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復興応援 政宗ダテニクル 合体版＋
17代伊達政宗と政宗を支える歴代の当主が織りなす
戦国青春グラフティ。
時は戦国時代、敵に囲まれた絶体絶命の17代伊達政宗。初陣に際し伊達家ゆかりの梁川八幡神社に
必勝祈願をする。すると氏神である龍が現れ、冥界の扉を開くという 冥龍眼 と16個の宝玉を手に入れ
る。 冥龍眼 は伊達家の歴代当主16人を現世に復活させ、彼等と政宗を合体させる事で圧倒的な力を
生み出すという神宝であった。そして、最初に現れた漢こそ、伝説の伊達家創主朝宗その人であった。眼
帯の下に 冥龍眼 を仕込み、伊達の未来の為に戦う17代政宗とご先祖たちが織りなす戦国青春グラフ
ティ。今まで制作した6話に新エピソードを加えた
『復興応援 政宗ダテニクル 合体版＋』
がここに誕生！
！

スタッフ&キャスト
監督 清丸悟
出演 村瀬歩、保志総一朗、小林裕
介、森川智之、梅原裕一郎、
内田 雄 馬 、天月-あまつき- 、
松岡禎丞

2021年 4月1日（木）ＴＯＨＯシネマズ 池袋他全国公開

©ガイナ／政宗ダテニクル合体版製作委員会

ジェントルメン
ガイ・リッチー監督×英米超豪華キャスト競演
ジ ェ ン ト ル メ ン
500億円にロンドン暗黒街“一流のワルたち”が群がった― !
ロンドンに巨大なマリファナ帝国を築いて大成功を収めたアメリカ人ミッキー。ある日、ミッキーがその
商売を譲り引退するという噂が流れたことから、利権総額 4 億ポンド
（約 500 億円）
を巡ってロンドン
暗黒街のクセ者たちの思惑が激突。紳士の顔した 一流のワルたち が、裏の裏の、そのまた裏を
かいて繰り広げるダーティでスリリングな駆け引き、裏切り、騙し合い。最後に笑うのは一体誰だ！
？

2021年 5月7日（金）ＴＯＨＯシネマズ 日比谷他全国公開

スタッフ&キャスト
監督 ガイ･リッチー
出演 マシュー・マコノヒー、チャー
リー・ハナム、ヘンリー・ゴール
ディング、
ミシェル・
ドッカリー、
ジェレミー・ストロング、
エディ・
マーサン、コリン・ファレル、
ヒュー・グラント

© 2020 Coach Films UK Ltd. All Rights Reserved.

LA BELLE ÉPOQUE
フランスを代表する俳優たちが贈る、
ヒューマンドラマ。
昔は売れっ子イラストレーターだったヴィクトルは、妻に浮気をされ、冴えない日々を送っている。そんな
父を心配する息子は
「タイムトラベルアトラクション」
をプレゼントする。映画製作と最新のVR 技術を
組み合わせ、クライアントの戻りたい過去へタイムスリップさせる、このエンタメサービスで、
ヴィクトル
は彼の人生の最も記憶に残る出来事、生涯忘れない大きな愛に出会った 1974 年のリヨンの
カフェ へ戻り、再体験することに……。第 72 回カンヌ国際映画祭正式出品作品。

スタッフ&キャスト
監督 ニコラ・ブドス
出演 ダニエル・オートゥイユ、
ギョーム・
カネ、
ドリア・ティリエ、
ファニー・
アルダン

2021年 6月シネスイッチ銀座他全国順次公開

©2019-LES FILMS DU KIOSQUE-PATHÉ FILMS-ORANGE STUDIO-FRANCE 2 CINÉMA-HUGAR PROD-FILS-UMEDIA

RUN
『search/サーチ』の新鋭監督が放つサイコ・スリラー。
完璧なる母親の歪んだ愛が狂気に変わるとき、
車椅子の娘の知力を尽くした脱出劇がはじまる―。
車椅子生活をおくるクロエは、母親ダイアンの家庭教育を受けながら、明るく成績も優秀な少女へと成長
していた。大学進学を目の前に独立できることを楽しみにしていたが、狼狽するような小さな事件が続く。
さらに母親の常軌を逸した行動に不信感を抱いていくクロエ。インターネットも携帯も繋がらない孤立した
状況下で、母親から逃れようとこの家から脱出しようとするが―。

2021年 6月ＴＯＨＯシネマズ 日本橋他全国公開

スタッフ&キャスト
監督 アニーシュ・チャガンティ
出演 サラ・ポールソン、
キーラ・アレン

© 2020 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

RESISTANCE
第二次世界大戦下、ユダヤ人の子供たちを救った一人の男がいた。
“パントマイムの神様”マルセル・マルソーの知られざる実話を映画化。
世界で一番有名なパントマイム・アーティスト、マルセル・マルソー。ユダヤ系フランス人であった彼は、
第二次世界大戦がはじまると、家族と共に抵抗勢力の活動家を取り締まる任務をもつナチ軍曹のクラ
ウスに生活を脅かされるようになる。スポットライトを浴びる生活への夢を捨てたマルセルは、偽造の才能
や、ユーモアのセンスを生かし、アルプスを越えてユダヤ人の子供たちを安全なスイスへ逃がしたり、多く
の危険なミッションで重要な役割を果たす。共に戦った兄弟、失った大切な人、救った子供と、マルセル
の精神と決断力は多くの人々の人生に影響を与えた。

2021年夏ＴＯＨＯシネマズ シャンテ他全国順次公開

スタッフ&キャスト
監督 ジョナサン・ヤクボウィッツ
出演 ジェシー・アイゼンバーグ、
クレ
マンス・ポエジー、
マティアス・
シュヴァイクホファー、ベラ・
ラムジー、エド・ハリス、エド
ガー・ラミレス
©2019 Resistance Pictures Limited.

ANTEBELLUM
『ゲット・アウト』
『アス』のプロデューサーが放つ
パラドックス・スリラー。
博士号を持つ社会学者で人気作家でもある女性ヴェロニカは、優しい夫、愛くるしい幼い娘との幸せな
家庭を築き上げていた。そんなある日、新たな著作の出版を記念した講演会に招かれた彼女は、単身
アメリカ南部のニューオーリンズへ赴く。そこで自分と同じアフリカ系のルーツを持つ聴衆を勇気づける
スピーチを行い、拍手喝采を浴びるヴェロニカ。しかし友人たちとのディナーを楽しんだ直後、
ヴェロニカ
の輝きに満ちた日常は突然崩壊し、究極の矛盾をはらんだ悪夢へと反転するのだった……。

スタッフ&キャスト
監督 ジェラルド・ブッシュ &
クリストファー・レンツ
出演 ジャネール・モネイ、
ジェナ・
マローン、
ジャック・ヒューストン

2021年全国順次公開

®, TM & © 2021 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

THE COURIER
イギリスの名優・カンバーバッチが
時代に翻弄された男を演じる珠玉のスパイスリラー。
冷戦時代、とあるイギリス人ビジネスマン、ワインはスパイの経験が一切ないにも関わらず、ソ連軍参謀
本部情報総局職員、ペンコフスキーとの接触役を任命される。ワインの任務は普通のセールスマンの
ふりをしてモスクワへ通い、ペンコフスキーから軍事機密情報を回収すること。アメリカとソ連の対立で
世界中が緊迫する中、キューバ危機の終焉と第三次世界大戦の回避に重要な役割をもたらした2人
の男のドラマが今明らかになる。

スタッフ&キャスト
監督 ドミニク・クック
出演 ベネディクト・カンバーバッチ、
レイチェル・ブロズナハン

2021年秋ＴＯＨＯシネマズ 日比谷他全国公開

© 2020 IRONBARK, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

DARK WATERS
世界で5 本の指に入る巨大企業の不正と闘う弁護士の
実話を基に生まれた、法廷サスペンス。
企業法務事務所で働き始めたロブは、家畜が急速に死んでいくのに悩んでいるという祖母の友人から
相談を受ける。調べるうちに、デュポン社製のテフロンという商品に得体の知れない化学薬品が含まれ
ていることを突き止める。デュポン社は善良な企業だと信じていたロブは、彼らが有害物質を土地や海に
廃棄し、デュポン社の工場で働く労働者が多く住む土地を破壊していたことに衝撃を受ける。さらに巨大
企業を相手に闘いを進めるうちに、地元の権威と連邦政府が共謀していることを突き止め、自身の健康
や、家族、名誉のすべてを賭け、企業の闇を暴いていく。

スタッフ&キャスト
監督 トッド・ヘインズ
出演 マーク・ラファロ、アン・ハサ
ウェイ、
ティム・ロビンス

2021年全国順次公開

© 2020 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC. All Rights Reserved.

THE MAURITANIAN
ジョディ・フォスター ×ベネディクト・カンバーバッチで描く、
グアンタナモ収容所の実態を暴く手記の映画化。
弁護士のナンシーとテリは、モーリタニアン人のモハメドゥの弁護を引き受けることになる。彼は米国同時
多発テロに関与した容疑で逮捕され、裁判すら受けることができずに、拷問と虐待が日常化している
キューバのグアンタナモ収容所で地獄のような生活を何年も送っていた。ナンシーは真相を明らかにし
ようと調査を開始するが、テロの重要人物と目されていたモハメドゥの弁護は、決して低いハードルでは
なかった。モハメドゥは有罪か？無罪か？正義を追究していくうちに明らかになる事実とは―⁉

スタッフ&キャスト
監督 ケヴィン・マクドナルド
出演 ジョディ・フォスター、ベネディ
クト・カンバーバッチ、
タハー
ル・ラヒム、
シェイリーン・ウッ
ドリー

2021年秋ＴＯＨＯシネマズ 日比谷他全国公開

MOTION PICTURE ARTWORK© 2020 EROS INTERNATIONAL, PLC. ALL RIGHTS RESERVED.

CHAOS WALKING
そこは“自分の考えが漏れ伝わってしまう”世界―。
ダグ・リーマン監督が描く新感覚 SF大作！
人類が新天地を求めて辿り着いた惑星。そこは先住民が残した
「ノイズ菌」
によって、女は死に絶え、男は
自分の考えや想像が全て他人に漏れ伝わってしまう世界だった。ある日、ウイルスが蔓延する町から逃げ
出した少年トッドは、別の惑星から来た、ノイズ菌を持たない少女ヴァイオラに出会う。2人はウイルスの
無い町を目指して逃避行を続けるなかで、この世界の真実を知っていく……。ガーディアン賞受賞の
ベストセラー小説を映画化。

2021年秋ＴＯＨＯシネマズ 日比谷他全国公開

スタッフ&キャスト
監督 ダグ・リーマン
出演 トム・ホランド、
デイジー・リドリー、
ニック・ジョナス、デヴィッド・
オイェロウォ、
マッツ・ミケルセン

®, TM & © 2021 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

THE SONG OF NAMES
アカデミー賞 ノミネートの実力派俳優
ティム・ロス＆クライヴ・オーウェン競演で贈る感動ドラマ。
第二次世界大戦が勃発したヨーロッパ。ロンドンに住む 9 歳のマーティンの家に、ポーランド系
ユダヤ人でバイオリンの才能溢れるデヴィッドがやってくる。同い年のマーティンと兄弟のように
育ったデヴィッドはやがて天才バイオリニストとしての才能を開花していくが、デビューコンサート
直前に忽然と姿を消してしまう。30 数年後、マーティンは ある少年のバイオリンの音色を聴き、
愕然とする。彼が奏でる音色はデヴィッドしか教えられないものだ。そう確信し、デヴィッドを探す
旅に出たマーティンを待ち構えていた真実とは―。

スタッフ&キャスト
監督 フランソワ・ジラール
出演 ティム・ロス、
クライヴ・オーウェン

2021年全国順次公開

© 2019 SPF (Songs) Productions Inc., LF (Songs) Productions Inc., and Proton Cinema Kft

BLACK BOX
ピエール・ニネ演じる分析官が
事故の裏に隠された真相を暴く緊迫の陰謀スリラー。
若く有能なブラックボックス分析官のマテューは、新型航空機墜落の原因解明の調査にあたって
いたが、事故の調査は打ち切られてしまう。マテューは証拠に何か不正があるのではないかと感じ、
もう一度音声を聞いて、不審な点を調べ始める。テープは改ざんされているのか……？上司の命令
に背いて、マテューは独自調査を始め、自らのキャリアを脅かすかもしれない真実を追求する。

スタッフ&キャスト
監督 ヤン・ゴズラン
出演 ピエール・ニネ、
マリーヌ・ヴァクト

2022年ＴＯＨＯシネマズ シャンテ他全国順次公開

© 2020 / WY Productions - 24 25 FILMS - STUDIOCANAL - FRANCE 2 CINEMA - PANACHE Productions

AFTER YANG
A24が贈る、ある家族に訪れた危機と再生を描く
SFヒューマン・ドラマ。
ロボットが家庭用ベビーシッターとして販売されている世界。中国系ロボットのヤンはある家族に購入
され、養子である娘に民族のルーツを教えながら
「兄妹」
として信頼関係を築いていくが、ある日、故障
して動かなくなってしまう。父親は娘のためにヤンの命を救おうと試みるが、その過程でヤンが撮りため
た断片的な記憶映像に接する。そこに人間と同等以上の自然や人への感情を見出だした彼は、それ
までの自分の表層的な価値観や家族との向き合い方を見つめ直していく。

スタッフ&キャスト
監督 コゴナダ
出演 コリン・ファレル 、ジョディ・
ターナー＝スミス、
ジャスティン・
H ・ミン

2022年ＴＯＨＯシネマズ 日比谷他全国公開

THE MARKSMAN
リーアム・ニーソンが孤児を連れた元スナイパーに！
『人生の特等席』監督が描く、麻薬カルテルからのサバイバル・アクション！！
アメリカとメキシコの国境沿いのアリゾナで、農場主でベトナム戦争退役兵のジムは厳しい時代を
過ごしていた。愛する妻は癌で亡くなり、銀行は彼の広大な土地を抵当に入れようとしている。そんな
ある日、静かな生活は国境を越えて彼の土地に侵入してきた2人の不法移民の母子によって妨げら
れた。彼らはメキシコのカルテルから逃げてきたのであった。激しい銃撃戦で母親が死に、ジムは彼女
の息子のミゲルを保護する。2人は暗殺者や警察から逃げる。2人は旅を通して、互いに理解し合う。

スタッフ&キャスト
監督 ロバート・ロレンツ
出演 リーアム・ニーソン、
キャサリン・
ウィニック、フアン・パブロ・
ラバ、テレサ・ルイズ

2022年ＴＯＨＯシネマズ 日比谷他全国公開

© 2020 AZIL Films

株式会社キノフィルムズ
〒106-0032 東京都港区六本木7-8-6
TEL: 03-6459-2671

kinof ilms.jp

株式会社 kino cinéma
AXALL六本木３F

FAX: 03-3403-0530

〒106-0032 東京都港区六本木7-8-6

AXALL六本木３F

TEL: 03-6459-2863 FAX: 03-3403-0530
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