映画

OSAKASCHEDULE

6/22〜

6/8〜

万引き家族

焼肉ドラゴン

PG12

「家族のかたち」
を描き続けてきた是枝裕和監督が、
10年間考え続けてき
たことを全部込めたと語る渾身作。高層マンションの谷間で今にも壊れそ
うな平屋に暮らす家族、家の持ち主祖母の初枝の年金をあてに、柴田治
と信代の夫婦、
息子の祥太、
信代の妹の亜紀。足りない生活品は万引き
で賄い、社会という海の底をひっそりと漂うような暮らしながらも、
いつも笑
いの絶えない5人。ある日、団地の廊下で寒さに震える幼いゆりを治が家
に連れ帰る。体中傷だらけのゆりの境遇を思いやり、一家の娘として育て
ることに。
しかしある事件をきっかけに家族はバラバラに引き裂かれ、一家
の隠された秘密が次々と明らかになっていく。紛れもない犯罪の裏側にあ
る家族のつながりとは。家族そ
れぞれの心情がとてつもなく切
なく、真のつながりとは何かを
問う心震える感動作。出演は
リリー・フランキー、
安藤サクラ、
松岡茉優、
樹木希林ほか実力
派俳優が集結。オーディション
で抜擢された2人の子役にも
カンヌ国際映画祭最高
注目。
賞
（パルムドール）
受賞。
TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

当月1日より約1週間前に公開された作品タイ
トル
（前号掲載分のみ）
のみとり侍

R15＋

OSCシネマ、
TOHO梅田、
TOHOなんば、
あべのアポロ

GODZILLA 決戦機動増殖都市
TOHO梅田、TOHOなんば

ピーターラビット
OSCシネマ、
TOHO梅田、TOHOなんば、
なんばパークス、
あべのアポロ

ランペイジ 巨獣大乱闘
OSCシネマ、
TOHO梅田、TOHOなんば、
梅田ブルク7、
なんばパークス、
あべのアポロ

1（金）〜

8（金）〜

バーフバリ 王の凱旋〈完全版〉

Vision ビジョン

日本で異例のロングランを記録している、
インドの一
大叙事詩、
伝説の戦士バーフバリの物語を描いたア
クション大作が、本国インドで上映されたオリジナル
完全版となって真のクライマックスを迎える！ヒロイン、
デーヴァセーナが歌い踊る楽曲「かわいいクリシュナ
神よ」
をはじめ26分の初公開シーンが加えられてい
る。監督・脚本:S・S・ラージャマウリ、出演:プラバー
ス、
ラーナー・ダッグバーティ※テアトル梅田では6/9
（土）
より公開
なんばパークス テアトル梅田

梅田ブルク7、
なんばパークス

ビューティフル・デイ

第70回カンヌ国際映画祭脚本賞&男優賞W受賞。
元軍人で冷徹な人捜しのプロ・ジョー
（ホアキン・フェ
ニックス）
のもとに、
ある時、行方不明の少女
（エカテ
リーナ・サムソノフ）
を連れ戻して欲しいという依頼が
舞い込む。やがて、2人の運命は思わぬ展開へ転が
っていき、壊れた2つの心が動きだすー。監督は
「少
年は残酷な弓を射る」のリン・ラムジー。

犬ヶ島
TOHO梅田、TOHOなんば
R15＋

TOHO梅田、TOHOなんば、
なんばパークス

恋は雨上がりのように
TOHO梅田、TOHOなんば

妻よ薔薇のように 家族はつらいよIII
OSCシネマ、
梅田ブルク7、
なんばパークス、
あべのアポロ

宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち/第五章 煉獄篇
OSCシネマ、
なんばパークス

オール･ザット･ジャズ（1979）/午前十時の映画祭9
TOHOなんば
（5/25〜6/7）

地獄の黙示録 劇場公開版〈デジタル・リマスター〉
（1979）/午前十時の映画祭9
OSCシネマ
（5/25〜6/7）

PG12

梅田ブルク7 なんばパークス

レディ・バード

なんばパークス シネ・リーブル梅田

PG12

河瀬直美監督・脚本で放つ渾身の一作。
フランスの
女優ジュリエット・ビノシュ、永瀬正敏のダブル主演、
共演には夏木マリ、岩田剛典、美波、森山未來、田
中泯といった実力派が集う。奈良・吉野にある山深
い神秘的な森で、山を守る男は、未来を紡ぐ女と出
会い、過去から迷い込んだ少年を抱きしめたー。
OSCシネマ なんばパークス あべのアポロ

七人の侍 4Kデジタルリマスター版
（1954）/午前十時の映画祭9
七人の侍が、農民たちを率い、野武士たちと壮烈な
戦いを繰り広げる、黒澤明監督のアクション超大作。
出演:三船敏郎、志村喬、木村功、藤原釜足、加東
大介、千秋実
TOHOなんば

三船敏郎が凄腕の浪人 三十郎 を演じ、
1961年ヴ
ェネツィア映画祭男優賞に輝いた本作。セルジオ・
レオーネ監督がクリント・イーストウッド主演「荒野の
用心棒 」でリメイクしたことも有名。6/22〜7/5は
TOHOなんばにて上映。
OSCシネマ

9（土）〜
あさがおと加瀬さん。

TOHO梅田、TOHOなんば、
あべのアポロ

海を駆ける
なんばパークス、
テアトル梅田

hide 20th Memorial Project Film
「HURRY GO ROUND」
梅田ブルク7、
なんばパークス

コードギアス 反逆のルルーシュⅢ 皇道
TOHOなんば、
梅田ブルク7

ファントム・スレッド
OSCシネマ、
なんばパークス

2（土）〜
PEACE MAKER 鐵 〜想道〜
新撰組隊士・市村鉄之助と仲間達の友情物語を描
いた、
黒乃奈々絵の人気コミック
（WEBコミックサイト
「MAGCOMI」連載）
を劇場アニメ化。前篇・後篇
二部作の前篇。監督:きみやしげる

女子高校生同士の恋愛を描いた高嶋ひろみの原作
コミックをアニメ化。内気な女子高生の山田と、陸上
部のエースで美人の加瀬さんの、
ピュアな恋と青春の
輝きだけをギュッと詰め込んだ物語。監督:佐藤卓哉
梅田ブルク7 なんばパークス

TOHOなんば 梅田ブルク7

8（金）〜

OVER DRIVE

家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。

世界中の道を全開走行で駆け抜ける、
過酷な自動車
競技「ラリー」
の、
国内トップカテゴリー
「セイコーカップ
ラリーシリーズ」
を舞台に、
ドライバー、
メカニック、人車
一体となった若者たちの熱き戦いを、
「海猿」
「暗殺教
室」
などの羽住英一郎監督が、最新技術を駆使して
描くハイスピード・エンターテイメント！ 出演:東出昌大、
新田真剣佑。

2010年「Yahoo！ 知恵袋」伝説の投稿からはじまっ
た実話を、
榮倉奈々×安田顕の夫婦役で実写化！ 夫
が帰宅すると必ず、
ワニに食われる、
銃で撃たれる、
頭
に矢が刺さっているなど、
毎日のように死んだふりをす
るようになった妻。謎の行動に秘められた思いとは?
監督:李闘士男
梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

TOHO梅田 TOHOなんば

50回目のファーストキス
山田孝之×長澤まさみ共演、
「 勇者ヨシヒコ」
シリー
ズの福田雄一監督が、ハワイ・オアフ島を舞台にし
た純愛物語に挑む！ 事故の後遺症で新しい記憶が
一晩でリセットされてしまう瑠依
（長澤）
にひとめぼれし
たツアーガイド大輔
（山田）
。ふたりは毎日恋に落ち、
毎日ファーストキスをくりかえすがー。
TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

30年後の同窓会

OSCシネマ TOHOなんば

OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば 梅田ブルク7
なんばパークス あべのアポロ

注

04

映画館
連絡先

OSCシネマ
（大阪ステーションシティシネマ）
TOHO梅田
（TOHOシネマズ梅田）
TOHOなんば
（TOHOシネマズなんば）

OSCシネマ 梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

羊と鋼の森
第13回本屋大賞に輝いた宮下奈都の小説を、山
﨑賢人主演で実写化。
ピアノの一音に 森の匂い
を感じ、調律師の世界に魅せられた主人公が、調律
師・板鳥
（三浦友和）
に憧れ導かれ、悩みながらも逞
しく成長していく姿を描く。監督:橋本光二郎
OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

06-6346-3215
050-6868-5022
050-6868-5043

唐々煙の原作を映画化した、3章から成るアニメーシ
ョンの中編。曇三兄弟の長男天火の秘めたる過去
を描いた前篇に続き、親友・白子が背負う思いが描
かれる。監督:若野哲也
OSCシネマ なんばパークス

15（金）〜

OSCシネマ 梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

06-4795-7602
050-6864-7125
06-6649-1255

メイズ・ランナー:最期の迷宮
巨大迷路〈メイズ〉
を攻略し、
〈 砂漠の迷宮〉
を生き延
びたトーマス
（ディラン・オブライエン）
たちにさらなる
難関が立ちはだかる！人気シリーズ第3章、脱出サバ
イバルアクションシリーズの完結編。監督:ウェス・ボ
ール、原作:ジェイムズ・ダシュナー
OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば
なんばパークス あべのアポロ

ワンダー 君は太陽

16（土）〜22（金）
ゆずりは
ものまね芸人のコロッケが、本名の滝川広志で望
む初主演作。葬儀社のベテラン社員
（滝川）
は新人
（柾木玲弥）
と共に
「死」
と向き合う葬儀の現場で、
大切な人を見送った人々の生きる意味を問う。新谷
亜貴子の同名小説を、
加門幾生監督が映画化。

16（土）〜
リミット・オブ・アサシン

22（金）〜
天命の城 PG12

2018.

イ・ビョンホン、
キム・ユンソク主演、国の存亡を賭け
た47日間の闘いを描いた、真実の歴史ドラマ。清の
軍勢12万人に包囲された、
1万3000人の朝鮮朝
廷。民を守るか、戦うか、2人の家臣の異なる信念の
闘いの末に、王が下した決断とはー。監督:ファン・
ド
ンヒョク、
音楽:坂本龍一
OSCシネマ

22（金）〜7/5（木）
椿三十郎 4Kデジタルリマスター版
（1962）/午前十時の映画祭9
上役の不正を暴こうと立ち上がった九人の若侍に、
三船敏郎演じる三十郎が助太刀する明朗時代劇。
原作は山本周五郎の「日々平安」。三十郎と室戸半
兵衛
（仲代達矢）
の最後の決闘も見もの。
OSCシネマ

23（土）〜
猫は抱くもの
沢尻エリカと
「ジョゼと虎と魚たち」
「のぼうの城」
など
の犬童一心監督のタッグでおくる猫映画。自分を人
間だと思い込む猫
（吉沢亮）
は、元アイドルのアラサ
ー女子
（沢尻）
に恋をした！? だがそこへ売れない画家
（峯田和伸）
が現れて…。原作:大山淳子
OSCシネマ なんばパークス

フューチャー・ワールド
ジェームズ・フランコ監督によるディストピアン・SFア
クション超大作！ 出演はスキ・ウォーターハウス、
ミラ・
ジョヴォヴィッチ、ルーシー・リュー、ジェフリー・ウォル
バーグ、
スヌープ・
ドッグほか

わたしに××しなさい！
第36回講談社漫画賞受賞の遠山えまの同名コミッ
クを、玉城ティナ×小関裕太のW主演で禁断の映
画化！ 恋を知らない小説家
（玉城）
は、学校1の腹黒
モテ男
（小関）
の秘密を握り、絶対服従の過激ミッシ
ョンを与えていくー。恋愛小説のネタのため続けてい
たミッションはいつしか本当の恋愛に！?
梅田ブルク7

23（土）〜7/6（金）
アンダー・ザ・
ドッグ/ジャンブル
クラウドファウンディング発のアニメ
「Under the Dog」
を2週間限定上映。特殊部隊に所属する少女たち
の過酷な戦いを描くSFアクション。原作:イシイジロウ、
アニメーション監督:安藤真裕
梅田ブルク7

10歳の少年オギーは、遺伝子の疾患で27回もの
手術を受け、人とは違う顔をもっていた。小学5年生
で、初めて学校へ通うことになり、
オギーも同級生た
ちも少しずつ変わっていくのだった…。監督:スティー
ヴン・チョボスキー

29（金）〜
アメリカン・アサシン

R15＋

ヴィンス・フリンの全米ベストセラー小説 ミッチ・ラッ
プ シリーズ待望の映画化。無差別テロで恋人を殺
され、世界最大の諜報機関CIAにスカウトされた主
人公ミッチのファースト・ミッションを描くスパイ・アクシ
ョン快作。
ミッチ役にディラン・オブライエン、鬼教官
役にマイケル・キートン。
TOHO梅田 TOHOなんば

ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー
「スター・ウォーズ」
シリーズのハン・ソロの知られざる過
去を描いた全世界待望のアナザー・ストーリー。若き日
のハン・ソロを演じるのは、
新星オールデン・エアエンラ
イク。
チューバッカやミレニアム・ファルコンとの出会い、
知られざるロマンスが明らかに。監督:ロン・ハワード
OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば 梅田ブルク7

R15＋

「ジョン・ウィック」製作陣×イーサン・ホーク主演。組
織に裏切られ、
家族を殺されたうえ自らも命を落とした
凄腕の殺し屋が、
24時間限りの命を与えられ蘇り全
てを奪った組織に復讐を仕掛ける。監督:ブライアン・
シュメルツ

22（金）〜
ウタモノガタリ
ーCINEMA FIGHTERS projectー
EXILE HIROとSSFF & ASIA代 表を務める俳 優
別所哲也、作詞家・小竹正人の3人によるプロジェク
トで、詩と音楽、映像を一つに融合した、
TAKAHIRO
や三代目J Soul Brothers・岩田剛典ら6人が主演の
オムニバス映画。
TOHO梅田 TOHOなんば

「半沢直樹」
「下町ロケット」
などの池井戸潤のベスト
セラー小説を実写化。
トレーラーの脱輪事故を発端
に、整備不良を疑われた運送会社社長・赤松
（長瀬
智也）
、
大手自動車会社の沢田
（ディーン・フジオカ）
、
独自の調査を行うホープ銀行の井崎
（高橋一生）
。
そ
れぞれが突き止めた先にあった真実とは? 世紀の大
逆転エンターテイメント！監督:本木克英

梅田ブルク7
なんばパークス
（なんばパークスシネマ）
あべのアポロ
（あべのアポロシネマ）

OSCシネマ なんばパークス

梅田ブルク7 なんばパークス

9（土）〜22（金）

空飛ぶタイヤ

デッドプール2
今度は俺ちゃん、最強鬼やばファミリーを結成！? マ
ーベルコミックスのクソ無責任ヒーロー・デッドプール
（ライアン・レイノルズ）
シリーズ第2弾は、未来からや
ってきた機械男に対抗すべく、特殊能力メンバーでX
フォースを結成するが…。監督:デヴィッド・リーチ

「定年って生前葬だな…」衝撃的な書き出しで始ま
る内館牧子の同名ベストセラー小説を、舘ひろし主
演で実写化。定年を迎え、趣味なし、夢なし、仕事な
しの田代
（舘）
。忙しく働く妻
（黒木瞳）
にも距離を置
かれてしまう。
「俺はまだ終われない」
とあれこれ模索
するうち、
運命の歯車が回りだすー。監督:中田秀夫

OSAKASCHEDULE

梅田ブルク7

バットマンが戦国時代にタイムスリップ！? 監督・水﨑
淳平、脚本・中島かずきによる神風動画初の長編ア
ニメはアメリカの人気ヒーローたちと悪党のバトルを
活写するSFアクション！ 監督:水崎淳平、声の出演:
山寺宏一、
高木渉

あべのアポロ 第七藝術劇場

曇天に笑う〈外伝〉〜宿命、双頭の風魔〜
妻に先立たれ、
2日前に息子も戦死したドク
（スティー
ヴ・カレル）
が息子を連れ帰る旅への同行を、30年
間音信不通だった旧友のサル
（ブライアン・クランスト
ン）
とミューラー
（ローレンス・フィッシュバーン）
に依頼
する。ダリル・ポニックサンの小説をもとに
「6才のボ
クが、大人になるまで」のリチャード・リンクレイター監
督が描くロードムービー。

TOHOなんば

TOHO梅田 TOHOなんば なんばパークス あべのアポロ

終わった人

1（金）〜

志尊淳主演、浅香航大、小越勇輝、堀井新太らが
地球侵略を目論むイケメン宇宙人たちに扮し、地球
のトップアイドルを目指すスポ根系アイドルコメディ
！
監督:小室直子

ニンジャバットマン

TOHO梅田 TOHOなんば

友罪

©2017 Sony Pictures Classics. All Rights Reserved.

15（金）〜
劇場版ドルメンX

用心棒 4Kデジタルリマスター版
（1961）/午前十時の映画祭9

ゴールデン・グローブ賞、
アカデミー賞 など各映画賞を
席巻した話題作。片田舎のカトリック系高校から、
N.Y
の大学進学を夢見る17歳の少女、
自称 レディ
・バード
（シアーシャ・ローナン）
。友達、彼氏、家族、将来に悩
み、青春の輝きと痛みを知る少女の姿を瑞々しくユー
モアたっぷりに描く傑作。監督:グレタ・ガーウィグ

PG12

世界各国の映画祭で話題騒然、可笑しくてちょっぴりせつないハートウ
ォーミングストーリー。閉ざされた地下シェルターで両親とだけ暮らしてい
た青年ジェームス。だがある日、両親が警察に連れ去られてしまい、
「あな
たが一緒に住んでいた男女は、
25年前にあなたを誘拐したのです」
と知
らされる。突然ジェームスに訪れた外の世界、本当の両親と妹との再会、
初めての友人、全てが驚きの連続。だがニセの両親が逮捕されたことで、
自分のために作られていたニセ教育番組「ブリグズビー・ベア」の新作ビ
デオが届かなくなった事が、彼を落胆させていた。
そんな彼の純粋さに心
を動かされた家族や友人たちを巻き込んで
「ブリグズビー・ベア」の続編
を撮影すること
になったのだが
…！
？
「サタデー・
ナイト・ライブ 」
のメンバーでも
あるデイヴ・マッ
カリー監 督、カ
イ ル・ムーニー
が主演・脚本を
務める。

8（金）〜21（木）

モリのいる場所

ゲティ家の身代金

Ⓒ2018「焼肉ドラゴン」製作委員会

TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

仮面ライダーアマゾンズ THE MOVIE 最後ノ審判

なんばパークス、
シネ・リーブル梅田

ブリグズビー・ベア

演劇賞を総なめにした伝説の舞台「焼肉ドラゴン」
を、
作・演出の鄭義信
（チ
ョン・ウィシン）
自らメガホンをとり映画化。
ときは大阪万博に沸く1970年
代。高度経済成長に浮かれる時代の片隅、
関西のある町に、
在日コリアン
の家族が営む焼肉店「焼肉ドラゴン」
があった。店主の龍吉と妻の英順は、
三姉妹と一人息子の6人暮らし。龍吉は、
故郷を失い、
戦争で左腕を奪わ
を口癖に必
れながらも
「たとえ昨日がどんなでも、
きっと明日はえぇ日になる」
死に耐えてきた苦労人だ。店には、
いつも人が集い、
涙あり笑いありの人間
のドラマがあった。
しかし時代の荒波が容赦なく押し寄せ、
家族は厳しい選
択を迫られるのだった…。
３姉妹役に、
真木よう子、
井上真央、
桜庭ななみ、
相手役に大泉洋、
大谷
亮平と豪華顔ぶれが揃
うほか、両親役に韓国
の実力派 俳 優イ・ジョ
ンウンとキム・サンホが
共演。時代に翻弄され、
今では跡形もなく消えて
しまった、
ある家族が生
きた時代と歴史が鮮や
かにスクリーンに蘇る。

ⓒ2018フジテレビジョン ギャガ AOI Pro.

〈継続上映作品〉

6/23〜

映画

オンリー・ザ・ブレイブ
2013年、
アリゾナで起きた未曾有の巨大山火事に、
たった20人で立ち向かった男たちがいたー。
「オブリ
ビオン」のジョセフ・コシンスキー監督が実話をもとに
描くヒーローたちの物語。出演:ジョシュ・ブローリン、
マイルズ・テラーほか
TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

※上映時間、
料金、
上映期間は直接劇場へお問い合わせください。公開日がはやいものか
ら順に掲載しております。上映期間は基本的に1週間前に決定され、
変更や中止、
終了
日が早まる場合もございますので事前にお問い合わせください。

なんばパークス あべのアポロ

ウィンチェスターハウス アメリカで最も
呪われた屋敷
「ソウ」
シリーズ最新作監督のスピエリッグ兄弟が、
ア
メリカに実在する幽霊屋敷を映画化。38年間、
365
日、
24時間、絶えず続いた増改築工事によって巨大
迷路と化した屋敷に住む未亡人のウィンチェスター
夫人
（ヘレン・ミレン）
。屋敷を訪れた精神科医
（ジェイ
ソン・クラーク）
が見た亡霊の正体とは…。
OSCシネマ TOHOなんば

30（土）〜
パンク侍、斬られて候
芥川賞作家・町田康による江戸時代を舞台にした人
気同名小説を、脚本・宮藤官九郎、監督・石井岳龍
×主演・綾野剛で実写化！ 猿将軍を永瀬正敏が務め
るほか、
北川景子、
東出昌大、
染谷将太、
浅野忠信、
國村隼、豊川悦司ら超豪華キャストが集結。主題歌
はセックス・ピストルズの
「アナーキー・イン・ザ・U.K.」。
OSCシネマ 梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

それいけ！アンパンマン かがやけ！
クルンといのちの星
アンパンマンワールドに、
不思議な子ども・クルンが現
れる。やがて、
アンパンマンたちは、
クルンの故郷 い
のちの星 を救うため宇宙へ飛び立つ！ 一緒に楽し
める歌や踊りも。
TOHOなんば 梅田ブルク7 あべのアポロ

6

mini theater

ミニシアター

第七藝術劇場（十三）

06-6302-2073

継続上映作品 father〜カンボジアへ幸せを届けた ゴッち
ゃん神父の物語
（5/26〜）
、
ウイッチ・フウィッチ
（5/26〜）
、
アクロス・ザ・クレセントムーン
（5/26〜）
ルイ14世の死
6/2〜
異才アルベルト・セラ監督が、
ヴェルサイユ宮殿を建造し 太
陽王 と呼ばれたルイ14世の死に様を、絢爛たるヴェルサイ
ユの美と、恐るべき現代性で貴族の陳腐さ見つめた、大胆
不敵な作品。ルイ14世を演じるのは、
ジャン=ピエール・レオ。
枝葉のこと
6/2〜
「魅力の人間」の二ノ宮隆太郎監督・主演作。監督自らの実
体験を基にした独創的な
「私小説的」青春映画。6/9
（土）
20:40の回監督挨拶
D5 5人の探偵
6/2〜
5人のレジェンド声優、
奇跡の競演！好評につき追加上映。
柳澤寿男監督 特集
6/9〜
「風とゆききし」
「ぼくのなかの夜と朝」
ほか全5作品日替り。
おだやかな革命
6/9〜
原発事故後に福島県の酒蔵の当主が立ち上げた会津電
力など日本のローカルで始まっている、
自然エネルギーによる
自治、地域再生を追った、
これからの時代の
「豊かさ」
を巡る
物語。ナレーション:鶴田真由、監督:渡辺智史。6/10
（日）
13:00の回上映後 渡辺智史監督×服部滋樹さん
（graf代
表）
イベント予定。
棘の中にある奇跡〜笠間の栗の木下家〜
6/16〜
茨城県 笠間市の栗農家を舞台にした作品。6/16
（土）
舞台
挨拶予定。
四万十〜いのちの仕舞い〜
6/16〜
四万十川河畔で診療所を営む小笠原先生と、
人々との交流
を見つめる本作をアンコール上映。企画・演出・監督:溝渕雅
幸。6/16
（土）上映後、小笠原望先生×溝渕雅幸監督トー
ク予定、
6/17
（日）上映後、溝渕雅幸監督トーク予定。
ゆずりは
6/16〜
P04全国ロードショー欄参照
ほんとにあった！呪いのビデオBEST10
6/17〜
「ほん呪」製作委員会スタッフが選ぶ、
BEST10！
ザ・ビッグハウス
6/23〜
想田和弘監督の「観察映画」最新作！ 舞台は、全米最大の
アメリカンフットボールスタジアム、通称 ザ・ビッグハウス 。監
督を含む17人の映画作家たちのカメラが、
スポーツを支える
人々、
アメリカの光と影を捉える。
パンとバスと2度目のハツコイ
6/30〜
今泉力哉監督が贈る、恋愛こじらせ女子の モヤキュン ラブ
ストーリー。
シアターセブン（十三）

06-4862-7733

継続上映作品 狂い華
（5/26〜）
、
〈 特集・スーパー日本映
画新時代〉
「犬猿」
（5/26〜）
素敵なダイナマイトスキャンダル R15＋
特集・スーパー日本映画新時代
6/2〜
末井昭が幼い頃に経験した、母親と隣家の息子のダイナマ
イト心中ー。
その後、伝説的なエロ雑誌が発禁にいたる過程
で巻き起こるドラマを描いた青春グラフィティ
！ 監督:冨永昌
敬、
出演:柄本佑、前田敦子、
尾野真千子ほか
メイド・イン・ホンコン/香港製造
6/2〜
フルーツ・チャン監督による、
青春映画、
不朽の名作。
カーキ色の記憶
6/3〜
シリアの悲劇がはじまった背景に迫る。6/3上映後トークあり
ビジランテ 特集・スーパー日本映画新時代
6/9〜
「22年目の告白ー私が殺人犯ですー」の入江悠監督オリジ
ナル作品で、
男たちの哀しい運命を描くバイオレンス・ノワール。
三兄弟のトリプル主演に大森南朋、
鈴木浩介、
桐谷健太。
ギフテッド〜フリムンと乳売り女
6/2〜
沖縄那覇市で同棲する、
おっパブナンバーワンホステスの悦
子
（間宮夕貴）
と、元黒服の隼人
（原嶋元久）
。隼人は高級
犬のブリーダーという新たな仕事に精を出そうと考えているが
…。沖縄発、熱くて痛い恋物語。監督・脚本:出馬康成
アイスと雨音
6/9〜
MOROHAの劇中生演奏にのせて、実話に基づいた若者た
ちの1ヶ月間を74分ワンカットで描ききる。6/9
（土）
16:00回
上映後、
松井大悟監督トーク予定
二ノ宮隆太郎監督最新作公開記念
6/9・10
「魅力の人間」
「楽しんでほしい」特別上映。
カタブイ 沖縄に生きる
6/16〜
ダニエル・ロペス監督、
沖縄の長編ドキュメンタリー。
〈シネマージナル〉辺境を旅する映画
6/16〜
「密使と番人」
「川越街道」2作品日替わり上映。
三十路女はロマンチックな夢を見るか
6/16〜
夢を追う強盗団と三十路女の人生を賭けた逃避行！
特集「想田和弘と世界」
6/23〜
「選挙」
「選挙2」
「精神」
「Peace」
など全8作品日替り上映。
プラネットプラスワン（中崎町）

06-6377-0023

5月より毎週火・水曜日休映
プリースト判事（1934）
6/3・4・9・15・24・30
巨匠ジョン・フォードによるウィル・ロジャース主演の第1作。
悪魔スヴェンガリ
（1931）
6/23 17:00〜
名優ジョン・バリモアが人を魅了する魔力と残忍性を備えた
音楽家を演じた怪奇映画。監督:アーチー・L・メイヨ
素晴らしき放浪者（1932）
6/17・22・23・27
浮浪者ブーデュはセーヌ河に身を投げるも店の親父に助け
られ家に居候。奥さん、女中とも関係し、結婚を勧められて…。
監督・脚本:ジャン・ルノワール、
出演:ミシェル・シモン
うたかたの戀（1936） 6/6 20:30、6/10 11:00、
6/16 15:00、6/25 19:30
1889年に起きたオーストリア=ハンガリー帝国の皇太子と
男爵令嬢の心中事件を題材にした小説の映画化。
水泳選手タリス+新学期･操行ゼロ
6/2・9・29
監督・脚本:ジャン・ヴィゴ、
出演: ルイ・ルフェーブル
怪猫謎の三味線（1938）6/13 20:30、6/18 19:30
牛原虚彦監督の
〝化け猫〟映画。化け猫女優として知られる
鈴木澄子主演。若き森光子が舞踊で魅せる。
雨にぬれた鋪道（1969） 6/3・8・11・17・20・24・30
デビュー間もない頃の異彩ロバート・アルトマン監督。若手女
優のサンディ
・デニア主演、忘れられたニューシネマの傑作。
映画の樹 ピアノ演奏付きサイレント映画
「スピオーネ」
（1928）
6/2 17:00〜
「メ
トロポリス」
で世界的な巨匠となったフリッツ・ラングが当時
のソ連のスパイ事件を題材に映画化。
初期映画の冒険（1905〜1915）
6/9 19:30〜
初期映画スタジオの制作背景を垣間見る。
「 父の名誉 」
（1905）
「盗む手」
（1908）
「男か女か」
（1914）
吸血鬼ノスフェラトゥ
6/16 19:30〜
吸血鬼ドラキュラの最初の映画化。主演のマックス・シュレッ
クの不気味な風貌は歴史に残る。
シネ・リーブル梅田（梅田）

06-6440-5930

継続上映作品 29歳問題
（5/26〜）
、名もなき野良犬の
輪舞〈ロンド〉
（5/26〜）
ジェイン・ジェイコブズ ニューヨーク都市計画革命 6/2〜
1950年代ニューヨーク。
それまでの都市計画を根底から覆し、
ダウンタウンの大規模な再開発を阻止した女性ジェイン・ジェイ

コブズ。建築においては素人だった彼女の武器は、天才的な
までの洞察力と行動力。近代都市計画への痛烈な批判と新
しい都市論を展開し、世界中に大きな衝撃を与えた 常識の
天才 に迫った建築ドキュメンタリー。監督:マット・ティルナー
MIFUNE: THE LAST SAMURAI
6/2〜
名優・三船敏郎の人生を追ったドキュメンタリー。黒澤明監督
の
「羅生門」
「七人の侍」
「用心棒」
「赤ひげ」
など主要作品に
焦点を当て、
記録映像、
家族、
俳優、
監督・スタッフなどの貴重
なインタビューを収録。監督：スティーヴン・オカザキ
いつだってやめられる 10人の怒れる教授たち PG12 6/2〜
イタリアン・コメディの金字塔。欧州危機により社会問題とな
った 頭脳流出 をテーマに、
落ちこぼれインテリチームの逆襲
を描いた痛快風刺コメディ。監督:シドニー・シビリア
6/9〜
モーリス 4K R15＋
「君の名前で僕を呼んで」
でアカデミー賞 脚色賞を受賞した
ジェームズ・アイヴォリー監督が、1987年にE・M・フォースタ
ーの禁断の恋愛小説を映画化した本作の4Kデジタル修復
版。ケンブリッジ大学で出会った2人の青年が、真実の愛と
社会の狭間で揺れ動く。主人公の相手役にヒュー・グラント。
それから
6/9〜
名匠ホン・サンスと、
「お嬢さん」のキム・ミニのタッグでおくる、
モノクロームの人間ドラマ。小さな出版社に入社した女性が、
社長と妻と愛人の間で起こる騒動に巻き込まれてしまう。男
と女の哀しみ、可笑しみをユーモアで美しく包む。第18回釜
山映画評論家協会賞大賞・主演男優賞受賞。
田辺・弁慶映画祭セレクション2018
6/9〜
6/9
（土）
〜6/11
（月）
「赤色彗星倶楽部」
（監督:武井佑吏）
、
6/12
（ 火）
「 戻る場所はもうない」
（ 出演:ルー大柴、監督:笹
井歳春）
、
6/13
（水）
「三尺魂」
（監督:加藤悦生）
、
6/14
（木）
「ラストラブレター」
（ 監督:森田博之）
、
6/15
（ 金）
「みつこと
宇宙こぶ」
（監督:竹内里紗）
オンネリとアンネリのおうち
6/16〜
マリヤッタ・クレンニエミによる北欧児童文学原作の、小さな
女の子オンネリとアンネリの物語。ある日ふたりは
「正直者に
あげます」
と書かれた手紙とお金の入った封筒を拾い、素敵
な水色のおうちを買うのことに。監督・脚本:サーラ・カンテル
ALONE/アローン
6/16〜
「君の名前で僕を呼んで」のアーミー・ハマー主演最新作。ア
メリカ兵士・マイクは地雷を踏んだことに気づく。
そこは誰もい
ない、水も食料も通信手段も何もない砂漠の地雷原。一歩
も動けないなか、救援までの52時間、疲労とアクシデントに
見舞われ続ける絶対絶命のワン・シチュエーション・スリラー。
監督:ファビオ・レジナーロ、
ファビオ・グアリョーネ
6/16〜
V.I.P. 修羅の獣たち R15＋
韓国ノワールの巨匠、
「新しき世界」のパク・ファンジョン監督
の野心作。チャン・
ドンゴン、
キム・ミョンミン、
パク・ヒスン、
イ・ジ
ョンソクら豪華出演者が集結し、韓国初のテーマ 企画亡命
者 を扱った、狂気の壮絶クライム・アクション。北から亡命さ
せられた連続殺人事件の有力容疑者
（イ・ジョンソク）
をめぐ
り、
国家機関間の利害関係が激突する。
6/16〜
母という名の女 PG12
隣にいるのは、
母ではなく女という怪物だった…。
「或る終焉」
「父の秘密」のミシェル・フランコ監督による衝撃のミステリ
ー。17歳で妊娠した妹と、姉の2人きりで住む別荘へ、疎遠
だった美しい母が突然現れ、
ある行動に出る…。
リディバイダー
6/16〜
「美女と野獣」のダン・スティーヴンス主演、一人称視点の
FPS映像と客観視点を織り交ぜた、体感型SFクライシスム
ービー。近未来、人類はエネルギーを、
コピーしたもう一つの
地球
（エコーワールド）
から供給していた。だが、二つの世界を
繋ぐ巨大タワーが暴走！ 地球滅亡へのカウントダウンが始ま
る。監督:ティム・スミット
PG12
6/23〜
ブリグズビー・ベア
P04ピックアップ欄参照
女と男の観覧車
6/23〜
1950年代、
NY・コニーアイランドを舞台に、女と男のあくなき
欲望、
理想を乗せて回り続ける人生の切なさを、
美しい映像で
描く、
ウディ
・アレン監督最新作。遊園地でウェイトレスとして働
く主人公を演じるのは
「愛をよむひと」のケイト・ウィンスレット。
不倫相手で海岸の監視員役に、
ジャスティン・ティンバーレイク。
ゲッベルスと私
6/30〜
ナチスの宣伝大臣ヨーゼフ・ゲッベルスの女性秘書で、現在
103歳のブルンヒルデ・ポムゼルが69年の沈黙を破り、最初
で最後の独白を行ったドキュメンタリー。世界初公開のアー
カイヴ映像も挿入。
第二警備隊
6/30〜7/13
構想17年、柿崎ゆうじ監督が実体験をもとづき、
あるお寺の
利権を狙う指定暴力団と警備会社の身辺警護員たちの壮
絶な攻防を映画化。警備会社社長の役に筧利夫。精鋭チ
ーム 第二警備隊 隊長役の出合正幸が、
ニース国際映画
祭で最優秀助演男優賞を受賞。
死の谷間
6/30〜
「スーサイド・スクワッド」
「アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダ
ル」のマーゴッ
ト・ロビー主演。核汚染によって壊滅した地球、
唯一残された奇跡の谷を舞台に、
1人残された女と、
2人の男。
脆く崩れやすい人間の心理を描く緊迫のSFサスペンス！監督
:クレイグ・ゾベル
テアトル梅田（梅田）

06-6359-1080

継続上映作品 海を駆ける
（5/26〜）
男と女、モントーク岬で
6/2〜
新作を携えて、
NYを訪れた小説家マックス
（ステラン・スカルス
ガルド）
。小説のモデルで、
17年前に別れたかつての恋人レベ
ッカ
（ニーナ・ホス）
と再会を果たすが、彼女は過去を語ろうとし
ない。だが、
レベッカから2人の思い出の地・モントーク岬への
旅の誘いが舞い込む。果たしてレベッカの真意とは?「ブリキ
の太鼓」
「パリよ、
永遠に」
のフォルカー・シュレンドルフ監督作。
バーフバリ 王の凱旋 完全版
6/9〜
P04全国ロードショー6/1欄参照
榎田貿易堂
6/16〜
飯塚健監督×渋川清彦主演、故郷・群馬県渋川市を舞台
に、迷えるオトナたちの喜怒哀楽を軽やかに描いた
「飯塚ワ
ールド」の集大成。
「扱う品はゴミ以外。何でも来いが信条」
のリサイクルショップ・榎田貿易堂
（えのきだぼうえきどう）
に集
う様々な人間たちの群像劇。
告白小説、その結末
6/23〜
「戦場のピアニスト」
「ゴーストライター」のロマン・ポランスキ
ー監督が、小説「デルフィーヌの友情」
を実写化。心を病んで
自殺した母親との生活を綴った私小説がベストセラーとなっ
たデルフィーヌ
（エマニュエル・セニエ）
の前に、熱狂的なファ
ンだという女性エル
（エヴァ・グリーン）
が現れる。献身的に支
えてくれるエルの壮絶な人生を小説にしようと考えるが、
その
先に悪夢のような結末が待ち受けていた…。
ガザの美容室
6/30〜
第68回カンヌ国際映画祭批評家週間出品作。ガザで生ま
れ育った双子の監督タルザン&アラブ・ナサールによる初の
長編となる本作。パレスチナ自治区ガザの美容室に集って
いた女性たちが、突然戦闘に巻き込まれ取り残されてしまう。
極限状態の中、小さな美容室で諍いがはじまる…だがある女
性が言う
「私たちが争ったら、外の男たちと同じじゃない」。オ
シャレをする、
メイクをする、
たわいない毎日を送る、
それが彼
女たちの戦争への抵抗だった。
シネマート心斎橋（心斎橋）

06-6282-0815

継続上映作品 タクシー運転手 約束は海を越えて
（4/21〜）
、
ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男
（5/19〜）
、
アメリカン・ヴァルハラ
（5/26〜）
、軍中楽園
（5/26〜）
、
ゼニガ

（5/26〜）
タ R15＋
娼年 R18＋
6/2〜
松坂桃李が娼夫リョウを大胆に演じ、
様々な女性たちとのセッ
クスを鮮烈に描いた衝撃作。監督:三浦大輔、
原作:石田衣良
6/2〜
修羅の華 R15＋
「新しき世界」
「ベテラン」
「哭声/コクソン」
などに続いて、
シッチ
ェス・カタロニア国際映画祭ファンタスティック映画祭のフォー
カス・アジア部門最優秀賞を受賞。組織のナンバー2にまで登
りつめた女と、彼女のために殺戮を続けてきた男、
その歪んだ
愛憎は殺し合いへと発展していく…。女優キム・ヘス主演で、
激
しいアクションシーンを追求した傑作ノワール。監督:イ・アンギュ
ブルース・ディッキンソン（アイアン・メイデン）
サラエボの叫び
6/15〜21
Heavy Metalの権化「アイアン・メイデン」
で約30年に渡り、
ヴォーカリストを務めるブルース・ディッキンソンを追ったドキュ
メンタリー。15
（金）
19:00〜回に、音楽評論家であり、
バンド
を追い続ける伊藤政則氏が登壇
（本編上映前）
。
TOKYO LIVING DEAD IDOL
6/16〜
トウキョウ・リビング・デッド・アイドル PG12
ゾンビに噛まれてしまい、全国指名手配で追われる身となっ
た人気アイドル神谷ミク
（SUPER☆GiRLS 浅川梨奈）
。
ゾ
ンビ化までの72時間、血清を手に入れ再び舞台に立つため
戦い続ける！監督は
「ラーメン食いてぇ
！」の熊谷祐紀。
6/16〜
V.I.P. 修羅の獣たち R15＋
P05シネ・リーブル梅田欄を参照
6/16〜
ダークサイド PG12
砂漠のモーテルを経営しはじめたレイ
（ニコラス・ケイジ）
は、
秘密の通路を見つけ美女2人の部屋を覗き見してしまい…。
禁断のエロティック・サイコスリラー。監督:ティム・ハンター
マッド・ダディ
6/23〜
ニコラス・ケイジ主演、
ブライアン・テイラー監督、親が我が子
に襲いかかる世界を描く狂気のハイボルテージ・スリラー！
スパイナル・タップ
6/23〜
「スタンド・バイ・ミー」
などのロブ・ライナー監督デビュー作として、
1984年に製作された伝説のロックコメディが、
なぜか今ごろ日
本初公開！イギリスの超人気ヘビーメタルバンド
（という設定の
架空の）
「スパイナル・タップ」
の全米ツアーに完全密着。
反逆の韓国ノワール2018
一級機密
6/30〜
「選択」
「イテウォン殺人事件」
に続く故ホン・ギソン監督の社
会告発実話3部作の最後の作品。韓国汚職事件を告発す
る実録サスペンス。
キム・サンギョン、
キム・オクビン初共演作。
黄泉がえる復讐
6/30〜
殺された者が、犯人に復讐するためによみがえる
「犠牲復活
者」
が出現する世界で起こるアクションミステリー。キム・レウ
ォン、
キム・ヘスク共演。監督:クァク・キョ
シネ・ヌーヴォ/シネ・ヌーヴォX（九条） 06-6582-1416
継続上映作品 スローガン
（5/12〜6/1）
、
花咲くころ
（5/26
〜6/15）
、
おみおくり
（5/26〜6/8）
、
早春
（5/26〜6/15）
名画発掘シリーズ リクエスト特集
6/2〜
シネ・ヌーヴォ
「20thプロジェクト」で選ばれた
「スクリーンで
上映したい映画」17本を一挙上映。作品:「風流交番日記」
「地上」
「 風流温泉日記」
「 狐と狸」
「 零戦黒雲一家」
「しろ
ばんば」
「 黒蜥蝪」
（ 大映/京マチ子）
「 裸の重役」
「 血とダイ
ヤモンド」
「 黒蜥蝪」
（松竹/美輪明宏）
「 極道ペテン師」
「白
昼の襲撃」
『「されどわれらが日々」
より 別れの詩』
「 隠し妻」
「旅の重さ」
「喜劇 男の子守唄」
「絶唱」
かぞくへ
6/2〜
主人公の旭
（松浦慎一郎）
は、
自分が紹介した仕事で洋人
（梅田誠弘）
を詐欺の被害に合わせてしまう。養護施設で
家族同然に育ってきた唯一無二の親友と、認知症が進む祖
母のために結婚式を急ぐ婚約者の間で、次第に追い詰めら
れていき…。主演の松浦の実話をもとに、監督の春本雄二
郎が脚本を書き上げ、海外映画祭でも高い評価を得た本作。
6/2
（土）
春本雄二郎監督の舞台挨拶あり
イレブン・ミニッツ
6/2〜
2016年ベネチア国際映画祭生涯功労金獅子賞受賞。ポ
ーランドの巨匠、
イエジー・スコリモフスキ監督最新作は、
たっ
た11分間のドラマをモザイク状に構成した群像劇。現代社
会の不条理を描いた、衝撃のクライマックス。
人生フルーツ
6/9〜22
雑木林に囲まれた一軒の平屋に住み、
キッチンガーデンを
彩る70種の野菜と50種の果実を育て、丁寧に生活する老
夫婦、建築家津端修一さんと妻英子さんの暮らしを見つめる。
ナレーションは女優の樹木希林。
見栄を張る
6/9〜
大阪を拠点に映画制作者の人材発掘・育成を行なう
「CO2」
第12回助成3作品の1作。売れない女優が、姉の死をきっか
けに、
葬儀で参列者の涙を誘う
「泣き屋」
の仕事に就いたこと
からはじまる奮闘と成長を描いた人間ドラマ。監督は、是枝裕
和監督製作総指揮のオムニバス
「十年 日本
（仮）
」の一篇を
手がける藤村明世監督。主演はブレイク必至の久保陽香。
ポルト
6/16〜
異国の地になじめず、放蕩するアメリカ人の男と、考古学を
研究するフランスの女子学生。過去と未来の記憶が交錯す
るラブストーリー。監督:ゲイブ・クリンガー
あなたはわたしじゃない
6/16〜22
七里圭監督が「音から作る映画」
で創り続けた到達点。
どこ
とも知れぬ白い部屋に、若い女
（青柳いづみ）
が記憶とも空
想ともつかぬ独白をし続ける…。
七里圭監督特集
6/16〜
同じ朗読から生まれた三本の映画。
その前2作と、原点となる
作品を、
大阪初上映！作品:「Music as ﬁlm」
（2016/56min）
、
「サロメの娘 アナザサイド
（in progress）
」
（2016/68min）
、
「アナザサイド サロメの娘 remix」
（2017/82min）
花に嵐
6/19〜
「聖なるもの」公開記念、
日本映画監督協会新人賞を受賞し
た岩切一空による賛否両論異色作。大学の映画サークル
に入った僕は、行く先々で現れる女の子が、未完のままの映
画の続きを撮って欲しいと頼んできて…。
OKINAWA1965
6/23〜
アジア・太平洋戦争敗戦から72年。沖縄の本土復帰から
45年。だが沖縄の戦後はまだ終わっていない。戦争も基地
もない沖縄を目指した人々の想いを見つめる。岩手県出身
の兄弟、都鳥伸也
（企画・製作、監督）
・都鳥拓也
（企画・製
作、
撮影、編集）
が手がける。
聖なるもの
6/23〜
監督・岩切一空×音楽・ボンジュール鈴木のタッグでMOOSIC
LAB 2017に於いてグランプリ他4冠を達成した本作。4年に
1度現れる謎の彼女と作った映画は必ず大傑作になるという
噂を耳にした岩切の前に、
黒髪の美少女が現れて…。
眠り姫
6/23〜
七里圭監督最新作「あなたはわたしじゃない」公開記念上映。
漫画家・山本直樹が内田百閒の短編小説「山高帽子」
を基
に描いた同名コミックを映画化。
イカリエーXB1
6/30〜
「2001年宇宙の旅」
「スター・
トレック」、
すべてはここから始
まったー。1963年、共産主義下にあったチェコで製作され
た、
インドゥジヒ・ポラーク監督・脚本による本格SF映画。
大和（カリフォルニア）
6/30〜
海外メディなどで絶賛された、米軍基地のある神奈川県大和
市を舞台にした新世代音楽青春映画。アメリカのラッパーに
憧れるサクラは日本人の母と兄、
そして母の恋人で米兵のア
ビーに囲まれて暮らしている。様々な問題を抱える少女が語
るべき言葉を獲得していく物語。サクラ役に
「霊的ボリシェヴ
ィキ」
などの韓英恵。監督は宮崎大祐。
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