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ジュラシック・ワールド 炎の王国
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公開

インクレディブル・ファミリー

公開
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リリース

リリース中

アイアンマン、 キャプテン・ アメリ
カ、 ハルク、 マイティ・ ソーら、 スー
パーヒーローたちが世界の危機を
救うため、スペシャルチームを結成！
それぞれの力を活かした戦いぶりに
ワクワクしっぱなし！

世界中をウソだらけにしてしまおうと
するかいじゅうウソバーッカにプリキュ
アたちが立ち向かう！ これまでのシ
リーズでかつやくしたプリキュアがせ
いぞろいするクライマックスには大感
動＆大こうふん！

リリース中

リリース中

映画の都ハリウッドで、スターの俳
優と歌手の女性が恋に落ちる。 素
敵な恋の物語はもちろん、華麗な
歌と踊りの数々も楽しい！ 土砂降
りのなかで歌って踊るシーンは、見て
いるこちらも心がはずむ！

かぐや姫の物語

ミッション：インポッシブル
フォールアウト
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公開

どんな不可能な任務も可能にしてし
まうスパイ・ チームが、核爆破テロ
を阻止しようと世界各地をかけめぐ
る。 すさまじい迫力のアクション、トム ・
クルーズ本人が挑戦しているスタント
に圧倒されまくり ！
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リリース

「宝島」 を目指して大うなばらを進
め！ ドラえもん史上最大の冒険が
始まる！ 「宝島」 をめざし、のび太た
ちが大冒険！ 次々と訪れる危機、
飛び出すひみつ道具、みんなの友
情にワクワク！

７さいの娘と７さいのちのうしか持た
ない父親。 力を合わせて一生けん
めいに生きていくふたりのすがたに感
動しながら、家族の大切さやいろい
ろな家族のかたちがあることを考えさ
せられる！

雨に唄えば

赤ちゃんの妹に両親を一人占めさ
れてむくれる男の子の前に、未来か
ら大きくなった妹、ミライちゃんがやっ
てきた！ そこから始まる不思議な冒
険、家族のきずなを描いた物語に
夢中になってしまう！

リリース中

竹から生まれ、美しい女性となって
月へと去ってしまう“かぐや姫”。 絵
本やきょうかしょでは知ることのでき
なかった、彼女が力いっぱい生きる
ことの意味を、この作品は問いかけ
ます。

I LOVE スヌーピー
THE PEANUTS MOVIE

リリース中

みんな大好きなスヌーピーが CGアニ
メに。 好きな女の子に気持ちをつた
えられないチャーリー ・ ブラウンをおう
えんするスヌーピーがかわいい！ 犬と
人間にかべなんてない！ かれらの仲
良しぶりも最高！

映画 かいけつゾロリ ZZ のひみつ

リリース中

いたずらの天才ゾロリが仲間たちと
いっしょに過去にタイムスリップ。 そ
こで若き日の母親と出会ったり、か
いじゅうと戦かったり、トレジャーハン
ターと大冒険をくり広げたりともりだ
くさん！

くちびるに歌を

リリース中

島の中学校にやってきた先生と生
徒たちが合唱コンクールを目指す！
ケンカをしたり、悩みや苦しみを分け
合ううちに、バラバラだった歌や気
持ちがまとまっていく様子に心があ
つくなる！
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KUBO ／クボ 二本の弦の秘密

リリース中

グレイテスト・ショーマン

両親を失ってしまった少年クボが、
弓が得意なクワガタや賢いサルを
連れてそのかたきを撃つ冒険の旅
に。 昔の日本やサムライの要素がつ
まった映像と物語に引き込まれてし
まう！

スター・ウォーズ

最後のジェダイ

リリース中

誰も見たことのないショーを見せた
い！ その想いと願いを叶えた実在
の人物P.T.バーナムの半生をミュー
ジカルに。 かれいな歌と踊り、夢を
決してあきらめない彼の姿に目がく
ぎづけ！

トムとジェリー 夢のチョコレート工場

銀河を舞台にした壮大な物語。
その新たな伝説がいよいよ始まる！
“伝説のジェダイ” ルークと、 “新世
代” のレイとカイロ ・ レン。 “光”と
“闇”の壮絶なバトルに大興奮！ 大
人気のBB- ８たちも登場！

バック･トゥ･ ザ ･フューチャー

リリース中

リリース中

パディントン 2

リリース中

南米のジャングルからロンドンにやっ
てきた熊のパディントンが、絵本ど
ろぼうの犯人にされてけい務所に！
絵本にかくされたひみつ、パディント
ンを救おうとする人間一家のふんと
うなど見せ場がいっぱい ！

湯を沸かすほどの熱い愛

“魔女の花” を見つけ、一夜限りの
魔法の力を手に入れた少女メアリ
のワクワクドキドキの大冒険。 メアリ
がついた、たったひとつの嘘が、やが
て大切な人を巻き込んだ大事件を
引き起こしていく。

リリース中

余命２ヵ月を宣告された母親が、
問題だらけの家族を立て直す。 少
しハチャメチャな母親の行動の裏側
にある大きな愛情に感動しつつ、
家族ってなんだろうと深く考えさせら
れてしまうはず！

ファンタスティック・ビースト賞
対象作品
ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅

リリース中

ネコのトムとネズミのジェリーが、なぞ
につつまれたおかし工場をたんけん！
次々と飛び出す工場のひみつにドキ
ドキ、みごとなチームワークで仲良し
の少年チャーリーを守る二ひきにワク
ワク！

デロリアンという改造車で３０年前
にタイムスリップしてしまった高校生
が出会ったのは、自分と同じ高校
生の父と母。 彼らと織り成す騒動
にワハハ、未来に戻れるか戻れない
かのクライマックスにドキドキ！

メアリと魔女の花

リリース中

この世界の片隅に

リリース中

突然の結婚でお嫁にいった１８さい
のすずさん。 新しい家族との暮らし
にしのびよる戦争という黒い影…。
必死に普通の生活を守ろうとする
彼女の姿に感動、日常をこわして
いく戦争のおそろしさに恐怖！

8 年越しの花嫁

奇跡の実話

リリース中

結婚式を間近に控え、幸せな日々を
送っていたカップルに突然、原因不
明の病が襲いかかる。 いつ目覚める
か分からない彼女を待ち続ける男
性の愛に感動、その末に訪れた素
晴らしい奇跡になみだ ！

ホーム・アローン

リリース中

家族は旅行、自分だけ留守番。
そんな男の子が家に忍び込んだ泥
棒コンビを、イタズラでやっつける！
あちこちに仕かけられた泥棒げきた
いの仕かけにワクワク、泥棒たちの
あわてぶりにワッハッハ！

リメンバー・ミー

リリース中

死者の国に迷い込んだ少年がく
り広げる大冒険。 そのカラフルな風
景、少年が出会うガイコツ男とのき
ずな、一緒に口ずさみたくなる歌の
数々。ドキドキできて、見終わったら温
かい気持ちになること間違い無し！

マーベル賞対象作品
リリース中

『 ハリー ・ ポッター』 のホグワーツ魔法学校で使われている教科書を書いた
魔法動物学者が主人公。 町中で暴走する魔法動物たちをめぐり、不思
議な冒険が始まる。 魔法動物のかわいさにも注目！

ブラックパンサー

リリース中

アフリカにあり、秘密を持つ国ワカンダ。 その王にしてスーパーヒーロー“ブラッ
クパンサー” となった若者が、国に迫る危機に立ち向かう！ アフリカの文化
を反映させた物語やキャラクターの設定も面白い ！

本作や
「アベンジ
ャーズ」
シ
リ
ー
ズ
など、
マーベル
関連
作
品
を
見てマーベ
ル
賞にも挑
戦してみ
よう

リリース中

アイ・アム・サム

公開

映画ドラえもん のび太の宝島

お家で
見る

I am Sam

7/20

未来のミライ

本
作
を
見
てファン
タス
ティ
ッ
ク
・
ビースト
賞に
も挑戦し
てみよう

映画 プリキュアスーパースターズ！

公開

8/24

平和だったはずの宇宙に再びきき
がせまり、４年ぶりに宇宙せんたい
キュウレンジャーがとうじょう！ ４年前
と変わらぬ強さにワクワク、他のせ
んたいとのたたかいにドキドキするこ
とまちがいなし ！

アベンジャーズ

8/1

スーパーパワーを持ったヒーロー家族
が、世界の平和を守るため再び立
ち上がる。 それぞれがかかえるとく
しゅ能力にこうふん、ききに直面した
ことでよりかたくなる一家のきずなに
感動！

まちを守る車型ロボット「ドライブ
ヘッド」のドライバーは全員小学生！
「トミカ」 が生んだ大ヒットアニメが、
たいぼうの初映画化！ げんざい大
人気ほうそう中の「シンカリオン」との
ゆめのきょうえんも見のがすな！

宇宙戦隊キュウレンジャー VS
スペース・スクワッド

公開

閉さされて恐竜たちの楽園となった
ジュラシック・ワールドに火山噴火の
危機が！ 恐竜を救おうとする恐竜
行動学者のオーウェンと仲間たちの
冒険、その前に現れる新しい恐竜
や巨大ないんぼうにハラハラ！

災害や事故の現場にヘリコプター
で向かう緊急救命チーム。 医師た
ちの強い絆、命の尊さを描いたド
ラマ、そしてすさまじい災害現場に
立ち向かう彼らの勇敢な姿に興奮
しっぱなし ！

映画ドライブヘッド
〜トミカハイパーレスキュー 機動救急警察〜
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「どんな映画を見ればいい？」と迷ってしまうみなさんに、
おすすめ映画を紹介します。様々な作品の中から、お気に入りの一本を見つけてください。
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