
クリード チャンプを継ぐ男

©2015 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. AND WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

12/23 -

『ロッキー』シリーズを通しての好敵
手だった元ヘビー級世界チャンピオ
ン、アポロ・クリード。ロッキーはアポ
ロの息子アドニスに同じ強さと挑戦
への意志を見出し、共に世界の頂点
を目指すことを決意する。不屈の精
神を受け継ぐ男がリングに上がると
き、魂のゴングが再び鳴り響く！

2016 / 日本 / 時間未定

新房昭之 尾石達也
神谷浩史 / 坂本真綾 / 堀江由衣 / 櫻井孝宏

© 西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト

1/8 -

西尾維新

高校２年生の阿良々木暦は春休みの
ある夜、地下鉄のホームで血塗れで四
肢を失い、必死に助けを求める伝説
の吸血鬼“ 怪異の王”と出会う…。西
尾維新の人気小説を全３部作で映像
化。「魔法少女まどか☆マギカ」のシャ
フトが贈る、TVアニメ「化物語」の始
まりの物語。ようこそ、夜の世界へ。

2015 / アメリカ / 2h13

ライアン・クーグラー
シルベスター・スタローン/ マイケル・B・ジョーダン

信長協奏曲 （ノブナガコンツェルト）

©2016「信長協奏曲」製作委員会

1/23 -

2016 / 日本 / 2h06

松山博昭
小栗旬 / 柴咲コウ / 向井理 / 山田孝之

石井あゆみ

戦国時代にタイムスリップし、
そこで出会った戦国武将・織田
信長に瓜二つの外見から、身代
わりとして生きる事になった高
校生サブローの数奇な運命を描
く。昨年放映された人気ドラマを

実写映画化。今作では連載中の原
作でも未だ描かれていない「本能
寺の変」を描くオリジナル完結編。

スター・ウォーズ　フォースの覚醒

©2015 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved

上映中

2015 / アメリカ / 2h16

J・J・エイブラムス
ハリソン・フォード / キャリー・フィッシャー

あのスター・ウォーズが新たな
る３部作で登場！家族を知らず
砂漠の惑星で孤独を生きるヒロ
イン、レイを中心に進むストー
リーは、新型ドロイド BB - ８、
フォースの暗黒面の担い手カイ

ロ・レンなどの登場により銀河を
賭けた戦いへと導かれていく！家族
の愛と喪失の壮大な物語。

007 スペクター
SPECTRE ©2015 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., Danjaq, LLC and Columbia Pictures 

Industries, Inc. All rights reserved

上映中

“ スカイフォール” で焼け残った写真
を受け取ったボンドは、写真に隠さ
れた謎に迫るべく単独でメキシコそ
してローマへと赴く。そこで悪名高い
犯罪者の未亡人ルチア・スキアと出
逢い、悪の組織スペクターの存在を
つきとめるのだが…。シリーズ最新
作にして最高傑作がいよいよ公開！

2015 / イギリス - アメリカ /  2h28

サム・メンデス
ダニエル・クレイグ / クリストフ・ヴァルツ

杉原千畝 スギハラチウネ 

©2015「杉原千畝」製作委員会

上映中

多くのユダヤ難民を救う命のヴィザ
を発行し続け、“ 日本のシンドラー”
と呼ばれた杉原千畝。彼は実は稀代
の“インテリジェンス・オフィサー（諜
報外交官）” であったことは、あまり
知られていない。戦後70年のときを
経て明かされる、本当の杉原千畝の
知られざる姿を描いた感動作。

2015 / 日本 / 2h19

チェリン・グラック
唐沢寿明 / 小雪 / ボリス・シッツ

母と暮せば
©2015「母と暮せば」製作委員会

上映中

作家・井上ひさしが戯曲『父と暮せ
ば』と対になる形で構想していた物
語を山田洋次監督が映画化。1948
年、長崎。伸子の前に３年前原爆で死
んだ息子の亡霊が現れる。その日か
ら母と子の奇妙だが幸せな時間が始
まる…。終戦70年、平和への祈りを込
めた山田洋次監督初のファンタジー。

2015 / 日本 / 2h10

山田洋次
吉永小百合 / 二宮和也 / 黒木華 / 浅野忠信

上映中

高校２年生の菜穂のもとに10 年後の
自分から手紙が届く。そこには転校生
の翔を好きになること、そして翔が１年
後には死んでしまうことが書かれてい
た。初めはいたずらだと思った菜穂も、
手紙を信じ、未来を変える決意をする
のだが…。土屋太鳳＆山崎賢人共演
で贈る珠玉の青春ファンタジー。

2015 / 日本 / 2h19

橋本光二郎
土屋太鳳 / 山崎賢人 / 竜星涼 / 山崎紘菜

高野苺

orange  - オレンジ -

©2015「orange」製作委員会 © 高野苺／双葉社前

映画 ちびまる子ちゃん
イタリアから来た少年

2015 / 日本 / 1h34
TARAKO/ 中川大志 / 劇団ひとり / 渡辺直美

©2015 さくらプロダクション／フジテレビジョン　日本アニメーション　東宝 　博報堂 DY
メディアパートナーズ　FNS27 社

12/23 -

さくらももこ髙木淳

人気アニメ「ちびまる子ちゃん」が
映画になって登場！町に世界５ヶ国
からやってきた子どもたち。さくら
家に滞在することになったイタリア
の男の子から、まる子へ突然の告
白 !? 彼らとまる子たちは町を飛び
出し、大阪・京都へと旅に出る！国
を越えた友情と感動を描いた物語。

ヴィジット

2015 / アメリカ / 1h34

Ｍ・ナイト・シャマラン
オリヴィア・デヨング / エド・オクセンボウルド

©Universal Pictures

1/9 - 1/22

人里離れた祖父母の家を訪れた姉
弟は、温かく歓待されるも、奇妙な
“３つの約束 ” を言い渡された。そし
て夜、外に漂い出した異様な気配に、
２人の疑念は恐怖へと変わってゆ
く。巧みな伏線と驚愕のラストが、８
年ぶりにスリラーへと回帰したシャマ
ラン監督の完全復活を予感させる。

黄金のアデーレ 名画の帰還

2015 / アメリカ - イギリス / 1h49

サイモン・カーティス
ヘレン・ミレン / ライアン・レイノルズ

©THE WEINSTEIN COMPANY / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / ORIGIN 
PICTURES (WOMAN IN GOLD) LIMITED 2015

1/9 - 1/22

アメリカに住む82歳のマリア・アルト
マンがオーストリア政府を相手に裁
判を起こした。世界中を驚かせたそ
の裁判は、クリムトが描いたマリアの
叔母の肖像画「黄金のアデーレ」の
返還要求だった。ナチスにより奪わ
れた名画と、家族の記憶を取り戻そ
うとした女性を描く実話の映画化。

FOUJITA - フジタ -

2015 / 日本 - フランス / 2h06

小栗康平
オダギリジョー / 中谷美紀 / アナ・ジラルド

©2015「FOUJITA」製作委員会／ユーロワイド・フィルム・プロダクション

1/23 - 1/29

1920年代のパリで、「乳白色の肌」と
称された裸婦像で時代の寵児となっ
た画家・藤田嗣治。1940年代に帰国
した彼は、多くの戦争協力画を描き
終戦を迎えた。二つの時代と二つの
文化を静謐な映像美で描き、知られ
ざるフジタの内なる世界を現出させ
た小栗康平監督10年ぶりの最新作。

ヴェルサイユの宮廷庭師

2015 / イギリス / 1h57
ケイト・ウィンスレット / マティアス・スーナールツ

©BRITISH BROADCASTING CORPORATION, LITTLE CHAOS LIMITED, 2014.

1/16 - 1/22

アラン・リックマン

ルイ14 世が心血を注いだヴェルサイ
ユ宮殿の壮大な庭園。庭園建築の責
任者ル・ノートルが＜舞踏の間＞の造
園を任せたのは、名も無き女性造園
家サビーヌだった。２人は対立しなが
らもお互いを認め合い、そして惹かれ
あいながら、後の“ 歴史上最も有名
な庭園” を作り上げていくのだが…。

恋人たち

2015 / 日本 / 2h20
篠原篤 / 成嶋瞳子 / 池田良 / 安藤玉恵

© 松竹ブロードキャスティング／アーク・フィルムズ

橋口亮輔

1/23 - 2/5

通り魔事件で妻を失った男、平凡な
主婦、同性愛者のエリート弁護士。
心に傷を抱えながらひたむきに生き
る彼らは、もがき苦しみながら人と
のつながりに光を見出していく。『ぐ
るりのこと。』以来７年ぶりとなる橋
口亮輔監督作は、不条理に満ちた
世界を慈しみ肯定する人間ドラマ。

ザ・ウォーク
©2015 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

1/23 -

犯罪芸術という言葉を知ってい
るだろうか？1974 年、当時世界
一の高さを誇ったビルの道なき
空間をワイヤーロープ１本でつ
なぎ、命綱なしで空中闊歩に挑
んだ男がいた。はたしてこれは

芸術か、犯罪か。ロバート・ゼメ
キス監督が描く、まるでその場に
いるかのような圧倒的映像！

アメリカン・ドリーマー
理想の代償

©2014 PM / IN Finance.LLC.

1/23 - 2/5

犯罪が多発する1981年のニューヨー
クで、クリーンなビジネスを信条に石
油会社を起業した夫妻。しかし事業
に全財産を投入した直後、石油を強
奪されるなどトラブルが連続する。全
てを賭けた夢は今にも崩れ落ちよう
としていたが…。アメリカン・ドリーム
の裏側を重厚に描き出したドラマ。

2014 / アメリカ / 2h05

J･C チャンダー
オスカー ･ アイザック / ジェシカ ･ チャステイン

人生の約束
©2016「人生の約束」製作委員会

1/9 -

2016 / 日本 / 2h00

吉本昌弘石橋冠
竹野内豊 / 江口洋介 / 松坂桃李 / 西田敏行

かつての親友の死をきっかけに、
仕事人間だった男が親友の想い
を叶えるために奔走する…。『池
中玄太80 キロ』や『点と線』など
幾多の名作を世に送り出してき
たテレビドラマ界の巨匠･ 石橋

冠が、第２のふるさととして愛してや
まない富山県新湊を舞台に描いた
至極の人間ドラマ。

2015 / 日本 / 1h40

高橋滋春 / ウシロシンジ
戸松遥 / 悠木碧 / 小桜エツコ / 関智一

©LEVEL-5 ／映画『妖怪ウォッチ』プロジェクト 2015

12/19 -

日本中を熱狂させた妖怪たちが再び
スクリーンに帰ってくる！５つのエピ
ソードからなる第２弾の本作では、
主人公のケータが幽霊にされてしま
う驚きの展開に！？よりパワーアップし
た世界観で、映画初登場となるＷ主
人公・イナホや、新たなアイドル妖怪
としてＵＳＡ（うさ）ピョンも登場！

映画 妖怪ウォッチ
エンマ大王と５つの物語だニャン！

シーズンズ ２万年の地球旅行

©2015 Galatee Films - Pathe Production - France 2 Cinema - Pandora Film - Invest Image 3 - Rhone-Alpes Cinema - Winds - Pierre et Vacances

1/15 -

『オーシャンズ』のジャック・ペ
ラン監督が、地球上の生命を撮
り上げたネイチャードキュメン
タリー。氷河期が終わり、生命
が躍動し始めた２万年前から現
在、そして未来へと至る地球の

歩みを、最先端の撮影方法を駆使
し、動物の視点から描き出す。
小学生以下500円（保護者同伴時のみ）

2015 / フランス / 1h37

ジャック・ペラン / ジャック・クルーゾ
日本語版ナレーター : 笑福亭鶴瓶 / 木村文乃

パディントン
©2014 STUDIOCANAL S.A. TF1 FILMS PRODUCTION S.A.S Paddington Bear TM, Paddington TM AND PB TM are trademarks of Paddington and Company Limited

1/15 -

ジャングルからイギリスへやって
きた１匹の小さなクマ。通行人
に話しかけてもクマであるため
誰にも相手にされずにいたが、
親切なブラウン家の屋根裏に泊
めさせてもらえることになり…。

40か国語以上で翻訳され、世界中
で愛されている児童小説「くまのパ
ディントン」を実写映画化。

2014 / イギリス / 1h35

ポール・キング マイケル・ボンド

ガールズ＆パンツァー 劇場版

2015 / 日本 / 1h59

吉田玲子水島努
渕上舞 / 茅野愛衣 / 尾崎真実 / 中上育実

©GIRLS und PANZER Film Projekt  ©GIRLS und PANZER projekt

1/30 - 2/12

第63回戦車道全国大会で優勝を飾っ
た大洗女子学園。平穏な日常が戻り
つつあったある日のこと、大洗町でエ
キシビジョンマッチが開催されること
に。すっかり町の人気者になった大洗
女子戦車道チームに熱い注目が集ま
るが…。「パンツァー・フォー」の掛け声
とともに、第２次大洗市街戦開戦！！

残穢（ざんえ）
‐ 住んではいけない部屋 ‐

2016 / 日本 / 1h47

中村義洋
竹内結子 / 橋本愛 / 佐々木蔵之介 / 坂口健太郎

©2016「残穢−住んではいけない部屋−」製作委員会

1/30 -

小野不由美

小野不由美の傑作小説がついに映画
化！小説家の「私」のもとに届いた奇
妙な「音」に悩む女性からの手紙。調
査を開始する「私」だったが、その「音」
は連鎖する不可思議な事件への招待
状だった。事件をつなぐ【穢れ】の正体
とは…。ラストまで一瞬たりとも目が
離せない戦慄のリアルミステリー。

ヒュー・ボネヴィル / ニコール・キッドマン

2015 / アメリカ / 2h03

ロバート・ゼメキス
ジョセフ・ゴードン＝レヴィット

ブラック・スキャンダル

2015 / アメリカ / 2h03

スコット・クーパー
ジョニー・デップ / ベネディクト・カンバーバッチ

©2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., CCP BLACK MASS FILM HOLDINGS, LLC, 
RATPAC ENTERTAINMENT, LLC AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

1/30 -

70年代、実際にあったアメリカ史上
最悪の汚職事件。幼なじみの３人の
男たちはやがて、ギャングのボス、
FBI 捜査官、有力政治家として大き
な権力を手に入れる。交わってはい
けない関係になるも、固い友情で結
ばれた彼らは手を組み、互いの利益
のために欲望を加速させていく…。

オデッセイ

2015 / アメリカ / 2h22

リドリー・スコット
マット・デイモン / ジェシカ・チャステイン

©2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

2/5 -

生物の生存が不可能視されている
火星で、宇宙飛行士のマークは事故
により1 人だけ取り残されてしまう。
食料はわずか 31日分、救助に来る
のは４年後。この絶望的状況の中
でマークが取った行動とは―。『エ
イリアン』のリドリー・スコット監督
が描く前人未踏の火星サバイバル！

小学生には助言・指導が必要です 15歳以上がご覧になれます 18歳以上がご覧になれます


