
ターザン：REBORN

2016 / アメリカ / 1h50

デビッド・イェーツ 
アレクサンダー・スカルスガルド / マーゴット・ロビー

©2016 EDGAR RICE BURROUGHS, INC., WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE 
ROADSHOW FILMS NORTH AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.

7/30 -

アクション映画の原点『ターザン』を
『ハリー・ポッター』の監督がリメ
イク。産後間もなくジャングルで動
物に育てられた過去を持つ英国貴
族のターザンが、さらわれた妻を救
うため、己の野生を呼び覚ます！最
新技術で動物たちを描き出した、大
迫力のアクション・アドベンチャー！

2016 / 日本 / 2h29
生田斗真 / 岡田将生 / 吉川晃司 / 松坂桃李

ルドルフとイッパイアッテナ

2016 / 日本 / 1h29

湯山邦彦／榊原幹典
井上真央 / 鈴木亮平 / 八嶋智人 / 古田新太

ペット

2016 / アメリカ / 1h30

クリス・ルノー / ヤーロウ・チェイニー
バナナマン / 佐藤栞里 / 沢城みゆき / 宮野真守

ジャングル・ブック

2016 / アメリカ / 1h46

ジョン・ファヴロー
ニール・セディ ベン・キングズレー

傷物語  Ⅱ熱血篇

2016 / 日本 / 時間未定

尾石達也新房昭之
神谷浩史 / 坂本真綾 / 堀江由衣 / 櫻井孝宏

青空エール

2016 / 日本 / 時間未定

持地佑季子三木孝浩
土屋太鳳 / 竹内涼真 / 葉山奨之 / 上野樹里

ゴーストバスターズ

2016 / アメリカ / 1h56

ポール・フェイグ 
クリステン・ウィグ / メリッサ・マッカーシー

2015 / アメリカ / 1h52

デイヴ・グリーン
ミーガン・フォックス / ウィル・アーメット

後妻業の女

2016 / 日本 / 2h08

鶴橋康夫マイケル・ベイ
大竹しのぶ / 豊川悦司 / 尾野真千子 / 長谷川京子

ブルックリン

2015 / アイルランド - イギリス - カナダ / 1h52

ジョン・クローリー 
シアーシャ・ローナン / ジュリー・ウォルターズ

2015 / 中国 / 1h58
チャン・ヤン

キング・オブ・エジプト

2016 / アメリカ / 2h07

マット・サザマ / バーク・シャープレスアレックス・プロヤス
ブレントン・スウェイツ / ジェラルド・バトラー

秘密 THE TOP SECRET

© 西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト ©2016 映画「青空エール」製作委員会 © 河原和音／集英社

©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. ©2016「後妻業の女」製作委員会 ©2015 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

©2016 Summit Entertainment,LLC.All Rights Reserved.

©2016「秘密 THE TOP SECRET」製作委員会©2016「ルドルフとイッパイアッテナ」製作委員会

©UNIVERSAL STUDIOS©2016 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

エクス・マキナ

2015 / イギリス / 1h48

アレックス・ガーランド
ドーナル・グリーソン / アリシア・ヴィキャンデル

©Universal Pictures

8/6 -8/6 -

8/11 -8/11 -

8/19 - 8/20 - 8/20 - 8/268/19 -

8/26 - 8/27 - 8/27 - 9/9

9/3 - 9/9 9/9 -

AMY エイミー

2015 / イギリス - アメリカ / 2h08

アシフ・カパディア
エイミー・ワインハウス / マーク・ロンソン

©2015 Universal Music Operations Limited. ©Rex Features

9/3 - 9/16

暗殺

2015 / 韓国 / 2h19

チェ・ドンフン
チョン・ジヒョン / イ・ジョンジェ / ハ・ジョンウ

©2015 SHOWBOX AND CAPER FILM ALL RIGHTS RESERVED.

8/27 - 9/2

2016 / 日本 / 2h00
長谷川博己 / 石原さとみ / 竹野内豊 / 大杉漣

シン・ゴジラ
©2016 TOHO CO.,LTD.

7/29 -

庵野秀明 樋口真嗣 大友啓史 清水玲子加藤陽一 斉藤洋

ラドヤード・キップリング

西尾維新 河原和音

黒川博行

『ヱヴァ』でアニメの認識を一変さ
せた庵野秀明による新たなゴジラ。
300名以上の出演者、初のフルCG 版
ゴジラなど、徐々に情報が明かされ
てきたものの物語は未だ謎のまま。
GODZILLAではないゴジラがスクリー
ンに登場したとき、我々は何を思うの
か。この夏歴史の針が再び動き出す。

被害者の ｢脳に残った記憶｣ を映像
化し、迷宮入りした事件を捜査する
警察庁の特別機関「第九」。彼ら特
殊脳内捜査チームと凶悪犯の壮絶な
心理バトルを『るろうに剣心』の大
友啓史監督が描く。脳内操作は心の

「秘密」さえも暴いてしまう…。衝
撃のミステリー漫画を映画化！

世代を超え愛される名作児童文学が
ついに３DCGアニメ化！飼い主と離れ
ばなれになった黒猫ルドルフがたどり
着いた先は大都会・東京。出会ったボ
ス猫のイッパイアッテナから街での生
き方を教わることになるが…。私たち
のすぐ隣にある＜ノラ猫の世界＞を描
く、友情と冒険、出会いと別れの物語。

飼主と何不自由なく暮らす雑種犬の
マックス。だが、毛むくじゃらの大
型犬デュークがともに生活するように
なったから大変！互いに優位に立とう
と奮闘する二匹だったが、ある事件
により都会で迷子になってしまい…。
飼主の留守中にペットたちが起こす
大騒動をユーモラスに描きだす！

ジャングルの奥地に取り残され狼に
育てられた人間の赤ん坊モーグリ。惜
しみない愛情を受け、幸せな毎日を過
ごしていたある日、人間に対して激し
い復讐心を抱くトラのシア・カーンが
ジャングルに戻ってくる…。名作ディズ
ニー・アニメを最先端の映像技術で
映画化した感動の冒険ファンタジー。

80年代に世界中を席巻した、あの、
ゴーストバスターズが再起動！！
ニューヨーク・コロンビア大学で、日
夜心霊現象の科学的立証のために研
究を重ねていたエリン博士は、研究費
を打ち切られた事をきっかけに、その
知識と技術力を活かすため “ 幽霊退
治” の会社を起業するのだが…。

〈Ⅰ鉄血篇〉で吸血鬼となった阿良々木
暦。忍野メメの協力を得て、暦が元の人
間に戻る方法を見つけるのだが、そこ
に待ち受けていたのは両手に波打つ大
剣を持つ吸血鬼ハンター「ドラマツル
ギー」との壮絶な戦いだった…。前作を
超える圧倒的な映像と、斬新な演出で
描かれる劇場版「物語」第２弾！

ブラスバンドの名門高校に入学した小
野つばさ。厳しい練習についていけず
挫折しそうになるたび、いつも励まして
くれたのは野球部の山田大介だった。
いつしか、つばさは大介にほのかな
想いを抱くようになるが…。大好きな
あの人にきっとエールを送りたくなる、
ひたむきな「青春」ストーリー。

プログラマーのケイレブは社長から山間
の別荘に招待される。そこで待ってい
たのは、美しい女性型ロボット・エヴァ
に搭載された人工知能の実験だった。
人間は何をもって人間たり得るのか。
人間と人工知能の主従関係を巡り、三
人の思惑が交錯する心理サスペンス。

突然変異により擬人化した亀の四
兄弟の活躍を描く待望の続編！脱
獄を果たした宿敵シュレッダーは、
再びニューヨークを恐怖に陥れよう
としていた。タートルズはエイプリル
や新たな仲間たちとともに立ち向か
うが…。前作以上にアクロバティッ
クな立ち回りでスクリーンを大暴れ！

婚活大国ニッポン！熟年離婚の増加
に伴い、倍増する熟年婚活に目をつ
けた小夜子は、資産を持つ男性をた
ぶらかす「後妻業」を繰り返してい
た。父の全財産を奪われた朋美は、
裏社会の探偵を雇い追及に乗り出す
が…。一癖も二癖もある人間たちが
織りなす愛とお金の人間喜劇。

1950年代、アイルランドの閉鎖的な
町から、単身ブルックリンに渡ったエ
イリシュ。都会の生活に戸惑いなが
らも、恋を機に洗練されたニューヨー
カーへと変わってゆくが…。故郷と
新天地の間で揺れながら人生を選
択する主人公の機微を、シアーシャ・
ローナンが情緒豊かに演じきる。

1933年。日本の統治下におかれた韓
国臨時政府は、親日家や日本政府要
人らを殺害するため、３人の暗殺者を
呼び寄せていた。一方で日本政府の
密偵でもある韓国臨時政府の刑務隊
長は、その３人を暗殺するため別の殺
し屋を手配していて…。実力派キャス
トで贈る重厚なサスペンス・アクション。

自由奔放な言動と天性の歌声で世
界中を魅了し、27 歳で急逝したエ
イミー・ワインハウス。スキャンダラ
スな “ 孤高の歌姫 ” の素顔を、プ
ライベート映像や彼女の書いた歌詞
から解き明かしていく。これは音楽
を愛した普通の女の子の物語。

チベットの村から聖地ラサとカイラ
ス山を目指す2400kmもの距離を五
体投地で巡礼する人々を追ったロー
ドムービー。祈る、歩く、眠る、笑う。
シンプルな行いのなかに喜びを見出
し、他者のために祈る村人の姿は、
現代を生きる私たちに忘れかけてい
た何かを気づかせてくれるだろう。

神と人間が共存する古代エジプト。
生命の神の統治のもと栄華を誇って
いた王国は、砂漠の神に王位を簒奪
され混乱に陥る。天空の神ホルスは
人間の盗賊ベックと手を組み、王座
を左右する「神の眼」を探す冒険に
出るが…。映像技術を駆使して神々
の戦いを描いた歴史スペクタクル！

１０クローバーフィールド・レーン

2016 / アメリカ / 1h44

J.J.エイブラムスダン・トラクテンバーグ
ジョン・グッドマン / メアリー・エリザベス・ウィンステッド

©2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

7/30 - 8/10

突然の衝突事故に見舞われたミ
シェルは、目を覚ますと謎の男とと
もに地下シェルターの中にいた。そ
こには生活に十分な設備が整って
いるが、不審な出来事が次 と々起こ
り彼女は疑心暗鬼を募らせていく。
ヒットメーカーＪ.Ｊ.エイブラムス製
作による異色のスリラー。

シークレット・アイズ

2015 / アメリカ / 1h51

ビリー・レイ
キウェテル・イジョフォー / ジュリア・ロバーツ / ニコール・キッドマン

©2015 STX Productions,LLC.All rights reserved.

8/20 - 8/26

検察局捜査官ジェスの娘が殺される
事件が発生。しかし犯人逮捕には至
らなかった。それから13年、事態は急
展開を迎える。当時捜査に当たった
レイとクレア、そしてジェスがたどり着
く衝撃の真相とは !? アカデミー賞
受賞サスペンス『瞳の奥の秘密』を
ハリウッドスター競演でリメイク。

2014 / アメリカ - ドイツ / 1h54
エドワード・スノーデン / グレン・グリーンウォルド

©Praxis Films ©Laura Poitras

8/6 - 8/19

ローラ・ポイトラス

元 CIA 職員が、政府による違法な情
報収集の実態を内部告発した「スノー
デン事件」の全貌を追うドキュメンタ
リー。国民のあらゆる通信記録はいか
に収集、分析されているのか。国家権
力に屈することなく、元職員の接触か
ら公表までをリアルタイムで記録した。

第 87 回アカデミー賞
長編ドキュメンタリー賞 受賞

シチズンフォー 
スノーデンの暴露 

カルテル・ランド

2015 / アメリカ - メキシコ / 1h40

マシュー・ハイネマン
ホセ・ミレレス

©2015 A&E Television Networks, LLC

8/6 - 8/12

麻薬カルテルの抗争が激化し、一般
市民まで巻き込んだ殺戮が続くメキ
シコ。政府も警察も当てにならない状
況に立ち上がったひとりの町医者が、
市民たちと自警団を結成するが…。麻
薬戦争の最前線に迫る命懸けのド
キュメンタリー。どんなフィクション
よりも衝撃的な現実に言葉を失う。

園子温という生きもの

2016 / 日本 / 1h37

大島新
園子温 / 染谷将太 / 二階堂ふみ / 神楽坂恵

ひそひそ星

2015 / 日本 / 1h40

園子温
神楽坂恵 / 遠藤賢司 / 池田優斗 / 森康子

©2016「園子温という生きもの」製作委員会©SION PRODUCTION

8/6 - 8/128/6 - 8/12

時代を挑発し、常識に疑問を投げか
ける映画監督・園子温の一年に密
着したドキュメタリー。『ひそひそ星』
の撮影裏のほか、絵画制作や路上パ
フォーマンスなどに打ち込む姿を追
う。園作品常連の染谷将太、二階堂
ふみや、妻で女優の神楽坂恵の証言
を交え表現者としての素顔に迫る。

人口が激減し、機械が宇宙を管理す
る遠い未来。宅配用アンドロイドの
鈴木洋子は “ ひそひそ星 ” に配達に
行く。その星では大きな音を立てる
と人間が死ぬ恐れがあり…。風化
する記憶や時間への焦燥を撮りたい
と、鬼才・園子温が剥き出しの作家
性をぶつけた構想 25年の野心作。

2015 / イギリス / 1h37

ジュリアン・ジャロルド
サラ・ガドン / ベル・パウリー

©GNO Productions Limited

8/20 - 9/2

エリザベス女王が 19 歳の王女だっ
た 1945年５月の英国。国民が長
きにわたった戦争の勝利を祝う夜、
非公式の外出を認められたエリザベ
スは、最初で最後の自由な一夜を
過ごすためロンドンの街に繰り出し
た。『ローマの休日』を思わせる史
実に基づく胸躍る王室秘話。

ロイヤル・ナイト
英国王女の秘密の外出

ミュータント・ニンジャ・
タートルズ  影 （シャドウズ）

ラサへの歩き方
祈りの 2400km

ヴィクトリア

2015 / ドイツ / 2h20

セバスチャン・シッパー 
ライア・コスタ / フレデリック・ラウ

©MONKEYBOY GMBH 2015

8/20 - 8/26

ベルリンで暮らし始めたばかりの
ヴィクトリアは、夜明け前の路上で
地元の若者たちと知り合い楽しい時
間を過ごす。だが、彼らは裏社会の人
物への借りを返すためある仕事を命
じられていた。ヴィクトリアに降りか
かる悪夢のような140分を、緩急自
在の演出で驚異のワンカット撮影！

ふきげんな過去

2016 / 日本 / 2h00

前田司郎
小泉今日子 / 二階堂ふみ / 高良健吾 / 板尾創路

©2016「ふきげんな過去」製作委員会

9/3 - 9/9

退屈な毎日を過ごす高校生の果子
のもとに、18年前に死んだはずの伯
母が帰ってくる。図々しく居候する伯
母との同居生活に苛立つ果子だった
が、退屈だった日常は特別なものに
変わっていき…。異才の劇作家・前田
司郎が小泉今日子＆二階堂ふみＷ主
演で贈る、ほろ苦いひと夏の物語。

2016 / アメリカ / 2h10

ジョン・M・チュウ
ジェシー・アイゼンバーグ / マーク・ラファロ

TM &©2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

9/1 -

華麗なトリックで汚れた金だけを盗
む、正義のイリュージョン犯罪集団
“ フォー・ホースメン ”。しかし、そ
のイリュージョンが通用しない天才
科学者が現れた。演じるのは「ハ
リー・ポッター」ことダニエル・ラド
クリフ！マジックvs 科学、予測不可
能の騙し合いについてこられるか！？

グランド・イリュージョン
見破られたトリック

嫌な女

2016 / 日本 / 1h45

黒木瞳
吉田羊 / 木村佳乃 / 中村蒼 / 古川雄大

©2016「嫌な女」製作委員会

9/3 - 9/9

桂望実

他人と深く関わらずに生きる真面目な
弁護士・徹子と、無邪気に人の心に
入り込む恋多き天性の詐欺師・夏子。
この真逆な性格の２人の物語を吉田
羊、木村佳乃Ｗ主演で描く。女性の
敵は女性であり最高の親友にもなる。
黒木瞳初監督作品は、涙と笑いの人
生リセット・エンターテインメント！

第 88 回アカデミー賞 視覚効果賞 受賞

第 88 回アカデミー賞 
長編ドキュメンタリー賞 受賞

帰ってきたヒトラー
©2015 Mythos Film Produktions GmbH & Co. KG Constantin Film Pro duktion GmbH 

Claussen & Wobke & Putz Filmproduktion GmbH

8/13 - 8/26

ペレ 伝説の誕生

2016 / アメリカ / 1h47

ジェフ・ジンバリスト / マイケル・ジンバリスト
セウ・ジョルジ / マリアナ・ヌネシュ

©2015 Dico Filme LLC

9/3 - 9/9

なぜかタイムスリップして現代に甦っ
たアドルフ・ヒトラー。モノマネ芸人
と勘違いされてＴＶに出演するとたち
まち大ブレイク。当時のままの過激
な演説が、真理を突いていると話題
になり、迷える大衆の心を掴むのだ
が…。ブラックすぎる風刺の連続に
世界が騒然とした笑撃的問題作！

「サッカーの王様」として知られる伝
説の名選手ペレ。丸めた洗濯物を
ボール代わりにするようなスラムで
育った少年は、W 杯優勝という父と
の約束を果たすべくサッカーに打ち
込み、才能を開花させていく。苦難を
乗り越え、世界を変える偉業を成し
遂げた感動の実話がついに映画化！

2015 / ドイツ / 1h56

デヴィッド・ヴェンド
オリヴァー・マスッチ / ファビアン・ブッシュ

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


