
ポッピン Q

2016 / 日本 / 1h35

宮原直樹
瀬戸麻沙美 / 井澤詩織 / 種崎敦美 / 小澤亜李

© 東映アニメーション／「ポッピン Q」Partners 2016

上映中

中学３年生の５人の少女たちが、不
思議な世界 “ 時の谷 ”へ迷い込んで
しまった。そこで世界の時間を管理
するポッピン族から、時間崩壊の危
機を知らされる。危機を脱し元の世
界に戻るには、５人が心を合わせて
ダンスを踊らなければならないが…。
悩める少女たちの青春ファンタジー。

ヒッチコック／トリュフォー

2015 / アメリカ - フランス / 1h20

ケント・ジョーンズ
マーティン・スコセッシ / 黒沢清

Photos by Philippe Halsman/Magnum Photos
©COHEN MEDIA GROUP/ARTLINE FILMS/ARTE FRANCE 2015 ALL RIGHTS RESERVED.

1/21 - 1/27

「映画の教科書」として読み継がれ
ているトリュフォーによるヒッチコック
へのインタビューに基づく「映画術 
ヒッチコック/トリュフォー」。その貴
重な音声と写真、そして彼らの友情
を映し出す。加えて現代の 10人の
映画監督たちがいかに影響を受け
てきたかを語るドキュメンタリー。

ドクター・ストレンジ
©2016 MARVEL

1/27 -

2016 / アメリカ / 1h55

スコット・デリクソン
ベネディクト・カンバーバッチ / レイチェル・マクアダムス

マーベル最新作は史上最もミス
テリアスなヒーロー！不慮の事
故で両手の機能を奪われた天
才外科医の男が、失った栄光を
取り戻すため、時間と空間の概
念を超えた “ 魔術 ” の世界に足

を踏み入れる。実力派 俳 優ベネ
ディクト・カンバーバッチ主 演で
贈るファンタジック・アクション！

2016 / アメリカ / 2h11

ギャヴィン・オコナー
ベン・アフレック / アナ・ケンドリック

2016 / アメリカ / 2h14

ギャレス・エドワーズ
フェリシティ・ジョーンズ / ディエゴ・ルナ

©2016 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

上映中

『スター・ウォーズ』のアナザー・ストー
リーが誕生！『エピソード４』直前、
反乱軍は宇宙要塞 “ デス・スター”の
設計図をいかにして帝国軍から盗み
出したのか？女戦士ジン・アーソと反
乱軍の無法者チーム〈ロ―グ・ワン〉
が不可能なミッションに立ち向かう！
あの暗黒卿の登場も見逃せない！

ローグ・ワン
スター・ウォーズ・ストーリー

ガール・オン・ザ・トレイン

2016 / アメリカ / 1h52

テイト・テイラー
エミリー・ブラント / レベッカ・ファーガソン

©Universal Pictures

1/14 - 1/27

レイチェルの日課は通勤電車の窓か
ら見える “ 理想の夫婦 ” を覗き見る
こと。ある朝 “ 理想の妻 ” の不倫現
場を目撃してしまう。気になり彼らの
家へ向かったはずだが、途中からの
記憶がない。やがて “ 理想の妻 ” の
死体が発見されて…。世界的ベスト
セラー・ミステリーが待望の映画化！

破門 ふたりのヤクビョーガミ

2017 / 日本 / 2h00

小林聖太郎
佐々木蔵之介 / 横山裕 / 北川景子 / 矢本悠馬

©2017「破門 ふたりのヤクビョーガミ」製作委員会

1/28 -

黒川博行

強面ヤクザの桑原と口だけ達者な
ぐーたらビンボーの二宮は、持ち逃
げされた映画製作資金を回収するた
め関西、マカオを奔走する。追ってい
ただけのはずが、なぜか組同士の大
トラブルへ発展してしまい…？生き残
りをかけた大勝負の行方は！？直木
賞受賞作「破門」が待望の映画化！

湯を沸かすほどの熱い愛

2016 / 日本 / 2h05

中野量太
宮沢りえ / 杉咲花 / オダギリジョー / 松坂桃李

©2016「湯を沸かすほどの熱い愛」製作委員会

1/7 - 1/20

余命２カ月を宣告されたお母ちゃん
は絶望のどん底に…落ちませんでし
た！宮沢りえ演じる肝っ玉母さんと、
彼女をとりまく家族の強い絆を描く
ヒューマン・ドラマ。温かい思いに支
えられたいくつもの伏線、サプライ
ズ、これまでの「余命もの」映画の定
石を覆す驚きのラストは必見！

ドント・ブリーズ

2016 / アメリカ / 1h28

フェデ・アルバレス
ステファン・ラング / ジェーン・レヴィ

1/28 - 2/10

サム・ライミ

強盗目的で盲目の老人の屋敷に忍
び込んだ若者たち。簡単に金を奪っ
て逃げられるはずだった。しかし老人
はどんな物音も聴き逃さない超人的
な聴覚を持ち、侵入者を容赦なく惨
殺する殺 人 鬼だった！サム・ライミ
製作で贈る、まさに “ 息もできない ”
緊張感のショッキング・スリラー ! !

手紙は憶えている

2015 / カナダ - ドイツ / 1h35

アトム・エゴヤン
クリストファー・プラマー / マーティン・ランドー / ブルーノ・ガンツ

誰のせいでもない

2015 / ドイツ - カナダ - フランスほか / 1h58

ヴィム・ヴェンダース
ジェームズ・フランコ / シャルロット・ゲンズブール

©2015 NEUE ROAD MOVIES MONTAUK PRODUCTIONS CANADA BAC FILMS 
PRODUCTION GÖTA FILM MER FILM ALL RIGHTS RESERVED.©2014, Remember Productions Inc.

1/14 - 1/27 1/7 - 1/13

認知症に苦しむ 90歳のゼヴに託さ
れた１通の手紙。そこには 70年前に
家族を殺したナチス兵の手掛かりが
書かれていた。その男は身分を偽り今
も生きているらしい。最愛の妻の死す
ら忘れるほどの記憶障害の老人によ
る、壮絶な復讐の旅が始まる。あな
たは衝撃のラストを見破れますか？

雪に覆われた冬の夕暮れ、作家トマ
スはある事故に遭遇する。誰のせい
でもないその事故は彼の心に深い傷
を残し、周囲の女性たちの人生をも
狂わせていく。『ピナ・バウシュ 踊り続
けるいのち』で驚くべき3D映像を生
み出したヴェンダース監督が、揺れ
動く心模様を3Dで表現した野心作。

弁護人

2013 / 韓国 / 2h07

ヤン・ウソク
ソン・ガンホ / イム・シワン

©2013 Next Entertainment World Inc. & Withus Film Co. Ltd. All Rights Reserved.

1/14 - 1/20

80 年代、軍事政権下の韓国。税務
弁護士のソンは、ある日知り合いの若
者が公安当局に不当逮捕されたこと
を知る。その理不尽な扱いに衝撃を
受け、専門外ながらも弁護することを
決意するが…。国家を相手に戦い抜
いたノ・ムヒョン元大 統領の弁護士
時代をモデルに描く、社会派ドラマ。

ブルゴーニュで会いましょう

2015 / フランス / 1h37

ジェローム・ル・メール
ジェラール・ランヴァン / ジャリル・レスペール

©ALTER FILMS - TF1 FILM PRODUCTIONS - SND

1/28 - 2/3

家業のワイナリーが倒産の危機にあ
ることを知ったワイン評論家のシャ
ルリ。自身の手で再建することを決意
したものの、ワイン造りに関しては全く
の素人。そんな彼に手を差し伸べた
のは疎遠になっていた家族たちだっ
た…。風光明媚なブルゴーニュを舞
台に描かれる、家族の愛の物語。

ブルーに生まれついて

2015 / アメリカ・カナダ・イギリス/ 1h37
イーサン・ホーク/カルメン・イジョゴ

©2015 BTB Blue Productions Ltd / BTBB Productions SPV Limited. ALL RIGHTS 
RESERVED.

1/21 - 2/3

ロバート・バドロー

チェット・ベイカーは 1950年代の
ジャズ界で一世を風靡したトランペッ
ト奏者だった。しかし麻薬の売人か
ら暴行を受け、まともに演奏できな
い身体になってしまう。しかし１人の
女性との出会いが彼を変えていき…。
伝説的トランペット奏者の転落と苦
悩、そして再生を描いた伝記映画。

2015 / イタリア - フランス / 2h13

マッテオ・ガローネ
サルマ・ハエック / ヴァンサン・カッセル

胸騒ぎのシチリア

2015 / イタリア - フランス / 2h05

ルカ・グァダニーノ
ティルダ・スウィントン / レイフ・ファインズ

ミス・シェパードをお手本に

2015 / イギリス / 1h44

ニコラス・ハイトナー
マギー・スミス / アレックス・ジェニングス

©2015 ARCHIMEDE S.R.L. - LE PACTE SAS©2015 FRENESY FILM COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED

©2015 Van Productions Limited, British Broadcasting Corporation and TriStar Pictures,Inc. 
All Rights Reserved.

1/14 - 1/201/7 - 1/20

1/14 - 1/27

年下の恋人とシチリアのパンテッレ
リーア島でバカンスを愉しんでいた、
世界的ロックスターのマリアン。そ
こへ昔の恋人である音楽プロデュー
サーが「娘」と名乗る美しい女を連
れてやって来て…。陽光の降り注ぐ
地中海を舞台に、男女４人の誘惑と
嫉妬が交錯する愛と欲望のドラマ。

グリム童話の原型とも言われる世界
最初のおとぎ話「ペンタメローネ」に
収められた３編の物語を再構成した
ダークファンタジー。３つの王国で暮
らす３人の悩める女たちの、欲望の
果てに待ち受ける残酷な運命とは…。
ゴヤからインスピレーションを得たと
いう狂気に満ちた映像美が圧巻。

自由気ままな車上生活を送る風変わ
りな老婦人ミス・シェパード。路上駐
車を見かねた劇作家のベネットが自
宅の駐車場を提供したことから、２
人の奇妙な共同生活が始まって…。
高飛車で偏屈だけど不思議な魅力
にあふれたレディを、大女優マギー・
スミスが茶目っ気たっぷりに好演。

ザ・ギフト

2015 / アメリカ / 1h48
ジェイソン・ベイトマン / レベッカ・ホール

©2015 STX Productions, LLC and Blumhouse Productions, LLC. All Rights Reserved.

1/7 - 1/13

ジョエル・エドガートン

転 居 先で新 生 活を送る夫 婦の前
に、夫の同級 生と名乗る男が現れ
た。再会を喜んだ男は２人に贈り物
を届けるようになるが、次第にその行
動はエスカレートし奇怪な出来事が
起こり始める。隠された本性と真意が
明らかになるにつれ、じわりじわりと
背筋が寒くなる衝撃のサスペンス。

エブリバディ・ウォンツ・サム!! 
世界はボクらの手の中に

五日物語
３つの王国と３人の女

2016 / アメリカ / 1h57
ブレイク・ジェナー / ゾーイ・ドゥイッチ

©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

1/7 - 1/13

リチャード・リンクレイター

大学入学の３日前、野球部に入寮
したジェイクを待っていたのは先輩
たちからの洗礼だった。パーティ！音
楽！女の子！彼らとともに 80年代の
音楽とバカ騒ぎを謳歌しながら、青
春の儚さに思わず胸が締めつけら
れる。『６才のボクが、大人になるま
で。』の俊英リンクレイター最新作！

紛争の絶えないパレスチナ・ガザ地
区で生まれ育ったムハンマド少年は、
誰もが認める美しい歌声を持ってい
た。姉ヌールや友達たちとバンドを組
み、スター歌手になって世界を変え
ることを夢見ていたが…。歌の力で
奇跡を起こしたムハンマド・アッサー
フの実話に基づく感動の物語。

歌声にのった少年
©2015 Idol Film Production Ltd/MBC FZ LLC /KeyFilm/September Film

1/7 - 1/13

2015 / パレスチナ / 1h38

ハニ・アブ・アサド
タウフィーク・バルホーム / ナディーン・ラバキー

©2016 CTMG. All Rights Reserved. 

上映中

人類の大半がアンデッドと化し、始
まりの場所ラクーンシティへ戻った
アリス。だがそこでは、全ての元凶
アンブレラ社が最終決戦に向けて
全勢力を結集させていた。華麗な
アクションと壮大なスケールで世界
中を熱狂させてきた『バイオハザー
ド』シリーズ、ついに最終章！

バイオハザード ザ・ファイナル

2016 / アメリカ / 1h47

ポール・W・S・アンダーソン 
ミラ・ジョヴォヴィッチ / アリ・ラーター / ローラ

2016 / 日本 / 時間未定

竹本昇
中尾暢樹 / 柳美稀 / 南羽翔平 / 渡邉剣 / 立石晴香

新宿スワンⅡ

2017 / 日本 / 2h13

園子温
綾野剛 / 浅野忠信 / 伊勢谷友介 / 深水元基

©2017「新宿スワン II」製作委員会

1/21 -

大和たちジュウオウジャーは敵の術中
にはまり、彼らを悪の妖怪だと信じこ
んだニンニンジャーたちから攻撃を受
けてしまう！そんな絶体絶命の危機
から地球を救うため、未来から1 人の
少年がやってきて…。戦隊シリーズ通
算 40作到達×2000回放送という記
念を飾る年始 恒例の最強バトル！

スカウト会社・新宿バーストの白鳥龍
彦は、新たに勢力を拡大するため横
浜へと送り込まれる。しかしそこは警
察やヤクザとも繋がる最強の敵、横
浜ウィザードによる難攻不落の王国
だった。歌舞伎町を舞台にした人気
コミックの映画化第２弾が、超豪華
新キャストを加えていよいよ公開！

©「ジュウオウジャー VS ニンニンジャー」製作委員会 © 石森プロ・テレビ朝日・東映
AG・ 東映

1/14 -

動物戦隊 ジュウオウジャー vsニンニンジャー
未来からのメッセージ fromスーパー戦隊 アズミ・ハルコは行方不明

2016 / 日本 / 1h40
蒼井優 / 高畑充希 / 太賀 / 葉山奨之

©2016「アズミ・ハルコは行方不明」製作委員会

松居大悟

1/14 - 1/27

郊外のとある街から突然、独身 OL
の安曇春子が姿を消した。直後より
街中に行方不明ポスターが貼られ、
それがモチーフのグラフィティアート
が広まっていく。同じく巷では男性ば
かりを無差別に襲う少女ギャング団
の事件が起こり始め…。新鋭・松居大
悟によるエキセントリックな問題作。

シークレット・オブ・モンスター

2015 / イギリス - ハンガリー - フランス / 1h56

ブラディ・コーベット
ベレニス・ベジョ / リアム・カニンガム

©COAL MOVIE LIMITED 2015

1/14 - 1/20

1918年、ヴェルサイユ条約締結直
前のフランスに、不可解な言動を繰
り返す美しい少年がいた。その時はま
だ誰も知らなかった。彼がやがて恐
るべき独裁者になる子供だとは…。
何が彼を変貌させるのか？研ぎ澄ま
された演出でパズルのように謎を張
り巡らせた、戦慄のサイコミステリー。

2016 / 日本 / 1h42

岸誠二
福山潤 / 杉田智和

劇場版 暗殺教室 365 日の時間
© 松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会

1/21 - 2/3

松井優征

地球爆破を予告しながらも、落ちこ
ぼれクラス３年 E 組の担任になった
謎の生物・殺せんせー。暗殺者となっ
た生徒たちとターゲットの教師とい
う奇妙な絆が結ぶ「命」を賭けた卒
業までの 1 年間の物語。TV アニメ

「暗殺教室」に、完全新作エピソー
ドを加えた総集編がいよいよ公開！

山内マリコ

1966 / フランス / 1h44

クロード・ルルーシュ
ジャン＝ルイ・トランティニャン / アヌーク・エーメ

©1966 Les Films 13

1/21 - 1/27

不朽の名作が製作 50 周年を記念
してデジタルリマスターで蘇る。夫と
死別したアンヌと、妻に自殺された
ジャンが織りなす大人の恋を、流麗
なカメラワークと大胆なモンタージュ
で描き出す。映像と音楽、そして名
演の見事なシンクロは、今なお鮮烈
な衝撃と感動を呼び起こすだろう。

男と女
製作50周年記念デジタル・リマスター版

この世界の片隅に

2016 / 日本 / 2h06

片渕須直
のん / 細谷佳正 / 稲葉菜月 / 尾身美詞

© こうの史代・双葉社／「この世界の片隅に」製作委員会

12/23 - 1/13

こうの史代

昭和19年２月、18 歳のすずは広島の
呉にお嫁にやって来る。不器用ながら
も工夫を凝らして毎日を精一杯生き
ていくが…。激しさを増す戦争を背
景に、日 の々何気ない暮らしの尊さを
丹念に描き込んだ珠玉のアニメーショ
ン。能年玲奈改め「のん」が透明感溢
れる声で主人公に命を吹き込む。

シネマ歌舞伎 阿古屋

2016 / 日本 / 1h33
坂東玉三郎 / 坂東亀三郎 / 坂東功一 / 尾上菊之助

© 岡本隆史

1/7 - 1/27

いま演じられるのは坂 東 玉 三 郎た
だ１人と言われる、女方最高峰の舞
台『阿古屋』がシネマ歌舞伎に。琴・
三味線・胡弓の３つの楽器の弾き分
けに加え、傾城の気品や色気、平家
の武将・景清を思う心理描写も情感豊
かに表現。舞台裏の特別映像も収録。
特別料金：一般 ･シニア 2,100円 / 学生以下 1,500円

ザ・コンサルタント
©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED

1/21 -

会計士クリスチャン・ウルフはある大
企業の財務を調査中、重大な不正
を発見する。だが調査は一方的に打
ち切られ、何者かに命を狙われること
に…。実は彼は、危険人物の裏帳簿
を仕切る凄腕の殺し屋でもあったの
だ。政府やマフィアを相手に戦うアン
チヒーローをベン・アフレックが熱演！

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




