
2016 / 日本 / 2h09

EXILE HIRO久保茂昭
EXILE TRIBE / 窪田正孝 / 林遣都

2016 / 日本 / 1h37

冨岡淳広湯山邦彦
松本梨香 / 大谷育江 / 牧口真幸 / 梶裕貴

原案 : 田尻智

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

8/6 -

劇場版 アイカツスターズ！
©2016 BNP/BANDAI, AIKATSU STARS THE MOVIE

8/13 -

青空エール
©2016 映画「青空エール」製作委員会 © 河原和音／集英社

8/20 -

2016 / 日本 / 時間未定

柿原優子綿田慎也
富田美憂 / 朝井彩加 / 山口愛 / 村上奈津実

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
ていけず何度も挫折しそうになる
中、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、
つばさには大介にほのかな想いが

芽生えていた…。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。

イベントに出演するため南の島
に降り立ったゆめたち四ツ星学
園の生徒。その島には伝説の
ドレスが眠るという噂があり…。
主人公や舞台の学校を一新して
４月より新たにスタートしたアイ

カツスターズ！が早くもスクリーン
に登場！更に、いちごやあかりたち
が活躍する短編も同時上映！

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。

HiGH&LOW THE MOVIE
©HiGH&LOW 製作委員会

上映中

物語はまだ序章に過ぎなかった―。
５つのチームが拮抗するSWORD 地
区。ギリギリのところで保たれていた
均衡は、表舞台から姿を消した最強
チーム「ムゲン」の総長・琥珀が帰っ
てきたことで脆くも崩れ去り…。豪華
キャストで贈る青春バトルアクション！
男達のプライドをかけた闘いが始まる。

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

7/30 -

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

ジャングル・ブック
©2016 Disney Enterprises,Inc.All Rights Reserved.

8/11 -

秘密 THE TOP SECRET

©2016「秘密 THE TOP SECRET」製作委員会

8/6 -

後妻業の女
©2016「後妻業の女」製作委員会

8/27 -

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。

婚活大国ニッポン！熟年離婚の
急増で、再婚相手を求めた熟年
婚活も倍増。そこに目をつけ、寂
しい独身男性をたぶらかし財産
を巻き上げる後妻業の女と、陰で
操る結婚相談所の所長。そして騙

された男達と裏社会の探偵が織り
成す、愛とお金の人間喜劇！『愛の
流刑地』の鶴橋康夫監督最新作。

シン・ゴジラ
©2016 TOHO CO.,LTD.

7/29 -

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

庵野秀明 樋口真嗣

ゴーストバスターズ
8/19 -

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
エリン博士だが、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…。

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

ミュータント・ニンジャ・タートルズ
影 （シャドウズ ）  

©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

8/26 -

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

マイケル・ベイ

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 -

2013 年に大ヒットを記録した『グラ
ンド・イリュージョン』の続編！正義
のイリュージョン犯罪集団 “ フォー・
ホースメン ” が今回挑むのは、ダ
ニエル・ラドクリフ演じる“ 闇の天
才エンジニア ”。マジック vs 科学、
はたして勝つのはどちらか！？仕組
まれた巨大な陰謀が動き出す！

グランド・イリュージョン
見破られたトリック

X-MEN：アポカリプス
©2016 MARVEL & Subs. ©2016 Twentieth Century Fox

8/11 -

2016 / アメリカ / 2h24

ブライアン・シンガー
ジェームズ・マカヴォイ / マイケル・ファスベンダー

2016 / 日本 / 2h08

鶴橋康夫
大竹しのぶ / 豊川悦司 / 尾野真千子 / 長谷川京子

黒川博行

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

大友啓史 清水玲子

ポケモン・ザ・ムービーXY＆Z
ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokemon 
©2016 ピカチュウプロジェクト

上映中

大人気シリーズが「ポケモン・ザ・ムー
ビーXY＆Z」にパワーアップ！運命の
絆で結ばれた、サトシと人間嫌いの
ポケモン・ボルケニオン。超カラクリ
都市・アゾット王国を舞台に、未知な
る力「ソウルハート」を宿した人造ポ
ケモン・マギアナをめぐる、ポケモン
史上最も熱いバトルが幕を開ける！

2016 / アメリカ / 1h43

アンドリュー・スタントン
室井滋 / 木梨憲武 / 上川隆也 / 中村アン

ファインディング・ドリー
©2016 Disney / Pixar. All Rights Reserved.

上映中

ジョン・ラセター

大ヒット作『ファインディング・ニモ』
の続編が遂に登場！今回の主人公は
マーリン＆ニモ親子の親友ドリー。何
でもすぐ忘れてしまうドリーが、ある
晩ずっと忘れていた家族のことを思
い出し、探すことを決意します。誰も
が虜になったあの美しい海の大冒険
がこの夏スクリーンに帰ってきます！

ONE PIECE FILM GOLD

2016 / 日本 / 1h59

宮元宏彰
田中真弓 / 中井和哉 / 岡村明美 / 山口勝平

© 尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

上映中

尾田栄一郎

世界最大のエンターテインメントシティ、
グラン・テゾーロ。世界政府すら手出し
無用の「絶対聖域」として知られる独立
国家を訪れたルフィたちは、新世界の勢
力図が変わるほどの底知れぬ野望に巻
き込まれていくのだが…。原作者・尾田
栄一郎が総合プロデューサー！日本中が
待ちに待った究極のシリーズ最新作！

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

河原和音

『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。

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！

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
描く。『るろうに剣心 』シリーズ

の大友啓史監督が、衝撃のミステ
リー漫画を映画化。脳内捜査は心
の「秘密」さえも暴いてしまう…。

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

加藤陽一 斉藤洋

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

ラドヤード・キップリング

時は1983 年。文明の誕生以前
から神として君臨していた歴史
上最初のミュータント、アポカリ
プスが長き眠りから覚め、マグ
ニートーを始めとする黙示録の
四騎士を招集し、堕落した人類

に鉄槌を下す！過去５作を締めくく
る、シリーズ集大成にふさわしい激
戦の火ぶたが切って落とされる！

世界一有名な “ 亀 ” が、パワー
アップして帰ってくる！全世界で
大ヒットを記録した前作に引き続
き、製作はマイケル・ベイが務
める。宿敵シュレッダーの登場に
より、影の軍団ニンジャ・タート

ルズはニューヨークの街を飛び出し
て、世界を舞台に暴れ回る！進化し
たハイスピードアクション超大作！

©2016 劇場版「ゴースト・ジュウオウジャー」製作委員会 © 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映
© 2016 テレビ朝日・東映 AG・東映

8/6 -

ゴーストが迎え撃つのは、全人類を幽
霊にしようと企む「ダークゴースト」。
２人のゴーストによる運命の戦いが始
まる！ジュウオウジャーは、地球滅亡を
狙う宇宙サーカス団の団長と激突！仮
面ライダー45周年、スーパー戦隊40
作を記念する今夏最強の２本立て！

劇場版 仮面ライダーゴースト／
劇場版 動物戦隊ジュウオウジャー

2016 / 日本 / 時間未定

［仮面ライダーゴースト］

［ジュウオウジャー］
柴崎貴行 中尾暢樹 / 吉村崇

諸田敏 西銘駿 / 沢村一樹

セトウツミ

2016 / 日本 / 1h15

大森立嗣
池松壮亮 / 菅田将暉 / 中条あやみ / 宇野祥平

© 此元和津也（別冊少年チャンピオン）2013 ©2016 映画「セトウツミ」製作委員会

7/30 - 8/5

此元和津也

若手俳優の中でも抜群の演技力を
誇る池松壮亮と菅田将暉が “クール
なインテリの内海 ”と “ちょっとお
バカな瀬戸 ”に扮し、漫才のように
絶妙な間の関西弁でひたすら無駄
話を繰り広げる。“ 喋るだけ ”なの
にクスッと笑えてなぜだかちょっぴ
り切なくなる、新しい形の青春映画。

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

- 8/5 まで

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、一面では真理を突いたもの
として迷える大衆の心を捉え始めて
いた…。ブラックすぎる風刺の爆発
に世界も騒然！ 笑撃的問題作 ! !

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


