
ドラゴン・ブレイド

2014 / 中国 - 香港 / 1h43
ジャッキー・チェン / ジョン・キューザック

フランス組曲

2014 / イギリス - フランス - ベルギー / 1h47

ソウル・ディブ
ミシェル・ウィリアムズ / クリスティン・スコット・トーマス

クリムゾン・ピーク

2015 / アメリカ / 1h59

ギレルモ・デル・トロ
ミア・ワシコウスカ / ジェシカ・チャステイン

女が眠る時

2014 / 韓国 / 2h02

キム・ギドク
マ・ドンソク / キム・ヨンミン / イ・イギョン

殺されたミンジュ
©2014 SUITE DISTRIBUTION LIMITED

©Universal Pictures.

©2016 映画「女が眠る時」製作委員会©2014 KIM Ki-duk Film. All Rights Reserved.

©2015 SPARKLE ROLL MEDIA CORPORATION HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION SHANGHAI FILM 
GROUP CO., LTD. SHENZHEN TENCENT VIDEO CULTURE COMMUNICATION LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

ひつじ村の兄弟

2015 / アイスランド - デンマーク / 1h33

グリームル・ハゥコーナルソン
シグルヅル・シグルヨンソン / テオドル・ユーリウソン

©2015 Netop Films, Hark Kvikmyndagerd, Profile Pictures

2/20 - 

2/20 - 2/26 2/20 - 2/26

2/27 - 3/11

2/27 -2/20 - 2/26

2015 / イギリス - アメリカ / 2h03

ジョン・マッデン
ジュディ・デンチ / マギー・スミス

©2014 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

3/4 -

禁じられた歌声

2014 / フランス = モーリタニア / 1h37

アブデラマン・シサコ
イブラヒム・アメド・アカ・ピノ / トゥルゥ・キキ

©2014 Les Films du Worso©Dune Vision

2/27 - 3/4

2016 / 日本 / 2h05

宮藤官九郎
長瀬智也 / 神木隆之介 / 尾野真千子 / 森川葵

©2016 Asmik Ace, Inc. / TOHO CO., LTD. / J Storm Inc. / PARCO CO., LTD. / AMUSE INC. 
/ Otonakeikaku Inc. / KDDI CORPORATION / GYAO Corporation

2/6 - 

ダニエル・リー

イレーヌ・ネミロフスキー

突然の事故で死んでしまった高校生
の大助がたどり着いたのはなんと地
獄！大好きなひろ美ちゃんに告白も
せずに死ぬなんて…。そんな大助の
前に現れた、地獄の赤鬼ロッカー・キ
ラーK。鬼特訓のもと、蘇りを賭けた
地獄巡りが始まる！クドカン×豪華
キャストで贈る、爆笑地獄コメディ！

前漢時代の中国。少数民族が小競り
合いを続けるシルクロードにローマ
帝国の大軍勢が攻め入ってくる。警備
隊長フォ・アンは、一致団結して戦う
ことを提案するが…。主演とアクショ
ン監督を兼任したジャッキーの衰え
知らずの立ち回りと、砂嵐のなか繰り
広げられる戦闘シーンが圧巻。

1940年、ドイツの支配下に置かれた
フランス。窮屈な生活を送っていた
リュシルと、彼女の屋敷に滞在するこ
とになったドイツ軍中尉のブルーノ
は、音楽を通じていつしか惹かれあ
い、かけがえのない存在となっていく
が…。60年の時を経て蘇った世界的
大ベストセラーがついに映画化！

アイスランド辺境の村に暮らす羊飼
いの老兄弟グミーとキディー。40 年
間絶縁状態の彼らは、ある事件を機
に、重大な秘密と罪を共有することに
なる。皮肉とユーモアの絶妙な配分で
描かれる人間の意地と、あまりに突飛
な兄弟愛の顛末をとくとご覧あれ。

覗き見たのは〈狂気〉か〈愛〉か…。
小説家の健二は妻と休暇を取るべく
海辺のリゾートホテルを訪れた。そこ
で異様な雰囲気を醸し出す親子ほ
ど歳の離れた男女に出会い、次第に
健二は彼らに執着していく。ほんの
少しの好奇心が異様な執着に変わ
る時、彼が覗いた衝撃の結末とは。

父が不可解な死を遂げたあと、娘の
イーディスは結婚し、夫とその姉とと
もに「クリムゾン・ピーク」と呼ばれ
る山頂に建つ屋敷で暮らし始める。
新たな生活にも慣れたころ、真紅
の亡霊が現れ奇妙な警告をするの
だった。ギレルモ・デル・トロが極彩
色で紡ぐ耽美なゴシックホラー。

マリ共和国の古都ティンブクトゥ。い
つしか町はイスラム過激派の兵士た
ちに占拠され、慎ましく暮らしていた
人々は恐怖に支配された。息をひそ
めて生きる者、抵抗を試みる者。繰り
返される悲劇と不条理な懲罰を少
女の目を通して描き、自由を圧殺す
る時勢に警鐘を鳴らす一大叙事詩。

悠々自適な隠居生活を求めてインド
にやってきたイギリス人シニアたち
の群像劇『マリー・ゴールドホテル
で会いましょう』の続編。５人の男女
が若き支配人の結婚と、謎めいた宿
泊客の登場に翻弄されてゆく。色鮮
やかなインドを舞台に、人生を豊か
にするヒントが詰まった感動作。

ある夜、女子高生のミンジュが男たち
に無残に殺害された。一年が経った
頃、謎の武装集団が容疑者を一人ず
つ誘拐し、拷問を加え自白を強要。加
害者と被害者、それぞれの抱える闇
が明らかになってゆく。人間の恥部を
暴き、社会の不条理をシニカルに風
刺する奇才キム・ギドク最新作。

2014 / フランス / 2h31

ベルトラン ･ ボネロ
ギャスパー ･ ウリエル / レア・セドゥ

2/6 - 2/19

1967 年、パリ。イヴ・サンローランは
〈モードの帝王〉としてファッション界
に君臨していた。しかし、常に新しいも
のを生み出そうとする重圧からデザイ
ンが描けなくなった彼は、遂に人々の
前から姿を消してしまう。彼の人生で
最も輝き、最も堕落した激動の10 年
間の真実、その衝撃の秘密とは―？

©2014 MANDARIN CINEMA - EUROPACORP - ORANGE STUDIO - ARTE FRANCE CINEMA 
- SCOPE PICTURES / CAROLE BETHUEL

アンジェリカの微笑み

2010 / ポルトガル - スペイン - フランス - ブラジル / 1h37

マノエル・ド・オリヴェイラ
リカルド・トレパ / ピラール・ロペス・デ・アジャラ

©Filmes Do Tejo II, Eddie Saeta S.A., Les Films De l’Apres-Midi,Mostra Internacional de 
Cinema 2010

2/20 - 2/26

犬に名前をつける日

2015 / 日本 / 1h47

山田あかね
小林聡美 / 渋谷昶子 / ちばわん / 犬猫みなしご救援隊

© スモールホープベイプロダクション

2/13 - 2/19

動物愛護センターから犬や猫を救出
する人々や、震災で置き去りにされた
動物を保護する人々を４年にわたり
取材した記録映像と、その取材者を
主人公にしたドラマからなる本作。ド
ラマ部分では、小林聡美が台本のな
いまま、動物のために何ができるか
模索する主人公を演じている。

偉大なる映画作家オリヴェイラが101
歳のときに発表した傑作長編、待望
の公開。死んでいるはずの美女に微
笑みかけられた青年が、どうしようも
なく彼女に心を奪われていくさまを、
瑞々しく豊穣なイメージで紡いでい
く。生と死、現実と幻の合間を華麗に
さまよう不可思議な愛の幻想譚。

独裁者と小さな孫

2014 / ジョージア - フランス - イギリス - ドイツ /1h59

モフセン・マフマルバフ
ミシャ・ゴミアシュウィリ / ダチ・オルウェラシュウィリ

2016 / 日本 / 1h59

高田亮前田弘二
橋本環奈 / 長谷川博己 / 安藤政信 / 武田鉄矢

©2016「セーラー服と機関銃 - 卒業 -」製作委員会

2/20 - 2/26

3/5 -

2013 / フランス / 2h19

マルタン ･ プロヴォ
エマニュエル ･ ドゥヴォス / サンドリーヌ ･ キベルラン

©TS PRODUCTIONS - 2013

2/13 - 2/19

ザ・ブリザード

2016 / アメリカ / 時間未定

クレイグ・ギレスピー
クリス・パイン / エリック・バナ

©Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

2/27 -

赤川次郎

イランの名匠モフセン・マフマルバフ
監督最新作。独裁政権が支配する国
でクーデターが起こり、老独裁者と幼
い孫は逃亡を余儀なくされる。民衆
に紛れ海を目指すその旅で目にした
ものは、自らの圧政が招いた暴力と憎
しみの連鎖だった。罪の深さを思い
知った男が旅の果てにみたものとは。

真冬の北大西洋でブリザードにより
真っ二つに裂けた巨大石油タンカー。
32名の生存者を救出するため、４人
の沿岸警備隊員が小型ボートで荒れ
狂う海へと向かった。実話「SS ベン
ドルトン号の救出劇」をもとに、アメリ
カ沿岸警備隊史上もっとも困難を極
めた人命救助を迫力の映像で描く。

自身の生と性を赤裸々に綴り、文
壇に衝撃を与えた実在の女性作家
ヴィオレット・ルデュック。社会から拒
絶され苦悩する彼女が、プロヴァン
スの地に幸福を見出すまでを、ボー
ヴォワールとの関係を中心に描く。
当時の文学界や、新たな文化の胎動
を感じる戦後パリの姿も見どころ。

かつて弱小ヤクザ・目高組の組長をつ
とめ、解散後は普通の女子高生として
平穏な日々を過ごしていた18 歳の少
女・星泉。しかし、とある詐欺事件を
きっかけに再び姐御の血が騒ぐ大きな
抗争へと巻き込まれてゆく…。社会現
象を巻き起こした伝説の映画が新ヒロ
イン・橋本環奈を迎えてついに復活！

俳優 亀岡拓次

2015 / 日本 / 2h03

横浜聡子
安田顕 / 麻生久美子 / 新井浩文 / 染谷将太

©2016『俳優 亀岡拓次』製作委員会

2/27 - 3/11

戌井昭人

見たことはあるけれど名前は分から
ない、そんな脇役一筋の俳優・亀岡拓
次の地味な毎日に転機が！ロケ先で
出会った居酒屋の女将への恋。そし
て世界的な巨匠からもオーディショ
ンの声がかかり…。鬼才・横浜聡子監
督の待望の最新作はヤスケンファン
ならずとも必見のミラクルコメディ！

あの頃エッフェル塔の下で

2015 / フランス / 2h03

アルノー・デプレシャン
マチュー・アマルリック / カンタン・ドルメール

©JEAN-CLAUDE LOTHER - WHY NOT PRODUCTIONS

2/27 - 3/4

ある出来事をきっかけに、心にしまっ
ていた初恋を追憶するポール。遠く
離れて暮らす彼女と、幾千もの愛の
言葉を手紙で交わしたあの日々…。
数十年を経た今、初めて気づく真実
とは。『そして僕は恋をする』から20
年、名匠デプレシャン監督が贈る、一
生に一度の身を焦がすような恋。

エージェント・ウルトラ

2015 / アメリカ / 1h36

ニマ・ヌリザデ
ジェシー・アイゼンバーグ / クリステン・スチュワート

Photo Credit: Alan Markfield /©2015 American Ultra, LLC. All Rights Reserved.

2/13 - 3/4

定職につかずのらりくらりと過ごす
マイクは、同棲している恋人へのプ
ロポーズにも失敗する始末。だがあ
る日、マインドコントロールにより封
印されていた能力が覚醒。なんと彼
は CIAの敏腕エージェントだった！
ダメ男が繰り広げる最高にキュート
でぶっ飛んだバイオレンスコメディ！

雪の轍（わだち）

2014 / トルコ - フランス - ドイツ / 3h16

ヌリ・ビルゲ・ジェイラン
ハルク・ビルギネル / メリサ・ソゼン

©2014 Zeyno Film Memento Films Production Bredok Film Production Arte France Cinema NBC Film

2/6 - 2/19

カッパドキアで洞窟ホテルのオー
ナーとして裕福に暮らすアイドゥン。
しかし、妻や妹、周囲との関係はう
まくいかない。やがてホテルは雪に
閉ざされ、彼らは、互いに鬱屈した
心のうちをさらけ出していく…。人
間の魂の深淵に触れる感動作。

第 67回カンヌ国際映画祭パルム・ドール大賞

©「ベトナムの風に吹かれて」製作委員会

2015 / 日本 - ベトナム / 1h54
松坂慶子 / 草村礼子 / 藤江れいな / 奥田瑛二

ベトナムの風に吹かれて

2/6 - 2/12

ベトナム在住の日本語教師みさおは、
独り身になった認知症の母を引き取
り、一緒に暮らすことを決意する。母
にとっては慣れない土地だったが、
現地の人々は温かく迎えてくれて…。
介護や異文化交流、団塊世代の新た
な青春をテーマに、喜びも悲しみも
大らかに包み込んだ人生賛歌！

大森一樹 小松みゆき

の・ようなもの のようなもの

2016 / 日本 / 1h35

杉山泰一
松山ケンイチ/北川景子/伊藤克信/尾藤イサオ

©2016「の・ようなもの のようなもの」製作委員会

3/5 - 3/18

森田芳光

落語家見習いの志ん田は、かつて一
門にいた志ん魚を復帰させるよう指
示される。しかし気楽に生きる志ん魚
の姿に、パッとしない自分に足りない
ものを見つけて…。何者にもなりきれ
ない人々の奮闘を描いた森田芳光監
督作の続編は、今の時代だからこそ
伝えたい、人情たっぷりの群像劇。

2015 年カンヌ国際映画祭「ある視点部門」グランプリ

X- ミッション

2015 / アメリカ / 1h54

エリクソン・コア
エドガー・ラミレス / ルーク・ブレイシー

©2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

2/20 -

元アスリートのFBI 捜査官が、エクス
トリームスポーツ界のカリスマが率い
る超一流チームへの潜入捜査を命じ
られた。彼らにはそのスキルを用いた、
前代未聞の犯罪を実行している疑い
があったのだ。CG なしの生身のスタ
ントで、名作『ハートブルー』をリメイ
クした極限のサスペンス・アクション！

2016 / 日本 / 1h43

ウェイン・ワン
北野武 / 西島秀俊 / 忽那汐里 / 小山田サユリ

ハビエル・マリアス

マリーゴールド・ホテル
幸せへの第二章

TOO YOUNG TO DIE!
若くして死ぬ

セーラー服と機関銃  - 卒業 -

SAINT LAURENT サンローラン ヴィオレット ‐ ある作家の肖像 ‐

2016 / 日本 / 時間未定

八鍬新之介 主題歌：山崎まさよし
水田わさび / 大原めぐみ / かかずゆみ / 木村昴

© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2016

3/5 -

映画ドラえもんシリーズ歴代No.1 の
動員を記録した『日本誕生』が新た
に生まれ変わって帰ってくる！７万
年前の太古の日本を舞台にした大
冒険と、時空を超えた友情を描くシ
リーズ屈指の感動巨編！子どもの頃
にご覧になられたお父さん世代も一
緒に“21世紀版”を体感しましょう！

映画 ドラえもん
新・のび太の日本誕生

2015 / イギリス / 2h00

ダグラス・マッキノン
ベネディクト・カンバーバッチ / マーティン・フリーマン

©2015 Hartswood Films Ltd. A Hartswood Films production for BBC Wales co-produced by 
Masterpiece. Distributed by BBC Worldwide Ltd.

2/19 - 

日本でも放送され人気を博した英国
ドラマ「シャーロック」が〈特別篇〉と
なって期間限定上映！今回の舞台は
1895年のヴィクトリア時代のロンド
ン。フロックコートに身を包んだ世界
一有名な探偵ホームズと相棒ワトソ
ンが難事件に挑む！映画館でしか観
られない特別映像もお見逃しなく！

SHERLOCK ／シャーロック
忌まわしき花嫁 ア・フィルム・アバウト・コーヒー

2014 / アメリカ / 1h06

ブランドン・ローパー
アイリーン ･ ハッシ ･ リナルディ / 大坊勝次

©2014 Avocados and Coconuts.

2/20 - 2/26

普段何気なく飲んでいるコーヒーに
ついて考えたことがありますか？ど
の国から、どんな想いが込められて、
どのような行程を経て我々のもとに
やってくるのか…。この映画は、目の
前のコーヒーが辿った壮大な冒険
を追ったドキュメント。きっと、コー
ヒーがより好きになることでしょう。

2015 / イギリス / 1h05

ジョン・グレイス
アードマン・アニメーションズ

©2015 Aardman Animations Ltd 2015

3/5 -

ひつじのショーン スペシャル
いたずらラマがやってきた！

2016 / 日本 / 1h00

主題歌：坂本真綾赤根和樹
入野自由 / 坂本真綾 / 日野聡 / 日笠陽子

©SUNRISE/PROJECT G-AKITO　Character Design ©2006-2011 CLAMP・ST

2/27 - 3/11

人気アニメのアナザーストーリーと
して描かれてきたシリーズも今作で
いよいよ完結！ユーロブリタニア軍
との激しい戦いで劣勢を強いられる
なか、主人公アキトは暴走する兄・レ
ンとの最後の戦いに挑む。激闘の果
てに彼らが手にする未来とは…。
一般料金1,200 円／高校生以下1,000 円

コードギアス 亡国のアキト
最終章「愛シキモノタチヘ」サウルの息子

2015 / ハンガリー / 1h47

ネメシュ・ラースロー
ルーリグ・ゲーザ / モルナール・レヴェンテ

©2015 Laokoon Filmgroup

2/27 - 3/11

1944年アウシュヴィッツ。同胞のユダヤ
人をガス室に送りこむ〈ゾンダーコマン
ド〉のサウルは亡き息子を正しく埋葬
しようと極限状態の中、奔走する。カン
ヌを震撼させた撮影法と演出、無名の
新人監督の衝撃のデビュー作。人間の
尊厳をかけた１人の男の魂の２日間！

第68回カンヌ国際映画祭グランプリ 受賞

昨年のクリスマスに本国イギリスで
放送された最新作が早くも劇場に登
場！見本市から３頭のラマを連れて
牧場に帰ってきたショーンだが、ラ
マたちは我が物顔で大暴れし大騒動
を巻き起こす。そのほか、テレビシリー
ズから選りすぐりの５本を同時上映！
一般・学生 1,300 円 /小人 900 円

ハッピーエンドの選び方

2014 / イスラエル / 1h33

シャロン・マイモン / タル・グラニット
ゼーブ・リバシュ / レバーナ・フィンケルシュタイン

©2014 PIE FILMS / 2-TEAM PRODUCTIONS / PALLAS FILM / TWENTY TWENTY VISION.

2/20 - 2/19

延命治療に苦しむ親友に懇願され、
苦しまずに死ねる装置を発明したヨ
ヘスケル。秘密のはずだった発明の
評判が広まってしまう一方、妻には
認知症の症状が現れ始め…。今や誰
もが他人事にはできない重いテーマ
を、ときに温かく、ときにブラックな
ユーモアで包んだヒューマンドラマ。

延期

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


