
HiGH&LOW THE RED RAIN

スター・トレック BEYOND

2016 / 日本 / 時間未定

企画プロデュース：EXILE HIRO山口雄大
TAKAHIRO /登坂広臣/斎藤工

彼岸島 デラックス

2016 / 日本 / 1h57

渡辺武
白石隼也 / 鈴木亮平 / 桜井美南

GANTZ:O ガンツ：オー　

2016 / 日本 / 1h36

さとうけいいち 川村泰
小野大輔 / M・A・O / 郭智博 / 早見沙織

いしぶみ

2016 / 日本 / 2h10

山口雅俊
山田孝之 / 綾野剛 / 永山絢斗 / 最上もが

©2016「彼岸島」製作委員会© 奥浩哉／集英社・「GANTZ:O」製作委員会© 広島テレビ

© 尾田栄一郎／集英社・スーパー歌舞伎 II「ワンピース」パートナーズ

©2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.STAR TREK and related marks are trademarks 
of CBS Studios Inc.

©2016「HiGH&LOW」製作委員会

緑はよみがえる

2014 / イタリア / 1h16

エルマンノ・オルミ
クラウディオ・サンタマリア / アレッサンドロ・スペルドゥーティ

10/8 -

10/15 -

10/29 - 11/4

10/14 -10/8 - 10/14

10/22 -

10/22 - 11/11

10/21 -

真鍋昌平

「EXILE TRIBE」のメンバーが総出演
し、この夏話題をさらった青春アクショ
ン映画『HiGH&LOW THE MOVIE』
の第２弾が早くも登場。これまで登場
していなかった雨宮兄弟の長男・尊龍
に斉藤工を迎え、雨宮３兄弟の過去と
今が明かされる。最高で最強のキズナ
を描いた涙と感動の青春巨編。

旧制広島二中の１年生321人は、ほぼ
爆心地の真下で原子爆弾に遭い、全
員が命を奪われた。遺族の手記に残
された彼らの最期の言動を、広島県出
身である綾瀬はるかが切 と々読み上げ
る。さらに池上彰が遺族や関係者らへ
のインタビューを通し、70年経た現在も
終わらない物語の続きを伝えていく。

地下鉄で事件に巻き込まれ、命を落
とした加藤勝。次の瞬間、加藤はマ
ンションの一室にいた。そこで出会っ
た東京チームと共に転送された先
は、火の手が上がる大阪の街。加藤
は命がけのサバイバルゲームに挑ん
でいく…。原作の中でも特に人気を
誇るエピソード「大阪編」が再始動！！

第一次世界大戦の真っただ中にあ
る、1917年の冬。雪山での膠着戦
の中、イタリア軍のもとに、若い中尉
が着任する。迫りくる敵軍の脅威の
中、戦争の酷薄さを初めて目の当た
りにし、中尉は愛する母へ手紙を綴
る―。名匠オルミ監督が80歳を過ぎ
て、自らの父に捧げた特別な物語。

世界的人気を誇る『スター・トレック』
を新たに描いた新劇場版シリーズ第
３弾。エンタープライズ号のクルー
達が未知の領域を探索し、新たな
謎の敵と遭遇する。製作に J.J. エ
イブラムス、監督に『ワイルド・スピー
ド』シリーズのジャスティン・リンを迎
えた最高の SF アクション超大作！！

超暴利で金を貸す金融屋・ウシジ
マの前に、かつて自分を犠牲にして
まで他人に尽くしてきた同級生・武
本が 12年振りに現れる。ウシジマは
本当に血も涙もない人間なのか？今
の生き方を選ばせることになったウシ
ジマの隠された過去が遂に明かされ
る。闇のカリスマヒーロー完結編！

真田十勇士
©2016『真田十勇士』製作委員会

上映中

堤幸彦監督と中村勘九郎タッグの舞
台を映画化。真田幸村は名将として
世に轟いていたが、実は運に恵まれ
続けただけの腰抜け男だった。そこに
現れた抜け忍の猿飛佐助、自分の
嘘とハッタリで幸村を本物の立派な
武将へと仕立て上げることを決意す
る。型破りな大スペクタクル超大作！

2016 / 日本 / 2h15

堤幸彦
中村勘九郎 / 松坂桃李 / 大島優子

めぐりあう日
©2015 – GLORIA FILMS – PICTANOVO

10/8 - 10/14

自身の出生を調べるため帰 郷した
理学療法士のエルザ。なかなか手
がかりが掴めなかったが、患者として
出会った中年女性に不思議な親近
感を覚えるようになり…。『冬の小鳥』
で鮮烈なデビューを飾ったウニー・
ルコント監督が、再会する母娘の揺
れる想いを丁寧に描く長編第二作。

アングリーバード

2016 / アメリカ / 1h37

ファーガル・ライリー / クレイ・ケイティス
坂上忍 / りんか＆あんな

©2016 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

10/1 -

全世界30億ダウンロードのゲーム
アプリが『怪盗グルーの月泥棒３D』
のスタッフによって映画化！飛べない
鳥たちが暮らす島・バードアイランド
を舞台に、怒りんぼうのレッドたちが
奪われたタマゴをめぐって大冒険を
繰り広げる！ふわっふわでキュートな
鳥たちの勇気と絆の感動アニメ！

2016 / アメリカ / 1h39

デニス・ガンゼル
ジェイソン・ステイサム / トミー・リー・ジョーンズ

10/8 - 10/21

鍛え上げられた肉体。冴えわたる頭脳。
精密機械のように任務を遂行する『メ
カニック』が再び帰って来る！暗殺稼
業から足を洗った殺し屋ビショップのも
とに現れたかつての兄弟子。その出会
いが彼を新たな戦いへと巻き込んで
いく…。J.ステイサムが魅せる熱い肉弾
戦、激しい銃撃戦に大興奮間違いなし！

メカニック ワールドミッション

2015 / フランス / 1h44
セリーヌ・サレット / アンヌ・ブノワ

ウニー・ルコント

©ME2 Productions, Inc. 2016

シネマ歌舞伎 
スーパー歌舞伎 II ワンピース
国民的人気マンガ『ＯＮＥ ＰＩＥ
ＣＥ』と四代目市川猿之助の『スー
パー歌 舞 伎Ⅱ』が奇跡のコラボ
レーション！絶妙に歌舞伎風にア
レンジされた登場人物たちが勢揃
いの超話題作が遂にシネマ歌舞
伎化。映画館で、大冒険が始まる！
一般・シニア  2,100円／学生・小人 1,500円

ハロルドが笑う その日まで

2014 / ノルウェー / 1h28

グンナル・ビケネ
ビョルン・スンクェスト / ビヨルン・グラナート

©2014 MER FILM AS All rights reserved

10/22 - 10/28

ノルウェーの街で長年家具屋を営ん
でいたハロルドの家の隣に、ある日世
界的家具チェーン店が開店し、大切
にしてきた店と妻を失う。怒りを募らせ
た彼は創業者を誘拐し復讐すること
を決意しスウェーデンへ向かうが…。
極 寒の地で対照的なふたりが巻き
起こす笑いと心温かな珍道中。

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

10/1 - 10/7

一度聴いたら忘れられない歌声で世
界中を魅了し、27 歳で急逝したエイ
ミー・ワインハウス。多くのスキャンダル
が報道されてきた “ 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。

第 88 回アカデミー賞 
長編ドキュメンタリー賞 受賞

闇金ウシジマくん　
ザ・ファイナル

2016 / 日本 / 1h26

是枝裕和
綾瀬はるか / 池上彰

2016 / 日本 / 1h58

横内謙介 市川猿之助
市川猿之助 / 市川右近 / 坂東巳之助 / 中村隼人
尾田栄一郎

４３歳独身のシャイな大男フーシ。空
港の荷物係として働き、ジオラマ作り
が唯一の楽しみ。そんな息子を心配
した母親は、ダンススクールのクー
ポンを贈る。しぶしぶ出かけた先で、
心に傷を負った一人の女性と出会
い、恋心がめばえる。心も体も大きく
温かな男の一世一代の恋の物語。

好きにならずにいられない
©Rasmus Videbaek

10/22 - 10/28

2015 / アイスランド - デンマーク / 1h34
グンナル・ヨンソン / リムル・クリスチャンスドッティル

ダーグル・カウリ

ラスト・タンゴ
©WDR / Lailaps Pictures / Schubert International Film / German Kral Filmproduktion

10/8 - 10/14

1948 年の出会いから約 50 年、運
命のパートナーとして共にタンゴを踊
り続けてきたフアン・カルロス・コペス
とマリア・ニエベス。ダンスのコンビ
としては唯一無二の相性を誇る彼ら
は、愛憎を心の内に秘めながら踊り
続けた…。彼らの歩んだ愛と葛藤の
歴史をタンゴ・ダンスで再現。

2015 / ドイツ - アルゼンチン / 1h25
マリア・ニエベス / フアン・カルロス・コペス

ヘルマン・クラル

2015 / フランス / 1h54
ジャン・デュジャルダン / エルザ・ジルベルスタイン

©2015 Les Films 13 - Davis Films - JD Prod - France 2 Cinema

10/15 - 10/21

クロード・ルルーシュ

インドを訪れたアントワーヌは、フラン
ス大使の妻アンナと出会い、すぐに
意気投合してしまう。そして巡礼の旅
に出るアンナを追ってアントワーヌも
駅のホームに現れて…。パートナー
がいても惹かれてしまう男女の心の
機微をさりげない会話や視線に忍ば
せた、大人のための恋愛映画。

アンナとアントワーヌ
愛の前奏曲（プレリュード）

©2016 真鍋昌平・小学館／映画「闇金ウシジマくん ザ・ファイナル」製作委員会

2016 / アメリカ / 1h36

クリント・イーストウッド 
トム・ハンクス / アーロン・エッカート

2016 / 日本 / 1h52
オダギリジョー / 蒼井優 / 松田翔太 / 北村有起哉
山下敦弘 佐藤泰志

オーバー・フェンス
©2016「オーバー・フェンス」製作委員会

10/29 - 11/4

名作『海炭市叙景』『そこのみにて光
輝く』に続く、函館を舞台にした佐藤
泰志原作小説の映画化。妻に見放
され、職業訓練校に通いながら失
業保険で暮らす中年男と「鳥になりた
い」と願う風変わりなホステス。孤独
な男女の出会いと愛の行方を、山下
敦弘が限りない慈しみを込めて描く。

ヤング・アダルト・ニューヨーク
©2014 InterActiveCorp Films, LLC.

10/29 - 11/4

まだまだ若いつもりだが仕事も生
活もマンネリ気味な 40代夫婦。あ
る日出会った 20代カップルの自由
なライフスタイルに刺激を受け、生
き生きした日 を々取り戻していくが…。

『フランシス・ハ』のノア・バームバッ
ク監督のヒップなセンスが光るジェ
ネレーションギャップ・コメディ！

2014 / アメリカ / 1h37

ノア・バームバック
ベン・スティラー / ナオミ・ワッツ

© 大場つぐみ・小畑健／集英社　©2016「DEATH NOTE」FILM PARTNERS

10/29 -

キラこと夜神月とＬの対決から10 年
後。再び死神が地上に６冊のデス
ノートをばらまき世界中が大混乱に
陥る。キラ事件の捜査官・三島はＬ
の後継者・竜崎と捜査にあたるがキ
ラ信奉者のサイバーテロリスト・紫苑
が現れ…。デスノートを巡る究極の頭
脳戦！新世界の神となるのは誰か？

デスノート
Light up the NEW world

2016 / 日本 / 2h15

佐藤信介
東出昌大 / 池松壮亮 / 菅田将暉 / 戸田恵梨香 

大場つぐみ・小畑健

二重生活
©2015「二重生活」フィルムパートナーズ

10/1 - 10/7

哲学科の大学院生・珠は、修士論文
のテーマに “ 哲学的尾行 ” を薦めら
れる。半信半疑のまま隣家の男を尾
行してみると、その男のとんでもない秘
密に辿り着いてしまい…。気付くと珠
は異常なまでの胸の高鳴りを感じて
いた。やがて彼女はこの “ 理由なき
尾行 ” にのめり込んでいくことに…。

2015 / 日本 / 2h06

岸善幸
門脇麦 / 長谷川博己 / 菅田将暉 / リリー・フランキー

小池真理子

松本光司の人気コミック原作のサバ
イバル・ホラーの続編が登場！主人
公・明は、消息不明の兄・篤を救う
べく彼岸島と呼ばれる未知の孤島
で、仲間と共に島を占拠する吸血鬼
の殲滅を試みる。しかし再会を果た
した兄は吸血鬼と化していた…。果
たして生き残るのはどちらだ！

2016 / 日本 / 1h59

土橋章宏本木克英
佐々木蔵之介 / 深田恭子 / 伊原剛志 / 寺脇康文

太陽の蓋 （ふた）

©2016「太陽の蓋」プロジェクト /Tachibana Tamiyoshi

10/29 - 11/4

©「超高速！参勤交代　リターンズ」製作委員会

上映中

幕府からの無理難題に立ち向かい、
江戸への参勤を達成した湯長谷藩。
ほっとしたのも束の間、今度は故郷で
一揆が勃発！打ち負かされた老中が、
幕府軍を率いて逆襲を開始したのだ。
対する藩士はたったの７人。金なし!
人なし!! 時間なし!!! 弱小貧乏藩の
奇想天外な作戦が再び幕を開ける!

「史上最悪の危機」を迎えた日、官
邸内では何がおきていたのか。当時
の閣僚たちが実名で登場。数多く
の報告書や資料を分析すると共に、
当事者であった政治家、現役新聞
記者被災地である福島での直接取
材を敢行。５年たった今だからこそ
明らかになる真実とは…。

超高速！参勤交代
リターンズ

1985年。大不況が吹き荒れるアイ
ルランドに暮らす、14歳の冴えない
中学生コナー。ある日、街で見かけ
たイカした少女ラフィナに「僕らのバ
ンドのＰＶに出ないか」と誘ったからさ
あ大変！まずはバンドを組む所から
始めなきゃ！？80年代ブリティッシュ
音楽にのせて贈る青春音楽映画！

シング・ストリート
未来へのうた

©2015 Cosmo Films Limited. All Rights Reserved

10/15 - 10/28

2015 / アイルランド - イギリス - アメリカ / 1h46
フェルディア・ウォルシュ－ピーロ / ルーシー・ボイントン

ジョン・カーニー

金メダル男

2016 / 日本 / 1h47
内村光良 / 知念侑李（Hey! Sey! JUMP）/ 木村多江

©「金メダル男」製作委員会

10/22 -

内村光良

内村光良と知念侑李がまさかの二人
一役 !? 2011年に上演された一人芝
居「東京オリンピック生まれの男」をも
とに、あらゆるジャンルで１等賞に輝く
ことだけが生きがいの男・秋田泉ーの
全力すぎる七転び八起き人生を描い
た、内村光良原作・脚本・監督・主
演の抱腹絶倒エンターテインメント！

2016 / 日本 / 2h10

佐藤太
北村有起哉 / 袴田吉彦 / 中村ゆり / 郭智博

2016 / アメリカ / 2h03

J . J . エイブラムスジャスティン・リン
クリス・パイン / ザッカリー・クイント

ハドソン川の奇跡
©2016 Warner Bros. All Rights Reserved

9/24 -

2009年１月、マンハッタン上 空
で制御不能となった飛行機をハ
ドソン川に不時着させ、乗客全
員を生還させたサレンバーガー
機長。だが、奇跡の生 還 劇の
裏側では、その判断をめぐり厳

しい追及が行われていた。英雄と
も容疑者ともされた機長の人間性
を描くイーストウッド監督作。

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 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

10/1 - 10/14

1950年代、アイルランドの閉鎖的な
街から、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
カーへと変わっていくが…。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。

©2014 LOMA NASHA FILMS - VENDREDI FILM - TF1 DROITS AUDIOVISUELS - 
UGC IMAGES -FRANCE 2 CINEMA - ORANGE STUDIO

10/15 - 10/21

高校の落ちこぼれクラスの担任になっ
たアンヌは、生徒たちに１つの提案を
することに。それは歴史コンクールへ
の参加だった。テーマは「アウシュ
ヴィッツ」。難解な課題に反発する生
徒たちだったが、衝撃の真実を知るう
ちに徐 に々目の色が変わっていき…。
フランスで実際に起きた奇跡の物語。

奇跡の教室 受け継ぐ者たちへ

2014 / フランス / 1h45
アリアンヌ・アスカリッド / アハメッド・ドゥラメ

マリー＝カスティーユ・マンション＝シャール

北
欧
映
画
特
集

イエスタデイ

2014 / ノルウェー / 1h54

ペーテル・フリント
ルイス・ウィリアムズ / ホーヴァール・ジャクウィッツ

©2014 Storm Rosenberg. All rights reserved. Exclusively licensed to TAMT Co., 
Ltd. for Japan Distributed by MAXAM INC.

10/22 - 10/28

ビートルズ旋風が世界中に吹き荒
れた1960年代、ノルウェー・オスロ
で高校生４人組がビートルズに憧れ
てバンドを結成。いつかビートルズの
ようになりたいと夢見るが…。「レッ
ト・イット・ビー」などの名曲にの
せて、少年たちの友情と恋愛の日々
を描いた甘酸っぱい青春音楽映画。

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


