
2016 / アメリカ / 2h26

アンソニー・ルッソ / ジョー・ルッソ
クリス・エヴァンス / ロバート・ダウニー・Jr.

©2015 Marvel

4/29 -

追憶の森

2015 / アメリカ / 1h50

ガス・ヴァン・サント
マシュー・マコノヒー / 渡辺謙 / ナオミ・ワッツ

©2015 Grand Experiment, LLC.

4/29 -

2016 / 日本 / 1h49

古沢良太金子修介
野村萬斎 / 宮迫博之 / 安田章大 / 杉咲花

©2016「スキャナー」製作委員会

4/29 -

物や場所に残った人間の記憶を読み
取ることができる仙石のもとに、行方
不明になった音楽教師を探してほし
いと依頼が舞い込む。かつての相棒・
丸山とともにしぶしぶ調査に乗り出
すが…。時代劇で個性を発揮してき
た狂言師・野村萬斎が初めて現代
劇に挑戦する異色のミステリー。

人生に失望し富士の樹海を訪れた
アメリカ人のアーサーは、怪我を負
い寒さに震える中年男性タクミに助
けを求められる。出口を探して極寒
の森を彷徨う２人は次第に心を開
き、死を決意した出来事を語り始め
るのだった。魂の救済と解放を詩
的に紡ぐガス・ヴァン・サント監督作。

幾度も世界の危機を救ってきたアベ
ンジャーズ。しかし政府は彼らの力
を恐れ、無許可での活動を禁止し
た。アイアンマンは政府に従うこと
にするが、キャプテンは疑問を抱く。
そんな中起きた事件により２人は対
立することに。それはチームを二分
する禁断の戦いの始まりだった!!

スキャナー
記憶のカケラをよむ男

シビル・ウォー
キャプテン・アメリカ

4/29 -

競技かるたに情熱を懸ける幼なじみ
の３人、千早・太一・新を始めとした
高校生たちのまぶしいほどに熱い夏
が遂に始まる！原作者に「完璧」「原
作を超えている」「悔しい」とまで
言わしめた、友情・恋愛・成長と思
春期のすべてが詰まった新時代の青
春ドラマの金字塔、いよいよ完結！

ちはやふる - 下の句 -

©2016 映画「ちはやふる」製作委員会 © 末次由紀／講談社

2016 / 日本 / 1h42

小泉徳宏
広瀬すず / 野村周平 / 真剣佑 / 松岡茉優

末次由紀

テラフォーマーズ
© 貴家悠・橘賢一／集英社 ©2016 映画「テラフォーマーズ」製作委員会

4/29 -

21世紀、宇宙への移住を夢見た人類
は“火星地球化計画”を進めるため、
コケと《ある生物 》を火星へと放っ
た。500年後、異常な進化を遂げ凶
暴化した《ある生物》を駆除するた
め火星へ15人の日本人が送り込まれ
る！人類史上最悪の敵〈テラフォー
マー〉との戦いが、いま始まる！

2016 / 日本 / 1h50

中島かずき三池崇史
伊藤英明 / 武井咲 / 山下智久 / 山田孝之

貴家悠 / 橘賢一

ROAD TO HiGH&LOW

2016 / 日本 / 時間未定

久保茂昭
EXILE TRIBE /窪田正孝/林遣都/ゴールデンボンバー

世界から猫が消えたなら 海よりもまだ深く

2016 / 日本 / 1h47

和泉聖治
玉木宏 / 広瀬アリス / 石田ひかり / 要潤

蜜のあわれ

2015 / 日本 / 1h45

石井岳龍
二階堂ふみ / 大杉漣 / 真木よう子 / 高良健吾

©2016 映画「星籠の海」製作委員会 ©2015『蜜のあわれ』製作委員会

©HiGH ＆ LOW 製作委員会

©2016 映画『世界から猫が消えたなら』製作委員会 ©2016「海よりもまだ深く」製作委員会

5/7 - 5/20

5/14 - 5/21 -

6/4 - 6/4 - 6/10

EXILE HIRO

島田荘司 室生犀星

７月 公 開 の『HiGH&LOW THE 
MOVIE 』に向け、ドラマシーズン
1 の総集編が２週間限定で劇場公
開！コブラ・ヤマト・ノボルそれぞ
れの視点から物語を再構築し、未
放映カットや現在撮影中の新作映
像も盛り込まれた EXILE TRIBE
ファン必見の超豪華版です！

余命わずかの僕の前に自分と同じ姿
の悪魔が現れ、大切なものを消すこと
と引き換えに１日の命を与えるという。
失われていく世界の中で触れる、かつ
ての恋人、親友、父、そして亡き母の想
い。人生最後の日、僕はある決断をす
る…。今年最も泣けると話題の、川村
元気のベストセラーがついに映画化。

作家として成功する夢を捨てきれな
い良多には、別れた妻と、11歳の息
子がいる。ある晩、団地で一人暮らし
をする良多の母の家に集まった彼ら
は、台風のせいで一夜をともに過ご
すことになるが…。夢見た未来とは違
う現在を生きる大人たちの姿を是枝
裕和監督がオリジナル脚本で描く。

６時間ごとに潮の満ち引きが繰り返
される瀬戸内海の小島を舞台に発
生する奇妙な難事件。IQ300の天才
脳科学者・御手洗潔が複雑に絡み合
う事件の謎に迫る！島田荘司の長編
ミステリーを『相棒』シリーズの和泉
聖治が映画化。常人の域を超えた推
理速度にあなたはついて来れるか？

あるときは少女、あるときは金魚へと
姿を変える赤子と、「おじさま」と呼
ばれる老作家。とめどない会話を交
わし、身を寄せ合って眠る仲睦まじ
い日常に、作家の昔の女が幽霊とな
り現れ…。無邪気さとエロティシズム
が同居する室生犀星晩年の幻想文
学を鬼才・石井岳龍監督が映画化。

マクベス
©2015 / STUDIOCANAL S.A. - Channel Four Television Corporation 2015

5/13 -

これまで幾度も上演されてきたシェ
イクスピア四大悲劇のひとつ「マク
ベス」が新たなアプローチで映画化。
中世スコットランドを舞台に、野心に
取りつかれた将軍マクベスとその妻
の、王の殺害からはじまる終わりなき
野心とその終焉を、英仏を代表する
名優二人が鬼気迫る演技で魅せる。

2015 / イギリス - アメリカ / 1h44

ビル・コンドン
イアン・マッケラン / ローラ・リニー / 真田広之

©Agatha A Nitecka / SLIGHT TRICK PRODUCTIONS

5/7 - 5/20

93歳のシャーロック・ホームズが、探
偵引退の原因となった30年前の未解
決事件に再挑戦するという画期的な
ミステリー。10歳の少年を助手に迎
えて挑む、最後の推理の結末は…？
名優イアン・マッケランが老ホーム
ズを味わい豊かに演じ、謎のカギと
なる日本人として真田広之が登場。

Mr. ホームズ
名探偵最後の事件

探偵ミタライの事件簿
星籠（せいろ）の海

2015 / イギリス / 1h53

ジャスティン・カーゼル
マイケル・ファスベンダー / マリオン・コティヤール

ウィリアム・シェイクスピア

エンド・オブ・キングダムヒメアノ～ル

2016 / イギリス - アメリカ - ブルガリア / 1h392016 / 日本 / 1h39

ババク・ナジャフィ
ジェラルド・バトラー / アーロン・エッカート森田剛 / 濱田岳 / 佐津川愛美 / ムロツヨシ

スノーホワイト 氷の王国

2016 / アメリカ / 1h54

セドリック・ニコラス＝トロイヤン
クリス・ヘムズワース / シャーリーズ・セロン

©LHF Productions, Inc. All Rights Reserved.© 古谷実・講談社／ 2016「ヒメアノ～ル」製作委員会

©Universal Pictures

𠮷田恵輔

5/28 -5/28 -

5/27 -

「白雪姫」を大胆にアレンジした『ス
ノーホワイト』の続編。前作で滅ぼ
された邪悪な女王ラヴェンナには、
強大な魔力を持つ妹フレイアがい
た。姉の死を知ったフレイアは「魔
法の鏡」と自らの魔力によりラヴェ
ンナを復活させ、姉妹の暗黒の力
で世界を覆い尽くそうとするが…。

ホワイトハウスへのテロ攻撃を描い
た衝撃のサスペンス・アクション『エ
ンド・オブ・ホワイトハウス』待望
の続編！今作ではロンドンを舞台に、
各国の首脳を狙った大規模な同時テ
ロが発生する。シークレットサービ
スに復帰したバニングは、大統領を
再び守り抜くことができるのか !?

清掃会社で働く岡田は、同級生の森
田と再会する。学生時代に過酷ない
じめを受けていた森田が、カフェの女
性店員をストーキングしていることを
知り、不穏な気持ちを募らせるが…。
若者の平凡な日常と、人生に絶望し
た殺人鬼の狂気が交錯する古谷実
の同名コミックがついに映画化！

幸せをつかむ歌

さざなみ

2015 / イギリス / 1h35

アンドリュー・ヘイ
シャーロット・ランプリング / トム・コートネイ

ルーム

2015 / アイルランド - カナダ / 1h58

レニー・アブラハムソン
ブリー・ラーソン / ジェイコブ・トレンブレイ

©The Bureau Film Company Limited, Channel Four Television Corporation and The British 
Film Institute 2014©Agatha A. Nitecka

©Element Pictures/Room Productions Inc/Channel Four Television Corporation 2015

5/21 - 6/3

5/28 - 6/10

5/21 - 6/10

エマ・ドナヒュー

20年前、ロックスターになる夢を
追って家族を捨てたリッキーのもと
に、娘が離婚したとの知らせが入る。
傷心の娘の力になろうと再会を決意
するリッキーだったが…。メリル・ス
トリープが実娘と母娘役で共演した、
心に沁みる家族の物語。ギターを猛
特訓したメリルの演奏シーンも必見！

ある一通の手紙をきっかけに、結婚45
周年を迎える夫婦の信頼関係が崩れて
いく様子を、男女の愛や結婚観の違いを
交えつつ描いた人間ドラマ。伝説的俳優
シャーロット・ランプリングとトム・コー
トネイが夫婦の心の機微を繊細に演じ
た、結婚についての恐ろしいまでの考察。

閉じ込められた部屋で暮らす母ジョ
イと息子ジャック。突然の監禁から７
年の時が経ち、「部屋」しか知らない
息子に本当の世界を見せるため、母
は全てを賭けた脱出を決意する。ス
リリングな脱出劇と、息子の成長を見
守る母親を描いた世紀の愛の物語。

ビューティー・インサイド

2015 / 韓国 / 2h07

ペク
ハン・ヒョジュ / パク・ソジュン / 上野樹里

©2015 NEXT ENTERTAINMENT WORLD. All Rights Reserved.

5/7 - 5/20

目覚めるたびに老若男女を問わず
姿が変わってしまう男キム・ウジン。
ある日、家具屋で働く女性に一目惚
れしたウジンは、彼女に告白しよう
と決心するが…。ウジンを演じるの
はなんと123人の俳優たち！ユニー
クな設定で愛の本質に迫る韓国発
のファンタジックラブストーリー。

2015 / アメリカ / 1h41

ディアブロ・コディジョナサン・デミ
メリル・ストリープ / ケヴィン・クライン

ボーダーライン

2015 / アメリカ / 2h01

ドゥニ・ヴィルヌーヴ
エミリー・ブラント / ベニチオ・デル・トロ

©2015 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. Richard Foreman Jr. SMPSP

5/28 - 6/10

FBI 捜査官のケイトはメキシコの麻
薬カルテル壊滅を目的とする特殊
チームに抜擢される。そこで目にした
ものは、暴力に支配された街で、非
合法な手段を駆使するチームの方針
だった。善悪の境界で揺れる倫理観
を、『灼熱の魂』のドゥニ・ヴィルヌー
ブ監督が一切の妥協なく描ききる。

RADWIMPSのHE・SO・NO・O 
Documentary Film

2016 / 日本 / 1h41

朝倉加葉子
RADWIMPS

©2016“HESONOO”FILM PARTNERS

5/21 - 6/3

日本の音楽シーンで絶大な人気を誇る
ロックバンドRADWIMPS。デビュー10 周
年を迎え待望のドキュメンタリー映画が
完成！アジア･ヨーロッパツアーから豪華
アーティスト達との胎盤（対バン）ツアー、
そして集大成とも言える幕張のワンマン
ライブまで激動の３カ月間を映し出す!
特別料金 2,200 円均一

リリーのすべて

2015 / イギリス - ドイツ - アメリカ / 2h00

トム・フーパー
エディ・レッドメイン / アリシア・ヴィキャンデル

©2015 Universal Studios. All Rights Reserved.

5/14 - 5/27

世界初の性別適合手術で男性から
女性に生まれ変わった画家の実話
を、『レ・ミゼラブル』の監督が映画
化。性別違和の夫を揺るぎない愛で
受け止めた妻に扮したＡ・ヴィキャン
デルが、見る者の心を撃ち抜く演技
で本年度のアカデミー賞を獲得。

第 88 回 アカデミー賞 
助演女優賞 受賞

サウスポー

2015 / アメリカ / 2h04

アントワン・フークア
ジェイク・ギレンホール / レイチェル・マクアダムス

Artwork©2015 The Weinstein Company LLC. All Rights Reserved.

6/3 -

2016 / 日本 / 1h52

三木康一郎
岩田剛典 / 高畑充希 / 今井華 / 宮崎美子

©2016「植物図鑑」製作委員会

6/4 -

デッドプール

2016 / アメリカ / 1h48

ティム・ミラー
ライアン・レイノルズ / モリーナ・バッカリン

©2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

6/1 -

有川浩

マーベル史上最低で最高！規格外な
クソ無責任ヒーローの誕生！末期ガ
ンで死を宣告された傭兵ウェイドが人
体実験によって超絶な治癒能力と戦
闘能力を手に入れ“ デッドプール”と
なり蘇る！正義感ゼロのヒーローがブ
ラックコメディ全開でアクロバティッ
クに二本の刀で敵を切り刻む！

平凡なOLのさやかはある日、マン
ションの前で倒れていた謎の青年・
樹と出会い、半年間という期限付きで
共同生活をすることになる。家事万能
で野草に詳しい樹と過ごすうちに惹
かれていくさやかだったが･･･。原作は

『図書館戦争』などのベストセラー作
家・有川浩による人気恋愛小説。

騒動を起こして妻の死を招いた無
敗のボクサー、ビリー・ホープは、失
意のうちに仕事も愛する娘も失っ
てしまう。だが、あるトレーナーと出
会い、ビリーは再びリングに上るこ
とを決意するのだが…。半年にわた
る肉体改造を経たジェイク・ギレン
ホール迫真のファイトシーンが圧巻！

植物図鑑
運命の恋、ひろいました

オオカミ少女と黒王子

2016 / 日本 / 1h56

廣木隆一
二階堂ふみ / 山﨑賢人 / 鈴木伸之 / 門脇麦

© 八田鮎子／集英社 ©2016 映画「オオカミ少女と黒王子」製作委員会

5/28 -

八田鮎子

恋愛経験がないのに架空の彼氏との
話を吹聴する女子高生・篠原エリカ。
嘘がバレそうになり、同級生の佐田
恭也が偽装カップルを演じてくれるこ
とになるが、人気者の彼の本性は腹
黒でドＳの「黒王子」だった！演技派・
二階堂ふみと若手人気 NO.１の山﨑
賢人が贈る青春ラブストーリー！

高台家の人々

2016 / 日本 / 1h50 予定

土方政人
綾瀬はるか / 斎藤工 / 水原希子 / 間宮祥太朗

©2016　フジテレビジョン　東宝　集英社 © 森本梢子／集英社

6/4 -

森本梢子

古谷実

趣味は妄想という口下手なOL平野
木絵は、イケメンエリートの高台光正
に食事に誘われる。驚く木絵だが、光
正は心を読む能力の持ち主で、彼女
の奇想天外な妄想と純粋な人柄に
惹かれたのだった。妄想女子とテレ
パス王子の恋の行方を描いた爆笑
必至の人気コミックを実写映画化！

グランドフィナーレ

2015 / イタリア - フランスほか / 2h04

パオロ・ソレンティーノ
マイケル・ケイン / ハーヴェイ・カイテル

©2015 INDIGO FILM, BARBARY FILMS, PATHE PRODUCTION, FRANCE 2 
CINEMA, NUMBER 9 FILMS, C -FILMS, FILM4

6/4 - 6/17

高級ホテルでバカンスを過ごす老音
楽家に舞い込んだ指揮の依頼。即座
に断るが、滞在客との交流を通じて
心境に変化が訪れる。さまざまな人
生の交錯に、老境の男は何を見出す
のか。陶酔へと誘う荘厳な映像美で、
人生を真っ向から描ききったイタリア
の奇才パオロ・ソレンティーノ監督作。

2016 / 日本 /1h42

永井聡
佐藤健 / 宮﨑あおい / 濱田岳 / 奥田瑛二

川村元気

2016 / 日本 / 1h57

是枝裕和
阿部寛 / 真木よう子 / 小林聡美 / リリー・フランキー

星ガ丘ワンダーランド

2015 / 日本 / 1h51

柳沢翔
中村倫也 / 新井浩文 / 佐々木希 / 木村佳乃

©2015「星ガ丘ワンダーランド」製作委員会

5/21 - 5/27

星ガ丘駅の落とし物預かり所で働く
温人のもとに、母親が自殺したと知ら
せが届く。20年前、家族を置いて去っ
ていった母に何があったのか？義理
の妹弟や、疎遠になっていた兄を訪
ね、温人は母の過去と死の真相を探
り始める…。至極のミステリーの先に
待つ、切なくて温かな真実とは。

ロブスター

2015 / アイルランド - イギリス ほか / 1h58
コリン・ファレル / レイチェル・ワイズ / レア・セドゥ

©2015 Element Pictures, Scarlet Films, Faliro House Productions SA, Haut et Court, 
Lemming Film, The British Film Institute, Channel Four Television 

ヨルゴス・ランティモス

5/28 - 6/3

独身者は身柄を確保され、矯正施設
に送り込まれる。45日以内にパート
ナーを見つけなければ動物に変え
られ森に放たれてしまうのだ。妻を
亡くしたデヴィッドもパートナー探し
を強いられるのだが…。奇想天外な
設定と痛烈な皮肉で観客の心をか
き乱す異色のブラックコメディ！

第 88 回 アカデミー賞 
主演女優賞 受賞

第 65 回 ベルリン国際映画祭
銀熊賞（女優賞・男優賞）ダブル 受賞

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


