
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

金メダル男
©「金メダル男」製作委員会

10/22 -

©2016 映画魔法つかいプリキュア！製作委員会

10/29 -

HiGH&LOW THE RED RAIN
©2016「HiGH&LOW」製作委員会

10/8 -

グッドモーニングショー
©2016 フジテレビション 東宝

10/8 -

闇金ウシジマくん ザ・ファイナル

©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

10/22 -

スター・トレック BEYOND
©2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.STAR TREK and related marks are trademarks of CBS Studios Inc.

10/21 -

ブリジット・ジョーンズの日記
ダメな私の最後のモテ期

映画 魔法つかいプリキュア！
奇跡の変身！キュアモフルン！

©Universal Studios.

10/29 -

インフェルノ
10/28 -

ボクの妻と結婚してください。
©2016「ボクの妻と結婚してください。」製作委員会

11/5 -

2016 / 日本 / 時間未定

田中裕太
高橋李依 / 堀江由衣 / 早見沙織 / 齋藤彩夏

2016 / イギリス / 2h03

シャロン・マグアイア
レニー・ゼルウィガー／コリン・ファース

ヘレン・フィールディング

「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。

落ち目のキャスター、人生最悪
の一日！都内のカフェで人質立
てこもり事件が発生。朝の情報
番組「グッドモーニングショー」
も事件をトップに生放送を開始
するが、警察から驚きの知らせが

入る。なんと犯人の要求は番組の
司会者・澄田真吾だった！今、前
代未聞の生放送が始まる！！

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！

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を生き
がいにする男・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！

『ダヴィンチ・コード』『天使と悪
魔』は序章に過ぎなかった。こ
れまで美術品や建築物から暗
号を読み解いてきたラングドン
教授が今回対峙するのは、大
富豪ゾブリスト。伝染病を世界

に広めようとする陰謀を阻止するた
め、詩人ダンテの地獄篇〈インフェ
ルノ〉に隠された暗号に挑む！

恋に仕事に奮闘してきたブリジッ
トもアラフォーとなり、今や TV 局
の敏 腕プロデューサー。しかし
恋愛の方は、かつて愛したダニ
エルは事故で他界、マークは他
の女性と結婚と未だ幸せを模索

中。そんな彼女のもとに新たなイケ
メンが現れ…。12 年振りとなる女性
支持 No.1シリーズ最新作！

みらいたちといつも一緒にいるク
マのぬいぐるみモフルン。どんな
願いも叶えてくれる「願いの石」
の力に選ばれたのに、突然現れ
た謎のクマ・ダークマターにさら
われちゃった！助けようとするみら

いたちだけど、なんとモフルンがプリ
キュアに大変身！いったいどうなっ
ちゃうの！？

余命６ヶ月の宣告を受けた敏腕
放送作家が考えた奇想天外の

「企画」。それは愛する家 族の
未来のために妻の結婚相手を探
すことだった。斬新な設定、心温
まる物語が支持され、舞台･ドラ

マにもなった小説が織田裕二主演
でついに映画化！愛する人に最後
に残した優しい嘘とは…？

ハドソン川の奇跡 怒り
©2016 Warner Bros. All Rights Reserved ©2016 映画「怒り」製作委員会

9/24 - 上映中

2009年１月15日、厳冬の NYで突
如起こった航空機事故。全エンジン
が停止し、高速で墜落する機体。サ
レンバーガー機長は独自の判断で、
ハドソン川に不時着させることに成
功。乗員乗客 155人全員が無事に
救出された。未曽有の大惨事を救っ
た 30 秒間に何が起こったのかー。

八王子で夫婦殺人事件が起こった。
現場に “ 怒 ” の血文字を残し、顔を
整形し、全国に逃亡を続ける犯人。１
年後。千葉、東京、沖縄に素性の知
れない３人の男が現れた。信じたいと
願うのに、信じたくない結末が突きつ
けられる。世界を席巻した『悪人 』
タッグに、７人の豪華出演陣が集結！

SCOOP!
©2016「SCOOP ！」製作委員会

10/1 -

数々のスキャンダルをモノにしてき
たカメラマンの都城静。今は芸能
スキャンダルのパパラッチとして自
堕落な生活を送っていたが、写真
週刊誌「SCOOP!」の新人記者と
タッグを組む中で、次第に日本中

が注目する事件に巻き込まれていく…。
福山雅治主演、『モテキ』『バクマン。』
の大根仁監督待望の最新作！

2016 / 日本 / 1h59
福山雅治 / 二階堂ふみ / 吉田羊 / 滝藤賢一

大根仁

アングリーバード
©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 / 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 / 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

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

2016 / アメリカ / 2h01 予定

ロン・ハワード
トム・ハンクス / フェリシティ・ジョーンズ

ダン・ブラウン

四月は君の嘘
©2016 映画「四月は君の嘘」製作委員会

上映中

元天才ピアニスト有馬公生は母の
死を境にピアノが弾けなくなる。ある
日、自由奔放なヴァイオリニスト宮園
かをりと出会い再びピアノと向き合い
始めるが、かをりはある秘密を抱え
ていた―。今最も旬な広瀬すず×山
﨑賢人が音楽に導かれる高校生を
瑞 し々く演じた切ない青春ストーリー。

2016 / 日本 / 2h01

新城毅彦
広瀬すず / 山﨑賢人 / 石井杏奈 / 中川大志

新川直司

2016 / 日本 / 2h22

李相日 
渡辺謙 / 森山未來 / 松山ケンイチ / 綾野剛

吉田修一

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

2016 / 日本 / 1h43

君塚良一
中井貴一 / 長澤まさみ / 志田未来 / 時任三郎

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

内村光良

何者
©2016 映画「何者」製作委員会

10/15 -

就活の情報交換のために集まっ
た、５人の 22 歳・大学生。お互
いの思いや悩みをツイートで吐き
出しながらも就活に励むが、やが
て「内定者」が現れたとき、これ
まで隠されていた本音や妬みが

露となっていく…。『桐島、部活や
めるってよ』作者の直木賞受賞作
を、豪華キャストで映画化。

2016 / 日本 / 1h37

三浦大輔 朝井リョウ
佐藤健 / 有村架純 / 二階堂ふみ / 菅田将暉

2016 / 日本 / 2h10

山口雅俊
山田孝之 / 綾野剛 / 永山絢斗 / 最上もが

真鍋昌平

2016 / 日本 / 1h54

金子ありさ三宅喜重
織田裕二 / 吉田羊 / 原田泰造 / 高島礼子

樋口卓治

©2016 Sony Pictures Digital Productions Inc. All Rights Reserved.

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

10/15 - 10/21

スキャンダラスな孤高の歌姫として
27歳で急逝した天才シンガー、エ
イミー・ワインハウス。彼女の未公
開プライベート映像や歌詞等によ
り、音楽を愛した一人の女性として
の素顔を解き明かしていく。世界中
が絶賛した傑 作ドキュメンタリー！

第 88 回アカデミー賞 
長編ドキュメンタリー賞 受賞

二重生活
©2015「二重生活」フィルムパートナーズ

10/15 - 10/21

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

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


