
PERSONA3 THE MOVIE
#4 Winter of Rebirth

2016 / 日本 / 1h45

田口智久
石田彰 / 豊口めぐみ / 鳥海浩輔 / 田中理恵

©ATLUS ©SEGA ／劇場版「ペルソナ 3」製作委員会

1/23 -

「影時間」に潜む異形の怪物「シャド
ウ」と、理をはじめとした特別課外活
動部の戦いを描いてきた劇場版シ
リーズ。物語は遂に最終章へ。滅びは
人類が背負うべき運命—。友人だと信
じていた少年が、無情にも現実を突き
つける。季節は冬へ。その先にある春
を迎えるため、理が下す決断とは…。

残穢（ざんえ）
‐ 住んではいけない部屋 ‐

2016 / 日本 / 1h47

中村義洋
竹内結子 / 橋本愛 / 佐々木蔵之介 / 坂口健太郎

©2016「残穢−住んではいけない部屋−」製作委員会

1/30 -

小野不由美

小野不由美の傑作小説がついに映画
化！小説家の「私」のもとに届いた奇
妙な「音」に悩む女性からの手紙。調
査を開始する「私」だったが、その「音」
は連鎖する不可思議な事件への招待
状だった。事件をつなぐ【穢れ】の正体
とは…。ラストまで一瞬たりとも目が
離せない戦慄のリアルミステリー。

シネマ歌舞伎
喜撰／棒しばり

2016 / 日本 / 1h18（２作品合計）

放浪の画家 ピロスマニ

1969 / ソ連 / 1h27

ゲオルギー・シェンゲラーヤ 
アフタンジル・ワラジ / アッラ・ミンチン

© 松竹株式会社

中村勘三郎 / 坂東三津五郎『棒しばり』
坂東三津五郎 / 中村時蔵『喜撰（きせん）』

2/13 - 3/4

2/20 - 2/26

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 -

酒好きの二郎冠者と太郎冠者の名
コンビによる、楽しい人気作『棒し
ばり』。舞踊の名手、三津五郎の至
高の芸が花開く『喜撰』。平成27 年
２月、惜しまれつつ逝去した坂東
三津五郎の、華やぎと笑い溢れる、
豪華２本立て！ 特別料金：一般・シ
ニア 2,100 円 / 学生 ･ 小人 1,500 円

グルジアに生きた独学の天才画家ニ
コ・ピロスマニの半生を描いた名作
が、グルジア語版として日本再上映!!
その日の糧と引き換えに絵を描きな
がら暮していた彼の絵がある日、この
地を訪れた芸術家の目に止まり…。
名匠シェンゲラーヤ監督が、グルジ
アの風土や民族の心を映像化した。

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。生存者32人の船員を救助する
ため、沿岸警備隊員４人で定員12 人
の木製小型ボートで救出に挑む―。
アメリカ沿岸警備隊史上、最も不可
能といわれた人命救助「SS ペンドル
トン号の救出劇」の実話を基に描く。

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

白鯨との闘い

2015 / アメリカ / 2h02

ロン・ハワード
クリス・ヘムズワース / ベンジャミン・ウォーカー

©2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC 
ALL RIGHTS RESERVED.

上映中

1819年。捕鯨船エセックス号は太平
洋へ向けて出港した。叩き上げの一
等航海士オーウェンと名家出身の船
長は反りが合わなかった。仕事も思う
ように進まずイライラが募っていたと
き、巨大な白い鯨の噂を聞きつけ
て…。名著『白鯨』の陰に隠され続
けてきた驚くべき真実を描いた物語。

ザ・ウォーク

カプチーノはお熱いうちに

2014 / イタリア / 1h52

フェルザン・オズペテク
カシア・スムトゥニアク / フランチェスコ・アルカ

©2013 All rights reserved R&C Produzioni Srl - Faros Film

2/13 - 2/19

南イタリアの美しい街レッチェ。カ
フェで働くエレナは、運命の男性アン
トニオと出会い、やがて結ばれる。そ
れから13年後、親友と始めたカフェ
が成功し、忙しいながらも幸せな人
生を歩んでいると思っていた矢先に
病が襲い…。イタリアならではの優
しさと明るさに溢れた人生賛歌。

©2015 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

2015 / アメリカ / 2h03

ロバート・ゼメキス
ジョセフ・ゴードン＝レヴィット

1/23 -

1974 年、当時世界一の高さを誇っ
たワールド・トレード・センタービ
ルのツインタワーの間をワイヤー
ロープ１本でつなぎ、命綱なしで空
中闊歩に挑んだ男がいた。はたして
これは芸術か、犯罪か。ロバート・
ゼメキス監督が描く、まるでその場
にいるかのような圧倒的映像！

マイ・ファニー・レディ

2014 / アメリカ / 1h33

ピーター・ボグダノヴィッチ
オーウェン・ウィルソン / イモージェン・プーツ

©STTN Captial,LLC 2015

2/6 - 2/12

ハリウッドのニュースター・イザベラ
は、インタビューで高級コールガール
だった過去を語りだす。女優の道の
りへの奇妙なきっかけから、クセ者
だらけの人間模様、そして幸せな結
末まで…。ハリウッド黄金期へのオ
マージュが散りばめられた、最高に
楽しくとびきり笑える至福の93分！

ヒトラー暗殺、13分の誤算

2015 / ドイツ / 1h54

オリヴァー・ヒルシュビーゲル
クリスティアン・フリーデル / カタリーナ・シュットラー

©2015 LUCKY BIRD PICTURES GMBH,DELPHIMEDIEN GMBH,PHILIPP FILMPRODUCTION 
GMBH & CO.KG

2/20 - 3/4

1939年、ヒトラーは恒例の記念演説
を予定より早く切り上げた。そのわず
か13分後に時限爆弾が爆発。緻密か
つ大胆な手口から諜報員の関与が疑
われるが、逮捕されたのは田舎の平
凡な家具職人だった…。『ヒトラー 最
期の12日間』の監督が、長年封印され
てきた暗殺未遂事件の真相に迫る。

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

2/13 - 2/19

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 - 3/4

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！

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。

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

過酷な境遇の犬たちを救おうと奔
走する人々の姿を追い掛けたドキュ
ドラマ。４年に渡って撮りためた監
督の映像に感銘を受けた小林聡美
は、台本もないまま演じるという難し
い試みに挑戦した。つじあやのとウ
ルフルズの名曲が彩る真実の物語。
初日、監督の舞台あいさつあり。

アメリカン・ドリーマー
理想の代償

©2014 PM / IN Finance.LLC.

2/6 - 2/19

犯罪が多発する1981年のニューヨー
クで、クリーンなビジネスを信条に石
油会社を起業した夫妻。しかし事業
に全財産を投入した直後、石油を強
奪されるなどトラブルが連続する。全
てを賭けた夢は今にも崩れ落ちよう
としていたが…。アメリカン・ドリーム
の裏側を重厚に描き出したドラマ。

2014 / アメリカ / 2h05

J･C チャンダー
オスカー ･ アイザック / ジェシカ ･ チャステイン

さようなら

2015 / 日本 / 1h52

深田晃司
ブライアリー・ロング / 新井浩文 / ジェミノイドＦ

©2015 「さようなら」製作委員会

2/6 - 2/12

平田オリザ

放射能に汚染された近未来の日本。
取り残された難民のターニャは、ア
ンドロイドのレオナとともにひっそり
と最期のときを迎えようとしていた。
平田オリザとロボット工学の第一人
者・石黒浩による実験的戯曲を映
画化。人間と実際のアンドロイドが
共演し、生と死を洞察する。

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

コンビニバイトで日々をのらりくらり
と過ごすダメ男・マイク。一念発起
して恋人に最高のプロポーズを決心
するも、パニック発作を起こし大失
敗してしまう。そんなある日、謎の
暗号により本来の力が覚醒！CIA
最強のエージェントだったマイクの
命を狙い次 と々敵が襲いかかる ! !

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・ゴミアシュビリ / ダチ・オルウェラシュビリ

2/27 - 3/4

独裁政権が支配する国。大統領とそ
の家族は圧政によって国民から搾
取した税金で贅沢な暮らしをしてい
た。ところがある晩、クーデターが勃
発し、賞金首となってしまった大統
領は、小さな孫を抱え逃亡を余儀な
くされる。安全な地へ逃れるべく船
の待つ海への逃亡の旅が始まる。

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

2/20 - 2/26

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
年ぶりに読み返し、初めて気づいた真
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。

ヴィオレット ‐ ある作家の肖像 ‐

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

2/6 - 2/12

女性として初めて自分の生と性を赤
裸々に書いた実在の作家、ヴィオレット
･ルデュック。作家･哲学者として知られ
るボーヴォワールをはじめ、カミュ、サ
ルトルら錚々たる作家に支持されるも
当時の社会には受け入れられず傷つく
が、書き続け、自身の集大成ともいえる
新作『私生児』の執筆にとりかかる―。

女が眠る時
©2016 映画「女が眠る時」製作委員会

2/27 -

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。

1001 グラム
ハカリしれない愛のこと

2014 / ノルウェー - ドイツ - フランス / 1h31

ベント・ハーメル
アーネ・ダール・トルプ / ロラン・ストッケル

BulBul Film, Pandora Film Produktion, Slot Machine © 2014

1/30 - 2/5

計量研究所に勤めるマリエ。長さや
重さを測るのはお手のものだけど、人
の心はうまく量れず、ただいま離婚手
続き中。そんな彼女が図らずも見つけ
た幸せとは。愛すべき主人公を生み出
してきたノルウェーのベント・ハーメ
ル監督が、今作でも可笑しみに彩ら
れた独特の世界観で魅了する。2015年 セザール賞 助演女優賞 受賞

2014 / フランス - スイス - ドイツ / 2h04

オリヴィエ・アサイヤス
ジュリエット・ビノシュ / クリステン・スチュワート

1/30 - 2/5

敏腕マネージャーと二人三脚で仕事
をこなす大女優のマリアに、舞台への
出演オファーが舞い込む。だがその
役柄はかつて演じた美女ではなく、
美女に翻弄される中年女 性の 役
で…。きらびやかな世界で生きる孤独
と葛藤を、豪華女優陣の競演で描く。

アクトレス 女たちの舞台

©2014 CG CINEMA - PALLAS FILM - CAB PRODUCTIONS - VORTEX SUTRA - ARTE France 
Cinema - ZDF / ARTE - ORANGE STUDIO - RTS RADIO TELEVISION SUISSE - SRG SSR

パリ３区の遺産相続人

2014 / イギリス - フランス - アメリカ / 1h47

イスラエル・ホロヴィッツ
ケヴィン・クライン / マギー・スミス

©2014 Deux Chevaux Inc. and British Broadcasting Corporation. All Rights Reserved.

2/20 - 2/26

父親から相続した高級アパルトマン
を売却し、人生をやり直そうとNY か
らパリへやって来たマティアス。しか
しフランス独特の不動産制度“ ヴィ
アジェ” により、そこには見知らぬ老
婦人が娘とともに住んでいて…。奇
妙な共同生活の中で見つかった、秘
められた恋と家族の物語とは…？

Re:LIFE ～リライフ～

2014 / アメリカ / 1h47

マーク・ローレンス
ヒュー・グラント / マリサ・トメイ /J・K・シモンズ

©2014 PROFESSOR PRODUCTIONS, LLC

2/13 - 2/19

アカデミー賞脚本賞の栄光から15
年。以来ヒット作に恵まれないキース
は、田舎の大学でシナリオ講師をす
ることに。やる気ゼロだったが生徒た
ちの“ 映画を愛する情熱” に触れて
心が変わり始め…。人生のシナリオは
いつだって書き直せる！落ちぶれ脚
本家の新しい人生のシナリオとは？

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

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

ピンクとグレー

2015 / 日本 / 1h59

行定勲
中島裕翔 / 菅田将暉 / 夏帆 / 岸井ゆきの

©2016「ピンクとグレー」製作委員会

2/13 - 2/26

加藤シゲアキ

幼なじみで人気俳優の蓮吾（中島裕
翔）の死で、一躍世間に注目されるこ
とになった無名の俳優・大貴（菅田
将暉）。蓮吾は自ら命を絶ったのか、ま
たは他殺なのか。偽りの名声に苦しむ
大貴が辿り着いた真相とは—。人気
グループNEWS の加藤シゲアキの小
説を名匠・行定勲が実写映画化。

大地を受け継ぐ

2015 / 日本 / 1h26

井上淳一 馬奈木厳太郎
樽川和也 / 樽川美津代 / 白井聡

©「大地を受け継ぐ」製作運動体

2/6 - 2/12

福島第一原発の事故後、福島で苦悩
しながら農業を続ける家族と東京
の若者たちとの対話を描いたドキュ
メンタリー。汚染された土地の作物
を流通させる生産者としての罪の意
識、東京電力との戦いなど、終わりが
見えない現在進行形のさまざまな葛
藤に鋭く切り込み、語っていきます。

X- ミッション
©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！

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

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


