
2011 / アメリカ / 1h45
ヤン・シュミット＝ガレ

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.

10/29 - 11/11 10/29 - 11/11

ＰＫ

2014 / インド / 2h33

ラージクマール・ヒラニ
アーミル・カーン / アヌシュカ・シャルマ

©RAJKUMAR HIRANI FILMS PRIVATE LIMITED

10/29 -

インドのテレビ局に勤める女性が「神
様を探している」という謎の男 “ＰＫ”
と出会う。興味を抱いた彼女は取
材を始めるが、ＰＫはどんな常識も通
じない “ 無邪気すぎる変人 ” で…。
ボリウッドの至宝、『きっと、うまくい
く』の主演・監督コンビが贈る笑い
も涙も120% 増量の珠玉作！

今や一過性のブームを越え、３億人
の愛好家が世界中に広がるヨガの
ルーツを探るドキュメンタリー。ヨガ
初心者の映画監督が南インドを訪
れ、“ 近代ヨガの父 ” ティルマライ・
クリシュナマチャリアの教えの軌跡
をたどっていく。日本のヨガ第一人者
ケン・ハラクマが字幕監修を担当。

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。

極限まで研ぎ澄まされた演出で、奔
放に生きる世界的ピアニストの母と、
その母に抑圧されながら育った娘の
葛藤を描いた愛憎劇。スウェーデン
が生んだ最大の監督と女優、イング
マール・ベルイマンとイングリッド・
バーグマンが初めて組んだ作品であ
り、バーグマン最後の映画出演作。

聖なる呼吸
ヨガのルーツに出会う旅インフェルノ

10/28 -

トム・ハンクス主演『ダ・ヴィンチ・
コード』シリーズ第３弾！数々の謎を
解明してきたラングドン教授は、強
力なウィルスで人類増加問題を解
決しようとする生物学者の計画を知
る。ダンテの地獄篇〈インフェルノ〉
になぞらえたその計画を阻止すべく、
隠された暗号の謎に挑むが…。

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

2016 / アメリカ / 2h01

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

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

10/29 -

キラとＬの対決から 10 年後。死神が
地上に６冊のデスノートをばらまき、
世界は大混乱に。捜査官の三島とＬ
の後継者・竜崎が捜査に当たる中、
キラを信奉するサイバーテロリスト紫
苑が現れ…。３人の最強若手俳優、
東出昌大・池松壮亮・菅田将暉が繰
り広げる壮絶なデスノート争奪戦！

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

神のゆらぎ

2014 / カナダ / 1h49
グザヴィエ・ドラン / アンヌ・ドルヴァル

将軍様、
あなたのために映画を撮ります

2016 / イギリス / 1h37

ロス・アダム / ロバート・カンナン
チェ・ウニ / シン・サンオク / 金正日

カノン

2016 / 日本 / 2h03

雑賀俊朗
比嘉愛未 / ミムラ / 佐々木希 / 鈴木保奈美

函館珈琲

2016 / 日本 / 1h30

西尾孔志
黄川田将也/片岡礼子/ Azumi /中島トニー

コンカッション

2015 / アメリカ / 2h02

ピーター・ランデズマン
ウィル・スミス / アレック・ボールドウィン

クワイ河に虹をかけた男

2016 / 日本 / 1h59

満田康弘
永瀬隆

ジュリエッタ

2016 / スペイン / 1h39

ペドロ・アルモドバル
エマ・スアレス / アドリアーナ・ウガルテ

ブルゴーニュで会いましょう

2015 / フランス / 1h37

ジェローム・ル・メール
ジェラール・ランヴァン / ジャリル・レスペール

1966 / フランス / 1h44

クロード・ルルーシュ
ジャン＝ルイ・トランティニャン / アヌーク・エーメ

2016 / アメリカ / 1h27

マシュー・ミーレー
ジェシカ・ビール / バズ・ラーマン

©2016「カノン」製作委員会

©HAKODATEproject2016

©2015 Columbia Pictures Industries, Inc., LSC Film Corporation and Village Roadshow Films 
Global Inc. All Rights Reserved. ©El Deseo

©ALTER FILMS - TF1 FILM PRODUCTIONS - SND

©1966 Les Films 13 ©2016 DOCFILM4TIFFCO LLC a subsidiary of QUIXOTIC ENDEAVORS LLC. ALL 
RIGHTS RESERVED. ©2016 Quixotic Endeavors

©2012Productions Miraculum Inc. ©2016 Hellflower Film Ltd/the British Film Institute

ヒップスター

2012 / アメリカ / 1h31

デスティン・ダニエル・クレットン
ドミニク・ボガート / タミー・ミノフ

マイ・ベスト・フレンド

2015 / アメリカ / 1h55

キャサリン・ハードウィック
ドリュー・バリモア / トニ・コレット

©2012 Uncle Freddy Productions LLC ©2015 S FILMS（MYA） LIMITED

ダニエル・グルー

11/5 - 11/18 11/5 - 11/18

11/12 - 11/2511/12 - 11/18 11/18 -

11/5 - 11/11

11/19 - 12/2

12/3 - 12/16

11/26 - 12/16

11/19 - 12/9

12/3 - 12/16 12/3 - 12/16

奇蹟がくれた数式

2015 / イギリス / 1h48

マシュー・ブラウン
デヴ・パテル / ジェレミー・アイアンズ

©2015 INFINITY COMMISSIONING AND DISTRIBUTION, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. 
©Richard Blanshard

12/3 - 12/16

2015 / カナダ / 1h34

ウーリー・エデル
ニコラス・ケイジ / サラ・ウェイン・キャリーズ

©2015 PTG NEVADA, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

11/26 - 12/9

アリス・マンロー

ともに「エホバの証人」信者の白血
病患者と看護師カップル。不倫を続
けるバーテンの男とクロークの女。ア
ルコール中毒の妻とギャンブル中毒の
夫。一見無関係に生きる人々の運命
がキューバ行き飛行機で交差する―。
グザヴィエ・ドランが出演を熱 望！
巧みに構築された群像サスペンス。

1978 年、韓国の国民的女優と映画
監督が突如失踪。実は彼らは北朝鮮
に拉致されていた。拉致の目的はなん
と、映画マニアだった北朝鮮最高指
導者・金正日のために映画を撮ること
で…。密かに録音された金正日の肉
声を交えながら、驚愕の拉致事件の
真相を解き明かすドキュメンタリー。

装 飾ガラス職人やテディベア作家
など、様々なアーティストが暮らす西
洋風アパート翡翠館。そこへ新しい
住人が古本屋を開こうとやって来る
が…。まるでオープンセットのような
景観の函館を舞台に、孤独を抱え
た大人たちの物語が、コーヒーのよう
にほろ苦くも優しい後味で語られる。

死んだと聞かされていた母が生きて
いることを知った三姉妹。しかし母
はアルコール性認知症を抱えており、
娘たちのことも思い出せずにいた…。
知られざる母の過 去をたどり、未
来に向かって歩き出す三姉妹の姿
を「パッヘルベルのカノン」三重奏に
のせて描く感動のヒューマンドラマ。

『ショート・ターム』で幅広い支持を
集めたＤ・Ｄ・クレットン監督の長編
デビュー作が待望の日本公開！サン
ディエゴのインディミュージックシー
ンを舞台に、無気力な毎日を送って
いたシンガーソングライターが、家
族との久しぶりの再会をきっかけに
自分を見つめ直していく姿を描く。

幼なじみで親友のジェスとミリー。だ
が、ミリーに乳がんが発覚し、ジェス
は念願の妊娠を伝えづらくなってし
まう。女性にとって時に最も必要な
のは、恋人より家族より、何でも話せ
る友人かもしれない。手を取り合っ
て互いの人生を見届けた日 を々、笑
顔と涙で綴る最高の感動作！

若くして変死した元アメフト選手を検
死した医師が、頭部への激しいタッ
クルに原因があることを突き止める。
だがそれは国民的な人気を誇るアメ
フトの世界にとって決して暴いてはな
らない闇だった…。周囲の圧力にも
屈せず、真実を追究した医師の実
話をウィル・スミス主演で映画化。

コリン・ファース、真田広之共演のド
ラマ『レイルウェイ 運命の旅路』の
モデルとなった永瀬隆氏の活動を追
うドキュメンタリー。太平洋戦争中、
旧日本軍は敵軍捕虜を非人道的に
酷使してタイに鉄道を建設した。通訳
としてその悲劇を目にした永瀬氏は
戦後、贖罪と和解に生涯を捧げる。

突然の娘の失踪から12年、ジュリエッ
タは「あなたの娘を見かけた」という
知人の言葉に衝撃を受ける。よみが
える娘への想い。彼女は封印した過
去と向き合い、行方知れずの娘に手
紙を書き始める…。女性映画の巨匠
アルモドバルの最新作は、運命に翻
弄された母と娘を描く激情のドラマ。

幼い少年が「ゴーストに償ってくれ
る？」という謎めいた言葉を残し、ハロ
ウィンの夜に突如失踪する。父は息
子を捜して奔走するが、その周囲で
は奇怪な現象が次 と々発生し…。こ
れは悪霊の仕業なのか !? 追い詰め
られるほどに魅力を発揮するニコラ
ス・ケイジ主演、絶叫ホラームービー！

第一次大戦直前の英国。数学者ハー
ディ教授のもとに1 通の手紙が届く。
その中に驚くべき “ 数学的発見 ” を
見つけた教授は、手紙の送り主であ
るインドの青年を呼び寄せることに
するのだが…。天才数学者ラマヌ
ジャンと、彼を見出したハーディ教授
による、歴史を揺るがす奇跡の実話。

夫と死別したアンヌと、妻に自殺された
ジャン。次第に惹かれあう２人の恋の
行方を、流麗なカメラワークと大胆な
モンタージュ、Ｆ・レイの甘美なメロディ
で描き出す。その映像と音楽の見事な
シンクロが今なお鮮やかな感動を呼
び起こす、Ｃ・ルルーシュ稀代の傑作。

アメリカを象徴するジュエリーブラン
ド “ ティファニー ” の輝かしい歴史
と現在に迫るドキュメンタリー。創
業者の逸話やブランドの象徴 “ ティ
ファニーブルー ” の制作秘話、ティ
ファニーを愛した数々の著名人のコ
メントを紹介。映画『ティファニーで
朝食を』誕生の経緯も明かされる。

ペイ・ザ・ゴースト
ハロウィンの生贄

男と女
製作50周年記念デジタル・リマスター版

ティファニー
ニューヨーク五番街の秘密

神様の思し召し

2015 / イタリア / 1h28

エドアルド・ファルコーネ
マルコ・ジャリーニ / アレッサンドロ・ガスマン

©Wildside 2015

11/5 - 11/18

優秀だが傲慢な外科医のトンマーゾ
と、刑務所帰りの型破りな神父ピエト
ロ。トンマーゾの息子の進路をめぐって
対立する２人だったが…。何もかも正
反対な２人の出会いが最高の奇跡を
生む！ラテン版『最強のふたり』とでも
言うべき陽気なイタリアン・コメディ!!

第 28 回東京国際映画祭 観客賞 受賞

ある天文学者の恋文

2016 / イタリア / 2h02

ジュゼッペ・トルナトーレ
ジェレミー・アイアンズ / オルガ・キュリレンコ

©COPYRIGHT 2015 - PACO CINEMATOGRAFICA S.r.L.

11/5 - 11/18

恋人である天文学者エドの突然の
訃報を受けたエイミー。だが彼女の
元には、エドからのユーモアあふれ
た手紙や贈りものが届き続ける。夜
空に輝く星 の々ように、命が尽きても
愛は大切な人を照らし続けることが
できるのか。壮大でロマンに満ちた
名匠トルナトーレ監督の最新作。

華麗なるリベンジ

2016 / 韓国 / 2h06

イ・イルヒョン
ファン・ジョンミン / カン・ドンウォン

©2016 SHOWBOX, MOONLIGHT FILM AND SANAI PICTURES CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

11/26 - 12/16

罠にはまって逮 捕された熱血検事
ジェウクは、イケメン詐欺師のチウォ
ンと手を組むことに。ちょこっと細工し
て彼を出所させ、ジェウクが塀の中で
練った作戦を実行させていく。ありえ
ないコンビが巨悪にリベンジ！軽妙で
ありながら権力社会の闇に鋭く斬り込
む痛快バディムービー！

シーモアさんと、
大人のための人生入門

2014 / アメリカ / 1h21 

イーサン・ホーク
シーモア・バーンスタイン / イーサン・ホーク

©2015 Risk Love LLC

11/12 - 11/25

俳優イーサン・ホークが監督を務め
た、イーサンがその人柄と演奏に心
酔する 80 代のピアノ教師シーモア・
バーンスタインのドキュメンタリー。
若くしてピアニストとしての活動を
やめ、それ以降「教える」ことに人生
を捧げた想いとは？シーモアが心
に響く名言をちりばめながら語る。

神聖なる一族 24人の娘たち

2012 / ロシア / 1h46

アレクセイ・フェドルチェンコ
ユーリア・アウグ / ヤーナ・エシポヴィッチ / ヴァシリー・ドムラチョフ

11/5 - 11/18

ロシア西部のヴォルガ川流域に位置
するマリ・エル共和国。そこに暮らす
マリ人は500年にわたって独自の言
語と文化を継承してきた。本作で語ら
れるのは、そんなマリ人の間に伝わる
説話をモチーフにした24人の女性た
ちの「生」と「性」の物語。それは優
しくて哀しい、摩訶不思議な世界。

われらが背きし者

2016 / イギリス - フランス / 1h47

スザンナ・ホワイト
ユアン・マクレガー / ステラン・スカルスガルド

©STUDIOCANAL S.A. 2015

11/19 - 12/9

ジョン・ル・カレ

大学教授のペリーは休暇先で知り
合ったロシア・マフィアの男から、MI6
への橋渡し役を依頼されてしまう。
最低限の協力のつもりが、いつの間
にか危険な亡命劇に巻き込まれてい
て…。『裏切りのサーカス』などで知
られるスパイ小説の巨匠ジョン・ル・
カレの同名小説が待望の映画化。

家業のワイナリーが倒産の危機にあ
ることを知ったワイン評論家のシャ
ルリ。自身の手で再建することを決意
したものの、ワイン造りに関しては全く
の素人。そんな彼に手を差し伸べた
のは疎遠になっていた家族たちだっ
た…。風光明媚なブルゴーニュを舞
台に描かれる、家族の愛の物語。

この世界の片隅に

2016 / 日本 / 2h06

片渕須直
のん / 細谷佳正 / 稲葉菜月 / 尾身美詞

© こうの史代・双葉社／「この世界の片隅に」製作委員会

11/12 -

こうの史代

昭和19年２月、18 歳のすずは広島の
呉にお嫁にやって来る。不器用ながら
も工夫を凝らして毎日を精一杯生き
ていくが…。激しさを増す戦争を背景
に、日 の々何気ない暮らしの尊さを丹
念に描き込んだ珠玉のアニメーショ
ン。能年玲奈改め「のん」が透明感溢
れる声で主人公に命を吹き込む。

第 19 回カンヌ国際映画祭 パルムドール受賞

ガブリエル・サブーラン

秋のソナタ

1978 / スウェーデン / 1h32

イングマール・ベルイマン スヴェン・ニクヴィスト
イングリット・バーグマン / リヴ・ウルマン

©1978 AB Svensk Filmindustri

11/26 - 12/2

種まく旅人 夢のつぎ木

2016 / 日本 / 1h46

佐々部清
高梨臨 / 斎藤工 / 池内博之 / 津田寛治

©2016「種まく旅人」製作委員会

12/3 - 12/16

岡山県の桃農家・彩音の夢は、他界
した兄が接ぎ木で作り出した新種の
桃を品種登録すること。そんな彼女
のもとに若き農水省官僚の治が訪れ
る。農業への熱い想いが２人の距離
を縮めてゆくが、そこに品種登録の可
否通知が届き…。『半落ち』の佐々部
清が監督を務めたシリーズ第３作。

高慢と偏見とゾンビ

2016 / アメリカ / 1h48

バー・スティアーズ
リリー・ジェームズ / サム・ライリー

©2016 PPZ Holdings, LLC

11/26 - 12/9

恋愛小説の金字塔「高慢と偏見」
の世界にゾンビが出現 !? 斬新な設
定で大ベストセラーとなった小説の映
画化。18 世紀イギリスの片田舎に暮
らすベネット家の５姉妹は、裕福な人
との結婚を夢見ながらゾンビと戦う毎
日。ある日、隣に高潔な騎士で大富
豪のダーシーが引っ越してくるが…。

©Makoto Shinkai / CoMix Wave

胸をかきむしる切ないラブストーリー
『秒速～』。ＳＦ的世界観の青春物語『雲
のむこう～』。歴史的大ヒットを記録中の
アニメ『君の名は。』の監督・新海誠の
エッセンスが詰まった過去作を再上映！

2004 / 日本 / 1h31

雲のむこう、約束の場所

吉岡秀隆 / 萩原聖人 / 南里侑香 / 石塚運昇
11/19 - 12/2 新海誠

2007 / 日本 / 1h03

秒速５センチメートル

水橋研二 / 近藤好美 / 花村怜美 / 尾上綾華
11/5 - 11/18

主題歌：山崎まさよし

新海誠

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


