
蜜のあわれ

2016 / 日本 / 1h45

石井岳龍
二階堂ふみ / 大杉漣 / 真木よう子 / 高良健吾

©2015『蜜のあわれ』製作委員会

7/2 - 7/8

室生犀星

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。

MARS（マース）
〜ただ、君を愛してる〜

2016 / 日本 / 1h38

大石哲也耶雲哉治
藤ヶ谷太輔 / 窪田正孝 / 飯豊まりえ / 山崎紘菜

© 劇場版「MARS ～ただ、君を愛してる～」製作委員会 © 惣領冬実／講談社

上映中

惣領冬実

奇跡的に出会い、恋に落ちた零とキ
ラ。そこに現れた零の過去を知る、牧
生。歪んだ愛情が、３人の運命を狂わ
せる…。90年代、ディープな世界観で
絶大な人気を獲得した惣領冬実の
少女コミック「MARS」。究極のラブ
ストーリーが、藤ヶ谷太輔×窪田正孝
の豪華ダブル主演で実写映画化！

最高の花婿

2014 / フランス / 1h37

フィリップ・ドゥ・ショーヴロン
クリスチャン・クラヴィエ / シャンタル・ロビー

©2013 LES FILMS DU 24 – TF1 DROITS AUDIOVISUELS – TF1 FILMS PRODUCTION

6/25 - 7/1

フランスで暮らすヴェルヌイユ夫妻の
３人の娘たちが次 と々国際結婚！宗
教儀式から食事のルールまで、異文
化交流に疲れ果てていた。そんな時、
最後の希望だった末娘が、カトリック
教徒の男性と婚約したのだが…。 海
外の信じられない習慣たっぷり！異
文化バトルに笑いと涙の感動作！

ヘイル , シーザー！

2016 / アメリカ / 1h46

ジョエル・コーエン / イーサン・コーエン
ジョシュ・ブローリン / ジョージ・クルーニー

©Universal Pictures

7/2 - 7/15

1950年代のハリウッド。超大作映画
の撮影中、主演俳優が誘拐された！
事件解決を任された何でも屋は、セ
クシー若手女優やミュージカルス
ター、演技がヘタなアクション俳優
を巻込み前代未聞の難事件に挑む。
コーエン兄弟が豪華キャストを迎え
て贈る最高にゴージャスな大捜査！

2016 / アメリカ / 2h00
リアム・ヘムズワース / ジェフ・ゴールドブラム
ローランド・エメリッヒ

2016 / 日本 / 時間未定

米村正二川越淳
戸田恵子 / 中尾隆聖 / 波瑠 / 剛・礼二（中川家）

© やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV © やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2016

7/2 - 

やなせたかし

おもちゃの星のお姫様・ルンダが落と
した、色んなものをおもちゃに変えら
れる“おもちゃスティック”。アンパン
マンたちと探していたら、スティック
を狙ってバイキンマンがやって来た
から、さぁ大変！やなせたかし先生の
遺した楽曲「勇気のルンダ」をモチー
フにした大冒険のはじまりです！

それいけ！アンパンマン
おもちゃの星のナンダとルンダ 無伴奏

©2015 「無伴奏」製作委員会

7/2 - 7/8

1969年、仙台。学園紛争に身を投じ
る女子高生の響子は、バロック喫茶

「無伴奏」で出会った渉に興味を抱く。
それはやがて初めての恋に発展し…。
小池真理子の半自叙伝的小説を、恋
愛映画の名手・矢崎仁司監督が仙台
ロケで映画化。多感な少女の心模様
を成海璃子がひたむきに演じる。

シネマ歌舞伎 
歌舞伎 NEXT 阿弖流為（アテルイ）

2015 / 日本 / 3h05

いのうえひでのり中島かずき
市川染五郎 / 中村勘九郎 / 中村七之助

©Sakiko Nomura

6/25 - 7/15 

蝦夷を率いるリーダー阿弖流為と、蝦
夷を討伐する朝廷軍の坂上田村麻呂。
互いの義を認め合いながらも敵同士と
して対立する二人の男の戦いを描く。市
川染五郎ら次世代を担う歌舞伎俳優た
ちの様式美と、「劇団☆新感線」が手
掛ける壮大なドラマをご堪能ください。
一般・シニア2,100円／学生・小人1,500円

2015 / アメリカ / 1h59
マイケル・ムーア

©2015, NORTH END PRODUCTIONS

7/2 - 7/15

これまでアメリカが抱える社会問
題に深く切り込んできたマイケル・
ムーア監督が今回挑むのは、世界の
“ ジョーシキ” 略奪作戦！「イタリアは
年間８週間も有給がある」「フランス
の給食はフレンチフルコース」など、
驚きの事実をアメリカに持ち帰るた
め、監督自ら突撃取材を開始する！

マイケル・ムーアの
世界侵略のススメ

インデペンデンス・デイ リサージェンス

©2016 Twentieth Century Fox Film Corporation All Rights Reserved.

7/9 -

前回の侵略者との激闘から20
年、人 類は侵略 者のテクノロ
ジーで軍備を完璧に整え、来た
る時に備えていた。しかし、再
び襲来した侵略者は、はるかな
巨大化と進化を遂げていた…！

1996年に公開され、大ヒットを記録
した巨匠ローランド・エメリッヒの
SF超大作の続編がついに再開！

貞子 vs 伽椰子

2016 / 日本 / 1h39

白石晃士
山本美月 / 玉城ティナ / 甲本雅裕 / 安藤政信

©2016「貞子 vs 伽椰子」製作委員会

上映中

最も有名なホラーキャラクターとし
て君臨する貞子と、最も怖い映画シ
リーズ１位に輝く『呪怨』の伽椰子。
日本ホラー映画史を代表する最“凶”
にして最 “ 狂 ” の２つの呪いが遂に
出会ってしまった！何が起こるのか
は誰にも予測不可能！歴史に名を刻
む最“恐” 対決を絶対に見逃すな！！

クリーピー 偽りの隣人

©2016「クリーピー」製作委員会

前川裕

2016 / 日本 / 2h10

黒沢清
西島秀俊 / 竹内結子 / 川口春奈 / 東出昌大

上映中

犯罪心理学者の高倉が愛する妻と
引っ越した先の隣人は、どこか奇妙
な家族だった。ある日、隣家の中学生
の娘が告げた言葉に驚愕する。「あの
人、お父さんじゃありません。全然知
らない人です」疑惑と不安から深い
闇へと引きずり込まれていく圧倒
的な恐怖を、名匠・黒沢清が描く。

LOVE ３D

2016 / フランス - ベルギー / 2h15

ギャスパー・ノエ 
カール・グルスマン / アオミ・ムヨック

©2015 LES CINEMAS DE LA ZONE . RECTANGLE PRODUCTIONS . WILD BUNCH 
. RT FEATURES . SCOPE PICTURES .

7/9 - 7/15

青年マーフィーは１本の電話をきっ
かけに、かつての恋人との生涯最大
の蜜月の日々を、別れから順に振り
返ることになる。いつまでも続くは
ずだった情熱の日々はどのように
終わり、育まれ、そして始まったの
か…。映画史上最も情熱的で感傷
的な “ 愛 ” を、３Ｄで描いた問題作。

ポケモン・ザ・ムービーXY＆Z
ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナHiGH&LOW THE MOVIE

2016 / 日本 / 時間未定

EXILE HIRO久保茂昭
EXILE TRIBE / 窪田正孝 / 林遣都

2016 / 日本 / 1h37

冨岡淳広湯山邦彦
松本梨香 / 大谷育江 / 牧口真幸 / 梶裕貴

ロスト・バケーション

2016 / アメリカ / 時間未定

ジャウム・コレット＝セラ
ブレイク・ライヴリー

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokemon 
©2016 ピカチュウプロジェクト©HiGH&LOW 製作委員会

7/16 - 7/16 - 7/23 -

ターザン：REBORN

2016 / アメリカ / 1h50

デビッド・イェーツ 
アレクサンダー・スカルスガルド / マーゴット・ロビー

©2016 EDGAR RICE BURROUGHS, INC., WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE 
ROADSHOW FILMS NORTH AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.

7/30 -

原案 : 田尻智

物語はまだ序章に過ぎなかった―。
５つのチームが拮抗するSWORD 地
区。ギリギリのところで保たれていた
均衡は、表舞台から姿を消した最強
チーム「ムゲン」の総長・琥珀が帰っ
てきたことで脆くも崩れ去り…。豪華
キャストで贈る青春バトルアクション！
男達のプライドをかけた闘いが始まる。

大人気シリーズが「ポケモン・ザ・ムー
ビーXY＆Z」にパワーアップ！運命の
絆で結ばれた、サトシと人間嫌いの
ポケモン・ボルケニオン。超カラクリ
都市・アゾット王国を舞台に、未知な
る力「ソウルハート」を宿した人造ポ
ケモン・マギアナをめぐる、ポケモン
史上最も熱いバトルが幕を開ける！

見えない目撃者

2015 / 中国 - 韓国 / 1h52

アン・サンフン
ヤン・ミー / ルハン / ワン・ジンチュン

©2015 New Clues Film Co., Ltd. All rights reserved.

7/23 - 7/29

盲目の元警察官候補生ルー･ シャオ
シンが遭遇した交通事故。警察が彼女
の証言を元に捜査する中、現れたもう
１人の目撃者リン･ チョン。徐々に犯
人へ迫る一方、２人は命を狙われて…。
“ 事故 ” の裏に潜む猟奇的な犯人の
目的とは…？歌手志望の青年リンを
演じるルハンの歌唱シーンも必見。

FAKE フェイク

2016 / 日本 / 1h49

森達也
佐村河内守

©2016 ｢Fake｣ 製作委員会

7/16 - 7/22

ゴーストライター騒動で世間を騒がせ
た佐村河内守。“現代のベートーベン”
と呼ばれた男は何故誕生したのか。

『A』『A2』以来15年ぶりの新作とな
る森達也が、その素顔に迫る。真実と
は、虚偽とは何か。時代の病をあぶり
だしながら、なだれ込む衝撃のラスト
12分間、誰にも言わないでください。

©2016「DOCUMENTARY of AKB48」製作委員会

7/8 -

姉 妹 グル ープのSKE48、NMB48、
HKT48、そして公式ライバルの乃木坂
46のドキュメンタリー映画が続 と々公開
される中、満を持してAKB48の最新作
が公開！高橋みなみ卒業にもカメラは
密着！10周年を迎え、350名を超える後
輩たちに何を伝え、何を残していくのか。
どんな運命が待ち受けているのか…!?

ディストラクション・ベイビーズ

2016 / 日本 / 1h48
柳楽優弥 / 菅田将暉 / 小松菜奈 / 村上虹郎

©2016「ディストラクション・ベイビーズ」製作委員会

真利子哲也

7/23 - 7/29

路上でいきなり見知らぬ人間に殴り
かかり、ストリート・ファイトを繰り
返す野獣のような少年。その異形の
オーラとカリスマ性に惹きつけられ、
共に凶行に及んでいく“ 恐るべき子
供たち” ─。国内外から注目を集め
る新鋭・真利子哲也監督が、若者の
欲望と乾いた狂気を描いた衝撃作。

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

7/9 - 7/15

シェイクスピア没後400年となる今
年、四大悲劇の中でも最高傑作と称
される「マクベス」が新解釈で映画
化。野心に囚われた男と野心を操る
女が堕ちてゆく、地獄に一番近い愛
の物語。ファスベンダー＆コティヤール
の息を呑む競演や、アーティスティッ
クな戦闘シーンにも注目したい。

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

2016 / 日本 / 2h05

宮藤官九郎
長瀬智也 / 神木隆之介 / 尾野真千子 / 森川葵

©2016 Asmik Ace, Inc. / TOHO CO., LTD. / J Storm Inc. / PARCO CO., LTD. / AMUSE INC. 
/ Otonakeikaku Inc. / KDDI CORPORATION / GYAO Corporation

6/25 - 

突然の事故で死んでしまった高校生
の大助がたどり着いたのはなんと地
獄！大好きなひろ美ちゃんに告白も
せずに死ぬなんて…。そんな大助の
前に現れた、地獄の赤鬼ロッカー・キ
ラーK。鬼特訓のもと、蘇りを賭けた
地獄巡りが始まる！クドカン×豪華
キャストで贈る、爆笑地獄コメディ！

TOO YOUNG TO DIE!
若くして死ぬ

教授のおかしな妄想殺人

2015 / アメリカ / 1h35

ウディ・アレン 
ホアキン・フェニックス /エマ・ストーン

Photo by Sabrina Lantos© 2015 GRAVIER PRODUCTIONS, INC.

7/30 - 8/5

人生の意味を見失い無気力に生きる
大学教授エイブは、悪徳判事の殺害
を思いつく。完全犯罪の計画に夢中
になり日常が再び輝きだす一方、教
え子のジルは彼への恋心を募らせて
いた。運命や偶然に翻弄される人間
の哀しみ、滑稽さを探求し続けるウ
ディ・アレン監督流ブラックコメディ。

二ツ星の料理人

2016 / アメリカ / 1h41

ジョン・ウェルズ
ブラッドリー・クーパー / シエナ・ミラー

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

7/23 - 7/29

問題を起こしてパリの一流レストラ
ンから逃げ出した二ツ星シェフのア
ダム。３年後、復活をかけてミシュ
ランの三ツ星に挑むも、やりたい放
題で店を窮地に立たせてしまう。傲
慢で破天荒だが、時に弱さをさら
け出すアダムと仲間たちの絆を描い
た、心を熱くする美食エンタメ！

葛城事件 かつらぎじけん

2016 / 日本 / 2h00

赤堀雅秋
三浦友和 / 南果歩 / 新井浩文 / 若葉竜也

©2016『葛城事件』製作委員会

7/30 - 8/5

美しい妻と二人の息子に恵まれた葛
城清は理想の家庭を築いたはずだっ
た。だが、それぞれの鬱屈した不満は
やがて爆発し、次男が無差別殺人事
件を起こす。ごく普通の家庭はなぜ
崩壊し、死刑囚を生み出してしまった
のか。『その夜の侍』の赤堀雅秋監督
が、家族の歪みを丁寧に炙り出す。

団地

2016 / 日本 / 1h43

阪本順治
藤山直美 / 岸部一徳 / 大楠道代 / 石橋蓮司

©2016「団地」製作委員会

7/9 - 7/15

数々の映画賞を受賞した名作『顔』の
阪本順治監督と主演の藤山直美が16
年ぶりにタッグを組んだ話題作！ある
事情を抱えた夫婦が引越ししてきた
大阪近郊の団地を舞台に、住人たち
のウワサや妄想で起こる一大騒動を
描いたブラックコメディ。住人たちの
掛け合いは笑わずにはいられない！

DOCUMENTARY of AKB48

石原真 秋元康

2016 / 日本 / 時間未定
AKB48

向井秀徳

秘境の島でサーフィンを満喫してい
たナンシーは、何者かに体当たりさ
れ足を負傷してしまう。近くの岩場に
たどり着くが、周囲を巨大なサメが
旋回していた。岩場から岸まではわ
ずか200メートルだが、満潮の時間
が刻々と迫っている。果たしてナン
シーは岸へと生還できるのか!?

かつてのジャングルの王ターザンは、
英国貴族として、愛する妻と幸せに暮
らしていた。ある日、外交のため故郷
を訪れることになるのだが、そこには
罠が仕掛けられていて…！ 愛する妻
と故郷を救うため、彼は再びジャン
グルの王として立ち上がる！ 大迫力
のアクション・アドベンチャー！

君がくれたグッドライフ

2014 / ドイツ / 1h35

クリスティアン・チューベルト
フロリアン・ダーヴィト・フィッツ / ユリア・コーシッツ

©2014 Majestic Filmproduktion GmbH / ZDF

7/30 - 8/5

ALS（筋萎縮性側索硬化症）を宣告
されたハンネスは、友人たちとの自
転車旅行で尊厳死が認められている
ベルギーを目指す。それぞれが複雑
な思いを抱えながら、いつものように
楽しく時間は過ぎてゆくが…。道中で
起こる悲喜交々の人間ドラマを通じ
て、生きることの意味を問いかける。

素敵なサプライズ
ブリュッセルの奇妙な代理店

2015 / オランダ / 1h45

マイク・ファン・ディム
イェルン・ファン・コーニンスブルッヘ / ジョルジナ・フェルバーン

©2015 SURPRISE FILMPRODUCTIE VOF / VARA / PRIME TIME / RIVA FILM / FASTNET FILMS

7/30 - 8/5

死にたがる若き大富豪が謎の代理
店に“サプライズ ” な死を依頼する
オランダ発のダークコメディ。さっそ
く契約を交わしたヤーコブだったが、
同じくサプライズを待つアンネと運
命的に出会い “旅立ち” の延期を望
むようになってしまい…。果たして二
人を待ち受ける驚きのラストとは！？

2016 / アメリカ / 1h53

ジェームズ・ボビン
ジョニー・デップ / ミア・ワシコウスカ

©2016 Disney. All Rights Reserved.

7/1 -

ティム・バートン

悲しい過去に囚われたマッドハッ
ターを救え！大切な友達の窮地を
知ったアリスは個性豊かな仲間の幼
年時代へと時を遡ろうとするが、そこ
には “ 時間の番人” が待ち構えていた
…。「不思議の国のアリス」のその後
を映画化し大ヒットを記録した前作
から６年、アリスが再び帰って来る！

アリス・イン・ワンダーランド
時間の旅

2015 / 日本 / 2h12

矢崎仁司
成海璃子 / 池松壮亮 / 斎藤工 / 遠藤新菜

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


