
後妻業の女
©2016「後妻業の女」製作委員会

8/27 -

婚活大国ニッポン！熟年離婚の
急増で、再婚相手を求めた熟年
婚活も倍増。そこに目をつけ、寂
しい独身男性をたぶらかし財産
を巻き上げる後妻業の女と、陰で
操る結婚相談所の所長。そして騙

された男達と裏社会の探偵が織り
成す、愛とお金の人間喜劇！『愛の
流刑地』の鶴橋康夫監督最新作。

ミュータント・ニンジャ・タートルズ
影 （シャドウズ ）  

©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.
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2016 / アメリカ / 1h52

デイヴ・グリーン
ミーガン・フォックス / ウィル・アーネット

マイケル・ベイ

2016 / 日本 / 2h08

鶴橋康夫
大竹しのぶ / 豊川悦司 / 尾野真千子 / 長谷川京子

黒川博行

世界一有名な “ 亀 ” が、パワー
アップして帰ってくる！全世界で
大ヒットを記録した前作に引き続
き、製作はマイケル・ベイが務
める。宿敵シュレッダーの登場に
より、影の軍団ニンジャ・タート

ルズはニューヨークの街を飛び出し
て、世界を舞台に暴れ回る！進化し
たハイスピードアクション超大作！

超高速！参勤交代 リターンズ

©2016「超高速！参勤交代　リターンズ」製作委員会
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2016 / 日本 / 1h59

土橋章宏本木克英
佐々木蔵之介 / 深田恭子 / 伊原剛志 / 寺脇康文

幕府からの無理難題に立ち向
かい、江戸への参勤を達成した
湯長谷藩。ほっとしたのも束の間、
今度は故郷で一揆が勃発！打ち
負かされた老中が、幕府軍を率
いて逆襲を開始したのだ。対する

藩士はたったの７人。金なし! 人な
し!! 時間なし!!! 弱小貧乏藩の奇
想天外な作戦が再び幕を開ける!

アングリーバード

2016 / アメリカ / 1h17

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 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.
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SCOOP!

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

©2016「SCOOP ！」製作委員会
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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！

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！

ペット
©UNIVERSAL STUDIOS

上映中

『ミニオンズ』のスタッフ最新作！
飼い主のケイティと幸せな毎日を
送っていた犬のマックス。しかし、
ある日ケイティが保護してきた大
型犬の登場により、彼の生活は一
変し…。ペット達の秘密の世界を描
いた、笑いと感動の物語。『ミニオン
ズ』短編アニメーションも同時上映！

2016 / アメリカ / 1h31

クリス・ルノー / ヤーロウ・チェイニー
バナナマン / 佐藤栞里 / 沢城みゆき / 宮野真守

BFG ビッグ・フレンドリー・ジャアント

©2016 Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.
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『チャーリーとチョコレート工場』
で知られる児童文学作家ロアル
ド・ダールの名作を巨匠スピル
バーグが最新のＣＧ技術を駆使
して映画化。心優しい巨人BFG

（ビッグ・フレンドリー・ジャイ

アント）と孤独な少女ソフィーとの
心温まる友情と奇想天外な冒険を
描いたファンタジー超大作。

2016 / アメリカ / 1h58

スティーヴン・スピルバーグ
マーク・ライランス / ルビー・バーンヒル 

ロアルド・ダール

ブルックリン
©2015 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

9/3 - 9/16

1950年代、アイルランドの閉鎖
的な町から、単身ブルックリンに
渡ったエイリシュ。都会の生 活
に戸惑いながらも、恋を機に洗
練されたニューヨーカーへと変
わってゆくが…。故郷と新天地

の間で揺れながら人生を選択する
主人公の機微を、シアーシャ・ロー
ナンが情緒豊かに演じきる。

2015 / アイルランド - イギリス - カナダ / 1h52

ジョン・クローリー 
シアーシャ・ローナン / ジュリー・ウォルターズ

スーサイド・スクワッド
©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND RATPAC ENTERTAINMENT, LLC
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2016 / アメリカ - カナダ / 2h03

デビッド・エアー 
ウィル・スミス / ジャレッド・レト

『バットマン vs スーパーマン』に
続くDC フィルムズ 第２弾。今
作の主役はヒーローではなく悪
党！獄中で死を待つのみだった
彼らが、減刑と引き換えにスーサ
イド・スクワッド（自殺部隊）へ

入隊し、命がけの危険な任務に挑
む！この秋、強烈な個性が揃った
史上最狂チームが誕生する！

ハドソン川の奇跡
©2016 Warner Bros. All Rights Reserved
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2016 / アメリカ / 時間未定

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

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。

真田十勇士
©2016『真田十勇士』製作委員会
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2016 / 日本 / 時間未定

堤幸彦
中村勘九郎 / 松坂桃李 / 大島優子

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 / アメリカ / 1h39

デニス・ガンゼル
ジェイソン・ステイサム / トミー・リー・ジョーンズ

9/24 -

鍛え上げられた肉体。冴えわたる頭脳。
精密機械のように任務を遂行する『メ
カニック』が再び帰って来る！暗殺稼
業から足を洗った殺し屋ビショップのも
とに現れたかつての兄弟子。その出会
いが彼を新たな戦いへと巻き込んで
いく…。J.ステイサムが魅せる熱い肉弾
戦、激しい銃撃戦に大興奮間違いなし！

メカニック ワールドミッション ゴーストバスターズ

2016 / アメリカ / 1h56

ポール・フェイグ 
クリステン・ウィグ / メリッサ・マッカーシー

上映中

80年 代に世 界 中を席 巻した、あ
の、ゴーストバスターズが再起動！！
ニューヨーク・コロンビア大学で、日
夜心霊現象の科学的立証のために
研究を重ねていたエリン博士だが、研
究費を打ち切られた事をきっかけに、
その知識と技術力を活かすため“幽
霊退治”の会社を起業するのだが…。

2016 / アメリカ / 2h10

ジョン・M・チュウ
ジェシー・アイゼンバーグ / マーク・ラファロ

TM &©2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.
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2013 年に大ヒットを記 録した
『グランド・イリュージョン』の続
編！正義のイリュージョン犯罪集
団 “フォー・ホースメン ” が今
回挑むのは、ダニエル・ラドクリ
フ演じる “ 闇の天才エンジニア ”。

マジック vs 科学、はたして勝つの
はどちらか！？仕 組まれた巨 大な
陰 謀が動き出す！

グランド・イリュージョン 見破られたトリック

ジャングル・ブック
©2016 Disney Enterprises,Inc.All Rights Reserved.

上映中

ジャングルの奥地に取り残され狼に育
てられた人間の赤ん坊モーグリ。惜し
みない愛情を受け、幸せな毎日を過ご
していたある日、人間に対して激しい復
讐心を抱くトラのシア・カーンがジャン
グルに戻ってくる…。名作ディズニー・
アニメを最先端の映像技術で映画
化した感動の冒険ファンタジー。

闇金ウシジマくん Part３

©2016 真鍋昌平・小学館／映画「闇金ウシジマくん３」製作委員会
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2016 / 日本 / 2h11

山口雅俊
山田孝之 / 綾野剛 / 本郷奏多 / 白石麻衣

真鍋昌平

あの問 題 作『 闇 金ウシジマく
ん』が帰ってくる！10日５割とい
う超暴利の闇金融を経営する
丑嶋（うしじま）ら回収者と、様々
な事情を抱えた負債者たちの人
間模様を描いた人気シリーズが、

この秋 Part３、Finalと２ヶ月連続
公開で遂に完結！ダークヒーロー・
ウシジマの最後を見逃すな！

君の名は。
©2016「君の名は。」製作委員会
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田舎町に暮らす女子高校生・三
葉と、東京に暮らす男子高校生
の瀧は奇妙な夢を見た。行った
こともない地で、別人になった自
分。その夢は繰り返されるが、明
らかに記憶と時間が抜け落ちて

いる。やがて気付く―「私／俺たち、
入れ替わってる！？」。出会うことの
ない２人の運命が、いま動き出す！

2016 / 日本 / 1h47

新海誠
神木隆之介 / 上白石萌音 / 長澤まさみ / 市原悦子

RADWIMPS

嫌な女

2016 / 日本 / 1h45

黒木瞳
吉田羊 / 木村佳乃 / 中村蒼 / 古川雄大

©2016「嫌な女」製作委員会

9/3 - 9/9

桂望実

他人と深く関わらずに生きる真面目な
弁護士・徹子と、無邪気に人の心に
入り込む恋多き天性の詐欺師・夏子。
この真逆な性格の２人の物語を吉田
羊、木村佳乃Ｗ主演で描く。女性の
敵は女性であり最高の親友にもなる。
黒木瞳初監督作品は、涙と笑いの人
生リセット・エンターテインメント！

キング・オブ・エジプト

2016 / アメリカ / 2h07

マット・サザマ / バーク・シャープレスアレックス・プロヤス
ブレントン・スウェイツ / ジェラルド・バトラー

©2016 Summit Entertainment,LLC.All Rights Reserved.
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神と人間が共存する古代エジプト。
生命の神の統治のもと栄華を誇って
いた王国は、砂漠の神に王位を簒奪
され混乱に陥る。天空の神ホルスは
人間の盗賊ベックと手を組み、王座
を左右する「神の眼」を探す冒険に
出るが…。映像技術を駆使して神々
の戦いを描いた歴史スペクタクル！

2016 / アメリカ / 1h46

ジョン・ファヴロー
ニール・セディ 松本幸四郎 / 西田敏行

ラドヤード・キップリング

©ME2 Productions, Inc. 2016

大根仁

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


