
2016 / アメリカ / 1h47

ジョン・マスカー / ロン・クレメンツ
屋比久知奈 / 尾上松也 / 夏木マリ

モアナと伝説の海
©2016 Disney. All Rights Reserved.

上映中

幼い頃の“ある体験”をきっかけに海
に選ばれた少女モアナは、命の女神
テ・フィティの “心”が盗まれたこと
で闇に覆われようとしている世界を
救うため、大海原へ旅に出ることに。
それは神秘に満ちた大冒険の始まり
だった。ディズニー最新作は南の島
を舞台に贈る感動のファンタジー。

天使にショパンの歌声を

2015 / カナダ / 1h43

レア・プール
セリーヌ・ボニアー / ライサンダー・メナード

©2015-9294-9759 QUEBEC INC. (une filiale de Lyla Films Inc.)

上映中 - 3/31

1960年代のカナダ。修道院経営の
音楽学校が財政難で閉鎖の危機に。
校長は自分たちの力で学校を守るこ
とを決意し、音楽イベントを計画する
が…。ショパンやリストなどクラシッ
クの調べにのせて、強く明るく人生を
切り開く、シスターと生徒たちの姿が
さわやかな感動を呼ぶ音楽ドラマ。

2015 / アメリカ - モロッコ / 2h08

ヴェルナー・ヘルツォーク
ニコール・キッドマン / ジェームズ・フランコ

©2013 QOTD FILM INVESTMENT LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

上映中 - 4/7

イギリスの上流階級出身のガート
ルード・ベルの希望は、まだ見ぬ世
界へ飛び立つことだった。そして訪
れたアラビアの地に魅了された彼女
は、やがて “イラク建国の母”と呼ば
れることになるのだが…。アラビアの
地に情熱を注いだ波瀾の半生は、ま
さに女性版『アラビアのロレンス』。

アラビアの女王
愛と宿命の日々

ジョン・Ｆ・ケネディ元大統領の妻
＝ジャッキーことジャクリーン・ケネ
ディ。1963年に起きたケネディ大統
領暗殺事件の直後、哀しみに暮れ
る間もなく、夫の名前と功績を歴史
に残すべく奔走する彼女の姿があっ
た…。史上最も有名なファースト・
レディの知られざる物語が明らかに。

金田治
飯島寛騎 / 岐洲匠

PとJK

2017 / 日本 / 2h04

廣木隆一
亀梨和也 / 土屋太鳳 / 高杉真宙 / 玉城ティナ

©2017「PとJK」製作委員会

上映中

三次マキ

仕事にまじめな警察官（P）とピュア
でまっすぐな女子高生（JK）が恋をし
た！そんな２人が一緒にいる方法は
ただひとつ…「結婚しよう！」まわりに
は絶対内緒の２人の結婚生活が始
まる!! 大人気コミックが待望の実写
化。K（亀梨和也）とTT（土屋太鳳）
で贈る超絶ピュアラブストーリー！

仮面ライダー×スーパー戦隊
超スーパーヒーロー大戦

2017 / 日本 / 1h35 予定

© 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 AG・東映 ©BANDAI NAMCO Entertainment lnc.

上映中

石ノ森章太郎

「ゲームの世界」が「現実の世界」を総
攻撃！エグゼイドとトッキュウジャー
の前に、世界消滅の運命をかけた “ 死
の闘技場”が立ちはだかる。歴代の
仮面ライダー、スーパー戦隊が大乱
戦！そして“あの”ヒーローたちの復活
とニューヒーローの登場！驚きと興
奮のコラボムービーが遂に誕生する！

T２ トレインスポッティング

4/8 -

わたしは、ダニエル・ブレイク

2016 / イギリス - フランス - ベルギー / 1h40

ポール・ラヴァティケン・ローチ
デイヴ・ジョーンズ/ヘイリー・スクワイアーズ

©Sixteen Tyne Limited, Why Not Productions, Wild Bunch, Les Films du Fleuve,British 
Broadcasting Corporation, France 2 Cinema and The British Film Institute 2016

4/29 - 5/12 

90年代に社会現象を巻き起こした
前作から 20年、大金を持ち逃げした
マーク・レントンがエジンバラに舞い
戻ってきた。もの分かりのよい大人
になれず荒んだ人生を疾走する彼
らの再会、そして選ぶ未来とは。ダ
ニー・ボイル監督、ユアンらキャスト
の続投も嬉しいファン待望の続編！

困窮し、国の支援も十分受けられない
シングルマザーの一家と出会ったダニ
エル。病気で職を失った彼も同じよう
な境遇にあったが、一家を助け、寄り
添いあうように絆を深めていく…。巨匠
ケン・ローチが世界に向けて渾身のメッ
セージを込めた人間ドラマの傑作。

キングコング 髑髏島の巨神

ジョーダン・ボート＝ロバーツ
トム・ヒドルストン / ブリー・ラーソン

©2016 WARNER BROS.ENTERTAINMENT INC., LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, 
LLC AND PATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.

上映中

幻の島 “ 髑髏（ドクロ）島”に、未知
の生物を探索する調査隊が派遣され
た。骸骨が散らばり、巨大な手跡が
残る不気味な島で、彼らの前に現れ
たのは島の巨神＝キングコング！隊員
たちは為す術もなく巨大生物たちか
ら逃げ惑うのだが…。巨大なる絶対
王者の暴走アドベンチャー超大作！

2017 / アメリカ / 1h58

サクラダリセット 前篇

2017 / 日本 / 1h43

深川栄洋
野村周平 / 黒島結菜 / 平祐奈 / 加賀まりこ

©2017 映画「サクラダリセット」製作委員会

上映中

河野裕

｢記憶保持｣ 能力を持つ高校生、浅
井ケイは、｢リセット｣の能力を持つ
春埼美空と共に、２年前に死んだ
相麻菫をよみがえらせるため、様々
な能力を組み合わせた作戦に挑む。
時制が錯綜する緊迫のミステリーで
あると同時に、刹那のときめきと哀し
みが胸打つ青春ラブストーリー。

ジャッキー 
ファーストレディ 最後の使命

2016 / アメリカ-チリ-フランス / 1h39

パブロ・ラライン
ナタリー・ポートマン/ピーター・サースガード

©2016 Jackie Productions Limited

3/31 -

SING ／シング
©2016 UNIVERSAL STUDIOS

上映中

ここは人間世界とよく似た、動物だけ
が暮らす世界。落ちぶれた劇場の支
配人バスターは、再起を賭けて世界
最高の歌のオーディションを開催する
ことに。人生を変えるチャンスを掴む
ため、それぞれが熱い想いを込めた歌
を披露する！大人から子どもまでみん
なで楽しめる歌の祭典が、いま開幕！

2016 / アメリカ / 1h48

ガース・ジェニングス
内村光良 / 長澤まさみ / 大橋卓弥 / 斎藤司

パッセンジャー

2016 / アメリカ / 1h56

モルテン・ティルドゥム
ジェニファー・ローレンス/クリス・プラット

上映中

20XX年。新たに居住できる惑星を目
指して、豪華宇宙船アヴァロン号が
地球を飛び立った。5000人の乗客は
冬眠装置によって目的地までの120
年間を眠って過ごすはずだった。しか
し２人の男女が90年も早く目覚めて
しまう。なぜ２人だけが？今最も旬な
２大スター競演で描いた SFロマン。

LION ／ライオン 
〜 25年目のただいま〜

2016 / オーストラリア / 1h59

ガース・デイヴィス
デヴ・パテル / ルーニー・マーラ

©2016 Long Way Home Holdings Pty Ltd and Screen Australia

4/7 -

1986 年インド。迷子になった５歳のサ
ルーは、オーストラリアに養子に出され
ることに。25年の時が流れ、幸せに暮
らしていたサルーだったが、インドの
家族のことが気になり故郷を探す旅に
出た。頼りはおぼろげな記憶とGoogle 
Earth のみ。旅の終わりに待ち受ける
ものとは？実話に基づく感動作。

2017 / イギリス / 1h57　

ダニー・ボイル
ユアン・マクレガー / ユエン・ブレムナー

レゴ® バットマン ザ・ムービー

2017 / アメリカ / 1h45

クリス・マッケイ
山寺宏一 / 小島よしお / オカリナ / ゆいP

©The LEGO Group.TM & ©DC Comics.©2016 Warner Bros. Ent.

4/1 -

世界中で大人気のスーパーヒーロー
「バットマン」がレゴ®になった！カ
ラフルで楽しいブロックの世界で繰
り広げられるアクションとギャグ満
載の大冒険！宿敵ジョーカーの魔
の手からゴッサムシティを守るため、
一匹狼のバットマンが仲間たちと力
を合わせて悪に立ち向かう!!

ReLIFE リライフ

2017 / 日本 / 1h59

古澤健
中川大志 / 平祐奈 /高杉真宙 /池田エライザ

無限の住人

2017 / 日本 / 2h20

三池崇史
木村拓哉 / 杉咲花 / 福士蒼汰 / 市川海老蔵

©2017「ReLIFE」製作委員会　© 夜宵草 /comico

© 沙村広明／講談社 ©2017 映画「無限の住人」製作委員会

4/15 -

4/29 -

夜宵草

沙村広明

27歳のニート・海崎新太は、“リライ
フ研究所 ”の被験者に選ばれ「見た
目が 10 歳若返る薬」を飲んで 1 年
間高校生活を送ることに。少しコミュ
障な日代千鶴に恋をし、仲間たちと絆
を深める海崎だったが、1 年後には
彼らの記憶から消えてしまう契約…。
一方、日代にも秘密があって…。

謎の老婆に永遠の命を与えられた
伝説の人斬り・万次。ある日、親を殺
され仇討ちの助っ人を依頼したいと
少女が現れる。亡き妹の面影を重ね
た万次は、少女を守る為に用心棒と
して無限の命を使うと決心するが―。
三池崇史×木村拓哉で贈る“ 規格
外”アクションエンターテインメント！

アシュラ

2016 / 韓国 / 2h13

キム・ソンス
チョン・ウソン / チュ・ジフン

©2016 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved

4/15 - 4/21

刑事のドギョンは、街を牛耳る市長
の悪事の後始末を請け負ってきた。
だが、市長逮捕に燃える検事が彼
を脅迫。後輩刑事を巻き込み、欲と
憎悪むき出しの闘争へとなだれ込ん
でいく。悪人たちの地獄絵図に光は
射すのか。容赦ないバイオレンスに
男たちの哀愁が漂う韓国ノワール。

雨の日は会えない、
晴れた日は君を想う

2015 / アメリカ / 1h41

ジャン＝マルク・ヴァレ
ジェイク・ギレンホール / ナオミ・ワッツ

©2015 Twentieth Century Fox Film Corporation, Demolition Movie, LLC and TSG 
Entertainment Finance LLC. 

4/8- 4/14

交通事故で妻が死んだ。一滴の涙も
出ないデイヴィスは、無くしてしまっ
た感情を取り戻すため、身の回りの
あらゆる物を破壊し始めた。すると
妻が遺していた幾つものメモが見つ
かって…。独りの男が新しい人生の
１歩を踏み出そうともがき、その先に
見つけた本当に大切なものとは？

第３の愛

2016 / 中国 / 1h53

イ・ジェハン
ソン・スンホン / リウ・イーフェイ

4/22 - 4/28

大財閥の御曹司チージョンは、飛行
機の中で大粒の涙を流す美しい女
性から目が離せなかった。その後、何
度も偶然の再会を繰り返した２人は、
奇跡に導かれるまま運命の恋に落ち
ていく。しかしチージョンには父親が
決めた婚約者がいて…。様々な困難
が待ち受ける２人の愛の結末は？

たかが世界の終わり

2016 / カナダ - フランス / 1h39

グザヴィエ・ドラン
ギャスパー・ウリエル / レア・セドゥ

4/29 - 5/12 

『もうすぐ死ぬ』と家族に告げるため、
12年ぶりに帰郷した人気作家のルイ。
再会した家族とのぎこちない時間は、
やがて、それぞれが隠していた感情
のぶつけ合いとなり…。〈愛と葛藤〉を
描き続けたドランがたどり着いた
答え、それはあなたを導く愛の物語。

第 69 回カンヌ国際映画祭
グランプリ受賞

ナイスガイズ！

2016 / アメリカ / 1h56

シェーン・ブラック
ラッセル・クロウ / ライアン・ゴズリング

©2016 NICE GUYS, LLC

4/15 - 4/21

腕力自慢の示談屋と冴えない私立探
偵がひょんなことからコンビを結成し、
ある事件の捜査を開始した。簡単に
解決するはずが、いつしか国家を揺る
がす陰謀に巻き込まれ、殺し屋から命
を狙われることに…。ラッセル・クロ
ウ＆ライアン・ゴズリング豪華競演の
痛快バディ・アクション・ムービー！

津端修一 / 津端英子
2016 / 日本 / 1h31

ナレーション：樹木希林伏原健之

人生フルーツ
© 東海テレビ放送

4/1 - 4/7

愛知県春日井市の高蔵寺ニュータ
ウンの一隅に暮らす、老建築家の津
端修一さんと英子さんの夫婦。自分
で雑木林を育て、その自然の恵みを
受けながら暮らす２人の、温かな愛
に満ちた日常を映し出すドキュメンタ
リー。本当の豊かさとは何か、深い思
索に心地よく誘われることでしょう。

2016 / アメリカ / 2h20

ゲイリー・ロス
マシュー・マコノヒー / ググ・ンバータ＝ロー

©2016 STX Financing, LLC. All Rights Reserved.

4/22 - 4/28

リンカーン大統領の奴隷解放宣言よ
りも早く、肌の色で差別されることの
ない“自由州”を設立した白人がいた。
彼の名はニュートン・ナイト。南北
戦争時代、真の自由を勝ち取るため
に500人の奴隷や農民を率いて南軍
と戦った男の実話を、マシュー・マ
コノヒー主演で描いた歴史ドラマ。

ニュートン・ナイト
自由の旗をかかげた男

第 69 回カンヌ国際映画祭
パルムドール受賞

バーニング・オーシャン

2016 / アメリカ / 1h47

ピーター・バーグ
マーク・ウォールバーグ/カート・ラッセル

4/21 -

2010 年にメキシコ湾沖の石油掘削
施設で起きた史上最悪の原油流出
事故を映画化。最先端テクノロジー
搭載と言われた施設の内部で何が
起こったのか…。その疑問と真実を、
大災害の恐ろしさばかりではなく、
人災でもあった事故の裏側を交えて
描いた海洋スペクタクル超大作！

©2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

ラビング
愛という名前のふたり

2016 / イギリス - アメリカ / 2h02

ジェフ・ニコルズ
ジョエル・エドガートン / ルース・ネッガ

©2016 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.

4/29 - 5/12

1958 年のある日、ラビング夫妻が逮
捕された。罪状は“結婚”。当時のバー
ジニア州では異人種間の婚姻が法で
禁じられており、ラビング夫妻は異人
種同士だった。しかし夫妻は後に米国
を動かすことになる。それはとある人
物に送った１通の手紙が発端で…。
事実に基づく深い愛の物語。

ゴースト・イン・ザ・シェル
©MMXVI Paramount Pictures and Storyteller Distribution Co. All rights Reserved.

4/7 -

2017 / アメリカ / 2h00 予定

ルパート・サンダース
スカーレット・ヨハンソン / ビートたけし

士郎正宗

世界的人気を誇る士郎正宗原作の
ＳＦマンガ『攻殻機動隊』がハリウッド
で待望の実写化！脳以外は全て機械
の身体を持つ少佐が、サイバーテロ
事件の捜査をきっかけに、自らの存在
を揺るがす過去の記憶を取り戻して
いき…。ハリウッドならではの圧巻の
映像美と超絶アクションは必見！

しゃぼん玉

2016 / 日本 / 1h48

東伸児
林遣都 / 市原悦子 / 藤井美菜 / 相島一之

©2016「しゃぼん玉」製作委員会

4/15 - 4/21

乃南アサ

通り魔や強盗を繰り返す青年・伊豆
見は、逃走中の山村で怪我をした老
婆を助け彼女の家に世話になること
に。金を盗んで逃げるつもりが、老婆
や村人たちの温かさに触れるうちに、
失いかけていた人間性を取り戻し
ていき…。宮崎県の大自然を舞台に
青年の心の旅路を描く感涙のドラマ。

愚行録

2017 / 日本 / 2h00

貫井徳郎石川慶
妻夫木聡 / 満島ひかり / 小出恵介 / 臼田あさみ

©2017「愚行録」製作委員会

4/15 - 4/28

幸せそうな一家が惨殺された事件
から１年が経過した。雑誌記者の田
中は事件の真相に迫るべく取材を
始めるが、関係者に聞くその一家の
実情は幸せとはかけ離れたものだっ
た。そして証言者たちにも思いもよら
ない姿があって…。仕掛けられた３度
の衝撃に、あなたは耐えられますか？

ムーンライト
©2016 A24 Distribution, LLC

4/29 -

マイアミの貧困地域。家庭にも学
校にも居場所がない少年シャロン
は、心の支えである男友達に特別な
好意を抱くように。その想いは誰
にも打ち明けられずにいたが…。
主人公の成長を３つの時代にわ

たって描き、胸の張り裂けるような
感動が押し寄せる愛の名作。

第89 回アカデミー賞
作品賞／脚色賞／助演男優賞 受賞

2016 / アメリカ / 1h51

バリー・ジェンキンス
トレヴァンテ・ローズ/マハーシャラ・アリ

コリン・ファース

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


