
スノーホワイト 氷の王国

2016 / アメリカ / 1h54

セドリック・ニコラス＝トロイヤン
クリス・ヘムズワース / シャーリーズ・セロン

ルーム

2015 / アイルランド - カナダ / 1h58

レニー・アブラハムソン
ブリー・ラーソン / ジェイコブ・トレンブレイ

©Universal Pictures

©Element Pictures/Room Productions Inc/Channel Four Television Corporation 2015

上映中

6/4 - 6/24

2016 / 日本 / 1h52

三木康一郎
岩田剛典 / 高畑充希 / 今井華 / 宮崎美子

©2016「植物図鑑」製作委員会

6/4 -

有川浩

エマ・ドナヒュー

グリム童話の名作「白雪姫」を大胆
にアレンジして話題となった映画『ス
ノーホワイト』が更なる進化を遂げ
て帰ってくる！前作で白雪姫とハン
ターのエリックに滅ぼされたラヴェ
ンナ女王だったが、彼女にはさらに
強力な魔力を持つ “ 氷の女王 ” の妹
がいたことを誰も知らなかった…。

平凡なOLのさやかはある日、マン
ションの前で倒れていた謎の青年・
樹と出会い、半年間という期限付き
で共同生活をする事になる。家事万
能で野草に詳しい樹と毎日過ごすう
ちに惹かれていくさやかだったが･･･。

『図書館戦争』などのベストセラー作
家・有川浩による恋愛小説を映画化。

閉じ込められた部屋で暮らす母ジョ
イと息子ジャック。突然の監禁から７
年の時が経ち、「部屋」しか知らない
息子に本当の世界を見せるため、母
は全てを賭けた脱出を決意する。ス
リリングな脱出劇と、息子の成長を見
守る母親を描いた世紀の愛の物語。

ディーン、君がいた瞬間（とき）

2015 / カナダ - ドイツ - オーストラリア /1h52

アントン・コービン
デイン・デハーン / ロバート・パティンソン

Photo Credit:Caitlin Cronenberg,©See-Saw Films

5/28 - 6/10

1955年、LIFE 誌の若手写真家デニ
ス・ストックは、無名の新人俳優ジェー
ムズ・ディーンに出会う。彼にスター
性を見出したストックは、密着取材を
依頼。たちまち意気投合した２人は
ディーンの故郷へと旅するのだった。
２つの若い才能の邂逅。その一瞬に
光をあてたアントン・コービン監督作。

ビューティー・インサイド

2015 / 韓国 / 2h07

ペク
ハン・ヒョジュ / パク・ソジュン / 上野樹里

©2015 NEXT ENTERTAINMENT WORLD. All Rights Reserved.

6/4 - 6/17

目覚めるたびに老若男女を問わず
姿が変わってしまう男キム・ウジン。
ある日、家具屋で働く女性に一目惚
れしたウジンは、彼女に告白しよう
と決心するが…。ウジンを演じるの
はなんと123人の俳優たち！ユニー
クな設定で愛の本質に迫る韓国発
のファンタジックラブストーリー。

植物図鑑
運命の恋、ひろいましたさざなみ

2015 / イギリス / 1h35

アンドリュー・ヘイ
シャーロット・ランプリング / トム・コートネイ

©The Bureau Film Company Limited, Channel Four Television Corporation and The British 
Film Institute 2014©Agatha A. Nitecka

5/28 - 6/10

結婚45周年を迎える夫婦が、ある一
通の手紙をきっかけに信頼関係が崩
れていく様子を、男女の愛や結婚観の
違いを交えつつ描いた人間ドラマ。ア
カデミー賞主演女優賞にもノミネート
された大女優、シャーロット・ランプリ
ングが魅せるラストの表情は必見。

デッドプール

2016 / アメリカ / 1h48

ティム・ミラー
ライアン・レイノルズ / モリーナ・バッカリン

©2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

6/1 -

マーベルコミック原作の異色ヒー
ローがついに実写化！末期ガンで死
を宣告された傭兵ウェイドが、人体
実験によって驚異的な治癒能力と
不死の体を手に入れ“デッドプール”
となり蘇る！毒舌全開でコミカルな
デッドプールがスクリーンで暴れま
わるヴァイオレンス・アクション！！

エンド・オブ・キングダム

2016 / イギリス - アメリカ - ブルガリア / 1h39

ババク・ナジャフィ
ジェラルド・バトラー / アーロン・エッカート

©LHF Productions, Inc. All Rights Reserved.

5/28 -

ホワイトハウスへのテロ攻撃を描い
た衝撃のサスペンス・アクション『エ
ンド・オブ・ホワイトハウス』待望
の続編！今作ではロンドンを舞台に、
各国の首脳を狙った大規模な同時テ
ロが発生する。シークレットサービ
スに復帰したバニングは、大統領を
再び守り抜くことができるのか !?

RADWIMPSのHE・SO・NO・O 
Documentary Film

2016 / 日本 / 1h41

朝倉加葉子
RADWIMPS

©2016“HESONOO”FILM PARTNERS

5/28 - 6/10

日本の音楽シーンで絶大な人気を誇る
ロックバンドRADWIMPS。デビュー10 周
年を迎え待望のドキュメンタリー映画が
完成！アジア･ヨーロッパツアーから豪華
アーティスト達との胎盤（対バン）ツアー、
そして集大成とも言える幕張のワンマン
ライブまで激動の３カ月間を映し出す!
特別料金 2,200 円均一

2015 / イギリス - アメリカ / 1h44

ビル・コンドン
イアン・マッケラン / ローラ・リニー / 真田広之

©Agatha A Nitecka / SLIGHT TRICK PRODUCTIONS

6/4 - 6/17

93歳のシャーロック・ホームズが、探
偵引退の原因となった30年前の未解
決事件に再挑戦するという画期的な
ミステリー。10歳の少年を助手に迎
えて挑む、最後の推理の結末は…？
名優イアン・マッケランが老ホーム
ズを味わい豊かに演じ、謎のカギと
なる日本人として真田広之が登場。

Mr. ホームズ
名探偵最後の事件

ずっと前から好きでした。
告白実行委員会

海よりもまだ深く
©2016 フジテレビジョン バンダイビジュアル AOI Pro. ギャガ

上映中

2016 / 日本 / 1h57

是枝裕和

モヒカン故郷に帰る
©2016「モヒカン故郷に帰る」製作委員会

6/25 - 7/7

売れないバンドマンの永吉は、恋人
の妊娠を機に７年ぶりに帰郷する。
久々の一家団らんかと思いきや、父の
ガンが発覚。永吉たちは右往左往し
ながらも離れていた時間を埋めてゆ
くのだが…。家族が集まれば、最高で
最強！沖田修一監督が現代の家族の
悲喜こもごもを描くホームドラマ。

2016 / 日本 / 2h04
松田龍平 / 柄本明 / 前田敦子 / もたいまさこ

沖田修一

グランドフィナーレ

2015 / イタリア - フランスほか / 2h04

パオロ・ソレンティーノ
マイケル・ケイン / ハーヴェイ・カイテル

©2015 INDIGO FILM, BARBARY FILMS, PATHE PRODUCTION, FRANCE 2 
CINEMA, NUMBER 9 FILMS, C -FILMS, FILM4

6/18 - 7/1

高級ホテルでバカンスを過ごす老音
楽家に舞い込んだ指揮の依頼。即座
に断るが、滞在客との交流を通じて
心境に変化が訪れる。さまざまな人
生の交錯に、老境の男は何を見出す
のか。陶酔へと誘う荘厳な映像美で、
人生を真っ向から描ききったイタリア
の奇才パオロ・ソレンティーノ監督作。

マネーモンスター

2016 / アメリカ / 1h35

ジョディ・フォスター
ジョージ・クルーニー / ジュリア・ロバーツ

6/10 - 

人気財テク番組「マネーモンスター」
が生放送中にジャックされた！番組
のせいで全財産を失った男がその不
正を暴くため、番組パーソナリティ
を人質に取り、犯罪現場の生中継が
始まる。監督を務めるジョディ・フォ
スターのもとに豪華キャストが集結
した、リアルタイム・サスペンス！

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

クリーピー 偽りの隣人

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

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 New Clues Film Co., Ltd. All rights reserved.©2016「クリーピー」製作委員会 ©HoneyWorksMovie

©2013 LES FILMS DU 24 – TF1 DROITS AUDIOVISUELS – TF1 FILMS PRODUCTION ©2015 LES CINEMAS DE LA ZONE . RECTANGLE PRODUCTIONS . WILD BUNCH 
. RT FEATURES . SCOPE PICTURES .

6/18 - 6/246/18 - 7/16/18 -

6/25 - 7/1 6/25 - 7/1

2016 / 日本 / 2h09

中村義洋
阿部サダヲ / 瑛太 / 妻夫木聡 / 羽生結弦

磯田道史

一家失踪事件を調べる犯罪心理学
者の高倉。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。

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、命を狙われていく２
人。“ 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。

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！

若き日のいつまでも続くような、駆
け引きや過ちだらけの焼けつくよう
な情熱の日々をもたらす「愛」。青
年マーフィーが元恋人と生涯最大の
蜜月の日々を思い返しながら、恋愛、
快楽、家族それぞれの愛について
精神と肉体両方から真摯に情熱的
に３Ｄでリアルに体現する意欲作。

サウスポー
Artwork©2015 The Weinstein Company LLC. All Rights Reserved.

6/3 -

無敗のボクサー、ビリー・ホー
プは、自身の起こした騒動をきっ
かけに仕事と最愛の家族を失っ
てしまう。どん底へ落ちたビリー
はコーチとの出会いにより、ボ
クサーとしての再起を決意する。

本作のために肉体鍛錬したジェイ
ク・ギレンホールが魅せる迫力のボ
クシングを体感せよ！

シネマ歌舞伎 
歌舞伎 NEXT 阿弖流為（アテルイ）

©Sakiko Nomura

6/25 -

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 / 2h04

アントワン・フークア
ジェイク・ギレンホール / レイチェル・マクアダムス

©2016 映画「64」製作委員会

6/11 - 

警察内部の権力争いと報道陣と
の軋轢に巻き込まれ、心を擦り
減らしながら奔走する三上の前
に、新たな誘拐事件が発生。明
らかにロクヨンを模したとみら
れる内容から同一犯を疑うのだ

が、そこには驚愕の真相が隠され
ていた…。横山秀夫原作、歴史的
ハードボイルドミステリー完結編！

６４ ロクヨン 後編

ボーダーライン

2015 / アメリカ / 2h01

ドゥニ・ヴィルヌーヴ
エミリー・ブラント / ベニチオ・デル・トロ

©2015 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. Richard Foreman Jr. SMPSP

6/11 - 6/17

FBI 捜査官のケイトはメキシコの麻
薬カルテル壊滅を目的とする特殊
チームに抜擢される。そこで目にした
ものは、暴力に支配された街で、非
合法な手段を駆使するチームの方針
だった。善悪の境界で揺れる倫理観
を、『灼熱の魂』のドゥニ・ヴィルヌー
ブ監督が一切の妥協なく描ききる。

2016 / 日本 / 1h59

瀬々敬久
佐藤浩市 / 綾野剛 / 榮倉奈々 / 瑛太

横山秀夫

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

阿部寛 / 真木よう子 / 小林聡美 / 樹木希林

池田千尋 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

2016 / 日本 / 1h04

柳沢テツヤ
神谷浩史 / 戸松遥 / 梶裕貴 / 阿澄佳奈

HoneyWorks

高校３年の秋。幼馴染の瀬戸口優に
片思い中の榎本夏樹は、なかなか素直
になれず「優は“告白”の練習相手だ」
と言ってしまう。そうやって素直になれ
ない夏樹に、仲良しの恋雪がデートに
誘ってきて…。HoneyWorksによる
恋愛群像劇が待望の映画化！
一般・大学生 1,300 円／高校生以下 1,000 円

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

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

殿、利息でござる！
©2016「殿、利息でござる！」製作委員会

上映中

江戸中期、仙台藩・吉岡宿の庶
民は重い年貢に苦しんでいた。そ
こで商人の十三郎たちは、町を
救うために「藩に大金を貸付け、
利息を巻き上げる」というとんで
もない計画を思い立つが…。驚

きの実話に基づいた感動と笑いの
娯楽時代劇！殿さま役で出演した
羽生結弦の初演技にも注目!!

作家として成功する夢を捨てきれな
い良多には、別れた妻と、11歳の息
子がいる。ある晩、団地で一人暮らし
をする良多の母の家に集まった彼ら
は、台風のせいで一夜をともに過ご
すことになるが…。夢見た未来とは違
う現在を生きる大人たちの姿を是枝
裕和監督がオリジナル脚本で描く。

第 88 回 アカデミー賞 
主演女優賞 受賞

第 65 回 ベルリン国際映画祭
銀熊賞（女優賞・男優賞）ダブル 受賞

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


