
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

惣領冬実

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

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！

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

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
の給食はフレンチのフルコース」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

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

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokemon ©2016 ピカチュウプロジェクト

7/16 -

ONE PIECE FILM GOLD
© 尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

7/23 -

世界最大のエンターテインメントシ
ティ、グラン・テゾーロ。世界政府す
ら手出し無用の「絶対聖域」として
知られる独立国家を訪れたルフィ
たちは、新世界の勢力図が変わる
ほどの底知れぬ野望に巻き込まれ

ていくのだが…。原作者・尾田栄一郎
が総合プロデューサー！日本中が待
ちに待った究極のシリーズ最新作！

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！

© 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

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！

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

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

原案 : 田尻智

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

アリス・イン・ワンダーランド 時間の旅

©2016 Disney. All Rights Reserved.

7/1 -

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！

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！

2016 / アメリカ / 1h53

ジェームズ・ボビン
ジョニー・デップ / アン・ハサウェイ

ティム・バートン

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

7/30 -

アクション映画の原点『ターザ
ン』を『ハリー・ポッター』の監
督がリメイク。産後間もなくジャ
ングルで動物に育てられた過去
を持つ英国貴族のターザンが、
さらわれた妻を救うため、己の

野生を呼び覚ます！最新技術で動
物たちを描き出した、大迫力のアク
ション・アドベンチャー！

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 / 日本 / 1h43

石原立也
黒沢ともよ / 朝井彩加 / 豊田萌絵 / 安済知佳

© 武田綾乃・宝島社／「響け！」製作委員会

7/9 - 7/22

武田綾乃

黄前久美子は中学の吹奏楽コンクー
ルで負けたときの高坂麗奈の悔し涙
を見てショックを受けていた。高校
の吹奏楽部で再会した２人はお互い
をライバル視し、競い合うようになっ
ていく。絶対に負けたくない！目指す
は全国大会！吹奏楽ファンならずと
も熱くなること必至の青春アニメ！

劇場版 響け！ユーフォニアム
～北宇治高校吹奏楽部へようこそ～

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『グレート・ビューティー』
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

7/16 - 7/29

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。

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.

7/16 - 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！

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

6/25 - 7/8

2016 / 日本 / 1h57

是枝裕和
阿部寛 / 真木よう子 / 小林聡美 / 樹木希林

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。

リップヴァンウィンクルの花嫁

2016 / 日本 / 3h00

岩井俊二
黒木華 / 綾野剛 / Cocco/ 原日出子

©RVW フィルムパートナーズ

6/25 - 7/8

派遣社員の七海はSNSで知り合っ
た男性と結婚するが、直後に夫の浮
気が発覚。しかし逆に浮気の罪を着
せられ家を追い出されてしまう。苦
境に立たされた七海に「なんでも
屋」と名乗る男・安室は次々と奇妙
なバイトを斡旋し…。岩井俊二監督
12年ぶりの長編実写の日本映画。

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

HiGH&LOW THE MOVIE
©HiGH&LOW 製作委員会

7/16 -

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。

2016 / 日本 / 時間未定

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

クリーピー 偽りの隣人

©2016「クリーピー」製作委員会

上映中

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。

2016 / 日本 / 1h59
佐藤浩市 / 綾野剛 / 榮倉奈々 / 瑛太

瀬々敬久 横山秀夫

６４ ロクヨン 後編

©2016 映画「64」製作委員会

上映中

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！

貞子 vs 伽椰子
©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” 対決を決して見逃すな！！

MARS（マース）
～ただ、君を愛してる～

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 - 7/22

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！

2016 / 日本 / 時間未定

宮元宏彰
田中真弓 / 中井和哉 / 岡村明美 / 山口勝平

尾田栄一郎

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 久高オデッセイ 第三部 風章

2015 / 日本 / 1h35

大重潤一郎 
鶴田真由

6/25 - 7/1

鎌田東二

太古より「神の島」と呼ばれてきた沖
縄・久高島。この島では月の満ち欠け
に基づく旧暦に沿って漁や祭祀が行
なわれてきた。そんな島に脈々と受
け継がれる叡知の種火を、12年間撮
り続けた大重潤一郎監督（昨年他
界）の最後にして集大成となる作品。
連日 10:00-／18:50- の２回上映

語

ディストラクション・ベイビーズ

2016 / 日本 / 1h48

真利子哲也
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

7/9 - 7/15

喧嘩に明け暮れ野獣のように生きる
泰良に、「あんた、すげえな！オレとお
もしろいことしようや」と裕也は声を
かける。そして二人は、無差別に通行
人に暴行を加える危険な遊びを始
めたのだった。国内外でカルト的人
気を誇る真利子哲也監督が、若者の
欲望と乾いた狂気を描いた衝撃作。

ロスト・バケーション
7/23 -

休暇を満喫するため秘境のビー
チを訪れたナンシーは、サーフィ
ン中何者かに攻撃を受け、命か
らがら岩場にたどり着く。満潮に
よる岩場の水没まで残りわずか
な中、気が付くと周囲を海面か

ら背ビレを出した獰猛な生物が旋
回していた…。久々に登場した本格
海洋パニック・サスペンス！

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


