
牡蠣工場（かきこうば）

2015 / 日本 - アメリカ / 2h25
想田和弘

©Laboratory X, Inc.

3/26  - 4/8

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

3/26 -

派遣社員の七海はSNSで知り合っ
た男性と結婚するが、直後に浮気が
発覚。しかし、義母に逆に浮気の罪
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 と々奇
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。

舞台は、瀬戸内海にのぞむ美しき
万葉の町・岡山県牛窓 (うしまど )。
牡蠣工場という小宇宙に、グローバ
ル化、少子高齢化、過疎化、第一
次・第二次産業の苦境、労働問題、
移民問題、そして震災の影響など、
大きな問題が浮かび上がってくる。
果して牡蠣工場の運命は…？

ドラゴン・ブレイド

2014 / 中国 - 香港 / 1h43
ジャッキー・チェン / ジョン・キューザック

©2015 SPARKLE ROLL MEDIA CORPORATION HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION SHANGHAI FILM 
GROUP CO., LTD. SHENZHEN TENCENT VIDEO CULTURE COMMUNICATION LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

3/26  - 4/8

ダニエル・リー

前漢時代の中国。少数民族が小競り
合いを続けるシルクロードにローマ
帝国の大軍勢が攻め入ってくる。警備
隊長フォ・アンは、一致団結して戦う
ことを提案するが…。主演とアクショ
ン監督を兼任したジャッキーの衰え
知らずの立ち回りと、砂嵐のなか繰り
広げられる戦闘シーンが圧巻。

完全なるチェックメイト

2015 / アメリカ / 1h55

エドワード・ズウィック
トビー・マグワイア / リーブ・シュレイバー

©2014 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. Photo Credit: Tony Rivetti Jr.

3/26  - 4/8

米ソ冷戦下、1972年に開催された
チェス世界王者決定戦は、両国の威
信をかけた “知 ” の代理戦争として
世界中の注目を集めていた。宿敵二
大国家の大統領が影のセコンドに
ついた、究極の頭脳戦。チェス界の
モーツァルトが苦悩と狂気の果てに
生み出した、まさかの［一手］とは…。

バットマン vs スーパーマン
ジャスティスの誕生

©2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND 
RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

3/25 -

その力で人々を救ってきた男 “ スー
パーマン ”、その技で悪と戦ってき
た人類最強の男 “ バットマン ”。正
義のために戦ってきた、全世界で最
も有名な２大ヒーローが激突する！
なぜ敵対するのか？戦いの果てに待
ち受ける本当の正義とは？いまヒー
ロー映画の概念が打ち破られる ! !

2016 / アメリカ / 2h32

ザック・スナイダー
ベン・アフレック / ヘンリー・カヴィル

クリストファー・ノーラン

僕だけがいない街

2016 / 日本 / 2h00

平川雄一朗
藤原竜也 / 有村架純 / 石田ゆり子 / 杉本哲太

©2016 映画『僕だけがいない街』製作委員会

3/19 - 

三部けい

2016 / 日本 / 時間未定

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

4/23 -

武田綾乃

テレビ放送され人気を博し続編製作
も決定している京都アニメーションの

「響け！ユーフォニアム」が劇場版となっ
て銀幕デビュー！吹奏楽部で “ ユー
フォニアム” を吹いていた黄前久美子
が、かつて吹奏学部の名門といわれて
いた高校へ進学し、数々の試練を乗り
越えていく青春音楽アニメーション。

©2016「エヴェレスト 神々の山嶺」製作委員会

上映中

世界最高峰エヴェレストに魅せられた
山岳カメラマン・深町誠と、孤高の天才
クライマー・羽生丈二。１台の古いカメ
ラによって運命的に出会った２人の男
は、呼吸すら困難な極限領域で、前人未
到の挑戦に挑む。映像化不可能と言わ
れた夢枕獏の世界的ベストセラーを豪
華キャストで映画化した感動超大作！

エヴェレスト
神々の山嶺（かみがみのいただき）

2016 / 日本 / 2h02
岡田准一 / 阿部寛 / 尾野真千子 / ピエール瀧

加藤正人 夢枕獏平山秀幸

家族はつらいよ

キャロル

2015 / アメリカ / 1h58

トッド・ヘインズ
ケイト・ブランシェット / ルーニー・マーラ

©2016「家族はつらいよ」製作委員会

©2NUMBER 9 FILMS (CAROL) LIMITED / CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION 
2014  ALL RIGHTS RESERVED

上映中

4/2 - 4/15

パトリシア・ハイスミス

1952年のＮＹ。高級百貨店で働くテ
レーズは、娘のプレゼントを買いにき
たエレガントな女性キャロルに心を
奪われ、本当の恋を知る。パトリシア・
ハイスミスが発表したベストセラー小
説を、トッド・ヘインズ監督が映画化。
女同士の美しい恋を描いた愛の名作。

あやしい彼女

2016 / 日本 / 2h05

水田伸生
多部未華子 / 倍賞美津子 / 要潤 / 小林聡美

©2016「あやカノ」製作委員会 ©2014CJ E&M CORPORATION

4/1 -

73歳のばあちゃんが20歳に若返っ
ちゃった！？思えば早くに夫に先立た
れ、女手一つで子育てをしてきた自
分には青春なんてなかった…と思っ
たばあちゃんは、せっかくだから楽し
むことに！天性のルックスと歌声、そ
して毒舌キャラが炸裂！笑えて泣け
るキュートなコメディの誕生です！

50年以上にわたりその時代に生きる
“家族”を撮り続けてきた山田洋次
監督による、『男はつらいよ』シリーズ
以来20年ぶりとなる喜劇作品。突然
の熟年離婚騒動に家族一同戸惑い、
大慌て。これを機に家族会議が開か
れるが…。『東京家族』で一家を演
じた豪華キャスト８人が再結集 !!

テラフォーマーズ
© 貴家悠・橘賢一／集英社 ©2016 映画「テラフォーマーズ」製作委員会

4/29 -

ディーパンの闘い

2015 / フランス / 1h55

ジャック・オディアール
アントニーターサン・ジェスターサン / カレアスワリ・スリニバサン

©2015 - WHY NOT PRODUCTIONS - PAGE 114 - FRANCE 2 CINEMA - PHOTO: PAUL ARNAUD

4/9 - 4/15

見ず知らずの女と少女とともに、家
族を装いフランスへ入国した元兵士
のディーパン。暴力を放棄し、異な
る文化に適応しようとするが、「家
族」を守るため再び闘いへ身を投
じてゆく。混迷する欧州社会への
怒りがみなぎる人間ドラマの傑作。

ライチ☆光クラブ

2015 / 日本 / 1h54
野村周平 / 古川雄輝 / 中条あやみ / 間宮祥太朗

©2015『ライチ☆光クラブ』製作委員会

内藤瑛亮

4/2 - 4/8

古屋兎丸

９人の少年たちが結成した秘密基地
“ 光クラブ ”。醜い大人を憎み、永遠
に美しい14歳であることを望む彼ら
は、ある目的のために人造人間 “ ラ
イチ” を作り上げるのだが…。旬な若
手俳優の競演で古屋兎丸のカルトコ
ミックを実写化。少年たちの愛憎と裏
切りを耽美的に描く青春残酷物語。

2014 / フランス / 1h33

マレーネ・イヨネスコ
ウリヤーナ・ロパートキナ / アニエス・ルテステュ

©2014 DELANGE PRODUCTION

4/9 - 4/15

世界最高峰のバレエ団、ロシアのマ
リインスキー・バレエで20年にわた
りプリンシパルを務めるウリヤーナ・
ロパートキナのドキュメンタリー。

「瀕死の白鳥」をはじめとした舞台映
像のほか、プライベートにおける知
られざる素顔にも迫り、伝説のバレ
リーナの魅力を多角的に映し出す。

ロパートキナ 孤高の白鳥

2016 / アメリカ / 時間未定

アンソニー・ルッソ / ジョー・ルッソ
クリス・エヴァンス / ロバート・ダウニー・Jr.

©2015 Marvel

4/29 -

追憶の森

2015 / アメリカ / 1h50

ガス・ヴァン・サント
マシュー・マコノヒー / 渡辺謙 / ナオミ・ワッツ

©2015 Grand Experiment, LLC.

4/29 -

自殺のために富士の樹海に訪れた
アーサーは、そこでタクミという男に
出会い、一緒に出口を探すことに…。
自殺の名所を舞台に、アメリカ人男
性が日本人との交流を通じて再生し
ていく姿を描く。ガス・ヴァン・サ
ント監督、マシュー・マコノヒー＆
渡辺謙が贈る感動のミステリー。

幾度も世界の危機を救ってきたアベ
ンジャーズ。しかし政府は彼らのそ
の力を恐れ、無許可での活動を禁止
した。アイアンマンはそれに従うこと
にするが、キャプテンは疑問を抱く。
そんな中起きた事件により二人は対
立することに。それはチームを二分
する禁断の戦いの始まりだった!!

シビル・ウォー
キャプテン・アメリカ

2016 / 日本 / 1h50

中島かずき三池崇史
伊藤英明 / 武井咲 / 山下智久 / 山田孝之

貴家悠 / 橘賢一

黒崎くんの
言いなりになんてならない

2016 / 日本 / 1h33

月川翔
中島健人（Sexy Zone）/ 小松菜奈 / 千葉雄大

©「黒崎くんの言いなりになんてならない」© マキノ／講談社

4/9 - 4/28

マキノ

大ヒット中の少女漫画が遂に実写映画
化！冴えない自分からの転校デビューを
目指して1ヶ月、赤羽由宇は“黒悪魔”こ
とドS 男子の黒崎晴人の無理難題に翻
弄される毎日。心は憧れの“白王子”こ
と白河タクミに傾きながらも「躾だ」と
迫って来る黒崎くんが気になって…。ド
キドキシーンの連続にキュン死確定！！

愛しき人生のつくりかた

2015 / フランス / 1h33

ジャン＝ポール・ルーヴ
アニー・コルディ / ミシェル・ブラン

©2013 Nolita cinema - TF1 Droits Audiovisuels - UGC Images - Les films du Monsieur - 
Exodus - Nolita invest

4/16 - 4/22

最愛の夫に先立たれてしまったお
茶目で心優しいおばあちゃんのマド
レーヌ。１人になって初めて自分の人
生を振り返り、ふと思い立ってパリを
後にする。孫のロマンは彼女を探し
て旅に出ることに。手がかりはおばあ
ちゃんの想い出のどこかに…。笑いと
涙を誘う、３世代の家族の物語。

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～

猫なんかよんでもこない。

2015 / 日本 / 1h43
風間俊介 / つるの剛士 / 松岡茉優 / 市川実和子

©2015「猫なんかよんでもこない。」製作委員会

4/9 - 4/15

山本透 杉作

崖っぷちボクサーのミツオは犬派に
もかかわらず、兄が拾ってきた２匹の
子猫と暮らすことに。気ままな猫に振
り回される毎日だったが、夢が破れ
た日も、泣きたい夜も、ずっとそば
にいてくれたのはそんな猫たちだっ
た…。かわいすぎる猫とのかけがえ
ない日々を綴った猫映画の決定版！

不屈の男 アンブロークン

2014 / アメリカ / 2h17
ジャック・オコンネル / ドーナル・グリーソン

©2014 UNIVERSAL STUDIOS

ジョエル・コーエン / イーサン・コーエンアンジェリーナ・ジョリー

3/19 - 4/1

ベルリン五輪で国民的英雄となった
ルイ・ザンペリーニ。第二次大戦中、
搭乗していた爆撃機が事故で墜落し、
太平洋を47日間漂流後、日本軍の捕
虜となってしまう。収容所の所長に目
をつけられ過酷な日々を強いられた
が、彼は決して諦めることはなかっ
た…。魂を揺さぶる感動の物語。

2015 / アメリカ / 2h10

アダム・マッケイ
クリスチャン・ベール / ブラッド・ピット

マネー・ショート
華麗なる大逆転

©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

4/9 - 4/22

世界経済を襲ったリーマンショックの
裏側でウォール街を出し抜いた４人の
アウトローたちがいた！金融業界の仰
天実話を超豪華キャストでユーモラス
かつドラマチックに描く。ウォール街の
巨大金融機関の権威も常識も全て敵に
まわした男たちの痛快すぎる大勝負!!

第 88 回 アカデミー賞 脚色賞 受賞第 88 回 アカデミー賞 作曲賞 受賞

クエンティン・タランティーノ

ヘイトフル・エイト

2015 / アメリカ / 2h48
サミュエル・Ｌ・ジャクソン / カート・ラッセル

©Copyright MMXV Visiona Romantica, Inc. All rights reserved.

4/9 - 4/22

吹雪の夜、山小屋に閉じ込められた
クセ者８人。素性が明らかになるに
つれ事態は生き残りをかけた殺人ミ
ステリーへと変貌を遂げる。70mm
フィルムで撮影されたタランティーノ
印100％のバイオレンス巨編。紅一点
J・J・リーがド肝を抜く演技を披露！

火の山のマリア

2015 / グアテマラ - フランス / 1h33

ハイロ・ブスタマンテ
マリア・メルセデス・コロイ / マリア・テロン

©LA CASA DE PRODUCCION y TU VAS VOIR-2015

4/16 - 4/22

先住民族マヤ人が困窮にあえぎながら
暮らすグアテマラの火山のふもと。想
いを寄せる青年とのアメリカ行きを夢
見る17歳のマリアにも、過酷な現実が
次 と々襲いかかり…。太古からの文化と
現代文明の狭間に揺れるマヤ人の生活
を力強く活写したヒューマンドラマ。

第65回ベルリン国際映画祭 銀熊賞 受賞

最愛の子

2014 / 中国 - 香港 / 2h10

ピーター・チャン
ヴィッキー・チャオ / ホアン・ボー

©2014 We Pictures Ltd.

4/16 - 4/28

３歳の息子が誘拐された。３年の月
日を経て見つかった息子は実の両
親のことを忘れていた。一方、育ての
母親も、亡き夫が他の女に産ませた
子供だと信じていて…。産みの親と
育ての親、双方が持つ “親の愛” の
行方は…？中国で実際に起きた誘拐
事件に基づくヒューマンミステリー。

フィフス・ウェイブ

2015 / アメリカ / 1h52

J・ブレイクソン
クロエ・グレース・モレッツ / ニック・ロビンソン

4/23 -

突如飛来した知的生命体「アザーズ」
の４度に渡る攻撃で人類の99％が死
滅した地球。生き残ったキャシーは、
人類を滅亡に導く最後の攻撃 “ フィ
フス・ウェイブ” を防ぐため、彼らの
秘密を探り始めるのだが…。現代の
CG 技術を駆使した驚異の映像で描
かれるSF サバイバルミステリー。

2016 / 日本 / 1h48

山田洋次 平松恵美子
橋爪功 / 吉行和子 / 西村雅彦 / 夏川結衣

身近に起こる事件･ 事故を止めなけ
れば、自動的に数分前に戻り、何度で
も同じ時間を繰り返す「リバイバル」
という現象に巻き込まれた悟。ある
日、悟の母が殺害されリバイバルが
起こるが、そこはなんと18年前だっ
た…。「マンガ大賞」などで話題のSF
ミステリーがついに実写映画化！

21世紀。人類は火星移住を夢見て “ 火
星地球化計画” を進めるため、まずは
コケと《ある生物》を火星へと放った
―。それから500年後、異常進化して
凶暴になってしまった《ある生物》を
駆除するため火星へ15人の日本人が
送り込まれる！人類史上最悪の敵〈テ
ラフォーマー〉との戦いが、今始まる！

アーロと少年

2015 / アメリカ / 1h41

ピーター・ソーン 
安田成美 / 松重豊 / 八嶋智人 / 片桐はいり

©2015 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

上映中

ジョン・ラセター 

もしも地球に隕石が衝突せず恐竜が
絶滅していなかったら―。世界中で
愛されるピクサー・スタジオ最新作は、
雄大な大自然の中で恐竜と人間の子
供が繰り広げる大冒険ファンタジー。
甘えん坊で臆病者の恐竜アーロと、
小さな体で勇敢な少年スポットのか
けがえのない絆を描いた感動作！

偉大なるマルグリット

2015 / フランス / 2h09

グザヴィエ・ジャノリ
カトリーヌ・フロ / アンドレ・マルコン / クリスタ・テレ

©2015 - FIDELITE FILMS - FRANCE 3 CINEMA - SIRENA FILM - SCOPE PICTURES - 
JOUROR CINEMA - CN5 PRODUCTIONS - GABRIEL INC.

4/16 - 4/22

マルグリット夫人は歌うことが大好
きだった。しかし彼女だけが “自分
が絶望的な音痴” だということを知
らなくて…。礼儀で贈られた拍手に
気を良くした夫人は、本格的なリサ
イタルを開こうと決意して…。“ 伝説
の音痴”と呼ばれた実在の歌姫を
モデルに描く、前代未聞の感動作！

マリーゴールド・ホテル
幸せへの第二章

2015 / イギリス - アメリカ / 2h03

ジョン・マッデン
ジュディ・デンチ / マギー・スミス

©2014 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

4/16 - 4/28

悠々自適な隠居生活を求めてインド
にやってきたイギリス人シニアたち
の群像劇『マリー・ゴールドホテル
で会いましょう』の続編。５人の男
女が若き支配人の結婚と、謎めいた
宿泊客の登場に翻弄されてゆく。色
鮮やかなインドを舞台に、人生を豊
かにするヒントが詰まった感動作。

ズートピア

2016 / アメリカ / 1h49
Dream Ami（日本語吹き替え）

©2016 Disney. All Rights Reserved.

バイロン・ハワード / リッチ・ムーア

4/23 -

動物たちが共存する文明社会ズート
ピアで、ウサギとして初の警察官に
なったジュディ。詐欺師のキツネ・
ニックとともに、ある事件の捜査に
あたるが、そこにはズートピアを狙
う陰謀が隠されていた。半人前の
ジュディと、夢を忘れてしまったニッ
クの友情を描く冒険ファンタジー。

ジョン・ラセター

第 88 回 アカデミー賞
主演女優賞／助演女優賞他 ６部門ノミネート

第 68 回カンヌ国際映画祭
パルムドール 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


