
仮面ライダー１号
©2016「仮面ライダー１号」製作委員会 © 石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・東映

3/26 - 

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

仮面ライダーの誕生から45年。仮面
ライダー１号＝本郷猛は、海外で戦
い続けていた。しかしとある少女の
危機を知り急遽帰国することに。そ
して仮面ライダーゴースト＝天空寺
タケルらと出会い、共に強大な悪へ
と立ち向かう！仮面ライダー1 号を
演じるのは、もちろん藤岡弘、！

金田治

2016 / 日本 / 時間未定
藤岡弘、/ 西銘駿 / 岡本夏美 / 阿部力

石ノ森章太郎

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!? 思いがけず訪れた二度
目の青春を楽しもうと、ばあちゃんは
髪型も名前も変えて人生を再スター
ト！天性の歌声で周囲を魅了し、まさ
かのバンドデビューへと至るが…。可
愛いのに、どこか変。秘密を抱えたあ
やしい20 歳が日本中を席巻する！

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 -

人生に絶望し、自殺しようと富士の
樹海を訪れたアーサーは、そこで
傷つき彷徨っていたタクミと出会う。
放っておけず、やむなく大自然の中
を助け合いながら出口を求めて進む
うちに、２人は徐々に心を開いてい
き…。マシュー・マコノヒーと渡辺
謙共演で贈る、感動のミステリー。

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 - PAGE114 - FRANCE 2 CINEMA

4/2 - 4/8

内戦下のスリランカで全てを失った
ディーパンは、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。
しかし平穏な暮らしを目前に、３人は再
び暴力に襲われて…。移民問題に揺れる
欧州の現状を背景に、新たな家族のた
めに闘う男の姿が胸を打つ傑作。

第 68 回カンヌ国際映画祭
パルムドール 受賞

ズートピア

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

©2016 Disney. All Rights Reserved.

4/23 -

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。

あらゆる種類の動物たちが人間の
ように暮らす超ハイテク文明社会
“ズートピア” で、行方不明事件が発
生した！ウサギとして初の警察官に
なったジュディが、夢を信じる力とサ
ギ師のキツネ・ニックとの友情を武
器に、恐るべき陰謀に挑む！はたし
てジュディとズートピアの運命は！？

ゾンビスクール！

2014 / アメリカ / 1h28

ジョナサン・ミロ/カリー・マーニオン
イライジャ・ウッド/レイン・ウィルソン

©2014 Cooties, LLC All Rights Reserved

4/16 - 4/22

とある小学校の今日の給食は、みん
な大好きチキンナゲット！でも、ナ
ゲットを食べた子供たちがグレ○リ
ンもびっくりのゾンビになっちゃっ
た！！おイタが過ぎる子供たちには再
教育が必要だ！？いかれた教師たち
vs キッズゾンビの戦いが始まった！
爆笑必至の学園ゾンビコメディ！！

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

4/9 - 4/15

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。

2016 / 日本 / 1h49

古沢良太金子修介
野村萬斎 / 宮迫博之 / 安田章大 / 杉咲花

©2016「スキャナー」製作委員会

4/29 -

物や場所に残った人間の記憶や感情
＝「残留思念」を読み取ることができ
る元お笑い芸人・仙石和彦。その能力
を使ったネタで丸山とコンビを組み
日本中を湧かせたこともあったが、そ
れも昔の話。ある日、女子高生ピアニ
ストの亜美から行方不明になった音
楽教師の捜索依頼が舞い込むが…。

スキャナー
記憶のカケラをよむ男

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

PERSONA3 THE MOVIE
#4 Winter of Rebirth

2016 / 日本 / 1h45

田口智久
石田彰 / 豊口めぐみ / 鳥海浩輔 / 田中理恵

©ATLUS ©SEGA ／劇場版「ペルソナ 3」製作委員会

4/16 - 4/28

出会いと別れを繰り返し戦い続けて
きた結城理と仲間たちは、自らの進
む先に平穏な日々があると信じてい
た。だが、友人だと思っていた少年に
非情な現実を突き付けられ…。人気
ゲーム「ペルソナ３」を原作とした劇
場用アニメーション「 PERSONA3 
THE MOVIE」シリーズの第４作。

バットマン vs スーパーマン
ジャスティスの誕生

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

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

3/25 -

製作総指揮：クリストファー・ノーラン

前作『マン・オブ・スティール』で英
雄から一転、皮肉にも人類の脅威と
化したスーパーマン。この事態を受
け、闇で悪と戦ってきたバットマン
は彼に対抗する決意を固める。お互
い正義＝ジャスティスの為に戦ってき
た２人がなぜいま敵対するのか。最
も有名な２大ヒーローが激突する！

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.

4/23 - 5/6

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。

家族はつらいよ
©2016「家族はつらいよ」製作委員会

上映中

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 !!

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 -

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き…。
そんな中起きた事件により２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

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・スタジオの最新作は、
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！

新劇場版 頭文字D Legend３ - 夢現 -

2016 / 日本 / 1h05
宮野真守 / 小野大輔 / 中村悠一 / 内田真礼

© しげの秀一／講談社・2016 新劇場版「頭文字 D」L3 製作委員会

中智仁

4/2 - 4/15

しげの秀一 

驚異的な走り屋の能力を覚醒させた
拓海と、名実ともにNo.1 の高橋涼介
のバトルが遂に始まる。互いの実力が
ぶつかり合う名勝負、伝説的な夜を制
するのは果たして…。かつて一世を風
靡したコミックをハイクオリティな映
像でリブートした新シリーズ最終章！
特別料金 1,300 円均一

日高政光 

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 - 4/28

母よ、

2015 / イタリア - フランス / 1h47
マルゲリータ・ブイ / ジョン・タトゥーロ

©Sacher Film . Fandango . Le Pacte . ARTE France Cinema 2015

4/16 - 4/28

ナンニ・モレッティ

病床の母を抱える映画監督のマル
ゲリータ。新作の撮影はトラブルメー
カーの主演俳優とぶつかって難航
中。そこへ母の余命宣告まで受けて
しまい…。世界三大映画祭すべてで
受賞歴を持つイタリアの名匠ナンニ・
モレッティが、母親への万感の想い
を込めたヒューマンドラマの傑作。

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

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 -

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…。人類史上最悪の敵〈テ
ラフォーマー〉との戦いが、今始まる！

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

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！

歌うことが大好きなマルグリット夫
人。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
かった。儀礼的に贈られた拍手に気
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…。“ なぜ彼
女は歌うのか？”という疑問が解か
れるとき、驚きと感動が包み込む…。

更年奇的な彼女

2015 / 中国 / 1h40

クァク・ジェヨン
ジョウ・シュン / トン・ダーウェイ

©New Classic Media Corporation

4/8 -

大学の卒業式で逆プロポーズをする
も玉砕したチー・ジアは、失敗を引き
ずり毎日イライラ。26 歳でまさかの
更年期に！？同級生のユアンは彼女
を立ち直らせようと奮闘するが、プロ
ポーズを断られた彼から彼女宛てに
手紙が届いて…。『猟奇的な彼女』の
監督が贈るドタバタ・ラブコメディ。

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

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

3/26 - 4/8

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、結婚を意識する恋人がい
るものの、どこか充足感の無い日々
を過ごしていた。ある日、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てしまい…。
女同士の美しい愛を描いた物語。

第 68 回 カンヌ国際映画祭 主演女優賞 受賞

クエンティン・タランティーノ エンニオ・モリコーネ

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.

4/2 - 4/22

猛吹雪のある夜、８人のクセ者たち
が山小屋に閉じ込められた。やがて
密室殺人が発生。疑心暗鬼に陥る
中、心理的探り合いが始まって…。分
かっているのは８人全員が嘘をつい
ていること！タランティーノ印100％で
贈る密室バイオレンス・ミステリー！

第 88 回 アカデミー賞 作曲賞 受賞

マリーゴールド・ホテル
幸せへの第二章 ディバイナー 戦禍に光を求めて

2015 / イギリス - アメリカ / 2h03

ジョン・マッデン
ジュディ・デンチ / リチャード・ギア

©2014 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

4/2 - 4/15

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いき…。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。

Maiko ふたたびの白鳥

2015 / ノルウェー / 1h10

オセ・スベンハイム・ドリブネス
西野麻衣子 / 西野衣津栄

4/16 - 4/22

東洋人で初めてノルウェー国立バレ
エ団のプリンシパルとなった西野麻
衣子。30 代で出産を経た彼女は、一
人二役、そして32回転の大技が組み
込まれている「白鳥の湖」での舞台復
帰を決意するが…。家族に支えられ
ながら新たなステージへと挑戦する、
ひとりの女性のドキュメンタリー。

99分, 世界美味めぐり

2014 / スウェーデン / 1h39

トーマス・ジャクソン / シャーロット・ランデリウス ほか
アイステ・ミセヴィチューテ / パーム・パイタヤワット

©2014 B REEL. All Rights Reserved.

4/16 - 4/22

世界中の星付きレストランや、知る人
ぞ知る秘境の味覚を巡るグルメド
キュメンタリー。案内役を務めるの
は、最高のひと皿を求めて各地を巡り、
SNSで情報発信する「フーディーズ」
のなかでも選りすぐりの５人。個性
も背景もそれぞれの彼らとともに、
いざ至高の美味めぐりの旅へ！

ひつじ村の兄弟

2015 / アイスランド - デンマーク / 1h33

グリームル・ハゥコーナルソン
シグルヅル・シグルヨンソン / テオドル・ユーリウソン

©2015 Netop Films, Hark Kvikmyndagerd, Profile Pictures

4/16 - 4/22

アイスランド辺境の村に暮らす羊飼
いの老兄弟グミーとキディー。40 年
間絶縁状態の彼らは、ある事件を機
に、重大な秘密と罪を共有することに
なる。皮肉とユーモアの絶妙な配分で
描かれる人間の意地と、あまりに突飛
な兄弟愛の顛末をとくとご覧あれ。

第 68 回カンヌ国際映画祭
「ある視点部門」グランプリ

2014 / オーストラリア - アメリカ - トルコ / 1h51

ラッセル・クロウ
ラッセル・クロウ / オルガ・キュリレンコ

©2014 DIVINER HOLDINGS PTY LTD, RATPAC ENTERTAINMENT LLC, NETWORK INVESTMENT 
HOLDINGS LIMITED, SEVEN NETWORK (OPERATIONS) LIMITED AND MEGISTE FILMS PTY LIMITED

4/9 - 4/15

1919 年。コナーは第一次大戦が収
束しても帰らぬ３人の息子を探すた
め、トルコへ旅立った。遥か遠い異国
の地での捜索は困難を極めた。それ
でも宿屋の女主人らの助けを得て、
やがて微かな希望を掴むのだが…。
Ｒ.クロウ渾身の初監督作品は、底知
れぬ“父の愛 ”を描いた一大叙事詩。

NINJA THE MONSTER

2015 / 日本 / 1h25

落合賢
ディーン・フジオカ/森川葵/和田聰宏

©2015 松竹

3/26 - 4/8

忍者禁止令が出された架空の日本。
伝蔵は忍びであることを隠しつつ、
姫を江戸まで送り届ける任務に就い
ていた。道中 “もののけ ” たちに襲
われ、壮絶な戦いを繰り広げながら
旅路を急ぐのだが…。ディーン・フジ
オカを主演に迎えた新感覚時代劇
が緊急公開！  料金：1,500 円均一

2016 / アメリカ / 1h49
Dream Ami（日本語吹替）

バイロン・ハワード / リッチ・ムーア ジョン・ラセター

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


