
花芯（かしん）バースデーカード

2016 / 日本 / 2h03

吉田康弘
橋本愛 / 宮﨑あおい / ユースケ・サンタマリア

栄光のランナー
1936 ベルリンフラワーショウ！

太陽のめざめ きみがくれた物語白い帽子の女

2015 / アメリカ / 2h02

アンジェリーナ・ジョリー・ピット 
ブラッド・ピット / アンジェリーナ・ジョリー・ピット

ストリート・オーケストラ

少女

Credit : Focus Features ©2016 Trinity Race GmbH / Jesse Race Productions 
Quebec Inc. All Rights Reserved.©2014 Crow's Nest Productions

©2015 LES FILMS DU KIOSQUE - FRANCE 2 CINEMA - WILD BUNCH - RHONE 
ALPES CINEMA – PICTANOVO ©2016, Choice Films, LLC All Rights Reserved.©2015 UNIVERSAL STUDIOS©gullane

©2015 SKY ITALIA SRL - all rights reserved

©2016「少女」製作委員会

©2016「花芯」製作委員会 ©2015 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved.©2016「バースデーカード」製作委員会© 大場つぐみ・小畑健／集英社　©2016「DEATH NOTE」FILM PARTNERS

2014 / アメリカ / 1h46
ジェイコブ・サルバーティ / エミリー・ワトソン

生きうつしのプリマ
©2014 Little Boy Production, LLC. All rights Reserved.

10/8 -

10/29 - 11/4 10/1 - 10/710/22 -10/29 -

10/8 - 10/14 10/15 - 10/21
©2015 Concorde Filmverleih / Jane Betke

10/15 - 10/2810/1 - 10/14

10/22 - 10/28 10/29 - 11/410/22 - 11/410/22 - 11/4

10/8 - 10/14

アスファルト
©2015 La Camera Deluxe - Maje Productions - Single Man Productions - Jack Stern Productions - 

Emotions Films UK - Movie Pictures - Film Factory

10/15 - 10/21

ヤング・アダルト・ニューヨーク
©2014 InterActiveCorp Films, LLC.

10/1 - 10/14

木村カエラ

転校生の言葉に触発され、人の死
の瞬間を目撃したいと思う高校２年
生の由紀。一方、いじめに遭っている
敦子もまた、死を見ることで生きる勇
気が持てるのではないかと考えてい
た。死を知りたいという願望に囚われ
た少女たちの夏休みを描いた、湊か
なえのベストセラーが遂に映画化。

キラこと夜神月とＬの対決から10
年。死神が地上に６冊のデスノート
をばらまき世界中が大混乱に陥った。
キラ事件の捜査官・三島はＬの後継
者・竜崎と捜査にあたるが、キラ信
奉者のサイバーテロリスト・紫苑が
現れ…。デスノートを巡る究極の頭
脳戦！新世界の神となるのは誰か？

愛する子供たちの成長を見守ってい
きたいと願う母の想いは、病によっ
て妨げられようとしていた。余命迫
る母は、子供たちが 20 歳になるま
でのバースデー・カードを書き始め
て…。毎年届く母からのバースデー・
カードに励まされながら成長していく
娘と、子を想う母の愛の物語。

園子は親が決めた許嫁と結婚し息
子をもうけるも、そこに愛は無く、退
屈な日 を々送っていた。しかしある日、
夫の上司である越智と出会い、初め
ての恋に落ちてしまう。戸惑いながら
も自分の子宮の叫びを抑えられなく
なっていき…。瀬戸内寂聴原作の
衝撃の恋愛文学が待望の映画化。

引退した登山家オム・ホンギルのもと
に、後輩ムテクがヒマラヤ下山中に遭
難死したと報せが入る。誰もが遺体
回収を諦めるなか、ホンギルはかつて
の仲間たちを集め、山頂付近に眠る
亡骸を探す過酷な遠征に挑む。実話
に基づいた77日間の軌跡を、実際
の遠征隊さながらのリアリティで描く。

自分の庭で世界を変えたい！と有名
デザイナーの下で働くメアリーは、上
司にデザインを盗まれた挙句にクビ
になってしまう。しかし世界最高峰の

「チェルシー・フラワーショー」への
出場権を勝ち取り、夢へと一歩前進！
ライバルは元上司とチャールズ皇太
子 ?! 雑草魂で金メダルを目指す！

第二次世界大戦下のアメリカ。ペッ
パーは大好きな父親を戦場から呼び
戻すため、司祭とその友人ハシモトの
力を借りて “ 父親奪還大作戦 ” を開
始した。少年の一途な想いは海を越
えて父親へと届くのか？少年と日系人
による、人種や年齢を超えた友情を
通して描かれる平和へのメッセージ。

メトロポリタン・オペラのプリマドン
ナが亡き母に生き写しであることを
偶然知った娘が、ドイツからニュー
ヨークにやってくる。２人の関係を
探るうちに、母の知られざるもうひと
つの顔が明らかになっていき…。『ハ
ンナ・アーレント』の監督・主 演コ
ンビが贈る、母と娘のミステリー。

ブラジル名門楽団の選考に落ちた
ヴァイオリニストのラエルチは、生活
のためスラム街で教職に就くことに。
ある日、ギャングに演奏を披露し撃退
したことから子供たちも音楽に興味
を持ち始め…。クラシック音楽で逆境
と闘え！スラム街に子供たちの交響
楽団が誕生するまでの感動の実話。

1970 年代、バカンスに訪れたアメリ
カ人夫婦。しかし、２人の間に会話
は少なく、過去に起きた不幸な出来
事により擦れ違っていた。そんな折、
若い新婚夫婦が隣室にやってきて…。
ブラッド・ピットとアンジェリーナ・
ジョリーの１０年ぶりの共演は、南
仏を舞台に綴られる愛の物語。

女性判事フローランスは、10 年前母
親に置き去りにされた少年マロニー
と再会する。感情を抑えられず非行
を繰り返す彼に、同じ境遇から更生
したヤンを教育係につけるのだが…。
どんな境遇でもすべての命に祝福を。
もがき苦しみながら生きる少年が、本
当の愛に出会うまでの感動作。

小さな街で出会ったトラヴィスとギャ
ビーは、結婚し、やがて２人の子供
に恵まれた。しかしある日、ギャビーが
事故に遭い植物状態になってしまう。
彼女は生前 “ 延命措置拒否 ” の書
類にサインしていて…。究極の選択を
迫られたトラヴィスの決断とは？世
界中が涙した、奇跡の愛の物語。

まだまだ若いつもりだが仕事もプラ
イベートもマンネリ気 味な 40代の
夫婦。ある日出会った 20 代カップ
ルの自由なライフスタイルに刺激を
受け、生き生きした日々を取り戻して
いくのだが…。若者たちとのギャッ
プにクスッと笑えて最後にほろっとさ
せてくれる、大人たちの成長物語。

エレベーターが壊れた団地で。車
椅子の男性と謎の看護師、鍵っ子
の少年と落ち目の女優、不時着した
ＮＡＳＡの青年と移民のマダム。孤独
を抱えた６人のもとに思いがけない
出逢いが訪れた。団地という灰色の
箱の中からそれぞれの人生が色鮮
やかに溢れ出す、フランス流人情劇。

ミケランジェロをはじめ、ルネサンス
期の巨匠たちの作品を収蔵している
ウフィツィ美術館と世界遺産の街フィ
レンツェを、高精細３D カメラで捉え
たドキュメンタリー。2011年から修復
作業がおこなわれていたレオナルド・
ダ・ビンチ未完の傑作「東方三博
士の礼拝」の映像も登場します！

ラスト・タンゴ
©WDR / Lailaps Pictures / Schubert International Film / German Kral Filmproduktion

10/15 - 10/21

1948 年の出会いから約 50 年、運
命のパートナーとして共にタンゴを踊
り続けてきたフアン・カルロス・コペス
とマリア・ニエベス。ダンスのコンビ
としては唯一無二の相性を誇る彼ら
は、愛憎を心の内に秘めながら踊り
続けてきて…。彼らの歩んだ愛と葛
藤の歴史をタンゴ・ダンスで再現。

めぐりあう日
©2015 – GLORIA FILMS – PICTANOVO

10/1 - 10/7

自身の出生を調べるため帰 郷した
理学療法士のエルザ。なかなか手
がかりが掴めずにいたが、患者として
出会った中年女性に不思議な親近
感を覚えるようになり…。『冬の小鳥』
で鮮烈なデビューを飾ったウニー・
ルコント監督が、再会する母娘の揺
れる想いを丁寧に描く長編第２作。

アングリーバード

2016 / アメリカ / 1h37

ファーガル・ライリー / クレイ・ケイティス
坂上忍 / りんか＆あんな

©2016 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

10/1 -

全世界30億ダウンロードのゲーム
アプリが『怪盗グルーの月泥棒３D』
のスタッフによって映画化！飛べない
鳥たちが暮らす島・バードアイランド
を舞台に、怒りんぼうのレッドたちが
奪われたタマゴをめぐって大冒険を
繰り広げる！ふわっふわでキュートな
鳥たちの、勇気と絆の感動アニメ！

2015 / フランス / 1h44
セリーヌ・サレット / アンヌ・ブノワ

ウニー・ルコント

2015 / ドイツ - アルゼンチン / 1h25
マリア・ニエベス / フアン・カルロス・コペス

ヘルマン・クラル

2015 / フランス / 1h54
ジャン・デュジャルダン / エルザ・ジルベルスタイン

©2015 Les Films 13 - Davis Films - JD Prod - France 2 Cinema

10/15 - 10/28

クロード・ルルーシュ

インドを訪れたアントワーヌは、フラン
ス大使の妻アンナと出会い、すぐに
意気投合してしまう。そして巡礼の旅
に出るアンナを追ってアントワーヌも
駅のホームに現れて…。パートナー
がいても惹かれてしまう男女の心の
機微をさりげない会話や視線に忍ば
せた、大人のための恋愛映画。

アンナとアントワーヌ
愛の前奏曲（プレリュード）

リトル・ボーイ
小さなボクと戦争

ヒマラヤ
地上 8,000 メートルの絆

フィレンツェ、メディチ家の至宝
ウフィツィ美術館３D４K

彼岸島 デラックス

2016 / 日本 / 1h57

渡辺武
白石隼也 / 鈴木亮平 / 桜井美南

©2016「彼岸島」製作委員会

10/15 -

松本光司の人気コミック原作のサバ
イバル・ホラーの続 編が登場！主
人公・明は、消息不明の兄・篤を
救うべく彼 岸島と呼ばれる未 知の
孤島へやってきた。仲間と共に島を
占拠する吸血鬼の殲滅を試みるが、
再会を果たした兄は吸血鬼と化して
いて…。生き残るのはどっちだ！

HiGH&LOW THE RED RAIN

2016 / 日本 / 時間未定

企画プロデュース：EXILE HIRO山口雄大
TAKAHIRO /登坂広臣/斎藤工

©2016「HiGH&LOW」製作委員会

10/8 -

「EXILE TRIBE」のメンバーが総出演
し、この夏話題をさらった青春アクショ
ン映画『HiGH&LOW THE MOVIE』
の第２弾が早くも登場。これまで登場
していなかった雨宮兄弟の長男・尊龍
に斉藤工を迎え、雨宮３兄弟の過去と
今が明かされる。最高で最強のキズナ
を描いた涙と感動の青春巨編。

2016 / 日本 / 1h52
オダギリジョー / 蒼井優 / 松田翔太 / 北村有起哉
山下敦弘 佐藤泰志

スター・トレック BEYOND
©2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.STAR TREK and related marks are trademarks of CBS Studios Inc.

10/21 -

世界的人気を誇る『スター・ト
レック』を新たに描いた新劇場
版第３弾。エンタープライズ号
のクルー達が未知の領域を探
索し、新たな謎の敵と遭遇する。
製作に J.J. エイブラムス、監督

に『ワイルド・スピード』シリーズの
ジャスティン・リンを迎えた、今秋
最注目のSFアクション超大作！！

オーバー・フェンス
©2016「オーバー・フェンス」製作委員会

10/29 - 11/11

名作『海炭市叙景』『そこのみにて光
輝く』に続く、函館を舞台にした佐藤
泰志原作小説の映画化。妻に見限
られ、職業訓練校に通いながら失
業保険で暮らす中年男と「鳥になり
たい」と願う風変わりなホステス。孤
独な男女の出会いと愛の行方を、限
りない慈しみを込めて描いた傑作。

ニュースの真相
©2015 FEA Productions, Ltd. All Rights Reserved.

10/8 - 10/21

2004年、CBSの報道番組が再選
を目指すブッシュ大統領の軍歴詐称
をスクープした。ところがその情報源
に偽造の疑いが浮上し…。ケイト・ブ
ランシェットとロバート・レッドフォー
ドの名優競演が実現。21世紀最大
のジャーナリズム・スキャンダルを当
事者の目線から描いた実録ドラマ。

トランボ
ハリウッドに最も嫌われた男

デスノート
Light up the NEW world

1950年代、赤狩りの標的となった
脚本家ダルトン・トランボはハリウッ
ドを追放されてしまう。しかし偽名で

『ローマの休日』など数々の名作を
世に送り出していき…。愛する家族や
仲間たちに支えられ、言論や思想の
自由を貫き、偽名でアカデミー賞を２
度も受賞した男の感動の実話。

2015 / アメリカ / 2h04

ジェイ・ローチ
ブライアン・クランストン / ダイアン・レイン

Photo: Hilary Bronwyn Gayle©2015 Trumbo Productions, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

10/1 - 10/7

2015 / オーストラリア - アメリカ / 2h05
ケイト・ブランシェット / ロバート・レッドフォード

ジェームズ・ヴァンダービルト

2016 / 日本 / 2h15

佐藤信介
東出昌大 / 池松壮亮 / 菅田将暉 / 戸田恵梨香 

大場つぐみ・小畑健

2015 / フランス / 1h40
イザベル・ユペール/ジュール・ベンシェトリ

サミュエル・ベンシェトリ

2015 / イタリア / 1h37

ルカ・ヴィオット
ナレーション（日本語版）：小林薫

2016 / アメリカ / 1h51

ロス・カッツ
ベンジャミン・ウォーカー / テリーサ・パーマー

2016 / アメリカ - ドイツ - カナダ / 2h14

スティーヴン・ホプキンス
ステファン・ジェイムス / ジェイソン・サダイキス

2015 / ドイツ / 1h41
カッチャ・リーマン / バルバラ・スコヴァ

マルガレーテ・フォン・トロッタ

© 尾田栄一郎／集英社・スーパー歌舞伎 II「ワンピース」パートナーズ

10/22 -

シネマ歌舞伎 
スーパー歌舞伎 II ワンピース
国民的人気マンガ『ONE PIECE』と
四代目市川猿之助の『スーパー歌舞伎
Ⅱ』が奇跡のコラボ！歌舞伎風にアレン
ジされたルフィ率いる海賊団 “麦わらの
一味”が、海軍に捕まった兄エースを救
うため壮大な戦いに挑む！一世を風靡
した人気演目が遂にシネマ歌舞伎に！
一般・シニア  2,100円／学生・小人 1,500円

2016 / 日本 / 1h58

横内謙介 市川猿之助
市川猿之助 / 市川右近 / 坂東巳之助 / 中村隼人
尾田栄一郎

2014 / アメリカ / 1h37

ノア・バームバック
ベン・スティラー / ナオミ・ワッツ

2015 / ブラジル / 1h43
ラザロ・ハーモス / サンドラ・コルベローニ

セルジオ・マシャード

2015 / フランス / 1h59
カトリーヌ・ドヌーヴ / ロッド・パラド

エマニュエル・ベルコ

2014 / アイルランド / 1h40
エマ・グリーンウェル / トム・ヒューズ

ヴィヴィアン・デ・コルシィ

2015 / 韓国 / 2h04

イ・ソクフン
ファン・ジョンミン / チョンウ

2016 / 日本 / 1h35

安藤尋
村川絵梨 / 林遣都 / 安藤政信 / 毬谷友子

瀬戸内寂聴歌

ティエリー・トグルドーの憂鬱

2015 / フランス / 1h32

ステファヌ・ブリゼ
ヴァンサン・ランドン/カリーヌ・デ・ミルベック

©2015 NORD-OUEST FILMS - ARTE FRANCE CINEMA.

10/22 - 10/28

長らく失業中の中年男、ティエリー。よ
うやく得たスーパーの監視員の職でも、
厳しい選択を迫られることになり…。利
益優先の現代社会の掟に従うか、人と
しての尊厳を貫くか。『母の身終い』の
監督・主演コンビが、社会の片隅に埋
もれそうな物語に光を当てる。

第 68 回 カンヌ国際映画祭男優賞 受賞

アレハンドロ・モンテヴェルデ

ナチスによる人種差別政策に反対す
るため、米国内でベルリン五輪ボイ
コットの機運が高まる中、黒人の陸
上選手であるジェシー・オーエンスも
出場を迷っていた。苦悩の末、本番
を迎えたオーエンスだったが…。史
上初めて１つの大会で４冠を果たし
た男の半生を描いた感動の実話。

ミモザの島に消えた母
©2015 LES FILMS DU KIOSQUE FRANCE 2 CINEMA TF1 DROITS AUDIOVISUELS UGC 

IMAGES

10/29 - 11/4

2015 / フランス / 1h41

フランソワ・ファヴラ
ローラン・ラフィット / メラニー・ロラン

「ミモザの島」と呼ばれる避暑地で、
謎の死を遂げた美しい母。それから
30年、未だ母への喪失感を抱える
アントワンは、死の真相を突き止めよ
うと島を訪れる。炙りだされる偽りの
家族史をサスペンスフルに描き、そ
れぞれの感情の機微を丁寧に掬い
取った上質な人間ドラマ。

2016 / 日本 / 2h00

三島有紀子
本田翼 / 山本美月 / 真剣佑 / 稲垣吾郎

湊かなえ

2016 / アメリカ / 2h03

J.J. エイブラムスジャスティン・リン
クリス・パイン / ザッカリー・クイント

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


