
エクス・マキナ
©Universal Pictures

9/3 - 9/16

暗殺
©2015 SHOWBOX AND CAPER FILM ALL RIGHTS RESERVED.

8/27 - 9/2

レジェンド 狂気の美学

2015 / イギリス - フランス / 2h11

ブライアン・ヘルゲランド
トム・ハーディ / エミリー・ブラウニング

©2015 STUDIOCANAL S.A. ALL RIGHTS RESERVED.

8/27 - 9/2

1960年代のロンドンの裏社会を、その
頭脳と暴力で支配していた双子のクレ
イ兄弟。固い絆で結ばれ、やがて一
大帝国を築いていくが、兄レジーに恋
人ができたことから不協和音が発生し
て…。実在の双子ギャングの伝説を１
人２役で演じ分けたトム・ハーディの
演技力と存在感はまさに圧倒的！

ふきげんな過去

2016 / 日本 / 2h00

前田司郎
小泉今日子 / 二階堂ふみ / 高良健吾 / 板尾創路

©2016「ふきげんな過去」製作委員会

8/27 - 9/9

退屈な毎日を過ごす高校生の果子
のもとに、18 年前に死んだはずの伯
母が帰ってくる。図 し々く居候する伯
母との同居生活に苛立つ果子だった
が、退屈だった日常は特別なものに
変わっていき…。異才の劇作家・前
田司郎が小泉今日子＆二階堂ふみＷ
主演で贈る、ほろ苦いひと夏の物語。

嫌な女

2016 / 日本 / 1h45

黒木瞳
吉田羊 / 木村佳乃 / 中村蒼 / 古川雄大

©2016「嫌な女」製作委員会

9/3 - 9/9

桂望実

2016 / アメリカ / 1h52

デイヴ・グリーン
ミーガン・フォックス / ウィル・アーネット

マイケル・ベイ

©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

8/26 -

極悪人シュレッダーが脱獄し、あや
しい科学者やマヌケな子分たちと共
に、再びニューヨークを恐怖のどん
底に陥れようと企てていた。そこに立
ちはだかるのは、世界一有名で最
強の “ 亀 ” たちタートルズ！スリルも
興奮も感動も大幅にパワーアップし
た、ハイスピードアクション超大作！

ミュータント・ニンジャ・
タートルズ  影（シャドウズ）

2016 / アメリカ / 2h10

ジョン・M・チュウ
ジェシー・アイゼンバーグ / マーク・ラファロ

TM &©2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

9/1 -

グランド・イリュージョン
見破られたトリック

AMY エイミー

2015 / イギリス - アメリカ / 2h08

アシフ・カパディア
エイミー・ワインハウス / マーク・ロンソン

©2015 Universal Music Operations Limited. ©Rex Features

9/3 - 9/16

一度聴いたら忘れられない歌声で世
界中を魅了し、27 歳で急逝したエイ
ミー・ワインハウス。多くのスキャンダル
が報道されてきた “ 孤高の歌姫 ” の
素顔を、プライベート映像や彼女の書
いた歌詞から解き明かしていく。これは
音楽を愛した普通の女の子の物語。

第 88 回アカデミー賞 
長編ドキュメンタリー賞 受賞

2015 / イギリス / 1h48

アレックス・ガーランド
ドーナル・グリーソン / アリシア・ヴィキャンデル

社長が所有する山間の別荘に招待さ
れたプログラマーのケイレブ。そこで
待っていたのは美しい女性型ロボット
だった。彼女に搭載された世界初とな
る実用レベルの人工知能のテストに協
力することになるのだが…。人間と人工
知能による心理戦を描いたＳＦスリラー。

第 88 回アカデミー賞 
視覚効果賞 受賞

2015 / 韓国 / 2h19

チェ・ドンフン
チョン・ジヒョン / イ・ジョンジェ / ハ・ジョンウ

イリュージョンを駆使して悪い奴らの
金を奪う４人組 “ フォー・ホースメ
ン ” の今回のターゲットは、裏で不
正を繰り返すハイテク企業。しかし
彼らの前に天才エンジニアが立ちふ
さがって…。イリュージョン vs 科学
の頂上決戦！華麗なショーとスリル
溢れるサスペンスをお見逃しなく！

1933 年。日本の統治下におかれた韓
国臨時政府は、親日家や日本政府要
人らを殺害するため、３人の暗殺者を
呼び寄せていた。一方で日本政府の
密偵でもある韓国臨時政府の刑務
隊長は、その３人を暗殺するため別の
殺し屋を手配していて…。実力派キャス
トで贈る重厚なサスペンス・アクション。

他人と深く関わらずに生きる真面目な
弁護士・徹子と、無邪気に人の心に
入り込む恋多き天性の詐欺師・夏子。
この真逆な性格の２人の物語を吉田
羊、木村佳乃Ｗ主演で描く。女性の
敵は女性であり最高の親友にもなる。
黒木瞳初監督作品は、涙と笑いの
人生リセット・エンターテインメント！

二重生活
©2015「二重生活」フィルムパートナーズ

9/3 - 9/9

哲学科の大学院生・珠は、修士論文
のテーマに “ 哲学的尾行 ” を薦めら
れる。半信半疑のまま隣家の男を尾
行してみると、その男のとんでもない秘
密に辿り着いてしまい…。気付くと珠
は異常なまでの胸の高鳴りを感じて
いた。やがて彼女はこの “ 理由なき
尾行 ” にのめり込んでいくことに…。

2015 / 日本 / 2h06

岸善幸
門脇麦 / 長谷川博己 / 菅田将暉 / リリー・フランキー

小池真理子

2016 / アメリカ / 1h39

デニス・ガンゼル
ジェイソン・ステイサム / トミー・リー・ジョーンズ

あなた、その川を渡らないで 冬冬（トントン）の夏休み

1984（2016 デジタルリマスター） / 台湾 / 1h38

ホウ・シャオシェン
ワン・チークアン / リー・ジュジェン

恋恋風塵（れんれんふうじん）

1987（2016 デジタルリマスター） / 台湾 / 1h50

ホウ・シャオシェン
ワン・ジンウェン / シン・シューフェン

©A MARBLE ROAD PRODUCTION, 1984 Taiwan ©CENTRAL MOTION PICTURE CORPORATION 1987

9/24 -

ロング・トレイル！

9/24 - 9/30 9/24 - 9/30

ダーク・プレイス

鍛え上げられた肉体と冴えわたる頭
脳を駆使し、精密機械のように暗殺
を遂行する『メカニック』が帰って来
る！暗殺稼業から足を洗ったビショッ
プのもとに現れたかつての兄弟子。
その再会が彼を新たな戦いへと巻き
込んでいく。J. ステイサムが魅せる超
絶アクションに大興奮間違いなし！

引退後の平凡な毎日に退屈していた
紀行作家のビルは、全長 3500 キロ
の自然歩道 “ アパラチアン・トレイル ”
の踏破に挑戦することに。40年前にケ
ンカ別れした悪友を相棒に出発する
も、大自然の驚異と体力の衰えが厳し
くて…（汗 ）。２人の冒険はどうなる？！
実話に基づく人生応援ムービー。

1985年。大不況が吹き荒れるアイ
ルランドに暮らす、14歳の冴えない
中学生コナー。ある日、街で見かけ
たイカした少女ラフィナに「僕らのバ
ンドのＰＶに出ないか」と誘ったからさ
あ大変！まずはバンドを組む所から
始めなきゃ！？80年代ブリティッシュ
音楽にのせて贈る青春音楽映画！

名匠ホウ・シャオシェン監督の代表
作が、デジタルリマスター版で再公
開。母親の病気の為、夏休みを田
舎の祖父母の家で過ごすことになっ
た兄トントンと妹ティンティン。現地の
子供たちとの交流や、村で発生する
誘拐事件などを通し、少しずつ成長
していく兄妹の様子を描いた感動作。

名匠ホウ・シャオシェン監督の代表
作が、デジタルリマスター版で再公
開。山村で育った幼馴染のアワンと
アフン。成長し台北に出て働き始め
た２人は、いつからかお互いに恋心
を抱くようになっていた。しかしアワ
ンは兵役に就かなければならなくな
り…。淡く切ない青春映画の傑作。

韓国のとある美しい小さな村で、仲良
く暮らす結婚76年目の98歳のおじ
いさんと89歳のおばあさん。２人は
おそろいの服を着て、いつも手をつな
いで出かけていく。笑顔が絶えない
幸せな老夫婦だが、やがて来る別
れの時を意識し始めていて…。世界
中が涙した感動のドキュメンタリー。

1985年。母親と２人の姉妹が惨殺
された。末娘リビーの証言によって中
学生の兄が捕まり、以来 28年間収
監されていた。ある日リビーは殺人ク
ラブという過去の事件を検証する団
体からの誘いを受け、事件のことを振
り返ることにするのだが…？彼女はあ
の夜、何を目撃していなかったのか？

奇跡の教室 受け継ぐ者たちへ

©2014 LOMA NASHA FILMS - VENDREDI FILM - TF1 DROITS AUDIOVISUELS - UGC IMAGES -FRANCE 2 CINEMA - ORANGE STUDIO

9/17 - 9/30

高校の落ちこぼれクラスの担任
になったアンヌは、生徒たちに１つ
の提案をすることに。それは歴史
コンクールへの参加だった。テー
マは「アウシュヴィッツ」。難解
な課題に反発する生徒たちだっ

たが、衝撃の真実を知るうちに徐々
に目の色が変わっていき…。フラン
スで実際に起きた奇跡の物語。

スーサイド・スクワッド
©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

9/10 -

2016 / アメリカ - カナダ / 2h03

デビッド・エアー 
ウィル・スミス / ジャレッド・レト

世界崩壊の危機が訪れた。政府
は服役中の極悪人を集めスーサイ
ド・スクワッド（自殺部隊）を
結成し、命がけの任務に向かわ
せることに！しかし集められたの
は、バットマンに捕えられたジョー

カーなど超個性的な奴らで…。正義
感も団結力も全く無し！悪人が主役
の痛快ぶっ飛びアクション！

BFG
ビッグ・フレンドリー・ジャアント

2016 / アメリカ / 1h58

スティーヴン・スピルバーグ
マーク・ライランス / ルビー・バーンヒル 

©2016 Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.

9/17 -

ロアルド・ダール

ロンドンに暮らす 10 歳 の 少女ソ
フィー。ある夜、彼女は巨人によっ
て連れ去られてしまう。いつもひとり
ぼっちの彼女を連れ去ったのは、子
供たちに夢を運ぶ優しい巨人だった。
しかし他の巨人たちの中には凶暴な
者も多くて…。スピルバーグ監督が贈
るファンタジー・アドベンチャー！

キング・オブ・エジプト

2016 / アメリカ / 2h07

アレックス・プロヤス
ブレントン・スウェイツ / ジェラルド・バトラー

©2016 Summit Entertainment,LLC.All Rights Reserved.

9/9 -

神と人間が共存する古代エジプト。
生命の神の統治のもと栄華を誇って
いた王国は、砂漠の神に王位を奪わ
れ混乱に陥る。天空の神ホルスは人
間の盗賊ベックと手を組み、王座を
左右する「神の眼」を探す冒険に出
るが…。映像技術を駆使して神 の々
戦いを描いた歴史スペクタクル！

2015 / イギリス / 1h37

ジュリアン・ジャロルド
サラ・ガドン / ベル・パウリー

©GNO Productions Limited

9/3 - 9/16

エリザベス女王が19 歳の王女だった
1945年５月の英国。国民が長きにわ
たった戦争の勝利を祝う夜、エリザベ
スは非公式の外出を認められる。最
初で最後の自由な一夜を過ごすた
めロンドンの街に繰り出すが…？史実
に基づいて描かれる『ローマの休日』
を思わせるような胸躍る王室秘話。

ロイヤル・ナイト
英国王女の秘密の外出

シング・ストリート
未来へのうた

メカニック ワールドミッション

ブルックリン

2015 / アイルランド - イギリス - カナダ / 1h52

ジョン・クローリー 
シアーシャ・ローナン / ジュリー・ウォルターズ

©2015 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

9/17 - 9/30

1950年代、アイルランドの閉鎖的な
街から、単身ブルックリンに渡ったエ
イリシュ。都会の生活に戸惑いなが
らも、恋を機に洗練されたニューヨー
カーへと変わっていくが…。故郷と
新天地の間で揺れながら人生を選
択する主人公の機微を、シアーシャ・
ローナンが情緒豊かに演じきる。

©2015 BIG WALK PRODUCTIONS, LLC ALL RIGHTS RESERVED.

9/17 - 9/30

2015 / アメリカ / 1h44

ケン・クワピス ロバート・レッドフォード
ニック・ノルティ

©2015 Cosmo Films Limited. All Rights Reserved

9/24 - 10/7

2015 / アイルランド - イギリス - アメリカ / 1h46
フェルディア・ウォルシュ－ピーロ / ルーシー・ボイントン

ジョン・カーニー

2014 / フランス / 1h45
アリアンヌ・アスカリッド / アハメッド・ドゥラメ

マリー＝カスティーユ・マンション＝シャール

©2014 ARGUS FILM ALL RIGHTS RESERVED.

9/10 - 9/16

2014 / 韓国 / 1h26
チョ・ビョンマン / カン・ゲヨル

チン・モヨン

ペレ 伝説の誕生

2016 / アメリカ / 1h47

ジェフ・ジンバリスト / マイケル・ジンバリスト
 ケヴィン・デ・バウラ / セウ・ジョルジ

©2015 Dico Filme LLC

9/10 - 9/16

「サッカーの王様」として知られる伝
説の名選手ペレ。丸めた洗濯物を
ボール代わりにするようなスラムで
育った少年は、W 杯優勝という父と
の約束を果たすべくサッカーに打ち込
み、才能を開花させていく。苦難を
乗り越え、世界を変える偉業を成し
遂げた感動の実話がついに映画化！

©2014 DAMSELFISH HOLDINGS, LLC ALL RIGHTS RESERVED.

9/17 - 9/23

シークレット・アイズ

2015 / アメリカ / 1h51

ビリー・レイ
キウェテル・イジョフォー / ジュリア・ロバーツ / ニコール・キッドマン

©2015 STX Productions,LLC.All rights reserved.

9/10 - 9/23

検察局捜査官ジェスの娘が殺される
事件が発生。しかし犯人逮捕には至
らなかった。それから13年、事態は急
展開を迎える。当時捜査に当たった
レイとクレア、そしてジェスがたどり着
く衝撃の真相とは !? アカデミー賞
受賞サスペンス『瞳の奥の秘密』を
ハリウッドスター競演でリメイク。

2015 / イギリス - フランス - アメリカ / 1h53
シャーリーズ・セロン / クロエ＝グレース・モレッツ

ジル・パケ＝ブランネール

疑惑のチャンピオン

2015 / イギリス - フランス / 1h43

スティーヴン・フリアーズ
ベン・フォスター / クリス・オダウド

PHOTO BY LARRY HORRICKS©2015 STUDIOCANAL S.A. ALL RIGHTS RESERVED.

9/17 - 9/23

ツール・ド・フランスで前人未到の７
連覇を達成した自転車レーサー、ラ
ンス・アームストロング。しかし世界中
から称賛と尊敬を集めていた彼に、
不正薬物使用の疑いが浮上する。
スポーツ史上最もショッキングなドー
ピング事件、その真相とは !? “ 堕ち
た英雄 ” の真実に迫る実録ドラマ。

8/27 - 9/9

昭和64年、そのわずか７日の間に発
生した凄惨な誘拐殺人事件は「ロク
ヨン」と呼ばれ、未解決のまま時効が
間近に迫っていた。一方、突然不可解
な異動を命じられた刑事・三上の周
囲では奇妙な動きが起き始め…。横
山秀夫原作のベストセラー小説を超
豪華出演陣により２部作で映画化！

６４ ロクヨン 後編６４ ロクヨン 前編

2016 / 日本 / 1h59

瀬々敬久
佐藤浩市 / 綾野剛 / 榮倉奈々 / 瑛太

©2016 映画「64」製作委員会©2016 映画「64」製作委員会

8/27 - 9/9

横山秀夫

警察内部の権力争いや報道陣との
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
模したと見られる内容から同一犯を
疑うが、そこには驚愕の真相が隠され
ていた…。傑作ハードボイルドミステ
リー小説の映画化、堂 の々完結編！

2016 / 日本 / 2h01

瀬々敬久
佐藤浩市 / 綾野剛 / 榮倉奈々 / 瑛太

横山秀夫

真田十勇士
©2016「真田十勇士」製作委員会

9/22 -

名将としてその名を轟かせていた戦
国武将きっての英雄：真田幸村。し
かし本当は運に恵まれただけの腰抜
け男だった…！？そんな彼を本当の英
雄に仕立て上げようと立ち上がった
のが、猿飛佐助を中心とする真田十
勇士！彼らが企てる大仕掛けとは！？
型破りなスペクタクル超大作！

2016 / 日本 / 時間未定

堤幸彦
中村勘九郎 / 松坂桃李 / 大島優子 / 加藤雅也

©ME2 Productions, Inc. 2016

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


