
2016 / 日本 / 時間未定

土田豊
高橋李依 / 堀江由衣 / 嶋村侑 / 浅野真澄

©2016 映画プリキュアオールスターズ STMM 製作委員会

3/19 - 

人間界に遊びにきたみらいとリコは、
突如現れた魔女のソルシエールと手下
トラウーマによって離れ離れにされて
しまう。彼女たちの目的は「プリキュア
の涙」を手に入れ、最悪の魔法を復活
させること。世界を守るために44人の
プリキュアたちが立ち上がる！劇場版
プリキュアシリーズ20作目の記念作！

2016 / 日本 / 2h00 予定

羽住英一郎
山田涼介 / 二宮和也 / 桐谷美玲 / 菅田将暉

松井優征

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

2005年のある日、金融トレーダーの
マイケルは金融市場が危うい状況に
あることに気付く。政府や銀行、投資
家たちに訴えたが誰にも相手にして
もらえない。そこで彼は逆転の発想
を思いつき…。世界的金融危機を予
見し、それを利用して大儲けした４人
の男たちの実話に基づく金融ドラマ。

映画 プリキュアオールスターズ
みんなで歌う♪奇跡の魔法！

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 - 

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

三部けい

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！？想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！

世界中で愛され続けている仮面ライ
ダーの誕生から45年。封印された歴
史の中で、人々の自由のために命をか
けて戦う者がいた。新たな敵の出現
と、新たな味方との出会いが待ち受
ける。かつての興奮や感動がパワー
アップして蘇る！新たな伝説の幕を
開ける男の名前は仮面ライダー1号！

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

3/19 - 4/1

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 [各種割引なし] 

日高政光 

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

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

僕だけがいない街
©2016 映画『僕だけがいない街』製作委員会

3/19 - 

アイアムアヒーロー
©2016 映画「アイアムアヒーロー」製作委員会　©2009 花沢健吾／小学館

4/23 -

ちはやふる  - 下の句 -

©2016 映画「ちはやふる」製作委員会 © 末次由紀／講談社

4/29 -

花沢健吾の人気コミックを佐藤
信介監督が実写化！仕事も恋愛
もダメな英雄の平凡な日常はあ
る日突然、終わりを告げる…。謎
の感染によって人々が変貌を遂
げた生命体ZQN（ゾキュン）で

街は溢れ、極限のサバイバルが始
まった。果たして英雄は生き延び、
英雄（ヒーロー）になれるのか!?

競技かるたに情熱を懸ける幼な
じみの３人、千早・太一・新を始
めとした高校生たちのまぶしい
ほどに熱い夏が遂に始まる！原
作者に「完璧」「原作を超えてい
る」「悔しい」とまで言わしめた、

友情・恋愛・成長と思春期のすべ
てが詰まった新時代の青春ドラマ
の金字塔、いよいよ完結！

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！

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。

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.

4/2 - 4/15

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 ! !

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

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。

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！

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

©2016 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

4/16 -

2016 / 日本 / 1h42 予定

櫻井武晴静野孔文
高山みなみ / 山崎和佳奈 / 小山力也 / 林原めぐみ

青山剛昌

「名探偵コナン」劇場版第20弾！
宿敵「黒の組織」の内部が初め
て明かされる！日本警察から機
密データを持ち出そうとしたス
パイが高速道路から転落。翌日、
記憶喪失の女性を発見したコナ

ンは、記憶が戻る手助けをすること
にしたのだが…。裏切りと因縁を巡
る頂上決戦！聖域の扉が今、開く！

名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）

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

4/16 - 4/22

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
び暴力に襲われる…。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

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。

© 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2016

4/16 -

「みたい夢をみることができる」夢の世
界にやってきたカスカベ防衛隊。風間
くんは政治家、ネネちゃんはアイドル、
ボーちゃんは石？しんのすけの夢はな
んと…！？劇場版シリーズ24作目のクレ
ヨンしんちゃんは、夢が舞台の大冒険！
小説家・映画監督とマルチに活躍する

「劇団ひとり」がアニメ脚本に初挑戦！

映画 クレヨンしんちゃん
爆睡！ユメミーワールド大突撃

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

4/2 - 4/15

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る。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。

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！

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！！

シビル・ウォー  キャプテン・アメリカ

©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 !!

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 / 日本 / 2h06

佐藤信介
大泉洋 / 有村架純 / 長澤まさみ

花沢健吾

2016 / 日本 / 1h40

高橋渉
矢島晶子 / ならはしみき / 藤原啓治 / こおろぎさとみ

臼井儀人劇団ひとり

2016 / 日本 / 1h50 予定
広瀬すず / 野村周平 / 真剣佑 / 松岡茉優

小泉徳宏 末次由紀

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。

第 88 回 アカデミー賞 作曲賞 受賞

暗殺教室 - 卒業編 -

さらば あぶない刑事

2015 / 日本 / 1h58

村川透
舘ひろし / 柴田恭兵 / 浅野温子 / 仲村トオル

©2016「さらば あぶない刑事」製作委員会

©2016 フジテレビジョン 集英社 ジェイ・ストーム 東宝 ROBOT © 松井優征／集英社

3/25 -

4/9 - 4/22

２学期を迎え、残された暗殺の時間
もあと半年。そんな中、１人の暗殺
者の登場により、殺せんせーの驚愕
の悲しき過去が判明しＥ組は分裂し
てしまう。「暗殺」か「救済」か、Ｅ組
が導き出した答えとは？地球の命運
は？笑えて涙する、殺せんせー最後
の授業が始まります！ヌルフフフフ♪

ハードボイルドとユーモアが融合した
唯一無二の世界観で30年もの永き
に渡り愛されてきた伝説の「あぶデ
カ」シリーズもいよいよ今作で本当に
ラスト！定年退職を５日後に控えた
タカとユージの前に最強最悪の敵が
現れる。お馴染みヨコハマを舞台に、
命を賭けた最後の戦いが始まる！

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

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


