
2016 / 日本 / 時間未定

竹本昇
中尾暢樹 / 柳美稀 / 南羽翔平 / 渡邉剣 / 立石晴香

アズミ・ハルコは行方不明

2016 / 日本 / 1h40

松居大悟 山内マリコ
蒼井優 / 高畑充希 / 太賀 / 葉山奨之

ザ・コンサルタント

2016 / アメリカ / 2h11

ギャビン・オコナー
ベン・アフレック / アナ・ケンドリック

ヒトラーの忘れもの

2015 / デンマーク - ドイツ / 1h41
ローラン・ムラ / ルイス・ホフマン

ソーセージ・パーティー

2015 / アメリカ / 1h29

コンラッド・ヴァーノン / グレッグ・ティアナン
セス・ローゲン / クリステン・ウィグ / ジョナ・ヒル

2016 / 日本 / 時間未定

吉野弘幸阿部記之
小野大輔 / 坂本真綾 / 田村ゆかり / 諏訪部順一

新宿スワンⅡ

2017 / 日本 / 2h13
綾野剛 / 浅野忠信 / 伊勢谷友介 / 深水元基

恋妻家宮本 こいさいかみやもと 破門 ふたりのヤクビョーガミ

2017 / 日本 / 1h57

遊川和彦
阿部寛 / 天海祐希 / 菅野美穂 / 富司純子

2017 / 日本 / 2h00

真辺克彦小林聖太郎
佐々木蔵之介 / 横山裕 / 北川景子 / 矢本悠馬

ドント・ブリーズ

2016 / アメリカ / 1h28

フェデ・アルバレス
ジェーン・レヴィ / ディラン・ミネット

©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED
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©Yana Toboso/SQUARE ENIX, Project Atlantic

©2017「新宿スワン II」製作委員会

©2017「恋妻家宮本」製作委員会 ©2017「破門 ふたりのヤクビョーガミ」製作委員会

©2016「アズミ・ハルコは行方不明」製作委員会

園子温

1/14 - 1/26

1/21 -

1/21 - 2/3 1/21 - 1/27

1/21 -

1/21 -

1/28 - 1/28 - 1/28 - 2/10

マグニフィセント・セブン

2016 / アメリカ / 2h13

アントワン・フークア
デンゼル・ワシントン / クリス・プラット

1/27 -

2016 / 日本 / 1h42

岸誠二
福山潤 / 杉田智和

劇場版 暗殺教室 365 日の時間
© 松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会

1/7 - 1/20

松井優征

枢やな

重松清

和久井健

黒川博行 サム・ライミ

地球爆破を予告しながらも、落ちこ
ぼれクラス３年E 組の担任になった
謎の生物・殺せんせー。暗殺者となっ
た生徒たちと、ターゲットの教師。こ
の奇妙な絆が結ぶ、「命」を賭けた
卒業までの１年間の物語。TV アニメ

「暗殺教室」に、完全新作エピソー
ドを加えて描かれる劇場版総集編！

大和たちジュウオウジャーは敵の術中
にはまり、彼らを悪の妖怪だと信じこ
んだニンニンジャーたちから攻撃を受
けてしまう！そんな絶体絶命の危機
から地球を救うため、未来から1 人の
少年がやってくる。戦隊シリーズ通算
40作到達× 2000回放送という記念
を飾る年始 恒例の最強バトル！

スカウト会社・新宿バーストの龍彦
（綾野剛）は、新たに勢力を拡大す
るため横浜へと送り込まれる。しかし
そこは、警察やヤクザとも繋がる最強
の敵、横浜ウィザードのタキ（浅野忠
信）による難攻不落の王国だった。
歌舞伎町を舞台にした人気コミック
原作、大ヒット映画シリーズ第二弾！

英国女王から裏仕事を請け負う名門
貴族ファントムハイヴ家の若き当主シ
エルと執事のセバスチャン。死者蘇
生の噂を耳にした２人は、調査のため
豪華客船カンパニア号に乗り込むの
だが…。枢やな原作のダーク・ファン
タジー「黒執事」の人気エピソード「豪
華客船編」がついに劇場アニメ化！

会計士クリスチャン・ウルフはある大
企業の財務を調査中、重大な不正
を発見する。だが調査は一方的に打
ち切られ、何者かに命を狙われ始め
る。実は彼は、危険人物の裏帳簿を
仕切る凄腕の殺し屋でもあったのだ。
政府やマフィアを相手に戦うアンチ
ヒーローをベン・アフレックが熱演。

第二次大戦終結後、デンマークに
残された地雷の撤去作業に駆り出さ
れたのは、捕虜である10代のドイツ
兵だった。ただ帰郷を願いながら命
を落としてゆく少年たちの姿に、ナチ
スを憎むデンマーク人軍曹は何を思
うのか。史実を題材に、憎悪を超え
た絆と赦しに希望を託す人間ドラマ。

主人公はソーセージやパンなどのスー
パーに並べられた食材たち。楽園に
行けると信じて人間に買われることを
待ち望んでいたが、本当は食べられ
るだけだと知ってしまい…。セス・ロー
ゲンらアメリカのコメディ界を引っ張
る面々が勢 揃い！オゲレツでザンコ
クなギャグ満 載の大人向けアニメ! !

悪徳実業家に街を支配され苦しん
でいた住民たちは、この状況を抜け
出そうと、荒くれ者やガンマンなど７人
の男たちを雇うことに。金目的でやっ
てきた７人だったが、やがて彼らの心
に変化が表れて…。『七人の侍』『荒
野の七人』の魂を受け継ぎ、豪華
キャストで蘇ったアクション超大作。

子どもが独り立ちし、久 に々二人きりに
なった宮本夫婦。ある日、夫は妻が隠
していた離婚届を見つけてしまう…。「家
政婦のミタ」をはじめ、数 の々話題作を
手がけた脚本家 ･遊川和彦が満を持
しての映画監督デビュー。妻に恋する
“ 恋妻家 ”という造語を作り、原作を
大胆に脚色した大人の夫婦の物語。

街から離れるための資金を得ようと、
大金を隠し持つと噂される盲目の老
人宅に押し入った若者三人 組。だ
が、老人はどんな音も聞き逃さない超
人的な聴覚を持つ異常者だった。灯
りを消された部屋で、若者たちは脱出
を試みるが…。『死霊のはらわた』コ
ンビが放つショッキングスリラー。

傷物語Ⅲ  冷血篇

1/6 -

〈Ⅱ熱血篇〉で羽川翼を人質に取られ
ながらも吸血鬼ハンターとの壮絶な戦
いに勝利し、キスショットの四肢を奪
還することに成功した阿良々木暦。吸
血鬼の眷属である暦は元の人間の体
に戻るはずだったが、それは悲劇の始
まりに過ぎなかった…。劇場版『物語』
シリーズ、狂気の最終章開幕。

© 西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト

2017 / 日本 / 1h30 予定

尾石達也新房昭之
神谷浩史 / 坂本真綾 / 堀江由衣 / 櫻井孝宏

西尾維新

きんいろモザイク
Pretty Days

2016 / 日本 / 0h50

髙橋龍也天衝
西明日香 / 田中真奈美 / 種田梨沙 / 内山夕実

© 原悠衣・芳文社／きんいろモ ザイク Pretty Days 製作委員会

1/7 - 1/20

原悠衣

人気 TVアニメ『きんいろモザイク』の
劇場版スペシャルエピソード。間近に
迫る学園祭に向けてクラスで披露す
る演劇を成功させようと奔走する高校
２年生の主人公・大宮忍と、彼女の
家にホームステイしているイギリス人
留学生ら仲良し５人組の日常を綴る。
特別料金：1,200 円均一

手紙は憶えている

2015 / カナダ - ドイツ / 1h35

アトム・エゴヤン
クリストファー・プラマー/マーティン・ランドー

誰のせいでもない

2015 / ドイツ - カナダ - フランスほか / 1h58

ヴィム・ヴェンダース
ジェームズ・フランコ / シャルロット・ゲンズブール

©2015 NEUE ROAD MOVIES MONTAUK PRODUCTIONS CANADA BAC FILMS 
PRODUCTION GÖTA FILM MER FILM ALL RIGHTS RESERVED.

©2014, Remember Productions Inc.

1/14 - 1/20

1/7 - 1/13

かつて家族を殺されアウシュヴィッツ
に収容された90歳のゼヴは友人か
ら手紙を託される。そこには犯人であ
るナチス兵の手がかりが記されてい
た。ゼヴは認知症に苦しみながらも
手紙を片手に復讐の旅へと発つが…。
異才アトム・エゴヤン監督と手練の
老優陣による衝撃のサスペンス。

雪に覆われた冬の夕暮れ、作家トマ
スはある事故に遭遇する。誰のせい
でもないその事故は彼の心に深い傷
を残し、周囲の女性たちの人生をも
狂わせてゆく。『ピナ・バウシュ 踊り続
けるいのち』で驚くべき3D映像を生
み出したヴェンダース監督が、揺れ
動く心模様を3Dで表現した野心作。

シークレット・オブ・モンスター

2015 / イギリス - ハンガリー - フランス / 1h56

ブラディ・コーベット
ベレニス・ベジョ / リアム・カニンガム

©COAL MOVIE LIMITED 2015

1/14 - 1/20

1918年、戦後 処 理のため渡仏した
政府高官の一家には美しい息子が
いた。彼は常に問題行動を起こし両
親を困らせていたが、次第に大きく性
格が歪んでゆく。ヒトラーやムッソリー
ニなど二十世紀の怪物はいかにして
誕生したのか。その過程を、史実を
交えながら架空の一家で考察する。

彷徨える河

2015 / コロンビア - ベネズエラほか / 2h04

シーロ・ゲーラ
ヤン・ベイヴート / ブリオン・デイビス

©Ciudad Lunar Producciones

1/14 - 1/20

二十世紀初頭と中盤に、アマゾン川
流域を訪れた二人の白人探検家が
いた。二人はそれぞれ、先住民族
唯一の生き残りである呪術師に先導
され奥地を目指す。圧倒的なモノク
ロの映像美で、過去と現在とが混沌
とするジャングルの狂気へと誘うコロ
ンビアの俊英シーロ・ゲーラ監督作。

2015 / フランス - ドイツ - オランダ / 1h28
ルイ＝ド・ドゥ・ランクザン / ベンヤミン・ウッツェラート

弁護人

2013 / 韓国 / 2h07

ヤン・ウソク
ソン・ガンホ / イム・シワン

©2015 - Ideale Audience - Zero One Film - N279 Entertainment - Arte France Cinema - 
Musee du Louvre

©2013 Next Entertainment World Inc. & Withus Film Co. Ltd. All Rights Reserved.

1/28 - 2/3

1/14 - 1/20

アレクサンドル・ソクーロフ

200年以 上にわたりルーヴル美術
館が見つめてきた美と戦争の歴史を、
ロシアの巨匠アレクサンドル・ソクー
ロフが辿る一大叙事詩。ナチス侵攻
前夜に交わされたルーヴル館長とナ
チス将校との逸話を入り口に、ナポレ
オンやマリアンヌなど時代を象徴する
亡霊たちが記憶の迷宮へと誘う。

実在の事件をモチーフにした社会派
ヒューマンドラマ。80 年代、軍事政
権下の韓国。民主化運動弾圧を進
める公安当局によって不当逮捕された
若者を救うため、青年弁護士が国家
を相手に立ち向かうが…。弁護士時
代のノ・ムヒョン元大統領をモデルにし
た主人公をソン・ガンホが熱演する。

フランコフォニア
ルーヴルの記憶 ブルゴーニュで会いましょう

2015 / フランス / 1h37

ジェローム・ル・メール
ジェラール・ランヴァン / ジャリル・レスペール

©ALTER FILMS - TF1 FILM PRODUCTIONS - SND

マイ・ベスト・フレンド

2015 / アメリカ / 1h55

キャサリン・ハードウィック
ドリュー・バリモア / トニ・コレット

©2015 S FILMS（MYA） LIMITED

1/7 - 1/13

1/28 - 2/3

幼い頃から互いの全てを知っている
大親友のミリーとジェス。不妊治療
を続けてきたジェスがようやく子供
を授かったとき、ミリーは乳がんの告
知を受けてしまう。ドリュー・バリモ
アとトニ・コレットの相性が抜群！
人生の岐路に立たされた女性の本
音を等身大で描いた感動作！

家業のワイナリーが倒産の危機にあ
ることを知ったワイン評論家のシャ
ルリ。自身の手で再建することを決意
したものの、ワイン造りに関しては全く
の素人。そんな彼に手を差し伸べた
のは疎遠になっていた家族たちだっ
た…。風光明媚なブルゴーニュを舞
台に描かれる、家族の愛の物語。

2011 / アメリカ / 1h45
ヤン・シュミット＝ガレ

1/21 - 1/27

古典ヨガを発展させ現代ヨガの礎
を築いたＴ・クリシュナマチャリアの
軌跡をたどるドキュメンタリー。ヨガ
初心者のドイツ人監督が師の弟子や
子供たちから太陽礼拝やポーズの指
導を受け、最後に「命をつなぐヨガ」
を施される旅路を、南インドの美し
い風景と貴重な映像を交えて綴る。

聖なる呼吸
ヨガのルーツに出会う旅

華麗なるリベンジ

2015 / 韓国 / 2h06

イ・イルヒョン
ファン・ジョンミン / カン・ドンウォン

©2016 SHOWBOX, MOONLIGHT FILM AND SANAI PICTURES CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

1/7 - 1/13

身に覚えのない殺人容疑で逮捕さ
れた熱血検事のジェウク。刑務所で
出会った詐欺師チウォンが事件の
鍵を握っていることに気づいた彼は、
出所の約束と引き換えに協力を持ち
かけるが…。正反対の二人が手を
組み、腐敗した国家権力にリベンジ
を挑む社会派エンタテインメント！

湯を沸かすほどの熱い愛

2016 / 日本 / 2h05

中野量太
宮沢りえ / 杉咲花 / オダギリジョー / 松坂桃李

©2016「湯を沸かすほどの熱い愛」製作委員会

1/14 - 1/26

余命２カ月を宣告されたお母ちゃん
は絶望のどん底に…落ちませんでし
た！宮沢りえ演じる肝っ玉母さんと、
彼女をとりまく家族の優しくて強い絆
を描くヒューマン・ドラマ。温かい思
いに支えられたいくつもの伏線、サプ
ライズ、これまでの「余命もの」映画
を覆す驚きのラストは必見！

黒執事 Book of the Atlantic

©「ジュウオウジャー VS ニンニンジャー」製作委員会 © 石森プロ・テレビ朝日・東映
AG・ 東映

1/14 -

動物戦隊 ジュウオウジャー vsニンニンジャー
未来からのメッセージ fromスーパー戦隊

ヒッチコック／トリュフォー

2015 / アメリカ - フランス / 1h20

ケント・ジョーンズ
マーティン・スコセッシ / 黒沢清

Photos by Philippe Halsman/Magnum Photos
©COHEN MEDIA GROUP/ARTLINE FILMS/ARTE FRANCE 2015 ALL RIGHTS RESERVED.

1/28 - 2/3

トリュフォーによるヒッチコックへの
インタビューを収録した「定本 映画
術 ヒッチコック/トリュフォー」は 35
年経つ今も「映画の教科書」として
読み継がれている。そのインタビュー
の貴重な音声を基に、世界の名だ
たる10名の監督たちが様々な視点
で映画を熱く語るドキュメンタリー。

2015 / イタリア - フランス / 2h13
サルマ・ハエック / ヴァンサン・カッセル

©2015 ARCHIMEDE S.R.L. - LE PACTE SAS

マッテオ・ガローネマーチン・サントフリート

1/21 - 1/27

グリム童話の原型とも言われる世界
最初のおとぎ話「ペンタメローネ」に
収められた３編の物語を再構成した
ダークファンタジー。３つの王国で暮
らす３人の悩める女たちの、欲望の
果てに待ち受ける残酷な運命とは…。
ゴヤからインスピレーションを得たと
いう狂気に満ちた映像美が圧巻。

五日物語
３つの王国と３人の女

シーモアさんと、
大人のための人生入門

2014 / アメリカ / 1h21 

イーサン・ホーク
シーモア・バーンスタイン / マイケル・キンメルマン

©2015 Risk Love LLC

1/7 - 1/13

イーサン・ホークが初めて監督を務
めた、ピアノ教師シーモア・バーンスタ
インの魅力に迫るドキュメンタリー。
ピアニストとしての成 功と不安や、
朝鮮戦争従軍時の記憶、そして実
践的なピアノの練習法について。示
唆に富んだシーモアの言葉は、私
たちに大切なことを教えてくれる。

湾生回家 わんせいかいか

2015 / 台湾 / 1h51

ホァン・ミンチェン
冨永勝 / 家倉多恵子 / 清水一也 / 松本洽盛 / 中村信子

© 田澤文化有限公司

1/7 - 1/13

「湾生」とは、日本の統治下にあった
1945 年までの50年間に台湾で生ま
れ育った日本人のこと。敗戦後、日
本に引き揚げてきても、彼らの心はい
つも“ 故郷 ”である台湾にあった―。
今も望郷の念に胸を焦がす６人の湾
生たちの姿を追いかけ、日台の絆を
見つめ直した傑作ドキュメンタリー。

強面ヤクザの桑原と口だけ達者な
ぐーたらビンボーの二宮は、持ち逃
げされた映画製作資金を回収するた
め関西、マカオを奔走する。追ってい
ただけのはずが、なぜか組同士の大
トラブルへ発展してしまい…？生き残
りをかけた大勝負の行方は！？直木
賞受賞作「破門」が待望の映画化！

とある地方都市で、独身 OLの安曇
春子が突然失踪する。その直後か
ら、街には春子の顔を描いたグラフィ
ティアートが氾濫していき、男ばかり無
差別に襲撃する少女ギャング 団の
事件が起こり始める…。蒼井優８年ぶ
りの単独主演作は、エキセントリック
に疾走する異色ガールズムービー！

胸騒ぎのシチリア

2015 / イタリア - フランス / 2h05

ルカ・グァダニーノ
ティルダ・スウィントン / レイフ・ファインズ

©2015 FRENESY FILM COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED

1/14 - 1/20

年下の恋人とシチリアのパンテッレ
リーア島でバカンスを愉しんでいた
ロックスターのマリアン。そこへマリア
ンの昔の恋人である音楽プロデュー
サーが「娘」と名乗る美しい女を連
れてやって来て…。陽光の降り注ぐ
地中海を舞台に、男女４人の誘惑と
嫉妬が交錯する愛と欲望のドラマ。

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




