
ONE PIECE FILM GOLD

ラザロ・エフェクト

2015 / アメリカ / 1h23

デヴィッド・ゲルブ
マーク・デュプラス / オリヴィア・ワイルド

©2016 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

© 尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

7/23 -

7/30 - 8/5

世界最大のエンターテインメントシ
ティ、グラン・テゾーロ。世界政府す
ら手出し無用の「絶対聖域」として知
られる独立国家を訪れたルフィたち
は、新世界の勢力図が変わるほどの
底知れぬ野望に巻き込まれていくの
だが…。日本中が待ちに待った究極
のシリーズ最新作がいよいよ登場！

死者を蘇らせる “ ラザロ血清 ” を研
究していたフランク博士は、事故で
感電死した婚約者を生き返らせるこ
とに成功する。しかし彼女は “以前 ”
とは少し違っていて…。彼女は死の
先で何を見て、どんな力を手に入れ
てしまったのか？あなたは死よりも恐
ろしい本当の恐怖を知ることに…。

2016 / アメリカ / 1h53

ジェームズ・ボビン
ジョニー・デップ / アン・ハサウェイ

©2016 Disney. All Rights Reserved.

上映中

ティム・バートン

青い蝶に導かれ、不思議の国へ再び
足を踏み入れたアリス。そこではマッ
ドハッターが悲しい過去に囚われ苦
しんでいた。アリスは彼を救うため、
時間を遡って冒険の旅に出る！“ 時
の番人 ” の追跡を逃れながら進むう
ちに、彼女は不思議の国の “ はじま
り” の真実を知ることになり…。

アリス・イン・ワンダーランド
時間の旅

ロスト・バケーション

2016 / アメリカ / 1h30

ジャウム・コレット＝セラ
ブレイク・ライヴリー

7/23 -

秘境のビーチでサーフィンを楽しん
でいたナンシーは、突然 “ 何か” から
攻撃を受けて負傷してしまう。近くの
岩場に逃げ込むが、その周りには獰
猛なサメがうろついていて…。満潮ま
であと100 分！岸までの距離は僅か
200 メートルだが…。彼女は生きて
岸まで辿り着くことができるのか！？

ターザン：REBORN

2016 / アメリカ / 1h50

デビッド・イェーツ 
アレクサンダー・スカルスガルド / マーゴット・ロビー

©2016 EDGAR RICE BURROUGHS, INC., WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE 
ROADSHOW FILMS NORTH AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.

7/30 -

かつてのジャングルの王ターザンは、
英国貴族として、愛する妻と幸せに暮
らしていた。ある日、外交のため故郷
を訪れることになるのだが、そこには
罠が仕掛けられていて…！ 愛する妻
と故郷を救うため、彼は再びジャン
グルの王として立ち上がる！ 大迫力
のアクション・アドベンチャー！

教授のおかしな妄想殺人

2015 / アメリカ / 1h35

ウディ・アレン 
ホアキン・フェニックス /エマ・ストーン

Photo by Sabrina Lantos© 2015 GRAVIER PRODUCTIONS, INC.

7/23 - 8/5

大学教授のエイブは生きる意味を見
失い、無気力に生きていた。しかし悪
徳判事殺害計画を思いついてから、
人生が楽しくて仕方なくなっちゃっ
た！エイブに想いを寄せる教え子の
ジルは、彼の考えていることなんて知
る由もなく…。ウディ・アレン監督の
哲学が詰まったブラック・コメディ。

葛城事件 かつらぎじけん

2016 / 日本 / 2h00

赤堀雅秋
三浦友和 / 南果歩 / 新井浩文 / 若葉竜也

©2016『葛城事件』製作委員会

7/30 - 8/10

美しい妻と２人の息子に恵まれた葛
城清は、理想の家庭を築いたはず
だった。だが、それぞれの鬱屈した不
満はやがて爆発し、次男が無差別殺
人事件を起こしてしまう。ごく普通の
家庭はなぜ崩壊し、死刑囚を生み出
してしまったのか…。とある家族の
歪みを、丁寧に炙り出した衝撃作。

2016 / 日本 / 1h59

宮元宏彰
田中真弓 / 中井和哉 / 岡村明美 / 山口勝平

尾田栄一郎

君がくれたグッドライフ

2014 / ドイツ / 1h35

クリスティアン・チューベルト
フロリアン・ダーヴィト・フィッツ / ユリア・コーシッツ

©2014 Majestic Filmproduktion GmbH / ZDF

7/30 - 8/5

ALS（筋萎縮性側索硬化症）を宣告
されたハンネスは、友人たちとの自
転車旅行で尊厳死が認められている
ベルギーを目指していた。それぞれ
が複雑な思いを抱えながらも楽しく
時間は過ぎていき…。道中で起こる
悲喜交々の人間ドラマを通じて、人生
の素晴らしさを教えてくれる感動作。

©2016 劇場版「ゴースト・ジュウオウジャー」製作委員会 © 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映
© 2016 テレビ朝日・東映 AG・東映

8/6 -

ゴーストが迎え撃つのは、全人類を幽
霊にしようと企む「ダークゴースト」。
２人のゴーストによる運命の戦いが始
まる！ジュウオウジャーは、地球滅亡を
狙う宇宙サーカス団の団長と激突！仮
面ライダー45周年、スーパー戦隊40
作を記念する今夏最強の２本立て！

ゴーストバスターズ
8/19 -【 8/11 - 14 先行上映 】

コロンビア大学のエリン教授
は、心霊現象の科学的立証のた
め研究を重ねていたが、ある日
突然大学をクビになってしまう。
そこでこれまでに蓄えた知識と
技術力を活かすため “ 幽霊退

治 ” の会社を起業するのだが…？
80年代に世界中を席巻した、あの
ゴーストバスターズが再起動！！

2016 / アメリカ / 1h56

ポール・フェイグ 
クリステン・ウィグ / メリッサ・マッカーシー

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

2014 / アメリカ - ドイツ / 1h54
エドワード・スノーデン / グレン・グリーンウォルド

©Praxis Films ©Laura Poitras

8/20 - 9/2

ローラ・ポイトラス

国民に対するアメリカ政府の違法な監
視活動を暴露した“スノーデン事件”。
NSA・CIAの元職員エドワード・スノー
デンと本作監督の接触から始まるこの
映画は、世界を震撼させた告発事件の
全貌をリアルタイムで記録した前代未
聞のドキュメンタリーである。必見 ! !

第 87 回アカデミー賞
長編ドキュメンタリー賞 受賞

シチズンフォー 
スノーデンの暴露 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。図々しく居候する伯
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 / 2h00
リアム・ヘムズワース / ジェフ・ゴールドブラム
ローランド・エメリッヒ

2016 / アメリカ / 1h43

アンドリュー・スタントン
室井滋 / 木梨憲武 / 上川隆也 / 中村アン

ファインディング・ドリー
©2016 Disney / Pixar. All Rights Reserved.

上映中
©2016 Twentieth Century Fox Film Corporation All Rights Reserved.

上映中

ジョン・ラセター

超巨大円盤型宇宙船で侵略してきた
宇宙人らを撃退した、あの壮絶な戦い
から20年目の今年、彼らは再び地球に
やってきた。しかし彼らは予想を遥かに
超える巨大化と進化を遂げていて…。
再び滅亡寸前に陥った人類に、抗う術
は残されているのか！？いま、映画史を
塗り替える史上最大の決戦が始まる！

『ファインディング・ニモ』の続編が
いよいよ登場！ニモの親友で、なん
でもすぐ忘れてしまうドリーがただ１
つ忘れなかったこと、それは小さい
ころの家族との想い出だった。今、
家族はどこにいるの？その謎を解く
ため、ニモとドリーは旅に出ること
に！あの美しい海の大冒険が再び！

インデペンデンス・デイ
リサージェンス

2016 / 日本 / 1h02

米村正二川越淳
戸田恵子 / 中尾隆聖 / 波瑠 / 剛・礼二（中川家）

© やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV © やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2016

8/19 -

やなせたかし

おもちゃの星のわがままお姫様ルン
ダは、色んなものをおもちゃに変え
られる “ おもちゃスティック ” を落と
してしまいました。アンパンマンたち
と探していたら、ばいきんまんがやっ
て来たからさぁ大変！やなせ先生の
遺した楽曲「勇気のルンダ」をモ
チーフにした大冒険の始まりです！

それいけ！アンパンマン
おもちゃの星のナンダとルンダ

劇場版 仮面ライダーゴースト／
劇場版 動物戦隊ジュウオウジャー

素敵なサプライズ
ブリュッセルの奇妙な代理店

2015 / オランダ / 1h45

マイク・ファン・ディム
イェルン・ファン・コーニンスブルッヘ / ジョルジナ・フェルバーン

©2015 SURPRISE FILMPRODUCTIE VOF / VARA / PRIME TIME / RIVA FILM / FASTNET FILMS

8/20 - 8/26

若き大富豪のヤーコブは、人生に
失望し死ぬことにした。謎の代理店
に “ サプライズ ” な死を依頼するが、
直後に同じく“ サプライズ ” な死を
待つアンネと出会い恋に落ちてしま
い…。死の依頼はキャンセル不可！？
２人は襲い来る数々の “ サプライズ ”
から逃げ切ることができるのか！？

2015 / アメリカ / 1h52

デイヴ・グリーン
ミーガン・フォックス / ウィル・アーメット

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

１０クローバーフィールド・レーン

2016 / アメリカ / 1h44

J.J.エイブラムスダン・トラクテンバーグ
ジョン・グッドマン / メアリー・エリザベス・ウィンステッド

©2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

7/30 - 8/10

ミシェルは見知らぬシェルターで目
を覚ました。「救うために連れて来
た」と言うハワード、自らシェルター
に逃げてきたエメットと共に過ごす
ことになるが、そもそも２人は信用
できるのか…？そして外ではいった
い何が起きているのか？J.J. エイブ
ラムス製作による異色のスリラー。

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！

2016 / 日本 / 時間未定

［仮面ライダーゴースト］

［ジュウオウジャー］
柴崎貴行 中尾暢樹 / 吉村崇

諸田敏 西銘駿 / 沢村一樹

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！

ロイヤル・ナイト 英国王女の秘密の外出

©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。

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

日本で一番悪い奴ら

2016 / 日本 / 2h15

白石和彌
綾野剛 /YOUNG DAIS/ 植野行雄 / 矢吹春奈

©2016「日本で一番悪い奴ら」製作委員会

7/30 - 8/10

稲葉圭昭

北海道警に勤務する諸星は敏腕刑
事の村井から刑事の「イロハ」を叩
き込まれる。「正義の味方、悪を絶
つ」の信念のもと諸星は規格外の捜
査を遂行していくのだが…。実際に
起こった「警察史上最大の不祥事」
とされる“稲葉事件” を映画化。日
本で一番悪い奴らは警察にいた！？

2016 / 日本 / 2h29
生田斗真 / 岡田将生 / 吉川晃司 / 松坂桃李

秘密 THE TOP SECRET

©2016「秘密 THE TOP SECRET」製作委員会

8/6 -

大友啓史 清水玲子

死んだ人の「脳に残った記憶」を映
像化し難事件を捜査する警察の特
別機関「第九」。ある簡単なはずの
事件の捜査をきっかけに、繋がるは
ずのないいくつもの事件が連鎖して
いく。その秘密は既に死亡している
凶悪犯の記憶にあって…！？衝撃の
ミステリー漫画が待望の映画化！

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

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


