
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

上映中

やなせたかし

おもちゃの星のお姫様・ルンダが落と
した、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”。アンパン
マンたちと探していたら、スティック
を狙ってバイキンマンがやって来た
から、さぁ大変！やなせたかし先生の
遺した楽曲「勇気のルンダ」をモチー
フにした大冒険のはじまりです！

それいけ！アンパンマン
おもちゃの星のナンダとルンダ

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 -

秘境のビーチを訪れたナンシーは、
休暇を満喫するはずだった…。サー
フィン中に脚を負傷し、命からがら
岩場にたどり着いたが、鋭い歯を持
つ獰猛で危険な存在が周囲を徘徊
していた―。ドラマ「ゴシップガール」
のブレイク・ライヴリーが自然の脅
威と格闘するパニック・サスペンス。

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.

7/30 - 8/5

人生の意味を見失い無気力に生きる
大学教授エイブは、悪徳判事の殺害
を思いつく。完全犯罪の計画に夢中
になり日常が再び輝きだす一方、教
え子のジルは彼への恋心を募らせて
いた。運命や偶然に翻弄される人間
の哀しみ、滑稽さを探求し続けるウ
ディ・アレン監督流ブラックコメディ。

ONE PIECE FILM GOLD
© 尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

上映中

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…。原作者・尾田
栄一郎が総合プロデューサー！日本中が
待ちに待った究極のシリーズ最新作！

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

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

悲しい過去に囚われたマッドハッ
ターを救え！大切な友達の窮地を
知ったアリスは個性豊かな仲間の幼
年時代へと時を遡ろうとするが、そこ
には “ 時間の番人” が待ち構えてい
た…。「不思議の国のアリス」のその
後を映画化し大ヒットを記録した前
作から６年、アリスが再び帰って来る！

アリス・イン・ワンダーランド
時間の旅 HiGH&LOW THE MOVIE

2016 / 日本 / 2h09

EXILE HIRO久保茂昭
EXILE TRIBE / 窪田正孝 / 林遣都

©HiGH&LOW 製作委員会

上映中

物語はまだ序章に過ぎなかった―。
５つのチームが拮抗するSWORD地
区。ギリギリのところで保たれていた
均衡は、表舞台から姿を消した最強
チーム「ムゲン」の総長・琥珀が帰っ
てきたことで脆くも崩れ去り…。豪華
キャストで贈る青春バトルアクション！
男達のプライドをかけた闘いが始まる。

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 -

アクション映画の原点『ターザン』
を『ハリー・ポッター』の監督がリメ
イク。産後間もなくジャングルで動物
に育てられた過去を持つ英国貴族
のターザンが、さらわれた妻を救う
ため、己の野生を呼び覚ます！最新
技術で動物たちを描き出した、大迫
力のアクション・アドベンチャー！

ふきげんな過去
©2016「ふきげんな過去」製作委員会

8/20 - 8/26

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。

X-MEN：アポカリプス
©2016 MARVEL & Subs. ©2016 Twentieth Century Fox

8/11 -

時は 1983年。文明の誕生以前から
神として君臨していた歴史上最初の
ミュータント、アポカリプスが長き眠
りから覚め、マグニートーを始めとす
る黙示録の四騎士を招集し、堕落し
た人類に鉄槌を下す！過去５作を締
めくくる、シリーズ集大成にふさわし
い激戦の火ぶたが切って落とされる！

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 Twentieth Century Fox Film Corporation All Rights Reserved.

上映中

前回の侵略者との激闘から20年、人
類は侵略者のテクノロジーで軍備を
完璧に整え、来たる時に備えていた。
しかし、再び襲来した侵略者は、はる
かな巨大化と進化を遂げていた…！
1996年に公開され、大ヒットを記録
した巨匠ローランド・エメリッヒの
SF超大作の続編がついに再開！

インデペンデンス・デイ
リサージェンス

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

ジョン・ラセター

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

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

死にたがる若き大富豪が謎の代理
店に“サプライズ ” な死を依頼する
オランダ発のダークコメディ。さっそ
く契約を交わしたヤーコブだったが、
同じくサプライズを待つアンネと運
命的に出会い “旅立ち” の延期を望
むようになってしまい…。果たして二
人を待ち受ける驚きのラストとは！？

ゴーストバスターズ
8/19 -

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！！ニューヨーク・コロンビア
大学で、日夜心霊現象の科学的
立証のために研究を重ねていた
エリン博士だが、研究費を打ち

切られた事をきっかけに、その知識
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…。

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

ジャングル・ブック
©2016 Disney Enterprises,Inc.All Rights Reserved.

8/11 -

ジャングルの奥地に取り残され狼に
育てられた人間の赤ん坊モーグリ。惜
しみない愛情を受け、幸せな毎日を過
ごしていたある日、人間に対して激し
い復讐心を抱くトラのシア・カーンが
ジャングルに戻ってくる…。名作ディズ
ニー・アニメを最先端の映像技術で
映画化した感動の冒険ファンタジー。

エクス・マキナ
©Universal Pictures

8/20 - 8/26

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

9/3 - 9/9

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 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

女優・黒木瞳初監督作品は、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・夏子という
真逆な女性の人生を吉田羊、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。涙と笑い
の人生リセット・エンタテインメント！

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

2016 / 日本 / 2h00
長谷川博己 / 石原さとみ / 竹野内豊 / 大杉漣

シン・ゴジラ
©2016 TOHO CO.,LTD.

7/29 -

庵野秀明 樋口真嗣

2016 / アメリカ / 2h24

ブライアン・シンガー
ジェームズ・マカヴォイ / マイケル・ファスベンダー

カルテル・ランド

2015 / アメリカ - メキシコ / 1h40

マシュー・ハイネマン
ホセ・ミレレス

©2015 A&E Television Networks, LLC

8/27 - 9/2

麻薬カルテルの抗争が激化し、一般
市民まで巻き込んだ殺戮が続くメキ
シコ。政府も警察も当てにならない状
況に立ち上がったひとりの町医者が、
市民たちと自警団を結成するが…。麻
薬戦争の最前線に迫る命懸けのド
キュメンタリー。どんなフィクション
よりも衝撃的な現実に言葉を失う。

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

8/27 - 9/2

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。

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 -

世界一有名な “亀” が、パワーアップ
して帰ってくる！全世界で大ヒットを
記録した前作に引き続き、製作はマイ
ケル・ベイが務める。宿敵シュレッダー
の登場により、影の軍団ニンジャ・
タートルズはニューヨークの街を飛
び出して、世界を舞台に暴れ回る！進
化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）

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

大ヒット作『ファインディング・ニモ』
の続編が遂に登場！今回の主人公は
マーリン＆ニモ親子の親友ドリー。何
でもすぐ忘れてしまうドリーが、ある晩
ずっと忘れていた家族のことを思い
出し、探すことを決意します。誰もが
虜になったあの美しい海の大冒険が
この夏スクリーンに帰ってきます！

『ヱヴァ』でアニメの認識を一変さ
せた庵野秀明による新たなゴジラ。
300名以上の出演者、初のフルCG 版
ゴジラなど、徐々に情報が明かされ
てきたものの物語は未だ謎のまま。
GODZILLAではないゴジラがスクリー
ンに登場したとき、我々は何を思うの
か。この夏歴史の針が再び動き出す。

2016 / アメリカ / 1h46

ジョン・ファヴロー
ニール・セディ ベン・キングズレー

ラドヤード・キップリング

2013 年に大ヒットを記録した『グラ
ンド・イリュージョン』の続編！正義
のイリュージョン犯罪集団 “フォー・
ホースメン” が今回挑むのは、ダニ
エル・ラドクリフ演じる “ 闇の天才
エンジニア ”。マジック vs 科学、は
たして勝つのはどちらか！？仕組ま
れた巨大な陰謀が動き出す！

2015 / ドイツ / 1h56

デヴィッド・ヴェンド
オリヴァー・マスッチ / ファビアン・ブッシュ

帰ってきたヒトラー
©2015 Mythos Film Produktions GmbH & Co. KG Constantin Film Pro duktion GmbH Claussen & Wobke & Putz Filmproduktion GmbH

9/3 - 9/16

なぜかタイムスリップして現代に
甦ったアドルフ・ヒトラー。モノ
マネ芸人と勘違いされてＴＶに出
演するとたちまち大ブレイク。当
時のままの過激な演説が、一面
では真理を突いたものとして迷

える大衆の心を捉え始めていた…。
ブラックすぎる風刺の爆発に世界も
騒然！ 笑撃的問題作 ! !

ペット
©UNIVERSAL STUDIOS

8/11 -

『ミニオンズ』のスタッフ最新
作！飼い主のケイティと幸せな
毎日を送っていた犬のマックス。
しかし、ある日ケイティが保護
してきた大型犬の登場により、
彼の生活は一変し…。ペット達

の秘密の世界を描いた、笑いと感
動の物語。『ミニオンズ』短編アニ
メーションも同時上映！

2016 / アメリカ / 1h30

クリス・ルノー / ヤーロウ・チェイニー
バナナマン / 佐藤栞里 / 沢城みゆき / 宮野真守

©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！

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

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

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！？

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


