
2016 / 日本 / 1h47

和泉聖治
玉木宏 / 広瀬アリス / 石田ひかり / 要潤

蜜のあわれ

2016 / 日本 / 1h45

石井岳龍
二階堂ふみ / 大杉漣 / 真木よう子 / 高良健吾

©2016 映画「星籠の海」製作委員会

©2015『蜜のあわれ』製作委員会

6/4 -

6/4 - 6/10

島田荘司

室生犀星

６時間ごとに潮の満ち引きが繰り返
される瀬戸内海の小島を舞台に発
生する奇妙な難事件。IQ300の天才
脳科学者・御手洗潔が複雑に絡み合
う事件の謎に迫る！島田荘司の長編
ミステリーを『相棒』シリーズの和泉
聖治が映画化。常人の域を超えた推
理速度にあなたはついて来れるか？

あるときは少女、あるときは金魚へと
姿を変える赤子と、「おじさま」と呼
ばれる老作家。とめどない会話を交
わし、身を寄せ合って眠る仲睦まじ
い日常に、作家の昔の女が幽霊とな
り現れ…。無邪気さとエロティシズム
が同居する室生犀星晩年の幻想文
学を鬼才・石井岳龍監督が映画化。

探偵ミタライの事件簿
星籠（せいろ）の海サウスポー

2015 / アメリカ / 2h04

アントワン・フークア
ジェイク・ギレンホール / レイチェル・マクアダムス

Artwork©2015 The Weinstein Company LLC. All Rights Reserved.

6/3 -

騒動を起こして妻の死を招いた無
敗のボクサー、ビリー・ホープは、失
意のうちに仕事も愛する娘も失っ
てしまう。だが、あるトレーナーと出
会い、ビリーは再びリングに上るこ
とを決意するのだが…。半年にわた
る肉体改造を経たジェイク・ギレン
ホール迫真のファイトシーンが圧巻！

オオカミ少女と黒王子

2016 / 日本 / 1h56

廣木隆一
二階堂ふみ / 山﨑賢人 / 鈴木伸之 / 門脇麦

© 八田鮎子／集英社 ©2016 映画「オオカミ少女と黒王子」製作委員会

5/28 -

八田鮎子

恋愛経験がないのに架空の彼氏との
話を吹聴する女子高生・篠原エリカ。
嘘がバレそうになり、同級生の佐田
恭也が偽装カップルを演じてくれるこ
とになるが、人気者の彼の本性は腹
黒でドＳの「黒王子」だった！演技派・
二階堂ふみと若手人気 NO.１の山﨑
賢人が贈る青春ラブストーリー！

高台家の人々

2016 / 日本 / 1h56

土方政人
綾瀬はるか / 斎藤工 / 水原希子 / 間宮祥太朗

©2016　フジテレビジョン　東宝　集英社 © 森本梢子／集英社

6/4 -

森本梢子

趣味は妄想という口下手なOL平野
木絵は、イケメンエリートの高台光正
に食事に誘われる。驚く木絵だが、光
正は心を読む能力の持ち主で、彼女
の奇想天外な妄想と純粋な人柄に
惹かれたのだった。妄想女子とテレ
パス王子の恋の行方を描いた爆笑
必至の人気コミックを実写映画化！

グランドフィナーレ

2015 / イタリア - フランスほか / 2h04

パオロ・ソレンティーノ
マイケル・ケイン / ハーヴェイ・カイテル

©2015 INDIGO FILM, BARBARY FILMS, PATHE PRODUCTION, FRANCE 2 
CINEMA, NUMBER 9 FILMS, C -FILMS, FILM4

6/4 - 6/17

高級ホテルでバカンスを過ごす老音
楽家に舞い込んだ指揮の依頼。即座
に断るが、滞在客との交流を通じて
心境に変化が訪れる。さまざまな人
生の交錯に、老境の男は何を見出す
のか。陶酔へと誘う荘厳な映像美で、
人生を真っ向から描ききったイタリア
の奇才パオロ・ソレンティーノ監督作。

ずっと前から好きでした。
告白実行委員会

MARS（マース）
〜ただ、君を愛してる〜

2016 / 日本 / 1h04

柳沢テツヤ
神谷浩史 / 戸松遥 / 梶裕貴 / 阿澄佳奈

©HoneyWorksMovie

6/11 - 6/24

HoneyWorks

高校３年の秋。幼馴染の瀬戸口優に
片思い中の榎本夏樹は、素直になれ
ずに「優は“ 告白” の練習相手だ」と
言ってしまう。本当の気持ちをごま
かし続ける夏樹を、仲良しの恋雪が
デートに誘ってきて…。HoneyWorks
による恋愛群像劇が待望の映画化！
一般・大学生 1,300 円／高校生以下 1,000 円

マネーモンスター

2016 / アメリカ / 1h35

ジョディ・フォスター
ジョージ・クルーニー / ジュリア・ロバーツ

6/10 - 

人気財テク番組「マネーモンスター」
が生放送中にジャックされた！番組
のせいで全財産を失った男がその不
正を暴くため、番組パーソナリティ
を人質に取り、犯罪現場の生中継が
始まる。監督を務めるジョディ・フォ
スターのもとに豪華キャストが集結
した、リアルタイム・サスペンス！

2016 / 日本 / 1h43

石原立也
黒沢ともよ / 朝井彩加 / 豊田萌絵 / 安済知佳

© 武田綾乃・宝島社／「響け！」製作委員会

6/11 - 6/24

武田綾乃

2015年に放送された同名テレビアニ
メ全13話を再編集した劇場版。中学
時代にユーフォニアムを吹いていた黄
前久美子は高校に進学し、吹奏楽部
に入部する。だが、部員たちの演奏は
お世辞にも上手とは言えないありさま
だった。全国大会を目指す高校生の
奮闘を描いた青春音楽ストーリー！

劇場版 響け！ユーフォニアム
〜北宇治高校吹奏楽部へようこそ〜

2016 / 日本 / 2h05

宮藤官九郎
長瀬智也 / 神木隆之介 / 尾野真千子 / 森川葵

©2016 Asmik Ace, Inc. / TOHO CO., LTD. / J Storm Inc. / PARCO CO., LTD. / AMUSE INC. 
/ Otonakeikaku Inc. / KDDI CORPORATION / GYAO Corporation

6/25 - 

突然の事故で死んでしまった高校生
の大助がたどり着いたのはなんと地
獄！大好きなひろ美ちゃんに告白も
せずに死ぬなんて…。そんな大助の
前に現れた、地獄の赤鬼ロッカー・キ
ラーK。鬼特訓のもと、蘇りを賭けた
地獄巡りが始まる！クドカン×豪華
キャストで贈る、爆笑地獄コメディ！

TOO YOUNG TO DIE!
若くして死ぬ

シネマ歌舞伎 
歌舞伎 NEXT 阿弖流為（アテルイ）

最高の花婿

2014 / フランス / 1h37

フィリップ・ドゥ・ショーヴロン
クリスチャン・クラヴィエ / シャンタル・ロビー

©2013 LES FILMS DU 24 – TF1 DROITS AUDIOVISUELS – TF1 FILMS PRODUCTION

6/18 - 6/24

３人の娘たちが次々に国際結婚した
ヴェルヌイユ夫妻は、宗教儀式も食事
のルールも異なる婿たちとの異文化
交流にお疲れ気味。そんな時、最後
の希望の末娘がついに念願だったカ
トリック教徒の男性と婚約！と喜ん
だのも束の間で…。フランス発、異文
化バトルが笑いと涙を誘う感動作！

ヘイル , シーザー！

2016 / アメリカ / 1h46

ジョエル・コーエン / イーサン・コーエン
ジョシュ・ブローリン / ジョージ・クルーニー

©Universal Pictures

7/2 - 7/15

スタジオの命運を賭けた超大作『ヘ
イル、シーザー！』の撮影中、主演俳
優の誘拐事件が発生。貧乏くじばか
りを引かされる何でも屋が、個性あ
ふれるスターたちを巻き込んで事件
解決へと動き出すが…。黄金期のハ
リウッドを舞台に、映画と人生への
愛を謳うコーエン喜劇の集大成！

インサイダーズ 内部者たち

2015 / 韓国 / 2h10

ウ・ミンホ
イ・ビョンホン / チョ・スンウ / ペク・ユンシク

©2015 SHOWBOX AND INSIDE MEN, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

6/11 - 6/17

腐敗した巨大権力を操る〈策士〉と、
巨大企業を脅迫して失敗した〈チン
ピラ〉、そして裏金事件を追う〈検
事〉。３人の男たちが仕掛ける命を
懸けた騙し合い。息をもつかせぬ大
逆転劇の連続の末、最後に勝ち残
るのはいったい誰か！？イ・ビョンホ
ン主演で贈るサスペンス・アクション！

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

６４ ロクヨン 後編

2016 / 日本 / 1h59

瀬々敬久
佐藤浩市 / 綾野剛 / 榮倉奈々 / 瑛太

2016 / 日本 / 1h38

大石哲也耶雲哉治
藤ヶ谷太輔 / 窪田正孝 / 飯豊まりえ / 山崎紘菜

貞子 vs 伽椰子

2016 / 日本 / 1h39

白石晃士
山本美月 / 玉城ティナ / 甲本雅裕 / 安藤政信

太陽

2016 / 日本 / 2h09

入江悠
神木隆之介 / 門脇麦 / 古川雄輝 / 古舘寛治

2016 / 日本 / 時間未定

米村正二川越淳
戸田恵子 / 中尾隆聖 / 波瑠 / 剛・礼二（中川家）

2015 / 日本 / 3h05

いのうえひでのり中島かずき
市川染五郎 / 中村勘九郎 / 中村七之助

2015 / アメリカ / 1h20
アイリス・アプフェル2015 / アメリカ / 1h59

マイケル・ムーア

© 劇場版「MARS ～ただ、君を愛してる～」製作委員会 © 惣領冬実／講談社©2016「貞子 vs 伽椰子」製作委員会

©2015「太陽」製作委員会 © 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©Sakiko Nomura

©IRIS APFEL FILM, LLC.©2015, NORTH END PRODUCTIONS

Photo by Sabrina Lantos© 2015 GRAVIER PRODUCTIONS, INC. ©2016 映画「64」製作委員会

無伴奏
©2015 「無伴奏」製作委員会

6/11 - 6/11 -

6/18 - 6/18 - 6/246/18 -

6/25 - 7/1 7/2 - 6/25 - 

7/2 - 7/87/2 - 7/15

二ツ星の料理人

2016 / アメリカ / 1h41

ジョン・ウェルズ
ブラッドリー・クーパー / シエナ・ミラー

Artwork© 2015 The Weinstein Company LLC. All Rights Reserved.

7/2 - 7/15

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

6/25 - 

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.

7/2 -

横山秀夫

惣領冬実

前川知大稲葉圭昭 やなせたかし

アルバート・メイズルス

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。

警察内部の権力争いと報道陣との軋
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
とみられる内容から同一犯を疑うの
だが、そこには驚愕の真相が隠されて
いた…。横山秀夫原作、オールスター
キャストで描く、感動巨編完結編！

最も有名なホラーキャラクターとし
て君臨する貞子と、最も怖い映画シ
リーズ１位に輝く『呪怨』の伽椰子。
日本ホラー映画史を代表する最“凶”
にして最 “ 狂 ” の２つの呪いが遂に
出会ってしまった！何が起こるのか
は誰にも予測不可能、歴史に名を刻
む最“恐” 対決を決して見逃すな！！

奇跡的に出会い、恋に落ちた零とキ
ラ。そこに現れた零の過去を知る、牧
生。歪んだ愛情が、３人の運命を狂わ
せる…。90年代、ディープな世界観で
絶大な人気を獲得した惣領冬実の
少女コミック「MARS」。究極のラブ
ストーリーが、藤ヶ谷太輔×窪田正孝
の豪華ダブル主演で実写映画化！

1969年、仙台。学園紛争に身を投
じる女子高生の響子は、バロック喫
茶「無伴奏」で出会った渉に興味を
抱く。それはやがて初めての恋に発
展し…。小池真理子の半自伝的小説
を、恋愛映画の名手・矢崎仁司監督
が仙台ロケで映画化。多感な少女の
心模様を成海璃子が繊細に演じる。

蝦夷を率いるリーダー阿弖流為と、蝦
夷を討伐する朝廷軍の坂上田村麻呂。
互いの義を認め合いながらも敵同士と
して対立する二人の男の戦いを描く。
市川染五郎ら次世代を担う歌舞伎俳
優たちの様式美に、「劇団☆新感線」
の物語性が加わった壮大な歴史絵巻。
一般・シニア2,100円／学生・小人1,500円

バイオテロを生きのびた人類は、太
陽光に弱く夜に活動する新人類ノク
スと、彼らの支配を受け、貧しく生き
る旧人類キュリオに分かれて生活し
ていた。キュリオの青年・鉄彦は、豊
かな暮らしを求めノクスへの転換手
術を希望するが…。生きることの意
味を問う傑作舞台の映画化。

おもちゃの星のお姫様・ルンダが落と
した、いろ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！

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。

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。『凶悪』で各映画賞を総なめ
にした白石和彌監督渾身の最新作。

問題を起こしてパリの一流レストラ
ンから逃げ出した二ツ星シェフのア
ダム。３年後、復活をかけてミシュ
ランの三ツ星に挑むも、やりたい放
題で店を窮地に立たせてしまう。傲
慢で破天荒だが、時に弱さをさら
け出すアダムと仲間たちの絆を描い
た、心を熱くする美食エンタメ！

インテリアデザイナー、実業家など
さまざまな肩書きを持ち、ファッショ
ンアイコンとして NY のカルチャー
シーンに影響を与え続けるアイリス・
アプフェル。「ルールはない。あっ
ても破るだけ」自由に生きることと
サクセスを両立させたアイリスの魅
力に迫るドキュメンタリー。

これまでアメリカが抱える社会問
題に深く切り込んできたマイケル・
ムーア監督が今回挑むのは、世界の
“ ジョーシキ” 略奪作戦！「イタリアは
年間８週間も有給がある」「フランス
の給食はフレンチのフルコース」など、
驚きの事実をアメリカに持ち帰るた
め監督自ら突撃取材を開始する！

クリーピー 偽りの隣人

©2016「クリーピー」製作委員会

池田千尋 前川裕

2016 / 日本 / 2h10

黒沢清
西島秀俊 / 竹内結子 / 川口春奈 / 東出昌大

6/18 -

一家失踪事件を調べる犯罪心理学
者の高倉が引っ越した先の隣人は
どこか奇妙な家族だった。ある日、
隣家の中学生の娘に「あの人、お父
さんじゃありません。全然知らない人
です」と告げられる。疑惑と不安から
深い闇へと引きずり込まれていく圧
倒的な恐怖を名匠、黒沢清が描く。

孤独のススメ

2013 / オランダ / 1h26

ディーデリク・エビンゲ
トン・カス / ルネ・ファント・ホフ

©2013, The Netherlands. Column Film B.V. All rights reserved.

6/25 - 7/1

妻に先立たれ、息子とも音信不通のフ
レッドは、人付き合いを避けて単調な
毎日を送っていた。ところがある日、
素性の知れない無口な男がやってき
て家に居ついてしまう。謎の男がもた
らした不思議な共同生活はフレッド
の人生を少しずつ変えてゆくが…。
オランダ発の静かで優しい感動作。

インデペンデンス・デイ
リサージェンス

アイリス・アプフェル！
94 歳のニューヨーカー

それいけ！アンパンマン
おもちゃの星のナンダとルンダ

マイケル・ムーアの
世界侵略のススメ

2016 / アメリカ / 時間未定

ローランド・エメリッヒ
リアム・ヘムズワース / ジェシー・アッシャー

©2016 Twentieth Century Fox Film Corporation All Rights Reserved.

7/9 -

前回の侵略者との激闘から20年、人
類は新たなテクノロジーで軍備を完
璧に整え、次の襲来に備えていた。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公開！

ヒメアノ〜ル

2016 / 日本 / 1h39
森田剛／佐津川愛美／ムロツヨシ／濱田岳

©2016「ヒメアノ～ル」製作委員会

𠮷田恵輔

5/28 -

めんどくさいから殺していい？
古谷実原作、あの問題作が映画化！
恋や友情、若者たちのありふれた日
常と、並走して語られる無機質な殺
人事件。日常と狂気が交錯する緊迫
の99 分にあなたの心は耐えられる
か？

古谷実

2015 / 日本 / 2h12

矢崎仁司
成海璃子 / 池松壮亮 / 斎藤工 / 遠藤新菜

小池真理子

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


