
HiGH&LOW THE MOVIE
©HiGH&LOW 製作委員会

上映中

ポケモン・ザ・ムービー XY&Z
ボルケニオンと機巧（ からくり）のマギアナそれいけ！アンパンマン おもちゃの星のナンダとルンダ

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokemon ©2016 ピカチュウプロジェクト

上映中

ターザン：REBORN
©2016 EDGAR RICE BURROUGHS, INC., WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS NORTH AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.
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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。

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！

大人気シリーズが「ポケモン・
ザ・ムービー XY＆Z」にパワー
アップ！運命の絆で結ばれた、サ
トシと人間嫌いのポケモン・ボル
ケニオン。超カラクリ都市・アゾッ
ト王国を舞台に、未知なる力「ソ

ウルハート」を宿した人造ポケモン・
マギアナをめぐる、ポケモン史上最
も熱いバトルが幕を開ける！

2016 / 日本 / 1h37

冨岡淳広湯山邦彦
松本梨香 / 大谷育江 / 牧口真幸 / 梶裕貴

2016 / 日本 / 2h09

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

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

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
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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。

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

上映中

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

©2016「秘密 THE TOP SECRET」製作委員会
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後妻業の女
©2016「後妻業の女」製作委員会
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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。

婚活大国ニッポン！熟年離婚の
急増で、再婚相手を求めた熟年
婚活も倍増。そこに目をつけ、寂し
い独身男性をたぶらかし財産を
巻き上げる後妻業の女と、陰で操
る結婚相談所の所長。そして騙さ

れた男達と裏社会の探偵が織り成
す、愛とお金の人間喜劇！『愛の流
刑地』の鶴橋康夫監督最新作。

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！

『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！

被害者の ｢脳に残った記憶｣ を
映像化し、迷宮入りした事件を
捜査する警察庁の特別機関「第
九」。彼ら特殊脳内捜査チーム
と凶悪犯の壮絶な心理バトルを

『るろうに剣心』の大友啓史監

督が映画化。脳内操作は心の「秘
密」さえも暴いてしまう…。衝撃
のミステリー漫画を映画化！

2016 / アメリカ / 1h53

ジェームズ・ボビン
ジョニー・デップ / ミア・ワシコウスカ

©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

ペット
©UNIVERSAL STUDIOS
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『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

シン・ゴジラ
©2016 TOHO CO.,LTD.
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『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 / 日本 / 2h00
長谷川博己 / 石原さとみ / 竹野内豊 / 大杉漣

庵野秀明 樋口真嗣

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

ミュータント・ニンジャ・タートルズ
影 （シャドウズ）  

©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.
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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！

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

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

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

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 / 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

ジョン・ラセター

2016 / 日本 / 2h08

鶴橋康夫
大竹しのぶ / 豊川悦司 / 尾野真千子 / 長谷川京子

黒川博行

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

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

大友啓史 清水玲子

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.
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グランド・イリュージョン
見破られたトリック

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！

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


