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

上映中

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

上映中

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。

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！

トランボ
ハリウッドに最も嫌われた男

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。

1950年代アメリカ、赤狩りの標的と
なった脚本家のダルトン・トランボは
投獄され、ハリウッドを追放される。
だが、偽名で『ローマの休日』など
の脚本を執筆し、数々の名作を世
に送り出した。家族や映画関係者
に支えられ、言論や思想の自由を
貫いたトランボの熱い生き様を描く。

怒り
©2016 映画「怒り」製作委員会

9/17 -

真田十勇士
©2016『真田十勇士』製作委員会

9/22 -

2016 / 日本 / 2h22

李相日 
渡辺謙 / 森山未來 / 松山ケンイチ / 綾野剛

2016 / 日本 / 時間未定

堤幸彦
中村勘九郎 / 松坂桃李 / 大島優子

堤幸彦監督と中村勘九郎タッグ
の舞台を映画化。真田幸村は
名将として世に轟いていたが、実
は運に恵まれ続けただけの腰抜
け男だった。そこに現れた抜け忍
の猿飛佐助、自分の嘘とハッタ

リで幸村を本物の立派な武将へと
仕立て上げることを決意する。型破
りな大スペクタクル超大作！

八王子で夫婦殺人事件が起こっ
た。現場に “ 怒 ” の血文字を残
し、顔を整形し、全国に逃亡を
続ける犯人。１年後。千葉、東
京、沖縄に素性の知れない３人
の男が現れた。信じたいと願うの

に、信じたくない結末が突きつけら
れる。世界を席巻した『悪人』タッ
グに、７人の豪華出演陣が集結！

スーサイド・スクワッド
©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

9/10 -

2016 / アメリカ - カナダ / 2h03

デビッド・エアー 
ウィル・スミス / ジャレッド・レト

ペット ゴーストバスターズ

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

キング・オブ・エジプト

2016 / アメリカ / 2h07

マット・サザマ / バーク・シャープレスアレックス・プロヤス
ブレントン・スウェイツ / ジェラルド・バトラー

©2016 Summit Entertainment,LLC.All Rights Reserved.

©UNIVERSAL STUDIOS

上映中 上映中

9/9 -

『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！

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は、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…。

神と人間が共存する古代エジプト。
生命の神の統治のもと栄華を誇って
いた王国は、砂漠の神に王位を簒奪
され混乱に陥る。天空の神ホルスは
人間の盗賊ベックと手を組み、王座
を左右する「神の眼」を探す冒険に
出るが…。映像技術を駆使して神々
の戦いを描いた歴史スペクタクル！

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

©GNO Productions Limited

9/17 - 9/23

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、非
公式の外出を認められたエリザベ
スは、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した。

『ローマの休日』を思わせる史実に
基づく胸躍る王室秘話。

ロイヤル・ナイト
英国王女の秘密の外出

2016 / アメリカ / 1h31

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

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 - 9/23

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 ! !

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

後妻業の女
©2016「後妻業の女」製作委員会

8/27 -

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。

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 / 1h15

大森立嗣
池松壮亮 / 菅田将暉 / 中条あやみ / 宇野祥平

此元和津也 吉田修一

2015 / アメリカ / 2h04

ジェイ・ローチ
ブライアン・クランストン / ダイアン・レイン

Photo: Hilary Bronwyn Gayle©2015 Trumbo Productions, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

9/3 - 9/9

『バットマン vs スーパーマン』に
続くDC フィルムズ 第２弾。今
作の主役はヒーローではなく悪
党！獄中で死を待つのみだった
彼らが、減刑と引き換えにスーサ
イド・スクワッド（自殺部隊）へ

入隊し、命がけの危険な任務に挑
む！この秋、強烈な個性が揃った
史上最狂チームが誕生する！

2016 / アメリカ / 1h46

ジョン・ファヴロー
ニール・セディ 松本幸四郎 / 西田敏行

ラドヤード・キップリング

セトウツミ
© 此元和津也（別冊少年チャンピオン）2013 ©2016 映画「セトウツミ」製作委員会

9/10 - 9/16

若手俳優の中でも抜群の演技
力を誇る池松壮亮と菅田将暉
が “ クールなインテリの内海 ”と
“ ちょっとおバカな瀬戸 ” に扮し、
漫才のように絶妙な間の関西弁
でひたすら無駄話を繰り広げる。

“ 喋るだけ ” なのにクスッと笑えて
なぜだかちょっぴり切なくなる、新し
い形の青春映画。

BFG ビッグ・フレンドリー・ジャアント

©2016 Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.

9/17 -

『チャーリーとチョコレート工場』
で知られる児童文学作家ロアル
ド・ダールの名作を巨匠スピル
バーグが最新のＣＧ技術を駆使
して映画化。心優しい巨人BFG

（ビッグ・フレンドリー・ジャイ

アント）と孤独な少女ソフィーとの心
温まる友情と奇想天外な冒険を描
いたファンタジー超大作。

2016 / アメリカ / 1h58

スティーヴン・スピルバーグ
マーク・ライランス / ルビー・バーンヒル 

ロアルド・ダール

闇金ウシジマくん Part３

©2016 真鍋昌平・小学館／映画「闇金ウシジマくん３」製作委員会

9/22 -

あの問題作『闇金ウシジマくん』が
帰ってくる！10日５割という超暴利の
闇金融を経営する丑嶋（うしじま）ら
回収者と、様々な事情を抱えた負債
者たちの人間模様を描いた人気シ
リーズが、この秋Part３、Finalと２ヶ
月連続公開で遂に完結！ダークヒー
ロー・ウシジマの最後を見逃すな！

2016 / 日本 / 2h11

山口雅俊
山田孝之 / 綾野剛 / 本郷奏多 / 白石麻衣

真鍋昌平

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.

8/26 -

2016 / アメリカ / 1h52

デイヴ・グリーン
ミーガン・フォックス / ウィル・アーネット

マイケル・ベイ

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！

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 -

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！

グランド・イリュージョン 見破られたトリック

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、マグニートーをはじめとす
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！

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


