
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。

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 - 8/5

美しい妻と二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
件を起こす。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。『その夜の侍』の赤堀雅秋監督
が、家族の歪みを丁寧に炙り出す。

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
ベルギーを目指す。それぞれが複雑
な思いを抱えながら、いつものように
楽しく時間は過ぎてゆくが…。道中で
起こる悲喜交々の人間ドラマを通じ
て、生きることの意味を問いかける。

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

7/30 - 8/5

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！？

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 -

シン・ゴジラ
©2016 TOHO CO.,LTD.

7/29 -

ペット
©UNIVERSAL STUDIOS

8/11 -

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

8/11 -

ゴーストバスターズ
8/19 -

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

『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…。

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！

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！

『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。12 年ぶりに日本に

帰ってきたゴジラ、その姿を目撃し
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。

二重生活
©2015「二重生活」フィルムパートナーズ

9/3 - 9/9

尾行を哲学する―。哲学科の大学
院生・珠は、教授から男性の尾行
を持ちかけられる。珠は理由なき尾
行をすることで男の秘密を知り、胸
の高鳴りを感じていく…。小池真理
子の原作を映像作家・岸善幸が大
胆に脚色し、全く新しい心理エン
ターテインメントを誕生させた。

君の名は。

2016 / 日本 / 1h47

新海誠
神木隆之介 / 上白石萌音 / 長澤まさみ / 市原悦子

©2016「君の名は。」製作委員会

8/26 -

RADWIMPS

田舎町に暮らす女子高校生・三葉と、
東京に暮らす男子高校生の瀧は奇妙
な夢を見た。行ったこともない地で、
別人になった自分。その夢は繰り返さ
れるが、明らかに記憶と時間が抜け落
ちている。やがて気付く―「私／俺た
ち、入れ替わってる！？」出会うことの
ない２人の運命が、いま動き出す！

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

『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！

傷物語  Ⅱ熱血篇

2016 / 日本 / 時間未定

尾石達也新房昭之
神谷浩史 / 坂本真綾 / 堀江由衣 / 櫻井孝宏

青空エール

2016 / 日本 / 時間未定

持地佑季子三木孝浩
土屋太鳳 / 竹内涼真 / 葉山奨之 / 上野樹里

後妻業の女

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

ブルックリン 嫌な女

2016 / 日本 / 1h45

黒木瞳
吉田羊 / 木村佳乃 / 中村蒼 / 古川雄大

© 西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト ©2016 映画「青空エール」製作委員会 © 河原和音／集英社

©2016「後妻業の女」製作委員会

©2015 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved. ©2016「嫌な女」製作委員会

8/19 - 8/20 -

8/27 -

8/27 - 9/9 9/3 - 9/9

西尾維新 河原和音

黒川博行

桂望実

〈Ⅰ鉄血篇〉で吸血鬼となった阿良々木
暦。忍野メメの協力もあって暦が元の
人間に戻る方法を見つけるのだが、そ
こに待ち受けていたのは両手に波打つ
大剣を持つ吸血鬼ハンター「ドラマツ
ルギー」との壮絶な戦いだった…。前作
を超える圧倒的な映像と、先鋭的な演
出で描かれる劇場版「物語」第２弾！

ブラスバンドの名門高校に入学した
小野つばさ。厳しい練習についていけ
ず何度も挫折しそうになる中、いつも
励ましてくれたのは野球部の山田大
介だった。いつしか、つばさには大介
にほのかな想いが芽生えていた…。大
好きなあの人にきっとエールを送りた
くなる、ひたむきな「青春」ストーリー。

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。

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

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.

7/23 - 8/5

突然の衝突事故に見舞われたミ
シェルが目を覚ますと、謎の男ととも
に地下シェルターの中にいた。シェ
ルターには生活に十分な設備が整っ
ているが、不審な出来事が次々と起
こるようになり疑心暗鬼を募らせて
いく。ヒットメーカーＪ.Ｊ.エイブラム
ス製作による異色のスリラー。

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 / 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

ルドルフとイッパイアッテナ

2016 / 日本 / 1h29

湯山邦彦／榊原幹典
井上真央 / 鈴木亮平 / 八嶋智人 / 古田新太

©2016「ルドルフとイッパイアッテナ」製作委員会

8/6 -

加藤陽一 斉藤洋

世代を超え愛される名作児童文学が
ついに３DCGアニメ化！飼い主と離れ
ばなれになった黒猫ルドルフがたどり
着いた先は大都会・東京。出会ったボ
ス猫のイッパイアッテナから街での生
き方を教わることになるが…。私たち
のすぐ隣にある＜ノラ猫の世界＞を描
く、友情と冒険、出会いと別れの物語。

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

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

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

2015 / アイルランド - イギリス - カナダ / 1h52

ジョン・クローリー 
シアーシャ・ローナン / ジュリー・ウォルターズ

1950年代、アイルランドからブルッ
クリンにやってきた移民の少女・エ
イリシュ。これまでと大きく異なる生
活に戸惑う彼女だったが、青年トミー
と恋に落ちやがて洗練されたニュー
ヨーカーへと変わっていく。充実し
た日々を送っていた彼女だが、故郷
からある悲報がもたらされ…。

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！

エクス・マキナ

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

©Universal Pictures

9/3 - 9/16

プログラマーのケイレブは社長から山間
の別荘に招待される。そこで待ってい
たのは、美しい女性型ロボット・エヴァ
に搭載された人工知能の実験だった。
人間は何をもって人間たり得るのか。
人間と人工知能の主従関係を巡り、三
人の思惑が交錯する心理サスペンス。

第 88 回アカデミー賞 視覚効果賞 受賞

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

7/23 - 8/5

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

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！

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.

9/9 -

神と人間が共生する古代エジプトで王
座をかけたバトルが勃発。世界の運命
を託されたのは、恋人を奪われた人間
のコソ泥青年ベック。〈神の眼〉を盗み
だしエジプトを救え！巨大ピラミッド。
スフィンクスの謎。神話の神々が勢揃
いで大暴れする冒険スペクタクル！映
画館で古代エジプトを体験しよう！

華麗なトリックで汚れた金だけを盗
む、正義のイリュージョン犯罪集団
“ フォー・ホースメン ”。しかし、そ
のイリュージョンが通用しない天才
科学者が現れた。演じるのは「ハ
リー・ポッター」ことダニエル・ラド
クリフ！マジックvs 科学、予測不可
能の騙し合いについてこられるか！？

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。

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


