
スノーホワイト 氷の王国

2016 / アメリカ / 1h54

セドリック・ニコラス＝トロイヤン
クリス・ヘムズワース / シャーリーズ・セロン

©Universal Pictures

上映中

2016 / 日本 / 1h52

三木康一郎
岩田剛典 / 高畑充希 / 今井華 / 宮崎美子

©2016「植物図鑑」製作委員会

6/4 -

有川浩

白雪姫とエリックによって滅ぼされた
ラヴェンナ女王には、さらに強力な
魔力を持ち“ 氷の女王 ”と呼ばれる
妹フレイヤがいた。姉の死を知った
フレイヤは、魔法の鏡で姉を蘇らせ、
姉妹の魔力で世界を永遠に闇で覆
い尽くそうと目論んでいて…。圧倒的
な映像美で描く壮絶な闘いが再び！

平凡なOLのさやかはある日、マン
ションの前で倒れていた謎の青年・
樹と出会い、半年間という期限付き
で共同生活をする事になる。家事万
能で野草に詳しい樹と毎日過ごすう
ちに惹かれていくさやかだったが･･･。

『図書館戦争』などのベストセラー作
家・有川浩による恋愛小説を映画化。

植物図鑑
運命の恋、ひろいました

モヒカン故郷に帰る
©2016「モヒカン故郷に帰る」製作委員会

5/28 - 6/10

売れないバンドマンの永吉は、恋人
の妊娠を機に７年ぶりに帰郷した。
久々の一家団らんかと思いきや、父の
ガンが発覚。永吉たちは右往左往し
ながらも、離れていた時間を埋めてい
くのだが…。家族が集まれば最高で
最強！沖田修一監督が現代の家族の
悲喜こもごもを描いたホームドラマ。

2016 / 日本 / 2h04
松田龍平 / 柄本明 / 前田敦子 / もたいまさこ

沖田修一

2015 / 日本 / 1h59

ナレーター：キートン山田　主題歌： 由紀さおり 
太川陽介 / 蛭子能収 / 三船美佳

©2015「ローカル路線バス乗り継ぎの旅　THE MOVIE」製作委員会

5/28 - 6/10

大人気バラエティーTV番組がまさか
まさかの映画化！おなじみ太川陽介
と蛭子能収のコンビが、ゲストに三
船美佳を迎え、初の海外・台湾へ！
路線バス以外の利用とインターネッ
トでの情報収集は禁止というルール
も相まってピンチを迎えるが…。台
湾各地の美しい風景も見どころです。

ローカル路線バス乗り継ぎの旅 
THE MOVIE

デッドプール

2016 / アメリカ / 1h48

ティム・ミラー
ライアン・レイノルズ / モリーナ・バッカリン

©2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

6/1 -

マーベルコミック原作の異色ヒー
ローがついに実写化！末期ガンで死
を宣告された傭兵ウェイドが、人体
実験によって驚異的な治癒能力と
不死の体を手に入れ“デッドプール”
となり蘇る！毒舌全開でコミカルな
デッドプールがスクリーン狭しと暴
れまわるヴァイオレンス・アクション！！

星ガ丘ワンダーランド

2015 / 日本 / 1h51

柳沢翔
中村倫也 / 新井浩文 / 佐々木希 / 木村佳乃

©2015「星ガ丘ワンダーランド」製作委員会

5/28 - 6/3

星ガ丘駅の落とし物預かり所で働く
温人のもとに、母親が自殺したと知ら
せが届く。20年前、家族を置いて去っ
ていった母に何があったのか？義理
の妹弟や、疎遠になっていた兄を訪
ね、温人は母の過去と死の真相を探
り始めるが…？至極のミステリーの
先に待つ、切なくて温かな真実とは。

エンド・オブ・キングダム

2016 / イギリス - アメリカ - ブルガリア / 1h39

ババク・ナジャフィ
ジェラルド・バトラー / アーロン・エッカート

©LHF Productions, Inc. All Rights Reserved.

5/28 -

ホワイトハウスへのテロ攻撃を描い
た前作から２年、待望の続編が誕生
した！英国首相が不可解な死を遂げ
た。数日後、葬儀のため世界各国首
脳が集ったロンドンで、同時多発テロ
が発生！シークレットサービスに復
帰したバニングは、巨大な悪から大
統領を護り抜くことができるのか！？

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.

5/28 - 6/3

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
もたらした孤独ではない日常が、フ
レッドに大切なことを気づかせて…。
オランダ発の静かで優しい感動作。

2015 / イギリス / 1h36

ポール・アンドリュー・ウィリアムズ
マーティン・フリーマン / アンソニー・ラパリア

砂上の法廷

2015 / アメリカ / 1h34

コートニー・ハント
キアヌ・リーヴス / レニー・ゼルウィガー

マジカル・ガール

2014 / スペイン / 2h07

カルロス・ベルムト
ホセ・サクリスタン / バルバラ・レニー

ノーマ、世界を変える料理

2015 / イギリス / 1h39

ピエール・デュシャン
レネ・レゼピ

Una produccion de Aqui y Alli Films, Espana. Todos los derechos reservados©

Photo by Pierre Deschamps©2015 DOCUMENTREE FILMS LTD

©Feelgood Films 2014 Ltd. ©2015 WHOLE TRUTH PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

6/4 - 6/10 6/25 - 7/8

6/11 - 6/24

6/4 - 6/17

追撃者

2014 / アメリカ / 1h31

ジャン = バディスト・レオネッティ
マイケル・ダグラス ジェレミー・アーヴァイン

©2014 Furthur Films, Inc. All Rights Reserved

6/25 - 7/1

2015 / フランス - スペイン - ベルギー - パナマ / 1h59

アンドレア・ディ・ステファノ
ベニチオ・デル・トロ / ジョシュ・ハッチャーソン

©2014 Chapter 2 - Orange Studio - Pathe Production - Norsean Plus S.L - Paradise Lost 
Film A.I.E - Nexus Factory - Umedia - Jouror Developpement

6/18 - 6/24

1961年。ナチス将校アドルフ・アイヒ
マンの裁判が開かれることになり、１
人のテレビマンが立ち上がった。こ
の裁判をテレビ放映し、ナチスによ
るユダヤ人迫害の恐るべき事実を世
界に知らしめようとするのだが…。歴
史に残るテレビ中継と、それに携わっ
た男たちの知られざる真実の物語。

高校生のマイクは父親殺しの容疑を
かけられ、黙秘を続けていた。敏腕
弁護士のラムゼイは次 と々飛び出す
“有罪を裏付ける証言 ”の僅かなほ
ころびから、証人たちの嘘に気づく。
真実は何故捻じ曲げられたのか？や
がて裁判の流れが変わり始め、少年
はついに驚くべき告白を始めて…。

失業中のルイスは白血病で余命僅
かな娘のため、彼女が好きな日本の
アニメのコスチュームを買ってあげた
かった。しかし金の工面に困り宝飾店
に強盗に入ろうとしたその瞬間…！？
出会うはずのなかった人々の運命は
予想もしない方向に転がっていき…。
愛情がもたらした悲劇の結末とは？

議員や慈善実業家として支持され
ながら、1,000人もの殺害に関与し
たコロンビア最大の麻薬カルテルの
ボス、パブロ・エスコバル。彼の姪と
恋に落ちた青年の視点から、実在の
麻薬王の光と闇を炙りだす。南米の
ゴッドファーザーと称されたエスコ
バルをベニチオ・デル・トロが怪演！

大富豪のマデックは、ガイドの青年
ベンを雇い、広大な砂漠で狩りを楽
しんでいた。しかし仕留めた獲物は
そこで働く“人間 ” で…。豹変したマ
デックはベンに銃を向け、死の淵へ
と追いこんでいく！ベンはガイドの知
識と生存本能のみで、狂気の人間狩
りから逃げ切ることができるのか！？

カブの器に入った花の蜜の食前酒、
花束のような野菜に蟻が歩きまわる
ソースなど、自然を凝縮したかのよう
な料理で魅了するデンマークの人気
レストラン「noma」。斬新なアイディ
アで美食の常識を塗り替え、北欧料
理を創造したオーナーシェフ、レネ・レ
ゼピの４年間を追うドキュメンタリー。

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

6/25 - 7/7

武田綾乃

黄前久美子は中学の吹奏楽コンクー
ルで負けたときの高坂麗奈の悔し涙
を見てショックを受けていた。高校
の吹奏楽部で再会した２人はお互い
をライバル視し、競い合うようになっ
ていく。絶対に負けたくない！目指す
は全国大会！吹奏楽ファンならずと
も熱くなること必至の青春アニメ！

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～

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

6/11 - 6/24

フランスで暮らすヴェルヌイユ夫妻の
３人の娘たちが次 と々国際結婚！宗
教儀式から食事のルールまで、異文
化交流に疲れ果てていた。そんな時、
最後の希望だった末娘がカトリック
教徒の男性と婚約したのだが…。 海
外の信じられない習慣たっぷり！異
文化バトルに笑いと涙の感動作！

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

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

©2016「貞子 vs 伽椰子」製作委員会

©2015「太陽」製作委員会

©Sakiko Nomura ©IRIS APFEL FILM, LLC.

無伴奏
©2015 「無伴奏」製作委員会

6/25 - 7/8

6/18 -

6/4 - 6/17

6/25 - 6/11 - 6/17

前川知大

アルバート・メイズルス

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” 対決を絶対に見逃すな！！

1969年、仙台。学園紛争に身を投じ
る女子高生の野間響子は、ある日、
バロック喫茶「無伴奏」で大学生の
渉と出会い、恋に落ちた。初めての恋
は“革命”よりも刺激的な魔力を持っ
ていて…。小池真理子の半自叙伝的
小説を映画化。多感な少女の心模様
を、成海璃子がひたむきに演じる。

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２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
優たちの様式美と「劇団☆新感線」が
手掛ける壮大なドラマをご堪能ください。
一般・シニア  2,100円／学生・小人 1,500円

バイオテロから生き長らえた人類
は、太陽光に弱く夜に活動する新人
類ノクスと、ノクスの支配を受け、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。

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。

アイリス・アプフェル！
94 歳のニューヨーカー

エスコバル 楽園の掟

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

©2015『蜜のあわれ』製作委員会

6/4 - 6/17

室生犀星

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。

ロブスター

2015 / アイルランド - イギリス ほか / 1h58
コリン・ファレル / レイチェル・ワイズ / レア・セドゥ

©2015 Element Pictures, Scarlet Films, Faliro House Productions SA, Haut et Court, 
Lemming Film, The British Film Institute, Channel Four Television 

ヨルゴス・ランティモス

6/11 - 6/17

独身者は身柄を確保され、矯正施設
に送り込まれる。45日以内にパート
ナーを見つけなければ動物に変え
られ森に放たれてしまうのだ。妻を
亡くしたデヴィッドもパートナー探し
を強いられるのだが…。奇想天外な
設定と痛烈な皮肉で観客の心をか
き乱す、異色のブラックコメディ！

LOVE ３D

2016 / フランス - ベルギー / 2h15

ギャスパー・ノエ 
カール・グルスマン / アオミ・ムヨック

©2015 LES CINEMAS DE LA ZONE . RECTANGLE PRODUCTIONS . WILD BUNCH 
. RT FEATURES . SCOPE PICTURES .

6/11 - 6/17

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

6/18 - 6/24

メキシコのミチョアカン州では続発
する麻薬カルテルの抗争のため、多
くの市民が犠牲になっていた。政府
や警察が当てにならない状況で、１
人の町医者が立ち上がった。自警団
を結成しカルテルに対抗していくが、
やがて組織は暴走を始め…。いま観
るべき最も危険なドキュメンタリー。

青年マーフィーは１本の電話をきっ
かけに、かつての恋人との生涯最大
の蜜月の日々を、別れから順に振り
返ることになる。いつまでも続くは
ずだった情熱の日々はどのように
終わり、育まれ、そして始まったの
か…。映画史上最も情熱的で感傷
的な “ 愛 ” を、３Ｄで描いた問題作。

見えない目撃者

2015 / 中国 - 韓国 / 1h52

アン・サンフン
ヤン・ミー / ルハン / ワン・ジンチュン

©2015 New Clues Film Co., Ltd. All rights reserved.

6/25 - 7/8

盲目の元警察官候補生ルー･ シャオ
シンが遭遇した交通事故。警察が彼女
の証言を元に捜査する中、現れたもう
１人の目撃者リン･ チョン。徐々に犯
人へ迫る一方、２人は命を狙われて…。
“ 事故 ” の裏に潜む猟奇的な犯人の
目的とは…？歌手志望の青年リンを
演じるルハンの歌唱シーンも必見。

リップヴァンウィンクルの花嫁

2016 / 日本 / 3h00

岩井俊二
黒木華 / 綾野剛 / Cocco/ 原日出子

©RVW フィルムパートナーズ

6/18 - 7/1

派遣社員の七海はSNSで知り合っ
た男性と結婚するが、直後に夫の浮
気が発覚。しかし逆に浮気の罪を着
せられ家を追い出されてしまう。苦
境に立たされた七海に「なんでも
屋」と名乗る男・安室は次々と奇妙
なバイトを斡旋し…。岩井俊二監督
12年ぶりの長編実写の日本映画。

アイヒマン・ショー
歴史を映した男たち

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

クリーピー 偽りの隣人

©2016「クリーピー」製作委員会

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 -

犯罪心理学者の高倉が愛する妻と
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
の娘が告げた言葉に驚愕する。「あの
人、お父さんじゃありません。全然知
らない人です」…。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。

ずっと前から好きでした。
告白実行委員会

©HoneyWorksMovie

6/11 - 6/24

2016 / 日本 / 1h04

柳沢テツヤ
神谷浩史 / 戸松遥 / 梶裕貴 / 阿澄佳奈

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、なかなか素直
になれず「優は“告白”の練習相手だ」
と言ってしまう。そうやって素直になれ
ない夏樹に、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

シェーン デジタルリマスター版

1953年（オリジナル）・2016年（デジタルリマスター） / アメリカ / 1h58

ジョージ・スティーヴンス
アラン・ラッド / ジーン・アーサー

Shane TM & Copyright©2016 by Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

6/25 - 7/1

南北戦争後の西部。悪徳牧場主との
いざこざに悩む開拓民ジョーのもと
に現れた、心優しき凄腕ガンマン＝
シェーンの物語。抑制のきいたガン
アクションと、深い人間ドラマによっ
て “ 新たな西部劇 ”と呼ばれた不朽
の名作は、今の時代に何を訴えかけ
るのか。シェーンが遂にカムバック！

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


