
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

©2015 WHOLE TRUTH PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

6/25 - 7/8

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

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…。

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！？

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 - 7/8

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）

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

©Sakiko Nomura

無伴奏
©2015 「無伴奏」製作委員会

6/25 - 7/8 6/25 - 

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

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。

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

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！

ONE PIECE FILM GOLD

ラザロ・エフェクト

2015 / アメリカ / 1h23

デヴィッド・ゲルブ
マーク・デュプラス / オリヴィア・ワイルド

©2016 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

© 尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

7/23 -

7/30 - 8/5

世界最大のエンターテインメントシ
ティ、グラン・テゾーロ。世界政府す
ら手出し無用の「絶対聖域」として知
られる独立国家を訪れたルフィたち
は、新世界の勢力図が変わるほどの
底知れぬ野望に巻き込まれていくの
だが…。日本中が待ちに待った究極
のシリーズ最新作がいよいよ登場！

死者を蘇らせる“ラザロ血清”を研究
していたフランク博士は、事故で感
電死した婚約者を生き返らせること
に成功する。しかし彼女は“ 以前”と
は少し違っていて…。彼女は死の先
で何を見て、どんな力を手に入れて
しまったのか？あなたは死よりも恐
ろしい本当の恐怖を知ることに…。

2016 / アメリカ / 1h53

ジェームズ・ボビン
ジョニー・デップ / アン・ハサウェイ

©2016 Disney. All Rights Reserved.

7/1 -

ティム・バートン

青い蝶に導かれ、不思議の国へ再び
足を踏み入れたアリス。そこではマッ
ドハッターが悲しい過去に囚われ苦
しんでいた。アリスは彼を救うため、
時間を遡って冒険の旅に出た！“ 時
の番人 ”の追跡を逃れながら進むう
ちに、彼女は不思議の国の “ はじま
り” の真実を知ることになり…。

アリス・イン・ワンダーランド
時間の旅 ロスト・バケーション

2016 / アメリカ / 時間未定

ジャウム・コレット＝セラ
ブレイク・ライヴリー

7/23 -

秘境のビーチでサーフィンを楽しん
でいたナンシーは、突然 “ 何か” から
攻撃を受けて負傷してしまう。近くの
岩場に逃げ込むが、その周りには獰
猛なサメがうろついていて…。満潮ま
であと100 分！岸までの距離は僅か
200 メートルだが…。彼女は生きて
岸まで辿り着くことができるのか！？

セトウツミ

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（別冊少年チャンピオン）2013 ©2016 映画「セトウツミ」製作委員会

7/2 - 

此元和津也

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。

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！

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
優が誘拐されてしまった！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！

2015 / アメリカ / 1h59
マイケル・ムーア

©2015, NORTH END PRODUCTIONS

7/2 - 7/15

米国政府が国家高揚のため最終兵
器を投入した！政府の天敵マイケル・
ムーア監督に、他国の素晴らしい“常
識 ” を略奪して持ち帰れというのだ。

「イタリアは年間８週間も有給休暇
がある」「ドイツでは休日に部下に
連絡すると犯罪」などなど、驚愕の
“ ジョーシキ ” をお見逃しなく！！

マイケル・ムーアの
世界侵略のススメ 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.

7/16 - 7/29

問題を起こして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、復活をかけて表舞台に舞い戻
るも、傲慢で破天荒なやり方でまた
しても失敗してしまう。それでも徐々
に仲間たちとの絆を深め、三ツ星を
目指して奮闘していくが…。きっと心
が熱くなる、勇気と感動の物語！

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.

7/23 - 8/5

大学教授のエイブは生きる意味を見
失い、無気力に生きていた。しかし悪
徳判事殺害計画を思いついてから、
人生が楽しくて仕方なくなっちゃっ
た！エイブに想いを寄せる教え子の
ジルは、彼の考えていることなんて知
る由もなく…。ウディ・アレン監督の
哲学が詰まったブラック・コメディ。

神様メール

2015 / ベルギー - フランス / 1h55

ジャコ・バン・ドルマル 
ブノワ・ポールブールド / カトリーヌ・ドヌーブ

王の運命（さだめ）
歴史を変えた八日間

2015 / 韓国 / 2h05

イ・ジュニク
ソン・ガンホ / ユ・アイン

©2015 - Terra Incognita Films/Climax ilms/Apres le deluge/Juliette Films Caviar/ORANGE 
STUDIO/VOO et Be tv/RTBF/Wallimage ©2015 SHOWBOX AND TIGER PICTURES ALL RIGHTS RESERVED

7/2 - 7/15 7/16 - 7/22

神様はブリュッセルに家族と一緒に
住んでいて、パソコンで面白半分に世
界を支配している。そんな神様=父に
憤慨した10歳の娘エアは、ある日神
様のパソコンから人々に余命を知ら
せるメールを送ったから、さあ大変！
欧州各国で大ヒットしたハッピーに
なれる痛快ミラクル・コメディ！

朝鮮国王・英祖（ヨンジョ）は、息子
の世子（セジャ）が優秀な後継者に
育たず、失望と怒りに震えていた。世
子もまた自分のやり方を認めない英
祖を憎み、２人の心はすれ違い続け
ていた。雨の夜、遂に世子は刀を手に
王の御所へと向かうが…。そこには王
族ゆえの残酷な未来が待っていた。

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 - 8/12

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。

獣は月夜に夢を見る

2014 / デンマーク - フランス / 1h25

ヨナス・アレクサンダー・アーンビー
ソニア・ズー / ラース・ミケルセン

©2014 Alphaville Pictures Copenhagen ApS

7/9 - 7/15

閉鎖的な村で両親と暮らす19歳のマ
リーは、職場で出会ったダニエルと
惹かれ合う。その頃から身体に奇妙
な変化が現れ始め、凶暴性を帯びて
いくが、そこには抗えない秘密が隠さ
れていて…。恐ろしくも儚い少女の愛
と覚醒を、デンマークの重厚な自然
と詩的な映像で描くミステリー。

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

7/2 - 7/15

英国人音楽家のフレッドは、指揮も
作曲も引退し、セレブ御用達の高級リ
ゾートホテルでバカンスを楽しんでい
た。そんな彼に英国女王から指揮の
依頼が舞い込むが、彼は頑なに断り
続けていた。その理由は妻とのある秘
密にあって…。荘厳な映像美と数々の
名曲に彩られた極上の人生讃歌。

FAKE フェイク

2016 / 日本 / 1h49

森達也
佐村河内守

©2016 ｢Fake｣ 製作委員会

7/9 - 7/22

ゴーストライター騒動で世間を騒が
せた佐村河内守。“ 現代のベートー
ベン”と呼ばれた男の、その後の素
顔に迫る。真実とは、虚偽とは何か。
時代の病をあぶりだしながら、なだ
れ込む衝撃のラスト12 分間につい
ては、絶対に誰にも言わないでくださ
い。いま、観るべきドキュメンタリー。

ディストラクション・ベイビーズ

2016 / 日本 / 1h48

真利子哲也
柳楽優弥 / 菅田将暉 / 小松菜奈 / 村上虹郎

©2016「ディストラクション・ベイビーズ」製作委員会

7/9 - 7/22

喧嘩に明け暮れ野獣のように生きる
泰良に「あんた、すげえな！オレとお
もしろいことしようや」と裕也は声を
かける。そして２人は、無差別に通行
人に暴行を加える危険な遊びを始
めたのだった。国内外でカルト的人
気を誇る真利子哲也監督が、若者の
欲望と乾いた狂気を描いた衝撃作。

HiGH&LOW THE MOVIE

2016 / 日本 / 時間未定

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

©HiGH&LOW 製作委員会

7/16 -

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。

2016 / 韓国 / 1h53

イ・ワンヒ
D.O.（EXO）/ キム・ソヒョン

純情
©LITTLEBIG PICTURES

7/2 - 7/15

1991年夏。ボムシルが密かに想いを
寄せるスオクは生まれつき足が不自由
だった。しかし彼女に寄り添い、仲間た
ちと楽しく過ごしていたある日、些細
な誤解がもとで皆との友情が壊れて
しまう…。そして23年後。ボムシルの
もとに届いた手紙が語る真実とは？
特別料金：2,000 円均一

2016 / 日本 / 時間未定

宮元宏彰
田中真弓 / 中井和哉 / 岡村明美 / 山口勝平

尾田栄一郎

団地

2016 / 日本 / 1h43

阪本順治
藤山直美 / 岸部一徳 / 大楠道代 / 石橋蓮司

©2016「団地」製作委員会

7/9 - 7/22

大阪近郊の団地に引っ越してきたヒ
ナ子と清治の夫婦。ある日、ふとした
ことでヘソを曲げた清治は「死んだ
ことにしてくれ」と床下に隠れてしま
う。清治の姿が消えてもなにくわぬ顔
でパートに出かけるヒナ子を見て、団
地内では変な噂が立ってしまい…。
浪速の団地ゴシップコメディ！

HK ／変態仮面
アブノーマル・クライシス

2016 / 日本 / 1h58

福田雄一
鈴木亮平 / 清水富美加 / 柳楽優弥 / ムロツヨシ

© あんど慶周／集英社・2016「HK2」製作委員会

上映中 - 7/1

あんど慶周

狂介は今日も大好きな愛子ちゃんの
パンティをかぶり変態仮面として悪と
戦い続けていた。しかし愛子との気
持ちがすれ違い始め、パンティを返
すことに…。やがて世界中からパン
ティが消えるという異常事態に陥る
なか、史上最悪の敵が現れて…！熱
いリクエストにお応えしてＨＫ再び！

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
ベルギーを目指していた。それぞれ
が複雑な思いを抱えながらも楽しく
時間は過ぎていき…。道中で起こる
悲喜交々の人間ドラマを通じて、人生
の素晴らしさを教えてくれる感動作。

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

上映中

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。

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


