
2016 / イギリス / 1h49

ロン・ハワード 
ジョン・レノン/ポール・マッカートニー/ジョージ・ハリスン/リンゴ・スター

©Apple Corps Limited ©Bob Bonis Archive

1/7 - 1/20

初期のリバプール時代から63年に
始まった15ヵ国90都市166公演にお
よぶツアー、そして観客の前での最
後の演奏となった 66年のサンフラン
シスコ・キャンドルスティック・パーク
公演まで、多数のライブ映像で描く。
メンバーのインタビューや独占秘蔵
映像満載の長編ドキュメンタリー。

ザ・ビートルズ EIGHT DAYS A WEEK
The Touring Years

ドクター・ストレンジ
©2016 MARVEL

1/27 -

マーベル最新作は史上最もミステリ
アスなヒーロー！不慮の事故で両手
の機能を奪われた天才外科医の男
が、失った栄光を取り戻すため、時間
と空間の概念を超えた “ 魔術 ” の
世界に足を踏み入れる。注目の俳優
ベネディクト・カンバーバッチ主 演
で贈るファンタジック・アクション！

ガール・オン・ザ・トレイン

2016 / アメリカ / 1h52

テイト・テイラー
エミリー・ブラント / レベッカ・ファーガソン

©Universal Pictures

1/14 - 1/27

愛する夫と離婚し、傷心の日々を送る
レイチェルの日課は、通勤電車の窓
から見える“ 理想の夫婦 ” を覗き見
ること。ある朝、いつもの車窓から
“ 理想の妻 ” の不倫現場を目撃。様
子が気になり、彼らの家へ向かった
が…気が付けば自分の部屋にいて、
“ 理想の妻 ” は死体で発見される―。

湯を沸かすほどの熱い愛

2016 / 日本 / 2h05

中野量太
宮沢りえ / 杉咲花 / オダギリジョー / 松坂桃李

©2016「湯を沸かすほどの熱い愛」製作委員会

1/14 - 1/27

ドント・ブリーズ

2016 / アメリカ / 1h28

フェデ・アルバレス
ステファン・ラング / ジェーン・レヴィ

1/28 - 2/10

サム・ライミ

強盗目的で盲目の老人の屋敷に忍
び込んだ若者たち。簡単に金を奪っ
て逃げられるはずだった。しかし老人
はどんな物音も聴き逃さない超人的
な聴覚を持ち、侵入者を容赦なく惨
殺する殺人鬼だった！製作サム・ライ
ミが放つ、まさに息もできない緊張感
の未体験ショッキング・スリラー !!

誰のせいでもない

2015 / ドイツ - カナダ - フランスほか / 1h58

ヴィム・ヴェンダース
ジェームズ・フランコ / シャルロット・ゲンズブール

©2015 NEUE ROAD MOVIES MONTAUK PRODUCTIONS CANADA BAC FILMS 
PRODUCTION GÖTA FILM MER FILM ALL RIGHTS RESERVED.

1/14 - 1/20

雪に覆われた冬の夕暮れ、作家トマ
スはある事故に遭遇する。誰のせい
でもないその事故は彼の心に深い傷
を残し、周囲の女性たちの人生をも
狂わせてゆく。『ピナ・バウシュ 踊り続
けるいのち』で驚くべき3D映像を生
み出したヴェンダース監督が、揺れ
動く心模様を3Dで表現した野心作。

弁護人

2013 / 韓国 / 2h07

ヤン・ウソク
ソン・ガンホ / イム・シワン

©2013 Next Entertainment World Inc. & Withus Film Co. Ltd. All Rights Reserved.

1/14 - 1/20

実在の事件をモチーフにした社会派
ヒューマンドラマ。80 年代、軍事政
権下の韓国。民主化運動弾圧を進
める公安当局によって不当逮捕された
若者を救うため、青年弁護士が国家
を相手に立ち向かうが…。弁護士時
代のノ・ムヒョン元大統領をモデルにし
た主人公をソン・ガンホが熱演する。

マイ・ベスト・フレンド

2015 / アメリカ / 1h55

キャサリン・ハードウィック
ドリュー・バリモア / トニ・コレット

©2015 S FILMS（MYA） LIMITED

1/21 - 1/27

幼なじみで親友のジェスとミリー。だ
が、ミリーに乳がんが発覚し、ジェス
は念願の妊娠を伝えづらくなってし
まう。女性にとって時に最も必要な
のは、恋人より家族より、何でも話せ
る友人かもしれない。手を取り合っ
て互いの人生を見届けた日 を々、笑
顔と涙で綴る最高の感動作！

エブリバディ・ウォンツ・サム!! 
世界はボクらの手の中に

2016 / アメリカ / 1h57
ブレイク・ジェナー / ゾーイ・ドゥイッチ

©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

1/7 - 1/13

リチャード・リンクレイター

大学入学の３日前、野球部に入寮
したジェイクを待っていたのは先輩
たちからの洗礼だった。パーティ！音
楽！女の子！彼らとともに 80年代の
音楽とバカ騒ぎを謳歌しながら、青
春の儚さに思わず胸が締めつけら
れる。『６才のボクが、大人になるま
で。』の俊英リンクレイター最新作！

マグニフィセント・セブン

2016 / アメリカ / 2h13

アントワン・フークア
デンゼル・ワシントン / クリス・プラット

1/27 -

悪徳実業家に街を支配され苦しん
でいた住民たちは、この状況を抜け
出そうと、荒くれ者やガンマンなど７人
の男たちを雇うことに。金目的でやっ
てきた７人だったが、やがて彼らの心
に変化が表れて…。『七人の侍』『荒
野の七人』の魂を受け継ぎ、豪華
キャストで蘇ったアクション超大作。

2015 / イタリア - フランス / 2h13

マッテオ・ガローネ
サルマ・ハエック / ヴァンサン・カッセル

ミス・シェパードをお手本に

2015 / イギリス / 1h44

ニコラス・ハイトナー
マギー・スミス / アレックス・ジェニングス

©2015 ARCHIMEDE S.R.L. - LE PACTE SAS ©2015 Van Productions Limited, British Broadcasting Corporation and TriStar Pictures,Inc. 
All Rights Reserved.

1/21 - 1/27 1/21 - 1/27

グリム童話の原型とも言われる世界
最初のおとぎ話「ペンタメローネ」に
収められた３編の物語を再構成した
ダークファンタジー。３つの王国で暮
らす３人の悩める女たちの、欲望の
果てに待ち受ける残酷な運命とは…。
ゴヤからインスピレーションを得たと
いう狂気に満ちた映像美が圧巻。

自由気ままな車上生活を送る風変わ
りな老婦人、ミス・シェパード。路上
駐車を見かねた劇作家のベネットが
自宅の駐車場を提供したことから、２
人の奇妙な共同生活が始まるが…。
高飛車で偏屈だけど不思議な魅力
にあふれたレディを、大女優マギー・
スミスが茶目っ気たっぷりに演じる。

五日物語
３つの王国と３人の女

胸騒ぎのシチリア

2015 / イタリア - フランス / 2h05

ルカ・グァダニーノ
ティルダ・スウィントン / レイフ・ファインズ

©2015 FRENESY FILM COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED

1/28 - 2/3

年下の恋人とシチリアのパンテッレ
リーア島でバカンスを愉しんでいた
ロックスターのマリアン。そこへマリア
ンの昔の恋人である音楽プロデュー
サーが「娘」と名乗る美しい女を連
れてやって来て…。陽光の降り注ぐ
地中海を舞台に、男女４人の誘惑と
嫉妬が交錯する愛と欲望のドラマ。

2016 / アメリカ / 1h55

スコット・デリクソン
ベネディクト・カンバーバッチ / レイチェル・マクアダムス

1966 / フランス / 1h44

クロード・ルルーシュ
ジャン＝ルイ・トランティニャン / アヌーク・エーメ

©1966 Les Films 13

1/21 - 1/27

奇蹟がくれた数式

2015 / イギリス / 1h48

マシュー・ブラウン
デヴ・パテル / ジェレミー・アイアンズ

©2015 INFINITY COMMISSIONING AND DISTRIBUTION, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. 
©Richard Blanshard

1/14 - 1/20

第一次大戦直前の英国。数学者ハー
ディ教授のもとに1 通の手紙が届く。
その中に驚くべき “ 数学的発見 ” を
見つけた教授は、手紙の送り主であ
るインドの青年を呼び寄せることに
するのだが…。天才数学者ラマヌ
ジャンと、彼を見出したハーディ教授
による、歴史を揺るがす奇跡の実話。

夫と死別したアンヌと、妻に自殺された
ジャン。次第に惹かれあう２人の恋の
行方を、流麗なカメラワークと大胆な
モンタージュ、Ｆ・レイの甘美なメロディ
で描き出す。その映像と音楽の見事な
シンクロが今なお鮮やかな感動を呼
び起こす、Ｃ・ルルーシュ稀代の傑作。

男と女
製作50周年記念デジタル・リマスター版

第 19 回カンヌ国際映画祭 パルムドール受賞

92歳のパリジェンヌ

2015 / フランス / 1h46

パスカル・プザドゥー
マルト・ヴィラロンガ / サンドリーヌ・ボネール

©2015 FIDELITE FILMS - WILD BUNCH - FRANCE 2 CINEMA - FANTAISIE FILMS

1/14 - 1/20

穏やかな老後を過ごすマドレーヌは、
92歳の誕生日に集まった家族の前
で自身の人生に幕を下ろす決意を
打ち明ける。家族たちは絶対反対
を主張するが、マドレーヌの決意も全
く揺るがず…。自分らしく生きたいと
願う母と、その想いに向き合う家族
の日 を々実話をもとに描き出す。

チリの闘い

1975 〜 78 / チリ - フランス - キューバ / 4h23
パトリシオ・グスマン

©1975, 1976, 1978 Patricio Guzman

1/14 - 1/20

東西冷戦期の 1970 年代チリで、民
主的選挙による世界初の社会主義
政権が誕生。右派はこれに暴力で対
抗し、軍事クーデターを画策するが…。

「史上最高のドキュメンタリー」とまで
評される伝説の映画がついに公開。
三部作セット券 3,000 円
各回入替制、上映時間は HP にて

ＰＫ

2014 / インド / 2h33

ラージクマール・ヒラニ
アーミル・カーン / アヌシュカ・シャルマ

©RAJKUMAR HIRANI FILMS PRIVATE LIMITED

1/21 - 1/27

インドのテレビ局に勤める女性が「神
様を探している」という謎の男 “ＰＫ”
と出会う。興味を抱いた彼女は取
材を始めるが、ＰＫはどんな常識も通
じない “ 無邪気すぎる変人 ” で…。
ボリウッドの至宝、『きっと、うまくい
く』の主演・監督コンビが贈る笑い
も涙も120% 増量の珠玉作！

華麗なるリベンジ

2015 / 韓国 / 2h06

イ・イルヒョン
ファン・ジョンミン / カン・ドンウォン

©2016 SHOWBOX, MOONLIGHT FILM AND SANAI PICTURES CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

1/7 - 1/13

罠にはまって逮 捕された熱血検事
ジェウクは、イケメン詐欺師のチウォ
ンと手を組むことに。ちょこっと細工し
て彼を出所させ、ジェウクが塀の中で
練った作戦を実行させていく。ありえ
ないコンビが巨悪へのリベンジに挑
む！軽妙でありながら権力社会の闇
に鋭く斬り込む痛快バディムービー！

ジュリエッタ

2016 / スペイン / 1h39

ペドロ・アルモドバル
エマ・スアレス / アドリアーナ・ウガルテ

©El Deseo

1/7 - 1/13

娘の突然の失踪から12年、ジュリエッ
タは「あなたの娘を見かけた」という
知人の言葉に衝撃を受ける。よみが
える娘への想い。彼女は封印した過
去と向き合い、行方知れずの娘に手
紙を書き始める…。女性映画の巨匠
アルモドバルの最新作は、運命に翻
弄された母と娘を描く激情のドラマ。

神様の思し召し

2015 / イタリア / 1h28

エドアルド・ファルコーネ
マルコ・ジャリーニ / アレッサンドロ・ガスマン

©Wildside 2015

1/14 - 1/20

傲慢な天才外科医のトンマーゾは、長
男が神父になりたいと言い出したことか
ら調査を開始。その原因が前科者で
型破りなピエトロ神父にあると睨み教
会に潜入するが…。正反対の二人の出
会いが最高の奇跡を生む！イタリアか
ら届いた、笑いあり涙ありの人生讃歌。

第 28 回東京国際映画祭 観客賞 受賞

ある天文学者の恋文

2016 / イタリア / 2h02

ジュゼッペ・トルナトーレ
ジェレミー・アイアンズ / オルガ・キュリレンコ

©COPYRIGHT 2015 - PACO CINEMATOGRAFICA S.r.L.

1/7 - 1/13

恋人である天文学者エドの突然の
訃報を受けたエイミー。だが彼女の
元には、エドからのユーモアあふれ
た手紙や贈りものが届き続ける。夜
空に輝く星 の々ように、命が尽きても
愛は大切な人を照らし続けることが
できるのか。壮大でロマンに満ちた
名匠トルナトーレ監督最新作。

ヒッチコック／トリュフォー

2015 / アメリカ - フランス / 1h20

ケント・ジョーンズ
マーティン・スコセッシ / 黒沢清

Photos by Philippe Halsman/Magnum Photos
©COHEN MEDIA GROUP/ARTLINE FILMS/ARTE FRANCE 2015 ALL RIGHTS RESERVED.

1/21 - 1/27

トリュフォーによるヒッチコックへの
インタビューを収録した「定本 映画
術 ヒッチコック/トリュフォー」は 35
年経つ今も「映画の教科書」として
読み継がれている。そのインタビュー
の貴重な音声を基に、世界の名だた
る10名の監督たちが様々な視点で
映画を熱く語るドキュメンタリー。

余命２カ月を宣告されたお母ちゃん
は絶望のどん底に…落ちませんでし
た！宮沢りえ演じる肝っ玉の母と、彼
女をとりまく家族の優しくて強い絆
を描くヒューマン・ドラマ。温かい思
いに支えられたいくつもの伏線、サ
プライズ、これまでの「余命もの」映
画を覆す驚きのラストは必見！

アズミ・ハルコは行方不明

2016 / 日本 / 1h40

松居大悟
蒼井優 / 高畑充希 / 太賀 / 葉山奨之

新宿スワンⅡ

2017 / 日本 / 2h13

園子温
綾野剛 / 浅野忠信 / 伊勢谷友介 / 深水元基

©2017「新宿スワン II」製作委員会©2016「アズミ・ハルコは行方不明」製作委員会

1/14 - 1/20 1/21 -

郊外のとある街から突然、独身 OL
の安曇春子が姿を消した。直後より
街中に行方不明ポスターが貼られ、
それがモチーフのグラフィティアート
が広まっていく。同じく巷では男性ばか
りを無差別で襲う少女ギャング団の
事件が起こり始め…。新鋭・松居大
悟によるエキセントリックな問題作。

スカウト会社・新宿バーストの龍彦
（綾野剛）は、新たに勢力を拡大す
るため横浜へと送り込まれる。しかし
そこは、警察やヤクザとも繋がる最強
の敵、横浜ウィザードのタキ（浅野忠
信）による難攻不落の王国だった。
歌舞伎町を舞台にした人気コミック
原作、大ヒット映画シリーズ第二弾！

ヒトラーの忘れもの

2015 / デンマーク - ドイツ / 1h41
ローラン・ムラ / ルイス・ホフマン

©2015 NORDISK FILM PRODUCTION A/S & AMUSEMENT PARK FILM GMBH & ZDF

1/21 - 2/3

第二次大戦後のデンマーク。ナチス
が埋めた200万個以上の地雷の撤
去に駆り出されたのは、15〜18歳の
ドイツの少年兵たちだった。この残
酷な史実を題材に、敵同士であるデ
ンマーク人軍曹と、帰郷を夢見る少
年たちの間に芽生える絆を描く。人は
憎むべき敵を赦すことができるのか？

マーチン・サントフリート

この世界の片隅に
© こうの史代・双葉社／「この世界の片隅に」製作委員会

上映中

昭和19年２月、18 歳のすずは広
島の呉にお嫁にやって来る。不
器用ながらも工夫を凝らして毎日
を精一杯生きていくが…。激しさ
を増す戦争を背景に、日々の何
気ない暮らしの尊さを丹念に描

き込んだ珠玉のアニメーション。公
開以後、絶賛評が絶えることのない
奇跡の作品を是非ご覧ください。

2016 / 日本 / 2h06

片渕須直
のん / 細谷佳正 / 稲葉菜月 / 尾身美詞

こうの史代

シネマ歌舞伎 阿古屋

2016 / 日本 / 1h33
坂東玉三郎 / 坂東亀三郎 / 坂東功一 / 尾上菊之助

© 岡本隆史

1/7 -

いま演じられるのは坂 東 玉 三 郎た
だ１人と言われる、女方最高峰の舞
台『阿古屋』がシネマ歌舞伎に。琴・
三味線・胡弓の３つの楽器の弾き分
けに加え、傾城の気品や色気、平家
の武将・景清を思う心理描写も情感豊
かに表現。舞台裏の特別映像も収録。
特別料金：一般 ･シニア 2,100円 / 学生以下 1,500円

破門 ふたりのヤクビョーガミ

2017 / 日本 / 2h00

真辺克彦小林聖太郎
佐々木蔵之介 / 横山裕 / 北川景子 / 矢本悠馬

©2017「破門 ふたりのヤクビョーガミ」製作委員会

1/28 -

黒川博行

強面ヤクザの桑原と口だけ達者な建
設コンサルタントの二宮は、持ち逃げ
された映画製作資金を回収するため
に関西、マカオを奔走。追っていただ
けのはずが、なぜか組同士の大トラ
ブルへ発展！生き残りをかけた大勝
負に出ることに！直木賞受賞作、黒
川博行の「破門」が待望の映画化！

三部作

山内マリコ

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




