
復活

2016 / アメリカ / 1h47

ケヴィン・レイノルズ
ジョセフ・ファインズ / トム・フェルトン

探偵なふたり

2015 / 韓国 / 2h00

キム・ジョンフン
クォン・サンウ / ソン・ドンイル

©2015 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved.

5/28 - 6/10

6/4 - 6/10

古代ローマ帝国時代。処刑されたイ
エス・キリストが復活したという噂が
流れ、刑を執行した司令官がその調
査に赴く。そこで彼が目にしたものと
は…。非キリスト教徒のローマ人の
視点から、イエス復活の物語をミス
テリータッチで描く。３作連続公開
されるクリスチャン映画の第１弾。

警察の捜査に首を突っ込みたがる推
理オタクのマンガ喫茶店長と、今や
左遷された身の熱血ベテラン刑事。
犬猿の仲のふたりが難事件解決の
ため手を組むことになるが…。凸凹コ
ンビは真犯人を暴くことができるの
か!? クォン・サンウのコミカルな魅
力が炸裂するコメディ・ミステリー!!

火の山のマリア

2015 / グアテマラ - フランス / 1h33

ハイロ・ブスタマンテ
マリア・メルセデス・コロイ / マリア・テロン

©LA CASA DE PRODUCCION y TU VAS VOIR-2015

5/28 - 6/10

先住民族マヤ人が困窮にあえぎながら
暮らすグアテマラの火山のふもと。想
いを寄せる青年とのアメリカ行きを夢
見る17歳のマリアにも、過酷な現実が
次 と々襲いかかり…。太古からの文化と
現代文明の狭間に揺れるマヤ人の生活
を力強く活写したヒューマンドラマ。

第65 回ベルリン国際映画祭 
銀熊賞 受賞

2016 / 日本 / 1h56

土方政人
綾瀬はるか / 斎藤工 / 水原希子 / 間宮祥太朗

森本梢子

2015 / イギリス / 1h35

アンドリュー・ヘイ
シャーロット・ランプリング / トム・コートネイ

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

6/4 - 6/24

高級ホテルでバカンスを過ごす老作
曲家のもとに、エリザベス女王から指
揮の依頼が舞い込む。ある理由から
頑なに断るが…。さまざまな人生の
交錯に、老境の男は何を見出すのか。
陶酔へと誘う荘厳な映像美で、人生
を真っ向から描ききったイタリアの奇
才パオロ・ソレンティーノ監督作。

上映中

競技かるたに情熱を懸ける幼なじみ
の３人、千早・太一・新を始めとした
高校生たちのまぶしいほどに熱い夏
が遂に始まる！原作者に「完璧」「原
作を超えている」「悔しい」とまで
言わしめた、友情・恋愛・成長と思
春期のすべてが詰まった新時代の青
春ドラマの金字塔、いよいよ完結！

ちはやふる - 下の句 -

©2016 映画「ちはやふる」製作委員会 © 末次由紀／講談社

2016 / 日本 / 1h42

小泉徳宏
広瀬すず / 野村周平 / 真剣佑 / 松岡茉優

末次由紀

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

6/18 - 7/1

３人の娘たちが次々に国際結婚した
ヴェルヌイユ夫妻は、宗教儀式も食事
のルールも異なる婿たちとの異文化
交流にお疲れ気味。そんな時、最後
の希望の末娘がついに念願だったカ
トリック教徒の男性と婚約！と喜ん
だのも束の間で…。フランス発、異文
化バトルが笑いと涙を誘う感動作！

2015 / アメリカ / 1h20
アイリス・アプフェル

©IRIS APFEL FILM, LLC.

6/25 - 7/8

アルバート・メイズルス

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

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

6/11 - 6/24

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

6/25 - 7/8

独身が “ 罪 ”とされる世界。独身者は
矯正施設に連行され、45日以内にパー
トナーを見つけなければ動物に変えら
れてしまう。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が見る者
を幻惑する異色ブラックコメディ！

もしも建物が話せたら

2014 / ドイツ - デンマーク - ノルウェーほか / 2h45

ヴィム・ヴェンダース / ミハエル・グラウガー / マイケル・マドセン
ロバート・レッドフォード / マルグレート・オリン / カリム・アイノズ

©Wim Wenders

6/18 - 6/24

建物は時代の文化を反映しており、
社会を映し出す鏡でもある。そんな
建物たちが話せたら、私たちにどの
ような言葉を語りかけるのだろうか。
ヴィム・ヴェンダースをはじめ６人の
監督が思い入れのある建築物を取
り上げ、その街の人々の暮らしや思
い出を雄弁に語らせるオムニバス。

2016 / 日本 / 2h09

中村義洋
阿部サダヲ / 瑛太 / 妻夫木聡 / 羽生結弦

殿、利息でござる！
©2016「殿、利息でござる！」製作委員会

上映中

磯田道史

江戸中期、仙台藩・吉岡宿の庶民は
重い年貢に苦しんでいた。そこで商
人の十三郎たちは、町を救うために

「藩に大金を貸付け、利息を巻き上げ
る」というとんでもない計画を思い立
つが…。驚きの実話に基づいた感動
と笑いの娯楽時代劇！殿さま役で出
演した羽生結弦の初演技にも注目!!

さざなみ
©The Bureau Film Company Limited, Channel Four Television Corporation and The British 

Film Institute 2014©Agatha A. Nitecka

5/28 - 6/17

結婚45周年を迎える夫婦の信頼関
係が、ある一通の手紙をきっかけに
崩れていくさまを、男女の愛や結婚観
の違いを交えつつ描く。大女優シャー
ロット・ランプリングの新たな代表作
と言うべき人間ドラマの傑作。彼女が
見せるラストの表情には心が震える。

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

1950年代のハリウッド。超大作映画
の撮影中、主演俳優が何者かに誘拐
された！事件解決を任された何でも
屋は、セクシー若手女優やミュージ
カルスター、演技がヘタなアクション
俳優を巻き込んで前代未聞の難事件
に挑む。コーエン兄弟と豪華キャスト
が贈る最高にゴージャスな大捜査 ! !

2015 / アメリカ / 1h59
マイケル・ムーア

©2015, NORTH END PRODUCTIONS

7/2 - 7/22

これまでアメリカが抱える社会問
題に深く切り込んできたマイケル・
ムーア監督が今回挑むのは、世界の
“ ジョーシキ” 略奪作戦！「イタリアは
年間８週間も有給がある」「フランス
の給食はフレンチフルコース」など、
驚きの事実をアメリカに持ち帰るた
め、監督自ら突撃取材を開始する！

マイケル・ムーアの
世界侵略のススメ

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

サウスポー

2015 / アメリカ / 2h04

アントワン・フークア
ジェイク・ギレンホール / レイチェル・マクアダムス

Artwork©2015 The Weinstein Company LLC. All Rights Reserved.

6/3 -

ビリーは無敗を誇るボクサーだった
が、自身の起こした騒動によって妻を
亡くし、王座からも転落してしまう。ど
ん底の日々が続く中、娘との絆のため
再起に挑むが…。驚異の肉体改造を
遂げたジェイク・ギレンホールが主人
公を熱演！強烈な感動が押し寄せる
王道ボクシング・ストーリー!!

高台家の人々
©2016　フジテレビジョン　東宝　集英社 © 森本梢子／集英社

6/4 -

不器用で口ベタな平野木絵は妄想癖
の持ち主。イケメンエリートの高台光
正がそんな彼女に魅力を感じたのは、
“人の心が読める” 光正が木絵の妄想
に惹かれたからだった。妄想女子と
テレパス王子、２人の恋の行方は？森
本梢子原作の人気ラブコメ漫画を綾
瀬はるか＆斎藤工主演で映画化！

天国からの奇跡

2016 / アメリカ / 1h49

パトリシア・リゲン
ジェニファー・ガーナー/マーティン・ヘンダーソン

FAKE フェイク

2016 / 日本 / 1h49

森達也
佐村河内守

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

マクベス

©2016 ｢Fake｣ 製作委員会

© 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

©2015 / STUDIOCANAL S.A. - Channel Four Television Corporation 2015

上映中 上映中

6/18 - 7/1

6/25 - 7/8

7/2 -

此元和津也

シェイクスピア没後400年となる今
年、四大悲劇の中でも最高傑作と称
される「マクベス」が新解釈で映画
化。野心に囚われた男と野心を操る
女が堕ちてゆく、地獄に一番近い愛
の物語。ファスベンダー＆コティヤール
の息を呑む競演や、アーティスティッ
クな戦闘シーンにも注目したい。

昭和64年、そのわずか７日の間に発
生した凄惨な誘拐殺人事件は「ロク
ヨン」と呼ばれ、未解決のまま時効を
間近に迎えていた。一方、突然不可解
な異動を命じられた刑事・三上の周
囲では奇妙な動きが起き始め…。横
山秀夫原作のベストセラー小説を超
豪華出演陣により２部作で映画化！

10歳の少女アナは大病院が診察し
ても治療法すら分からない難病を
抱え、入退院を繰り返していた。ある
日、アナが庭の大木から落ちてしまう
事故が起きるが…。まさに奇跡としか
言いようがない物語だが、アナの母
親の実体験を書いた小説が原作。ク
リスチャン映画３作品の第２弾。

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”
と呼ばれた男は何故誕生したのか。

『A』『A2』以来15年ぶりの新作とな
る森達也が、その素顔に迫る。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、誰にも言わないでください。

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、高校生の
“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かちょっぴり切
なくなる、新しい形の青春映画。

疑惑のチャンピオン
PHOTO BY LARRY HORRICKS ©2015 STUDIOCANAL S.A. ALL RIGHTS RESERVED.

7/2 -

2015 / イギリス - フランス / 1h43

スティーヴン・フリアーズ
ベン・フォスター / クリス・オダウド

ツール・ド・フランスで前人未到
の７連覇を果たした自転車レー
サー、ランス・アームストロング。
しかし世界中から称賛と尊敬を
集めていた彼に、不正薬物使用
の疑いが浮上する。スポーツ史

上最もショッキングなドーピング事
件、その真相とは!? “堕ちた英雄”
の真実に迫る実録ドラマ。

MARS（マース）  〜ただ、君を愛してる〜

© 劇場版「MARS ～ただ、君を愛してる～」製作委員会 © 惣領冬実／講談社

6/18 -

奇跡的に出会い、恋に落ちた零
とキラ。そこに現れた、零の過去
を知る牧生。歪んだ愛情が３人
の運命を狂わせる…。90年代、
ディープな世界観で絶大な人気
を博した惣領冬実の少女コミッ

ク「MARS」。究極のラブストーリー
が、キスマイ藤ヶ谷太輔×窪田正孝
の豪華Ｗ主演で実写映画化！

二ツ星の料理人
Artwork© 2015 The Weinstein Company LLC. All Rights Reserved.

6/11 -

問題を起こしてパリの一流レスト
ランから逃げ出した、二ツ星シェ
フのアダム。３年後、三ツ星レ
ストランで再起に挑むも、やり
たい放題で店を危機に立たせて
しまい…。傲慢で破天荒だが、

時に弱さをさらけ出すアダムと仲間
たちの絆を熱く描いた、心に美味
しい美食エンタテインメント！

６４ ロクヨン 後編６４ ロクヨン 前編

2016 / 日本 / 1h59

瀬々敬久
佐藤浩市 / 綾野剛 / 榮倉奈々 / 瑛太

©2016 映画「64」製作委員会©2016 映画「64」製作委員会

6/11 -

横山秀夫

警察内部の権力争いや報道陣との
軋轢に巻き込まれ、心を擦り減らしな
がら奔走する三上の前に、新たな誘
拐事件が発生。明らかにロクヨンを
模したと見られる内容から同一犯を
疑うが、そこには驚愕の真相が隠され
ていた…。傑作ハードボイルドミステ
リー小説の映画化、堂々の完結編！

海よりもまだ深く
©2016 フジテレビジョン バンダイビジュアル AOI Pro. ギャガ

上映中

2016 / 日本 / 1h57

是枝裕和

2015 / イギリス / 1h53

ジャスティン・カーゼル
マイケル・ファスベンダー / マリオン・コティヤール

ウィリアム・シェイクスピア

2015 / 日本 / 2h01

瀬々敬久
佐藤浩市 / 綾野剛 / 榮倉奈々 / 瑛太

横山秀夫

2016 / 日本 / 1h38

大石哲也耶雲哉治
藤ヶ谷太輔 / 窪田正孝 / 飯豊まりえ / 山崎紘菜

惣領冬実

阿部寛 / 真木よう子 / 小林聡美 / 樹木希林

2016 / 日本 /1h42

永井聡
佐藤健 / 宮﨑あおい / 濱田岳 / 奥田瑛二

川村元気 岡田惠和

世界から猫が消えたなら
©2016 映画『世界から猫が消えたなら』製作委員会

上映中

余命わずかの僕の前に、自分と同じ姿
の悪魔が現れた。大切なものを消すこ
とと引き換えに１日の命を与えると
いう。失われていく世界の中で触れ
る、かつての恋人、親友、父、亡き母の
想い。そして最期の日、僕はある決断を
する…。今年最も泣けると話題の、川村
元気のベストセラーがついに映画化。

作家として成功する夢を捨てきれな
い良多には、別れた妻と、11歳の息
子がいる。ある晩、団地で一人暮らし
をする良多の母の家に集まった彼ら
は、台風のせいで一夜をともに過ご
すことになるが…。夢見た未来とは違
う現在を生きる大人たちの姿を是枝
裕和監督がオリジナル脚本で描く。 第 65 回 ベルリン国際映画祭

銀熊賞（女優賞・男優賞） 受賞

第 68 回 カンヌ国際映画祭 審査員賞受賞

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


