
X- ミッション
©2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

2/20 -

ザ・ブリザード

2016 / アメリカ / 1h58

クレイグ・ギレスピー
クリス・パイン / エリック・バナ

©Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

2/27 -

元アスリートのFBI 捜査官が、エクス
トリームスポーツ界のカリスマが率い
る超一流チームへの潜入捜査を命じ
られた。彼らにはそのスキルを用いた、
前代未聞の犯罪を実行している疑い
があったのだ。CG なしの生身のスタ
ントで、名作『ハートブルー』をリメイ
クした極限のサスペンス・アクション！

真冬の北大西洋でブリザードによ
り真っ二つに裂けた巨大石油タン
カー。生存者32人の船員を救助する
ため、沿岸警備隊員４人で定員12人
の木製小型ボートで救出に挑む―。
アメリカ沿岸警備隊史上、最も不可
能といわれた人命救助「SS ペンドル
トン号の救出劇」の実話を基に描く。

2016 / 日本 / 1h43

ウェイン・ワン
北野武 / 西島秀俊 / 忽那汐里 / 小山田サユリ

ハビエル・マリアス

俳優 亀岡拓次

2016 / 日本 / 2h03

横浜聡子
安田顕 / 麻生久美子 / 新井浩文 / 染谷将太

©2016『俳優 亀岡拓次』製作委員会

2/27 - 3/4

戌井昭人

見たことはあるけれど名前は分から
ない、そんな脇役一筋の俳優・亀岡拓
次の地味な毎日に転機が！ロケ先で
出会った居酒屋の女将への恋。そし
て世界的な巨匠からもオーディショ
ンの声がかかり…。鬼才・横浜聡子監
督の待望の最新作はヤスケンファン
ならずとも必見のミラクルコメディ！

独裁者と小さな孫

2014 / ジョージア - フランス - イギリス - ドイツ /1h59

モフセン・マフマルバフ
ミシャ・ゴミアシュビリ / ダチ・オルウェラシュビリ

2/27 - 3/4

独裁政権が支配する国。大統領とそ
の家族は圧政によって国民から搾
取した税金で贅沢な暮らしをしてい
た。ところがある晩、クーデターが勃
発し、賞金首となってしまった大統
領は、小さな孫を抱え逃亡を余儀な
くされる。安全な地へ逃れるべく船
の待つ海への逃亡の旅が始まる。

女が眠る時
©2016 映画「女が眠る時」製作委員会

2/27 -

覗き見たのは〈狂気〉か〈愛〉か…。
小説家の健二は妻と休暇を取るべく
海辺のリゾートホテルを訪れた。そこ
で異様な雰囲気を醸し出す親子ほ
ど歳の離れた男女に出会い、次第に
健二は彼らに執着していく。ほんの
少しの好奇心が異様な執着に変わ
る時、彼が覗いた衝撃の結末とは。

サウルの息子

2015 / ハンガリー / 1h47

ネメシュ・ラースロー
ルーリグ・ゲーザ / モルナール・レヴェンテ

©2015 Laokoon Filmgroup

2/27 - 3/11

第68回カンヌ国際映画祭グランプリ 受賞

2015 / アメリカ / 1h54

エリクソン・コア
エドガー・ラミレス / ルーク・ブレイシー

天使にアイム・ファイン

2016 / 日本 / 時間未定

園田映人
雲母（きらら）/ 芦川よしみ / 金子昇

牡蠣工場（かきこうば）

2015 / 日本 - アメリカ / 2h25
想田和弘

©2016 NEW STAR PRODUCTION

©Laboratory X, Inc.

3/19 - 

3/26  - 4/8

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

3/26 -

大川隆法

いじめを受けている小学３年の風
香。経済的な理由で進学を諦めざる
をえない優也。末期癌を宣告された
女優の吉乃。３度の選挙に落選し志
を失いかけている護。姉を亡くした高
校生の美里。悩み苦しむ５人を救う
ため、天使は地上へと舞い降りる。い
ま、５人の人生が大きく動き出す…。

派遣社員の七海はSNSで知り合っ
た男性と結婚するが、直後に浮気が
発覚。しかし、義母に逆に浮気の罪
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 と々奇
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。

舞台は、瀬戸内海にのぞむ美しき
万葉の町・岡山県牛窓 (うしまど )。
牡蠣工場という小宇宙に、グローバ
ル化、少子高齢化、過疎化、第一
次・第二次産業の苦境、労働問題、
移民問題、そして震災の影響など、
大きな問題が浮かび上がってくる。
果して牡蠣工場の運命は…？

2015 / イギリス / 2h00

ダグラス・マッキノン
ベネディクト・カンバーバッチ / マーティン・フリーマン

©2015 Hartswood Films Ltd. A Hartswood Films production for BBC Wales co-produced by 
Masterpiece. Distributed by BBC Worldwide Ltd.

上映中

日本でも放送され人気を博した英国
ドラマ「シャーロック」が〈特別篇〉と
なって期間限定上映！今回の舞台は
1895年のヴィクトリア時代のロンド
ン。フロックコートに身を包んだ世界
一有名な探偵ホームズと相棒ワトソ
ンが難事件に挑む！映画館でしか観
られない特別映像もお見逃しなく！

SHERLOCK ／シャーロック
忌まわしき花嫁

クリムゾン・ピーク

2015 / アメリカ / 1h59

ギレルモ・デル・トロ
ミア・ワシコウスカ / ジェシカ・チャステイン

©Universal Pictures.

3/5 - 3/18

父が不可解な死を遂げたあと、娘の
イーディスは結婚し、夫とその姉とと
もに「クリムゾン・ピーク」と呼ばれ
る山頂に建つ屋敷で暮らし始める。
新たな生活にも慣れたころ、真紅
の亡霊が現れ奇妙な警告をするの
だった。ギレルモ・デル・トロが極彩
色で紡ぐ耽美なゴシックホラー。

2016 / 日本 / 1h59

高田亮前田弘二
橋本環奈 / 長谷川博己 / 安藤政信 / 武田鉄矢

©2016「セーラー服と機関銃 - 卒業 -」製作委員会

3/5 -

赤川次郎

かつて弱小ヤクザ・目高組の組長をつ
とめ、解散後は普通の女子高生として
平穏な日々を過ごしていた18 歳の少
女・星泉。しかし、とある詐欺事件を
きっかけに再び姐御の血が騒ぐ大きな
抗争へと巻き込まれてゆく…。社会現
象を巻き起こした伝説の映画が新ヒロ
イン・橋本環奈を迎えてついに復活！

の・ようなもの のようなもの

2016 / 日本 / 1h35

杉山泰一
松山ケンイチ/北川景子/伊藤克信/尾藤イサオ

©2016「の・ようなもの のようなもの」製作委員会

3/5 - 3/18

森田芳光

落語家見習いの志ん田は、かつて一
門にいた志ん魚を復帰させるよう指
示される。しかし気楽に生きる志ん魚
の姿に、パッとしない自分に足りない
ものを見つけて…。何者にもなりきれ
ない人々の奮闘を描いた森田芳光監
督作の続編は、今の時代だからこそ
伝えたい、人情たっぷりの群像劇。

セーラー服と機関銃  - 卒業 -

2014 / フランス / 2h31

ベルトラン ･ ボネロ
ギャスパー ･ ウリエル / レア・セドゥ

3/5 - 3/18

1967 年、パリ。イヴ・サンローランは
〈モードの帝王〉としてファッション界
に君臨していた。しかし、常に新しいも
のを生み出そうとする重圧からデザイ
ンが描けなくなった彼は、遂に人々の
前から姿を消してしまう。彼の人生で
最も輝き、最も堕落した激動の10 年
間の真実、その衝撃の秘密とは―？

©2014 MANDARIN CINEMA - EUROPACORP - ORANGE STUDIO - ARTE FRANCE CINEMA 
- SCOPE PICTURES / CAROLE BETHUEL

SAINT LAURENT サンローラン

不屈の男 アンブロークン

2014 / アメリカ / 2h17
ジャック・オコンネル / ドーナル・グリーソン

©2014 UNIVERSAL STUDIOS

ジョエル・コーエン / イーサン・コーエンアンジェリーナ・ジョリー

3/19 - 4/1

第２次世界大戦で日本軍の捕虜と
なったオリンピック選手が、過酷な収
容所生活に不屈の精神で立ち向かう
姿を描く。脚本コーエン兄弟、撮影ロ
ジャー・ディーキンス、音楽アレクサ
ンドル・デスプラなど、超一流スタッ
フが結集し、アンジェリーナ・ジョ
リーが監督を務めた戦争ドラマ。

ニューヨーク
眺めのいい部屋売ります

©2014 Life Itself, LLC ALL Rights Reserved

3/19 - 3/25

2014 / アメリカ / 1h32

リチャード・ロンクレイン
モーガン・フリーマン/ダイアン・キートン

結婚生活40年。ブルックリンを一望
できる住み慣れた部屋を売ろうと決
意した夫婦。だが内覧会当日、トラブ
ルが続発し、事態は思わぬ方へと転
がってゆく。原作は「ほとんど完璧」
と評された全米ロングセラー小説。
名優２人が長年連れ添った夫婦の
心の機微を軽やかな演技で魅せる。

禁じられた歌声

2014 / フランス = モーリタニア / 1h37

アブデラマン・シサコ
イブラヒム・アメド・アカ・ピノ / トゥルゥ・キキ

©2014 Les Films du Worso©Dune Vision

3/5 - 3/11

マリ共和国の古都ティンブクトゥ。い
つしか町はイスラム過激派の兵士た
ちに占拠され、慎ましく暮らしていた
人々は恐怖に支配された。息をひそ
めて生きる者、抵抗を試みる者。繰り
返される悲劇と不条理な懲罰を少
女の目を通して描き、自由を圧殺す
る時勢に警鐘を鳴らす一大叙事詩。

ドラゴン・ブレイド

2014 / 中国 - 香港 / 1h43
ジャッキー・チェン / ジョン・キューザック

©2015 SPARKLE ROLL MEDIA CORPORATION HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION SHANGHAI FILM 
GROUP CO., LTD. SHENZHEN TENCENT VIDEO CULTURE COMMUNICATION LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

3/26  - 4/8

ダニエル・リー

前漢時代の中国。少数民族が小競り
合いを続けるシルクロードにローマ
帝国の大軍勢が攻め入ってくる。警備
隊長フォ・アンは、一致団結して戦う
ことを提案するが…。主演とアクショ
ン監督を兼任したジャッキーの衰え
知らずの立ち回りと、砂嵐のなか繰り
広げられる戦闘シーンが圧巻。

完全なるチェックメイト

2015 / アメリカ / 1h55

エドワード・ズウィック
トビー・マグワイア / リーブ・シュレイバー

©2014 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. Photo Credit: Tony Rivetti Jr.

3/26  - 4/8

2016 / 日本 / 1h00

主題歌：坂本真綾赤根和樹
入野自由 / 坂本真綾 / 日野聡 / 日笠陽子

©SUNRISE/PROJECT G-AKITO　Character Design ©2006-2011 CLAMP・ST

3/5 - 3/18

人気アニメのアナザーストーリーと
して描かれてきたシリーズも今作で
いよいよ完結！ユーロブリタニア軍
との激しい戦いで劣勢を強いられる
なか、主人公アキトは暴走する兄・レ
ンとの最後の戦いに挑む。激闘の果
てに彼らが手にする未来とは…。
一般 1,200 円／高校生以下 1,000 円

コードギアス 亡国のアキト
最終章「愛シキモノタチヘ」

劇場版 しまじろうのわお！
しまじろうと えほんのくに

2016 / 日本 / 1h00 予定

平林勇
南央美 / 高橋美紀 / 山崎たくみ / 杉本沙織 

©Benesse Corporation2016

3/11 -

ある日、浜辺でしまじろうが幼い頃
大切にしていた不思議な絵本を発見
する。すると、どこからかしまじろ
うたちを呼ぶ声がしてきて、あっと
いう間に絵本の中の世界へと吸いこ
まれてしまう。しまじろうたちが活
躍する劇場版シリーズ第４弾。
一般 1,500 円／中学生以下 1,000 円

ゴッド・ヘルプ・ザ・ガール

スコットランドの人気バンド「ベル・
アンド・セバスチャン」のフロント
マンを務めるスチュアート・マードッ
クが自身のアルバムをミュージカル
映画化。20代の若者たちの恋と痛み
を、軽やかな音楽にのせて描く。ヌー
ベルヴァーグを思わせる画や、70 年
代風の衣装がとってもキュート！

2014 / イギリス / 1h51
エミリー・ブラウニング / オリー・アレクサンデル

©FINDLAY PRODUCTIONS LIMITED 2012

スチュアート・マードック

3/19 - 3/25

アーロと少年

2015 / アメリカ / 1h41

ピーター・ソーン 
安田成美 / 松重豊 / 八嶋智人 / 片桐はいり

©2015 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

3/12 -

ジョン・ラセター 

もしも地球に隕石が衝突せず恐竜が
絶滅していなかったら―。世界中で
愛されるピクサー・スタジオ最新作は、
雄大な大自然の中で恐竜と人間の子
供が繰り広げる大冒険ファンタジー。
甘えん坊で臆病者の恐竜アーロと、
小さな体で勇敢な少年スポットのか
けがえのない絆を描いた感動作！

1944年アウシュヴィッツ。同胞のユダヤ
人をガス室に送りこむ〈ゾンダーコマ
ンド〉のサウルは亡き息子を正しく埋葬
しようと極限状態の中、奔走する。カン
ヌを震撼させた撮影法と演出、無名の
新人監督の衝撃のデビュー作。人間の
尊厳をかけた１人の男の魂の２日間！

米ソ冷戦下、1972年に開催された
チェス世界王者決定戦は、両国の威
信をかけた“ 知 ” の代理戦争として
世界中の注目を集めていた。宿敵二
大国家の大統領が影のセコンドに
ついた、究極の頭脳戦。チェス界の
モーツァルトが苦悩と狂気の果てに
生み出した、まさかの［一手］とは…。

©「ベトナムの風に吹かれて」製作委員会

2015 / 日本 - ベトナム / 1h54
松坂慶子 / 草村礼子 / 藤江れいな / 奥田瑛二

ベトナムの風に吹かれて

3/26 - 4/8

ベトナム在住の日本語教師みさおは、
独り身になった認知症の母を引き取
り、一緒に暮らすことを決意する。母
にとっては慣れない土地だったが、
現地の人々は温かく迎えてくれて…。
介護や異文化交流、団塊世代の新た
な青春をテーマに、喜びも悲しみも
大らかに包み込んだ人生賛歌！

大森一樹 小松みゆき

バットマン vs スーパーマン
ジャスティスの誕生

©2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND 
RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

3/25 -

その力で人々を救ってきた男 “ スー
パーマン ”、その技で悪と戦ってき
た人類最強の男 “ バットマン ”。正
義のために戦ってきた、全世界で最
も有名な２大ヒーローが激突する！
なぜ敵対するのか？戦いの果てに待
ち受ける本当の正義とは？いまヒー
ロー映画の概念が打ち破られる ! !

ガラスの花と壊す世界

2015 / 日本 / 1h07 

石浜真史
花守ゆみり / 種田梨沙 / 佐倉綾音 / 茅野愛衣

©Project D. backup

3/5 - 3/11

幾つもの世界があり幾度の時間が
あり幾多もの人がいる無重力の空間

「知識の箱」。デュアルとドロシーの
２人は世界を侵食する存在、ウィル
スと戦っていた。ウィルスに汚されて
しまった世界は消去しなければなら
ない。新たなウィルスと感知したあ
る日「リモ」と名乗る少女と出会う。

ヴィヴィアン・マイヤーを探して

2013 / アメリカ / 1h23
ジョン・マルーフ / チャーリー・シスケル

©2013 RAVINE PICTURES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. © Vivian Maier_Maloof Collection

3/12 - 3/18

15万点以上の写真を撮りながらいっ
さい発表せず、無名のまま世を去った
フォトグラファー、ヴィヴィアン・マイ
ヤー。2007年、偶然発掘された彼女
の作品は、その素晴らしさによってた
ちまち写真界を席巻した。彼女はいっ
たい何者だったのか？謎に包まれた
人物像に迫るドキュメンタリー。

スティーブ・ジョブズ

2015 / アメリカ / 2h02

ダニー・ボイル
マイケル・ファスベンダー / ケイト・ウィンスレット

©Universal Pictures ©Francois Duhamel

3/12 - 3/25

ウォルター・アイザックソン

これはMac 誕生秘話でも伝記でもな
い。ダニー・ボイル監督×『ソーシャ
ル・ネットワーク』の脚本家が描くのは
伝説となったジョブズのプレゼンテー
ション舞台裏！膨大なセリフと圧巻の
演技、そしてスタイリッシュな映像が生
み出す緊迫のエンターテインメント！

第 88 回 アカデミー賞
主演男優賞／助演女優賞ノミネート

2016 / アメリカ / 時間未定

ザック・スナイダー
ベン・アフレック / ヘンリー・カヴィル

クリストファー・ノーラン

僕だけがいない街

2016 / 日本 / 2h00

平川雄一朗
藤原竜也 / 有村架純 / 石田ゆり子 / 杉本哲太

©2016 映画『僕だけがいない街』製作委員会

3/19 - 

三部けい

身近に起こる事件 ･ 事故を止めなけ
れば、自動的に数分前に戻り、何度
でも同じ時間を繰り返す「リバイバル」
という現象に巻き込まれた悟。ある
日、悟の母が殺害されリバイバルが
起こるが、そこはなんと18 年前だっ
た…。「マンガ大賞」などで話題の
SFミステリーがついに実写映画化！

マッドマックス 怒りのデス・ロード

世界で、そして日本で観客を熱狂させ
た狂気のノンストップカーアクション！
勢いはとどまることを知らず、数々の
映画賞を受賞し、遂にはアカデミー賞
作品賞にもノミネートされる快挙を達
成。これを記念して再上映決定! !MAD
な世界をスクリーンで体感せよ！

2015 / オーストラリア / 2h00

ジョージ・ミラー
トム・ハーディ / シャーリーズ・セロン

©2015 VILLAGE ROADSHOW FILMS(BVI) LIMITED

2/27 - 3/11
再上映

第 88 回 アカデミー賞
作品賞／監督賞他 10 部門ノミネート

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


