
ザ・ウォーク
©2015 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

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

上映中

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。

2015 / アメリカ / 2h03

ロバート・ゼメキス
ジョセフ・ゴードン＝レヴィット

1/23 -

1974 年、当時世界一の高さを誇っ
たワールド・トレード・センターの
ツインタワーの間をワイヤーロープ
１本でつなぎ、命綱なしで空中闊歩
に挑んだ男がいた。はたしてこれは
芸術か、犯罪か…。ロバート・ゼメ
キス監督が描く、まるでその場にい
るかのような圧倒的映像！

ブラック・スキャンダル

2015 / アメリカ / 2h03

スコット・クーパー
ジョニー・デップ / ベネディクト・カンバーバッチ

©2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., CCP BLACK MASS FILM HOLDINGS, LLC, 
RATPAC ENTERTAINMENT, LLC AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

1/30 -

70年代、実際にあったアメリカ史上
最悪の汚職事件。幼なじみの３人の
男たちはやがて、ギャングのボス、
FBI 捜査官、有力政治家として大き
な権力を手に入れる。交わってはい
けない関係になるも、固い友情で結
ばれた彼らは手を組み、互いの利益
のために欲望を加速させていく…。

ヴィジット

2015 / アメリカ / 1h34

Ｍ・ナイト・シャマラン
オリヴィア・デヨング / エド・オクセンボウルド

©Universal Pictures

1/23 - 2/5

人里離れた祖父母の家を訪れた姉
弟は、温かく歓待されるも、奇妙な
“３つの約束 ” を言い渡される。そし
て夜、部屋の外に漂い出した異様
な気配に、２人の疑念は恐怖へと変
わっていき…。『シックス・センス』で
世界中を恐怖と感動で魅了したＭ．
ナイト・シャマラン監督完全復活！

シーズンズ ２万年の地球旅行

2015 / フランス / 1h37

ジャック・ペラン / ジャック・クルーゾ
日本語版ナレーター : 笑福亭鶴瓶 / 木村文乃

©2015 Galatee Films - Pathe Production - France 2 Cinema - Pandora Film - Invest Image 
3 - Rhone-Alpes Cinema - Winds - Pierre et Vacances

上映中

２万年に及ぶ地球上の生命の歩み
を撮り上げたネイチャードキュメン
タリーがいよいよ公開。氷河期が終
わり、生命が躍動し始めた２万年前
から現在、そして未来へと至る地球
の歩みを、最新鋭の撮影方法を駆使
し、動物の視点から描きます。
小学生以下500 円（要保護者同伴）

2014 / イギリス / 1h35

ポール・キング
ヒュー・ボネヴィル ベン・ウィショー

マイケル・ボンド

残穢（ざんえ）
‐ 住んではいけない部屋 ‐

2016 / 日本 / 1h47

中村義洋
竹内結子 / 橋本愛 / 佐々木蔵之介 / 坂口健太郎

©2016「残穢−住んではいけない部屋−」製作委員会

1/30 -

小野不由美

小野不由美の傑作小説がついに映画
化！小説家の「私」のもとに届いた奇
妙な「音」に悩む女性からの手紙。調
査を開始する「私」だったが、その「音」
は連鎖する不可思議な事件への招待
状だった…。事件をつなぐ【穢れ】の正
体とは？ラストまで一瞬たりとも目が
離せない戦慄のリアルミステリー。

手裏剣戦隊ニンニンジャー vs
トッキュウジャー  THE MOVIE

2016 / 日本 / 時間未定

中澤祥次郎
西川俊介 / 松本岳 / 中村嘉惟人 / 矢野優花

「ニンニンジャー VS トッキュウジャー」製作委員会 © テレビ朝日・東映 AG・東映

1/23 -

伝説の忍者がいるという『夢の忍者
ランド』に招待されたニンニンジャー
は、妖怪に幻覚を見せられ大ピンチ！
そこに現れたトッキュウジャーは、こ
こは忍者クローンを生み出すための
罠だと語り…。年明け恒例の２大戦
隊タッグバトルをお楽しみに！
特別料金：一般1,200 円 /小人800 円

マイ・ファニー・レディ

2014 / アメリカ / 1h33

ピーター・ボグダノヴィッチ
オーウェン・ウィルソン / イモージェン・プーツ

©STTN Captial,LLC 2015

1/30 - 2/12

ハリウッドのニュースター・イザベラ
は、インタビューで高級コールガール
だった過去を語りだす。女優の道の
りへの奇妙なきっかけから、クセ者
だらけの人間模様、そして幸せな結
末まで…。ハリウッド黄金期へのオ
マージュが散りばめられた、最高に
楽しくとびきり笑える至福の93分！

はなちゃんのみそ汁

2015 / 日本 / 1h58

阿久根知昭
広末涼子 / 滝藤賢一 / 赤松えみな / 一青窈

©2015「はなちゃんのみそ汁」フィルムパートナーズ

2/20 - 3/4

ガンと闘いながら結婚、妊娠、出産と
人生の転機を乗り越え、33 歳でこの
世を去った女性とその家族の日々を
綴った物語。余命わずかと判明した
千恵は、自分がいなくなっても生きて
いけるように、4 歳の娘に家事や料
理を教え始める。最期まで娘に命を
尽くした母親の温かなメッセージ。

犬に名前をつける日

2015 / 日本 / 1h47

山田あかね
小林聡美 / 渋谷昶子 / ちばわん / 犬猫みなしご救援隊

© スモールホープベイプロダクション

2/27 - 3/4

飼い主に捨てられた犬や猫たち、震
災後に福島の原発近辺に取り残され
ていた犬や猫たちなど、過酷な境遇
の動物たち。そして一匹でも多く、彼
らの命を救おうと奔走する人々の姿
を追い掛けたドキュメンタリードラ
マ。つじあやのの優しい劇中音楽とウ
ルフルズの名曲が彩る真実の物語。

俳優 亀岡拓次

2015 / 日本 / 2h03

横浜聡子（青森県出身）
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 - 3/11

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！

X- ミッション

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

©2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

2/20 -

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
があって…。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！

フランス組曲

2014 / イギリス - フランス - ベルギー / 1h47

ソウル・ディブ
ミシェル・ウィリアムズ / クリスティン・スコット・トーマス

©2014 SUITE DISTRIBUTION LIMITED

2/20 - 3/4

イレーヌ・ネミロフスキー

1940年、ドイツの支配下に置かれた
フランス。窮屈な生活を送っていた
リュシルと、彼女の屋敷に滞在するこ
とになったドイツ軍中尉のブルーノ
は、音楽を通じていつしか惹かれあ
い、かけがえのない存在となっていく
が…。60年の時を経て蘇った世界的
大ベストセラーがついに映画化！

わたしはマララ

2015 / アメリカ / 1h28

デイヴィス・グッゲンハイム
マララ・ユスフザイ

©2015 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

2/27 - 3/11

2014年にノーベル平和賞を史上最年
少で受賞したマララ・ユスフザイ。パ
キスタンに生まれた彼女は、女子が
教育を受ける権利を訴えタリバンに
襲撃された。教育の必要性を訴える
若き活動家でありながら、十代の多
感な普通の少女でもあるマララとそ
の家族の絆を追ったドキュメンタリー。

アメリカン・ドリーマー
理想の代償

©2014 PM / IN Finance.LLC.

2/6 - 2/19

犯罪が多発する1981年のニューヨー
クで、クリーンなビジネスを信条に石
油会社を起業した夫妻。しかし事業
に全財産を投入した直後、石油を強
奪されるなどトラブルが連続する。全
てを賭けた夢は今にも崩れ落ちよう
としていたが…。アメリカン・ドリーム
の裏側を重厚に描き出したドラマ。

2014 / アメリカ / 2h05

J・C・チャンダー
オスカー ･ アイザック / ジェシカ ･ チャステイン

パディントン
©22014 STUDIOCANAL S.A. TF1 FILMS PRODUCTION S.A.S Paddington Bear TM, 

Paddington TM AND PB TM are trademarks of Paddington and Company Limited

上映中

ジャングルからイギリスへやってき
た１匹の小さなクマ。通行人に話し
かけてもクマであるため誰にも相手
にされずにいたが、親切なブラウン
家の屋根裏に泊めてもらえることに
なり…。40か国語以上で翻訳され、
世界中で愛されている児童小説「く
まのパディントン」を実写映画化。

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・ゴミアシュウィリ / ダチ・オルウェラシュウィリ

2/20 - 2/26

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。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が…。

あの頃エッフェル塔の下で

2015 / フランス / 2h03

アルノー・デプレシャン
マチュー・アマルリック / カンタン・ドルメール

©JEAN-CLAUDE LOTHER - WHY NOT PRODUCTIONS

2/13 - 2/19

長い外国暮らしを終えて帰国した
ポールは、ある出来事をきっかけに、
心の奥にしまっていた初恋を追憶す
ることに。遠く離れて暮らす彼女と、
手紙で幾千もの愛の言葉を交わした
あの日々…。数十年ぶりに読み返し
初めて気づいた真実とは？一生に一
度の、身を焦がすような恋の物語。

エージェント・ウルトラ

2015 / アメリカ / 1h36

ニマ・ヌリザデ
ジェシー・アイゼンバーグ / クリステン・スチュワート

Photo Credit: Alan Markfield /©2015 American Ultra, LLC. All Rights Reserved.

2/6 -

ある日ダメ男のマイクは、バイト先の
コンビニで謎の暗号を聞かされる。す
ると秘められた能力が覚醒！暴漢２
人をあっという間に倒してしまった！
実は彼はＣＩＡの極秘計画で鍛えら
れた最強エージェントだったのだ！
でもダメ男なのは変わらなくて…。お
バカで笑えるラブ・アクション！

ハッピーエンドの選び方

2014 / イスラエル / 1h33

シャロン・マイモン / タル・グラニット
ゼーブ・リバシュ / レバーナ・フィンケルシュタイン

©2014 PIE FILMS / 2-TEAM PRODUCTIONS / PALLAS FILM / TWENTY TWENTY VISION.

2/20 - 2/26

延命治療に苦しむ親友に懇願され、
苦しまずに死ねる装置を発明したヨ
ヘスケル。秘密のはずだった発明の
評判が広まってしまう一方、妻には
認知症の症状が現れ始め…。今や誰
もが他人事にはできない重いテーマ
を、ときに温かく、ときにブラックな
ユーモアで包んだヒューマンドラマ。

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

2/27 - 3/4

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。息を潜め
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。

ア・フィルム・アバウト・コーヒー

2014 / アメリカ / 1h06

ブランドン・ローパー
アイリーン ･ ハッシ ･ リナルディ / 大坊勝次

©2014 Avocados and Coconuts.

2/20 - 2/26

普段何気なく飲んでいるコーヒーに
ついて考えたことがありますか？ど
の国から、どんな想いが込められて、
どのような行程を経て我々のもとに
やってくるのか…。この映画は、目の
前のコーヒーが辿った壮大な冒険を
追ったドキュメント。きっとコーヒー
がより身近に、より愛おしくなる！

白鯨との闘い

2015 / アメリカ / 2h02

ロン・ハワード
クリス・ヘムズワース / ベンジャミン・ウォーカー

©2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC 
ALL RIGHTS RESERVED.

上映中

捕鯨が一大産業として栄えていた19
世紀。捕鯨船エセックス号は太平洋
の真ん中で体長30メートルの巨大な
鯨と遭遇し、船を沈められてしまう。
わずかな物資で漂流する乗組員たち
は、極限状況下で究極の決断を迫ら
れるのだった。名著『白鯨』の隠され
た真実を圧倒的な臨場感で映画化。

ヴィオレット ‐ ある作家の肖像 ‐

2013 / フランス / 2h19

マルタン ･ プロヴォ
エマニュエル ･ ドゥヴォス / サンドリーヌ ･ キベルラン

©TS PRODUCTIONS - 2013

2/13 - 2/19

女性として初めて自分の生と性を赤
裸々に書いた作家ヴィオレット･ル
デュック。作家･ 哲学者として知られ
るボーヴォワールをはじめ、カミュ、
サルトルら錚々たる作家に支持され
るも当時の社会には受け入れられな
くて…。ひとりの女性作家が愛を求
めてもがき生き抜いた半生を描く。

ドラゴン・ブレイド
©2015 SPARKLE ROLL MEDIA CORPORATION HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION SHANGHAI FILM GROUP CO., LTD. SHENZHEN TENCENT VIDEO CULTURE COMMUNICATION LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

2/12 - 

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!

2016 / 日本 / 1h01

菱田正和
柿原徹也 / 前野智昭 / 増田俊樹 / 三木眞一郎

©T-ARTS ／ syn Sophia ／キングオブプリズム製作委員会

2/13 - 2/26

人気アイドルアニメ「プリティーリズム」
のテレビシリーズ第３期「プリティー
リズム・レインボーライブ」に登場し
た男性３人組ユニット「Over The 
Rainbow」を主人公に描く劇場版。
４年に１度開かれる「プリズムキン
グカップ」出場に向けて奮闘する姿
を描きます。 料金：1,600 円均一

KING OF PRISM 
by Pretty Rhythm

シネマ歌舞伎
喜撰／棒しばり

© 松竹株式会社

中村勘三郎 / 坂東三津五郎『棒しばり』
坂東三津五郎 / 中村時蔵『喜撰（きせん）』

2/13 - 3/4

酒好きの二郎冠者と太郎冠者の名
コンビによる、楽しい人気作『棒し
ばり』。舞踊の名手、三津五郎の至
高の芸が花開く『喜撰』。平成27 年
２月、惜しまれつつ逝去した坂東三
津五郎の、華やぎと笑い溢れる豪
華２本立て！ 特別料金：一般・シニ
ア 2,100 円 / 学生 ･ 小人 1,500 円

2016 / 日本 / 1h18（２作品合計）

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

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〉のサウルは極限状態の中、亡き
息子を正しく埋葬しようと奔走する。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！

第68回カンヌ国際映画祭グランプリ 受賞

ザ・ブリザード

2016 / アメリカ / 時間未定

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 -

真冬の北大西洋で発生したブリザー
ドにより巨大タンカーが真っ二つに
裂けてしまった。生存者は32人。し
かし４人の沿岸警備隊員は定員12
人の木製小型ボートで救出に向かわ
ざるを得なくて…。史上最も不可能
といわれた人命救助の実話を基に
描いた、パニックアクション超大作！

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

ダニエル・リー

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


