
ザ・ウォーク

サヨナラの代わりに

2014 / アメリカ / 1h42

ジョージ・Ｃ・ウルフ
ヒラリー・スワンク / エミー・ロッサム

©2014 Daryl Prince Productions, Ltd. All Rights Reserved.

12/26 - 1/8

難病ＡＬＳを発症したケイトが介助
人として雇った大学生のベックは、
仕事も態度も予想以上に酷く、すぐ
クビにしようと考えていた。しかし彼
女だけがケイトを病人ではなく友人
として接してくれることに気付き…。
病と闘う女性と夢に挫折した大学生
が描く、かけがえのない友情の物語。

2015 / イギリス - アメリカ / 2h28

サム・メンデス
ダニエル・クレイグ / クリストフ・ヴァルツ

恋人たち

2015 / 日本 / 2h20
篠原篤 / 成嶋瞳子 / 池田良 / 安藤玉恵

© 松竹ブロードキャスティング／アーク・フィルムズ

橋口亮輔

12/26 - 1/8

通り魔事件で妻を失った男、平凡な
主婦、同性愛者のエリート弁護士。
心に傷を抱えながらひたむきに生き
る彼らは、もがき苦しみながら人と
のつながりに光を見出していく。『ぐ
るりのこと。』以来７年ぶりとなる橋
口亮輔監督作は、不条理に満ちた
世界を慈しみ肯定する人間ドラマ。

2015 / 日本 - トルコ / 2h12

田中光敏
内野聖陽 / ケナン・エジェ / 忽那汐里

海賊じいちゃんの贈りもの

2014 / イギリス / 1h35

アンディ・ハミルトン / ガイ・ジェンキン
ロザムンド・パイク / デヴィッド・テナント

©ORIGIN PICTURES (OUR HOLIDAY) LIMITED / BRITISH BROADCASTING CORPORATION 2014

12/26 - 1/8

じいちゃんの誕生祝いに集まったマ
クラウド一家。大人たちのいざこざに
うんざりしたじいちゃんと孫たちは
浜辺で穏やかな時間を過ごしていた
が、突然の悲劇が襲う。やがて孫たち
のじいちゃんを想う気持ちが大騒動
を引き起こし…！？笑いと皮肉と感
動が詰まったハートフルコメディ。2015年 セザール賞 助演女優賞 受賞

2014 / フランス - スイス - ドイツ / 2h04

オリヴィエ・アサイヤス
ジュリエット・ビノシュ / クリステン・スチュワート

12/26 - 1/8

敏腕マネージャーと二人三脚で仕事
をこなす大女優のマリアに、舞台への
出演オファーが舞い込む。だがその
役柄はかつて演じた美女ではなく、
美女に翻弄される中年女 性の 役
で…。きらびやかな世界で生きる孤独
と葛藤を、豪華女優陣の競演で描く。

アクトレス 女たちの舞台

©2014 CG CINEMA - PALLAS FILM - CAB PRODUCTIONS - VORTEX SUTRA - ARTE France 
Cinema - ZDF / ARTE - ORANGE STUDIO - RTS RADIO TELEVISION SUISSE - SRG SSR

カプチーノはお熱いうちに

2014 / イタリア / 1h52

フェルザン・オズペテク
カシア・スムトゥニアク / フランチェスコ・アルカ

©2013 All rights reserved R&C Produzioni Srl - Faros Film

12/26 - 1/8

南イタリアの美しい街レッチェ。カ
フェで働くエレナは、運命の男性アン
トニオと出会い、やがて結ばれる。そ
れから13年後、親友と始めたカフェ
が成功し、忙しいながらも幸せな人
生を歩んでいると思っていた矢先に
病が襲い…。イタリアならではの優
しさと明るさに溢れた人生賛歌。

クリード チャンプを継ぐ男

©2015 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. AND WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ©2015 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

12/23 -

ロッキーのもとを、かつての好敵手
で親友だったアポロ・クリードの息
子アドニスが訪れた。トレーナー就
任を要請されたロッキーは、一度
は断るものの、彼にアポロと同じ熱
いものを感じ、共に世界の頂点を目
指すことを決意する。今、歴史的
傑作の新章のゴングが鳴り響く！

2015 / アメリカ / 2h13

ライアン・クーグラー
シルベスター・スタローン/ マイケル・B・ジョーダン

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

海難 1890

007 スペクター
SPECTRE ©2015 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., Danjaq, LLC and Columbia Pictures 

Industries, Inc. All rights reserved

©2016「の・ようなもの のようなもの」製作委員会©2015「海難 1890」製作委員会

上映中

1/16 -上映中

森田芳光

“スカイフォール” で焼け残った写真
を受け取ったボンドは、写真に隠さ
れた謎に迫るべく単独でメキシコそ
してローマへと赴く。そこで悪名高い
犯罪者の未亡人ルチア・スキアと出
逢い、悪の組織スペクターの存在を
つきとめるのだが…。シリーズ最新
作にして最高傑作を観逃すな！

1890年、和歌山県沖でトルコの使節
団を乗せた軍艦が台風に遭遇し、多く
の人々が海に投げ出された。危険を顧
みず救助にあたる日本人の姿にトルコ
国民は感銘を受け、この出来事を後
世へと伝えていく。そして1985年、日
本人の危機にトルコ人が立ち上がる…。
両国の絆の深さを語る感動巨編。

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・センタービ
ル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、暖かく歓待されるも、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！

母と暮せば
©2015「母と暮せば」製作委員会

上映中

作家・井上ひさしが戯曲『父と暮せ
ば』と対になる形で構想していた物
語を山田洋次監督が映画化。1948
年、長崎。伸子の前に３年前の原爆
で死んだ息子の亡霊が現れる。その
日から母と子の奇妙だが幸せな時
間が始まり…。平和への祈りを込め
た、山田洋次監督初のファンタジー。

2015 / 日本 / 2h10

山田洋次
吉永小百合 / 二宮和也 / 黒木華 / 浅野忠信

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

1/15 -

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）

テディ・チャン

カンフー・ジャングル

2014 / 中国 - 香港 /1h40
ドニー・イェン / ワン・バオチャン

©2014 Emperor Film Production Company Limited Sun Entertainment Culture Limited All 
Rights Reserved

1/9 - 1/15

武術の達人ばかりを狙う連続殺人事
件が発生。元警察の武術教官で現在
服役中の男が、仮釈放を条件に捜査
協力することになるが…。“ 宇宙最強
の男”ドニー・イェンが主演とアクショ
ン監督を務めた、現代カンフー映画
の最高峰！ドニーvs ワン・バオチャ
ンの死闘はまさに新たなる伝説! !

©「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

1/9 - 1/15

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

ヒトラー暗殺、13分の誤算

2015 / ドイツ / 1h54

オリヴァー・ヒルシュビーゲル
クリスティアン・フリーデル / カタリーナ・シュットラー

©2015 LUCKY BIRD PICTURES GMBH,DELPHIMEDIEN GMBH,PHILIPP FILMPRODUCTION 
GMBH & CO.KG

1/9 - 1/22

1939年、ヒトラーは恒例の記念演説
を予定より早く切り上げた。そのわず
か13分後に時限爆弾が爆発。緻密か
つ大胆な手口から諜報員の関与が疑
われるが、逮捕されたのは田舎の平
凡な家具職人だった…。『ヒトラー 最
期の12日間』の監督が、長年封印され
てきた暗殺未遂事件の真相に迫る。

天使が消えた街

2014 / イギリス - イタリア - スペイン / 1h41

マイケル・ウィンターボトム
ダニエル・ブリュール / ケイト・ベッキンセイル

©ANGEL FACE FILMS LIMITED / BRITISH BROADCASTING CORPORATION 2014.

1/9 - 1/15

映画監督のトーマスは、イタリアで起
きた留学生殺人事件を新作映画の題
材にしようと取材に訪れた。しかし現
地では、容疑者が美しく若い女性とい
うこともあり、虚実入り混じった報道
合戦が繰り広げられていて…。やがて
彼が辿り着く事件の真相とは…？実
際の事件を題材にした異色のドラマ。

FOUJITA - フジタ -

2015 / 日本 - フランス / 2h06

小栗康平
オダギリジョー / 中谷美紀 / アナ・ジラルド

©2015「FOUJITA」製作委員会／ユーロワイド・フィルム・プロダクション

1/9 - 1/15

1920年代のパリで「乳白色の肌」と
称された裸婦像で時代の寵児となっ
た画家・藤田嗣治。1940年代に帰国
した彼は、多くの戦争協力画を描き
終戦を迎えた。２つの時代と２つの
文化を静謐な映像美で描き、知られ
ざるフジタの内なる世界を現出させ
た小栗康平監督10年ぶりの最新作。

パリ 3 区の遺産相続人

2014 / イギリス - フランス - アメリカ / 1h47

イスラエル・ホロヴィッツ
ケヴィン・クライン / マギー・スミス

©2014 Deux Chevaux Inc. and British Broadcasting Corporation. All Rights Reserved.

1/23 - 1/29

ＮＹからパリへやってきたマティアス
は、父親から相続したアパルトマン
を売却し人生をやり直そうと考えて
いた。しかしフランス独特の不動産
制度“ヴィアジェ” により、そこには見
知らぬ老婦人と娘が住んでいて…。
奇妙な共同生活の中で見つかった、
秘められた恋と家族の物語とは？

1001 グラム
ハカリしれない愛のこと

2014 / ノルウェー - ドイツ - フランス / 1h31

ベント・ハーメル
アーネ・ダール・トルプ / ロラン・ストッケル

BulBul Film, Pandora Film Produktion, Slot Machine © 2014

1/16 - 1/22

計量研究所に勤めるマリエ。長さや
重さを測るのはお手のものだけど、
人の心はうまく量れず、ただいま離
婚手続き中。そんな彼女が図らずも
見つけた愛の物語。心のハカリが変
われば、単調な毎日にも計り知れな
い発見があるもの。笑わない堅物な
ヒロインの表情の変化にご注目を。

Re:LIFE ～リライフ～

2014 / アメリカ / 1h47

マーク・ローレンス
ヒュー・グラント / マリサ・トメイ /J・K・シモンズ

©2014 PROFESSOR PRODUCTIONS, LLC

1/9 - 1/22

アカデミー賞脚本賞の栄光から15
年。以来ヒット作に恵まれないキース
は、仕方なくシナリオ講師をすること
に。最初はやる気ゼロだったが、生徒
たちの“ 映画を愛する情熱” に触れて
心が変わり始め…。人生のシナリオは
いつだって書き直せる！落ちぶれ脚
本家の新しい人生のシナリオとは？

2014 / イギリス / 1h35

ポール・キング
松坂桃李 / 木村佳乃 / 古田新太 / 斉藤由貴

マイケル・ボンド

ガールズ＆パンツァー 劇場版

2015 / 日本 / 1h59

吉田玲子水島努
渕上舞 / 茅野愛衣 / 尾崎真実 / 中上育実

©GIRLS und PANZER Film Projekt  ©GIRLS und PANZER projekt

1/9 - 1/22

第63回戦車道全国大会で優勝を飾っ
た大洗女子学園。平穏な日常が戻り
つつあったある日のこと、大洗町でエ
キシビジョンマッチが開催されること
に。すっかり町の人気者になった大洗
女子戦車道チームに熱い注目が集ま
るが…。「パンツァー・フォー」の掛け声
とともに、第２次大洗市街戦開戦！！

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。

ジョージ・ルーカス

2015 / アメリカ / 2h16

J・J・エイブラムス
デイジー・リドリー / ジョン・ボイエガ

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『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ピンチになっ
てしまう。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…。“ 闇アカニ
ンジャ—” も見参!? 年明け恒例の２
大戦隊タッグバトルをお楽しみに！

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！

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

1/15 -

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
めさせ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。

スター・ウォーズ　フォースの覚醒

©2015 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved

上映中

あのスター・ウォーズが新たな
る３部作で登場！家族を知らず
砂漠の惑星で孤独に生きるヒロ
イン、レイを中心に進むストー
リーは、新型ドロイド BB- ８、
フォースの暗黒面の担い手カイ

ロ・レンなどの登場により銀河を
賭けた戦いへと導かれていく！家族
の愛と喪失の壮大な物語。

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


