
手裏剣戦隊ニンニンジャー vs
トッキュウジャー  THE MOVIE

1001 グラム
ハカリしれない愛のこと

ホワイト・ゴッド
少女と犬の狂詩曲（ラプソディ）

2016 / 日本 / 時間未定
神谷浩史 / 坂本真綾 / 堀江由衣 / 櫻井孝宏

© 西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト

1/8 -

西尾維新

高校２年生の阿良々木暦は春休みの
ある夜、地下鉄のホームで四肢を失
い、必死に助けを求める伝説の吸血
鬼“ 怪異の王”と出会う…。西尾維
新の人気小説を全３部作で映像化。

「魔法少女まどか☆マギカ」のシャフ
トが贈る、TVアニメ「化物語」の始
まりの物語。ようこそ、夜の世界へ。

新房昭之 尾石達也

パディントン

2014 / イギリス / 1h35

ポール・キング

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

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

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

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

2014 / ハンガリー - ドイツ - スウェーデン / 1h59

コーネル・ムンドルッツォ
ジョーフィア・プショッタ / シャーンドル・ジョーテール
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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

1/15 - 1/16 -

1/23 -1/16 - 1/22

1/23 - 1/291/23 - 2/5

1/30 - 2/5

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.

1/30 - 2/5

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

人生の約束
©2016「人生の約束」製作委員会

1/9 -

マイケル・ボンド

かつて親友だった男が死んだ。仕
事ひとすじだった祐馬は親友の想い
を叶えようと奔走するなかで自分を
見つめ直してゆく。『池中玄太 80 キ
ロ』や『点と線』など幾多の名作を
世に送り出してきたテレビドラマ界
の巨匠 ･ 石橋冠が、富山県新湊を
舞台に描いた珠玉の人間ドラマ。

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
されている児童文学「くまのパディ
ントン」が待望の実写映画化。

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。

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
た幸せとは。愛すべき主人公を生み出
してきたノルウェーのベント・ハーメ
ル監督が、今作でも可笑しみに彩ら
れた独特の世界観で魅了する。

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！

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、田舎の大学でシナリオ講師をす
ることに。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？

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！

父親から相続した高級アパルトマン
を売却し、人生をやり直そうとNY か
らパリへやって来たマティアス。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
婦人が娘とともに住んでいて…。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…？

雑種犬に重税を課す法律が施行され
た架空都市。13 歳のリリは父親に愛
犬のハーゲンを捨てられてしまう。や
がてハーゲンは、群れを率いて傲慢な
人類への反乱を引き起こすのだった。
現代社会の不寛容や抑圧を、斬新な
映像表現で痛烈に風刺した衝撃作。

チャンス商会 ～初恋を探して～

2015 / 韓国 / 1h51

カン・ジェギュ
パク・クニョン / ユン・ヨジョン

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

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

白い沈黙

2014 / カナダ / 1h52

アトム・エゴヤン
ライアン・レイノルズ / スコット・スピードマン

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

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

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

©Queen of the Night Films Inc.

1/9 - 1/15

1/16 - 1/22

1/23 - 2/5

1/16 - 1/22

二十歳 （ハタチ）

2015 / 韓国 / 1h56
ジュノ / キム・ウビン / カン・ハヌル

©2015 NEXT ENTERTAINMENT WORLD. All Rights Reserved.

イ・ビョンホン

テディ・チャン

1/16 - 1/22

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

1/23 - 1/29

花屋の女主人に恋をした独り者の頑
固じいさん。町の人々の応援もあって
関係は進展していくが、そこには彼
の知らないある秘密が隠されてい
た。韓国を代表する名優２人が“ 最
後の初恋” を演じた、切なくも温かい
ラブストーリー。「EXO」チャンヨル
の初 し々い映画デビューにも注目！

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。

アントニオとの運命の出会いから13
年。仕事に子育てにと充実した日々を
送るエレナを乳がんが襲う。病魔と
闘いながら人生を見つめ直すエレナ
は、家族や隣人のさまざまな愛に囲ま
れていることに気づくのだった。イタ
リア映画らしいほろ苦さでそれぞれ
の生き方をスケッチした人生讃歌。

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
死闘は新たなる伝説となるだろう! !

固い友情で結ばれた個性バラバラの
男子３人組。ハタチを迎え恋愛や将来
のことに頭を悩ませはじめた彼らは、
それぞれの進む道を見つけようと奮闘
するのだが…。若さ全開！おバカも全
開！映画初主演となる「２PM 」のジュ
ノなど、フレッシュなイケメン俳優３人
が揃い踏みした青春グラフィティ! !

ある吹雪の日、車の後部座席にい
た９歳の娘が忽然と姿を消した。手
がかりもないまま８年が経過したこ
ろ、父のもとに娘の生存をほのめか
す情報が次 と々現れる。気の遠くな
るような白銀の世界で、彼に突きつ
けられた衝撃の事実とは。現代社
会の闇に鋭く切り込むミステリー。

2015 / イギリス / 1h27

ニック・リード
マリーヤ・アレクサンドロワ / アナスタシア・メーシコワ

©2015 RED VELVET FILMS LTD. ALL RIGHTS RESERVED

1/9 - 1/15

2003年、ボリショイ・バレエ団の芸術
監督が、何者かにより顔面に硫酸を
浴びせられる。事件の真相とともに
次 と々明るみに出るスキャンダルに世
界は騒然となった。240年にわたりバ
レエ界に君臨し続けてきた王国に渦
巻く、権力闘争や政治的圧力、そして
団員の情熱を真正面から映し出す。

ボリショイ・バビロン
華麗なるバレエの舞台裏

アメリカン・ドリーマー
理想の代償

©2014 PM / IN Finance.LLC.

1/9 - 1/22

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続発する。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

ヴェルサイユの宮廷庭師

2015 / イギリス / 1h57
ケイト・ウィンスレット / マティアス・スーナールツ

©BRITISH BROADCASTING CORPORATION, LITTLE CHAOS LIMITED, 2014.

1/9 - 1/15

アラン・リックマン

宮廷庭師ル・ノートルよりヴェルサイ
ユ宮殿の庭園「舞踏の間」の建築を
任された無名の女性造園家サビーヌ。
彼女の自由な感性と情熱は周囲の
人々や国王ルイ14世の心を動かし、
身分や性別を超えた信頼を得るよう
になってゆくが…。華麗なる庭園誕生
の舞台裏を大胆な解釈で描き出す。

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

小野不由美の傑作ミステリーがつい
に映画化！小説家の「私」のもとに、

「部屋で奇妙な音がする」と手紙が
届く。好奇心から調査を始めた「私」
たちは、ある真相に辿り着くが、それ
はさらなる事件の序章にすぎなかっ
た。予定調和を許さない驚愕のラス
トまで一瞬たりとも目が離せない。

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！！

2016 / 日本 / 2h00

吉本昌弘石橋冠
竹野内豊 / 江口洋介 / 松坂桃李 / 西田敏行

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 -

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.

1/16 - 1/22

難病 ALS を発症し余命を告げられ
たケイトは、大学生のベックを介助
人として雇う。完璧主義のケイトに対
し、料理もできず気まぐれなベック。
正反対の二人だが、ある出来事を境
にかけがえのない絆で結ばれてゆく。
限られた時間のなかで、笑って泣い
て大切なものに気づく友情の物語。

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

1/30 - 2/5

じいちゃんの誕生祝いに集まったマ
クラウド一家。身勝手な大人たちを
尻目にドライブに出かけた子供たちと
じいちゃんだったが、思わぬ事件が勃
発。子供たちのとんでもない行動が
大騒動を巻き起こす。喜怒哀楽をぎっ
しり詰め込んで壊れかけの家族の再
生を描いたブリティッシュコメディ！

ショナリ・ボース

マルガリータで乾杯を！

2014 / インド /1h40
カルキ・ケクラン / レーヴァティ

©ALL RIGHTS RESERVED C COPYRIGHT 2014 BY VIACOM18 MEDIA PRIVATE LIMITED 
AND ISHAAN TALKIES

1/9 - 1/15

生まれつき脳性まひを患うも、明
るく人生を謳歌する19歳のライラ。
編入したニューヨークの大学で同性
の活動家に惹かれた彼女はバイセク
シャルであることに気づくが…。イ
ンドにおける先進的な女性像と、普
遍的な母娘の絆を瑞々しく描いた
ヒューマンドラマ。

ザ・ヴァンパイア
残酷な牙を持つ少女

2014 / アメリカ / 1h41

アナ・リリー・アミールポアー
シェイラ・ヴァンド / アラシュ・マランディ

©Shahre Bad Picture, LLC.

1/9 - 1/15

死と絶望に満ちたゴーストタウンで、
美しい少女と孤独な青年が出逢い、
心を通わせ合う。しかし彼女の正体
は夜な夜な人々を襲う吸血鬼だった。
イランの架空の町を舞台に、モノクロ
の映像美と独特の音楽センスで、恐
ろしくも切ないストーリーを展開した
異色のヴァンパイア・ホラー。

2014 年カンヌ国際映画祭「ある視点」部門
グランプリ＆パルムドッグ賞 受賞

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

1/23 - 2/5

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。

ヒュー・ボネヴィル / ニコール・キッドマン

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

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、ワールドトレードセンター
を綱渡りした大道芸人フィリップ・
プティ。地上 411メートルを命綱な
しで渡り切った彼の偉業は、美しい
犯罪とも、アートとも言われた。彼
の情熱、そして決行に至るまでの綿
密な計画を驚異の映像で描く、巨
匠・ロバート・ゼメキス監督作。

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…。

『オーシャンズ』のジャック・ペラン
監督が、地球上の生命を撮り上げた
ネイチャードキュメンタリー。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、最先端の撮影方法を
駆使し、動物の視点から描き出す。
小学生以下500円（保護者同伴時のみ）

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


