
追憶の森

2015 / アメリカ / 1h50

ガス・ヴァン・サント
マシュー・マコノヒー / 渡辺謙 / ナオミ・ワッツ

©2015 Grand Experiment, LLC.

4/29 -

人生に絶望し、自殺しようと富士の
樹海を訪れたアーサーは、そこで
傷つき彷徨っていたタクミと出会う。
放っておけず、やむなく大自然の中
を助け合いながら出口を求めて進む
うちに、２人は徐々に心を開いてい
き…。マシュー・マコノヒーと渡辺
謙共演で贈る、感動のミステリー。

ズートピア フィフス・ウェイブ

2016 / アメリカ / 1h52

J・ブレイクソン
クロエ・グレース・モレッツ / ニック・ロビンソン

©2016 Disney. All Rights Reserved.

4/23 - 4/23 -

突如飛来した知的生命体「アザーズ」
の４度に渡る攻撃で人類の99％が死
滅した地球。生き残ったキャシーは、
人類を滅亡に導く最後の攻撃 “フィ
フス・ウェイブ” を防ぐため、彼らの
秘密を探り始めるのだが…。最先端
のCG 技術を駆使した驚異の映像で
描かれるSF サバイバルミステリー。

あらゆる種類の動物たちが人間の
ように暮らす超ハイテク文明社会
“ズートピア” で、行方不明事件が発
生した！ウサギとして初の警察官に
なったジュディが、夢を信じる力とサ
ギ師のキツネ・ニックとの友情を武
器に、恐るべき陰謀に挑む！はたし
てジュディとズートピアの運命は！？

2016 / 日本 / 1h49

古沢良太金子修介
野村萬斎 / 宮迫博之 / 安田章大 / 杉咲花

©2016「スキャナー」製作委員会

4/29 -

物や場所に残った人間の記憶や感情
＝「残留思念」を読み取ることができ
る元お笑い芸人・仙石和彦。その能力
を使ったネタで丸山とコンビを組み
日本中を湧かせたこともあったが、そ
れも昔の話。ある日、女子高生ピアニ
ストの亜美から行方不明になった音
楽教師の捜索依頼が舞い込むが…。

スキャナー
記憶のカケラをよむ男

2016 / アメリカ / 2h26

アンソニー・ルッソ / ジョー・ルッソ
クリス・エヴァンス / ロバート・ダウニー・Jr.

©2015 Marvel

4/29 -

幾度も世界の危機を救ってきたアベ
ンジャーズ。しかし政府は彼らのそ
の力を恐れ、無許可での活動を禁止
した。アイアンマンはそれに従うこと
にするが、キャプテンは疑問を抱く。
そんな中起きた事件により２人は対
立することに。それはチームを二分
する禁断の戦いの始まりだった! !

シビル・ウォー
キャプテン・アメリカ

テラフォーマーズ
© 貴家悠・橘賢一／集英社 ©2016 映画「テラフォーマーズ」製作委員会

4/29 -

21世紀。人類は火星移住を夢見て “ 火
星地球化計画” を進めるため、まずは
コケと《ある生物》を火星へと放っ
た。それから500年後、異常進化して
凶暴になってしまった《ある生物》を
駆除するため火星へ15人の日本人が
送り込まれ…。人類史上最悪の敵〈テ
ラフォーマー〉との戦いが、今始まる！

2016 / 日本 / 1h50

中島かずき三池崇史
伊藤英明 / 武井咲 / 山下智久 / 山田孝之

貴家悠 / 橘賢一

2016 / アメリカ / 1h49
上戸彩 / サバンナ高橋茂雄 / Dream Ami
バイロン・ハワード / リッチ・ムーア ジョン・ラセター

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

5/13 -

Ｗ . シェイクスピア没後 400 年にあ
たる今年、４大悲劇の中でも最高
傑作と呼ばれる「マクベス」を映画
化。野心に憑りつかれた男と、野心
を操る女が繰りひろげる、地獄に一
番近い愛の物語。息をのむほどの
名優２人の競演と、アーティスティッ
クな戦闘シーンにも注目したい。

スノーホワイト 氷の王国

2016 / アメリカ / 1h54

セドリック・ニコラス＝トロイヤン
クリス・ヘムズワース / シャーリーズ・セロン

©Universal Pictures

5/27 -

2016 / 日本 / 1h52

三木康一郎
岩田剛典 / 高畑充希 / 今井華 / 宮崎美子

©2016「植物図鑑」製作委員会

6/4 -

有川浩

白雪姫とエリックによって滅ぼされた
ラヴェンナ女王には、さらに強力な
魔力を持ち“ 氷の女王 ”と呼ばれる
妹フレイヤがいた。姉の死を知った
フレイヤは、魔法の鏡で姉を蘇らせ、
姉妹の魔力で世界を永遠に闇で覆
い尽くそうと目論んでいて…。圧倒的
な映像美で描く壮絶な闘いが再び！

平凡なOLのさやかはある日、マン
ションの前で倒れていた謎の青年・
樹と出会い、半年間という期限付き
で共同生活をする事になる。家事万
能で野草に詳しい樹と毎日過ごすう
ちに惹かれていくさやかだったが･･･。

『図書館戦争』などのベストセラー作
家・有川浩による恋愛小説を映画化。

植物図鑑
運命の恋、ひろいました

幸せをつかむ歌

ルーム

2015 / アイルランド - カナダ / 1h58

レニー・アブラハムソン
ブリー・ラーソン / ジェイコブ・トレンブレイ

モヒカン故郷に帰る

©Element Pictures/Room Productions Inc/Channel Four Television Corporation 2015

©2016「モヒカン故郷に帰る」製作委員会

5/7 - 5/20

5/21 - 6/10

5/28 - 6/10

20年前、ロックスターになる夢を
追って家族を捨てたリッキーのもと
に、娘が離婚したとの知らせが入る。
傷心の娘の力になろうと再会を決意
するリッキーだったが…。メリル・ス
トリープが実娘と母娘役で共演した、
心に沁みる家族の物語。ギターを猛
特訓したメリルの演奏シーンも必見！

閉じ込められた部屋で暮らす母ジョ
イと息子ジャック。突然の監禁から７
年の時が経ち「部屋」しか知らない
息子に本当の世界を見せるため、母
は全てを賭けた脱出を決意する。ス
リリングな脱出劇と、息子の成長を見
守る母親を描いた世紀の愛の物語。

売れないバンドマンの永吉は、恋人
の妊娠を機に７年ぶりに帰郷した。
久々の一家団らんかと思いきや、父の
ガンが発覚。永吉たちは右往左往し
ながらも、離れていた時間を埋めてい
くのだが…。家族が集まれば最高で
最強！沖田修一監督が現代の家族の
悲喜こもごもを描いたホームドラマ。

クーパー家の晩餐会

2015 / アメリカ / 1h47

ジェシー・ネルソン
ダイアン・キートン / ジョン・グッドマン

©2015 CBS FILMS INC. ALL RIGHTS RESERVED.

5/7 - 5/20

クリスマスイブに集まった４世代11人
のクーパー家。一家に伝わるご馳走
が並び、笑顔が溢れる幸せな家族の
光景だが、実は皆が秘密を抱えてい
た。和やかに進められる晩餐会のは
ずが、予期せぬハプニングにより次々
と嘘が露見し…。豪華俳優陣の競演
で、人生の味わい方をお教えします。

ディーン、君がいた瞬間（とき）

2015 / カナダ - ドイツ - オーストラリア /1h52

アントン・コービン
デイン・デハーン / ロバート・パティンソン

Photo Credit:Caitlin Cronenberg,©See-Saw Films

5/7 - 5/20

1955年。若手写真家デニス・ストッ
クは無名の新人俳優ジェームズ・
ディーンに出会った。彼にスター性を
見出したストックは密着取材を依頼。
次第にお互いを認め合い、意気投合
していく２人だったが…。若き２つの
才能の出会いと、Ｊ・ディーンの最後
の２週間を描いた知られざる物語。

ビューティー・インサイド

2015 / 韓国 / 2h07

ペク
ハン・ヒョジュ / パク・ソジュン / 上野樹里

©2015 NEXT ENTERTAINMENT WORLD. All Rights Reserved.

4/23 - 5/6

目覚めるたびに老若男女を問わず
姿が変わってしまう男キム・ウジン。
ある日、家具屋で働く女性に一目惚
れしたウジンは、彼女に告白しよう
と決心するが…。ウジンを演じるの
はなんと123人の俳優たち！ユニー
クな設定で愛の本質に迫る、韓国発
のファンタジック・ラブストーリー。

2016 / 日本 / 2h04
松田龍平 / 柄本明 / 前田敦子 / もたいまさこ

沖田修一

2015 / アメリカ / 1h41

ジョナサン・デミ
メリル・ストリープ / ケヴィン・クライン

2015 / 日本 / 1h59

ナレーター：キートン山田　主題歌： 由紀さおり 
太川陽介 / 蛭子能収 / 三船美佳

©2015「ローカル路線バス乗り継ぎの旅　THE MOVIE」製作委員会

5/28 - 6/10

大人気バラエティーTV番組がまさか
まさかの映画化！おなじみ太川陽介
と蛭子能収のコンビが、ゲストに三
船美佳を迎え、初の海外・台湾へ！
路線バス以外の利用とインターネッ
トでの情報収集は禁止というルール
も相まってピンチを迎えるが…。台
湾各地の美しい風景も見どころです。

2015 / イギリス - アメリカ / 1h44

ビル・コンドン
イアン・マッケラン / ローラ・リニー / 真田広之

©Agatha A Nitecka / SLIGHT TRICK PRODUCTIONS

5/14 - 5/27

93歳になったホームズが、唯一解決で
きず、引退する原因となった30年前の
事件に再び挑む！10歳の少年を助手
に迎え、かつての記憶を紐解きつつ
導き出した最後の推理の結末は…？
名優イアン・マッケランが老ホームズ
を味わい豊かに演じ、謎のカギとな
る日本人として真田広之が登場。

Mr. ホームズ
名探偵最後の事件

ローカル路線バス乗り継ぎの旅 
THE MOVIEインサイダーズ 内部者たち

リリーのすべて

2015 / イギリス - ドイツ - アメリカ / 2h00

トム・フーパー
エディ・レッドメイン / アリシア・ヴィキャンデル

©2015 Universal Studios. All Rights Reserved.

5/7 - 5/20

性同一性障害などの言葉すらなかっ
た時代に、身体的性別と内面的性別
の相違に苦しむ画家がいた。やがて
“ 彼女” は命を懸けて、世界で初めて
の性別適合手術を受けることを決意
して…。“ 彼女 ” を理解し、支え続
けた妻との崇高な愛の物語。

第 88 回 アカデミー賞 
助演女優賞 受賞

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

デッドプール

2016 / アメリカ / 1h48

ティム・ミラー
ライアン・レイノルズ / モリーナ・バッカリン

©2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

6/1 -

マーベルコミック原作の異色ヒー
ローがついに実写化！末期ガンで死
を宣告された傭兵ウェイドが、人体
実験によって驚異的な治癒能力と
不死の体を手に入れ“デッドプール”
となり蘇る！毒舌全開でコミカルな
デッドプールがスクリーン狭しと暴
れまわるヴァイオレンス・アクション！！

さざなみ

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

©The Bureau Film Company Limited, Channel Four Television Corporation and The British 
Film Institute 2014©Agatha A. Nitecka

5/21 - 6/3

仲睦まじい老夫婦のもとに手紙が届
いた。それは夫がかつて愛し、山岳事
故で亡くなった女性の凍結遺体が見
つかったとの知らせ。夫はかつての恋
人に想いを馳せ、妻は存在しない女
に嫉妬するが…。男女の愛や結婚観
の違いを交えて描いた人間ドラマ。

ボーダーライン

2015 / アメリカ / 2h01

ドゥニ・ヴィルヌーヴ
エミリー・ブラント / ベニチオ・デル・トロ

©2015 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. Richard Foreman Jr. SMPSP

5/21 - 6/3

FBI捜査官のケイトはメキシコの麻
薬カルテル壊滅を目的とする特殊
チームに抜擢された。そこで目にした
ものは、暴力に支配されたおぞましい
街の実態と、非合法な手段を駆使す
るチームの方針で…。善悪の境界で
揺れる倫理観を、一切の妥協なく描
き切ったクライム・アクション。

星ガ丘ワンダーランド

2015 / 日本 / 1h51

柳沢翔
中村倫也 / 新井浩文 / 佐々木希 / 木村佳乃

©2015「星ガ丘ワンダーランド」製作委員会

5/28 - 6/3

星ガ丘駅の落とし物預かり所で働く
温人のもとに、母親が自殺したと知ら
せが届く。20年前、家族を置いて去っ
ていった母に何があったのか？義理
の妹弟や、疎遠になっていた兄を訪
ね、温人は母の過去と死の真相を探
り始める…。至極のミステリーの先に
待つ、切なくて温かな真実とは。

エンド・オブ・キングダム

2016 / イギリス - アメリカ - ブルガリア / 1h39

ババク・ナジャフィ
ジェラルド・バトラー / アーロン・エッカート

©LHF Productions, Inc. All Rights Reserved.

5/28 -

ホワイトハウスへのテロ攻撃を描い
た前作から２年、待望の続編が誕生
した！英国首相が不可解な死を遂げ
た。数日後、葬儀のため世界各国首
脳が集ったロンドンで、同時多発テロ
が発生！シークレットサービスに復
帰したバニングは、巨大な悪から大
統領を護り抜くことができるのか！？

RADWIMPSのHE・SO・NO・O 
Documentary Film

2016 / 日本 / 1h41

朝倉加葉子
RADWIMPS

©2016“HESONOO”FILM PARTNERS

5/14 - 5/27

日本の音楽シーンで絶大な人気を誇る
ロックバンドRADWIMPS。デビュー10 周
年を迎え待望のドキュメンタリー映画が
完成！アジア･ヨーロッパツアーから豪華
アーティスト達との胎盤（対バン）ツアー、
そして集大成とも言える幕張のワンマン
ライブまで激動の３カ月間を映し出す!
特別料金 2,200 円均一

ジョーのあした
辰𠮷𠀋一郎との 20 年

2015 / 日本 / 1h21

ナレーション：豊川悦司阪本順治
辰𠮷𠀋一郎

© 日本映画投資合同会社

5/14 - 5/20

40歳を超えた今でも、現役にこだわ
り続けている元ＷＢＣ世界バンタム
級チャンピオンの辰𠮷𠀋一郎。彼の生
き様に魅了された阪本順治監督が、
辰𠮷が1995 年25 歳の頃から20 年
間にわたって撮り続けてきたインタ
ビュー映像をもとに、誰もみたことが
ない“真実の辰𠮷𠀋一郎 ” に迫る。

孤独のススメ

2013 / オランダ / 1h26

ディーデリク・エビンゲ
トン・カス / ルネ・ファント・ホフ

©2013, The Netherlands. Column Film B.V. All rights reserved.

5/28 - 6/3

2015 / 韓国 / 2h10

ウ・ミンホ
イ・ビョンホン / チョ・スンウ / ペク・ユンシク

©2015 SHOWBOX AND INSIDE MEN, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

5/21 - 5/27

ミラクル・ニール！

2015 / イギリス / 1h25

テリー・ジョーンズ
サイモン・ペッグ / ケイト・ベッキンセール

©2015 Anything Absolutely Ltd All Rights Reserved

5/21 - 5/27

妻に先立たれ、息子とも音信不通の
フレッドは、人付き合いを避けて単
調な毎日を送っていた。ところがある
日、素性の知れない無口な男がやっ
てきて家に居ついてしまう。謎の男が
もたらした孤独ではない日常が、フ
レッドに大切なことを気づかせて…。
オランダ発の静かで優しい感動作。

何でも願いが叶う不思議な力が身に
付いてしまったニールだったが、せっ
かくの力を持て余していた。やがて
宇宙人が地球に襲来？ニールは地球
を救えるか！？人気コメディ集団モン
ティパイソンや、故ロビン・ウィリア
ムズも声の出演で参加した、シュー
ルな英国コメディがいよいよ登場！

腐敗した巨大権力を操る〈策士〉と、
巨大企業を脅迫して失敗した〈チン
ピラ〉、そして裏金事件を追う〈検
事〉。３人の男たちが仕掛ける命を
懸けた騙し合い。息をもつかせぬ大
逆転劇の連続の末、最後に勝ち残
るのはいったい誰か！？イ・ビョンホ
ン主演で贈るサスペンス・アクション！

スポットライト 世紀のスクープ

2015 / アメリカ / 2h08

トム・マッカーシー
マーク・ラファロ / マイケル・キートン

Photo by Kerry Hayes © 2015 SPOTLIGHT FILM, LLC

上映中

2002年、米国の新聞「ボストン・グ
ローブ」が《スポットライト》という名
の特集記事でカトリック教会の不祥
事を公表した。記者達は、いかにして
教会というタブーに切り込み、暗闇の
中の真実を照らしたのかー。実話の
内幕を描く社会派ドラマの傑作。

レヴェナント 蘇えりし者

2015 / アメリカ / 2h37

アレハンドロ・Ｇ・イニャリトゥ
レオナルド・ディカプリオ / トム・ハーディ

坂本龍一

©2016 Twentieth Century Fox

上映中

1823年アメリカ北西部。ヒュー・グラス
は仲間の裏切りで最愛の息子の命を
奪われてしまう。激しい怒りと共に死
の淵から蘇った彼は、大自然の猛威の
中300キロにおよぶ復讐の旅に出る。
実話を基に臨場感を極めた圧倒的
スケールで描かれる壮絶な復讐劇！

第 88 回 アカデミー賞 
主演女優賞 受賞

第 65 回 ベルリン国際映画祭
銀熊賞（女優賞・男優賞）ダブル 受賞

第 88 回 アカデミー賞 
作品賞／脚本賞 受賞

第 88 回 アカデミー賞 
主演男優賞／監督賞／撮影賞 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


