
疑惑のチャンピオン

2015 / イギリス - フランス / 1h43

スティーヴン・フリアーズ
ベン・フォスター / クリス・オダウド

PHOTO BY LARRY HORRICKS©2015 STUDIOCANAL S.A. ALL RIGHTS RESERVED.

7/2 -

ツール・ド・フランスで前人未到の７
連覇を達成した自転車レーサー、ラ
ンス・アームストロング。しかし世界
中から称賛と尊敬を集めていた彼に、
不正薬物使用の疑いが浮上する。ス
ポーツ史上最もショッキングなドーピ
ング事件、その真相とは!? “ 堕ちた
英雄” の真実に迫る実録ドラマ。

インデペンデンス・デイ
リサージェンス

ポケモン・ザ・ムービーXY＆Z
ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ

2016 / アメリカ / 2h00

ローランド・エメリッヒ
リアム・ヘムズワース / ジェシー・アッシャー

©2016 Twentieth Century Fox Film Corporation All Rights Reserved.

7/9 -

前回の侵略者との激闘から20年、人
類は新たなテクノロジーで軍備を完
璧に整え、次の襲来に備えていた。し
かし、再び襲来した侵略者は、はる
かな巨大化と進化を遂げていた…！
1996年に公開され、大ヒットを記録
した巨匠ローランド・エメリッヒの
SF 超大作の続編がついに公開！

2016 / 韓国 / 1h53

イ・ワンヒ 石原真 秋元康

君がくれたグッドライフ

2014 / ドイツ / 1h35

クリスティアン・チューベルト
フロリアン・ダーヴィト・フィッツ / ユリア・コーシッツ

獣は月夜に夢を見る

2014 / デンマーク - フランス / 1h25

ヨナス・アレクサンダー・アーンビー
ソニア・ズー / ラース・ミケルセン

HiGH&LOW THE MOVIE

2016 / 日本 / 時間未定

EXILE HIRO久保茂昭
EXILE TRIBE / 窪田正孝 / 林遣都

神様メール

2015 / ベルギー - フランス / 1h55

ジャコ・ヴァン・ドルマル 
ブノワ・ポールヴールド / カトリーヌ・ドヌーヴ

王の運命（さだめ）
歴史を変えた八日間

2015 / 韓国 / 2h05

イ・ジュニク
ソン・ガンホ / ユ・アイン

団地

2016 / 日本 / 1h43

阪本順治
藤山直美 / 岸部一徳 / 大楠道代 / 石橋蓮司

2016 / 日本 / 1h37

冨岡淳広湯山邦彦
松本梨香 / 大谷育江 / 牧口真幸 / 梶裕貴

バンクシー・ダズ・ニューヨーク

2014 / アメリカ / 1h21
クリス・モーカーベル

ロスト・バケーション

2016 / アメリカ / 時間未定

ジャウム・コレット＝セラ
ブレイク・ライヴリー

ONE PIECE FILM GOLD

2016 / 日本 / 時間未定

宮元宏彰
田中真弓 / 中井和哉 / 岡村明美 / 山口勝平

あまくない砂糖の話

2015 / オーストラリア / 1h42

デイモン・ガモー
スティーブン・フライ / イザベル・ルーカス

葛城事件 かつらぎじけん

2016 / 日本 / 2h00

赤堀雅秋
三浦友和 / 南果歩 / 新井浩文 / 若葉竜也

純情

©2015 - Terra Incognita Films/Climax ilms/Apres le deluge/Juliette Films Caviar/ORANGE 
STUDIO/VOO et Be tv/RTBF/Wallimage ©2015 SHOWBOX AND TIGER PICTURES ALL RIGHTS RESERVED©2016「団地」製作委員会

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokemon 
©2016 ピカチュウプロジェクト

© 尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

©2014 Madman Production Company Pty Ltd, Old Mates Productions Pty Ltd, Screen 
Australia ALL RIGHTS RESERVED ©2016『葛城事件』製作委員会

©LITTLEBIG PICTURES

©2014 Majestic Filmproduktion GmbH / ZDF ©2014 Alphaville Pictures Copenhagen ApS ©HiGH&LOW 製作委員会

D.O.（EXO）/ キム・ソヒョン

7/2 - 7/15

7/9 - 7/15 7/9 - 7/15 7/16 -

7/16 - 7/29 7/16 - 7/227/16 - 7/29

7/16 -

7/23 - 7/297/23 -

7/23 -

7/30 - 8/5 7/30 - 8/5

2016 / アメリカ / 1h53

ジェームズ・ボビン
ジョニー・デップ / ミア・ワシコウスカ

©2016 Disney. All Rights Reserved.

7/1 -

ティム・バートン

原案 : 田尻智

尾田栄一郎

青い蝶に導かれ、不思議の国へ再び
足を踏み入れたアリス。そこではマッ
ドハッターが悲しい過去に囚われ苦
しんでいた。アリスは彼を救うため、
時間の番人「タイム」と戦い、過去へ
と遡る冒険の旅に出た！個性豊かな
キャラクターたちも健在。色鮮やか
でクレイジーな世界が帰ってくる！

1991年夏。ボムシルが密かに想いを寄
せるスオクは生まれつき足が不自由だっ
た。しかし彼女に寄り添い仲間たちと楽
しく過ごしていたある日、些細な誤解
がもとで皆との友情が壊れてしまう…。
そして23年後。ボムシルのもとに届い
たスオクからの手紙が語る真実とは？
特別料金：2,000 円均一

ALS（筋萎縮性側索硬化症）を宣告
されたハンネスは、友人たちとの自
転車旅行で尊厳死が認められている
ベルギーを目指す。それぞれが複雑
な思いを抱えながら、いつものように
楽しく時間は過ぎてゆくが…。道中で
起こる悲喜交々の人間ドラマを通じ
て、生きることの意味を問いかける。

閉鎖的な村で両親と暮らす19歳のマ
リーは、職場で出会ったダニエルと
惹かれ合う。その頃から身体に奇妙
な変化が現れ始め、凶暴性を帯びて
ゆくが、そこには抗えない秘密が隠さ
れていた。恐ろしくも儚い少女の愛と
覚醒を、デンマークの重厚な自然と
詩的な映像世界で描くミステリー。

物語はまだ序章に過ぎなかった。５
つのチームが拮抗するSWORD 地
区。ギリギリのところで保たれていた
均衡は、表舞台から姿を消した最強
チーム「ムゲン」の総長・琥珀が帰っ
てきたことで脆くも崩れ去り…。豪華
キャストで贈る青春バトルアクション！
男達のプライドをかけた闘いが始まる。

大人気シリーズが「ポケモン・ザ・ムー
ビーXY＆Z」にパワーアップ！運命の
絆で結ばれた、サトシと人間嫌いの
ポケモン・ボルケニオン。超カラクリ
都市・アゾット王国を舞台に、未知な
る力「ソウルハート」を宿した人造ポ
ケモン・マギアナをめぐる、ポケモン
史上最も熱いバトルが幕を開ける！

家業をたたみ団地に越してきた山下
夫婦。些細な出来事にへそを曲げた
夫は「僕は死んだことにしてくれ」と
床下に隠れてしまう。淡 と々生活を続
ける妻の姿に、隣人たちは離婚、蒸
発など妄想を膨らませてゆくが…。
平凡な夫婦の奇妙な日常をオフビー
トな感性で描いた阪本順治監督作。

10歳のエアは神様である父親への
反発から、世界中の人々に余命を知
らせるメールを一斉送信してしまう。
パニックに陥りながら生を全うしよう
とする人間たちを助けようと、エアも
街へと繰り出すが…。神様一家が起
こす大騒動と奇跡を描いた、奇想天
外で痛快なファンタジックコメディ！

朝鮮第21代国王の英祖は息子を優
れた王位継承者に育てようとする。
だが、息子は芸術と武芸を好む自由
奔放な青年へと成長。期待は怒りと
失望に転じ、息子もまた父に嫌悪感
を抱くようになる。すれ違う愛憎が
引き起こした悲劇の八日間を、新た
な視点と解釈で紐解く宮廷ドラマ。

世界最大のエンターテインメントシティ、
グラン・テゾーロ。世界政府すら手出し
無用の「絶対聖域」として知られる独立
国家を訪れたルフィたちは、新世界の勢
力図が変わるほどの底知れぬ野望に巻
き込まれていくのだが…。原作者・尾田
栄一郎が総合プロデューサー！日本中が
待ちに待った究極のシリーズ最新作！

秘境の島でサーフィンを満喫してい
たナンシーは、何者かに体当たりさ
れ足を負傷してしまう。近くの岩場に
たどり着くが、周囲を巨大なサメが
旋回していた。岩場から岸まではわ
ずか200メートルだが、満潮の時間
が刻々と迫っている。果たしてナン
シーは岸へと生還できるのか!?

毎日１点の作品を路上のどこかに残
し、場所を明かさず公式サイトに投
稿。それを合図に、人々はSNSを駆
使して作品捜索に熱狂した。正体不
明のストリートアーティスト“バンク
シー”が2013年10月1日から一ヶ月
間にわたりニューヨークで行ったユ
ニークな展示を追うドキュメンタリー。

低脂肪ヨーグルト、穀物バーやフ
ルーツジュースなど、健康的だと信じ
られているが、実際には大量の砂糖
を含む食品たち。これらを60日間食
べ続けたらどうなるかを監督自ら実
験した。砂糖が心身に及ぼす影響や、
政治と癒着する巨大食品企業の存
在を軽快に描いたドキュメンタリー。

美しい妻と二人の息子に恵まれた葛
城清は理想の家庭を築いたはずだっ
た。だが、それぞれの鬱屈した不満は
やがて爆発し、次男が無差別殺人事
件を起こす。ごく普通の家庭はなぜ
崩壊し、死刑囚を生み出してしまった
のか。『その夜の侍』の赤堀雅秋監督
が、家族の歪みを丁寧に炙り出す。

ノーマ、世界を変える料理

2015 / イギリス / 1h39

ピエール・デュシャン
レネ・レゼピ

Photo by Pierre Deschamps©2015 DOCUMENTREE FILMS LTD

7/23 - 7/29

カブの器に入った花の蜜の食前酒、
花束のような野菜に蟻が歩きまわる
ソースなど、自然を凝縮したかのよう
な料理で魅了するデンマークの人気
レストラン「noma」。斬新なアイディ
アで美食の常識を塗り替え、北欧料
理を創造したオーナーシェフ、レネ・レ
ゼピの４年間を追うドキュメンタリー。

見えない目撃者

DOCUMENTARY of AKB48

2015 / 中国 - 韓国 / 1h52

アン・サンフン
ヤン・ミー / ルハン / ワン・ジンチュン

©2015 New Clues Film Co., Ltd. All rights reserved.

7/30 - 8/10

シェーン デジタルリマスター版

1953（オリジナル） / アメリカ / 1h58

ジョージ・スティーヴンス
アラン・ラッド / ジーン・アーサー

Shane TM & Copyright©2016 by Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

7/23 - 7/29

南北戦争後の西部。悪徳牧場主との
いざこざに悩む開拓民ジョーのもと
に現れた、心優しき凄腕ガンマン＝
シェーンの物語。抑制のきいたガン
アクションと、深い人間ドラマによっ
て “ 新たな西部劇 ”と呼ばれた本
作は、今の時代に何を訴えかけるの
か。不朽の名作が遂にカムバック！

FAKE フェイク

2016 / 日本 / 1h49

森達也
佐村河内守

©2016 ｢Fake｣ 製作委員会

7/16 - 7/22

ゴーストライター騒動で世間を騒が
せた佐村河内守。“現代のベートーベ
ン”と呼ばれた男は何故誕生したの
か。『A』『A2』以来15年ぶりの新作と
なる森達也がその素顔に迫る。真実と
は、虚偽とは何か。時代の病をあぶり
だしながら、なだれ込む衝撃のラスト
12分間、誰にも言わないでください。

セトウツミ

2016 / 日本 / 1h15

大森立嗣
池松壮亮 / 菅田将暉 / 中条あやみ / 宇野祥平

© 此元和津也（別冊少年チャンピオン）2013 ©2016 映画「セトウツミ」製作委員会

7/30 - 8/10

此元和津也

若手俳優の中でも抜群の演技力を
誇る池松壮亮と菅田将暉が “クール
なインテリの内海”と“ちょっとおバ
カな瀬戸”という高校生に扮し、漫才
のように絶妙な間の関西弁でひたす
ら無駄話を繰り広げる。“ 喋るだけ”
なのにクスッと笑えてなぜかちょっぴ
り切なくなる、新しい形の青春映画。

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

7/16 - 7/22

地球人の理性と判断力を観察するた
め、宇宙人たちは全知全能の力を一
人の人間に授けた。手にしたのは、愛
犬と暮らす平凡な教師のニール。突然
手にした能力で次々ととんでもない
事態を巻き起こし…。笑いは世界を救
う!?型破りでシュールな大騒動に、
伝説的コメディ俳優が揃い踏み！

©2016「DOCUMENTARY of AKB48」製作委員会

2016 / 日本 / 時間未定
AKB48

7/8 -

姉 妹 グル ープのSKE48、NMB48、
HKT48、そして公式ライバルの乃木坂
46のドキュメンタリー映画が続 と々公開
される中、満を持してAKB48の最新作
が公開！高橋みなみ卒業にもカメラは
密着！10周年を迎え、350名を超える後
輩たちに何を伝え、何を残していくのか。
どんな運命が待ち受けているのか…!?

ディストラクション・ベイビーズ

2016 / 日本 / 1h48

真利子哲也
柳楽優弥 / 菅田将暉 / 小松菜奈 / 村上虹郎

©2016「ディストラクション・ベイビーズ」製作委員会

7/23 - 8/5

喧嘩に明け暮れ野獣のように生きる
泰良に、「あんた、すげえな！オレとお
もしろいことしようや」と裕也は声を
かける。そして二人は、無差別に通行
人に暴行を加える危険な遊びを始
めたのだった。国内外でカルト的人
気を誇る真利子哲也監督が、若者の
欲望と乾いた狂気を描いた衝撃作。

アリス・イン・ワンダーランド
時間の旅

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

7/9 - 7/15

40歳を越えた今なお現役にこだわり
続けるボクサー、元WBC世界バンタ
ム級チャンピオン辰𠮷𠀋一郎。その生
き様に魅了された阪本順治監督が、辰
𠮷が25歳だった1995年から20年に
わたって撮られたインタビュー映像を
もとに、誰も見たことがない“ 真実の辰
𠮷𠀋一郎 ”を捉えたドキュメンタリー。

2015 / イギリス / 1h36

ポール・アンドリュー・ウィリアムズ
マーティン・フリーマン / アンソニー・ラパリア

©Feelgood Films 2014 Ltd.

7/9 - 7/15

1961年、イスラエルで開かれたナチ
ス戦犯アドルフ・アイヒマンの裁判。
112人の証言により明らかになるホ
ロコーストの実態をテレビで放送し
ようと若きプロデューサーが立ち上
がった。政治の壁や技術的な問題を
乗り越え、真実の報道に奔走したテ
レビマンの信念に迫る衝撃の実話。

アイヒマン・ショー
歴史を映した男たち

素敵なサプライズ
ブリュッセルの奇妙な代理店

ターザン：REBORN

2016 / アメリカ / 1h50

デビッド・イェーツ 
アレクサンダー・スカルスガルド / マーゴット・ロビー

©2016 EDGAR RICE BURROUGHS, INC., WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE 
ROADSHOW FILMS NORTH AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.

7/30 -

アクション映画の原点『ターザン』
を『ハリー・ポッター』の監督がリメ
イク。産後間もなくジャングルで動物
に育てられた過去を持つ英国貴族
のターザンが、さらわれた妻を救う
ため、己の野生を呼び覚ます！最新
技術で動物たちを描き出した、大迫
力のアクション・アドベンチャー！

映画 日本刀 ～刀剣の世界～

2016 / 日本 / 1h00

ナレーション：鳥海浩輔大内達夫
月山貞利 / 月山貞伸 / 本阿弥光洲 / 本阿弥雅夫

©2016「映画 日本刀 ～刀剣の世界～」製作委員会

7/30 - 8/10

名刀と、その持ち主である剣豪たち
との数奇な運命を振り返りながら、
古くから受け継がれる刀鍛冶師や刀
研磨師の秘伝の技を紹介するドキュ
メンタリー。明石国行、童子切安綱な
ど、国宝二十五振りの細やかな装飾
や刃紋がスクリーンに映しだされる。
特別料金：1,500 円均一

盲目の元警察官候補生シャオシンが
交通事故に遭遇。彼女の証言で警察
の捜査が進む中、もう１人の目撃者
の青年が現れる。徐々に犯人へと迫
るが、２人の命も狙われていて…。韓
国映画『ブラインド』を中国でリメ
イクしたスリリングな犯罪サスペン
ス。ルハンの歌唱シーンにも期待！

2015 / オランダ / 1h45

マイク・ファン・ディム
イェルン・ファン・コーニンスブルッヘ / ジョルジナ・フェルバーン

©2015 SURPRISE FILMPRODUCTIE VOF / VARA / PRIME TIME / RIVA FILM / FASTNET FILMS

7/23 - 7/29

人生に嫌気がさした大富豪のヤー
コブは自殺を幇助する代理店でサ
プライズな死を契約する。そんな矢
先、同じく死を望むアンネと運命的
に出会ってしまい…。解約不可、成
功率100％の「サプライズ」から二人
は逃げ切れるのか。オランダ発、ユー
モアたっぷりのブラックコメディ。

2016 / 日本 / 1h30
中村里砂 / 風間俊介 / 森野美咲 / 武瑠

少女椿
©2016「少女椿」フィルム・パートナーズ

7/9 - 7/15

TORICO 丸尾末広

丸尾末広のカルトコミックがまさか
の実写化！“ 赤猫サーカス団 ” で辛
い目に遭いながらも下働きに励む孤
児のみどり。新入りの奇術師にも心を
惹かれるが、それがさらなる悲劇の
幕開けとなり…。毒々しくも美しい映
像と意表を突くエログロ演出で、少女
を見舞う悪夢のような運命を描く。

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


