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黒い暴動

2016 / 日本 / 1h15

宇賀那健一
馬場ふみか / 柳英里紗 / 平松可奈子 / 今井華

大怪獣モノ

ハートビート

2016 / アメリカ - ルーマニア / 1h37

マイケル・ダミアン
キーナン・カンパ / ニコラス・ガリツィン2016 / 日本 / 1h50

遠藤尚太郎

だれかの木琴

2016 / 日本 / 1h52

東陽一
常盤貴子 / 池松壮亮 / 佐津川愛美 / 勝村政信

グッバイ、サマー

2015 / フランス / 1h44

ミシェル・ゴンドリー
アンジュ・ダルジャン / テオフィル・バケ

2015 / アメリカ / 1h43

エイミー・バーグ
ジャニス・ジョプリン

チリの闘い

1975 〜 78 / チリ - フランス - キューバ / 4h23
パトリシオ・グスマン

ソング・オブ・ラホール

2011 / アメリカ / 1h45
ヤン・シュミット＝ガレ

イエスタデイ

2014 / ノルウェー / 1h54

ペーテル・フリント
ルイス・ウィリアムズ / ホーヴァール・ジャクウィッツ

ハッピーログイン

2016 / 韓国 / 2h03

パク・ヒョンジン
チェ・ジウ / ユ・アイン / カン・ハヌル

五島のトラさん

©2015 High Strung, LLC©2016 松竹

©2016『だれかの木琴』製作委員会 ©Partizan Films- Studiocanal 2015 ©2015 by JANIS PRODUCTIONS LLC & THIRTEEN PRODUCTIONS LLC. All rights ©1975, 1976, 1978 Patricio Guzman

©2014 Storm Rosenberg. All rights reserved. Exclusively licensed to TAMT Co., 
Ltd. for Japan Distributed by MAXAM INC. ©2016 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved.

©2016「黒い暴動」フィルムパートナーズ

みかんの丘

2013 / エストニア - ジョージア / 1h27

ザザ・ウルシャゼ
レムビット・ウルフサク / エルモ・ニュガネン

とうもろこしの島

2014 / ジョージア - ドイツ - フランス ほか / 1h40

ギオルギ・オヴァシュヴィリ
イリアス・サルマン / マリアム・ブトゥリシュヴィリ

©Alamdary Film

10/8 - 10/14

10/15 - 10/28 10/15 - 10/2810/15 - 10/2810/15 - 11/4

10/22 - 11/4 10/22 - 11/4 10/22 - 11/4 10/22 - 10/28

10/29 - 11/11 10/29 - 11/11 10/29 - 11/4

ＰＫ

2014 / インド / 2h33

ラージクマール・ヒラニ
アーミル・カーン / アヌシュカ・シャルマ

©RAJKUMAR HIRANI FILMS PRIVATE LIMITED

10/29 -

類まれな美貌と知性を兼ね備え、３
回のアカデミー賞受賞を誇る大女
優イングリッド・バーグマン。イタリア
の巨匠ロベルト・ロッセリーニ監督と
の不倫で世を騒がせるなど、その生
涯は波乱万丈だった。膨大な資料
やインタビューを基に、バーグマンの
愛の軌跡をたどるドキュメンタリー。

長崎県五島列島で五島うどんの製
麺と天然塩の製造を営む大家族を、
22年間にわたって追い続けたＴＶド
キュメンタリーの再編集劇場版。描か
れるのは一家が働く姿、そして７人の
子供たちの成長、結婚、別れ…。そ
れはありふれているかもしれない、け
れど壮大でかけがえのない家族史。

ニュージーランド在住の世界最高齢
ダンスチーム（平均年齢 83歳！）が、
なんとヒップホップダンスに挑戦 !? エ
ンタメの本場ラスベガスで開かれる
世界最大のヒップホップダンス選手
権出場に向けたチームの奮闘を追う
ドキュメンタリー。まぶしすぎる人生
の輝きに、誰もがきっと笑顔になる！

妖精セルキーと人間の間に生まれた
兄妹。ひょんなことからセルキーである
ことを気づかれた妹が魔女にさらわれ
てしまう。兄は妹を救うため魔法世界
に旅立つが…。息を呑むような幻想
美の映像で見る者をとりこにする、アイ
ルランド発ファンタジーアニメの傑作。

天才プロレスラー飯伏幸太が巨大怪
獣と肉弾バトル !? 大作への便乗を
モットーとする鬼才・河崎実が『シン・
ゴジラ』に合わせて企画した、異色過
ぎる特撮怪獣映画。地底から出現し
た大怪獣モノに対抗すべく、科学者
が万能細胞セタップＸで巨大化する
が…。鈴木みのるの参戦も見逃すな!!

世界初のガングロギャル青春ムー
ビーが登場！90年代、パラパラダンス
に熱中し、ガングロギャルとして田舎
町で青春を謳歌した美羽・あおい・
彩香。12年後の現在、冴えない日々
を送っていた彼女たちは久 に々再会
し、あの頃に埋めたタイムカプセルを
掘り起こすため帰郷するのだが…。

膨大な量の水産物が日夜取引される
築地市場に、１年以上密着取材した
ドキュメンタリー。食のプロが真剣勝
負を繰り広げ、長年にわたり日本の食
文化を支えてきた築地の知られざる
全容を描き出す。市場の移転問題が
大きな関心を呼ぶ今、この映画が捉
えた風景の貴重さは計り知れない。

バレエダンサーの卵のルビーと、スト
リートのバイオリン演奏者ジョニー。
ＮＹで出会った２人は、それぞれがぶ
つかった壁を乗り越えるため、“ 弦楽
器＆ダンスコンクール ” の出場を決
意するが…。バレエ×クラシック×
ヒップホップダンスの奇跡の融合！
最高に熱い青春ムービーが誕生! !

90年代初頭、東欧ジョージアとアブ
ハジア自治共和国の間で紛争が勃
発。アブハジアのみかん農家が２人の
負傷兵を家で介抱するが、２人は敵
同士だった。激しく憎み合う彼らに “ 家
の中では戦わない”と約束させるが…。
戦争の不条理と人間としてあるべき
姿を強烈に問いかける感動作。

『みかんの丘』とは異なる視点からア
ブハジア紛争を描いたヒューマンドラ
マ。ジョージアとアブハジアの間に流
れる川に浮かぶ小島で、老人と孫娘
がトウモロコシを育てながら暮らして
いた。川を挟んでにらみ合う両国の
兵もそれを傍観していたが、やがて
戦闘が激しさを増していき…。

パキスタンのラホールは芸術の都と
して名を馳せたが、タリバンの台頭に
よって音楽文化は廃れようとしてい
た。危機感を抱いた伝統楽器の演
奏家たちが再起をかけて取り組んだ
のは、なんとジャズへの挑戦！その驚
くべき行方とは？音楽の興奮と希望を
謳い上げる感動のドキュメンタリー! !

平凡な主婦が若い美容師の男と出
会ったことから、少しずつ道を踏み外
してストーカーと化していくさまを、女
の心に潜む孤独感や疎外感を炙り
出しながら描いていく。井上荒野の
同名小説を、大ベテラン東陽一が常
盤貴子・池松壮亮を主演に迎えて
映画化したヒューマン・サスペンス。

チビと呼ばれてからかわれているダ
ニエルと、変わり者の転校生テオ。
クラスで浮いた２人の少年はたちま
ち意気投合して親友に。そして夏休
み、スクラップで作った “ 動くログハ
ウス ” で冒険の旅に出る！キラキラ
の青春が胸を締めつける、ミシェル・
ゴンドリーの自伝的ロードムービー。

1970年に27歳で世を去った女性シ
ンガー、ジャニス・ジョプリンの伝記
ドキュメンタリー。魂をむき出しにした
ような生 し々い絶唱が今なお世界中
の人 の々心を捉えて離さない “ ロック
の女王 ” の等身大の素顔に、レコー
ディングやバックステージを記録した
貴重な未公開映像を交えて迫る。

東西冷戦期の 1970 年代チリで、民
主的選挙による世界初の社会主義
政権が誕生。右派はこれに暴力で
対 抗し、軍事クーデターを画策す
るが…。政治の騒乱と、それでも力
強い民衆の姿を余すところなく記録し、

「史上最高のドキュメンタリー」とまで
評される伝説の映画がついに公開。

インドのテレビ局に勤める女性が「神
様を探している」という謎の男 “ＰＫ”
と出会う。興味を抱いた彼女は取
材を始めるが、ＰＫはどんな常識も通
じない “ 無邪気すぎる変人 ” で…。
ボリウッドの至宝、『きっと、うまくい
く』の主演・監督コンビが贈る笑い
も涙も120% 増量の珠玉作！

今や一過性のブームを越え、３億人
の愛好家が世界中に広がるヨガの
ルーツを探るドキュメンタリー。ヨガ
初心者の映画監督が南インドを訪
れ、“ 近代ヨガの父 ” ティルマライ・
クリシュナマチャリアの教えの軌跡
をたどっていく。日本のヨガ第一人者
ケン・ハラクマが字幕監修を担当。

ビートルズ旋風が世界中に吹き荒
れた1960年代、ノルウェー・オスロ
で高校生４人組がビートルズに憧れ
てバンドを結成。いつかビートルズの
ようになりたいと夢見るが…。「レッ
ト・イット・ビー」などの名曲にの
せて、少年たちの友情と恋愛の日々
を描いた甘酸っぱい青春音楽映画。

独身アラフォーのＣＡや脚本家、韓
流スターなど、華やかな世界で働く
男女６人がＳＮＳでつながり合う。軽
い気持ちで「いいね！」を交わし合う
うちに、彼らの間には次第に恋心が
芽生え始め…。チェ・ジウの10年ぶ
りの日本公開作は、イマドキの恋模
様を描いたキュートなラブコメディ！

©Cartoon Saloon, Melusine Productions, The Big Farm, Superprod, Norlum

10/1 - 10/14

2015 / スウェーデン / 1h54

スティーグ・ビョークマン
イングリッド・バーグマン / イザベラ・ロッセリーニ

2015 / アイルランド - ルクセンブルク - ベルギー ほか / 1h33

トム・ムーア 中納良恵（EGO-WRAPPIN'）
声の出演（日本語吹替版）：本上まなみ／リリー・フランキー

©2016『大怪獣モノ』製作委員会

10/1 - 10/14

2016 / 日本 / 1h33
飯伏幸太 / 斉藤秀翼 / 河西美希 / 赤井沙希

河崎実

2016 / 日本 / 1h54

大浦勝
ナレーション：松平健

© テレビ長崎

10/1 - 10/14

2014 / アメリカ / 1h46
ジェイコブ・サルバーティ / エミリー・ワトソン

©2014 Little Boy Production, LLC. All rights Reserved.

10/8 - 10/21

第２次大戦下のアメリカ。“リトル・ボー
イ ” ことペッパー少年は、大好きな
父親を戦場から呼び戻すため、司祭
とその友人ハシモトの力を借りて “ 父
親奪還大作戦 ” を開始。少年の一
途な想いは父親へ届くのか？人種も
世代も超えた少年と日系人の友情が
平和へのメッセージを投げかける。

リトル・ボーイ
小さなボクと戦争

ジャニス
リトル・ガール・ブルー

聖なる呼吸
ヨガのルーツに出会う旅

アレハンドロ・モンテヴェルデ

2015 / アメリカ / 1h22

シャルミーン・ウベード＝チナーイ／アンディ・ショーケン
サッチャル・ジャズ・アンサンブル

©2015 Ravi Films, LLC

10/15 - 10/28

白い帽子の女

2015 / アメリカ / 2h02

アンジェリーナ・ジョリー・ピット 
ブラッド・ピット / メラニー・ロラン

©2015 UNIVERSAL STUDIOS

10/22 - 11/11

南仏の避暑地にバカンスに訪れたア
メリカ人夫婦。しかし過去のある出来
事が原因で２人の心は離れてしまっ
ていた。そんな折、若い新婚夫婦が
隣室にやってくるが…。アンジェリー
ナ・ジョリーが監督・脚本・主演を
務め、ブラッド・ピットと10 年ぶりの
共演を果たした夫婦の愛の物語。

インフェルノ

10/28 -

トム・ハンクス主演『ダ・ヴィンチ・
コード』シリーズ第３弾！数々の謎を
解明してきたラングドン教授は、強
力なウィルスで人類増加問題を解
決しようとする生物学者の計画を知
る。ダンテの地獄篇〈インフェルノ〉
になぞらえたその計画を阻止すべく、
隠された暗号の謎に挑むが…。

©2016 Sony Pictures Digital Productions Inc. All Rights Reserved.

2016 / アメリカ / 2h01 予定

ロン・ハワード
トム・ハンクス / フェリシティ・ジョーンズ

ダン・ブラウン

© 大場つぐみ・小畑健／集英社　©2016「DEATH NOTE」FILM PARTNERS

10/29 -

キラとＬの対決から 10 年後。死神が
地上に６冊のデスノートをばらまき、
世界は大混乱に。捜査官の三島とＬ
の後継者・竜崎が捜査に当たる中、
キラを信奉するサイバーテロリスト紫
苑が現れ…。３人の最強若手俳優、
東出昌大・池松壮亮・菅田将暉が繰
り広げる壮絶なデスノート争奪戦！

デスノート
Light up the NEW world

TSUKIJI WONDERLAND
築地ワンダーランド

2016 / 日本 / 2h15

佐藤信介
東出昌大 / 池松壮亮 / 菅田将暉 / 戸田恵梨香 

大場つぐみ・小畑健

2016 / 日本 / 2h22

李相日 
渡辺謙 / 森山未來 / 松山ケンイチ / 綾野剛 / 広瀬すず / 宮﨑 あおい / 妻夫木聡

吉田修一

怒り
©2016 映画「怒り」製作委員会

上映中

現場に “ 怒 ” の血文字が残された殺
人事件から１年。千葉・東京・沖縄
に身元不詳の３人の男が現れる。彼
らの中に整形した逃亡犯がいる―!?
そして彼らを愛した人々の運命は…？

『悪人』の監督・原作コンビのもと、
日本映画を代表する実力派俳優が
集結した傑作ヒューマン・ミステリー。

2016 / アメリカ / 1h36

クリント・イーストウッド 
トム・ハンクス / アーロン・エッカート

ハドソン川の奇跡
©2016 Warner Bros. All Rights Reserved

上映中

2009年１月、厳冬のNY上空で航空
機の全エンジンが停止する事故が発
生。機体が高速で落下する中、サレ
ンバーガー機長は独自の判断でハド
ソン川への不時着を試みるが…。乗
員乗客155人を未曽有の大惨事から
救った “ 奇跡 ”の真実を描く、イースト
ウッド×トム・ハンクスの初タッグ作。

ストリート・オーケストラ
©gullane

10/1 - 10/21

ブラジル名門楽 団の選 考に落ちた
ヴァイオリニストのラエルチは、生活
のためやむなくスラム街で教職に就く
ことに。しかし生徒は問題 児ばかり
で、なかなか音楽に興味を示そうと
せず…。クラシック音楽で逆 境と闘
え！実話に基づいて描く、スラム街に
誕生した子供たちの交響楽団物語。

2015 / ブラジル / 1h43
ラザロ・ハーモス / カイケ・ジェズース

セルジオ・マシャード

©antaray Film AB. All rights reserved.

10/1 - 10/14

イングリッド・バーグマン
愛に生きた女優

ソング・オブ・ザ・シー
海のうた

2014 / ニュージーランド / 1h34
ブリン・エヴァンス

©2014 Rise And Shine World Sales / Inkubator Limited / photo_Ida Larsson

10/1 - 10/14

2015 / フランス / 1h54
ジャン・デュジャルダン / エルザ・ジルベルスタイン

©2015 Les Films 13 - Davis Films - JD Prod - France 2 Cinema

10/15 - 11/4

クロード・ルルーシュ フランシス・レイ

『男と女』の監督・音楽コンビ、ル
ルーシュ＆レイが贈る大人のための
恋愛映画。遠い異国の地インドで
出会ったアンナとアントワーヌ。旅情
を誘う神秘的な風景のもと、互いに
パートナーがいながら惹かれ合って
いく２人の心の機微を、さりげない会
話や視線のやり取りで繊細に綴る。

アンナとアントワーヌ
愛の前奏曲（プレリュード）

第 28 回ヨーロッパ映画賞 
長編アニメ賞受賞

ティエリー・トグルドーの憂鬱

2015 / フランス / 1h32

ステファヌ・ブリゼ
ヴァンサン・ランドン/カリーヌ・デ・ミルベック

©2015 NORD-OUEST FILMS - ARTE FRANCE CINEMA.

10/8 - 10/21

長らく失業中の中年男、ティエリー。よ
うやく得たスーパーの監視員の職で
も厳しい選択を迫られることになり…。
利益優先の現代社会の掟に従うか、
人としての尊厳を貫くか。『母の身終
い』の監督・主演コンビが、社会の片
隅に埋もれそうな物語に光を当てる。

第 68 回 カンヌ国際映画祭男優賞 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


