
上映中

嵐の中、荒波に放りだされた男がたどり
着いた無人島。脱出を試みる男の前
に、一人の女が現れた…。2001年アカ
デミー短編アニメーション賞を受賞し
たマイケル監督が名匠・高畑勲に師
事し、８年の歳月をかけて完 成させ
た、フランス発スタジオジブリ最 新作！

2016 / 日本 - フランス - ベルギー / 1h21
パスカル・フェラン

マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット
アーティスティック・プロデューサー : 高畑勲

レッドタートル
ある島の物語

2016 / アメリカ / 1h39

デニス・ガンゼル
ジェイソン・ステイサム / トミー・リー・ジョーンズ

10/1 - 10/14

殺し屋稼業から足を洗ったビショッ
プのもとに、かつての兄弟子クレイン
から武器商人暗殺の依頼が舞い込
む。人質をとられやむを得ず引き受
けたビショップだが、それは成功して
も失敗しても死が待つ任務だった！
銃撃戦と肉弾戦を交え、ジェイソン・
ステイサムの見せ場満載の続編！

メカニック ワールドミッション

©ME2 Productions, Inc. 2016

2016 / アメリカ / 2h04

クリストファー・ラウズ ポール・グリーングラス
マット・デイモン / アリシア・ヴィキャンデル

第 69 回カンヌ国際映画祭
「ある視点」部門特別賞受賞

2016 / 日本 / 2h22

李相日 
渡辺謙 / 森山未來 / 松山ケンイチ / 綾野剛

吉田修一

怒り
©2016 映画「怒り」製作委員会

上映中

八王子で夫婦殺人事件が起こった。
現場に “ 怒 ” の血文字を残し、顔を
整形し、全国に逃亡を続ける犯人。１
年後。千葉、東京、沖縄に素性の
知れない３人の男が現れた。信じたい
と願うのに、信じたくない結末が突き
つけられる。世界を席巻した『悪人』
タッグに、７人の豪華出演陣が集結！

真田十勇士
©2016『真田十勇士』製作委員会

上映中

堤幸彦監督と中村勘九郎タッグの舞
台を映画化。真田幸村は名将として
世に轟いていたが、実は運に恵まれ
続けただけの腰抜け男だった。そこに
現れた抜け忍の猿飛佐助、自分の
嘘とハッタリで幸村を本物の立派な
武将へと仕立て上げることを決意す
る。型破りな大スペクタクル超大作！

BFG
ビッグ・フレンドリー・ジャイアント

2016 / アメリカ / 1h58

スティーヴン・スピルバーグ
マーク・ライランス / ルビー・バーンヒル 

©2016 Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.

上映中

ロアルド・ダール

『チャーリーとチョコレート工場』で知
られる児童文学作家ロアルド・ダー
ルの名作を巨匠スピルバーグが最
新のＣＧ技術を駆使して映画化。心
優しい巨人 BFG（ビッグ・フレンド
リー・ジャイアント）と孤独な少女
ソフィーとの心温まる友情と奇想天外
な冒険を描いたファンタジー超大作。

2016 / 日本 / 2h15

堤幸彦
中村勘九郎 / 松坂桃李 / 大島優子 / 加藤雅也

アングリーバード

2016 / アメリカ / 1h37

ファーガル・ライリー / クレイ・ケイティス
坂上忍 / りんか＆あんな

©2016 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

10/1 -

全世界30億ダウンロードのゲーム
アプリが『怪盗グルーの月泥棒３D』
のスタッフによって映画化！飛べない
鳥たちが暮らす島・バードアイランド
を舞台に、怒りんぼうのレッドたちが
奪われたタマゴをめぐって大冒険を
繰り広げる！ふわっふわでキュートな
鳥たちの勇気と絆の感動アニメ！

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

金メダル男

2016 / 日本 / 1h47
内村光良 / 知念侑李（Hey! Sey! JUMP）/ 木村多江

© 尾田栄一郎／集英社・スーパー歌舞伎 II「ワンピース」パートナーズ

©「金メダル男」製作委員会

10/22 -

10/22 -

内村光良

内村光良と知念侑李がまさかの二人
一役!? 2011年に上演された一人芝居

「東京オリンピック生まれの男」をもと
に、あらゆるジャンルで１等賞に輝くこと
だけを生きがいにする男・秋田泉ーの
全力すぎる七転び八起き人生を描い
た、内村光良原作・脚本・監督・主
演の抱腹絶倒エンターテインメント！

シネマ歌舞伎 
スーパー歌舞伎 II ワンピース
国民的人気マンガ『ＯＮＥ ＰＩＥ
ＣＥ』と四代目市川猿之助の『スー
パー歌 舞 伎Ⅱ』が奇跡のコラボ
レーション！絶妙に歌舞伎風にア
レンジされた登場人物たちが勢揃
いの超話題作が遂にシネマ歌舞
伎化。映画館で、大冒険が始まる！
一般・シニア  2,100円／学生・小人 1,500円

2016 / アメリカ / 2h03

J.J. エイブラムスジャスティン・リン
クリス・パイン / ザッカリー・クイント

2016 / 日本 / 1h58

横内謙介 市川猿之助
市川猿之助 / 市川右近 / 坂東巳之助 / 中村隼人
尾田栄一郎

2016 / 日本 / 1h52
オダギリジョー / 蒼井優 / 松田翔太 / 北村有起哉
山下敦弘 佐藤泰志

HiGH&LOW THE RED RAIN

2016 / 日本 / 時間未定

企画プロデュース：EXILE HIRO山口雄大
TAKAHIRO /登坂広臣/斎藤工

彼岸島 デラックス

2016 / 日本 / 1h57

渡辺武
白石隼也 / 鈴木亮平 / 桜井美南 / 栗原類

©2016「彼岸島」製作委員会

©2016「HiGH&LOW」製作委員会

10/8 -

10/15 -

「EXILE TRIBE」のメンバーが総出演
し、この夏話題をさらった青春アクショ
ン映画『HiGH&LOW THE MOVIE』
の第２弾が早くも登場。これまで登場
していなかった雨宮兄弟の長男・尊龍
に斉藤工を迎え、雨宮３兄弟の過去と
今が明かされる。最高で最強のキズナ
を描いた涙と感動の青春巨編。

ジェイソン・ボーン
©2016UNIVERSAL STUDIOS

10/7 -

スター・トレック BEYOND
©2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.STAR TREK and related marks are trademarks of CBS Studios Inc.

10/21 -

インフェルノ
10/28 -

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

アクション映画の金字塔『ボーン』
シリーズが､ ポール ･グリーング
ラス＆マット･ デイモンの黄金コ
ンビで復活！暗殺者の記憶を取
り戻し、姿を消したジェイソン・
ボーン。しかし、突如 CIA の機

密情報にハッキングを仕掛け、再び
追われる身となる｡ 取り戻した記憶
が覆された時、新たな戦いが始まる!

世界的人気を誇る『スター・ト
レック』を新たに描いた新劇場
版シリーズ第３弾。エンタープラ
イズ号のクルー達が未知の領域
を探索し、新たな謎の敵と遭遇
する。製作に J.J. エイブラムス、

監督に『ワイルド・スピード』シリー
ズのジャスティン・リンを迎えた最
高の SF アクション超大作！！

数々の謎を解き明かしてきたラン
グドン教授は、生物学者ゾブリ
ストが人類増加問題の解決策
として強力なウイルスを発明した
ことを知る。ダンテの地獄篇〈イ
ンフェルノ〉になぞらえた計画を

阻止するため、そこに隠された暗号
に挑むが…。トム・ハンクス続投の
待望のシリーズ第３弾！

オーバー・フェンスセトウツミ

グッドモーニングショー

2016 / 日本 / 1h43

君塚良一
中井貴一 / 長澤まさみ / 志田未来 / 時任三郎

ニュースの真相

2016 / アメリカ / 時間未定

エドワード・ズウィック
トム・クルーズ / コビー・スマルダース

ハドソン川の奇跡

©2015 FEA Productions, Ltd. All Rights Reserved. ©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

©2016 Warner Bros. All Rights Reserved

©2016「オーバー・フェンス」製作委員会© 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

©2016 フジテレビション 東宝

9/24 -

10/29 - 11/410/22 - 10/28

10/8 -

11/5 - 11/11 11/11 -

溺れるナイフ
© ジョージ朝倉 / 講談社 ©2016「溺れるナイフ」製作委員会

11/5 -

リー・チャイルド

2009年１月、マンハッタン上空で制
御不能となった飛行機をハドソン川
に不時着させ、乗客全員を生還さ
せたサレンバーガー機長。だが、奇
跡の生還劇の裏側では、その判断
をめぐり厳しい追及が行われていた。
英雄とも容疑者ともされた機長の人
間性を描くイーストウッド監督作。

名作『海炭市叙景』『そこのみにて光
輝く』に続く、函館を舞台にした佐藤
泰志原作小説の映画化。妻に見放
され、職業訓練校に通いながら失
業保険で暮らす中年男と「鳥になりた
い」と願う風変わりなホステス。孤独
な男女の出会いと愛の行方を、山下
敦弘が限りない慈しみを込めて描く。

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 ” 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だかちょっぴり
切なくなる、新しい形の青春映画。

落ち目のキャスター、人生最悪の一
日！都内のカフェで人質立てこもり
事件が発生。朝の情報番組「グッド
モーニングショー」も事件をトップに
生放送を開始するが、警察から驚き
の知らせが入る。なんと犯人の要求
は番組の司会者・澄田真吾だった！
今、前代未聞の生放送が始まる！！

2004年、CBSの報道番組が再選
を目指すブッシュ大統領の軍歴詐称
をスクープ。ところが、その報道の証
拠に偽造の疑いが浮上し…。ケイト・
ブランシェットとロバート・レッドフォー
ドの名優競演が実現。21世紀最大
のジャーナリズム・スキャンダルを当
事者の目線から描いた実録ドラマ。

トム･ クルーズが一匹狼の元軍人
ジャック・リーチャーに扮し、生身
のド迫力アクションを魅せた『アウト
ロー』の続編。今作では、リーチャー
と元同僚が軍内部の不審な動きを
突き止め、真相解明に乗り出す…。
法が裁かなくても、俺が裁く！最も
危険なアウトロー ･ヒーロー再び！

1985年。大不況が吹き荒れるアイ
ルランドに暮らす、14歳の冴えない
中学生コナー。ある日、街で見かけ
たイカした少女ラフィナに「僕らのバ
ンドのＰＶに出ないか」と誘ったからさ
あ大変！まずはバンドを組む所から
始めなきゃ！？80年代ブリティッシュ
音楽にのせて贈る青春音楽映画！

シング・ストリート
未来へのうた

ジャック・リーチャー
NEVER GO BACK

©2015 Cosmo Films Limited. All Rights Reserved

10/29 - 11/11

2015 / アイルランド - イギリス - アメリカ / 1h46
フェルディア・ウォルシュ－ピーロ / ルーシー・ボイントン

ジョン・カーニー

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

トランボ
ハリウッドに最も嫌われた男

1950年代、赤狩りの標的となった
脚本家ダルトン・トランボはハリウッド
を追放される。だが、偽名を使用し
て脚本を執筆。『ローマの休日』を
はじめ数 の々名作を世に送り出した。
家族や映画関係者に支えられ、言
論や思想の自由を貫いたトランボの
不屈の精神に心を揺さぶられる。

2015 / アメリカ / 2h04

ジェイ・ローチ
ブライアン・クランストン / ダイアン・レイン

Photo: Hilary Bronwyn Gayle©2015 Trumbo Productions, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

10/29 - 11/4

2015 / イギリス / 1h37

ジュリアン・ジャロルド
サラ・ガドン / ベル・パウリー

©GNO Productions Limited

10/15 - 10/21

エリザベス女王が19 歳の王女だった
1945年５月の英国。国民が長きにわ
たった戦争の勝利を祝う夜、エリザベ
スは非公式の外出を認められる。最
初で最後の自由な一夜を過ごすた
めロンドンの街に繰り出すが…？史実
に基づいて描かれる『ローマの休日』
を思わせるような胸躍る王室秘話。

ロイヤル・ナイト
英国王女の秘密の外出

2015 / オーストラリア - アメリカ / 2h05
ケイト・ブランシェット / ロバート・レッドフォード

ジェームズ・ヴァンダービルト

コウノトリ大作戦！

2016 / アメリカ / 時間未定

ニコラス・ストーラー
日本語吹替：アンジャッシュ　渡部建 / 児嶋一哉

©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

11/3 -

弟が欲しい少年ネイトはコウノトリ宅
配便社の「赤ちゃん申込書」を見つ
け、大喜びで申し込む。実はコウノト
リ宅配便社では赤ちゃんお届けが
禁止となっていたが、手違いから赤
ちゃんが誕生！その可愛さにメロメロ
の配達人のジュニアは、会社に内緒
で赤ちゃんを届けることを決意する！

2016 / 日本 / 1h51

井土紀州山戸結希
小松菜奈 / 菅田将暉 / 重岡大毅/ 上白石萌音

都会から海と山に囲まれた浮雲町に
転校して来たモデルの夏芽は、神様が
住むという入り江で、神主一族の美し
い少年コウに出会い、その激しく、自由
な振る舞いに翻弄されながらも、強烈
に惹かれていく…。破裂しそうな10 代
の恋と衝動を描いたジョージ朝倉のベ
ストセラーコミック、待望の映画化！

ボクの妻と結婚してください。

2016 / 日本 / 1h54

金子ありさ三宅喜重
織田裕二 / 吉田羊 / 原田泰造 / 高島礼子

©2016「ボクの妻と結婚してください。」製作委員会

11/5 -

樋口卓治ジョージ朝倉

余命６ヶ月の宣告を受けた敏腕放
送作家が考えた奇想天外な「企画」。
それは愛する家族の未来のために
妻の結婚相手を探すことだった。斬
新な設定、心温まる物語が支持され、
舞台 ･ドラマにもなった小説が織田
裕二主演でついに映画化！愛する
人に最後に残した優しい嘘とは…？

2016 / 日本 / 2h10

山口雅俊
山田孝之 / 綾野剛 / 永山絢斗 / 最上もが

10/22 -

真鍋昌平

超暴利で金を貸す金融屋・ウシジ
マの前に、かつて自分を犠牲にして
まで他人に尽くしてきた同級生・武
本が 12年振りに現れる。ウシジマは
本当に血も涙もない人間なのか？今
の生き方を選ばせることになったウシ
ジマの隠された過去が遂に明かされ
る。闇のカリスマヒーロー完結編！

闇金ウシジマくん　
ザ・ファイナル

©2016 真鍋昌平・小学館／映画「闇金ウシジマくん ザ・ファイナル」製作委員会

何者

2016 / 日本 / 1h37

三浦大輔 朝井リョウ
佐藤健 / 有村架純 / 二階堂ふみ / 菅田将暉

©2016 映画「何者」製作委員会

10/15 -

就活の情報交換のために集まった、
５人の 22 歳・大学生。お互いの思
いや悩みをツイートで吐き出しながら
も就活に励むが、やがて「内定者」
が現れたとき、これまで隠されていた
本音や妬みが露になって…。『桐島、
部活やめるってよ』作者の直木賞受
賞作を、豪華キャストで映画化。

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

松本光司の人気コミック原作のサバ
イバル・ホラーの続編が登場！主人
公・明は、消息不明の兄・篤を救
うべく彼岸島と呼ばれる未知の孤島
で、仲間と共に島を占拠する吸血鬼
の殲滅を試みる。しかし再会を果
たした兄は吸血鬼と化していた…。
果たして生き残るのはどちらだ！

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


