
上映作品のお時間とご紹介
※上映スケジュールは、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

お手持ちのパスやご鑑賞券で観られるスクリーンをご確認ください。
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ブリッジ・オブ・スパイ

ナショナル・シアター・ライヴ2014『リア王』

さざなみ

孤独のススメ

4/30土～5/13金

4/30土～5/6金

5/7土～6/3金

5/7土～5/20金

スティーヴン・スピルバーグ監
督、コーエン兄弟脚本、トム・ハ
ンクス主演という豪華な顔合わ
せで贈るサスペンスドラマ。冷
戦下の1960年代の実話を基に、
米ソ全面核戦争の危機が迫る中
で両国のスパイ交換任務にあ
たった米国人弁護士の苦闘を描
く。

イギリス国立劇場ロイヤル・ナ
ショナル・シアターが、イギリ
スで上演された全ての舞台の中
から特に注目に値する演目だけ
を選び、映画館で上映するプロ
ジェクト“ナショナル・シアター・
ライヴ”の第4弾。ウィリアム・
シェイクスピア原作の舞台を「ア
メリカン・ビューティー」のサム・
メンデス監督が演出。

一通の手紙をきっかけに結婚45
年を迎えた夫婦の間に溝が広
がっていく。出演は「スイミン
グ・プール」のシャーロット・ラン
プリング、「長距離ランナーの孤
独」のトム・コートネイ。2015年
ベルリン国際映画祭銀熊賞ほか
国際映画祭で受賞多数。

ロッテルダム国際映画祭観客賞
を始め、世界各国の映画祭で
数々の賞に輝いた作品。田舎町
で1人静かに暮らす初老の男性
の前に、奇妙な男が現われ共同
生活を始めたことから人生が変
わってゆく。監督のディーデ
リク・エビンゲは本作で長編デ
ビュー。

監督：スティーヴン・スピルバーグ　出演：トム・ハンクス、マーク・ライランス、スコッ
ト・シェパード、エイミー・ライアン（2015年・アメリカ・142分）

監督：サム・メンデス　出演：サイモン・ラッセル・ビール、スティーヴン・ボクサー、トム・
ブルック（2014年・イギリス・217分・PG12）

監督：アンドリュー・ヘイ　出演：シャーロット・ランプリング、トム・コートネイ、ジェラ
ルディン・ジェームズ（2015年・イギリス・95分）

監督：ディーデリク・エビンゲ　出演：トン・カス、ルネ・ファント・ホフ、ポーギー・フラン
セン、アリアネ・スフルーター（2013年・オランダ・86分）

©2015 DREAMWORKS II DISTRIBUTION CO., LLC and TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION. ©The Bureau Film Company Limited, Channel Four Television Corporation and The British Film Institute 2014

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

スクリーン1上映作品 お手持ちのパスやご鑑賞券で観られるスクリーンをご確認ください。



5/14土～5/27金 5/21土～6/10金

5/28土～6/17金5/21土～6/10金

オデッセイ

ハロルドが笑う　その日まで

偉大なるマルグリット

母よ、

アンディ・ウィアーによるSF小
説を、リドリー・スコット監督が
映画化。探査中の事故で火星に
取り残された宇宙飛行士のワト
ニー。奇跡的に死を免れた彼は、
４年後に次の探査船が火星に到
着するまで生き延びようと、あ
らゆる手段を尽くす。

世界最大の家具販売店の創業者
誘拐を企む小さな家具店主の珍
道中を映し出すコメディー。ノ
ルウェーで40年以上にわたり家
具店を営んできたハロルド。あ
る日、店の隣に突如有名家具
チェーン店IKEAがオープン、ハ
ロルドの店は閉店に追い込まれ
てしまう。

実在のソプラノ歌手に着想を得
たドラマ。歌を生きがいとする
マルグリット夫人は、貴族が集
まるサロン会で披露したことか
ら観客の前に立つ喜びに目覚め、
パリでリサイタルを開こうとす
る。だが、マルグリットの歌は
見事なまでの音程外れだった。

ナンニ・モレッティによる自叙伝
的作品。恋人とは破局し娘との
関係も上手くいかず、さらに入
院中の母の世話を抱えている女
性映画監督マルゲリータ。アメ
リカから到着した新作主演俳優
バリーとも確執が続く中、病院
から母の余命宣告を受ける。

監督：リドリー・スコット　出演：マット・デイモン、ジェシカ・チャステイン、クリステ
ン・ウィグ（2015年・アメリカ・142分）

監督：グンナル・ヴィケネ　出演：ビョルン・スンクェスト、ファンニ・ケッテル （2014年・ノ
ルウェー・88分）

監督：グザヴィエ・ジャノリ　出演：カトリーヌ・フロ、アンドレ・マルコン、ミシェル・
フォー、クリスタ・テレ（2015年・フランス・129分・PG12）

監督：ナンニ・モレッティ　出演：マルゲリータ・ブイ、ジョン・タトゥーロ、ジュリア・ラッ
ツァリーニ（2015年・イタリア＝フランス・107分）

©2015 Twentieth Century Fox Film ©2015 - FIDELITE FILMS - FRANCE 3 CINÉMA - SIRENA FILM - SCOPE PICTURES - JOUROR CINÉMA - CN5 PRODUCTIONS - GABRIEL INC.

©Sacher Film . Fandango . Le Pacte . ARTE France Cinéma 2015©2014 MER FILM AS ALL rights reserved



「ぐるりのこと。」の橋口亮輔が、
自ら選んだ新人俳優を主役に起
用した7年ぶりの長篇監督作。通
り魔事件で妻を失ったアツシ、
自分に関心のない夫と暮らす瞳
子、同性愛者のエリート弁護士
四ノ宮。心に傷を抱えながらも、
３人は幸せを求めて歩き出す。

日米を拠点に活動するジャン・ユ
ンカーマンが、戦後70年を迎え
た沖縄の今を見つめるドキュメ
ンタリー。凄惨な沖縄地上戦に
元米兵、日本兵の証言や記録映
像から迫るほか、占領期から今
に至るまで日米双方より負担を
強いられる沖縄現代史を追う。

アイススケートをモチーフにし
た“プリズムショー”に情熱を
注ぐ少女たちを主人公にしたア
ニメ『プリティーリズム・レイン
ボーライブ』のスピンオフ。劇中
に登場したコウジ、ヒロ、カヅ
キの３人によるボーイズユニッ
ト“Over The Rainbow”の後日
談。

オスカー女優のヒラリー・スワ
ンクと「オペラ座の怪人」のエ
ミー・ロッサムが共演するドラ
マ。夫と友人と幸せに暮らすケ
イトは、難病ALSを突如発症。
介助人として雇った大学生ベッ
クとぶつかり合うが、ある事件
から二人の間に友情が芽生える。

監督：橋口亮輔　出演：篠原篤、成嶋瞳子、池田良、光石研（2015年・日本・140分・PG12）

監督：ジャン・ユンカーマン　出演：安里英子、池田恵理子、石川真生（2015年・日本・148
分）

監督：菱田正和　出演（声）：柿原徹也、前野智昭、増田俊樹、三木眞一郎（2016年・日本・
59分）

監督：ジョージ・C・ウルフ　出演：ヒラリー・スワンク、エミー・ロッサム、ジョシュ・デュア
メル、ロレッタ・デヴァイン（2014年・アメリカ・102分・PG12）

©松竹ブロードキャスティング／アーク・フィルムズ

©2015 SIGLO

©T-ARTS / syn Sophia / キングオブプリズム製作委員会

©2014 Daryl Prince Productions, Ltd. All Rights Reserved.

スクリーン2上映作品

【2015年 第89回キネマ旬報ベスト・テン 日本映画第1位】
恋人たち

【2015年 第89回キネマ旬報ベスト・テン 文化映画第1位】
沖縄　うりずんの雨 サヨナラの代わりに

KING OF PRISM　by PrettyRhythm
4/30土～5/13金

4/30土～5/6金 5/7土～5/20金

4/30土～5/6金 5/14土、15日　、21土、
22日、28土、29日

お手持ちのパスやご鑑賞券で観られるスクリーンをご確認ください。



船乗りを夢見る少年シンドバッドが仲
間たちと共に冒険を繰り広げる劇場オ
リジナルアニメ3部作の完結編。魔法
族を求め大海原に乗り出したシンド
バッドは行く先々で不思議な現象に遭
遇。やがて辿り着いた真昼の夜の中に
“不思議の門”が浮かび上がる。第1部

「空とぶ姫と秘密の島」、第2部「魔法
のランプと動く島」のダイジェスト版
と新作で構成されている。

第68回カンヌ国際映画祭でグラ
ンプリを受賞したハンガリー映
画。1944年、アウシュヴィッツ
＝ビルケナウ収容所。ユダヤ人
ながら同胞の屍体処理を担うサ
ウルは、あるとき息子とおぼし
き少年の遺体を発見。ユダヤ教
の教義に則り手厚く埋葬しよう
とする。

33歳で癌により早世した女性の、
家族との日々を映し出した同名
エッセイを映画化。病魔と闘い
ながらも、結婚、妊娠、出産と
いう人生の転機を生き抜いてき
た妻と、彼女をひたむきに支え
る夫、そして幼い娘とのかけが
えのない日常を描出する。

かつて一世を風靡した女優の孤
独と葛藤を、ジュリエット・ビノ
シュが演じたドラマ。デビュー
作のリメイク出演の依頼を受け
るマリア。しかし与えられたの
は、かつて演じた少女に翻弄さ
れ自殺するヘレナ役。主演は19
歳のジョアンに決まっていた。

監督：宮下新平　出演（声）：村中知、田辺桃子、鹿賀丈史（2016年・日本・114分）

監督：ネメシュ・ラースロー　出演：ルーリグ・ゲーザ、モルナール・レヴェンテ、ユルス・レ
チン（2015年・ハンガリー・107分）

監督：阿久根知昭　出演：広末涼子、滝藤賢一、鶴見辰吾、赤井英和、古谷一行、一青窈　
（2015年・日本・118分）

監督：オリヴィエ・アサイヤス　出演：ジュリエット・ビノシュ、クリステン・スチュワート、
クロエ・グレース・モレッツ（2014年・アメリカ＝ベルギー＝フランス＝スイス＝ドイツ・
124分・PG12）

©プロジェクト シンドバッド

©2015 Laokoon Filmgroup

©2015「はなちゃんのみそ汁」フィルムパートナーズ

©2014 CG CINEMA - PALLAS FILM - CAB PRODUCTIONS - VORTEX SUTRA - ARTE France Cinéma - ZDF / ARTE - ORANGE STUDIO - RTS RADIO TELEVISION SUISSE - SRG SSR

サウルの息子

シンドバッド はなちゃんのみそ汁

アクトレス　女たちの舞台

5/14土、15日　、21土、
22日、28土、29日

5/21土～6/3金

5/28土～6/10金5/14土～5/27金



世界荒廃後に作られた近未来が
舞台の児童文学を実写化。全て
の苦痛が消し去られ管理された
平等社会で育ったジョナスは、
職業任命の儀式で“記憶の器”に
指名される。その仕事は、名誉
であると同時に真実を知る孤独
で辛いものであった。

潜水艦を舞台にしたサスペンス
アクション。海洋サルベージの
専門家ロビンソンは、勤めてい
た会社を突然解雇されてしまう。
だがその矢先、第二次大戦時に
莫大な金塊を積んだまま沈没し
たＵボートが、グルジア沖の深
海に沈んでいるという情報を得
る。

鬼 才、 ク ロ ー ネ ン バ ー グ が、
ジュリアン・ムーアらの演技派を
配し、ハリウッドのセレブファ
ミリーの姿を描く意欲作。セレ
ブ揃いのワイス家へフロリダの
施設にいた長女が戻ったことに
より、隠ぺいしていた家族にま
つわる記憶が、次々と露わにな
る。

ハル・ベリー主演の、実話を基に
したドラマ。1973年、ロス。記
憶にない傷害事件で逮捕された
黒人ストリッパーのフランキー
は、精神病院へ入院することに。
セラピストのオズは、彼女が人
種差別主義者のアリスという別
人格を宿していることを知る。

監督：フィリップ・ノイス　出演：ジェフ・ブリッジス、メリル・ストリープ、ブレントン・ス
ウェイツ、ケイティ・ホームズ（2014年・アメリカ・97分）

監督：ケヴィン・マクドナルド　出演：ジュード・ロウ、スクート・マクネイリー、ベン・メン
デルソーン（2014年・イギリス＝ロシア・115分）

監督：デイヴィッド・クローネンバーグ　出演：ジュリアン・ムーア、ミア・ワシコウスカ、
ジョン・キューザック（2014年・カナダ＝アメリカ＝ドイツ＝フランス・109分・R15+）

監督：ジェフリー・サックス　出演：ハル・ベリー、ステラン・スカルスガルド、フィリシア・
ラシャド（2010年・カナダ・101分・PG12）

©2014 THE WEINSTEIN COMPANY

©2014 Focus Features LLC. All Rights Reserved. ©2009 F&A PRODUCTION SERVICES INC. All Rights Reserved.

©2014 Starmaps Productions Inc. / Integral Film GmbH

スクリーン3上映作品

【プレシディオ映画特集】
ギヴァー　記憶を注ぐ者

【プレシディオ映画特集】
マップ・トゥ・ザ・スターズ

【プレシディオ映画特集】
ブラック・シー

【プレシディオ映画特集】
多重人格ストリッパー　フランキー＆アリス

5/7土～5/13金

5/7土～5/13金 5/14土～5/20金

5/14土～5/20金

お手持ちのパスやご鑑賞券で観られるスクリーンをご確認ください。



ひと組の夫婦とその周囲の90年
代半ばから10年にわたる歳月を、
当時の社会情勢とともに振り返
る希望と再生の人間ドラマ。「渚
のシンドバッド」でロッテルダム
映画祭グランプリを受賞した橋
口亮輔監督が、「ハッシュ！」以
来6年振りにメガホンをとって、
原作・脚本・編集も兼ねる。

田辺聖子の同名原作小説を、「二
人が喋ってる。」「金髪の草原」の
犬童一心監督が映画化。足の不
自由な女の子ジョゼと、平凡な
大学生の青年の出会いから別れ
までをビター・スウィートに描
く。

「ゆれる」の西川美和監督が、僻
地医療・高齢者医療といった現代
的テーマに鋭く切り込んだ人間
ドラマ。原作・脚本も西川美和が
担当する。出演は、本作が映画
初主演となる「母べえ」の笑福亭
鶴瓶。

昭和33年の下町を舞台に、そ
こに暮らす人々の日々の悲喜
を描いた群像ドラマ。監督は

「Returner」の山崎貴。西岸良平
によるコミック『三丁目の夕日』
を基に、山崎監督と古沢良太が
共同で脚色。撮影を「恋は五・七・
五！」の柴崎幸三が担当してい
る。

監督：橋口亮輔　出演：木村多江、リリー・フランキー、倍賞美津子、寺島進（2008年・日
本・140分）

監督：犬童一心　出演：妻夫木聡、池脇千鶴、新屋英子、上野樹里（2003年・日本・116分・Ｐ
Ｇ12）

監督：西川美和　出演：笑福亭鶴瓶、瑛太、余貴美子、井川遙（2009年・日本・127分）

監督：山崎貴　出演：吉岡秀隆、須賀健太、小清水一揮、堤真一 （2005年・日本・132分）

【キネ旬ベスト・テン2000年代邦画特集】
ぐるりのこと。

【キネ旬ベスト・テン2000年代邦画特集】
ディア・ドクター

【キネ旬ベスト・テン2000年代邦画特集】
ALWAYS　三丁目の夕日

【キネ旬ベスト・テン2000年代邦画特集】
ジョゼと虎と魚たち

5/14土～5/20金 5/28土～6/3金

5/7土～5/13金 5/21土～5/27金



〒277-0842 
千葉県柏市末広町1-1

TEL : 04-7141-7238
スクリーン数：３

（160席、148席、136席）

キネマ旬報シアター 検索

&       　@kinejun_theater

キネマ旬報
シアター

柏髙島屋
ステーション
モールS館

Cafe
Line

↑
マツモトキヨシ 階段 柏駅

西口↓

※1　プログラムによって料金が変動する場合がございます
※2　毎月5日、20日の「キネマ旬報」発売日は1100円で映画がご鑑賞いただけます
※3　1枚ご提示につき、お二人様まで有効です

【チケット料金】
新作 旧作 

一般 1800円 1000円〜1500円※１

大学生 1500円 1000円

高校生／中学生／小学生 1000円 500円

通
常
料
金

シニア割引 （60歳以上） 1100円

障がい者割引（付添者1名まで同様に割引） 1000円

夫婦50割引 各1100円

映画サービスデイ（毎月1日） 1100円

メンズデイ（毎週火曜日） 1100円

レディースデイ（毎週水曜日） 1100円

KINEJUNデイ（毎月5日、20日）※２ 1100円

カップルデイ（毎月22日） 各1100円

タカシマヤカード・タカシマヤ
ポイントカード・タカシマヤ友の会※３

そごう おしゃれくらぶ
300円の割引

割
引
サ
ー
ビ
ス 

※
他
サ
ー
ビ
ス
と
の
併
用
不
可

【アクセス】JR常磐線／東武アーバンパークライン 柏駅西口より徒歩１分

※上映スケジュールは、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

【公式ホームページ】QRコード

➡青々とした緑がまぶしい５月到来！新生活に慣れてきた方も、まだの方も、ここで一息深呼吸。ふぅ〜〜。



　

INFORMATION インフォメーション

●『沖縄 うりずんの雨』
　　　ジャン・ユンカーマン監督トークショー
　４/30（土）14:45～本編上映 /17:25～トークショー

キネ旬ベスト・テンの文化映画部門で第１位を獲得し
た、『沖縄 うりずんの雨』のジャン・ユンカーマン監督
のトークショーが開かれます。チケットは全席指定に
て発売中。

●『キンプリ』応援上映
４/30（土）～5/6（金）毎日応援上映アリ
声援OK！コスプレOK！！アフレコOK〜！！お客様み
なさんで一緒に盛り上がるイベント上映。カヅキ先輩
の誕生日５月５日と最終日のレイトは音感上映も！ EZ 
DO DANCE！

●『カラーリング・シネマ
　　　 ぬり絵で楽しむ映画の世界』販売中！

発売記念キャンペーン・オリジナルタンブラー10名様
にプレゼント！館内フロアまたはキネ旬ＨＰ（ http://
www.kinejun.com）からダウンロードしたぬり絵で応
募。５/31応募締め切り。

●ドリンクバーのパス会員様価格について
リニューアルしたドリンクバーは通常¥300のところ、
パス会員様¥250にて販売しております。休憩時間やご
鑑賞のお供にいかがでしょうか。

●今月お薦め映画『恋人たち』
大ヒット作『ぐるりのこと。』から７年。日本が体験した
様々な変化と真摯に向き合った橋口亮輔監督。「どんな
悲しみや苦しみを描いても、人生を否定したくないし、
自分自身を否定したくない。生きているこの世界を肯
定したい。」というように、厳しい現実を生きる人々と
ささやかな喜びが描かれる。「人の気持ちの積み重ねが、
人を明日へ繋いで行く」希望がちりばめられた名作。キ
ネ旬ベスト・テンの日本映画部門で第１位を獲得した作
品。どうぞお見逃しなく！（で）

入会したその日から
スクリーン2・3の上映作品が観放題！

スクリーン2専用の年間パスもご用意しております

キネ旬パス
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

年間 20,000円（税込）     半年 12,000円（税込）

劇場窓口にて大好評発売中！

便利でたのしいWEB映画鑑賞録サービス　　　　　　　　 からのお知らせです。

KINENEWS KINENOTE 詳細・ご利用はWEBで検索！

KINENOTE４/８現在の最新公開作評点ランキングTOP10です！

6位｜クリード　チャンプを継ぐ男
7位｜リリーのすべて
8位｜ストレイト・アウタ・コンプトン
9位｜千年医師物語　ペルシアの彼方へ
 10位｜ベテラン

1位｜最愛の子
2位｜ハッピーアワー
3位｜スター・ウォーズ　フォースの覚醒

4位｜リップヴァンウィンクルの花嫁
5位｜オデッセイ（2015）

➡５月の上映作品も盛り沢山！当館で映画を堪能して、５月病を吹っ飛ばせ！！（く）



『石岡信之陶展』
2016.4/23( 土 ) ～ 5/6( 金 )

デザインの効いた
『ヒムカシの服展』
2016.5/14( 土 ) ～ 29( 日 )

10：00 ～ 19：00　会期中無休

柏市柏 3-6-3　TEL.04-7166-9593
　OPEN PM7:00/CLOSE AM4:00


