人気・オススメ・オモシロい!! アニメーション作品など
103分 /
メアリーと秘密の王国 20世紀ﾌｫｯｸｽ
怪盗グルーのミニオン危機一発
※怪盗グルーの月泥棒もございます!!
◆文部科学省選定作品
声：笑福亭鶴瓶, 芦田愛, 中島美嘉,
◆全国こども会連合会推奨作品
中井貴一 他/ 98分 / UIP B.V.
『アイス・エイジ』の監督が贈る、驚きと感動のファンタジー
・アドベンチャー!!!
目に見えない世界がそこにある――森の奥地にある、
研究者の父の家を訪れたメアリー。だが研究に没頭して
いる父の態度にうんざり。そんな時、森の中で小さな人
が倒れているのを発見。森の女王だという彼女から謎の
花のつぼみを託されたメアリーは、突然体が小さくなって
しまい…

■ファミリー向け

ヒックとドラゴン

98分 / 20世紀FOX

世界的大ヒットアニメシリーズの続編最新作!!!
裏稼業から足を洗い、三姉妹の父親として
平和な日々を送っていた元悪党のグルーが、
何者かに誘拐されたミニオンたちを助け出す
ため、新たな相棒とともに大活躍を繰り広げる
痛快爽快アニメーション!!!
■ファミリー向け

アイス・エイジ

82分 / 20世紀FOX

吹替：山寺宏一, 太田光（爆笑問題）, 竹中直人

声：田谷 隼,寿 美菜子,南部雅一
『ヒックとドラゴン2』ゴールデングローブ
賞受賞!!! 7/3DVD・BDリリース!!!
親子の絆、友情、そして未来を切り開く勇気とパワー!!
子供も大人も楽しめる、感動のファンタジー超大作! !!
少年はドラゴンに「翼」をあたえ、ドラゴンは少年に
「勇気」をあたえた──
年若きバイキング・ヒックが友だちになったのは忌まわ
しき宿敵、凶暴なドラゴンだった。ヒックはドラゴンを
トゥースと名付け、共に立ち上がる!! ■ファミリー向け

動物たちの旅をとおして、家族や友達の
大切さを学びとれるお話です!!
マンモスのマニー、ナマケモノのシド、サーベルタイ
ガーのディエゴをはじめとした氷河期に生きる動物
たちが騒動を巻き起こすアドベンチャー・アニメー
ションの第1弾!
地球温暖化などのテーマをきちんと盛り込んだ、
◆文部科学省選定の子供たちにオススメのアニ
メーション作品です!!
■ファミリー向け

マダガスカル

シュレック

86分 / 20世紀FOX

声：玉木宏, 柳沢慎吾, 高島礼子, 岡田義徳,
おぎやはぎ
都会育ちの動物たちがサバイバル!
仲良し4頭が立ちむかう、勇気と友情の希望溢れる
大人気ハートウォーミング・アニメーション!! ! !!
4頭の動物は動物園から脱出したものの、人間の
手に捕らえられる。しかし、彼ら4頭の大冒険はここから
始まった…。シリーズをとおし、おなじみの豪華声の
出演者たちが結集した見どころ溢れるアニメです!!!
■ファミリー向け

森のリトル・ギャング

声：濱田雅功, 藤原紀香, 山寺宏一,伊武雅刀

ドリーム・ワークスの総力を結集した最高のアドベチャー・
アニメーショ!!!
森の中に独り棲む怪物シュレックは、ひょんなことから邪悪
な領主の妻となるべき姫をドラゴンから救出するための旅
に出る。 ありとあらゆるおとぎばなしのエッセンスを抽出、
パロディ化しながら繰り広げられていき現代の子どもたちに
語り聞かせる新作おとぎばなし!!!
ダウンタウン浜ちゃんはじめ声優たちそれぞれの達者な
声芸も聞きどころ。
■ファミリー向け

長ぐつをはいたネコ

吹替：役所広司, 武田鉄矢,石原良純, 友近,
夏木マリ,BoA / 84分 / 20世紀FOX
森の仲間たちが出会った本当に大切なものとは?
勇気と友情の感動アドベンチャー!
みんな一緒なら何でもできる! コミカルでテンポのある
楽しい映画だが、その根底に流れるのは、自然が侵され、
行き場をなくした動物たちの叫びだ。地球温暖化への
警告をベースにした『アイス・エイジ』シリーズもそうだが、
表向きは華やかでかわいらしいけれど、意外やきちんと
問題提起があるアニメーションだ!
■ファミリー向け

ウィングス

94分 / 20世紀FOX

87分 / クロックワークス
声：三宅健太, 花輪英司

大空に羽ばたく飛行機たちを主人公にした
勇気と挑戦の物語を描くファミリーアニメ!!
飛行機などの乗り物が仲良く暮らす世界。年に
1度開かれるスーパー・ウィングス・カップでチャン
ピオンになることを夢見る飛行機のエースは、ふ
としたきっかけから大会に参加することに。

吹替：竹中直人, 勝俣州和
/ 90分 / 20世紀FOX
「シュレック」シリーズの人気者・プスが主役と
なって活躍する感動と興奮の冒険ファンタジー!!
捨て猫だったプスはある日、兄弟分を助けようとし
て無実の罪を着せられる。お尋ね者となった
プスは故郷を追われることになり…

■ファミリー向け

ホートン ふしぎな世界のダレダーレ
声：森川智之 ,石丸博也/ 88分/ 20世紀FOX
お花についた“ホコリ"から声が……!
そこにいるのは、誰だ~れ!?
「モンスターズ・インク」「ファインディング・ニモ」のスタッフ
が贈る、涙と感動のファンタジー・アドベンチャー!!!
ホコリと見紛うほど小さなダレダーレの国が風に流されて
しまう。それを受け止めたゾウのホートンは、ダレダーレた
ちに最適な永住地を探す旅に出る!

■ファミリー向け

アナと雪の女王

102分 /
ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ/ﾎﾟﾆｰ

■ファミリー向け

雪の女王

94分 /
クロックワークス

声：神田沙也加,松たか子,ピエール瀧,原慎一郎

声：浅野真澄, 藤本喜久子, たなか久美

ディズニー史上最大★最高の記録的No.1大ヒット!!!
この感動は終わらない―圧巻の歌と映像で《真実の
愛》を描いた感動の物語―世界を日本中を“Let It
Go”!“ありのままで”!!で包み込んだ空前のミュージカル・
エンターテイメント・ムービー!!!
王家の姉妹エルサとアナ。姉エルサは、自分の“禁断の
力”を制御できず王国を冬にしてしまう。凍りついた世界
と姉を救うため、妹アナは仲間たちと、エルサのもとへ…
©2015Disney
■ファミリー向け

『アナと雪の女王』に先駆け、アンデルセン童話『雪
の女王』が、壮大なスケールと美しいアニメーション
で新たに蘇る! 子供から大人まで楽しめる、ファンタ
ジー・アニメの決定版!!
童話に沿った『雪の女王』とディズニー傑作『アナと
雪の女王』で2倍楽しもう!!
※『アナと雪の女王』は本作との関連はございません。

■ファミリー向け

人気・オススメ・オモシロい!! アニメーション作品など
90分/ クロックワークス

リトル・レッド２

ヘンゼルとグレーテル誘拐事件!?
※日本語吹替えあり
劇場大ヒット「リトル・レッド」待望の続編！
今回もだれもが知ってるおとぎ話のキャラクターや映画
ファンにはたまらない数々の映画作品のパロディ部分も
ゾクゾク出てくる楽しいアニメ版『見ション・インポッシブル』
的な作品です!!
ティーンへと成長したレッドが可愛さも強さもパワーアップ
して復活！今度は「赤ずきんちゃん」×「ヘンゼルとグレー
テル」のハイパーメルヘンエンターテインメント!!!
■ファミリー向け

ロボッツ

90分/ 20世紀FOX

吹替：草彅剛, 西田敏行, 山寺宏一,
矢田亜希子
ロボットだけが暮らす世界を舞台に、偉大な発
明家になることを夢みる心優しいロボット、ロド
ニーが、慣れない大都会で困難に直面しながら
も個性豊かなロボットたちと友情を築き、力を合
わせて巨大な陰謀に立ち向かう姿を描く感動の
冒険ファンタジーアニメーション!!
■ファミリー向け

モンキー・ラッシュ

76分/ ALBTRS

※日本語吹替えあり
島の平和を守る猿の警官・マルコと仲間たちの
活躍を描いたアドベンチャー!!
モンキー島のビーチに不審な船が現れ、瞬く間に
カジノのビルが建てられる。
カジノのオープンに大統領らが協力する中で、
猛反対した警官・マルコはお尋ね者にされて
しまい…

■ファミリー向け

アンツ

83分 / 20世紀FOX

吹替：古川登志夫,玄田哲章,勝生真沙子
ミクロ世界の“ありんこ"ウォー勃発!?
愛と勇気のスペクタクル・アドベンチャー!!
アリだってヒーローになれる?
働きアリ“Z”(ジー)は美しい王女・バーラを
手に入れるという夢を叶えるべく、親友の
兵士アリ・ウィーバーに入れ替わってくれる
よう説得するが…

ピノキオ

96分 / MS

※日本語吹替えあり
あの感動を再び! ! 誰もが知る世界中で愛される
児童文学「ピノッキオの冒険」を実写とCGアニメの
融合で描いた夢溢れるファンタジードラマ!!!
妖精の魔法で生命を授かったピノキオはイタズラ
ばかりのヤンチャな日々を送っていた。
ある日、ゼペットじいさんがクジラに飲み込まれ
てしまい…

■ファミリー向け

ガーディアンズ 伝説の勇者たち
※日本語吹替えあり / 97分 / 20世紀FOX
個性的な妖精たちと美しい映像世界に、誰もが冒険に
出たくなる! “ドリームワークス”が贈る、家族で楽しめる
ファンタジー・アドベンチャー!!
いたずら好きの妖精ジャックは、ある日サンタクロースの
ノースに呼び出され、悪夢をもたらす精霊が世界を闇に
変えようとしている事を知らされる。「君の力が必要だ」と
言うノースに戸惑いながらも、ジャックは仲間と力を合わ
せて戦うことを決意し…
■ファミリー向け

サンタのマジック・クリスタル

サンタのパワーの源“魔法の水晶”をめぐる大冒険
を描いた、ハリウッドアニメーショや邦画アニメと
ちょっと雰囲気が違ったサンタクロースの国・フィン
ランドが贈る、ファンタジックアドベンチャーアニメ!!
町の空を飛び交うソリに偶然乗り込んだ男の子・
ヨータンは、サンタクロースが住む宮殿に迷い込む。
そこで彼はサンタの弟・バジルの陰謀に巻き込ま
れてしまい…。
■ファミリー向け

88分 /
ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ

ドラゴン・パンダ

魔王に支配された世界を救うため、伝説のパンダ
が仲間たちと大冒険を繰り広げるアドベンチャー!!
世は戦が絶えない群雄割拠の時代。心優しい
兵士・ジンバオは、城での敵襲に遭い崖から落下
してしまう。
気が付くと彼はパンダの姿に変わり、祖父から聞
き憧れていた“美しの国”にいたが…

■ファミリー向け

■ファミリー向け

マックス・ヒーローズ

81分 / ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ

勇気を出せば、誰でもヒーローになれる!!
みんなが大好きな世界的冒険の物語が、何者
かによって書きかえられてしまった!?
勇敢な子供たちは、小説を守るために、物語の
世界へと飛び込んでいく。
しかし、今度は小説のキャラが現代に現れて…。
ちびっ子ヒーローたちが大活躍のファンタジー・
アドベンチャー・アニメーション!!

■キッズ・ファミリー向け

おさるのジョージ

73分 /
ALBTRS

ロボット・キッカーズ

101分 / ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ

ロボット、ゲーム、サッカーなど、子供たちの
大好きな要素が盛りだくさん!
迷い込んだテレビゲームの中で繰り広げられる、
大興奮のSFサッカー・アドベンチャー!!
ウイルスに侵された人気ゲーム“キングダム・ヒル”
の世界を救うため、イワンたちはアマンダ姫と
悪の権化・ヴァイラスのロボットとサッカー対決に
挑む!!

■キッズ・ファミリー向け
87分 /
UIP B.V.

語り・歌：岩崎良美,
声：黄色い帽子のおじさん：山寺宏一

現在も土曜の朝にNHKにて絶賛放映中!!
日本でも『ひとまねこざる』のタイトルで親しまれてきた人
気絵本の長編アニメ映画が登場!!!
カラフルで楽しい映像と優しい音楽に乗せ、友情の大
切さと冒険による成長を伝えるストーリー!!!
親子で楽しめる、子供たちに楽しく温かい心を伝え
る最高のハート･ウォーミング・アニメ!!!

■キッズ・ファミリー向け

ロラックスおじさんの秘密の種
日本版吹替：志村けん, トータス松本,
能年玲奈, 山寺宏一/ 86分 / UIP B.V.
映画吹替初挑戦 “志村けん”が担当するロラックス
おじさんが守る“秘密の種”をめぐる感動と興奮の
冒険アトラクションムービー!
「あまちゃん」能年玲奈も声優初挑戦です!!
人工的な街に住む少年・テッドが本物の木を手に
入れるため、“秘密の種”を守る不思議な住人・
ロラックスおじさんに会おうと大冒険を繰り広げる!!
■ファミリー向け

人気・オススメ・オモシロい!! アニメーション作品など

マダガスカル2

89分 / 20世紀FOX

声：玉木宏, 柳沢慎吾, 高島礼子, 岡田義徳,
おぎやはぎ

マダガスカル3

93分 / 20世紀FOX

声：玉木宏, 柳沢慎吾, 高島礼子, 岡田義徳,
おぎやはぎ

都会育ちの動物たちがサバイバル!
仲良し4頭が立ちむかう、勇気と友情の希望溢れる
大人気ハートウォーミング・アニメーション第2弾!!
アレックス、マーティ、メルマン、グロリアそれぞれが人生の
試練に立ち向かう中、アフリカの仲間たちに絶体絶命の
大ピンチが訪れる。都会育ちの4頭は果たして故郷を、
仲間たちを救えるのか…。
■ファミリー向け

都会育ちの動物たちがサバイバル!
仲良し4頭が立ちむかう、勇気と友情の希望溢れる
大人気ハートウォーミング・アニメーション第3弾!!!
マダガスカルとアフリカで大自然のキビしさを思い知ったア
レックスたちは、ニューヨークへ戻るためにペンギンズを頼ろ
うと、彼らを追ってモンテカルロのカジノに潜入するが…。

シュレック 2

シュレック 3

92分 / 20世紀FOX

声：濱田雅功, 藤原紀香, 山寺宏一, 竹中直人,
ジョン・カビラ
緑色の大男“シュレック”とユニークな仲間たちの冒険を
描いた大人気アニメーション第2弾!!
シュレックがおとぎの国で愛をかけた大冒険!
新婚のシュレックとフィオナ姫は、姫の両親の招きで
姫の故郷へ。ハロルド国王は娘の結婚相手が
怪物と知り…。
■ファミリー向け

シュレック ﾌｫｰｴﾊﾞｰ

93分 / 20世紀FOX

声：濱田雅功, 藤原紀香, 山寺宏一, 竹中直人,
劇団ひとり
最強の敵、最大の危機、これにて最終章。
緑色の大男“シュレック”とユニークな仲間たちの冒険を
描いた大人気アニメーションがついに終幕!!!!
幸せの絶頂にいたシュレックだったが、自由奔放だった
頃を懐かしみ、魔法使いランプルスティルスキンと危険な
契約を交わしてしまう。パラレルワールドへと送り込まれた
シュレックが見たものは…。
■ファミリー向け

アイス・エイジ3
ティラノのおとしもの

96分 /
20世紀FOX

吹替：山寺宏一, 太田光（爆笑問題）, 竹中直人

■ファミリー向け
93分 / 20世紀FOX

声：濱田雅功, 藤原紀香, 山寺宏一, 竹中直人,
ジョン・カビラ,大沢あかね,大久保佳代子
緑色の大男“シュレック”とユニークな仲間たちの冒険を
描いた大人気アニメーション第3弾!!!
おとぎの国のバトル・ロワイヤル! 次の王様は誰だ!?
フィオナ姫と幸せな新婚生活を送っていたシュレック。
病に倒れた父王から跡を継ぐようにと言われ、お馴染み
の仲間と共にもう一人の王位継承者を探す旅に出発
するが…。
■ファミリー向け

アイス・エイジ2

91分 / 20世紀FOX

吹替：山寺宏一, 太田光（爆笑問題）, 竹中直人
動物たちの旅をとおして、家族や友達の大切さを
学びとれるお話です!!
氷河期に生きる動物たちが騒動を巻き起こす大人気
アドベンチャー・アニメ第2弾!!
温暖化が進み、氷河期(アイス・エイジ)が今終わろうと
している。氷の世界から水の世界へと移る中、暖かくて
氷が溶け出した世界の恩恵を存分に受け、動物たち
は新しい世界を楽しんでいる。
しかし、そのうちに温暖化には1つの重大な問題がある
ことに気づくのだった…!
■ファミリー向け

フィッシュレース 78分
フィッシュレース2 81分
アルバトロス / ※日本語吹替えあり

動物たちの旅をとおして、家族や友達の大切さを
学びとれるお話です!!
氷河期に生きる動物たちが騒動を巻き起こす大人気
アドベンチャー・アニメ第3弾!!!
ある日、ナマケモノのシドが氷の開いた穴に落ち、そこか
らティラノサウルスの卵を拾ってきてしまう。生まれてきた
ティラノ・キッズのママになろうと奮闘するのだが、本物の
ママが現れ…。
■ファミリー向け

イギリス、韓国など世界各国で劇場公開され、大人気
を博した感動のファミリー・アニメ!!!
①魚のパイの両親は人間の網に掛かってしまう。ひとり
ぼっちになったパイは、おばさんの住むサンゴの町を目指
して旅をするが…。
②今度は、サンゴの町に、サメ軍団を結成した悪党・
トロイが再び現れる。パイはサメ軍団との対決に向けて
特訓を始めるが…。
■ファミリー向け

プリンス・オブ・エジプト

スピリット スタリオン・オブ・ザ・シマロン

吹替：寺脇康文, 椎名桔平, 天海祐希,
田中 健,白川由美 / 99分 / 20世紀FOX
ドリームワークスが贈る豊かなイメージと最高レベ
ルのCGテクニックを駆使し、映画史上に残る美し
い映像で繰り広げられる壮大なアニメーション!!
貧しい母親が我が子の命を救うため、赤子をかご
に入れてナイル川に流した。かごはやがて王宮に
流れ着き、女王に拾われ、モーセと名付けられた。
■ファミリー向け

ルパン三世 カリオストロの城

100分 /
トムス
ET
声：山田康雄, 増山江威子, 小林清志,

井上真樹夫, 納谷悟朗, 島本須美
世界の宮崎駿初監督作品!!!
ルパン・シリーズの枠を飛び超え、映画史上に残る
不滅のアニメーション!!
ヨーロッパの小国・カリオストロ公国を舞台に、ルパンが
伯爵に幽閉されていた大公家最後の姫・クラリスと
出会い、城の地下に眠るニセ札をめぐって、仲間と共に
激闘を繰り広げる!!! ※素材DVD-R / サンプルあり
■学生・大人・ファミリー向け

※日本語吹替えあり / 83分 / 20世紀FOX
“ドリームワークス”が贈る、開拓前の豊かな
大自然に包まれたアメリカの大地を舞台に
描く感動作!!
伝説の野生馬・スピリットが、インディアンの
若者との温かい友情を通し、幾多の困難に
立ち向かいながら自由を求めて生きる姿を
映し出す!
■ファミリー向け

ルパン三世 ルパンVS複製人間

声：山田康雄, 増山江威子, 小林清志, 井上真樹夫
納谷悟朗, マモー：西村晃, エジプト警察署長：三波
春夫, 大統領：赤塚 不二夫, 書記長：梶原 一騎,
モンキー・パンチ原作による今や世界中のヒーロー!!
『ルパン三世』の記念すべき劇場版第1作!!!
クローン化によって偉人たちをコレクションするクローン
人間・マモー。彼に狙われたことからその正体を知った
ルパンは、仲間と共にマモーとの対決に挑む!!!
102分 / トムス ET
※素材DVD-R / サンプルあり ■大人・学生向け

人気・オススメ・オモシロい!! アニメーション作品など

● 忍たま 乱太郎 第17シリーズ

大好評だった“第16シリーズ”に続き、業務用最新版
“第17シリーズ”全7巻がいよいよ登場!!
人気!

1993年の放送開始から21年間―子供たちの話題を集NHKにて現在も放送中の大ヒットシリーズ おすすめ!!
「忍たま 乱太郎」! その人気は子供たちはもとより、ママさんをはじめ女性に絶大な人気を誇る強力アニメです!!!
作品紹介：時は戦国時代。 由緒正しいヒラ忍者の家に生まれた乱太郎は、戦で両親を亡くしながらもたくましく
生きている｢きり丸｣、堺の豪商の息子｢しんべヱ｣達とともに、忍術学園で立派な忍者になるため、「忍者のたまご＝
忍たま」として、ドタバタ明るく楽しくゆかいな日々を繰り広げるのだ!!
収録内容：一・七の段：約128分.(13話収録） / 二・六の段：約109分（11話収録） / ■ファミリー・大人向け
女性にも人気
三・四・五の段：約119分（12話収録）
※各巻各話ごとの作品ですので、どの巻からでもご覧いただけます。お好きな巻をお選び下さい。
全7巻セット割にてご提供!単巻・複数巻のご提供もございます。この機会に、是非一度お問合せ下さい。

バード・ストーリー

サバンナ・アドベンチャー

82分 /
ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ

アフリカの大地を舞台に、仲間外れの
シマウマが大切なものを見付ける旅を
描いたアドベンチャー!!
生まれ付き身体のシマが足りない
シマウマ・クンバは、起こった干ばつの
原因にされ落ち込んでしまう。
そんな時、クンバは“魔法の泉”の伝説を
耳にして…。

アフリカの空を舞う鳥たちが希望の都を守る
ために奮闘するアドベンチャー!!
ハゲタカのカイは父の制止を振り切り、鳥の都・
ザンベジアへ向かい飛び立つ。
一方、鳥たちから仲間外れになったハゲコウ
軍団がザンベジアを乗っ取ろうと企んでいて…。

■ファミリー向け

■ファミリー向け

サミーとシェリー 七つの海の大冒険
サミーとシェリー2 僕らの脱出大作戦

ガーフィールド ザ・ムービー
※日本語吹替えあり

①88分 / ②93分 / AMG / ※日本語吹替えあり

サマーウォーズ

115分 / ﾜｰﾅｰ
声：神木隆之介, 桜庭ななみ, 富司純子,
谷村美月, 斎藤歩

ブレイブストーリー

112分 / ﾜｰﾅｰ
声：松たか子, 大泉洋, 常盤貴子,
ウエンツ瑛士, 今井美樹

夏の原風景が映える片田舎でちょっと弱気で人付き
合いも苦手な17才の理系少年と大家族の面々が
一致団結で世界の危機に立ち向かう!!!
SFサマー青春アニメーション!!!
仮想空間OZが人々に浸透した近未来。
気弱な健二は憧れの先輩・夏希に頼まれ、彼女の
実家を訪れる。個性的な家族の面々に振り回され
る中、健二は謎の数字が書かれたメールを受信し…

これは、ボクの勇気のハナシ。
豪華声優キャストで贈る、小さな勇者の
冒険ファンタジーアニメーション!!!
体力は平均。勇気は最低ランク。
「失敗したら二度と戻っては来れない」――
そんな危険を冒してでも、どうしても叶えたい
願いがあった。11歳の少年の大冒険の扉が
今まさに開かれる!!

■ファミリー向け

■ファミリー向け

古き良き日本を
観て知って学ぼう!!
声：千葉翔也, 福圓美里 / 98分/ ﾜｵﾜｰﾙﾄﾞ
東京大田区蒲田で町工場を営む山崎家。
バラバラだった家族の想いがひとつになっていく!
にっぽんが元気だった昭和39年!
東京オリンピック開催、東海道新幹線開通、
羽田空港国際滑走路完成など、高度成長
期に沸く東京を舞台に、大家族を中心に
描かれる心温まる人間ドラマ。

うっかりペネロペ 全８巻

昭和物語

各話５分（各巻30分全６話収録）アミューズ
ＮＨＫＥテレ大人気放送中！ペネロペの楽しく
好奇心いっぱいの日常を５分のショートアニメで
お届けします！主人公の“ペネロペ”は、3歳の
青いコアラでうっかり
やさんの女の子。毎日
楽しいことで大忙しです。

■キッズ・ファミリー向け

■ファミリー・大人・シニア向け

かっぱのすりばち

声：柳沢三千代 / 20分

81分 / 20世紀FOX

1972年より新聞に連載された漫画のキャラクターとして
人気を博し、今や世界中の人々に愛される存在となっ
たガーフィールドを実写と3DCGの合成によって完成さ
せたコミカル・ファミリー映画。
お気楽な毎日を過ごすいたずら大好きな太っちょ猫
ガーフィールド。そんなある日、飼い主のジョンが子犬の
オーディを家に連れてきた。犬が大嫌いなガーフィールド
は、オーディを家から追い出そうと、あの手この手の策を
講じるのだが、本当にオーディが行方不明になるが…
■ファミリー向け

全米で大ヒットした、愛と勇気と友情の海洋
アドベンチャー・アニメーション!!
①生まれたばかりの小さな小さなウミガメのサミー。
海をめざしてヨチヨチと歩きだすが…。
②50歳になったウミガメサミーとレイは、生まれた
ばかりの孫たちが砂浜から海へ旅立つ姿を
見守っていたが…。
■ファミリー向け

福島県の南端に位置する塙町で生
まれた民話がもとの創作短編
アニメーション。
片貝川に住む子ガッパのかんきちは、
村の子どもたちと仲良くなり、遊びな
がら素潜りを教えていた。しかしある
日、泳ぎが苦手な床屋の息子じんろ
くが溺死してしまい……。

86分 /
ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ

フイチンさん

声:柳沢三千代 / 20分

女流漫画作家の草分け的存在・
上田トシコ原作によるアニメ。
舞台は戦前の旧満州・ハルピン。屋
敷の門番の娘で、明るく誰からも愛
される女の子・フイチンが、
ひょんなことからご主人様に見込
まれてリイチュウ坊ちゃんの世話をす
ることになるが……。

●エクラアニマルのアニメを楽しんで下さい!!! ※2本でお得なセット価格にてご案内です!!単品も可。

■ファミリー・学生・大人向け

