
◆♪ M.M.C. 準新作 など。オススメ・人気 DVD ラインナップ !!! ♪◆

カラスの親指

■学生・大人・シニア向け

主演：阿部寛, 村上ショージ, 石原さとみ, 

能年玲奈, 鶴見辰吾, ユースケ・サンタマリア

ダマされる確率96％!? ―衝撃のラストには、衝撃の
ウラがある!! ラスト20分で明かされる驚愕の真実を、
あなたは見破ることができるか?

ワケありの詐欺師コンビが、ひょんなことから共同生活を
送ることになった姉妹と青年と共に一世一代の勝負に
挑む姿を活写する。阿部寛と芸人・村上ショージが
痛快詐欺師コンビに扮し、絶妙な掛け合いを披露する
衝撃ミステリー・エンターテイメント!!!

160分 / 20世紀FOX

主演：竹内結子, 西田敏行, 佐野史郎, 

山本耕史, 鶴見辰吾
/ 140分 / 20世紀FOX

JAXA全面協力！ 7年間、60億キロ――

2010年6月に地球へ帰還を果たした
小惑星探査機<はやぶさ>に関わった
人々の姿を描いた、日本中に勇気を
くれた、感動の実話ドラマ!!! 

はやぶさ／HAYABUSA

■学生・大人・シニア向け

主演：八千草薫, 武田鉄矢, 伊藤蘭,

檀れい, 芦田愛菜
あなたに日々を生き抜く勇気を贈ります!!!
98歳で刊行された処女詩集が200万部ベスト
セラーとなった詩人・柴田トヨの半生を描いた
感動のヒューマン・ドラマ。
息子の勧めで詩を書き始めたトヨは、日々の想いを
言葉に置き換えるうち、明治から平成までを
駆け抜けて来た自身の思い出を振り返っていく。

くじけないで

■学生・大人・シニア向け

128分 / 松竹

主演： 妻夫木聡, 池松壮亮,

原田美枝子, 長塚京三

『舟を編む』の石井裕也監督がメガホンをとり
主演・妻夫木聡ほか日本を代表するキャストで
贈る、現代家族の絆を描くヒューマン・ドラマ。
若菜家の母・玲子に脳腫瘍が見つかり、余命
1週間の診断を下される。やがて、“どこにでもいる
家族”に潜んでいた秘密が表面化していく。

■学生・大人・シニア向け

ぼくたちの家族 117分 / ﾏｸﾞﾈﾀｲｽﾞ

主演：上戸彩, 高良健吾, 西田敏行,

余貴美子

料理上手の“出戻り娘”が嫁いだのは、
“でき損ないの包丁侍”
ふたりは本当の夫婦になれるのか?

江戸時代。“刀”ではなく“包丁”で、藩に
仕えた武家。“料理”で動乱を乗り越えた、
実在の家族の物語を描いた人間ドラマ!!

武士の献立

■学生・大人・シニア向け

121分 / 松竹

主演：大島美幸, 水川あさみ, 荒川良々

森三中・大島美幸 映画初主演!!

福田辰男。32歳。今日、恋、はじめます。
森三中の大島美幸がおっさん役に挑戦した
人情喜劇。
ボロアパート・福福荘に住む福ちゃんは、
誰にでも親切な人気者だが恋愛にはオクテで
かなりの女性恐怖症。ある日、そんな福ちゃん
の初恋の人・千穂が福福荘に現れ…

福福荘の福ちゃん

■学生・大人・シニア向け

111分 / ｸﾛｯｸﾜｰｸｽ

主演：佐々木蔵之介, 深田恭子, 伊原剛志,

寺脇康文, 上地雄輔, 陣内孝則（特別出演）

奇想天外。痛快、疾走!

笑って、泣けて、熱くなる歴史エンターテインメント
超大作!

このユーモアと斬新さに大絶賛の嵐! !

幕府から「5日以内に参勤交代しなければ、
藩を取り潰す」という無理難題を吹っ掛けられた
貧乏小藩の奮闘を描く。

■学生・大人・シニア向け

超高速! 参勤交代 102分 / 松竹

ジャッジ!

■学生・大人・シニア向け

主演：妻夫木聡, 北川景子,

リリー・フランキー, 鈴木京香, 豊川悦司

世界一のテレビCMを決める国際広告祭。
グランプリをとらなければ、クビ!?

CM業界トップクリエイター×超豪華キャストで贈る、
爆笑あり、恋あり、ほろりと涙ありの最強エンターテイン
メント・ムービー!!!

広告代理店・現通で働く太田喜一郎は、身勝手な
上司・大滝から、サンタモニカ広告祭の審査員役を
押し付けられ…

105分 / 松竹

主演：小栗旬, 玉山鉄二, 綾野剛, 

黒木メイサ, 浅野忠信

不可能を狙え! 世界一の大泥棒ついに参上!!

国民的原作を破格のスケールと小栗旬主演・
超豪華キャストで実写化!!

2014年夏の大ヒットアクション超大作!!!

究極の宝物、クリムゾン・ハートをめぐり、ルパン
たちが強大な敵を出し抜いて絶対不可能な
ミッションに挑んでいく。

■学生・大人・シニア向け

ルパン三世 133分 / ｴｲﾍﾞｯｸｽ

主演：橋本愛, 三浦貴大, 松岡茉優, 温水洋一
生きる=食べる=作る。自然の恵みを食べて、生きる力を充電
する春夏秋冬4部作の前半「夏・秋」編。
主演はNHK連続テレビ小説「あまちゃん」でブレイクし出演作
目白押しの若手実力派人気女優・橋本愛。
また、共演にこれまた「あまちゃん」にて出演の人気急上昇の
実力派女優：松岡茉優。
東北の小さな集落・小森。
都会に出たものの居場所を見つけられずに再び小森に戻って
来た女の子・いち子が、自然の恵みを食しながら自分と向き
合い、成長していく姿を綴る。

little forest夏／秋

■学生・大人・シニア向け

112分 / 松竹
リトル・フォレスト

主演：桐谷美玲, 藤井美菜, 高畑充希,

有村架純, 山本美月, 堤真一

選ばれし5人の女たちが揃ったとき、最強の戦隊が
誕生する! が、なかなか揃わない。
なぜなら、女子とはそういうものだからである・・・!?
今最も旬な若手女優が集結!!!!!

特撮ヒーローのお約束を踏まえた女子たちの戦隊
ヒーロー! 果たして、女子たちは次々と現れる
怪人たちを倒し、片手間で世界の平和を守れるのか?!

■学生・大人向け

女子ーズ 97分 / ｷﾝｸﾞﾚｺｰﾄﾞ

主演：倍賞千恵子, チン・ハオ, 中泉英雄,

国も年代も越えた友情が新しい人生の扉をひらく―
中国人青年と老婦人との心温まる交流を描く感動の
ヒューマン・ドラマ。
天才棋士と呼ばれていた青年・吉流は、囲碁の腕を
磨くため中国から東京へとやって来るが、生活に馴染
めずにいた。
そんなある日、行商の老婦人・君江と出会い…  

東京に来たばかり

■学生・大人・シニア向け

100分 / ﾐｯﾄﾞｼｯﾌﾟ



主演：小日向文世,生瀬勝久,菊地凛子,鈴木京香

フジテレビ＆20世紀FOXが作りました!!

勇気と元気がＵＰする↑今どきオトナたちの青春
映画の登場!!!

全編カリフォルニアロケによる大人のハートウォー
ミング・ロードムービー。
2人の中年男が繰り広げてく珍道中と、それぞれに
直面するロマンティックでホロ苦い人生模様を描く。

■学生・大人・シニア向け

サイドウェイズ 124分 / 20世紀FOX

主演：岡村隆史, 松雪泰子, 吉沢悠, 國村隼, 

/ 120分 / ショウゲート

養殖サンゴの移植・産卵に世界で初めて
成功した実話を、お笑い芸人の顔を封印
し映画俳優として見事な役作りに徹して
いる、ナインティナインの岡村隆史を
主演で贈る、笑い涙の感動ドラマ!

てぃだかんかん

■学生・大人・シニア向け

主演：大泉洋, 佐々木蔵之介, 堺雅人
/ 102分 / メディアファクトリー

2013年TVドラマ『半沢直樹』で絶好調視聴率男と
して人気を集めた堺雅人出演!

行方不明の友人、同級生を名乗る探偵、大人の放
課後には何かが起きる!

驚きミステリーコメディムービー!

人のよい中学教師が、怪しげな探偵の登場により、か
つての同級生探しに巻き込まれる。

アフタースクール

■学生・大人・シニア向け■学生・大人・シニア向け

102分 / 

GAGA

NHKの人気歴史ＴＶシリーズが待望の映画化!!
未来の通信社の記者＝時空ジャーナリストが、
タイムワープ技術を使い、教科書に載らない名も
なき人々に密着し、歴史の真実をドキュメンタリー
タッチの取材映像であぶり出していく―。
先日惜しまれながら他界した宇津井健も特別
出演として好演しております。

劇場版 タイムスクープハンター
安土城最後の１日

主演：要潤, 夏帆, 杏, 時任三郎, 上島竜平, 

宇津井健(特別出演)

主演：ボビー・オロゴン, 南沢奈央, 中尾彬, 

六平直政, 野村将希, ガッツ石松

すっかりお茶の間で人気になったタレントで格闘家
のボビー・オロゴン初監督&主演!!

故郷ナイジェリアから日本へと渡った実体験を基に、
さまざまな人との出会いや日本人女性との恋愛を
感動的に描いた、笑って泣ける感動のヒューマン・
ドラマです!!

MOON★DREAM
〈ムーン・ドリーム〉

■学生・大人・シニア向け

105分 / 

ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ

主演：蔵下穂波, 照屋政雄, 余貴美子, 平良とみ, 

ネスミス（EXILE）,亀島奈津樹

沖縄版ちびまるこちゃん!?ファンタジック沖縄ムービー!!

沖縄でホテルを営む一家の娘・美恵子は、元気
一杯の小学3年生。にいにいは黒人とのハーフ、
ねえねえは白人とのハーフと、家族構成も“インタァ
ナソナル”？そして美恵子は、森の精霊キジムナーを
探すべく冒険に出る…。沖縄基地問題や戦争の
傷跡といった社会問題をそこはかとなく盛り込んで
いる実に奥深い作品。

ホテルハイビスカス

■学生・大人・シニア向け

92分 / ｵﾌｨｽｼﾛｳｽﾞ

オモシロい!! おすすめ作品など

主演：松方弘樹, 内山理名, 入江甚儀,

小野花梨, 鈴木砂羽

俳優として長いキャリアを持つ大和田伸也が初
監督を務め、大物俳優：松方弘樹を主演に贈る
ヒューマンドラマ!!

不思議な手紙がきっかけで、美術店店主・草介
はひとりの少女と知り合う。
一方、少女は恐竜の卵の化石を追い求める青年
と出会い、２人は行動を共にするが…

■学生・大人・シニア向け

恐竜を掘ろう 117分 / ﾆｭｰｾﾚｸﾄ

茶の味

■学生・大人・シニア向け

主演：坂野真弥, 佐藤貴広, 浅野忠信,

三浦友和, 手塚理美, 我修院達也

とある田舎町を舞台に、それぞれに悩みを抱えたひとつ
の家族を描いた、笑いと感動に包まれた心あたたまる
ヒューマンストーリー。
春野家は一見あたたかくホノボノした普通の家庭に見え
るが、家族の頭の中は説明のつかない不思議であふれ
ている。その本音の部分が現実の生活の中で、肥大化
し、シュールな映像に変化する。妄想と平凡な日常の
ミスマッチ感が、胸をくすぐるユニークな家族ドラマです。

143分 / TKW

主演：堺雅人, 中谷美紀, 吉行和子, でんでん,

若林正恭(オードリー)

きっと守ってみせる―信じる想いが、愛と希望を
つなぐ奇跡の物語。
命との向き合いをつぶさに描く様々な事情で飼い
主を失い、保健所に収容される「保護犬」。
年間17万頭もの犬や猫が殺処分されている
現実に正面から向き合い、命の大切さを伝える
感動作。

ひまわりと子犬の７日間

■学生・大人・シニア向け

117分 / 松竹

主演：松田龍平, 宮崎あおい, オダギリジョー
2012年本屋大賞第1位!三浦しをんのベストセラー
完全映画化!! 

掲載語24万語 「今を生きる辞書」 完成までの
期間なんと"15年"!!!マジメって面白い!!

辞書【舟】を編集する【編む】人たちの感動ﾄﾞﾗﾏ!!!

ある出版社の寄せ集め編集部が、気の遠くなる
ような歳月をかけて新辞書作りに挑む姿を
ユーモラスに描く。

舟を編む

■学生・大人・シニア向け

133分 / 松竹

主演：柳英里紗, 松原菜野花,

渡辺真起子, 滝藤賢一, 二階堂智
笑って泣いて心がじんわり温かい。人生が愛おしくなる。
国内外映画賞を席巻した新鋭・中野
量太_監督が描く、せつなオカシイ家族の肖像。
フリーターの姉・葉月と女子高生の妹・呼春は
母の佐和と3人暮らし。ある日、ふたりは佐和から
「離婚したお父さんがもうすぐ死ぬから会いに行って、
ついでにその顔を写真に撮ってきて欲しい」と
告げられ…

■学生・大人・シニア向け

チチを撮りに 74分 / ｸﾛｯｸﾜｰｸｽ

ビターコーヒーライフ

■学生・大人・シニア向け

主演：入川保則,松方弘樹, 秋吉久美子, ほか

末期ガンによる余命宣告を受け2011年12月に、ガンのため
惜しまれながらも他界した俳優・入川保則が“遺作”と公言して
取り組んだドラマ。「銭形平次」や「水戸黄門」などで活躍した
名脇役・入川が、手術や延命治療などを受けないまま、末期
ガンの元刑事という自分自身とリンクする役を演じ切る。
出演には、松方弘樹、秋吉久美子ほか、豪華キャストで贈る、
父と娘の感動の純愛物語。
ロケーションは福島県白河市。地震・原発の震災復旧も目的
として制作された。

80分 / ALBTRS



主演：菅井きん, 岡本健一, 阿部サダヲ, 寺島進, 清
水美沙,桐谷健太,柳葉敏郎,船越英一郎,

石橋蓮司, 原日出子 / 108分 / アムモ98

家族を愛するすべてのひとへ―

おばあちゃんとの愛おしい日々を描く、珠玉の
感動作が誕生した!

世界最高齢82歳の映画主演女優としてギネスに
認定された菅井きん主演によるハートフル
人情ドラマ!

ぼくのおばあちゃん

■学生・大人・シニア向け

主演：松田龍平,西島秀俊,TKO,他

今旬な俳優・西島秀俊出演!

100年に一度の大不況の日本。今、なぜ、
蟹工船なのか。その答えが、ここにある―

諦めるには、まだ早すぎる!船上で蟹の缶詰を
加工する蟹工船。そこでは出稼ぎ労働者たち
が劣悪な環境におかれ、安い賃金で酷使され
ていた―。

蟹工船

■学生・大人向け

109分 / ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ
主演：玉山鉄二,マイコ,勝地涼,他

/ 121分 / ｴｲﾍﾞｯｸｽ
沖縄の小さな島が舞台。
ある青年の元に「お嫁さんにしてください」と手紙が
届く。それは「嫁に来ないか幸せにします」と書いた
青年の絵馬の返事だった。
そして数日後、本当に美しい女性が現れる。
第１回日本ラブストーリー大賞を受賞した原作を
映画化した癒し系ラブストーリー。

カフーを待ちわびて

■学生・大人向け

主演：北川景子, 福士誠治, 戸田菜穂, 井上順
/ 92分 / SDP

1歳の頃に聴力を失い、青森一の不良娘だった
彼女が、銀座No.1ホステスになるまでを綴った、
実話のベストセラーを北川景子主演で映画化!

ママ・杏子との出会いをきっかけに、里恵はクラブで
「筆談」で接客することを覚え才能を開花していく。

筆談ホステス

■学生・大人・シニア向け

～母と娘、愛と感動の25年。届け!私の心～

主演：瑛太,上野樹里, 真木よう子,ムロツロシ
/ 90分 / ｼｮｳｹﾞｰﾄ / はっきりいってオモシロイ!!!!!!!

タイムマシン無駄づかい!?

真夏にクーラーのリモコンが壊れたSF研究会の部室。
そんなところへ突如現れた本物のタイムマシン!?

壊れる前のリモコンを取りに昨日へタイムスリップ!

たった1作で、あの名作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
3部作を合わせたよりも多いタイムスリップを見せる、
夏休み傑作SFコメディの誕生だぁ!!!

サマータイムマシンブルース

■学生・大人向け

主演：益岡徹, 永作博美, 津川雅彦, 

松坂慶子, 柄本明 / 157分 / TOﾌﾞｯｸｽ

名バイプレイヤー・益岡徹が映画初主演を務めた、永
作博美との共演の長編ロマンティック・コメディー!!!

万年脇役役者のヒロシは、職場でも、私生活でもいつ
も脇役。そんなヒロシが活気ある女優の卵と出会い、恋
に落ち、人生の主役は自分自身だと気づく話。津川雅
彦、松坂慶子、他豪華キャストが共演。自分を見失い
がちなすべての人に贈る人生讃歌!!!

脇役物語 Cast me if you can

■学生・大人・シニア向け

86分 / 

ｾﾌﾞﾝｴｲﾄ

元気の無い日本の全てのオヤジへ贈る！
このじじぃ、走り出したら止まらない！
個性派俳優の角谷栄次と往年の
人気歌手のロミ･山田が熟演する
甘酸っぱい青春梅干痛快ストーリー！

どんぐり兄弟の梅干

主演：角谷栄次, ロミ･山田

■大人・シニア向け

主演：遠藤久美子, 山崎佳之
/ 119分 / スターボード

五日市町と秋川市の合併で生まれたあきる野

市を舞台に、町の歴史を調査し始めた主人公

が、穏やかな空気が流れる土地柄に触れ自分

自身も見つめ直していく人間ドラマ。

五日市物語

■学生・大人・シニア向け

主演：横山幸汰, 宮崎美子, 大杉漣
/ 88分 / コミュニティ・アド

埼玉県志木市出身の作家・故永倉萬治氏が失語症
を乗り越えながら、夫婦力をあわせて綴った小説を映画
化した感動物語!

古き良き日の昭和の風景を鮮やかに描いた―“私達の
町の映画”―少年時代の主人公役に横山幸汰を抜
擢!ほか宮崎美子、大杉漣が脇を固める。

武蔵野Ｓ町物語

■学生・大人・シニア向け

主演：中井貴一, 鈴木京香, 北村一輝, 温水洋一,岸
部一徳, 佐藤浩市, 朝丘雪路, 西岡徳馬, 

勝野洋, 高知東生, 竹脇無我, 長門裕之, 

大友康平, 高岡早紀, 木村佳乃, 竹内力など

恋、義理、人情、そしてチャンバラ!泣ける泣かせる!!超
豪華キャストが共演の超大型・痛快娯楽時代劇。
津川雅彦ことマキノ雅彦監督が手掛けた痛快娯楽
時代劇。祝言を挙げたばかりの妻を置き、駆け出し
博徒の次郎長は渡世修行の旅に出るが…。

次郎長三国志

■学生・大人・シニア向け

100分 / ﾊﾞﾝﾀﾞｲ

主演：秋吉久美子 橋爪功
108分 / アルバトロス

認知症介護という厳しい現実に、離れ
ばなれになってゆく家族の心。しかし再び
生きる歓びをもたらしたものは、 “アルゼン
チンタンゴのステップ”（タンゴセラピー）だった…

実話を基に“認知症介護”の描いた感動の
ヒューマン・ドラマ！

「わたし」の人生 我が命のタンゴ

■大人・シニア向け

オモシロい!! おすすめ作品など

主演：阿部サダヲ, 永山絢斗, 貫地谷しほり, 

佐々木希, ピエール瀧 / 115分 / ｷﾝｸﾞﾚｺｰﾄﾞ

「現代版ロビンソン・クルーソー」とも評された
椎名誠の同名小説を映画化!!

リストラと離婚を機に、南の果ての小さい島に
やって来た佐々木は、そこで4人組のキャンプ
生活者と出会い有頂天に。だが翌日、彼の
持ち物一切合財と共に4人は姿を消し…

ぱいかじ南海作戦

■学生・大人向け



主演：藤原竜也, 山田孝之,石原さとみ
/ 111分 / ﾜｰﾅｰ

ひと目見るだけで《すべての人間を思い通りに
操れる男》と、《唯一操れない男》―
対立する能力を持って生まれたふたりが生死
を懸けた壮絶な戦いを繰り広げる、新時代の
サスペンス・アクションエンタテイﾝメント超大作!!

MONSTERZ モンスターズ

■学生・大人・シニア向け

るろうに剣心 101分

るろうに剣心 京都大火編 139分

るろうに剣心 伝説の最後編 135分

■学生・大人向け

主演：佐藤健, 武井咲, 江口洋介, 

藤原竜也, 福山雅治, 神木隆之介, ほか

ﾜｰﾅｰ

明治時代を舞台に、“不殺（ころさず）”の誓いを立て
流浪の旅を続ける、幕末に名を馳せた暗殺者“人斬り
抜刀斎”こと緋村剣心の更なる戦いを描く!!
実写化映画の成功例!!!3部作として迫力のアクション
満載で描くエンタテイメント時代劇!!!

四国の女子高生が書道で町おこし!? 

日本中が涙した<実話>完全映画化!

少女たちのキュートでエネルギッシュな思いが、
日本を元気にする!

友情と心の成長を、瑞々しいタッチで綴った
青春感動ストーリー!

書道ガールズ!! わたしたちの甲子園

■学生・大人・シニア向け

主演：成海璃子, 山下リオ, 高畑充希, 

小島藤子, 桜庭ななみ / 120分 / ﾜｰﾅｰ

西田敏行ハリウッドデビュー作!!!

ドンブリの底に!?見ろ!これが日本のラーメン
と人生の極意≪スピリット≫
日本を見つめなおすことが出来るボーダー
レスなハートウォーミングドラマ。

ラーメンガール

■学生・大人・シニア向け

主演：西田敏行, 余貴美子,

ブリタニー・マーフィー,

102分 / ﾜｰﾅｰ

お前なんかN.Y.（にぎってやる）!!
『20世紀少年』の堤幸彦監督が、13年ぶり映画
単独初出演作の堂本光一を主演に迎えて贈る
超アクションコメディ!!!

N.Y.の地に降り立った米寿司（まいず つかさ）が目に
した、日本のスシとはかけ離れた異国の“SUSHI”との
スシ対決!!!

銀幕版スシ王子! ニューヨークへ行く!

■学生・大人・シニア向け

114分 /

ﾜｰﾅｰ
主演：堂本光一, 中丸雄一(KAT-TUN), 

釈由美子, 石原さとみ,伊原剛志, 北大路欣也

■学生・大人・シニア向け

死神がいつもと違う“判定”をした時から、
時を超えて運命の輪が動き始める― 

金城武６年ぶりの邦画主演作品!!

若い世代を中心に絶大な支持を集める
“ 伊坂幸太郎”小説を待望映画化!

Sweet Rain 死神の精度
主演：金城武, 小西真奈美, 富司純子, 

光石研 / 114分 / WB

その女、座頭市―。日本が誇る名豪快
俳優・勝新太郎の代表作『座頭市』を、
若手人気No.1女優・綾瀬はるか主演で
描いた痛快アクション時代劇!

盲目の女旅芸人・市が容赦なくチンピラ
浪人たちを切り捨てていく!

ICHI ― 市 ―

■学生・大人・シニア向け

主演：綾瀬はるか, 大沢たかお, 中村獅童, 

窪塚洋介, 柄本明,竹内力,杉本哲太

120分 / ﾜｰﾅｰ

宮沢賢治原作、愛と勇気の長編ファンタジー!!

ボクにも、できることがきっとある―魂に響く励ましの
言葉が、美しく幻想的な映像で甦る! 今こそ、この
物語を世界中に届けたい――

「守りたいひとがいる。だから僕は行く。」

美しいイーハトーヴの森を舞台に主人公の強き想
いが奇跡を起す。

グスコーブドリの伝記

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

声：小栗旬, 忽那汐里, 佐々木蔵之助

131分 / ﾜｰﾅｰ

主演： 渡辺謙, 佐藤浩市, 柄本明,

柳楽優弥, 忽那汐里
伝説の「人斬り」が、再び刀を抜き放つ―!!!

クリントイーストウッドの傑作西部劇を、舞台を開
拓時代の北海道に移して日本最高スタッフ&キャ
ストがリメイクした魂震える感動ドラマ!!!

かつては悪名を轟かせながらも一度は刀を封印し
た男が昔の仲間との再会をきっかけに辿る
悲壮な運命を描く。

許されざる者

■学生・大人・シニア向け

135分 / ﾜｰﾅｰ

シリーズ累計670万部の大ベストセラー小説
「佐賀のがばいばあちゃん」を、島田洋七
みずから監督を手掛けた作品。
時代は昭和33年。父を亡くし、母とふたり
暮らしをしている少年・昭広は、小学校1年
生の時、佐賀にある祖母の家に預けられる
ことになり…。

島田洋七の

佐賀のがばいばあちゃん

■大人・シニア向け

主演： 香山美子, 高島礼子

113分 / 

ﾜｰﾅｰ

主演：玉木宏, 高梨臨, 木村文乃, 本田翼,

東出昌大, 倍賞千恵子, 小林稔侍
/ 106分 / ﾜｰﾅｰ

クリスマス直前の東京駅周辺を舞台に、年齢も
境遇もバラバラな幸せを願う男女10人が織り
成す6つのストーリーが交錯する、最高にロマン
ティックな東京駅発のヒューマンホットﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ!

その日、あなたのもとにも、あたたかなひとつ
の奇跡が舞い降りる…

すべては君に逢えたから

■学生・大人・シニア向け

声：深田恭子, 武田鉄矢, 小池徹平, 

大泉洋, 宮迫博之

ちいちゃな妖怪、泣きむし豆富小僧の大冒険!

妖怪なのに 人を怖がらせることができない ―

でも、キミにしかできないことがきっとある!

人間と妖怪が共存していた江戸時代から現代
日本にタイムスリップしてしまった、泣き虫妖怪・
豆腐小僧の冒険を描く!豪華俳優人の声優
にも乞うご期待!

豆富小僧

■ファミリー向け

86分 / ﾜｰﾅｰ

人気・話題作満載!!  ワーナー作品



北野監督が、3つの物語を交錯させながら繰り広げ、
そこから男と女のあてどもない愛の悲しみが如実に
浮かびあがってくる愛の映画。美しい日本の四季を
背景に織り混ぜ、実に幻想的で色鮮やかに美しい
作品!! ファッション世界のカリスマ山本耀司による
斬新な衣裳デザインもすこぶる効果的。
北野映画の新機軸とも言える秀作である。

ドールズ

■学生・大人・シニア向け

主演：ビートたけし, 岸本加世子, 大杉漣,

寺島進, 白竜
第54回ベネチア国際映画祭金獅子賞を獲得!!
世界中の注目を浴びた北野監督98年の7作目。
叙情的な描写で挑む“静と動”の見事な対比を通し、
北野監督の死生観を浮き彫りにした、北野監督の映
像スタイルである「キタノ・ブルー」が鮮烈に目に
焼きつく静かな傑作映画である!! 

HANA-BI

■学生・大人・シニア向け

豪華キャストで贈るウルトラ・バラエティ・ムービー!
小津風人情劇×昭和30年代×ホラー×ラブ・
ストーリー×時代劇×SF・・・!?
“映画を愛する全人類に捧ぐ”と銘打つ本作は
監督の映画に対する愛が炸裂!!!
あらゆるジャンルに挑戦したアクションとVFX満載の
ウルトラバラエティムービー!!!

監督・ばんざい!

主演： ビートたけし, 江守徹, 岸本加世子, 鈴木
杏, 内田有紀

爆笑特撮パニック怪獣コメディ･ムービー!!

洞爺湖サミットのため主要8ヵ国の首脳陣が
一堂に会す中、宇宙から大怪獣・ギララが
現れる。取材に訪れていた記者・すみれは、
伝説の守り神"タケ魔人"に助けを求めるが…

ギララの逆襲 洞爺湖サミット危機一発

■学生・大人・シニア向け

出演：加藤夏希 ビートたけし / 97分 / 松竹

主演：臼田あさ美, 三浦貴大, 高橋洋
119分 / ｵﾌｨｽ北野

震災後の茨城県日立市を舞台に、理不尽な
運命に翻弄される男女の物語――

―桜の花は、迷いの花―

結婚したばかりの栞は、町工場で働く夫・研次を
事故で亡くしてしまう。事故を起こした若い工員・
工は謝罪しようとするが、栞はそれを受け入れ
られず…やがて二人は…

■学生・大人・シニア向け

桜並木の満開の下に

■学生・大人・シニア向け

東京下町情緒溢れる浅草界隈に祖母と暮らす小学3

年生の正男は、夏休みを利用して親に会いに行こうとす
る。 それを心配した近所のおばさんは、無職の旦那・
菊次郎に一緒に付いて行くよう命令し…。
母を探す少年と中年男との、ひと夏の旅を描いた、
クスッと笑い、ホロッと泣ける、北野武監督初の
笑いあり涙ありの心温まるロードムービー!!

監督・脚本・編集：北野武 / 音楽：久石譲
出演：ビートたけし,岸本加代子,関口雄介

121分 / オフィス北野菊次郎の夏

■学生・大人向け

一生に一度、こんな夏がくる…

しゃべれない聾唖の二人。ふとしたきっかけでサー
フィンをやり始めた青年とその恋人。声をかけ合う
こともない二人の、けれどそっと心を寄り添わす…

それは私達が忘れてた何かを映し出し、純粋に
鮮烈に胸に灼きつく。時にユーモラスに淡々と切なく、
いつしかこの静かな物語は、私達を爽やかな感動と
忘れられない余韻に包み込む…

監督･企画･脚本･編集：北野武 / 

主演：真木蔵人, 大島弘子, 寺西進

101分 / 

オフィス北野

あの夏、いちばん静かな海

主演：平岡祐太, 三浦貴大, 

倉科カナ, 中尾明慶, 池内博之/ 杉本哲太
107分 / ｵﾌｨｽ北野

日本映画史上に輝く青春映画の金字塔
『キッズ・リターン』の正統なる続編!

シンジはボクシング、マサルはヤクザの道を選び、別々の
世界で頂点を目指すが、越えられない壁にぶつかり、う
だつの上がらない毎日を過ごしていた。
高校を卒業して10年、ふたりは偶然再会し…

キッズ･リターン 再会の時

■学生・大人向け

スキ、だけど。スキ、だから。
“好きなことを追い求める大切さ・支えてくれる
人の存在”を描いた、愛と幸福の物語!!
本編に出てくる全ての絵画を手がけ、改めて、
北野武監督の様々な人間力を感じる!!
夢を追いかける夫婦の物語!!

アキレスと亀

■学生・大人・シニア向け

主演：ビートたけし, 樋口可南子, 柳憂怜,

麻生久美子

監督・脚本・編集:北野武 / 挿入画:北野武

131分 /北野

118分 /北野

監督・脚本・編集:北野武 / 挿入画:北野武
音楽：久石譲 主演：菅野美穂, 西島秀俊, 三橋達也,

松原智恵子, 深田恭子,大杉漣, 岸本加世子

118分 /北野

監督・脚本・編集:北野武 / 音楽：久石譲

監督・脚本・編集：北野武 / 音楽：久石譲
出演：金子賢,安藤政信, 石橋凌, 寺西進

勝手気ままに生きてる高校生のマサルとシンジ、ボクシ
ングをきっかけに、初めて自分の意思で道を選びはじめ
る。やがてマサルはヤクザとなり、シンジはプロのボクサー
を目指すが･･･。
マサルとシンジ、彼らを取りまく人々を通して、北野武
は「自由」の意味を問いかける。
物語のラストに全てが集約される!!! 日本映画を 代
表する名作です!!

キッズ・リターン

■学生・大人向け

108分 / ｵﾌｨｽ北野

120%の爽快感でぶった斬る!もはや、敵なし!!!―まだ
斬ってないヤツがいる!! 闇に光る朱塗りの杖。一瞬
の静けさの後、立っているのは、その盲目の男のみ。
金髪頭という一風変わった出立ち。勝新太郎版を
さほど彷彿させず、むしろコントもあれば歌も踊りも
あるという往年の娯楽時代劇を凌ぐ、現代のアクショ
ン・エンタテインメント痛快時代劇!!!

座頭市

■学生・大人・シニア向け

主演：ビートたけし, 浅野忠信, 大楠道代,

夏川結衣, ガダルカナル・タカ

120分 /北野

監督・脚本・編集:北野武

■学生・大人・シニア向け

117分 /北野

監督・脚本・編集:北野武

いつも笑わせていたけれど、ホントは泣いていたんだぜ!!
監督･世界のキタノの原点ともいえる作品!!
売れっ子コメディアンの五十嵐洋は、妻に逃げられ
息子と暮らす。多忙のため息子の世話をマネージャー
に任せきり。しかし、ある時息子が病気で余命わずか
だということを知り…。
オーストラリアロケを敢行。美しい風景が感動のクライ
マックスを盛り上げる。

哀しい気分でジョーク

■学生・大人・シニア向け

主演：ビートたけし, 中井貴惠, うつみ宮土理,

菅井きん, 原田大二郎

108分 / 松竹

世界の北野武監督作品など



主演：小日向文世, ちはる, 佐藤二朗

大ヒット「幼獣マメシバ」「ねこタクシー」などに続く
幸せの動物映画がまた登場!!

単身赴任から戻った犬嫌いの夫・犬飼保が1年
ぶりに家に帰ると、主の席に座していた白い

子犬。それは、子供たちが「お父さんに似ている
から」との理由で迎えた新しい家族だった…と犬と
の闘いを描くハートウォーミングドラマ!!

映画版 犬飼さんちの犬

■学生・大人・シニア向け

92分 / 

AMG

主演： 塚地武雅 大政絢 107分 /AMG

ドランクドラゴンの塚地武雅が単独初主演を
果たした心温まる人間ドラマ。縁起をかついで
ばかりの不器用な主人公が、大嫌いだった幼
い黒猫との出会いを通して人生に開眼する姿
を優しく描き出す。

くろねこルーシー

■学生・大人向け

マメシバ一郎

アラフォーニートと豆柴犬の凸凹迷コンビが珍
道中を繰り広げる奮闘を描いた「幼獣マメシ
バ」の続編！引きこもり生活を満喫していた
主人公が社会人として「心の脱皮」を目指す
姿を描く。

■学生・大人向け

主演：佐藤二朗 臼田あさ美/58分 /AMG

じんわり親子で犬の温もりを感じる映画がまたま
た誕生！ある日、平和な町の交番に運び込ま
れたのはゴールデンレトリバーの赤ちゃん。しかし、
法律的に交番で犬は預かれない。自称犬好き
新米おまわりさんは自宅で飼おうと思いつくが….

犬のおまわりさん

■学生・大人向け

主演：中尾明慶 中村ゆり /68分 /AMG

主演はお笑い芸人・カンニング竹山が熱演！タ
クシー運転手の元教師、間瀬垣勤40歳。妻や
娘に頭が上がらず、売上も上がらない。そんな
彼の前に一匹の野良猫が現れ…癒しのネコ映
画決定版。

映画版 ねこタクシー

■学生・大人向け

主演：カンニング竹山 /106分 /AMG

日本中の老若男女が子ネコの姿にｸｽっと笑
い、ﾎﾛっと泣けるハートウォーミングムービーで
す！大杉 漣演じる一流企業の中年堅物サ
ラリーマン・鬼塚が公園で拾った
生後2ヵ月の子猫を育てる為に孤軍奮闘する
姿を描く。

劇場版 ネコナデ

■学生・大人向け

主演：大杉漣 鶴見辰吾 /85分 /AMG

定年退職した鉄道員を主人公に、猫との触
れ合いを通して自分の人生を見つめ直してい
くハートウォーミングドラマ。根本勲、60歳。そ
んな彼の家に毎日違う猫がやってくるが…。

映画版 ねこばん

■学生・大人向け

主演：伊武雅刀 りりィ /65分 /AMG

生後2ヶ月の柴犬マメシバの一郎と中年ニー
トの二郎。これまでにない犬物語の凸凹コン
ビが贈るハートフル珍道中！実家でぬくぬくと
暮らしていた二郎。ところが父が突然他界し、
続いて母が家出してしまい…。そんなとき二
郎は一匹の子犬にであった。

幼獣マメシバ

■学生・大人向け

主演：佐藤二朗 安達祐実/106分 /AMG

犬の言葉が理解できるようになった青年・直喜
と、フレンチブルドッグとの不思議な友情を描い
たハートフルコメディ。 遠藤憲一が関西弁でイヌ
声を担当。内気でさえない青年・直喜は、父親
から強引に押付けられ、仕方なくフレンチブル
ドッグを預かることになるが…。

イヌゴエ

■学生・大人向け

主演：山本浩司 村上淳/100分 /AMG

青年と喋るイヌとの不思議な友情を描いた
ドッグファンタジー。彼女の涼子に愛想を尽か
された凌は、なぜかペットショップから涼子の
声が聞こえてくるのに気づく。その声の主は、
なんとフレンチブルドッグだった!

イヌゴエ 幸せの肉球

■学生・大人向け

主演：阿部力 中村麻美 /93分 /AMG

劇場版猫侍

つぶらな瞳が、“武士魂"を一刀両断! ?
コワモテの剣豪とツンデレ白猫が織りなす、
笑いと涙の動物癒し幕末喜劇!!!
かつて百人斬りと恐れられながら、今では
浪人になり果てていた男に、敵対一家の
親分が飼っている猫の暗殺依頼が舞い込む。

■学生・大人・シニア向け

主演：北村一輝, 蓮佛美沙子, 浅利陽介,

戸次重幸, 温水洋一

100分 / AMG

こころリラックス!! いやしの動物系作品など

生後2ヶ月の柴犬マメシバの一郎と中年ニー
トの二郎。これまでにない犬物語の凸凹コン
ビが贈るハートフル珍道中！実家でぬくぬくと
暮らしていた二郎。ところが父が突然他界し、
続いて母が家出してしまい…。そんなとき二
郎は一匹の子犬にであった。

映画版 幼獣マメシバ 望郷篇

■学生・大人・シニア向け

主演：佐藤二朗, 高橋洋, 竹富聖花, 

菅原大吉, 盛岡冷麺 / 96分 / AMG 


