
2015年12月現在

★バスDVD人気ランキング♪TOP30!!!

No, タイトル ストーリー キャストなど 備考

1 ルパン三世

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。

出演：小栗旬, 玉山鉄二, 綾野剛,

　黒木メイサ, 浅野忠信/

133分 / エイベックス

■学生・大人・シニア向
け

2 超高速! 参勤交代

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。

出演：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）/

102分 / 松竹

■学生・大人・シニア向
け

3 ジャッジ!

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!!!

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…。

出演：妻夫木聡, 北川景子, 

　リリー・フランキー, 鈴木京香, 

　豊川悦司　/

105分 / 松竹

■学生・大人・シニア向け

4 メアリーと秘密の王国

『アナ雪』だけじゃない―20世紀FOX傘下のCGアニメーションスタジオ、ブルースカ
イ・スタジオと『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…。ブルースカイ・スタジオのアニメーショ
ンには、海や森といった臨場感あふれる自然の描写に定評があり、飛んでいる鳥の
羽の動きなど細かい描写の美しさは格別。アニメーションならではの鮮やかな色づ
かい、戦いのシーンではその迫力に圧巻されるに違いない。主題歌は世界のディー
バ、ビヨンセが担当し、美しい映像と物語をより一層盛り上げている。
◆文部科学省選定作品　◆全国こども会連合会推奨作品

声：高垣彩陽, 小野大輔,

　小山力也, 本田貴子 /

103分 / 20世紀FOX

■ファミリー向け
（キッズ～大人まで）

5 福福荘の福ちゃん

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…。

出演：大島美幸, 水川あさみ, 
　荒川良々 /

111分 / クロックワークス

■学生・大人・シニア向け



No, タイトル ストーリー キャストなど 備考

6 カラスの親指

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!!!

出演：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 /

160分 / 20世紀FOX

■学生・大人・シニア向け

7

リトル・フォレスト 夏／秋

※春夏秋冬4部作の
「冬／春」完結編も
でました。

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日本の四季に合わ
せ春夏秋冬4部作の「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。 同じく「あまちゃん」での共演で、こちらも若手実力派の松岡茉
優など。
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。

出演：橋本愛, 三浦貴大, 

　松岡茉優  /

112分 / 松竹

　　　　　　　　　　「冬／春」完結編

■学生・大人・シニア向け

8 武士の献立

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!! 

出演：上戸彩, 高良健吾, 

　西田敏行, 余貴美子 /

121分 / 松竹

■学生・大人・シニア向け

9

忍たま 乱太郎
　第17シリーズ

※現在、第17シリーズ
在庫終了につき、新たな
忍たま作品のご提供に
なります。詳しくは、別紙
アニメ・ラインナップを
ご覧下さい。

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!!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「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!!

出演： /

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） / 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。

■ファミリー・大人向け、
女性にも人気
※お好きな巻をお選び下
さい。全7巻セット割にて
ご提供!各巻から複数巻
割引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。

10
マダガスカル シリーズ
1～3

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!!!

声：玉木宏, 柳沢慎吾,

　高島礼子, 岡田義徳, おぎやはぎ
 /　1・86分 / 2・89分 / 3・93分 /

20世紀FOX

■ファミリー向け
（キッズ～大人まで）



No, タイトル ストーリー キャストなど 備考

11 ぼくたちの家族

『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。

出演：妻夫木聡, 池松壮亮, 
　原田美枝子, 長塚京三
 /　117分 / マグネタイズ

■学生・大人・シニア向け

12 ウィングス

大空に羽ばたく飛行機たちを主人公にしたファミリーアニメーション!!

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。

声：三宅健太, 花輪英司
 / 87分 / クロックワークス

■ファミリー向け
（キッズ～大人まで）

13 幸福の黄色いハンカチ

日本映画史に燦然と輝く不朽の名作!!

刑期を終えた男が妻のもとへと向かう我らが“健さん”主演のロードムービー。
古き良き時代―人生の男女の機微が沁みてくる…ささやかだけど平凡だけど幸せと
想える、それがどれだけ人の生きるという事に大切か…いぶし銀に涙…

失恋のショックで仕事を辞め退職金で新車を購入。北海道へ旅に出た欣也は、同じ
く失恋で傷付いた朱美を引っかけた。 それから、炭鉱夫を名乗る中年男・勇作と知り
合い、3人で旅することになるが…

出演：高倉健, 倍賞千恵子,

　武田鉄矢, 桃井かおり, 渥美清
 / 監督：山田洋次 /

108分 / 松竹

■学生・大人・シニア向け

14
ヒックとドラゴン
ヒックとドラゴン２

親子の絆、友情、そして未来を切り開く勇気とパワー!!

そのキャラクターの可愛さやストーリーの素晴らしさ等が支持され、SNSの口コミや
レビューサイトでの高評価によってじわじわとファンを増やし続け、アニメファンだけ
でなく映画ファンからも高く評価されている、子供も大人も楽しめる、感動のファンタ
ジー超大作!!!

続編「ヒックとドラゴン2」も2015.7.3リリース!!アニー賞とゴールデングローブ賞を受

賞、2015アカデミー賞ノミネートされた。
パート１：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!!

パート２：人間とドラゴンが共存する平和なバーク島。人間のヒックは、ドラゴンの
トゥースに乗ってまだ地図に載っていない場所を探検に行く。遠くに見慣れない島を
彼らは見つけるが…

声：田谷 隼, 寿 美菜子,

　南部雅一  /

パート１：98分 / パート２：102分 /

20世紀FOX

　　　　　　　　　　　ヒックとドラゴン２

■ファミリー向け
（キッズ～大人まで）

15

ナイトミュージアム
 1、2、
　3：エジプト王の秘密

ＮＹの国立自然史博物館を舞台に、新任の夜警となった主人公の
目の前で、展示物が次々と動き出し!?大騒動を繰り広げる
大ヒット・ファンタジー・コメディ!!

親子の情愛や仲間の大切さも学べます。
シリーズ・パート1,2をどうぞ!!!

最新パート3：『ナイト ミュージアム／エジプト王の秘密』

好評受付中です!!!

出演：ベン・スティラー.ロビン・ウィリ
アムズ　※日本語吹替あり /

1・109分 / 2・105分 / パート３・97

分 /

20世紀FOX

■ファミリー向け
（キッズ～大人まで）



No, タイトル ストーリー キャストなど 備考

16
男はつらいよ
シリーズ　全49作

国民的人気シリーズ!　27年間48作にわたって日本国民から愛されてきた“寅さん”

は永遠に不滅です！
【男はつらいよ】シリーズ!全49作品!!どうぞお選び下さい!!!

昭和44年8月に「寅さん旋風」を巻き起こし以後シリーズ化。
国民的な人気者として数知れないファンを今もなお魅了し続ける“寅さん” 。古き良き
日本の人情思いやりなど、また、各作品で舞台となる各地の美しい風景も一緒にご
堪能下さい!!!

♪おすすめ作：1、7、11、15,16、20、25、32、39、特別篇

出演：渥美清, 倍賞千恵子,

　前田吟 / マドンナたち
※各巻内容、分数などはお問合せ
下さい。/　松竹

■学生・大人・シニア向け

17 雪の女王

『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!!

仲良し兄妹のカイとゲルダ。しかしある日、氷の心を持った雪の女王がふたりの両親
を冷たい風で吹き飛ばし、どこかへ消してしまう。さらにカイまでも雪の女王に連れ去
られ、ゲルダはひとりぼっちになってしまうが…

※『アナと雪の女王』は本作との関連はございません。

声：浅野真澄, 藤本喜久子,

　たなか久美 /

94分 / クロックワークス

■ファミリー向け
（キッズ～大人まで）

18

マリンアドベンチャー
せんすいかんウーリー!

1～3巻

ユネスコが啓発キャラに認定した良質なファミリー向けアニメ推奨作品。
眩いほどに美しい水と光の繊細なＣＧ！
各エピソードに盛り込まれた海洋環境と生態系に関する豊富なテーマは、子供たち
の自然に対する好奇心を醸成し、環境保護の大切さを学ばせるのに最適！
愛らしいキャラクターと健全な教育的テーマで老若男女に受け入れられ、世界50カ
国、累計視聴者数３億5000万人に達する世界的なヒット番組。

出演：※日本語吹替えあり /

1、2・108分（12分×９話） /

3・96分（12分×8話）/ TM

■ファミリー向け
（キッズ～大人まで）

19

ふるさと再生
　日本の昔ばなし
全17巻

こどもたちの未来のために、今こそ新たに伝えたい、私たち日本の昔ばなし!!

日本各地ふるさとの地域に根づいた民話や神話、伝説、落語などのお話を子供から
大人まで広く楽しめるお話としてアニメ化!!

１話づつ日本アニメ界を支える作家がそれぞれ担当して描いてゆきます。そして、１
話、１話に、地域とアニメ作家の個性が吹きこまれます。
語り手2名の俳優・柄本明、女優・松金よね子が各話ごとに老若男女、様々な配役を
担当します。そして、オープニング、エンディングのテーマを共に歌うのは、マルチな
才能を発揮している“しょこたん”こと中川翔子が担当!!

出演：（声）柄本明、松金よね子 /

各巻：全9話・約70分（※⑰のみ6話・
約46分） / NC

■ファミリー向け
（キッズ～大人まで）
各巻から複数巻割引の
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。

20 LIFE! / ﾗｲﾌ

人生を変える壮大な旅が始まる! 感動のヒューマン・アドベンチャー!!

廃刊が決定したライフ誌を手掛ける平凡で臆病なウォルターは、最終号を飾る写真
のネガがないことに気付きカメラマンを探す旅に出る…!!!

主演：ベン・スティラー
〔日本語吹替：岡村隆史（ﾅｲﾝﾃｨﾅｲ
ﾝ）〕
 / 115分 / 20世紀FOX

■学生・大人・シニア向け



No, タイトル ストーリー キャストなど 備考

21
釣りバカ日誌
シリーズ　全22作

国民的人気シリーズ!　ご存知!!ハマちゃん＆スーさんコンビが繰り広げる、ドタバタ
愉快なハートフルドラマ!!!ハマちゃん＆スーさんは永遠に不滅です！
【釣りバカ日誌】シリーズ!全22作品!!どうぞお選び下さい!!!

1988年にスタート以来、西田敏行と三國連太郎扮するハマちゃん＆スーさんコンビ
が繰り広げる愉快なハートフル・ストーリーを描き続けてきた国民的人気シリーズ!!!

♪おすすめ作：1、4、5、11、14、17、19、20、スペシャル

出演：西田敏行, 三國連太郎 /

※各巻内容、分数などはお問合せ
下さい。/松竹

■学生・大人・シニア向け

22 舟を編む

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】人たちの感動エンタテインメント!!!

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。

出演：松田龍平, 宮崎あおい, 

　オダギリジョー /

133分 / 松竹

■学生・大人・シニア向け

23 ピノキオ

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…

声：※日本語吹替えあり /

96分 / MS

■ファミリー向け
（キッズ～大人まで）

24 はやぶさ／HAYABUSA

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!!!

小惑星からサンプルを採取して持ち帰るというミッションに挑んだ宇宙科学研究所の
職員たちの奮闘を綴る。

出演：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

■学生・大人・シニア向け

25 ひまわりと子犬の７日間

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。

出演：堺雅人, 中谷美紀,

　吉行和子, でんでん, 
　若林正恭(オードリー)  /

117分 / 松竹

■学生・大人・シニア向け



No, タイトル ストーリー キャストなど 備考

26 くじけないで

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。

出演：主演：八千草薫, 武田鉄矢, 

　伊藤蘭, 檀れい, 芦田愛菜
 / 128分 / 松竹

■学生・大人・シニア向け

27 映画版 犬飼さんちの犬

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!!

出演：小日向文世, ちはる,

　佐藤二朗 /

92分 / AMG

■学生・大人・シニア向け

28 テルマエ･ロマエ

ひとっ風呂、タイムスリップしませんか。
主演の阿部寛ほか、日本屈指の顔の濃ぃ～い俳優陣が集結共演!!!

古代ローマと現代日本の“風呂”をめぐる冒険を描いた、阿部ちゃんだからこそ成し得
る風貌・表情・セリフのトーンと申し分のない魅力全開!!笑いと湯気のファンタジックコ
メディだっ!!!!!

出演：阿部寛, 上戸彩,

　北村一輝, 竹内力,

　宍戸開,市村正親 /

108分 / 東宝

■学生・大人・シニア向け

29 アフタースクール

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。

出演： 大泉洋, 佐々木蔵之介,

　堺雅人/

102分 / メディアファクトリー

■学生・大人・シニア向け

30 最強のふたり

笑いと涙が止まらない。映画史を塗り替えた驚異の大ヒット感動実話。 ありえない出
会い、やがて二人は最強の友に。人生に起こる最高の奇跡とは…
首から下が麻痺した大富豪とスラムの黒人青年の友情を描いたヒューマンコメディ。
車椅子生活を送る大富豪のフィリップは、その気もないのに介護者面接にやって来
た場違いな黒人青年・ドリスを採用するのだが…。

出演： フランソワ・クリュゼ, 
　オマール・シー
※日本語吹替あり /

83分 / TKW

■学生・大人・シニア向け

●赤マル急上昇タイトル!!!

○
★

龍三と七人の子分たち
★イチオシ作品!!!

バイオレンスなし！！北野武が贈る、元ヤクザの老人たちが愚連隊の若者たちと騒
動を巻き起こす、世代を超えて楽しめるジジイ大暴れドタバタ任侠コメディ・エンタテ
インメント! 金無し、先無し、怖いモノなし!俺たちに明日なんかいらない!!
“鬼の龍三"と畏怖された70歳の元ヤクザ・高橋龍三。オレオレ詐欺に引っ掛かった
ことを機に、彼は昔の仲間と共に元暴走族の京浜連合を成敗しようと立ち上がるが
…

出演： 藤竜也, 近藤正臣, 
　中尾彬, 品川徹, 樋浦勉,

　小野寺 昭, 安田 顕, 下條アトム,

　勝村政信 /

　萬田久子 / ビートたけし /

監督・脚本・編集: 北野武 /

116分 / オフィス北野

■学生・大人・シニア向け

○
★

雪の女王

誰もが見たかった!!あのアンデルセン童話の不朽の名作ファンタジー「雪の女王」を
待望の実写映画化!!
誰も知らなかった“雪の女王”の真実の物語!!!
ある雪の日、ソリ遊びをしていたカイは突然、雪の女王に連れ去られてしまう。カイを
捜しに出掛けた幼馴染みのゲルダは、数々の困難を乗り越え雪の女王の宮殿にた
どり着くが…

出演： 主演： フローラ・シーマン, 
　クリスト・フェルキック,/

※日本語吹替あり /

98分 / ミッドシップ

■ファミリー・学生・大人・
シニア向け


