
マシンガン･プリーチャー

■学生・大人・シニア向け

出演：ジェラルド・バトラー / 

※日本語吹替あり / 129分 / ｴｲﾍﾞｯｸｽ

アフリカの内戦地域で子供の命を守る
活動をする元麻薬密売人のアメリカ人
牧師の壮絶な人生を描く衝撃の《実話》
を基にしたヒューマン・リアルドラマ!!

本編エンドロール最後の衝撃的なリアルを
見逃すな!!! ※アクション映画ではありません。

LIFE! / ﾗｲﾌ

■学生・大人・シニア向け

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）〕

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…!!!

115分 / 20世紀FOX

余命90分の男

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

出演： ロビン・ウィリアムス, ミラ・クニス,

※日本語吹替あり

2014年に急逝した名優ロビン・ウィリアムズ最後の主
演作。余命が90分しかないと宣告された嫌われ者の
男が、人生を取り戻すべく奔走するを描いたハートフル
コメディ。
常に不機嫌で怒ってばかりいるため周囲から嫌われて
いる中年男性ヘンリー。病院で重い病気を宣告されて
怒りまくるヘンリーにうんざりした女性医師シャロンは、
余命があと90分しかないと出まかせを言ってしまい･･･

84分 / ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ

新作・オススメ!!! おもしろい!  映画の醍醐味を感じる洋画作品

幸せへのキセキ

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

主演：マット・デイモン
日本語吹替：東山紀之,佐古真弓
男は、困難な動物園の再建に奮闘するとともに、
最愛の妻を亡くした悲しみを乗り越えて、子ども
たちとの絆を取り戻していく―実話に基づく勇気と
希望と感動のヒューマン・ドラマ。
この動物園で、再び歩き出す―

本作で初の実写吹替（マット・デイモン）に挑戦の
東山紀之にも注目!

124分 / 

20世紀FOX

ライフ ONE LIFE いのちをつなぐ物語

自然界のドラマ性に着目した斬新なアプローチ!

ネイチャードキュメンタリー界の革命だ!!

動物と同じ目線で描く驚きの世界!

90分間、あなたは動物になる!!!

「見て驚くから、五感で感じる映像へ」
この映画体感は見る側の意識をも進化させる
力を秘めている…

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

日本版ﾅﾚｰｼｮﾝ：松本幸四郎 / 松たか子
主題歌：Mr.Children 「蘇生」 / 88分 / ｴｲﾍﾞｯｸｽ

最強のふたり
出演： フランソワ・クリュゼ, オマール・シー
※日本語吹替あり
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…。

113分 / GAGA

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

グランド・ブダペスト・ホテル

■学生・大人・シニア向け

主演： レイフ・ファインズ, トニー・レヴォロリ, マチュー・アマ
ルリック, エイドリアン・ブロディ, ウィレム・デフォー
〔日本語吹替あり〕

100分 / 

20世紀FOX

第87回アカデミー賞(R)最多4部門受賞!!

豪華スター競演で贈るミステリー・コメディ!

格式高いホテルに勤める伝説のコンシェルジュ、グスタブ・
Hが、マダムDの死と絵画をめぐる連続殺人事件の謎に、
秘密結社のネットワークを駆使して挑むが…

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

6才のボクが、大人になるまで。

主演パトリシア・アークエット, イーサン・ホーク
〔日本語吹替あり〕

165分 / 

UIP B.V.

すべての瞬間に、「大切」が宿ってる―

4人の俳優が12年間家族を演じた。その歳月から
生まれた、感動の物語。
オバマ大統領の2014年ベストワン・ムービー!

母と姉と共にヒューストンに引っ越して来た6歳の少年・
メイソン。人生の色々な経験をし、やがて夢を見つけた
彼は母の下から旅立つが…

雪の女王
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 / ﾐｯﾄﾞｼｯﾌﾟ

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…

■ファミリー・学生・大人・シニア向け■学生・大人・シニア向け

ターミネーター:新起動/ジェニシス

出演： アーノルド・シュワルツェネッガー, イ・ビョンホン
〔日本語吹替あり〕

126分 / 

UIP B.V.

デデ・デッデデ・デデ・デッデデ・チャララ~♪
シュワちゃんが12年ぶりにアイルビーバック!!!

最新最驚の敵の出現と、変化したタイムライン──

ケタ外れのスケールで放つ、予測不能の超重量級SF

アクション待望の新起動!!!シリーズ生みの親、ジェームズ・
キャメロンも大絶賛!!自我に目覚めた人工知能〈ジェニシ
ス〉が起動すれば人類は滅亡する。書き換えられた過去
を〈人類の未来〉を取り戻すためにT-800ターミネーター
が立ち上がる…

バードマン

■学生・大人・シニア向け

主演：マイケル・キートン, ザック・ガリフィアナキス,

エドワード・ノートン, ナオミ・ワッツ
〔日本語吹替あり〕

120分 / 20世紀FOX

全世界が熱狂！第87回アカデミー賞(R)で最多4冠!!

もういちど輝くために、もういちど愛されるために。
かつて一世を風靡した俳優の再生を描いた感動の
ヒューマン・ドラマ。
長いスランプの中にいるスーパーヒーロー映画の大スター・
リーガンは、再起を決意し…

あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）
ナイトミュージアム 1、2、エジプト王の秘密

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

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 / 3・98分 / 20世紀FOX

NYの国立自然博物館を舞台に、新任夜警の
主人公の目の前で展示物が次々に動き出し!?

大騒動を繰り広げるヒット・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、3をどうぞ!!!

新作!新作!

新作!



ウォーキング with ダイナソー

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

日本語吹替：木梨憲武（とんねるず）
ナレーション：鈴木福くん

『アバター』のスタジオが臨場感MAXで贈る、
感動の恐竜アドベンチャー!

時空を超えた冒険が始まる。
映画の言葉"今の君は小さいが、やがて必ず

ヒーローになる"

88分 / 20世紀FOX

J.J.エイブラムス〈監督・脚本･製作〉×
スティーブン・スピルバーグ〈製作〉が
創造した新たなる衝撃と感動の最高傑作!!

『未知との遭遇』や『E.T.』といった名作SF映画に
対するオマージュ・トリビュート的な作品!!

それは未知なる“何か”を見た少年たちの、想像を
絶する大冒険だった!!

少年の成長と親子の絆を描く感動のドラマ!!

SUPER ８ スｰパｰエイト
主演：ジョエル・コートニー, エル・ファニング /

112分 / UIP B.V. / ※日本語吹替あり

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

こころワクワクおどる!!! SF・ファンタジー・アドベンチャー作品など

世界的ベストセラーとなった、J・K・ローリング原作の
小説を映画化した大ヒット!ファンタジーアドベチャー!!!

闇の帝王ヴォルデモートとハリー・ポッターの一騎打ちの
行方を壮大なスケールで描き出す超大作!!!!!!!!
シリーズ全8作提供可能、お問合せ下さい。

ハリー･ポッター シリーズ全8作品

■ファミリー・学生・大人向け

主演： ダニエル・ラドクリフ, ほか
日本語吹替：小野賢章, 常磐祐貴, 須藤祐実

1～8作シリーズ平均上映数：147分 / ﾜｰﾅｰ

『アバター』以来、驚異の映像美―― 

映像化不可ｚ能と言われた世界的ベストセラー
小説を待望の映画化した、感動のアドベチャー!

なぜ少年は生きることが出来たのか!?

極限状態における“絶望”と“希望”、
そして“生きる”とは…。

出演：スラージ・シャルマ, イルファン・カーン / 

※日本語吹替あり / 127分 / 20世紀FOX

ライフ-オブ-パイ トラと漂流した227日

■学生・大人・シニア向け

主演：エイサ・バターフィールド,

クロエ・グレース・モレッツ, ジュード・ロウ
※日本語吹替あり

ヒューゴの不思議な発明

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

巨匠：マーティン・スコセッシ監督!アカデミー賞最多5部
門を受賞した感動の傑作アドベンチャー!!!

駅の時計台に隠れ住む少年・ヒューゴ。父が亡くなり独
りぼっちになった彼は、唯一の友達だった壊れた
ままの機械人形の秘密を探るうち、少女・イザベルと老
人・ジョルジュに出会う。

126分 / 

UIP B.V.

ＡＶＡＴＡＲ
主演：サム・ワーシントン,ゾーイ・サルダナ,

シガーニー・ウィーバー / ※日本語吹替あり

観るのではない。そこにいるのだ!!!

『タイタニック』のジェームズ・キャメロン監督が
贈る、誰も観た事がない、観た者全てを魅了
し未開の興奮の世界に引きずり込む、驚異の
CG映像による体感ＳＦアクション超超大作!!!

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

162分 / 

20世紀FOX

ガリバー旅行記

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

主演：ジャック・ブラック, ジェイソン・シーゲル,

エミリー・ブラント / ※日本語吹替あり

古典「ガリバー旅行記」を現代風に映画化
した傑作ファミリー・アドベンチャー・コメディ!!

小人の国へ異次元スリップしてしまった旅行
記者ガリバーを待ち受ける驚きの運命をコミ
カルに描く!!

85分 / 

20世紀FOX

主演：イライジャウッド, ほか
日本語吹替：浪川大輔, 有川博, 大塚芳忠

『指輪物語』の小説を完全映画化にした傑作ファン
タジーシリーズ!!!全3部作!!!
冥王サウロンが失ったのは世界を滅ぼす邪悪な指輪。
それを手にしたフロドが、指輪を破壊するために
「滅びの亀裂」と呼ばれる火口へと旅立つ冒険物語。
全3作ご提供可能。シリーズお問合せ下さい。

ロード・オブ・ザ・リング シリーズ 全3部作

1部・178分 /  2部・「二つの塔」179分 / 

3部・「王の帰還」201分 / 松竹

■ファミリー・学生・大人向け

主演：マーティン・フリーマン, ほか
日本語吹替：森川智之,羽佐間道夫

圧倒的な映像!リアルRPGゲームを彷彿とさせる魅力
の超大作ファンタジー・アドベンチャー3部作!
「ロード・オブ・ザ・リング」の60年前の中つ国を舞台に
恐るべきドラゴンに奪われたドワーフ王国を取り
戻す為、危険な勇敢な冒険へと旅立つ!
そして、世界を真っ二つにする最大の決戦へ壮大な
感動のラストを迎える!!!

ホビット 思いがけない冒険
竜に奪われた王国

決戦のゆくえ

■ファミリー・学生・大人向け

1部・170分 / 

2部・161分 /

3部・141分 /  

ﾜｰﾅｰ

クリスマスを取り戻せ! 
~リトル・ドラゴンとサンタの魔法の石~

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

主演：ベイリー・ジョンソン / ※日本語吹替あり

106分 / 

ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ

魔法の国とクリスマスを救うための冒険が
繰り広げられるファンタジックアドベンチャー!!!

エルフから“魔法の石"を託された孤児のエイ

デンは、サンタが深い眠りにつくという北の地を
目指し、サンタの息子・エリックとドラゴンの息子
と共に旅に出る。

ロック＆ロール
たった2匹の強盗撃退最強ミッション!!

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

出演： アンドレイ・メルズリキン, ヤン・ツァトニック / 

※日本語吹替あり

86分 / 

ﾐｯﾄﾞｼｯﾌﾟ

二匹の凸凹カップル犬が強盗相手に大奮闘!!アイディア
満載のトラップで、飼い主が留守中の我が家を守る!!

“犬版”ホームアローン!!痛快コメディー!! CGを必要としな
い多才ぶり!!二匹の犬の絶妙な演技に注目!!

クリスマス休暇で飼い主が留守の間、ペットホテルに預け
られることになった2匹の犬たち。飼い主に裏切られたと思
いホテルを抜け出し家に戻ると、ふたり組の強盗がやって
来て…

主演： ヨナス・ハンメルレ / ※日本語吹替あり

小さなバイキングビッケ

■ファミリー・学生・大人向け

『ONE PIECE』の尾田栄一郎先生が「海賊

ビッケが冒険漫画の原点」とインタビューで語る
ほど強い影響を与えた名作アニメのドイツを代
表する冒険ファンタジーの名著『小さなバイキン
グビッケ』待望の実写映画化!

ビッケの知恵とユーモアそして勇気でピンチを
乗り越える!

85分 / 

AMG


