
ZOOMBIE　ズーンビ
ZOOMBIES

DVD

ⓒ 2016 SLIGHTLY DISTORTED PRODUCTIONS, LLC. All Rights Reserved.

カルトファンに支持されるアメリカの製作会社、アサイラム社が
放つパニックホラー。絶滅危惧種保護を目的に、広大な敷地を自
由に動き回る動物たちの生態を鑑賞できるエデン野生動物園。開
園間近のある日、診療所で治療を受けていた猿が獣医を血祭りに
上げ、駆け付けた警備員も食い殺して外へ逃げ出す。やがて動物
たちに原因不明の病原菌が広がり、猛獣ライオンは底なしの食欲
で襲い掛かってくる。さらにキリンやコアラまでもが凶暴化し・・・。
監督：グレン・ミラー
出演：アイオン・バルター、アンドリュー・アスパー、マーカス・アンダーソン
品番：ALBD-8840G／88分
吹替　日・英／日字幕 アルバトロス（株）

SHOOTING　シューティング
KILL BOX

DVD

ⓒ 2016 Commlink, LLC., All Rights Reserved

全編POV方式で描いたハードSFアクション。パック・
シンクレア社とミルコア社という2大企業に世界を支配
された近未来。パック社は5人の戦闘チームを送り込み、
ミルコア社の研究施設から謎のマシン≪AME500≫を
奪取するミッションに臨む。そこで、彼らが知ったこの
任務の本当の目的と≪AME500≫の恐るべき秘密と
は・・・。
監督：ウィリアム・スチュアート
出演：ベン・ナース、テディ・カネス、ジェニファー・シドニー
品番：PWAD-4380G／93分
吹替　日・英／日字幕 アルバトロス（株）

ゴッド・スピード・ユー！
ITALIAN RACE

DVD

ⓒ 2016 Fandango srl

ジュリアは17歳。レース一家に育ちＧＴレーサーになったが、父の急死で窮地に陥
ってしまう。そこに、音信不通だった兄のロリスが帰郷。ロリスはかつて天才レー
サーとして活躍していたが、薬に手を出し挫折した過去を持っていた。兄妹はレー
スの優勝賞金で借金を返すため、協力することになる。だがなかなか結果は出ず、
追いつめられてゆく２人。そんな時、ジュリアに闇レースの誘いが来る。それは《イ
タリアン・レース》と呼ばれる、多額の金を賭けた危険な公道レースだった・・・。
監督：マッテオ・ロヴェーレ
出演：  ステファノ・アコルシ、マチルダ・デ・アンジェリス、

パオロ・グラジオッシ
品番：PWAD-4350G／118分
吹替　日・イタリア語／日字幕 アルバトロス（株）

ＺＩＰＰＥＲ/ジッパー　エリートが堕ちた罠
ZIPPER

DVD

ⓒ 2015 Hush Productions, LLC

「ブラック・スワン」のダーレン・アロノフスキーが製作総指揮を務めるスリ
ラー。将来を嘱望されながら性欲に負け堕ちていく検事を「インシディアス」
シリーズのパトリック・ウィルソンが演じる。連邦検事サム・エリスは、政界
の大物の娘であるジェニーと結婚、エリート街道を進んでいた。将来は大統
領とも目される彼だったが、出来心で一度エスコート・サービスを利用した
ところ、たがが外れたように快楽の世界にのめりこんでしまう。露見すれば
イメージに傷がつくことは必至。サムは次第に追い詰められていく・・・。
監督：モラ・スティーヴンズ
出演：パトリック・ウィルソン、レナ・ヘディ、ディアナ・アグロン
品番：NSD-6230G／113分
吹替　日・英／日字幕 アルバトロス（株）

必殺処刑チーム
GRIDLOCKED

DVD

2015 ⓒ GRIDLOCKED ENTERTAINMENT CORPORATION

元S.W.A.T.リーダーで現在はNYPD（ニューヨーク市警）の刑事デヴィッド。
無口だが一目置かれる存在だった。そんな彼の下に問題を起こし社会奉仕
活動の一環としてムービースターのブロディが働くことになった。一匹狼を
貫いてきたデヴィッドは、チャラくてヤンチャなブロディが疎ましくて仕方
がない。ある日、デヴィッドは古巣でもあるS.W.A.T.の戦略特殊チームに呼
び戻される。新たにチームを組む一癖あるメンバーたち、そしてブロディも
訓練に参加することに。しかし、その施設が謎の傭兵部隊に襲撃される・・・。 
監督：アラン・アンガー
出演：ドミニク・パーセル、コエディ・ハックマン、スティーヴン・ラング
品番：ATVD-17551／114分
吹替　日・英／日字幕 アット エンタテインメント株式会社

パーフェクト・ガイ
The Perfect Guy

DVD

ⓒ 2015 Screen Gems, Inc. All Rights Reserved.

ストーカーと化した恋人によって恐怖の底に突き落とさ
れる女性の運命を描いたサスペンススリラー。30代の女
性リアは、長年付き合ってきた恋人と別れて傷心の日々を
送っていた。そんなリアの前に、優しく魅力的な男性カー
ターが出現。2人はすぐに恋に落ちるが、やがてカーター
が激しい凶暴性を隠し持っていることが判明する。恐怖
を感じたリアは、カーターと距離を置くようになるが・・・。
監督：デヴィッド・Ｍ・ローゼンタール
出演：サナ・レイサン、マイケル・イーリー、モリス・チェスナット
品番：MPF-12511／100分
吹替　日・英／日字幕 （株）ミッドシップ

ゾンビシャーク　感染鮫
Shark Island

DVD

ⓒ LOST ISLAND, LLC. 2014

ある日、バーで働くアンバーは妹のソフィーや恋人のジェンナーらと
共に、観光地のレッドプラム島にバカンスに訪れる事となる。島に到
着し海岸で休暇を楽しんでいたところ、海岸で巨大なサメの死体を発
見した彼らはふざけて写真を撮ろうとするが、その瞬間に唐突に息を
吹き返したサメによってジェンナーが食べられてしまうという事件が
発生。彼らを襲ったサメは実はゾンビ鮫で、周辺のサメへと次々と感
染を広げていき島は瞬く間にゾンビ鮫によって包囲されてしまう・・・。
監督：ミスティ・タリ―
出演：  キャシー・スティール、スローン・コー、ベッキー・アンドリュース
品番：DZ-9576／88分
吹替　日・英／日字幕 松竹（株）

ソムニア　‒悪夢の少年‒
BEFORE I WAKE

DVD

ⓒ 2013 QNO, LLC

愛する幼い息子ショーンを失った妻ジェシーと夫マークは、
悲しみを乗り越えようと、８歳の少年コーディを養子に迎え
ることに。しかし、コーディはなぜか眠りにつかず、蝶の図鑑
を読んで夜を過ごすのだった。ある晩、夫婦がリビングにい
ると、美しい蝶の群れが出現。さらに別の晩には、死んだは
ずのショーンまで目の前に現れ・・・。ホラー界の新鋭・マイ
ク・フラナガン監督が放つ、戦慄のファンタジック・ホラー。
監督：マイク・フラナガン
出演：ケイト・ボスワース、トーマス・ジェーン、ジェイコブ・トレンブレイ
品番：GADR-1324／97分
吹替　日・英／日字幕 GAGA（株）
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桜ノ雨
  

DVD

ⓒ 2015 halyosy、藤田遼、雨宮ひとみ、スタジオ・ハードデラックス/PHP出版/『桜ノ雨』製作委員会

青春のすべてが詰まった“忘れられない出逢い”を大切に描く
感動の物語。小さな町の海辺にある、決して強豪校とは言えな
い音浜高校の合唱部。内気で何の取り柄もない高校2年の未
来は、歌うこと、そして部長のハル先輩が大好きだけれど、こ
の気持ちを“恋”と呼ぶかはまだ分からない。そんなある日、鬼
顧問・芽依子先生の退職が決まり、先生最後の合唱コンクール
で金賞を目指すことに。ハルが作った合唱曲「桜ノ雨」を歌い
たいと思っていた部員たちは、芽依子が用意した高度な曲のハ
ードな練習を前にバラバラになっていってしまうが・・・。
監督：ウエダアツシ　楽曲制作・原作・原案：halyosy
原作：『桜ノ雨』シリーズ
出演：山本舞香、浅香航大、広田亮平
品番：DABR-5014／97分

※  船舶は国内
のみ

(株）KADOKAWA

見えない目撃者
我是证人

DVD

ⓒ 2015 New Clues Film Co., Ltd. All rights reserved.

2011年に製作された韓国映画「ブラインド」を中
国でリメイク。オリジナル版を手がけたアン・サ
ンフン監督が再びメガホンをとった。3年前の事
故で視覚を失ってしまった元警察官候補のル・シ
ャオシンは、乗っていたタクシーが何かにぶつか
った衝撃を感じ、運転手を問いただすが、運転手
はそのまま逃げてしまう。シャオシンと、その場を
偶然目撃していた若者リン・チュンは、それ以降、
何者かに狙われるようになる・・・。
監督：アン・サンフン
出演：ヤン・ミー、ルハン、ワン・ジンチュン
品番：GADR-1320／112分
吹替　日・中／日字幕 GAGA（株）

ドクムシ DVD

ⓒ 2016「ドクムシ」製作委員会 ⓒ 合田蛍冬　八頭道尾/双葉社・Ｅ★エブリスタ

ネット小説をベースにコミック化された同名ホラー作
品を、実写映画化。知らぬ間に謎の建物に閉じ込めら
れた大学生のレイジら、見ず知らずの7人。食料にな
りそうなものは何もなく、最後にたどりついた部屋で
彼らの目に飛び込んできたのは大きな寸胴鍋と肉切り
包丁。そして、7日間を静かにカウントダウンする時計。
それらは7人を特定の場所に7日間監禁して殺し合わ
せ、生き残った1人だけが助かるというネット上の都
市伝説「蠱毒」を想起させるものだった。7人は空腹や
ストレスで次第に理性を失い、狂い始めていく・・・。
監督：朝倉加葉子　原作：合田蛍冬、八頭道尾
出演：村井良大、武田梨奈、秋山真太郎
品番：DB-9896／100分  松竹（株）

恋人たち
  

DVD

ⓒ 松竹ブロードキャスティング／アーク・フィルムズ

「ぐるりのこと。」で数々の映画賞を受賞した橋口亮輔監督
が、手がけた長編監督作。監督のオリジナル脚本作品で、
不器用だがひたむきに日常を生きる人々の姿を、時折笑い
を交えながらも繊細に描き出した。通り魔事件で妻を失
い、橋梁点検の仕事をしながら裁判のために奔走するアツ
シ。そりがあわない姑や自分に関心のない夫との平凡な生
活の中で、突如現れた男に心揺れ動く主婦・瞳子。親友へ
の想いを胸に秘めた同性愛者で完璧主義のエリート弁護
士・四ノ宮。3人はもがき苦しみながらも、人とのつながり
を通し、かけがえのないものに気付いていく・・・。
監督：橋口亮輔
出演：篠原篤、成嶋瞳子、池田良、リリー・フランキー
品番：DB-9897／140分
  

松竹（株）

アイリス・アプフェル！94歳のニューヨーカー
IRIS

DVD

ⓒ IRIS APFEL FILM, LLC.

インテリアデザイナー、実業家などさまざまな肩書きを持ち、フ
ァッションアイコンとしてニューヨークのカルチャーシーンに
影響を与え続けるアイリス・アプフェルの成功の秘訣や魅力に
迫ったドキュメンタリー。1950年代からインテリアデザイナー
として活躍し、ホワイトハウスの内装を任され、ジャクリーン・
ケネディを顧客に持つなど、輝かしいキャリアを誇るアイリス。
そんな彼女の展覧会や老舗百貨店でのディスプレイ企画、売り
切れ続出となるテレビショッピングなどに密着し、自由で楽しく
生きることとサクセスを両立させたアイリスの魅力が描かれる。
監督：アルバート・メイズルス
出演：アイリス・アプフェル、カール・アプフェル、マーガレット・ラッセル
品番：DABR-5038／80分
吹替無／日字幕 （株）KADOKAWA

ⓒ SLIGHT TRICK PRODUCTIONS

Mr.ホームズ　名探偵最後の事件
Mr.Holmes

イアン・マッケランが、シャーロック・
ホームズを演じるミステリー。
自身を引退へと追い込んだ30年前の未解決事件の謎を解き明
かそうと、ホームズが再び推理に挑む姿を描く。静かに余生を
送っていた93歳のホームズだったが、一方で30年前のとある事
件が頭に引っ掛かっていた。それは死んだ子供たちと会話して
いるという女性の調査だったが、彼女による夫の殺害計画の疑
惑が浮上した果てに、ホームズの失態で未解決となった。ある
時、日本への旅行で事件解決のヒントを得たホームズは、10歳
になる家政婦の息子ロジャーを助手に事件を再捜査していく。 

監督：ビル・コンドン
出演：  イアン・マッケラン、ローラ・リニー、マイロ・パーカー、

真田広之
品番：GADR-1317／104分
吹替　日・英／日字幕

GAGA（株）

DVD

ⓒ 2015 Universal Studios. All Rights Reserved.

リリーのすべて
THE DANISH GIRL

世界で初めて性別適合手術を受けたリリー・
エルベの実話を描いた伝記ドラマ。
1926年、デンマーク。風景画家のアイナー・ベルナーは、肖像画家
の妻ゲルダに頼まれて女性モデルの代役を務めたことをきっかけ
に、自身の内側に潜む女性の存在を意識する。それ以来「リリー」
という名の女性として過ごす時間が増えていくアイナーは、心と
身体が一致しない現実に葛藤する。ゲルダも当初はそんな夫の様
子に戸惑うが、次第にリリーに対する理解を深めていく。第88回
アカデミー賞®で主演男優賞など4部門でノミネートを受け、ゲル
ダを演じたアリシア・ヴィキャンデルが助演女優賞を受賞した。

監督：トム・フーパー　原作：デイヴィッド・エバーショフ
出演：  エディ・レッドメイン、アリシア・ヴィキャンデル、ベン・ウィショー
品番：GNBR-3220／119分
吹替　日・英／日・英字幕

ＵＩＰ．Ｂ．Ｖ

DVD

ⓒ 2016 映画「僕だけがいない街」製作委員会.

僕だけがいない街
  

三部けい原作の大ヒットコミックを藤原竜也＆有村架純共演で実
写映画化し、タイムリープによって18年前の児童連続誘拐殺人事
件の謎に迫る青年の奮闘を描いたSFミステリー。
パッとしない漫画家でフリーターの藤沼悟は、ある日突然事件や事故を看破するまで時間がループす
る再上映「リバイバル」という特殊な現象に見舞われるようになる。何度もリバイバルを経験する中、
母が何者かに殺害され彼は突如18年前に戻る。小学生のころに起きた児童連続誘拐殺人事件と母の
死の関連に気付いた悟は、過去と現在を行き来しながら事件の真相に迫っていく・・・。 

監督：平川雄一朗　原作：三部けい
出演：藤原竜也、有村架純、及川光博、杉本哲太、石田ゆり子
DVD品番：1000614112　BD品番：1000614111／120分
 

ワーナー・ブラザース映画

DVD
B D

ⓒ 2016「エヴェレスト 神々の山嶺」製作委員会

エヴェレスト 神々の山嶺
  

生きて、必ず帰る！標高8,848M、氷点下50℃、極限の世界に挑む。世
界最高峰に命を懸ける男たちを、圧倒的スケールで描く“感動”の超大作。
ヒマラヤ山脈を望むネパールの首都カトマンズで、山岳カメラマンの深町誠が発見した1台の古いカ
メラ。それは、イギリスの登山家ジョージ・マロリーが、1942年6月8日にエベレスト初登頂に成功した
のか否かという、登山史上最大の謎を解く可能性を秘めたものだった。カメラの過去を追う深町は、そ
の過程で、かつて天才クライマーと呼ばれながらも、無謀で他人を顧みないやり方のために孤立した
伝説のアルピニスト・羽生丈二と出会う・・・。

監督：平山秀幸　原作：夢枕獏
出演：  岡田准一、阿部寛、尾野真千子、ピエール瀧、

風間俊介、佐々木蔵之介
品番：ACBR-10954／122分
  

（株）KADOKAWA

※  船舶は国内
のみ

DVD マリーゴールド・ホテル 幸せへの第二章
The Second Best Exotic Marigold Hotel

DVD

ⓒ 2016 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved. 

インドのリゾートホテルにやって来たイギリス人シニアたちが織り成す人間
模様をユーモアたっぷりに描き、世界各国で好評を博したイギリス映画「マ
リーゴールド・ホテルで会いましょう」の続編。キャストには前作のメンバー
が再結集するほか、名優リチャード・ギアが新たに参加。イギリスから来た5
人のシニアたちは楽しい老後を送っていた。支配人ソニーは、副支配人とな
ったミュリエルと一緒にホテル拡大を狙って奔走する一方、恋人スナイナと
の結婚を目前に控えていた。そんな中、アメリカからチェンバーズという男
が泊まりにやって来て、出会いを求めていた女性陣は色めきたつが・・・。
監督：ジョン・マッデン
出演：ジュディ・デンチ、マギー・スミス、ビル・ナイ、リチャード・ギア
品番：FXBR-62518／123分
吹替　日・英／日・英字幕

２０世紀フォックス・ホームエンタテイメント・ジャパン（株）

クーデター
No Escape

DVD
B D

ⓒ 2015 Coup Pictures, LLC. All rights reserved.

海外赴任先で突如クーデターに巻き込まれ、全国民か
ら命を狙われる羽目になった外国人一家の逃走劇を
描いたスリラー。仕事の関係で東南アジアの某国に家
族と一緒にやって来たジャックだったが、到着した翌
朝にクーデターが発生。暴徒により外国人が次々と殺
害されていく中、滞在先を襲撃されたジャックは妻子
を守るため、安全な場所を求めて逃げ回る。現地で知
り合った旅行者ハモンドの助けで何とか命拾いしたも
のの、思いも寄らない現実が彼らを待ち受けていた。
監督：ジョン・エリック・ドゥードル
出演：オーウェン・ウィルソン、ピアース・ブロスナン、レイク・ベル
DVD品番：1000590466　BD品番：1000590464／103分
吹替　日・英／日字幕 ワーナー・ブラザース映画

マイケル・ムーアの世界侵略のススメ
WHERE TO INVADE NEXT

DVD

ⓒ 2015, NORTH END PRODUCTIONS

「ボウリング・フォー・コロンバイン」や「華氏911」など、ア
メリカ国内のさまざまな問題を独自の観点で切り込んで
きたマイケル・ムーアによる「世界侵略」をテーマにしたド
キュメンタリー作品。度重なる侵略戦争が良い結果になら
なかったというアメリカ国防総省幹部からの切実な悩み
を持ちかけられたムーア。そこでムーアは、自身が国防総
省に代わり、「侵略者」となって、世界各国から「あるモノ」
を略奪するために出撃することを提案。ムーアは空母ロナ
ルド・レーガンに搭乗し、ヨーロッパを目指すが・・・。
監督：マイケル・ムーア
出演：マイケル・ムーア
品番：DABR-5051／119分
吹替無／日字幕 （株）KADOKAWA

MMC 2016年11月度業務用新作ラインナップ MMC 2016年11月度業務用新作ラインナップ
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