
極悪の流儀
MOJAVE

DVD

ⓒ 2014 Evajom Productions, LLC. All rights reserved. 

アカデミー賞®受賞監督 × オスカー・アイザック × ギャレット・ヘドランド × マ
ーク・ウォールバーグ。悪に魅入られたふたりの男の運命が交錯する、緊迫のクラ
イム・サスペンス! アーティストのトーマスはカリフォルニア南部のモハーベ砂漠
に向かい、ひとり酒に溺れ、自暴自棄になっていたが、殺人狂の浮浪者ジャックが急
に現れる。トーマスは争いの末、ジャックを気を失わせた後にその場を去るが、ジ
ャックの執拗な追跡がはじまる。銃で威嚇しながら移動していたが、ある時、勘違
いし、誤って警官を射殺してしまい、その現場をジャックに目撃されてしまう・・・。
監督：ウィリアム・モナハン
出演：オスカー・アイザック、 ギャレット・ヘドランド、マーク・ウォールバーグ
品番：ATVD-17701／93分
吹替　日・英／日字幕 アット エンタテインメント株式会社

或る終焉
CHRONIC

DVD

ⓒ Lucí a Films‒Videocine‒Stromboli Films‒Vamonos Films‒2015 ⓒ Crédit photo ⓒ Gregory Smit

第68回カンヌ国際映画祭脚本賞受賞作品。新鋭監督のミシェル・フランコ
がティム・ロスを主演に迎え、終末期の患者をケアする看護師の葛藤をサ
スペンスフルに描いたヒューマンドラマ。死期が迫った患者の看護師とし
て働くデビッド。息子の死をきっかけに元妻や娘と疎遠になった彼は、患
者の在宅看護とエクササイズに励むだけの寂しい日々を送っており、患者
たちとの親密な関係が心の拠りどころとなっていた。そんなある日、デビ
ッドは末期がん患者のマーサから、安楽死を手伝ってほしいと頼まれる。
監督：ミシェル・フランコ
出演：ティム・ロス、ロビン・バートレット、マイケル・クリストファー
品番：GADR-1361／94分
吹替無／日字幕 GAGA（株）

クーパー家の晩餐会
Love the Coopers

DVD

ⓒ 2015 CBS FILMS INC. ALL RIGHTS RESERVED.

秘密を持つ一族が一堂に会したクリスマスパーティーでの顛末を、笑いと涙を交え
て描いた群像劇。4世代11人のクーパー一族が集まるクリスマスイブ。夫との離婚
が決まっていたシャーロットは、一家全員の最後の団欒となるその夜を完璧な晩餐
会にしようと決心していた。しかし、不倫をごまかすため空港で出会ったばかりの
男を恋人として同伴する娘、失業したことを言い出せない息子、クリスマスプレゼ
ントを万引きして逮捕されてしまう叔母など、一族の多くが秘密を抱えていた・・・。
監督：ジェシー・ネルソン
出演： アラン・アーキン、ジョン・グッドマン、エド・ヘルムズ、

ダイアン・キートン
品番：GADR-1334／107分
吹替　日・英／日字幕 GAGA（株）

ＪＵＫＡＩ　-樹海-
The Forest

DVD

ⓒ 2015 FOREST BEAR, LLC.  ALL RIGHTS RESERVED

アメリカで暮らすサラは、日本で教師として働く双子の妹ジェスが失踪したとの
連絡を受ける。ジェスは、富士山麓にある青木ヶ原樹海に入り、行方がわからなく
なったという。サラは、妹を捜すためにすぐさま日本へと向かう。しかし、なんと
か青木ヶ原まで辿り着くが、全てを飲み込んでしまいそうな広大な樹海を前に、途
方に暮れてしまう。そんな中、彼女は日本を訪れていたオーストラリア人の記者エ
イデンと出会う。彼は、取材のために日本人のガイドを連れて樹海に行くという。
サラは、エイデンに同行させてもらうことになり、樹海に足を踏み入れるが・・・。
監督：ジェイソン・ザダ
出演：ナタリー・ドーマー、テイラー・キニー、小澤征悦、オーエン・マッケン
品番：ALBSD-2051G／94分
吹替　日・英／日字幕 アルバトロス（株）

荊
ば

棘
ら

の秘密
비밀은 없다

DVD

ⓒ 2016 CJ E&M CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED

「私の頭の中の消しゴム」「四月の雪」のソン・イェジン主演で、政治家の夫とその
妻が不可思議な事件に巻き込まれていく様を描いたサスペンススリラー。ある日、
娘が突然失踪してしまったヨミンは、娘の行方を探そうと必死になるが、国会議員
を目指して選挙活動中の夫ジョンチャンは、15日後に迫った選挙に気を取られてば
かり。娘の失踪を真剣に取り合わない人々に憤慨するヨミンは、ひとりで娘の痕跡
をたどっていくが、その過程で驚くべき真実を目の当たりにする・・・。
監督：イ・ギョンミ
出演：ソン・イェジン、キム・ジュヒョク、キム・ソヒ
品番：MPF-12591／103分
吹替　日・韓／日字幕

（株）ミッドシップ

アウト・オブ・コントロール
88

DVD

ⓒ WANGO FILMS

その女は、記憶を失くしていた。撃たれた小指、バッグには拳銃と、ある
モーテルの“88号室”の鍵。その部屋を訪れた女は、自分の名前がグウ
ェンであること、恋人のアスターが殺されたことを知る。殺したのはギ
ャングのボスで、彼女の愛人だったサイラス。フラミンゴと名乗る過去
の自分は、復讐のためサイラスを殺そうとしていたらしい。そしてすべ
ての記憶が蘇った時、彼女を待ち受けていた衝撃の結末とは・・・。
監督：エイプリル・マレン
出演：  キャサリン・イザベル、クリストファー・ロイド、

マイケル・アイアンサイド
品番：ALBSD2042G／89分
吹替　日・英／日字幕 アルバトロス（株）

ラスト・キング 王家の血を守りし勇者たち
THE LAST KING BIRKEBEINERNE

DVD

ⓒ Paradox/Nordisk Film Production/ Newgrange Pictures/ Proton Cinema Kft 2016.

ノルウェー史上、最も勇敢で誇り高い史実に基づくビルケバイネルと呼ばれる王に仕
える2人の戦士が、後にノルウェー史上最も偉大な王となる2歳の子供を守り抜き、国
の運命を変えた史実に基づく出来事を壮大なスケールで描く歴史スペクタクル・アク
ション。1206年、ノルウェーは内戦で国が分裂していた。ノルウェー国王ホーコン3世
は対立派に暗殺されてしまうが、王の後継者となるまだ2歳の男の子を守り抜くために、
過酷なノルウェーの冬の山を越えようとするが、すぐそこまで追っ手が迫っていた・・・。
監督：ニルス・ガウプ
出演：  ヤーコブ・オフテブロ、クリストファー・ヒヴュ、

 ポール・スヴェーレ・ハーゲン
品番：ATVD-17661／99分
吹替　日・ノルウェー語／日字幕 アット エンタテインメント株式会社

フジコ
  

DVD

ⓒ HJホールディングス／共同テレビジョン　ⓒ 真梨幸子／徳間書店

地上波では、映像化不可能と言われた真梨幸子氏のベストセラー小説を尾野真
千子主演で映像化。一家惨殺事件の生き残りとしてトラウマを負った11歳の少
女フジコ。だが彼女の人生はいつしか狂い始めた。「あたしは人生をリセットで
きる女」―、呟きながら殺害を繰り返していく。なぜ彼女は殺すのか? 誰が彼女
の家族を殺したのか? 愛への渇望か、幸せへの執着か、真実が明かされるとき、
最高の後味の悪さと驚愕のラストが、観る者を戦慄と慟哭へと突き落とす。
演出：村上正典　原作：真梨幸子
出演：尾野真千子、谷村美月、丸山智己、リリー・フランキー、浅田美代子、真野響子
品番：上巻　CPD-12340R／134分　
　　 中巻　CPD-12341R／138分
　　 下巻　CPD-12342R／130分
　　 ＊セット組ではありません
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ⓒ 2016 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved. ｠

デッドプール
Deadpool

マーベルコミックスの破天荒ヒーローを実写映画化したアクショ
ン。人体改造により人並み外れた治癒能力と不死身の体を手にし
た主人公が、ジョークを口にしつつ暴れまくる姿を描く。
ウェイド・ウィルソンは、以前は優秀な特殊部隊の傭兵として活躍していたが、今は悪者を気まぐれに
痛めつけては金を稼いでいる。すっかり正義のヒーロー気取りの彼は恋人との結婚も決まり幸福の絶
頂にあったが、いきなり末期ガンだと診断される。とある組織にガンを根治できると聞いたウェイドは、
彼らに同行して人体実験を受ける。

監督：ティム・ミラー
出演：  ライアン・レイノルズ、モリーナ・バッカリン、

エド・スクライン
品番：FXBR-64009／109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）

DVD フィフス・ウェイブ
The 5th Wave

DVD
B D

ⓒ 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. and LSC Film Corporation. All Rights Reserved.

人気女優クロエ・グレース・モレッツが、地球外生命体の攻撃により人類が滅亡
の危機に瀕した世界で、見えない敵と戦う孤独なヒロインを演じたSFミステリ
ー。「アザーズ」と呼ばれる地球外知的生命体による4度の攻撃で、人類の99％が
死滅した地球。生き残った女子高生キャシーは、離れ離れになった弟を救うため、
さらわれた子どもたちが集められている基地へ向かう。アザーズはすでに人間に
姿を変えて社会に紛れ込んでおり、誰が敵で誰が味方かもわからない。そんな中、
旅の途中で出会ったある男性に助けられながら、キャシーは基地を目指すが・・・。
監督：J・ブレイクソン　原作：リック・ヤンシー
出演：  クロエ・グレース・モレッツ、ニック・ロビンソン、

ロン・リヴィングストン
DVD品番：RDD-80909　BD品番：BRR-80909／112分
吹替　日・英／日・英字幕

（株）ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

天国からの奇跡
Miracles from Heaven

DVD

ⓒ 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

ジェニファー・ガーナーとクイーン・ラティファが共演したヒューマン
ドラマ。小さな田舎町で暮らす少女アナは重度の消化器疾患を抱え、
幼い頃から入退院を繰り返してきた。母クリスティの尽力で自宅から
遠く離れた大病院へ入院することになるが、そこでも治療の方法は見
つからず自宅へ帰ることに。一方、母とアナが家を離れている間、残さ
れた家族の間に不和が生じていた。ある日、庭の大木から落下したア
ナは一命を取りとめるが、彼女の身には驚くべき奇跡が起こっていた。
監督：パトリシア・リゲン
出演：  ジェニファー・ガーナー、クイーン・ラティファ、

カイリー・ロジャーズ、マーティン・ヘンダーソン
品番：RDD-80831／108分
吹替　日・英／日・英字幕

（株）ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

教授のおかしな妄想殺人
Irrational Man

DVD

ⓒ 2015 GRAVIER PRODUCTIONS,INC.

ウディ・アレン監督がホアキン・フェニックスを主
演に迎え、人生の不条理を独自の哲学で描いたコ
メディドラマ。アメリカ東部の大学に赴任してき
た哲学科の教授エイブは、人生の意味を見失い、
孤独で無気力な暗闇に陥っていた。ある日、迷惑
な悪徳判事の噂を耳にしたエイブは、その判事を
自らの手で殺害するという完全犯罪を夢想し、次
第にその計画に夢中になっていく。新たな目的を
見い出したことで、エイブの人生は再び輝き出す
のだが・・・。
監督：ウディ・アレン
出演：ホアキン・フェニックス、エマ・ストーン、パーカー・ポージー
品番：DABR-5065／98分
吹替　日・英／日字幕

（株）KADOKAWA

二重生活
  

DVD

ⓒ 2016「二重生活」フィルムパートナーズ

門脇麦×長谷川博己ら豪華キャストが競演。原作は、
「恋」で直木賞を受賞した小池真理子が新境地を切
り開いた同名小説。大学院で哲学を学ぶ平凡な学生、
珠と同棲しているゲームデザイナーの恋人、卓也と
の日々は、穏やかなものだった。そんな毎日は、担当
教授から修士論文の題材に“哲学的尾行”の実践を
持ちかけられたことで一変する。半信半疑ではじめ
た、隣人、石坂への尾行だったが、彼の秘密が明らか
になるにつれ、珠は異常なほどの胸の高鳴りを感じ、
やがてその禁断の行為にのめりこんでいく・・・。
監督：岸善幸　原作：小池真理子
出演：門脇麦、長谷川博己、菅田将暉、リリー・フランキー
品番：DABR-5105／126分
  

（株）KADOKAWA

ダーティー・コップ
THE TRUST

DVD

ⓒ 2015 Vault Film, LLC

ニコラス・ケイジ＆イライジャ・ウッド共演による
クライムサスペンス。ラスベガス警察の証拠品保
管室で働くウォーターズとストーンは、毎日代わ
り映えのない退屈な仕事に飽き飽きしていた。そ
んなある日、ドラッグ絡みの大金が隠された金庫
の存在を知った2人は、その金を奪い取ろうと画
策するが・・・。共演に女優としても活躍するシン
ガーソングライターのスカイ・フェレイラ、「底抜
けシリーズ」の名コメディ俳優ジェリー・ルイス。
監督：ベン・ブリュワー＆アレックス・ブリュワー
出演：ニコラス・ケイジ、イライジャ・ウッド、スカイ・フェレイラ
品番：DABR-5085／92分
吹替　日・英／日字幕 （株）KADOKAWA

トリプル９　裏切りのコード
TRIPLE 9

DVD

ⓒ 2015 999 Holdings, LLC

豪華キャスト出演のクライムアクション。職務中の警官が撃たれ
るという非常事態時に発せられ、警察にとっては最悪のコードと
される「999（トリプルナイン）」を利用した強盗計画を、リアリズ
ムと緊張感たっぷりに描き出した。元軍人と悪徳警官で構成され
たギャング団を率いるマイケルは、非情な女ボスのリーナが仕切
るロシアンマフィアとの関係を断つつもりでいた。しかし、リー
ナに最愛のひとり息子を人質にとられたマイケルは、国土安全保
護省の施設を襲うという、襲撃作戦に挑むことになる。　
監督：ジョン・ヒルコート
出演：  ケイシー・アフレック、キウェテル・イジョフォー、

アンソニー・マッキー
品番：DZ-9585／115分
吹替　日・英／日字幕

松竹（株）

ⓒ 2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

スノーホワイト－氷の王国－
THE HUNTSMAN: WINTER’S WAR

グリム童話「白雪姫」をアレンジ
した『スノーホワイト』の続編。
前作で白雪姫たちに滅ぼされたはずの邪悪な女王ラヴェンナ
の妹で、より強大な魔力を持つ氷の女王フレイヤが登場し、激
しいバトルが展開する。ラヴェンナの妹フレイヤは、ある悲し
い出来事をきっかけに心を閉ざし、氷を自在に操る魔力に目覚
める。そして姉の元を離れ、北の地で新たな氷の王国を築く。
フレイヤは、さまざまな場所から集めてきた子供に対し、想像
を絶する訓練を行い、軍隊を作り上げていった。そこで育った
戦士のエリックとサラは、互いに惹かれ合っていたが・・・。

監督：セドリック・ニコラス＝トロイアン
出演：  シャーリーズ・セロン、エミリー・ブラント、

クリス・ヘムズワース、ニック・フロスト
品番：GNBR-3395／114分
吹替　日・英／日・英字幕

ＵＩＰ．Ｂ．Ｖ

DVD

ⓒ 2016「クリーピー」製作委員会

クリーピー　偽りの隣人
  

  第15回日本ミステリー文学大賞新人
賞に輝いた前川裕の小説を映画化。
隣人に抱いた疑念をきっかけに、とある夫婦の平穏な
日常が悪夢になっていく恐怖を描く。西島秀俊が主
演を務め、彼の妻を竹内結子が好演。その他、豪華キ
ャストが集結。刑事から犯罪心理学者に転身した高
倉はある日、以前の同僚野上から6年前の一家失踪事
件の分析を頼まれる。だが、たった一人の生存者であ
る長女の早紀の記憶の糸をたぐっても、依然事件の
真相は謎に包まれていた。一方、高倉が妻と一緒に転
居した先の隣人は、どこか捉えどころがなく・・・。

監督：黒沢清　原作：前川裕
出演：西島秀俊、竹内結子、川口春奈、東出昌大、香川照之
品番：DB-0922／130分
  

松竹（株）

DVD

ⓒ 2016 Edgar Rice Burroughs, Inc. and Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

ターザン：ＲＥＢＯＲＮ
The Legend of Tarzan

エドガー・ライス・バローズの古典小説「ターザン」シリーズを原作に、ジャン
グル育ちの英国貴族ターザンの新たな冒険を描くアクションアドベンチャー。
イギリスの貴族で実業家、美しい妻ジェーンと裕福な暮らしを送るジョンには、生後間もなくアフリカ
のコンゴの密林で動物に育てられた過去と、ターザンという別の名があった。ジャングル育ちの野性と
貴族としてのスマートさを持ち合わせた特別な人物として、英国政府から一目置かれる存在のターザ
ンだったが、ある時、何者かの罠にはめられて妻をさらわれ、故郷のジャングルを侵略されてしまう。
妻と故郷を救うため、ターザンはジャングルへと舞い戻る決意を固める。

監督：デイビッド・イェーツ
出演： アレクサンダー・スカルスガルド、マーゴット・ロビー、

サミュエル・L・ジャクソン、クリストフ・ヴァルツ
DVD品番：1000632771　BD品番：1000632770／110分
吹替　日・英／日・英字幕

ワーナー・ブラザース映画

DVD
B D

エンド・オブ・キングダム
London Has Fallen

DVD
B D

ⓒ LHF Productions, Inc. All Rights Reserved.

米大統領専属シークレットサービスとテロリストとの激しい攻防を、ジェ
ラルド・バトラー主演で描いたアクションサスペンス「エンド・オブ・ホワ
イトハウス」の続編。物語の舞台を前作の米ホワイトハウスから、イギリス
の首都ロンドンへと移し、テロリズムとの新たな戦いが描かれる。ホワイ
トハウス陥落の悪夢から2年。イギリスの首相が不可解な死を遂げ、ロン
ドンで行われる葬儀に各国首脳が出席するが、史上まれにみる厳戒態勢の
中でも各国首脳を狙った同時多発テロが起こる。米大統領と身辺を警護す
るシークレットサービスは、命からがらに危機から脱するのだが・・・。
監督：  ババク・ナジャフィ
出演： ジェラルド・バトラー、アーロン・エッカート、

モーガン・フリーマン
DVD品番：1000620874　BD品番：1000620873／99分
吹替　日・英／日字幕

ワーナー・ブラザース映画

ザ・クルー
Braqueurs

DVD

ⓒ 2015 LABYRINTHE FILMS ‒ SND ‒ MAJE PRODUCTIONS ‒ EMOTIONS FILMS ‒ CINEFRANCE MOVIE PICTURES - UMEDIA

クライムアクション。ある事件をきっかけに凶悪なギ
ャングたちにマークされたすご腕武装強盗団が、泥沼
のバトルに突入していく様子を活写する。ヤニスが統
率する武装強盗団はこれまで数々の犯行に成功し、今
度も白紙のパスポートを強奪して高い報酬を得る。い
つも通りパーフェクトな仕事だったが、ヤニスの実弟
アミンが犯行に使った銃をひそかに転売したせいで彼
らの正体が悪徳ギャング団にバレてしまう。家族と仲
間を人質に取られたヤニスは麻薬強奪を命じられ・・・。
監督：ジュリアン・ルクレルク
出演：サミ・ブアジラ、ギョーム・グイ、アリス・ドゥ・ランクザン
品番：KWX-1830／81分
吹替　日・仏／日字幕 （株）クロックワークス

MMC 2017年1月度業務用新作ラインナップ MMC 2017年1月度業務用新作ラインナップ
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