
★MMC バス用 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 ペット

『ミニオンズ』のスタッフが贈る興奮と感動のアニメーション‼

彼らは、お行儀よく留守番してる…とは限らない! 早くも続編製作が決定! “ペット・フィーバー"

の勢いはまだまだ止まらない‼私たちの知らないところで、ペットは何をしてるのだろう?

大好きな飼い主・ケイティと暮らす犬のマックスとデューク。街中で迷子になった2匹が、ケイ

ティが帰宅するまでに家に帰ろうと奮闘する!!!

声の出演(日本語吹替)：

設楽統(バナナマン), 日村勇紀(バ

ナナマン), 佐藤栞里, 永作博美, 銀

河万丈, 山寺宏一

 / 86分 / UIP B.V.

ファミリー・

学生・大人・

シニア向け

2 ミニオンズ

2015年No.1ハリウッド・アニメーション映画!!! 

ミニオンの正体が明らかに! どのようにして、彼らは怪盗グルーの仲間になったのか!?

黄色い謎の生物ミニオンは、人類が誕生する遥か昔から存在した!?彼らの生きがいは、その時代

の最強で最悪なボスの仲間になること。しかし、そのボスたちの命はなぜか長続きしない。いつ

しかボスはいなくなり、ミニオンたちは生きる目的を失いつつあった。3人のミニオンが仲間たち

を救うべく立ち上がる。

声の出演：天海祐希, 設楽統&日村

勇紀(バナナマン), 笑福亭鶴瓶, ナ

レーター:真田広之, ほか /

91分 / UIP B.V.

ファミリー向

け（キッズ～

大人まで）

3 家族はつらいよ

妻よ、笑顔を下さい。夫よ離婚を下さい。 山田洋次監督、橋爪功、吉行和子ら『東京家族』の豪

華キャストが再集結したヒューマンコメディ!!

熟年離婚の危機に陥った平田家。突然の騒動に慌てて家族会議を開くが…。夫と妻の本音と家庭

内のあるあるを痛快に描く。待望の喜劇! 。　(C)2016「家族はつらいよ」製作委員会

出演：橋爪功, 吉行和子, 西村雅彦, 

夏川結衣, 中嶋朋子, 林家正蔵, 妻

夫木聡, 蒼井優, 笹野高史, 笑福亭

鶴瓶(特別出演)/ 108分 / 松竹

ファミリー・

学生・大人・

シニア向け

4
超高速! 参勤交代

　リターンズ

前作に続き、超・大ヒット! !<参勤>より<交代>はもっとピンチ! 今度は城まで奪われる! ? 弱小

貧乏藩の奇想天外な作戦がふたたび幕を開ける! ! 

参勤交代を強いられる弱小貧乏藩の奮闘を描いた痛快時代劇の続編。江戸に到着して安心したの

も束の間、政醇たちは湯長谷へ向けて出発する。その途中、各自の得意技を活かして帰りの旅費

を稼いでいた一同は湯長谷で一揆が起きたと知らされて…

出演：佐々木蔵之介, 深田恭子, 

伊原剛志, 寺脇康文, 上地雄輔, 

西村雅彦, 柄本時生, 六角精児, 石

橋蓮司, 市川猿之助, 宍戸開, 渡辺

裕之, 古田新太, 陣内孝則  / 119分 

/ 松竹

学生・大人・

シニア向け

5 殿、利息でござる！

3億円集めて、ビンボー脱出! 庶民vsお上! 知恵と勇気と我慢の銭戦が今、はじまるー。

じつは"実話"な痛快歴史コメディ・エンターテインメント超大作! 

空気に流され、長いものに巻かれるのが日本人だとすれば、自分の欲を捨て、他人のために何か

を成したいと思うのも日本人。そんな日本人の強く、美しい<無私の精神>に迫る。そして、"殿

様"役は日本が世界に誇る仙台市出身のフィギュアスケーター、まさかの!?羽生結弦!!!!!が務め

る!!!

出演：阿部サダヲ, 瑛太, 妻夫木聡, 

竹内結子, 寺脇康文, 西村雅彦, 

濱田岳(ナレーション), 

羽生結弦(友情出演) , 

松田龍平, 笛光子, 山﨑努 / 

/ 129分 / 松竹

学生・大人・

シニア向け

2017年６月現在



No, タイトル ストーリー キャストなど 備考

6
おさるのジョージ２ / 

　ゆかいな大冒険！

人気絵本「おさるのジョージ」を映画化した冒険アニメ第2弾!!

おさるのジョージがゾウさんをゆうかい!?カリフォルニアへのゆかいな旅がはじまる! 

博物館で働くテッドと一緒にマジックショーを観に行った好奇心旺盛な子猿・ジョージは、子ゾ

ウのケイラと出会うが…

出演：山寺宏一, 相田さやか, 

 / 80分 / UIP B.V.

ファミリー・

学生・大人・

シニア向け

7 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

8 先生と迷い猫

君がいると、人生は面白い。 

イッセー尾形・主演。超豪華キャストに加え、今話題の女優猫ドロップが出演!!  笑って泣けて心

温まる、街と人と、夫婦の愛の物語! 

元中学校校長の森衣恭一は、近所でも有名な堅物で偏屈なおじいさん。毎日やって来る亡き妻が

可愛がっていた三毛猫・ミイを煩わしく思っていた恭一だが、ある日、突然ミイの姿が見えなく

なってしまい…

出演：イッセー尾形, 染谷将太, 北

乃きい, ピエール瀧, 

岸本加世子, カンニング竹山, もた

いまさこ, 猫・ドロップ / 

107分 / クロックワークス

学生・大人・

シニア向け

9
I LOVE スヌーピー

THE PEANUTS MOVIE

世界中で愛されている大人気のスヌーピーがはじめての3DCGとなって繰り広げる“モフモフ“アド

ベンチャー!  みんな、だれかのだいじ。

不器用な少年、チャーリー・ブラウン。飼い犬というより親友のスヌーピーと日々を過ごすが、

ある日、彼のクラスに転校して来た赤毛の女の子にひと目ぼれするが…

スヌーピーの世界に花を添えるは、人気の演技派子役たちが声優をつとめる!!!!!!!

声の出演：鈴木 福, 芦田愛菜, 谷 

花音, 小林星蘭 / 

88分 / 20世紀FOX

ファミリー向

け（キッズ～

大人まで）

10 夫婦フーフー日記

2015年5月に公開され、実在の闘病ブログから生まれたストーリーが各界著名人からも多くの感

動と共感を呼んだ、夫婦のドタバタ493日間と、そこからはじまる未来を、ユーモアたっぷり

に、あたたかな涙に包んで贈る、切なくも愛おしい夫婦の愛の感動コメディ・ストーリー!!

出会って17年でようやく結婚に至ったコウタとユーコ。しかし、直後に妊娠と癌が発覚し、夫と

息子を残してユーコは亡くなってしまう。だが、悲しみに暮れるコウタの前に死んだはずの彼女

が姿を現し…

出演：佐々木蔵之介, 永作博美, 佐

藤仁美, ほか / 

97分 / エイベックス

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

11 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

12

忍たま 乱太郎

 せれくしょん 

　あのころの段 

　其の一 ～ 四 

＆ 見逃し厳禁の段

大好評だった“第16シリーズ”、そして、“第17シリーズ”全7巻も在庫終了完売となり、いよいよ業務用最新シ

リーズの登場!!今回は、いいとこどりの"せれくしょん″など全5巻!!!!!

1993年の放送開始から21年間―子供たちの話題を集め、NHKにて現在も放送中の大ヒットシリーズ!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も絶大な人気を誇ります!!!乱太郎をはじめ「忍者のたま

ご＝忍たま」たちの、ドタバタ明るく楽しくゆかいな日々をお楽しみ下さい!!!　※お好きな巻をお選び下さ

い。全5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。

収録内容：其の一・約112分（14

話収録） / 其の二、三・約86分

（10話収録） / 其の四・約105分

（12話収録）/ 見逃し厳禁の段：

約93分（12話収録）※どの巻から

でもお楽しみいただけます。

ファミリー

（キッズ～大

人まで）・大

人向け、女性

にも人気

13 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

14
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!!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

15 ズートピア

“夢を信じる勇気"にエールを贈る、感動のファンタジー・アドベンチャー!!!

輝け! ワタシ!!　ズズ~っと深くて、元気になる!!!

動物たちの“楽園”を舞台にした感動アドベンチャーアニメ。“楽園”ズートピアで、ウサギとして初

の警察官になったジュディが、与えられた48時間で行方不明事件の捜査に挑む。上戸彩、三宅健

太らが吹替えキャストを担当。

©2016 Disney

声の出演(日本語吹替)：

上戸彩, 森川智之, 三宅健太, 

玄田哲章, 竹内順子, 

 / 108分 / ワーナー

ファミリー・

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

16 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

17

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!! 　※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。

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）

18
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!!　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、40、特別篇など

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

19 聖の青春

羽生善治を追い詰めた棋士・村山聖。病と闘いながら全力で駆け抜けた、わずか29年の生涯を描

く奇跡の感動実話。将棋を知ってる人も知らない人でさえも観てほしい!!!

松山ケンイチ演じる村山聖。本人をして『全身全霊をかけても足りない役』と言うほど、本作へ

の尋常ならざる気合いの入れて演じた。そして、その松山ケンイチ演じる村山聖役を上回るほど

の東出昌大演じる羽生善治も際立っています!

出演：松山ケンイチ, 東出昌大, 

染谷将太, 安田顕, 

リリー・フランキー

 / 124分 / KADOKAWA

学生・大人・

シニア向け

20 アーロと少年

それは、勇気を見つけるための冒険。

ありがとう。ボクの初めての友だち。

怖がりの恐竜・アーロと体は小さくても怖いもの知らずの少年・スポットの友情を描くアドベン

チャーファンタジー・アニメ。嵐で父親を亡くし、川に流され見知らぬ土地で目覚めたアーロ

は、人間の少年・スポットに助けられ…。

©2016 Disney/Pixar

声の出演(日本語吹替)：

石川樹, 松重豊, 片桐はいり, 

安田成美, 八嶋智人, 

 / 94分 / ウォルト・ディズニー・

ジャパン

ファミリー・

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
トムとジェリー

　すくえ! 魔法の国オズ

世界で一番有名な、ネコとネズミの大冒険! 劇場長編作!!!

トムとジェリーが力を合わせて魔法の国オズをすくう! ! 

おなじみのドタバタに大爆笑! 歌とダンスに心ワクワク! 痛快ミュージカル・アドベンチャー! ! 

魔法の国・オズの都からカンザスに帰って来たドロシー、トム、ジェリー。すると、オズの仲間

のかかし、ブリキ男、ライオンが「ノーム王からオズを救って欲しい」とドロシーを迎えに来て

…

声の出演(日本語吹替)：

佐藤せつじ, 堀 絢子, 

小桜エツコ, 坂井恭子, 

岩崎ひろし

 / 80分 / ワーナー

キッズ・学

生・大人向け

22 コウノトリ大作戦

ハラハラドキドキ、笑いと興奮の大冒険! 

コウノトリ史上最大の「赤ちゃんお届け大作戦」はじまる! 

コウノトリのジュニアが、ひとりっ子の少年・ネイトに赤ちゃんを届けるべく大冒険を繰り広げ

る。

声の出演(日本語吹替)：

渡部 建 (アンジャッシュ), 

児嶋一哉 (アンジャッシュ), 

清水理沙, 玄田 哲章, 池田 優斗, 

 / 89分 / ワーナー

キッズ・学

生・大人向け

23 オケ老人！

杏、映画初主演! 

平均年齢、世界最高齢! ! のオーケストラが奏でる交響曲に、まさかの喝采! ?泣いて笑ってまた笑

う、クラシック・エンタテインメント! 

老人ばかりのアマチュアオーケストラ・梅が岡交響楽団に間違って入団した数学教師の小山千鶴

が、音楽を愛する老人たちに振り回されながらも成長していくハートウォーミングコメディ。

出演：杏, 黒島結菜, 坂口健太郎, 

左とん平, 小松政夫

 / 119分 / ミッドシップ / 

IMF12601

学生・大人・

シニア向け

24 湯を沸かすほどの熱い愛

最高の愛をこめて、葬(おく)ります。

日本アカデミー賞ほか賞レースを大席巻! ! 

死にゆく母の熱い思いと、想像もつかない驚きのラストに、涙と生きる力がほとばしる家族の愛

の物語! 

幸野家は銭湯・幸の湯を営んでいるが、父が出奔し休業状態。母・双葉はパートをしながら娘を

育てていたが、ある日突然余命宣告を受け、その日から死ぬまでにやっておくべきことを実行し

ていく。

出演： 宮沢りえ, 杉咲花, 松坂桃

李, オダギリジョー

 / 135分 / ｸﾛｯｸﾜｰｸｽ / KWX1890

学生・大人・

シニア向け

25

ファンタスティック・

　ビーストと

　　魔法使いの旅

J.K.ローリングの「ハリー・ポッター」新シリーズ! 

今度の魔法は、もっとすごい。

世界中の魔法動物を集めている変わり者の魔法使い・ニュート。ある日、彼のトランクから魔法

動物が逃げ出し、ニュートは人間界と魔法界を救うべく大冒険を繰り広げる。

出演: エディ・レッドメイン, キャ

サリン・ウォーターストン, コリ

ン・ファレル / 日本語吹替あり / 

133分 / ﾜｰﾅｰ / 1000642974

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 ベイマックス

キミがいてくれてよかった。日本とサンフランシスコからインスピレーションを得た架空都市サ

ンフランソウキョウを舞台に、壮大なスケールで贈る、優しいロボットと少年の絆を描く感動ア

ドベンチャー!!

幼い頃に両親を亡くし、謎の大爆発で兄を失ってしまった少年・ヒロの前に突然、ロボットの“ベ

イマックス”が現れるが…　©2016 Disney

声：菅野美穂、小泉孝太郎 / 

102分 / ウォルト・ディズニー・

ジャパン株式会社 / PONY 

CANYON

ファミリー向

け（キッズ～

大人まで）

27
リトルプリンス

　星の王子さまと私

『星の王子さま』のその後を描いた感動のファンタジー・アドベンチャー超大作！！

いま、飛行機に乗って女の子が星の王子さまに会いに行く―

勉強漬けの日々を送る9歳の女の子は、隣に住む元飛行士のおじいさんと友だちになる。おじいさ

んは昔、砂漠で星の王子さまに会ったことがあると話し…

声の出演(日本語吹替)：

鈴木梨央, 津川雅彦, 瀬戸朝香, 

滝川クリステル, 竹野内豊, 

ビビる大木, 池田優斗, 

 / 107分 / ワーナー

ファミリー・

学生・大人・

シニア向け

28

ソング・オブ・

　ザ・シー 

　　　海のうた

忘れないで 母さんは あなたのことが大好き ずっと―。小さな島の灯台から始まる、幼い兄妹の

大冒険! アイルランド神話の壮大な物語の先に、二人が選んだ未来とは―。世界のアニメーション

界を席巻した珠玉の感動作! ! 日本語吹替版には本上まなみ、リリー・フランキー、中納良恵

(EGO-WRAPPIN')を起用し話題に! !

◆文部科学省特別選定作品(少年向き、青年向き、家庭向き)　◆文部科学省選定作品(幼児向き、

成人向き)

声の出演(日本語吹替)：本上まな

み、リリー・フランキー、中納良

恵(EGO-WRAPPIN')

 / 93分 / ミッドシップ / 

MPF12691

ファミリー向

け（キッズ～

大人まで）

29 オオカミ少女と黒王子

理想のカレを演じてもらう条件はドS王子への絶対服従! ?

ウソから始まる、人生最初のホンキの恋。

八田鮎子の人気少女コミックを二階堂ふみと山崎賢人主演で映画化。

嘘がきっかけで学校一のイケメンに彼氏のフリをお願いするエリカと、自分への絶対服従を条件

にそれを受け入れるドS王子・恭也の恋を描く。

出演：二階堂ふみ, 山崎賢人, 鈴木

伸之, 門脇麦, 横浜流星 

 / 116分 / ワーナー

学生・大人・

シニア向け

30 メアリーと秘密の王国

海外のアニメーションはディズニーだけじゃない!!!　●20世紀FOX傘下のブルースカイ・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…。海や森といった臨場感あふれる細かい自然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ます!!!

◆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）


