
新作・オススメ!!! おもしろい! 感動!! 映画の醍醐味を感じる洋画作品

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!!!

きっと、星のせいじゃない。

■学生・大人向け

出演：シャイリーン・ウッドリー, アンセル・エルゴート/ 

FXBR61963 / 〔日本語吹替あり〕

126分 / 

20世紀FOX

運命がくれた、今日が愛しい。あなたは”永遠"をくれた―世
界20か国以上でNo,1!!!ジョン・グリーンのベストセラー小説
「あなたを待つふたりのために」を基に不治の病で限られた時
間を大切に生きる男女の恋を描いた
青春ラブロマンス。末期のガン患者、
ヘイゼル・グレースはガン患者の集会で
骨肉腫を克服したガスと出会うが…

■学生・大人・シニア向け

ミッション:インポッシブル
ローグ・ネイション

出演： トム・クルーズ, レベッカ・ファーガソン / 

PDSZ138598 / 〔日本語吹替あり〕

131分 / 

UIP B.V.

全世界熱狂!! あのミッションが帰ってきた!!!「シリーズ最高傑作」と
国内外から絶賛の嵐のスパイ・アクション・シリーズ第5弾!!!!!

トムの命知らずな超絶アクションに心拍数MAX! ! IMFのエージェ
ント、イーサン・ハントは多国籍スパイ組織・
シンジケートを追っていたが、捕らえられてし
まう。拷問が始まろうとしたその時、謎の女
に助けられ…

■学生・大人向け

シング・ストリート 未来へのうた

出演：フェルディア・ウォルシュ＝ピーロ ルーシー・ボー
イントン/ 〔日本語吹替あり〕

106分 / GAGA

監督が自身の少年時代の体験をベースに撮り上げた音
楽青春映画。80年代のアイルランドを舞台に、学校にも
家庭にも様々な問題を抱え、悩み多き日々を送る14歳の
少年が、愛しの彼女を振り向かせようと
バンドを組み、音楽を通して仲間たちとの
友情を深めていくさまとを80年代ヒット・
ナンバーの数々とともに描き出す。

オデッセイ

■学生・大人・シニア向け

出演： マット・デイモン,ジェシカ・チャステイン / 

〔日本語吹替あり〕

142分 / 20世紀FOX

巨匠 リドリー・スコット監督が描く奇跡のSFサバイバル超大
作!!! 70億人が、彼の還りを待っている―人類による有人火
星探査ミッション<アレス3>が、嵐によって中止に追い込まれた。
ミッションに参加した6人のクルーは撤収を余儀なくされるが、そ
の一人であるマーク・ワトニーは暴風に吹き
飛ばされ、死亡したと判断される。しかし、
ワトニーは奇跡的に生きており、独りぼっち
で火星に取り残されていて…

本

チェック! ＜(_ _)＞

クリード チャンプを継ぐ男

■学生・大人・シニア向け

出演：シルベスター・スタローン, マイケル・B・ジョーダン /

〔日本語吹替あり〕

133分 / ﾜｰﾅｰ

『ロッキー』 新章 (シリーズ) 始まるー!!!ロッキーが再び立
ち上がる!!盟友アポロの息子をチャンプにするために!!!あ
の永遠の名作『ロッキー』の魂<ソウル>を正統に継ぐ、新
たな感動の物語が幕を開ける!!!孤独に暮らすロッキーの
前に、亡き親友でライバルだった
アポロの息子・アドニスが現れる。
ロッキーは自らのすべてを彼に
託すが…。

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞

監督：デイヴ・グリーン
出演：ミーガン・フォックス スティーヴン・アメル

【あらすじ】
長年愛され続ける異色のヒーロー “ミュータン
ト・ニンジャ・タートルズ”が活躍する大ヒット・
アクションの続編。新たな敵の
登場で最大の危機を迎えた
タートルズの運命を
迫力のアクションで描き出す。

■学生・大人・ファミリー向け

ミュータント・ニンジャ・タートルズ：
影＜シャドウズ＞

112分/  UIP

出演：エディ・レッドメイン
【あらすじ】

Ｊ・Ｋ・ローリングが、書き下ろした新シリーズ。
世界中を旅する魔法動物学者の愛用のトラン
クから魔法動物たちが人間界に逃げ出してし
まったことから巻き起こる大騒動
の行方を描いたファンタジー・
アドベンチャー。

■学生・大人・シニア向け

ファンタスティック・ビースト
と魔法使いの旅

132分/  WB

本

チェック! ＜(_ _)＞

出演:クリス・パイン, ザッカリー・クイント, カール・アーバ
ン, ゾーイ・サルダナ,サイモン・ペッグ〔日本語吹替あり〕

【あらすじ】：未知の星に不時着した宇宙船救出ミッション
に出発したエンタープライズ号。このミッションを最後にし
て、キャプテン・カークは<ある決断>を胸に秘めていた。
しかし到着直前、無数の飛行物体による急襲を受けたエ
ンタープライズ号は撃破され、仲間は
散り散りになってしまう。見知らぬ土地
に投げ出されたカークたちの限界を超
えた戦いの幕が開く!

PJBR1060 ■学生・大人・シニア向け

スター・トレック BEYOND 123分 / UIP

本

チェック! ＜(_ _)＞

出演: トム・クルーズ, コビー・スマルダース, ダニカ・ヤロ
シュ, ロバート・ネッパー 〔日本語吹替あり〕
【あらすじ】：陸軍のエリート指揮官だったジャック・リー
チャーが退役した数年後。彼の後任のスーザン・ター
ナー少佐が国家反逆罪で逮捕される。
彼女の無実を証明し、リーチャーの元部下を殺害した真
犯人を暴くには巨大な政府の陰謀に
立ち向かわなければならなかった。
リーチャーは正義のために法を犯し、
ルール無用の闘いに挑むのだった!

PJBR1062 ■学生・大人・シニア向け

ジャック・リーチャー NEVER GO BACK 118分 / UIP

本

チェック! ＜(_ _)＞

出演:エヴァ・グリーン,エイサ・バターフィールド,

サミュエル・L・ジャクソン〔日本語吹替あり〕

【あらすじ】：フロリダで生まれ育ったジェイクは、周囲になじ
めない孤独な少年。そんな彼の唯一の理解者である祖父
の遺言に従って小さな島を訪れたジェイクは、森の奥で古
めかしい屋敷を発見。そこには美しくも厳格なミス・ペレグ
リンと奇妙なこどもたちが住んでいた。
やがて彼らと心を通わせ、夢のような
時間を過ごしたジェイクは、自らに宿った
ある“力"に気づき、屋敷に迫る恐るべき
脅威に立ち向かっていくのだった…。

FXBR63730 ■ファミリー向け

ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち 126分 / 20世紀FOX

本

チェック! ＜(_ _)＞

出演:ウィル・スミス,エドワード・ノートン, ケイト・ウィンス
レット, ヘレン・ミレン, マイケル・ペーニャ〔日本語吹替あり〕

【あらすじ】：ニューヨークの広告代理店で成功を収めてい
たハワード。しかし彼は最愛の人を失い、深い喪失感に
見舞われ、プライベートも仕事もやる気なし。会社も危な
い。同僚たちもそんなハワードと会社を心配していた。
ある日、人生ドン底のハワードの前に
3人の奇妙な舞台俳優が突然現れた。
不可思議な言動をハワードに投げかけ
る年代も性別も異なる3人。その出会い
によってハワードに徐々に変化が…。

1000648113 ■学生・大人・シニア向け

素晴らしきかな、人生 97分 / WB

本

チェック! ＜(_ _)＞



<第86回アカデミー賞最多7部門受賞! > 

究極のスペース・サスペンス・アクション!!!バスの中で体験する
最もリアルな宇宙!!!地球から60万メートル上空。スペースシャ
トルでのミッション遂行中、突発的事故により、無重力空間
(ゼロ・グラビティ)に放り投げ出された
ふたりの宇宙飛行士。《無限の宇宙》に
取り残され、酸素・重力・生存率《ゼロ》
の極限状態の中で…!?

ゼロ・グラビティ
出演：サンドラ・ブロック, ジョージ・クルーニー /
〔日本語吹替あり〕

91分 / ﾜｰﾅｰ

■学生・大人・シニア向け

クリント・イーストウッド主演・製作!!ベースボールがつなぐ親娘
の絆の再生物語。キャリア最後のスカウトの旅へと出たメ
ジャーリーグの老スカウトマンとそのサポート

に押しかけた一人娘が、旅を続ける中で
少しずつ互いのわだかまりと向き合い、
親子の絆を再確認していく姿を描いた

感動のドラマ!!!

人生の特等席
出演：クリント・イーストウッド, エイミー・アダムス,

ジャスティン・ティンバーレイク, ジョン・グッドマン /

〔日本語吹替あり〕

■学生・大人・シニア向け

111分 /WB

準新作・オススメ!!! おもしろい! 感動!!  映画の醍醐味を感じる洋画作品

大脱出

■学生・大人・シニア向け

出演: シルベスター・スタローン, 

アーノルド・シュワルツェネッガー

シルベ＆シュワちゃん、世界最強の2大アクション・
スターのW主演キターwwwwwww映画史的な大
事件だっ!!!アクション映画界の巨人達が初の本格
共演で挑む!! 【攻略型】“脱出”エンタテインメン
ト!!!!!!! もはや説明不要!!! 大胆
にして緻密な手に汗握る脱出劇が
今、始まる!!

116分 / GAGA

グランド・ブダペスト・ホテル

■学生・大人・シニア向け

出演： 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…

■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.

シュワちゃんが12年ぶりにカムバック!!! 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…

出演： ヒュー・ジャックマン, ギャレット・ヘドランド,

ルーニー・マーラ, リーヴァイ・ミラー / 1000539105

〔日本語吹替：成宮寛貴,水川あさみ〕

胸躍る、迫力のアクション・アドベンチャー! ! 最凶の海
賊〈パイレーツ〉、現る。孤児院で暮らす少年・ピーター
は、母を捜してネバーランドへ旅立つ。
そこで彼は若き日のフック船長や
タイガー・リリーと出会い…

PAN ネバーランド、夢のはじまり

■ファミリー・学生・大人向け

111分 / ﾜｰﾅｰ

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

ジュラシック・ワールド
出演： クリス・プラット, ブライス・ダラス・ハワー / 

〔日本語吹替：玉木宏, 木村佳乃, 松岡茉優など〕

124分 / UIP B.V.

2015年最大のヒット作!!あのテーマパークが遂にオープン!その
全貌が明かされる。多種多様な恐竜たちが、所狭しと画面を
駆け抜け、飛び回る! 大人気SFアクション「ジュラシック・パー
ク」シリーズ第4弾!!!!恐竜と触れ合える高級リゾート、ジュラ
シック・ワールドで働くクレアを訪ねて来た
甥っ子・ザックとグレイ。だが、凶暴な恐竜
が施設から逃亡し…。

出演： 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・シニア向け

『ONE PIECE』の尾田栄一郎が「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

ガリバー旅行記

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

出演：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
スクール･オブ･ロック

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

とにかく痛快! 学園ロックコメディ!!

ロックを愛しバンド成功の夢を捨て切れない熱い30過ぎの
男・デューイ。生活費を稼ぐ必要がある彼は、ある日、ひょん
なことからｴﾘｰﾄ小学校教員となる。生徒たちの音楽的才
能を発見。“授業”と偽り、子供たちと
ﾛｯｸ･ﾊﾞﾝﾄﾞを結成したデューイは、
念願だったバンド・バトルへの出場を
目指すが…。

109分 / 

UIP B.V.
出演：ジャック・ブラック, ジョーン・キューザック,

サラ・シルヴァーマン / ※日本語吹替あり

鬼才・クリストファー・ノーランと、アカデミー賞受賞Wキャストで贈
る、衝撃宇宙体験のSF映画の最高傑作だ!!!地球の寿命が終
わる―人類の挑戦が始まる―深刻な環境汚染の影響で滅び
つつある地球。元エンジニアたちが移住可能な惑星を求めて、
恒星間航行（インターステラー・ドライブ）に
挑む人々の姿と、その家族たちの“時空を
超越した揺ぎ無い絆”を描く、愛と
感動の超大作物語!!!!!!!

インターステラー
出演：マシュー・マコノヒー, アン・ハサウェイ /

〔日本語吹替あり〕

169分 / ﾜｰﾅｰ

■学生・大人・シニア向け

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞

バードマン

■学生・大人・シニア向け

出演：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）

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞



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

光にふれる

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

主演：ホアン・ユィシアン, サンドリーナ・ピンナ,

※日本語吹替あり
たくさんの愛に包まれて、僕は人生を奏でる―。主演にはピ
アニストとして活躍するホアン・ユィシアンを迎え、ウォン・カー
ウァイ製作総指揮による、世界中の映画祭で大喝采をう
け、実話をもとにした感動の物語。＿

〔バリアフリー作品：視覚障害者対
応音声ガイド・聴覚障害者用字幕付〕
〔厚生労働省の児童福祉文化財映像・
メディア等推薦作品〕

110分 / ｸﾛｯｸﾜｰｸｽ ワン チャンス

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

主演： ジェームズ・コーデン
日本語吹替：茶風林, 小島幸子

携帯電話販売員から奇跡の逆転! 生きる勇気、元気がもら
える感動実話! 世界的テノール歌手、ポール・ポッツの波乱に
満ちた半生を描いた、ポール・ポッツ本人の声で聞かせるオペ
ラ名曲の数々の痛快サクセスストーリー!!

104分 / GAGA

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。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

準作品・オススメ!!! おもしろい!  感動!! 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

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

新しい人生のはじめかた

■学生・大人・シニア向け

出演：ダスティン・ホフマン, エマ・トンプソン
※日本語吹替あり

ダスティン・ホフマン×エマ・トンプソン二大アカデミー賞俳優が
大人達に捧げる幸せの扉を開く珠玉のラブストーリー!人生
の折り返し地点を過ぎ、それぞれに悩みを抱えた２人の男女
がロンドンの街で偶然に出会い、一緒に
過ごすひとときの中で前向きな気持ちを
取り戻していく姿をハートウォーミングに綴る。

93分 / TKW

エンド・オブ・ザ・ワールド

■学生・大人・シニア向け

出演：スティーヴ・カレル, キーラ・ナイトレイ
※日本語吹替あり

悲しみ解き放つ、こんなに素敵な“世界の終わり“珠玉の
ロック&ポップスにのせ描く、ちょっと切なくて、だけどなんだか
あたたかい。ホット・ロマンティック・ストーリー! 地球滅亡まで
あと21日。暴動の夜、最愛の女性に
会いに行こうとする中年男と隣人女性の
2人の奇妙な旅を描く。

101分 / MS

アニマル・ウォーズ 森林帝国の逆襲

出演：ブレンダン・フレイザー, ブルック・シールズ / 

91分 / MS ※日本語吹替あり

「ハムナプトラ」シリーズのブレンダン・フレイザー主演で贈る、
可愛い動物たちとひとりのサラリーマンとのドタバタ大戦争を描
いた、痛快ファミリー・コメディ! オレゴン州の森林地区。不動
産業者のダンは、住宅地開発のため
森林伐採を計画中。それを知った森に
住むアライグマは、人間の侵略を阻止
するべく仲間を率いて立ち上がる!

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

■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…

サンバ
出演： オマール・シー, シャルロット・ゲンズブール
※日本語吹替あり

『最強のふたり』監督＆脚本×主演が贈る、笑いと感動
のヒューマンドラマ!!!演技派キャストの競演! スティー
ヴィー・ワンダーなど、作品を彩る洗練された楽曲の
数々!!!ビザの失効によって国外退去を命じられた青年・サ
ンバと、彼の屈託のない笑顔に引き
寄せられる。人種も境遇も全く異なる人
たちとの心温まる触れ合いと行く末を描く。

119分 / GAGA

■ファミリー・学生・大人・シニア向け
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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

■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

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

ミクロ・アドベンチャー

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

出演： ゲーザ・ワイズ , ピーター・ポール・ミュラー , 

サーシャ・マイラナス , キー・ケテラー / 

※日本語吹替あり

101分 / ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ

小さな家族の、大きな冒険が始まる!ミクロ化した家族の大冒
険を描くスーパー・ファンタジー・アドベンチャー・ムービー!!!原作
は世界的児童文学作家、アニー・M・G・シュミット。引っ込み
じあんな男の子・ヨハネスは、父と姉との
3人暮らし。とある夜、彼は台所で手の
ひらに収まるほどの小人・ウィプララと
出会うが・・・

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

スノークイーン
少女ゲルダと雪の女王

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

出演： アンナ・スナティンカ, カール・マルコビッチ,

アンナ・ポテビーニャ,ナターリヤ・ボンダルチュク / 

※日本語吹替あり

90分 / 

ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ

アンデルセン童話「雪の女王」が、またまた実写映画化の
スペクタクルファンタジー!!! 雪の女王に連れ去られたカイ
を探し、ゲルダは冒険の旅に出た。
魔女や山賊と出逢い、危険を乗りこえ
ながら、ゲルダは氷の宮殿にたどり
着いた。そこで彼女は、雪の女王が
カイの母親であることを知るが…

ナイト・オブ・ファンタジー
次元を超えた冒険

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

主演： クイン・ロード, フランシス・Ｘ・マッカーシー / 

※日本語吹替あり

86分 / 

ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾏｰ

北欧発!!世界の映画ファンを虜にした、空想世界と現実世界
を巻き込んで繰り広げられる冒険を描いたダークファンタジーの
傑作が遂に上陸!!!老いによって記憶をなくしたトム。昏睡状態
に陥った彼は、10歳の姿になり自分の
空想世界に入り込んでしまう。そして
息子のジェムに伝えるべきことを思い
出すが…
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リーザと十二月の神々

■学生・大人向け

出演： オルガ・ナレトヴァ, イリヤ・ブツコフスキー / 

〔日本語吹替あり〕

88分 / ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ

世界的戯曲「十二月」を現代風にアレンジした魔法と不思
議にあふれた世界と少女の冒険を描いた楽しみに溢れたファ
ンタジー・アドベンチャー!!森の城の中で、少女・リーザは突然
異次元の世界に迷い込んでしまう。そこは、魔法と不思議に
溢れた冬の王国。元の世界へ戻る扉を
開けるには、幻の花を手に入れなければ
ならず…

本

チェック! ＜(_ _)＞



突然の交通事故で母を亡くしたエイミーは10年ぶりに
別れた父・トーマスと暮らし始めるが、なかなか心は通
じ合わない。そんな時、エイミーは森でグース(雁）の卵
を見つけ、1人で孵化させる。当然、鳥の習性にならっ
て16羽のグースたちは、初めに見たエイミーを母鳥だ
と思い込んでしまうのだが.。
母親を交通事故で亡くし心を痛めた娘と
、長い間離れて暮らしていた彫刻家の
父親との心の交流を描いたハートウォー
ミングストーリー。

グース

■ファミリー・大人・シニア向け

出演:ジェフ・ダニエルズ,アンナ・パキン,

テリー・キニー,ダナ・デラニー ※日本語吹替あり

RDD24511 106分 / ソニー

出演:ジェームズ・クロムウェル,

マグダ・ズバンスキー,クリスティン・キャバノー/ 

※日本語吹替あり

夢はドーンとでっかく“世界一の牧羊豚”!愛くるし

い子ブタの愛と勇気あふれる愉快な物語!

ホゲットおじさんの牧場にやって来

た子ブタのベイブは、牧羊犬のフラ

イと羊たちの見張りをすることに。

ベイブ（1） /ベイブ都会へ行く（2）

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

92分（1）96分（2）/ UIP

スティーブン・キング原作の名作小説を、ロブ・ライナー
監督が見事に映画化。4人の少年たちの冒険と成長
を描いた不朽の名作!!12 才の夏、959年オレゴンの
小さな町。仲良し4人の少年たちは、
たった2日の未知の冒険が、少年
たちの心に忘れえぬ思い出を残した………

スタンド・バイ・ミー
出演：ウィル・ウィートン, リバー・フェニックス,

コリー・フェルドマン, ジェリー・オコネル / 

※日本語吹替あり

88分 / SONY

■学生・大人・シニア向け

名曲「アンチェインド・メロディ」にのって、すべての映画ファンを

魅了したラブ・ロマンス不朽の名作!恋人同士のモリーとサム

は一緒に暮らし始め、幸福に満ち溢れていた。そんな矢先、

サムは暴漢に襲われ命を落としてしまう。

しかし、陰謀だと知ったサムはこの世に

とどまり、霊媒師の力を借りて愛する

モリーを守ろうとするが…

ゴースト ニューヨークの幻
出演： パトリック・スウェイジ, デミ・ムーア,

ウーピー・ゴールドバーグ / ※日本語吹替あり

127分 / UIP

■学生・大人・シニア向け

スタンリー・キューブリック監督による比類なき完成度!!壮烈

なる演出!!全てのSF映画の中で最も美しく衝撃的、そして

偉大な金字塔作品!!謎の石版“モノリス”と人類との接触を、

科学的根拠に基づき圧倒的な独創性

と緻密な特殊効果を用いて、陶酔の

映像と音楽で描き出し、

アカデミー賞(R) 受賞作!!!

2001年宇宙の旅
出演：キア・デュリア, ゲイリー・ロックウッド
※日本語吹替あり

148分 / ﾜｰﾅｰ

■学生・大人・シニア向け

出演: トム・ハンクス, ゲイリー・シニーズ / 

※日本語吹替あり / 142分 / UIP

“人生は食べてみなければわからない、チョコレートの箱と同

じ”――アメリカの激動する歴史を駆け抜けた、青年フォレ

ストの青春を暖かい感動で描いて、アカデミー賞(R)作品賞

ほか6部門を独占!ロバート・ゼメキス監督

×トム・ハンクス主演で贈る!映画史に

残る傑作ヒューマンファンタジー!!

フォレスト・ガンプ 一期一会

■学生・大人・シニア向け

“ユーモアこそが最良の薬”-患者の為の医療とは何か

を問い続けた、実在の医師をモデルにした感動の

ヒューマンドラマ!!名優-ロビン・ウィリアムズ主演で描く。

笑いが心の癒しになると気付いた

青年、パッチ・アダムスが医学

の道を志し、やがて無料診療院を

開設するが… 

パッチ・アダムス
出演： ロビン・ウィリアムズ, ダニエル・ロンドン / 

※日本語吹替あり

115分 / UIP

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

ミヒャエル・エンデの世界的ベストセラーをイマジネー

ション豊かに映像化したファンタジック・SFXアドベン

チャーの傑作!!夢の大切さ、愛の貴さ、真の勇気を

知っていく…少年・バスチアンが

古本屋で1冊の本を見付けたこと

から不思議な物語が始まる!!

ネバーエンディング・ストーリー 第1,2章
出演：ノア・ハザウェイ,ジョナサン・ブランディス / 

※日本語吹替あり/ 1章・94分 / 2章・90分 / ﾜｰﾅｰ

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

スティーブン・スピルバーグ製作総指揮で贈る!!ワクワ
ク・ドキドキ!! 永遠の傑作スペクタクル・アドベン
チャー!!!屋根裏で偶然海賊が隠した宝の地図を発
見した落ちこぼれ少年団
“グーニーズ”は、宝探しの
大冒険に挑む!!!

グーニーズ
出演：ショーン・アスティン, ジョシュ・ブローリン, / 

※日本語吹替あり

114分 / ﾜｰﾅｰ

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

それは、宇宙の声からはじまった―!!SFファンタジー映画の

名作中の名作!!!ロバート・ゼメキス監督×ジョディー・フォス

ター主演で贈る、夢のあるSFファンタジー映画の感動大

作!!!電波天文学者のエリーは、宇宙

からの電波を元に地球外知的生命体

の研究をしていたが…

コンタクト
出演： ジョディ・フォスター, マシュー・マコノヒー,

ジョン・ハート, ジェームズ・ウッズ/ 

※日本語吹替あり

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

150分 / ﾜｰﾅｰ

出演:ジェシカ・タンディ, ヒューム・クローニン,

フランク・マクレー, エリザベス・ペナ

ニューヨークの街に奇跡が舞い降りる…。

舞台はニューヨークの下町、東8番街。地上げ屋に立ち

退きを要求されている古いアパートの住人たちのところ

に、ある日宇宙から小さなUFO生物

夫婦が現れ、業者のいやがらせで

破壊されていく建物を次々と修復して

いく。

ニューヨーク東8番街の奇跡

■ファミリー・学生・大人・シニア向け

106分※日本語吹替あり / UIP

日本よ! これが名作映画だ!! 色褪せない物語の数々

可愛くて、いたずら好き、不思議な生き物モグワイがク
リスマスに巻き起こす大騒動!!スティーブン・スピルーグ
製作総指揮による永遠のSFホットファンタジー!!!

ビリーはクリスマスに発明家の父親から
不思議な生き物・モグワイをプレゼント
される。モグワイを飼うには大切な
3つの約束があり…

グレムリン
出演：ザック・ギャリガン, フィービー・ケイツ, / 

※日本語吹替あり

106分 / ﾜｰﾅｰ

■ファミリー・学生・大人・シニア向け
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