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マスカレード・ホテル

DVD

ティーンスピリット

都内で3件の殺人事件が発生した。現場にはいずれも不可解な数字の羅列が残されていたことから、連
続殺人事件として捜査が開始される。警視庁捜査一課のエリート刑事・新田浩介は、その数字が次の犯
行場所を予告していること、そしてホテル・コルテシア東京が4件目の犯行場所になることを突き止める。

© 2019 Columbia Pictures Industries, Inc., Perfect World Pictures (USA) Inc. and 2.0 Entertainment Borrower, LLC. All Rights Reserved.

ギルティ

DVD
The Guilty

東宝
（株）

JUMANJI: THE NEXT LEVEL

イエスタデイ

前作『ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャング
ル』を超える体感型アクション・アドベンチャー

DVD

YESTERDAY

イギリスの小さな海辺の町で暮らすシンガーソング
ライターのジャックは、幼なじみの親友エリーから
献身的に支えられているものの全く売れず、音楽で
有名になる夢を諦めかけていた。そんなある日、世
界規模の瞬間的な停電が発生し、ジャックは交通
事故で昏睡状態に陥ってしまう。目を覚ますとそこ
は、史上最も有名なはずのバンド「ザ・ビートルズ」
が存在しない世界になっていた。彼らの名曲を覚え
ているのは世界でただひとり、ジャックだけで・・・。

監督：ジェイク・カスダン
出演：ドウェイン・ジョンソン、ジャック・ブラック、
ケヴィン・ハート、カレン・ギラン、ニック・ジョナス、
ダニー・デヴィート、ダニー・グローヴァー、オークワフィナ

監督：ダニー・ボイル
出演：ヒメーシュ・パテル、
リリー・ジェームズ、
エド・シーラン、
ケイト・マッキノン

DVD品番：RDD-81609 BD品番：BRR-81609／123分
吹替 日・英/日・英字幕

品番：GNBR-5022／116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

ＵＩＰ

※バス、上映会は字幕のみ
© 2019 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

© 2019 Universal Studios and Perfect Universe Investment Inc. All Rights Reserved.

最高の人生の見つけ方

（株）
ハピネット

ピータールー マンチェスターの悲劇

DVD
PETERLOO

DVD品番：1000758306

BD品番：1000758305／114分

マザーレス・ブルックリン

「秘密と嘘」
「ヴェラ・ドレイク」などで知られるイギリス
の名匠マイク・リーが、19世紀初頭のイギリスで起きた
事件「ピータールーの虐殺」を映画化。1819年、ナポレ
オン戦争後で困窮のさなかにあるマンチェスター。深
刻化する貧困問題の改善を訴え、政治的改革を求める
民衆6万人がセント・ピーターズ・フィールド広場に集
まった。鎮圧のため派遣された政府の騎馬隊は、非武
装の群衆の中へ突入していく。多くの死傷者を出し、イ
ギリスの民主主義において大きな転機となった。

品番：GADR-2115／155分
吹替無 英/日字幕

ナイト・ストーム

監督：エドワード・ノートン
出演：エドワード・ノートン、ブルース・ウィリス、
ググ・バサ＝ロー、
アレック・ボールドウィン、
ウィレム・デフォー
DVD品番：1000762324
吹替 日・英/日・英字幕

GAGA（株）

DVD
GRAND ISLE

BD品番：1000762323／144分

ワーナー・ブラザース映画

Motherless Brooklyn © 2019 Motherless Ventures, LLC. All rights reserved.

バニシング

DVD
KEEPERS

町には猛烈なハリケーンが近づくある日、妻と病気の子ども
を抱えながらも休職中のバディは、退役軍人のウォルターと
いう男から、破損した自宅の柵を修理してほしいという依頼
を受ける。ウォルターから「その日のうちに修理しろ」と依頼
されたバディは、高額な報酬につられて作業に取り掛かるの
だが、ハリケーンの上陸までに終わらず、やむなくウォルター
の自宅に泊まることになる。バディはウォルターの魅力的な
妻ファンシーから誘いを受けるがまま一夜を共にしてしまう
のだが、そこには大きな思惑と秘密が隠されていた・・・。

1900年12月にスコットランド沖の北大西洋に浮かぶ
孤島で3人の灯台守が姿を消した「フラナン諸島の
謎」と呼ばれる実在の事件を、大胆な解釈で描いた
ミステリースリラー。25年も灯台守の仕事を続けて
いるベテランのトマス、短気で粗暴な大男のジェー
ムズ、新米の若者ドナルドの3人は、6週間にわたっ
て灯台を灯し続ける仕事のため、スコットランド沖
の無人島にやって来た。嵐の夜の翌朝、3人は崖の下
で瀕死の男を発見し、救助しようとするが・・・。

監督：スティーヴン・カンパネッリ
出演：ニコラス・ケイジ、
ケイディー・ストリックランド、
ルーク・ベンウォード、
ケルシー・グラマー

監督：クリストファー・ニーホルム
出演：ジェラルド・バトラー、ピーター・ミュラン、
コナー・スウィンデルズ

品番：KWX-2340／97分
吹替 日・英/日字幕

品番：KWX-2339／107分
吹替 日・英/日字幕

（株）
クロックワークス

（株）
クロックワークス

ワーナー・ブラザース映画
©2019
「最高の人生の見つけ方」
製作委員会

DVD
Motherless Brooklyn

１９５０年代のニューヨーク。障害を抱える孤独な
私立探偵のライオネル・エスログは、恩人であり唯
一の友でもあるフランク・ミナが殺害されると、意
を決して事件の真相を追い始める。僅かな手掛か
りと並外れた執念だけを武器に、固く閉ざされた
秘密を解明していくライオネル。その深い闇の奥に
あったのは、街全体の運命を左右しかねない危険
な真実だった。

監督：マイク・リー
出演：ロリー・キニア、
マキシン・ピーク、
デイヴィッド・ムーアスト、
ピアース・クイグリー

© Amazon Content Services LLC, Film4 a division of Channel Four Television Corporation and The British Film Institute 2018.

監督：犬童一心
出演：吉永小百合、
天海祐希、
ムロツヨシ、
満島ひかり、
賀来賢人、
鈴木梨央、
駒木根隆介、
ももいろクローバーZ、
前川清

品番：80DRJ-30419／95分

©2019「おいしい家族」製作委員会

©2017 Nordisk Film Production A/S. All rights reserved.

BD

家庭のために生きてきた幸枝と、会社のために生きてきたマ子。全く違う世界に暮らしてきた 2 人が偶
然に出会い、自分たちの唯一の共通点は余命宣告を受けたことだと知る。主婦業と仕事以外に何もやり
たいことのない人生の虚しさに気づいた幸枝とマ子は、たまたま手にした12歳の少女の「死ぬまでにやり
たいことリスト」を実行するという無謀な旅に出る。今までの自分なら絶対にやらないことに、自ら殻を
破って飛び込む 2 人。初めて知った生きる喜びに輝く 2 人は、家族や周囲のものたち、さらには旅先で
出会った人々も巻き込み、彼らの人生さえ
も変えていく 。

監督：ふくだももこ
出演：松本穂香、
板尾創路、
浜野謙太、
笠松将、
モトーラ世理奈、
三河悠冴、
柳俊太郎

品番：CPD-14229R／88分
吹替 日・丁
カルチュア・エンタテインメント
（株）

DVD

吉永小百合×天海祐希 二人が見つけだす≪最高の奇跡≫人生のすべてを 家庭 に捧げて
きた＜大真面目な主婦＞と、人生のすべてを 仕事 に捧げてきた＜大金持ちの女社長＞。

DVD

銀座で働く橙花は、夫と別居中。仕事もうまくいかず都会での
生活に疲れ気味。ちょうど母の三回忌を迎え、船にゆられて
故郷の離島へ帰ってきた。すると、実家では父が、亡き母の服
を着ておいしいごはんを作ってまっていた！唖然とする橙花
に追い打ちをかけるように、見知らぬ居候が登場。それはお
調子者の中年男・和生と生意気な女子高生・ダリア。
「父さん、
みんなで家族になろうと思う」突然の父の報告に動揺する橙
花とは裏腹に、一切気にも留めない様子の弟・翠が加わり、み
んなで食卓を囲む羽目に・・・。みんなちがってそれでいい。の
びのびと過ごす島の人々と、橙花の暮らしがはじまった。

監督：グスタフ･モーラー
出演：ヤコブ･セーダーグレン、
イェシカ･ディナウエ、
ヨハン･オルセン、
オマール･シャガウィー

「ザ・ビートルズ」の名曲の数々に乗
せて描くコメディドラマ。

ゲームクリアから2年、高校生だった４人もそれぞれの道に進み、今
は大学生。しかし、あの時の興奮が忘れられず、破壊したはずのジュ
マンジを修理し始めるスペンサー。その瞬間、またしてもゲームの中
に吸い込まれてしまった。仲間を救出する為、マーサたちは再びジュ
マンジの中へー。しかし、壊れたゲームの世界はバグってキャラ設定
はめちゃくちゃの上、新たなステージが追加され難易度もレベルアッ
プ。果たして彼らは全クリアし現実世界に戻ることができるのか?!
無理ゲーのレベルを超える体感型アクション・アドベンチャー!!

おいしい家族

真夜中の緊急指令室。誘拐された女性からの通報。解決の手
掛かりは電話の声だけ。音だけの見えない事件、一秒たりとも
聞き逃せない―。緊急通報指令室のオペレーターであるアス
ガー・ホルムは、ある事件をきっかけに警察官としての一線を
退いていた。そんなある日、一本の通報を受ける。それは今ま
さに誘拐されているという女性自身からの通報だった。彼に
与えられた事件解決の手段は 電話 だけ。車の発車音、女性
の怯える声、犯人の息遣い・・・。微かに聞こえる音だけを手が
かりに、見えない 事件を解決することはできるのか―。

©東野圭吾／集英社

BD

（株）ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

（株）KADOKAWA

品番：TDV29158G／133分

DVD

DVD品番：RDD-81628 BD品番：BRR-81628／118分
吹替 日・英/日・英字幕
※バス、上映会は
字幕のみ

© 2018 VIOLET DREAMS LIMITED.

出演：木村拓哉、
長澤まさみ、
小日向文世、梶原善、
泉澤祐希、
東根作寿英、石川恋、
濱田岳、
前田敦子、
笹野高史、
高嶋政宏、
菜々緒、
生瀬勝久、
宇梶剛士、
橋本マナミ、
田口浩正、
勝地涼、
松たか子、
鶴見辰吾、
篠井英介、
石橋凌、渡部篤郎

ジュマンジ／ネクスト・レベル

BD

監督：エリザベス・バンクス
出演：クリステン・スチュワート、
ナオミ・スコット、
エラ・バリンスカ、
エリザベス・バンクス、
パトリック・スチュワート

品番：DABR-5692／94分
吹替無 英/日字幕

る優秀なフロントクラーク・山岸尚美と衝突を繰り返しながら、事件の真相に近づいていく・
・・。

DVD
CHARLIE'S ANGELS

国際機密企業チャーリー・タウンゼント社で特殊訓練を受けたエリート
女性エージェント組織、通称 チャーリーズ・エンジェル のサビーナ、
ジェーンのもとに、巨大テクノロジー企業に勤める天才プログラマーの
エレーナから「新開発のエネルギー源 カリスト を会社が軍事利用し
ようとしている」という情報がもたらされる。それを阻止すべく3人は命
を懸けた戦いに挑む。新生チャーリーズ・エンジェルが特技と才能を生
かし、直面する危機に立ち向かう、スタイリッシュ・スパイアクション！

監督：マックス・ミンゲラ
出演：エル・ファニング 、
ズラッコ・ブリッチ、
レベッカ・ホール、
アグニエシュカ・グロホウスカ

犯人を見つけるためホテルのフロントクラークに成りすまして潜入捜査に乗り出した新田は、教育係であ

©2019 映画「マスカレード・ホテル」
製作委員会

チャーリーズ・エンジェル

イギリスの田舎町、ワイト島。移民として母子家庭
で育った内気な主人公のヴァイオレット・ヴァレン
スキにとって、音楽だけが現実の世界から自分を
解き放ってくれる心の拠り所だった。そんな彼女は
ある日、地元で国際的に有名な人気オーディション
番組 ティーンスピリット の予選が行われること
を知る。町を抜け出し、歌手になる夢をつかむた
め、自らの歌声ひとつでオーディションに挑む決意
をした彼女の未来とは・・・！？

東野圭吾のベストセラー小説「マスカレード」シリーズの第1作「マ
スカレード・ホテル」の映画化。

監督：鈴木雅之
原作：東野圭吾
「マスカレード・ホテル」
（集英社文庫刊）

DVD
Teen Spirit

© 2018 Grand Isle Movie LLC. All Rights Reserved.

© 2017 MAB DTP LTD ALL RIGHTS RESERVED

