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ミッドウェイ 運命の海
Dauntless: The Battle of Midway

DVD

©2019 Bayou Pictures LLC. All Rights Reserved

監督：マイケル・フィリップスJr
出演：ジャド・ネルソン、C・トーマス・ハウエル、ジェイド・ワイリー、
　　　ジョン・エニック、アダム・ベルティエ、
　　　ジェームス・オースティン・カー
品番：ALBSD-2449／98分
吹替　日・英／日字幕

真珠湾から半年後、ミッドウェイ海戦は開始された。空母エンタープライズを
発艦した米軍部隊は、日本艦隊のわずかな隙をついて爆撃を敢行。加賀、蒼
龍、赤城、３隻の空母が猛火に包まれてゆく。ノーマンが操縦する爆撃機は、ゼ
ロ戦の反撃を受け海に不時着。ノーマンと副操縦士リーの２人は、絶海を漂流
することになる。遭難信号を受け取ったのは、ノーマンの友人で救助部隊のベ
ネットたちだった。危険な最前線で、命がけの捜索活動がはじまる。その頃、敵
艦隊に止めを刺すため、アメリカ軍は最後の決戦を挑もうとしていた・・・。

私のボクサー
판소리 복서（My Punch-Drunk Boxer）

DVD

© 2019 CJ CGV Co., Ltd., POLLUX BARUNSON INC PRODUCTION All Rights Reserved

監督：チョン・ヒョッキ
出演：オム・テグ、イ・ヘリ、キム・ヒウォン
品番：KWX-2410／114分
吹替無　韓／日字幕

ボクシングも、恋も、勝利のゴングを鳴らせ！落ちぶれた元ボ
クサー × 太鼓奏者の文化系女子のロマンティックコメ
ディー。ビョングは将来のチャンピオン有望株として期待され
るボクシングの才能の持ち主。夢を叶えるべく、練習に励ん
でいたが脳挫傷を患い、ボクサーとしての夢を断念すること
に。ジムの館長の計らいで雑用をこなしながら日々を過ごす
ビョングの元にある日、ダイエットを目的にジムへ新規入会し
てきたミンジと出会う。コーチと生徒として接していくうち、
天真爛漫なミンジに次第に心を開いていくビョングは・・・。

トイ・ガーディアン
T-Guardians 

DVD

©Shenzhen Global Digital Creations Film and Television Company Limited

監督：ホアン・ヤン、シェン・ユー
出演：（声）小林裕介、稲永彩乃、中司ゆう花、野川雅史、
　　　三谷綾子、菊池康弘
品番：AAE-6184S／88分
吹替　日・英／日字幕

かわいいトラのぬいぐるみミニタイガーは、小さな女の子マ
ウマウの一番のお気に入りだが、最近、マウマウはオンライ
ンゲームばかりして、ミニタイガーのことを気にかけもしな
い。ある日、マウマウが寝ている間におもちゃたちの集まる
おもちゃ同盟会議に出かけたミニタイガー。そこに集まった
おもちゃたちは、持ち主である子供たちがオンラインゲーム
に夢中になりすぎていることをとても心配していた・・・。

デスマッチ 檻の中の拳闘
Donnybrook

DVD

© 2018  Donnybrook Productions, LLC  All rights reserved.

監督：ティム・サットン　原作：フランク・ビル
出演：ジェイミー・ベル、フランク・グリロ、マーガレット・クアリー、
　　　ジェームズ・バッジ・デール
品番：AAE-6181S／102分
吹替　日・英／日字幕

元海兵隊員のアールは仕事がなく、妻や子どもたちと空き家を
転 と々しながら貧困にあえぐ日々を送っていた。一方、麻薬の密
売人アンガスは、妹デリアを暴力で支配しながら麻薬を売りさ
ばいて生活している。そんなアールとアンガスには、ある共通の
目的があった。それは、檻の中で屈強な男たちが拳のみで闘う
伝説のデスマッチで賞金10万ドルを手にすること。底辺の生活
から抜け出すべく、命懸けの戦いに挑む2人だったが・・・。

ワイルド・ブレイク
FAST AND FIERCE :DEATH RACE

DVD

©2020, The Global Asylum LLC. All Rights Reserved.

監督：ジャレッド・コーン
出演：マイケル・デボーゾン、ＤＭＸ、パウリナ・ニューエン、
　　　ベロニカ・イッサジャック・ピアソン、ネイト・ウォーカー、
　　　ベッカ・バックリュー
品番：ALBSD-2470／85分
吹替　日・英／日字幕

メキシコからロサンゼルスまで、１６００Ｋｍの公道を走り抜ける《アウト
ロー１０００》。賞金５００万ドルの、違法闇レースだ。元レーサーのジャッ
クは、ギャングのボスでレースを主催するデイビーに捕われた弟を救い出
すため、心ならずもレースに参加。スタートが切られ激しいデッドヒートが
続く中、チェックポイントでビアンカという女がジャックに助けを求めてく
る。ビアンカはデイビーの犯罪の証拠を盗み、告発しようとしていた。
ジャックは殺し屋の追跡を振り切り、レースに勝つことが出来るのか？

アット エンタテインメント株式会社

アルバトロス（株）
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アルバトロス（株）

アット エンタテインメント株式会社

（株）クロックワークス

①第46巻、五街道雲助「壷算」と柳家権太楼「大山詣り」
②第47巻、入船亭扇遊「佃祭」と 柳家小里ん「お化け長屋」
③第48巻、春風亭百栄「鮑のし」と春風亭一朝「たがや」
④第49巻、柳家喬太郎「反対俥」と 柳家さん喬「薮入り」
⑤第50巻、入船亭扇遊「干物箱」と 柳家権太楼「居残り左平治」
⑥46～50までの5枚セット

DVD落語百選DVDコレクション 46     落語百選DVDコレクション 47     落語百選DVDコレクション 48
落語百選DVDコレクション 49     落語百選DVDコレクション 50     落語百選DVDコレクション セット10

©2020 K.K. DeAgostini Japan All Rights Reserved.

（各巻別売）

品番：①RGD-046／58分   ②RGD-047／67分   ③RGD-048／53分   ④RGD-049／60分   ⑤RGD-050／76分   ⑥RGDS-010／314分

AMG

2008年に株式会社デアゴスティーニよりマガジン付きのパート
ワークとして発売された「落語百選DVDコレクション」のDVD。
あらゆるジャンルの名作の中の100演目を選出しました。　　

エンジェルサイン DVD

© 「エンジェルサイン」製作委員会

①監督：北条司（プロローグ＆エピローグ）　②監督：落合賢（別れと始まり）
③監督：ノンスィー・ニミブット（空への手紙）　④監督：ハム・トラン（30分30秒）
⑤監督：旭正嗣（父の贈り物）　⑥監督：カミラ・アンディニ（故郷へ）
出演：①プロローグ＆エピローグ：松下奈緒、ディーン・フジオカ
　　  ②別れと始まり：緒形直人、菊池桃子
　　　③空への手紙：プレオパン・パンイム、ピポッブ・カモンケットソーポン
　　　④30分30秒：ゴー・クアン・トゥアン、スアン・ヴァン
　　　⑤父の贈り物：佐藤二朗、坂井彩香
　　　⑥故郷へ：トゥク・リフヌ・ウィカナ、アビゲイル
品番：FMDR-8064／105分

AMG

世界108の国と地域から寄せられた「サイレントマンガオーディション（通称SMA）」作
品6888編の中から選び抜かれたアジア・ヨーロッパ・南米の受賞作品を実写化した映
画『エンジェルサイン』。本作は、受賞作品5作品に、北条司が描き下ろしたオリジナル
の「プロローグ&エピローグ」を加えて６エピソードで構成された長編オムニバス映画。
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シェイクスピアの庭 DVD

© 2018 TKBC Limited. All Rights Reserved.

監督：ケネス･ブラナー
出演：ケネス･ブラナー、ジュディ・デンチ、イアン・マッケラン、
　　　キャスリン・ワイルダー、リディア・ウィルソン、
　　　ハドリー・フレイザー、ジャック・コルグレイヴ・ハースト
品番：RDD-81637／101分
吹替　日・英／日・英字幕

ALL IS TRUE

これまで語られることのなかった、ウィリアム・シェイクスピア断筆後
の人生。1613年、シェイクスピアは偉大な作家としてその名を知られ
ていた。しかしグローブ座が火事で焼け落ちるという災難に見舞わ
れ、彼はストラットフォードに帰郷する。そこでは、長年心の傷となっ
ていた過去や、疎遠だった家族と向き合うことになるのだった。そし
て、11歳で亡くなってしまった愛する息子を悼むため庭を造り始め
る。晩年、彼が夫として、父親として抱いた複雑な思いとは・・・。

イップ・マン 完結 DVD

©2019 Mandarin Motion Pictures Limited All Rights Reserved.　

監督：ウィルソン・イップ
出演：ドニ―・イェン、ウー・ユエ、ヴァネス・ウー、
　　　スコット・アドキンス、チャン・クォックワン、
　　　クリス・コリンズ、ケント・チェン、ヴァンダ・マーグラフ
品番：GADR-2205／105分
吹替　英・広・日／日字幕

葉問4完結篇

1964年、サンフランシスコに渡った詠春拳の達人イップ・
マン。彼は、弟子ブルース・リーとの再会や太極拳の達人
ワンとの対立を経て、アメリカという異郷に生きる人々が
直面する厳しい現実を知る。やがて中国武術を敵視する
海兵隊軍曹バートンとの激闘の果てにワンが倒れた時、
イップ・マンは、宣告された病を隠し、人々の誇り未来の
ために立ち上がる。香港に残して来た息子にある思いを
伝えた彼は、ただ一人、最後の闘いへ進みゆく・・・。

海底47m 古代マヤの死の迷宮 DVD

©THE FYZZ FACILITY FILM 11 LTD

監督：ヨハネス・ロバーツ
出演：ソフィー・ネリッセ、コリーヌ・フォックス、
　　　ブリアンヌ・チュー、システィーン・スタローン、
　　　ニア・ロング、ジョン・コーベット、ダヴィ・サントス
品番：GADR-2235／90分
吹替　日・英／日字幕

47 Meters Down: Uncaged

いじめられっ子の女子高生ミアは気弱な性格で、父親の再婚相手の
娘サーシャとの関係にもギクシャクしていた。考古学者であるミアの
父親は2人の娘の距離を縮めるため、週末に行われる船中からサメ
を鑑賞するツアーへの参加を提案。そしてツアーの当日、連れてこら
れた２人の前に友人のアレクサとニコールが現れて、もっとスリリン
グな遊びをしないかと誘われる。それはマヤ文明の遺跡が眠る海
底洞窟に潜るケーブダイビングだった。ダイビング初級者だった姉妹
だが、その魅力的な誘いに乗ってしまい、海に潜るのだった・・・。

コリーニ事件 DVD

© 2019 Constantin Film Produktion GmbH

監督：マルコ・クロイツパイントナー
原作：フェルディナント・フォン・シーラッハ
出演：エリアス・ムバレク、アレクサンドラ・マリア・ララ、
　　　ハイナー・ラウターバッハ、フランコ・ネロ
品番：KWX-2403／123分
吹替無　独／日字幕

DER FALL COLLINI（英題：THE COLLINI CASE）

ドイツの小説家フェルディナント・フォン・シーラッハの
ベストセラーを映画化。ドイツで30年以上も模範的な市
民として暮らしてきたイタリア人コリーニが経済界の大
物実業家を殺害し、新米弁護士のカスパー・ライネンが
国選弁護人に任命される。被害者はライネンの少年時
代からの恩人で、コリーニは殺害の動機を語ろうとしな
かった。ライネンが事件を調べていくと、自身の過去や
ドイツ司法にまつわるスキャンダルが浮かび上がる。

ブルーアワーにぶっ飛ばす DVD

©2019「ブルーアワーにぶっ飛ばす」製作委員会

監督：箱田優子
出演：夏帆、シム・ウンギョン、渡辺大知、 黒田大輔、上杉美風、
　　　小野敦子、嶋田久作、伊藤沙莉、高山のえみ、
　　　ユースケ・サンタマリア、でんでん、南果歩
品番：CPDP-14217／92分

カルチュア・エンタテインメント株式会社

30歳でCMディレクターをしている砂田は、東京で日々仕事
に明け暮れ、理解ある優しい夫もいて、充実した人生を
送っているように見える。しかし最近は、口を開けば毒づい
てばかりで、すっかり心が荒んでしまっていた。そんなある
日、病気の祖母を見舞うため、親友の清浦とともに大嫌い
な地元の茨城に帰ることになった砂田は、いつものように
清浦と他愛ない会話をしながら茨城に向かうが、実は今回
の帰省に清浦がついてくるのには、ある理由があった。

ディメンション DVD

© 2019 Streamline Pictures LLC

監督：エリック・デミューシー
出演：ライアン・マッソン、ハイディ・クアン、
　　　クリスチャン・プレンティス、ショー・ジョーンズ、
　　　ドン・スクリブナー
品番：MPF-13521／119分
吹替　日・英／日字幕

Proximity

ロサンゼルスに巨大な流星が落下。偶然にもビデオ日記撮
影のために近郊を訪れていたNASAの科学者アイザック
は落下現場へと急ぐ。そこには、上空を浮遊する、未確認
飛行物体（UFO）と地球外生命体の姿があった。驚愕しな
がらも、手にしたビデオカメラを向けたアイザックだが、ふ
いに宙を彷徨う感覚に襲われ、意識が遠のいていく。目を
覚ました彼の元に残ったのは、地球外生命体の姿と浮上
していく自身の足元が写されたビデオテープだった・・・。

おじいさんと子猫の魔法の家 DVD

©2012　nWAVE Pictures SA.All Right Reserved.

監督：ベン・スタッセン
出演：（声）新田恵海、井上和彦、飯田里穂、増川洋一
品番：IF19-0913／85分
吹替　日・英／日字幕

インターフィルム

The House of Magic

飼い主に捨てられたかわいそうな子猫のサンダー
は、車に轢かれそうになったり、犬に追いかけられ
たりしながら街をさまよっていましたが、突然の大
雨に降られ、雨宿りをしようと奇妙な古い家に辿り
着きます。この家は、マジシャンのおじいさん・ロー
レンスの家で、ウサギのジャックとネズミのマギー、
そして、たくさんのロボットたちが平和に暮らしてい
ました。優しいローレンスおじいさんに気に入られ
たサンダーは、この家に住むことになりますが・・・。

高校生の岡田卓也が出会った同級生の渡良瀬まみ
ずは、不治の病である発光病で入院生活を送って
いた。細胞の異常によって皮膚が発光するその病気
は、死が近づくにつれて光が強くなり、成人するまで
生存した者はいない。卓也は、病院から外出が許さ
れないまみずに代わり、彼女の願いを実行し、その
感想を彼女に伝える「代行体験」を始め、まみずは
卓也との代行体験を通し、人生の楽しみを覚える。
次第に2人の距離は縮まっていくが、卓也とまみずは
避けることができない死の恐怖に襲われる・・・。

あなたのせいで、生きたくてしょう
がない。新時代の青春純愛映画！

ラ・ヨローナ 彷徨う女 DVD

© COPYRIGHT LA CASA DE PRODUCCIÓN - LES FILMS DU VOLCAN 2019

監督：ハイロ・ブスタマンテ
出演：マリア・メルセデス・コロイ、マルガリータ・ケネフィック、
　　　サブリナ・デ・ラ・ホス、フリオ・ディアス
品番：GADR-2239／97分
吹替無　西／日字幕

La Llorona

「泣いたら、殺す」という言葉と共に、母親と子どもたちは兵
士に殺害された―。大勢の犠牲者を出したグアテマラの軍
事政権による大虐殺から30年が経ち、当時将軍だったエン
リケは虐殺を指揮した容疑で裁判にかけられるが、証拠不
十分として無罪となる。国民が糾弾する中、家族と共に屋敷
に戻ったエンリケの耳にその夜から不思議な泣き声が聞こ
えるようになる。ある日新しいメイドのアルマがやってくる。
若く美しいアルマは家族に受け入れられ屋敷で働き始める
が、やがて彼女の周囲で奇妙なことが起き始める・・・。

監督：ケイシー・レモンズ
出演：シンシア・エリヴォ、レスリー・オドム・Ｊｒ、
　　　ジャネール・モネイ、ジョー・アルウィン
品番：GNBR-6178／125分
吹替無　英／日・英字幕

HARRIET

1849年アメリカ、メリーランド州の農場の奴隷ミンティは、幼いころから過酷な労働を強いられていた。
彼女の願いはただ１つ、いつの日か自由を得て家族と人間らしい生活を送ること。ある日、借金返済のた
め農場主がミンティを売りに出す。遠い南部に売られたら、二度と家族には会えなくなってしまう。脱走を
決意したミンティは、奴隷制が廃止されたペンシルベニア州を目指したった1人旅立つのだった・・・。

アカデミー賞®主演女優賞＆歌曲賞2部門ノミネート！奴隷から這
い上がった真の英雄伝説！

DVD

© 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.

ハリエット

監督：英 勉
原作：井上堅二・漫画：吉岡公威『ぐらんぶる』
　　　（講談社アフタヌーンKC刊）
出演：竜星涼、犬飼貴丈、与田祐希、朝比奈 彩、小倉優香、
　　　石川恋、髙嶋政宏
品番：1000783467／107分

国内でも珍しい美しい海に囲まれた大学に入った伊織。彼の目標はただひとつ、気のあう友人や可愛い
女子と＜キラキラな大学生活＞を送ること。しかしオリエンテーション朝、なぜか伊織は服も記憶もなく
大学の講堂で目覚めてしまう――やがて同じ境遇に陥った無駄にイケメンなオタク・耕平と共にある場
所にたどり着く。そこは常識が一切通用しない、超ぶっ飛んだダイビングサークルだった！？最高の学園
生活なんて高望み、もうしません！神様お願いします！俺らはただただ“普通の生活”を送りたいんです！
どうなる、キャンパスライフ！

累計発行部数555万部突破の超人気コミック！ついに、まさかの
実写映画化！

DVD

©井上堅二・吉岡公威／講談社 ©2020映画「ぐらんぶる」製作委員会

ぐらんぶる

監督：月川翔
原作：佐野徹夜『君は月夜に光り輝く』
　　（メディアワークス文庫／KADOKAWA 刊）
出演：永野芽郁、北村匠海、甲斐翔真、松本穂香、
　　　今田美桜、優香、生田智子、長谷川京子、及川光博
品番：TDV29229R／101分

© 2019「君は月夜に光り輝く」製作委員会

君は月夜に光り輝く

雑誌記者のロイド・ボーゲルは姉の結婚式で長らく疎
遠だった父ジェリーと再会するが、家庭をないがしろに
し自分たちを捨てた父をいまだに許せず、鬱屈(うっく
つ)した思いを抱えていた。数日後、ロイドは取材のため
子供向け番組の人気司会者フレッド・ロジャースを訪
ねると、彼は会って間もないロイドが抱える心の葛藤を
見抜く。ロイドもフレッドの穏やかな人柄を慕い、やが
て二人は公私にわたって交流を深めていく・・・。

トム・ハンクスが、アメリカで1968年から2001年にわたって放
送された長寿子ども向け番組の司会者フレッド・ロジャースに扮
し、アカデミー助演男優賞にノミネートされたヒューマンドラマ。

監督：マリエル・ヘラー　原作：トム・ジュノー
出演：トム・ハンクス、マシュー・リス、クリス・クーパー、
　　　スーザン・ケレチ・ワトソン
DVD品番：RDD-81634　BD品番：BRR-81634／109分
吹替　日・英／日字幕

A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD

© 2019 Columbia Pictures Industries, Inc. and Tencent Pictures (USA) LLC. All Rights Reserved.

幸せへのまわり道 DVD
B D

DVD

（株）ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

ＵＩＰ

東宝

（株）ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

※バス、船舶、上映会、BGVは
　字幕のみ

（株）ミッドシップ GAGA（株）

GAGA（株）

GAGA（株） （株）クロックワークス

ワーナー・ブラザース映画

※バリアフリー日本語音声ガイド

GRAND BLUE
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