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Ⓒ 西加奈子／小学館　Ⓒ 2020 「さくら」製作委員会

さくら
THE WITCHES

西加奈子の小説を映画化した
ファミリードラマ。兄の交通事故
をきっかけに運命が激変する3
兄妹と愛犬との関係を描く。
消息不明の父親が 2年ぶりに家に帰る
ことになり、長谷川薫は実家に向かう。
2年前、家族は長男・一の死をきっかけ
に離れ離れになっていた。薫は妹の美貴
の誕生や愛犬のサクラとの出会いなど、
幸せだった日々のことを思い浮かべる。
そして大みそか、家族にとって奇跡の
ような出来事が起きる。

DVD

監督 矢崎仁司

原作 西加奈子「さくら」（小学館刊）

出演 北村匠海、小松菜奈、 吉沢亮、
小林由依( 櫻坂 46)、 水谷果穂

品番 DASH-9088

バリアフリー日本語字幕

分数 119分

分数 119分

Ⓒ Marianna Films

世界で一番しあわせな食堂
Mestari Cheng

フィンランド北部の小さな村にある食堂へ、上海から料理
人チェンとその息子がやって来た。恩人を探していると
言うが、知る人は誰もいない。食堂を経営するシルカは、
チェンが食堂を手伝う代わりに、恩人探しに協力すること
となる。恩人探しが思うように進まない一方で、チェンが
作る料理は評判となり食堂は大盛況。次第にシルカ、そして
常連客とも親しくなっていくチェンだったが、観光ビザの
期限が迫り、帰国する日が近づいてくる

監督 ミカ・カウリスマキ

出演 マイヤ・トゥオッコ 、 
チュー・パクホン 、 

品番 GADR-2375

分数 114分

吹替無：英・芬蘭・中/日字幕

GAGA（株）

DVD

Ⓒ 2020「461個のおべんとう」製作委員会

461個のおべんとう
THE WITCHES

感動の実話「461個の弁当は、
親父と息子の男の約束。」を
映画化！笑って泣ける、
父と子の心温まる栄養満点
ムービー！3年間の言葉に
できない「ありがとう」
長年連れ添った妻との別れを決意した鈴本
一樹。息子の虹輝は父と暮らすことを選ん
でくれたが、15歳という多感な時期を迎え
る虹輝に対し、一樹は罪悪感を抱いていた。
高校受験に失敗した虹輝に、これまで自由
に生きてきた一樹は「学校だけがすべて
ではない。自由に好きに育ってくれたら
それでいい」と思っていたが、虹輝は高校
進学の道を選び、翌春に高校合格を果たす。
学校の昼食は「父さんのお弁当がいい」と
虹輝が言ったことから、一樹はミュージ
シャンでありながら息子のためにお弁当を
作り続けることを決意する。

（株）ハピネット

ワーナー・ブラザース映画

DVD

監督 兼重 淳

原作 渡辺俊美（TOKYO No.1 SOUL SET）
「461個の弁当は、親父と息子の
男の約束。」（マガジンハウス刊）

出演 井ノ原快彦、道枝駿佑 (なにわ男子 /
関西ジャニーズ Jr.)、森 七菜、若林時英　　

品番 80DRJ-30099

バリアフリー日本語字幕

Ⓒ 2020 Warner Bros. All Right Reserved.

映画トムとジェリー DVD

ティム・ストーリー

（声）水瀬 いのり、木村 昴、大塚 芳忠、
日野 聡、坂本 真綾、千葉 繁、
浪川 大輔、霜降り明星、飯豊 まりえ

品番 1000803166監督

出演 分数 101分

（株）クロックワークス

Ⓒ 2020『あの頃』製作委員会

あの頃。

マネージャーやプロデューサー、ベーシ
ストとして「神聖かまってちゃん」など
のバンドや音楽ユニットにかかかわっ
てきた劔樹人の自伝的コミック
エッセイ「あの頃。男子かしまし物語」
を、実写映画化。
大学院受験に失敗し、彼女もお金もなくどん底
の生活を送る青年・劔。松浦亜弥のミュージック
ビデオを見て「ハロー！プロジェクト」のアイドル
に夢中になった彼は、イベントで知り合ったコ
ズミンら個性的な仲間たちとともに、くだらなく
も愛おしい青春の日々を謳歌する。しかし時は
流れ、仲間たちはアイドルよりも大切なものを
見つけて離れ離れになっていく。そんなある日、
コズミンがガンに冒されていることを知った
劔は、かつての仲間たちと再会を果たすが…。

大嫌いだけど、好き。
ケンカばかりのトムジェリが、
＜まさかの友情＞で奇跡を起こす！
世界中で愛され続ける最強コンビが
スケールアップしてついに実写の
世界にやってくる !
ニューヨークの高級ホテルに引っ越してきた
ジェリーと、そんなジェリーを相変わらず
追いかけるトム。新人ホテルスタッフの
ケイラが働くそのホテルでは、世界が注目す
るセレブカップルのウェディングパーティ
が行われようとしていたが、トムとジェリー
のせいで台無しになってしまう。汚名返上
のためタッグを組むことになったトムと
ジェリーが、世界一素敵なウェディングパー
ティを開こうと奮闘する。

DVD

今泉力哉 松坂桃李、仲野太賀、山中崇、若葉
竜也、芹澤興人、コカドケンタロウ

品番 KWX-2508

分数 117分

監督

劔樹人「あの頃。 男子かしまし物語」
（イースト・プレス刊）

原作

出演
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※無断転載・複製を禁ず

松竹

Ⓒ Arsenal Film Productions

SONGS ソングス
「ダンスダンスダンス」と「バードソング」

ベルギーで最も有名なエレクトリック系バンド
「アーセナル」のヘンドリック・ウィレミンスと、
「太秦ライムライト」の落合賢が、
それぞれプロデュース、脚本・監督した2作。
“音楽” にまつわる異なる2編を、アーセナルの楽曲と、
日本を舞台に日本人キャストで作り上げた幻想的な
ミュージック・ファンタジーとミュージック・サスペンス。

監督 「ダンスダンスダンス」落合賢　
「バードソング」ヘンドリック・ウィレミンス

出演 ディーン・フジオカ、
森川葵、伊藤歩、
永 夏子、 金山一彦

品番 ADX-1159S

分数 合計137分

ＡＭＧエンタテインメント

DVD

Ⓒ 2011 TIANJIN NORTH FILM GROUP. 
All Rights Reserved. 

カンフー・ラビット
Legend of a Rabbit

静かな田舎町の平凡なお菓子職人、ウサギのフーが家の
前に倒れていたサルのおじいさんを助けた。
なんと、サルのおじいさんは、カンフーマスターで、
カンフーの極意を授けられるたことで、マスターが死んだ
ことをいい事に好き勝手しているパンダとのカンフー界
のトップ争いに巻き込まれていくアクション
エンターテイメント。

監督 スン・リージュン

出演 （声）伊藤 椋、
くま かつみ、
名取 舞、今若玲奈

品番 IF16-0828

分数 88分

吹替：日・英/日字幕

DVD

Ⓒ BASQUE FILMS, MR MIYAGI FILMS, 
PLATAFORMA LA PELICULA AIE

プラットフォーム
El Hoyo（英題：The Platform）

ある日、ゴレンは目が覚めると「48」階層にいた。部屋の真
ん中に穴があいた階層が遥か下の方にまで伸びる塔のよう
な建物の中、上の階層から順に食事が"プラットフォーム"と
呼ばれる巨大な台座に乗って運ばれてくる。上からの残飯
だが、ここでの食事はそこから摂るしかないのだ。同じ階層
にいた、この建物のベテランの老人・トリマカシからここで
のルールを聞かされる…1ヶ月後、ゴレンが目を覚ますと、
そこは「171」階層で、ベッドに縛り付けられて身動きが取
れなくなっていた！果たして、彼は生きてここから出られる
のか！？

監督 ガルダー・ガステル
＝ウルティア

出演 イバン・マサゲ、アント
ニオ・サン・フアン、

品番 KWX-2510

分数 94分

吹替：日・西/日字幕

DVDR-15+

ソリオン・エギレオール、エミリオ・
ブワレ、アレクサンドラ・マサンカイ

Ⓒ 2020 Storm Films AS, Volya Films BV and 
Evolution Films S.R.O.All rights reserved

炎のドラゴンと
秘密の少女 原題：Dragevokteren 英題：Dragon Girl

ユーチューバーに憧れる小学生モーティマーはオタク少年。
同じ小学校のサラという女の子は、ワケあって警察に追われ
たった一人で隠れてモーティマーの空き家に潜んでいた。
ある夜、サラが住む空き家の窓ガラスに「何か」が激突して
くる。よく見ると、その「何か」は子どものドラゴン !
モーティマーが偶然空き家にやってくると、子どもの
ドラゴンと遭遇 !驚いたドラゴンは無我夢中で口から火を
噴きクリスマスツリーを焼き尽くしてしまった!
逃げだしたドラゴンは街を騒動に巻き込むが・・・。

監督 カタリーナ・ラウニング

出演 イーヴェル・アウンヴ・
サンダムーサ 、 イシャ―・

品番 AAE-6201S

分数 82分

吹替：ノルウェー語・日/日字幕

アットエンタテインメント株式会社

DVD

Ⓒ 2018 KRU INTERNATIONAL SDN BHD
 ALL RIGHTS RESERVED

ウィーリー
ヒロイン救出大作戦！！ WHEELY

元レーサーのウィーリーは、レース中の事故で再起不能と
なってしまい、いまはタクシー運転手。女優の危機を救った
のを機に、彼女に一目惚れ。住む世界の違いに愕然とする
なか、ついに事件が勃発、ベラが誘拐されてしまう！
ウィーリーは、パットパットに力を借りて、独りでベラの
救出へ立ち向かうのだが…。。擬人化された乗り物キャラ
が活躍するファミリー・アニメーション。

監督 カール・メンデス

出演 （声）岩崎諒太、平山
笑美、福原かつみ、
菊池康弘、福里達典

品番 IF20-0949

分数 90分

吹替：日・英/日字幕

インターフィルム

インターフィルム

DVD

Ⓒ 2020 WIT STUDIO / Tokyo New Cinema

東京バタフライ
同じ夢を追いかけた4人の若者たちの人生の再生を描いた
人間ドラマ。大学時代にバンドを組んでいた4人。
バンドはメジャーデビューが期待されるほどの人気を誇っ
ていたが、デビュー寸前にささいな行き違いで解散して
しまった。あれから6年、30代を目前にした彼らは、結婚や
仕事、人間関係など、人生の悩みに直面しながら、それぞれの
道を歩んでいた。そんな4人が、ふとしたきっかけから
再び集まることとなる・・・。

監督 佐近圭太郎

出演 白波多カミン、
水石亜飛夢、小林竜樹、
黒住尚生、松浦祐也、尚玄

品番 GADR-2383

分数 81分

GAGA（株）

DVD

Ⓒ 2019 FONZO, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

カポネ
Capone

1940年代半ば、アル・カポネはフロリダ州の大邸宅で静か
な隠遁生活を送っていた。かつて“暗黒街の顔役”と恐れら
れたカリスマ性は失われ、認知症を患っている。
カポネを今も危険視するFBIのクロフォード捜査官は、
仮病を疑い隠し財産のありかを探るために執拗な監視
活動を行っていた。やがて病状が悪化したカポネは現実と
悪夢の狭間で奇行を繰り返す。はたしてカポネは、本当に
身も心も壊れてしまったのか？

監督 ジョシュ・トランク

出演 トム・ハーディ、
マット・ディロン、

品番 ALBSD-2512

分数 104分

吹替：日・英/日字幕

アルバトロス (株）

DVD

カイル・マクラクラン、リンダ・
カーデリーニ、ジャック・ロウデン

カリ・ヴァーナネン 、 ルーカス・スアン

（株）クロックワークス

ザイナブ・カーン 、 アンドレス・
バースモ・クリスティアンセン

* 船舶は
国内のみ

吹替：日・英/日字幕

TOM & JERRY

R-15+


