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Ⓒ 2019 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Bron Creative 
MG1,LLC. All Rights Reserved. The Addams Family(TM) 
Tee and Charles Addams Foundation. All Rights Reserved.

アダムス・ファミリー
アメリカの漫画家チャールズ・アダ
ムスが生んだ名作コミックで、
1990年代には映画化され世界
的ヒットを記録した「アダムス・
ファミリー」をアニメ化。
人里離れた山奥で結婚式を挙げたモンス
ターのゴメズとモーティシアは人間たち
に故郷を追われ、丘の上の荒れ果てた屋
敷にたどり着く。時は流れ、夫婦は長女
ウエンズデーと長男パグズリー、執事ラー
チとともに平穏な日々を過ごしていた。
そんな中、パグズリーが一族にとって重要
な儀式である「セイバー・マズルカ」を
親戚たちの前で披露する日が近づいて
きて….

DVD

監督 コンラッド・ヴァーノン 

出演 オスカー・アイザック、シャーリーズ・
セロン、クロエ・グレース・モレッツ、
フィン・ウォルフハード、
ニック・クロール、スヌープ・ドッグ

品番 GNBR-8536

吹替：日・英 /日字幕

分数 86分 分数 114分

Ⓒ 行成薫／集英社 
Ⓒ映画「名も無き世界のエンドロール」製作委員会

名も無き世界の
エンドロール

複雑な家庭環境のもとで育ったキダとマコトは幼かった
ころに出会って以来、親友同士。2人は女子の転校生ヨッチ
とも友情で結ばれるように。そして大人になり、キダととも
にある自動車修理工場で働くマコトは、政治家・安藤の令嬢
であり芸能界で活躍するトップモデルのリサと出会うと
いきなり工場を辞めてしまう。そんなマコトを捜そうとキダ
も工場を去り、裏社会を生活の基盤にするが、マコトはある
会社の経営者になっていて……。

監督 佐藤祐市

原作 行成 薫「名も無き
世界のエンドロール」
（集英社文庫刊）

出演 岩田剛典、新田真剣佑、
山田杏奈、中村アン

品番 80DRJ30105

分数 101分

（株）ハピネット・メディアマーケティング

DVD

Ⓒ 2019「天気の子」製作委員会

天気の子
THE WITCHES

これは、僕と彼女だけが知っ
ている、世界の秘密について
の物語
高１の夏。離島から家出し、東京にやってき
た帆高。しかし生活はすぐに困窮し、孤独な
日々の果てにようやく見つけた仕事は、
怪しげなオカルト雑誌のライター業だった。
彼のこれからを示唆するかのように、連日
降り続ける雨。そんな中、雑踏ひしめく都会
の片隅で、帆高は一人の少女に出会う。ある
事情を抱え弟とふたりで明るくたくましく
暮らす少女・陽菜。彼女には、不思議な能力
があった。「ねぇ、今から晴れるよ」少しずつ
雨が止み、美しく光り出す街並み。
それは祈るだけで、空を晴れに出来る力
だった・・・。

東宝

DVD

監督 新海誠

出演 （声）醍醐虎汰朗、森七菜、本田翼、
吉柳咲良、平泉成、梶裕貴、
倍賞千恵子、小栗旬

品番 TDV30004R

バリアフリー日本語音声ガイド

Ⓒ 2019「屍人荘の殺人」製作委員会

屍人荘の殺人 DVD

木村ひさし

今村昌弘「屍人荘の殺人」
（東京創元社刊）

品番 TDV30050R

監督

原作

神木隆之介、浜辺美波、葉山奨之、
矢本悠馬、佐久間由衣、山田杏奈、
大関れいか、福本莉子、塚地武雅、
ふせえり、池田鉄洋、古川雄輝、
柄本時生、中村倫也

出演

分数 120分

バリアフリー日本語音声ガイド

Ⓒ 2020 A24 DISTRIBUTION, LLC All Rights Reserved.

ミナリ

第93回アカデミー賞 助演女優賞受賞
（ユン・ヨジョン）出演‼＜普通の小さな
家族＞が巻き起こした＜特別で巨大な
熱狂＞！世界のメディアが大絶賛！
新たなる家族のマスターピース！
1980年代、農業で成功することを夢みる韓国
系移民ジェイコブは、アメリカはアーカンソー州
の高原に、家族と共に引っ越してきた。荒れた
土地とボロボロのトレーラーハウスを見た妻の
モニカは、いつまでも心は少年の夫の冒険に危
険な匂いを感じるが、しっかり者の長女アンと
好奇心旺盛な弟のデビッドは、新しい土地に希
望を見つけていく。まもなく毒舌で破天荒な
祖母も加わり、デビットと一風変わった絆を
結ぶ。だか、水が干上がり、作物は売れず、
追い詰められた一家に、思いもしない事態が
立ち上がる…。

今村昌弘による同名ミステリー小説
を映画化。浮かび上がる15 人の容疑
者（クセもの）たち。犯人は何者？
神紅大学のミステリー愛好会に所属する葉村譲と
明智恭介は学内の事件を推理する自称【ホームズ】
と【ワトソン】。しかし葉村はミステリー小説
オタクなのに全く推理が当たらない万年助手。
事件の匂いを嗅ぎつけては首を突っ込む会長の
明智に振り回される日々を送っていた。そんな
ある日、2 人の前に剣崎比留子という謎の美人
女子大生探偵が現れ、ロックフェス研究会の合宿
への参加を持ちかける。部員宛てに謎の脅迫状が
届いたこと、去年の参加者の中に行方知れずの女子
部員がいることを伝え、葉村と明智の興味をひく ...。

DVD

リー・アイザック・チョン 品番 GADR-2390

分数 116分

吹替：日・韓・英 /日字幕

監督

スティーヴン・ユァン、ハン・イェリ、
アラン・キム、ノエル・ケイト・チョー、
ユン・ヨジョン

出演
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Ⓒ 2020 OPUS PICTURES All rights reserved.

剣客
明と清の覇権争いの影響で国内が混乱状態にある17世紀
の朝鮮半島。かつて国王の側近として最強の武人と勇名
をはせたテユルは、娘のテオクと共に山奥でひっそりと
暮らしているが、視力を失いつつある彼を心配した娘に
治療のため都へ連れ出される。しかし都では清の皇族
クルタイら大陸の使者たちが暴れ回っており、テオクが
彼らに連れ去られてしまう。そこでテユルは、娘を取り
戻すため再び剣を取る。

DVD

Ⓒ 2019 Paramount Animation, a Division of
 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

みんなあつまれ !
ワンダーパーク WONDER PARK

想像力豊かな女の子ジューンは大好きなお母さんと、想像の
世界から飛び出した遊園地「ワンダーパーク」の工作に熱中
していた。しかし、お母さんが大きな病気にかかり、ジューン
はショックのあまり想像力を失ってしまう。そんなある日、
ジューンは夢のような場所にたどり着く。面白いこと好きな
動物たちが乗るアトラクションでいっぱいのその場所は、
ジューンとお母さんのワンダーパークそのものだった。
トラブルに陥ったワンダーパークを救うため、動物たちと
ともに困難に立ち向かうジューンだったが….

監督 ディラン・ブラウン

出演

品番 PJBR-1550

分数 85分

吹替：日・英/日字幕

DVD

Copyright Ⓒ 2018 M&M Productions A/S 
and A. Film Production A/S

リトル・アラジン
空飛ぶ魔法のじゅうたん UP AND AWAY原題：검객 　英題：THE SWORDSMAN

千夜一夜物語(アラビアンナイト)の人気の説話、魔法の絨毯
が最新アニメでよみがえる!北欧の“スタジオ・ジブリ"とも
称されるA.Filmが製作 !世界中で有名なアラジンの物語と、
魔法の絨毯の物語を大胆にアレンジ『千夜一夜物語』に収録
されているお話のひとつ『空飛ぶ絨毯』。
いつか大きな世界を見たいという夢を抱く少年が、近所の
老人から大都会にいる孫娘を連れ帰ってほしいと、空飛ぶ
絨毯を渡されて…。

監督 カーステン・キラーリッヒ

出演 (声）草野太一、河野茉莉、
佐藤友啓、相樂真太郎、

品番 ADX-1155S

分数 81分

吹替：日・英/日字幕

DVD

越後屋コースケ、山下大毅

監督 チェ・ジェフン

出演 チャン・ヒョク、
キム・ヒョンス、

品番 KWX-2513

分数 100分

吹替：日・韓/日字幕
ジョー・タスリム、チョン・マンシク、
イ・ナギョン、イ・ミンヒョク

( 声）新井美羽、
浅野真澄、茶風林、

遠藤純一、真木駿一、堀総士郎

Ⓒ 2015 Ratchet Productions, LLC. 
All Rights Reserved.

ラチェット＆クランク
THE MOVIE RATCHET & CLANK

世界的人気を誇るアクションゲームを映画化したフルCGアニ
メ。宇宙船修理ガレージで働く少年ラチェットは、そそっかし
いが腕のいいメカニックだ。ズガガ銀河を守るヒーロー、憧れ
のキャプテン・クォークが率いるガラクチック・レンジャーの
一員になることを夢見ている。そして今、銀河では惑星が次々
に消える事件が起きていた…。

監督 ケヴィン・マンロー
ジェリカ・クレランド

出演（声）津村まこと、大川透、
後藤哲夫、伊藤 静、

品番 IF17-0844

分数 94分

吹替：日・英/日字幕

インターフィルム

DVD

Ⓒ 2017 Buckeye Pictures, LLC

ソング・トゥ・ソング
SONG TO SONG

MINARI

THE ADDAMS FAMILY

夢が終わる。人生が始まる。アメリカで指折りの音楽の街
オースティンで、それぞれに幸せを探す4人の男女の人生
が交差する。何者かになりたいフリーターのフェイ。成功
した大物プロデューサーのクック。売れないソングライター
のBV。夢を諦めたウェイトレスのロンダ。それぞれに幸せ
を探す4人の男女の人生が交差する。恋愛、成功、夢、友情…
一番欲しかったものは何か？そして自分はいったい何者
なのか？リアル過ぎる彼らの人生の行き着く先にあるもの
とは !?

監督 テレンス・マリック

出演 ルーニー・マーラ、
ライアン・ゴズリング、

品番 FMDR-8145

分数 128分

吹替：日・英/日字幕

ＡＭＧエンタテインメント

ＡＭＧエンタテインメント

UIP

DVD

Ⓒ 2020 LINMON PICTURES AND COLUMBIA PICTURES FILM
 PRODUCTION ASIA LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

モンスターランナー
怪獣大戦争

幼い頃から怪物が見えるレイは、母親から疎まれ妄想症と
して入院させられた。母親は行方をくらまし、レイは怪物の
ことを誰にも話さなくなるが、怪物を見かける機会は日に
日に増えていった。ある日、バイト先のスーパーが氷漬けに
なるという怪奇現象が起こる。氷の山から姿を現したのは、
獰猛な雪男だった。雪男に襲われるレイを間一髪救ったの
は、不思議な武器を携えた男モン。モンは格闘の末に雪男を
撃退し、晶石に取り込む。モンは人間界に巣食う怪物を捕
まえ、怪物界に戻すモンスターハンターだった・・・。

監督 ヘンリー・ウォン

出演 ショーン・ユー、
ジェシー・リー、
クララ・ウェイ、トゥメン

品番 ALBSD-2532

分数

吹替：日・中 /日字幕

104分

GAGA（株）

DVD

Ⓒ Beijing Qishu Yicai Cultural Media Co., Ltd. 
All Rights Reserved.

チャイニーズ・ゴースト・ストーリー
千年魔界大戦 原題：聊古卷 : 若之境 　英題：The Ghost Story: Love RedemptionMonster Run

映画「チャイニーズ・ゴースト・ストーリー」の原作者を主役に、愛す
る女と人間界を救うため、千年の封印から解き放たれた最大最強
の魔物と美しき女妖霊たちに戦いを挑む !最新VFXで蘇る、
バトル・ファンタジー・アクション! !悪霊や妖怪が渦巻く世界?
木の魔物である黒山は「生・老・病・死」の4人の女妖霊が守る
扉に千年もの間封印されていた。幽霊や妖怪といった怪異な
世界を好み、それらの物語を書くことに没頭していた小説家蒲
松齢は、ある日特殊な霊力を宿した筆を手にし、その筆で女妖霊
が守る扉の封印を解いてしまい・・・。

監督 ラン・チーウェイ

出演 チャン・ヤーチー、
チャン・ズィーザン、

品番 AAE-6197S

分数 86分

吹替：日・中/日字幕

アットエンタテインメント株式会社アルバトロス (株）

DVD

ユー・スィーチュー、
グー・チーイェン、ワン・メイチー

（株）クロックワークス

甲斐田裕子、小山剛志、乃村健次

* 船舶は
国内のみ

東宝

マイケル・ファスベンダー


