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MMC 2015年8月度業務用新作ラインナップ
福福荘の福ちゃん

The Song

マリンアドベンチャー

人気女芸人の森三中・大島美幸が、恋にオクテな気のい
いおっさんを好演した異色の人情コメディ。大島美幸扮す
る心優しき福ちゃんが個性豊かな周囲の人々と織り成す
コミカルな日常と、彼に訪れた初めての恋の予感をほろ苦
くも心温まるタッチで綴る。

せんすいかんウーリー！

Dive Olly Dive!

世界50カ国放映、ユネスコも認めた海洋アニメ青い海は☆ぼくたちが守る！
各エピソードに盛り込まれた海洋環境と生態系に関する豊富なテーマは、
子供たちの自然に対する好奇心を醸成し、環境保護の大切さを学ばせる
のに最適！ リアルで美しいCGと全編を通じた高い倫理観が特徴的な本シ
リーズは、良質なファミリー向けアニメの決定版として世界で評価され、ユネ
スコの水中文化遺産保護条約の啓発キャラクターとしても採用されている。

監督：藤田容介
出演：大島美幸
（森三中）
、水川あさみ、荒川良々

監督：ゲーリー・ハースト 声：モイセス・アリアス
第1巻品番：AAC-2060S／108分（９話各12分）
第2巻品番：AAC-2061S／108分（９話各12分）
第3巻品番：AAC-2062S／96分（8話各12分）／カラー／16：9LB（ビスタ）
吹替 日・英：
ドルビーデジタル5.1chサラウンド／日字幕 トーキーマジック
（株）

品番：KWX-1735／111分／カラー／16：9LB
（ビスタ）
日：
ドルビーデジタル5.1chサラウンド

（株）クロックワークス

© 2014『 福福荘の福ちゃん』製作委員会

© 2006 Splash Entertainment, LLC, Telegael Teo. Dive Olly Dive are trademark and services marks of Splash Entertainment LLC. All Rights Reserved.

スパイ・レジェンド

THE NOVEMBER MAN

天空からの招待状

BEYOND BEAUTY, TAIWAN FROM ABOVE

伝説の元スパイが、古巣CIAの絡んだ国際的陰謀にただ一人立
ち向かう―贅沢な興奮の108分！凄腕の元エージェントが活躍
するスパイアクション。かつての仲間の死を知り、1度は引退したデ
ヴェローがスパイとしてCIAに立ち向かう。5代目ジェームズ・ボンド
役のピアース・ブロスナンが久々のスパイ役を演じるのも話題。

美しい台湾の風景と、
それを脅かす環境破壊の実態を、優美
な空撮映像のみで紡いで見せた異色ドキュメンタリー。本国
台湾では、
ドキュメンタリー映画史上最大ヒットを記録。台湾の
名匠ホウ・シャオシェンが製作総指揮を務め、長年航空写真
家として活躍してきたチー・ポーリンが監督デビューを飾った。

監督：ロジャー・
ドナルドソン
出演：ピアース・ブロスナン、
オルガ・キュリレンコ、ルーク・ブレイシー

監督・撮影：チー・ポーリン
製作総指揮：ホウ・シャオシェン
ナレーション
（日本語版）
：西島秀俊

品番：RDD80565／108分／カラー／シネスコ(2.40:1)
吹替 日・英：
ドルビーデジタル5.1chサラウンド／日字幕

R-15

品番：AFBZ1247／93分／カラー／16：9
日・台湾
（ナレーション）
：
ドルビーデジタル5.1chサラウンド／日字幕

アミューズソフトエンタテインメント
（株）

（株）ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

© 2014 No Spies, LLC. All Rights Reserved

©Taiwan Aerial Imaging, Inc.

反逆者 穢れなき銃弾

Persecuted

おやすみなさいを言いたくて

A Thousand Times Good Night

男は戦い続ける。陰謀を暴くためにー。宗教団体のリーダーとして
成功を収めているジョン・ルーサー。彼はある日突然、未成年女子
殺人事件の容疑者に仕立て上げられる。宗教改革を推進するハ
リソン上院議員と彼の側近の裏切りによって罠にはめられたのだ。
その日から、
カリスマ伝道師から一転、逃亡者となったルーサー
は、無実の罪を晴らすため、ただひとり、捨身の反撃を開始する。

使命ある仕事か、愛する家族か―紛争地域を取材す
る報道写真家レベッカの決断とは？命の危険を顧みず、
使
命に燃え、紛争地域を飛びまわる報道写真家のレベッカ。
アフガニスタンでの自爆テロの取材中、生死にかかわる事
故にあったことで転機を迎える―。究極の人生の選択
を描く＜家族の絆＞の物語。

監督：ダニエル・T・ラスコ
出演：ジェームズ・レマー、
タバサ・ショーン、ディーン・ストックウェル

監督：エーリク・ポッペ
出演：ジュリエット・ビノシュ、
ニコライ・コスター＝ワルドー

品番：RDD80566／91分／カラー／シネスコ(2.40:1)
英：
ドルビーデジタル5.1chサラウンド／日字幕

品番：DABR-4819／118分／カラー／スコープサイズ
英：
ドルビーデジタル5.1chサラウンド／日字幕

（株）ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

© 2014 One Media, LLC. All Rights Reserved.

（株）角川書店

©paradox／newgrange pictures／zentropa international sweden 2013

ザ・ヴェンジェンス

VENGEANCE OF AN ASSASSIN

最後まで行く

『マッハ！』
アクション監督の遺作にして最高傑作！ハイスピード・ム
エタイ×ガンアクションが融合した衝撃のノンストップ・ヴァイオレン
ス・アクション！
『マッハ！』の肉体的なハイスピード・ムエタイ、
『 男た
ちの挽歌』を彷彿とさせる大迫力のガンアクション、
さらに『ザ・レ
イド』
を超えるレベルの過激なヴァイオレンス……。様々な傑作ア
クションの要素が融合し、
これまでのタイ・アクション映画を凌駕す
る全く新しい ネクストレベル のアクション映画がここに誕生した！

A HARD DAY

韓国5週連続Ｎｏ.1大ヒット
！
！限界を超えろ。その日は、
ゴンスに
とって最悪な一日だった。母の葬式、突然の内務調査、そして
…夜道で男を轢き殺してしまった事故。
だが死体を隠した事に
より、事態はさらに悪化する。
全てがうまく行くと思った。奴が現れるまでは―。
どうせ最低最悪の運命ならば、行き着くところまで行ってやる。
絶体絶命！予測不能！極限のノンストップ・サスペンス・アクション！
！

監督：パンナー・リットグライ
出演：ダン・チューポン、ナンタウティ・ブンラップサップ、ゲーサリン・エータワッタクン

監督・脚本：キム・ソンフン
出演：イ・ソンギュン、
チョ・ジヌン

品番：KWX-1739／111分／カラー／16：9
タイ：
ドルビーデジタル5.1chサラウンド／日字幕

品番：ALBD-8420G／110分／カラー／シネスコ
韓国：
ドルビーデジタル5.1ｃｈサラウンド／日字幕

（株）クロックワークス

© 2014 SAHAMONGKOLFILM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED

アルバトロス（株）

Ⓒ 2014 SHOWBOX／MEDIAPLEX AND AD406 ALL RIGHTS RESERVED.

発行：
（株）ムービーマネジメントカンパニー

供給可能場所

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-1-10 サウスコラム小林8F
http://www.mmc-inc.jp/
TEL 03-5768-0821 FAX 03-3716-8650
■お問い合わせ代理店
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MMC 2015年8月度業務用新作ラインナップ
ホビット 決戦のゆくえ

MMC 2015年8月度業務用新作ラインナップ
DVD
BD

シェフ 三ツ星フードトラック始めました

THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES

DVD
CHEF

DVD

グランド・ブダペスト・ホテル THE GRAND BUDAPEST HOTEL

「アイアンマン」シリーズ監督のジョン・ファブローが製
作・監督・脚本・主演4役を務め、
フードトラックの移動販
売をはじめた一流レストランの元料理長のアメリカ横
断の旅を描いたハートフルコメディ。
ケンカのすえレスト
ランを辞めてしまったカールは故郷のマイアミで出会っ
たキューバサンドイッチの美味しさに驚き、
フードトラッ
クでサンドイッチの移動販売をすることを思いつく。

壮絶なる戦い、ここに決着。
「ホビット」3部作、感動のラストへ―
世界を真っ二つにする最大の決戦。壮大な冒険が今、
感動のラストを迎える
！ホビット族のビルボは竜に奪われたドワーフの国と財
宝を取り戻すべく冒険の旅に出た。旅の仲間は13人のドワーフと、
魔法使いのガンダルフ。
やがて、
森のエルフたちも加勢して、
い
よいよ竜と対峙する。火炎を吐く竜の凄まじい襲撃、
財宝の奪還によって生じた仲間たちの対立、
その裏側に忍び寄るさらに巨大
破滅の足音が近づいてくる。
団結か
な敵の存在―ついに明らかにされる冥王サウロンの邪悪な企み！押し寄せる敵の大群に、
全滅か。大地を二分する壮絶な戦いの火ぶたが切って落とされる
！

第87回アカデミー賞最多4部門受賞。
ウェス・アン
ダーソン監督最新作、豪華スター競演で贈るミステ
リー・コメディ
！ヨーロッパ最高峰のゴージャスホテル
の 伝説のコンシェルジュ が殺人事件の容疑者に!?
究極のおもてなし達人が、命より大切なホテルの名
誉をかけて事件解決に挑む！

監督：ジョン・ファブロー
出演：ジョン・ファヴロー、
ソフィア・ベルガラ、
ジョン・レグイザモ
スカーレット・ヨハンソン、
オリヴァー・プラット

監督：ウェス・アンダーソン
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

品番：RDD80568／115分／カラー／シネスコ(2.40:1)
吹替 英・日：
ドルビーデジタル5.1chサラウンド／日・英字幕

品番：FXBR-57580／100分／カラー／ビスタ・サイズ
吹替 英・日：
ドルビーデジタル5.1chサラウンド／日・英字幕

20世紀フォックス･ホームエンタテイメント・ジャパン（株）

㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
監督：ピーター・ジャクソン
出演：イアン・マッケラン、
マーティン・フリーマン、
リチャード・アーミティッジ

© 2014 Sous Chef, LLC. All Rights Reserved.

DVD品番：1000547564 BD品番：1000547563
144分／カラー／16:9LBスコープサイズ
吹替 英・日：
ドルビーデジタル5.1chサラウンド／日・英字幕

もういちど

ワーナー・ブラザース映画

© 2015 Warner Bros. Entertainment Inc. TM The Saul Zaentz Co.

チャーリー・モルデカイ 華麗なる名画の秘密

DVD

MORTDECAI

ゴーン・ガール

破産寸前の大富豪に舞い込んだ依頼は
トレジャーハント！？
ジョニー・デップ主演の
痛快アドベンチャー・アクション！

DVD

Gone Girl

鬼才デイビッド・フィンチャーが描く
サイコロジカル・サスペンス！
失踪した妻と疑われた夫。
メディアが暴く夫婦の秘密とは。
結婚5周年の記念日。誰もがうらやむような幸せな
結婚生活をおくっていたニックとエイミーの夫婦の日
常が破綻する。エイミーが突然姿を消したのだ。部
屋は荒らされ、
キッチンに残されたエイミーの大量の
血痕から警察は他殺と失踪の両方の可能性を探
る。憔悴した表情で行方のわからなくなった妻を心
配する夫ニック、だが彼にも捜査の手が及び窮地
に立たされる。妻エイミーに何が起きたのか―。

幻の財宝を追え！MI5に不死身の用心棒、国
際テロリストやマフィアも巻き込み、世界を駆け
巡る大争奪戦が勃発！最高にエキサイティング
なエンタテインメント超大作！

20世紀フォックス･ホームエンタテイメント・ジャパン（株）
©2015 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

ミュータント・タートルズ

DVD

DVD
DEVIL’S KNOT

悪魔は、
だれか。全米を震撼させた、
3人の児童の
猟奇殺人事件。犯罪史上稀にみる 未解決事件
の真相に、
あなたは気付けるか。猟奇的な手口で
幼い子供3人の命が奪われた ウエスト
・メンフィス３
事件 。
悪魔崇拝者と断じられて逮捕された少年3
人が、
実はアメリカ史上最悪の冤罪被害者ではな
いかとの疑いが浮上。
社会現象へと発展した未解
決事件の闇に迫る問題作。

監督：板屋宏幸
出演：林家たい平、福崎那由他、富田靖子、三遊亭金馬

監督：アトム・エゴヤン
出演：コリン・ファース、
リース・ウィザースプーン、デイン・デハーン

品番：AFBZ1249／95分／カラー／16：9ビスタ／日：ドルビーデジタル5.1chサラウンド
日音声ガイド：2.0chステレオ／日・英字幕 日本PTA全国協議会特別推薦 バリアフリー仕様

品番：DABR-4865／114分／カラー／スコープサイズ
吹替 英：
ドルビーデジタル5.1chサラウンド 日：
ドルビーデジタル2.0chサラウンド
日字幕

（株）角川書店

©2013 DEVILS KNOT LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

マザー

R-15+

（株）角川書店

デビルズ・ノット

人気落語家・林家たい平の企画・主演で贈る人情
時代劇ドラマ。
とある事情から噺家修業をあきらめ、
深川の長屋に流れ着いた男、
たい平。
ひょんなこと
から長屋の少年・貞吉に落語を教えるハメに。奉公
先でイジメに遭い、
心を閉ざしていた貞吉だったが、
憧れだった噺家への道を踏み出し元気を取り戻し
ていく。一方、
最初は嫌々だったたい平も、
貞吉の一
生懸命な姿に次第に心を動かされていくが…。

©2014「もういちど」製作委員会

品番：FXBR-61383／149分／カラー／シネマスコープ・サイズ
吹替 英・日：
ドルビーデジタル5.1chサラウンド／日・英字幕

品番：DABR-4842／107分／カラー／16:9スクイーズ(スコープ)
吹替 英・日：
ドルビーデジタル5.1ｃｈサラウンド／日字幕・日吹き替え字幕

DVD

アミューズソフトエンタテインメント
（株）

監督：デイビッド・フィンチャー
出演：ベン・アフレック、
ロザムンド・パイク、パトリック・ハリス

監督：デヴィッド・コープ
出演：ジョニー・デップ、
グウィネス・パルトロー、ユアン・マクレガー

© 2015 Lions Gate Films Inc. and Odd Lot Pictures, LLC. All Rights Reserved.

©2014 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

DVD

トレヴィの泉で二度目の恋を

DVD
ELSA&FRED

これぞウメズ・ワールドの集大成！その創作の秘密が
今、明かされる！「おろち」
「洗礼」
「漂流教室」など
独特の世界観を持つ数々の作品で社会現象を巻き
起こした日本を代表する漫画家・楳図かずおが７７
歳にして映画監督としてデビュー！自ら脚本・監督を
手掛け挑む本作は最恐ホラーにして今まで多くの
読者を魅了してきた、
楳図作品創造の秘密を解き明
かす自叙伝的なストーリー！

大女優シャーリー・マクレーン×名優クリストファー・プラマー！２大
アカデミー俳優＆名匠マイケル・ラドフォードが贈る大人のラブス
トーリー!! 無愛想で無口な男やもめのフレッドと、陽気で快活な
女性エルサ。まるで性格の違う、老齢の二人だが、小さなハプ
ニングをきっかけに、お互いの存在を意識するように…。次第に
エルサに心惹かれ、人生に輝きを取り戻すフレッド。
しかし、彼
女にはある秘密があり―。
「恋をするのに遅すぎることなんて
ない!」笑って泣いて心ときめく、最高にチャーミングな物語。

監督：楳図かずお
出演：片岡愛之助、舞羽美海、真行寺君枝、中川翔子
（友情出演）

監督：マイケル・ラドフォード
出演：シャーリー・マクレーン、
クリストファー・プラマー

品番：DB9791／85分／カラー／16：9ビスタサイズ
日：
ドルビーデジタル5.1chサラウンド

品番：NSD-5870G／97分／カラー／シネスコ
英：
ドルビーデジタル5.1ｃｈサラウンド／日字幕

松竹（株）

ニューセレクト
（株）

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES

世代を超えて愛されるあの大人気キャラクターが、
超進化型のビジュアルで実写化！
悪の犯罪組織フット軍団が暗躍するニューヨーク。
ある日、
特ダネを狙うTVレポーターのエイプリルは、
何者かがフット
軍団の犯罪を阻止している姿を目撃する。
その正体は、
身
長180センチでニンジャの技を炸裂させる4人のカメ＝ター
トルズだった！エイプリルは彼らの存在を報道しようとする
が……。
「トランスフォーマー」シリーズの 破壊王 マイケ
ル・ベイが贈るド派手 ×ド迫力 ×ド肝を抜く超高速ダイナ
ミック・アクション
！
監督：ジョナサン・リーベスマン
出演：
ミーガン・フォックス、
ウーピー・ゴールドバーグ、
ウィリアム・フィクトナー
品番：PDSZ139013／101分／カラー／16:9LBスコープサイズ
吹替 英・日：
ドルビーデジタル5.1chサラウンド／日・英・日吹き替え字幕

UIP.B.V

© 2014 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES IS A TRADEMARK OF VIACOM INTERNATIONAL INC. TM, ® & © 2015 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

©2014「マザー」製作委員会

Ⓒ 2014 CUATRO PLUS FILMS, LLC

コードネーム：プリンス

THE PRINCE

DVD
BD

ブルース・ウィリス×ジェイソン・パトリック×RAIN（ピ）
×
ジョン・キューザック
！超豪華ハリウッドスター競演で
贈るノンストップ・ハード・アクション
！追い詰められた父
親は、
史上最強の殺し屋へと進化する
！

監督：ブライアン・Ａ・ミラー
出演：ジェイソン・パトリック、ブルース・ウィリス、ジョン・キューザック、Rain
DVD品番：1000565795 BD品番：1000565794
90分／カラー／16:9LBスコープサイズ
吹替 英・日：
ドルビーデジタル5.1chサラウンド／日字幕

R-15

© 2014 GEORGIA FILM FUND TWENTY-EIGHT, LLC .

サンバ

DVD
SAMBA
日本中が笑って泣いた！『最強のふたり』
の監督×主
演オマール・シー待望の最新作。
フランスで真面目に
働きながらも国外退去の窮地に陥ってしまった移民
青年サンバを主人公に、彼と彼を支援しようと集まっ
た人々が織り成す心温まる人間模様を綴る。

監督・脚本:エリック・
トレダノ、
オリヴィエ・ナカシュ
出演：オマール・シー、
シャルロット・ゲンズブール、
タハール・ラヒム
品番：GADR-1097／119分／カラー／16：9LB（ビスタサイズ）
吹替 仏：ドルビーデジタル5.1chサラウンド 日：ドルビーデジタル2.0chサラウンド／日字幕

ギャガ（株）

ワーナー・ブラザース映画
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