
ルーニー・テューンズ・ショー VOL.1、２、3
Looney Tunes Show

DVD

LOONEY TUNES and all related characters and elements are trademarks of and & ⓒ Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

ワーナー・ブラザースの大人気キャラクター、バッグス・バ
ニー、ダフィー・ダック、トゥイーティーたちが大活躍！ＶＯＬ．
１～３（親友にカンパイ、バッグスに夢中、ポイ捨てご免！発
表会でいいんじゃない？、人生のピークはこれから！？、オン
ドリ物語、パリの思ひ出・・・等各巻4話収録）
出演（声）：山口勝平、高木渉、三ツ矢雄二
品番：  Vol.1　1000336952／87分

Vol.2　1000336953／89分
Vol.3　1000336954／88分

吹替　日・英／日・英字幕

ワーナー・ブラザース映画

リーザと十二月の神々
12MONTHS:A NEW FAIRY TALE  

DVD

ⓒ NIKOLA FILM STUDIO 2015 ⓒ PROLINE MEDIA 2015 ⓒ INVESTMENT BUSINESS CONSULTING 2015

世界的戯曲「十二月」を現代風にアレンジした魔法と不思議にあふれた
世界と少女の冒険を描いたファンタジーアドベンチャー。少女リーザは、
家族とやってきたお城の中を歩き回っていた際に壁の中に吸い込まれ、
異次元の世界へと迷い込んでしまう。リーザが辿り着いたのは、魔法と
不思議にあふれた冬の王国だった。女中としてなんとか城に紛れ込ん
だリーザは、王女のワガママによるゲームに参加することになり・・・。
監督：デニス・エレオンスキー
出演：  オルガ・ナレトヴァ、イリヤ・ブツコフスキー、

エフゲニー・ヴォスクレンセンスキー
品番：ALBD-8810G／88分
吹替　日・ロシア語／日字幕 アルバトロス（株）

ゾンビスクール！
Cooties

DVD

ⓒ 2014 Cooties, LLC All Rights Reserved

ゾンビと化した子どもたちと変人だらけの教師たちが繰り広げる壮絶な戦いを描
いたゾンビコメディ。小説家の夢をあきらめ、母校の小学校の臨時職員として働き
はじめたクリント。しかし登校初日から、生意気な子どもたちや変わり者ばかりの同
僚たちに翻弄されてしまう。その日の給食は子どもたちが大好きなチキンナゲット
だったが、食べ終えた生徒の様子がどこかおかしい。やがてその生徒はゾンビと
なって周囲の子どもたちを次 と々襲撃し、校内は瞬く間にゾンビだらけになってしま
う。教師たちはすぐに学校を閉鎖し、凶暴なキッズゾンビたちに立ち向かう・・・。
監督：ジョナサン・ミロ、カリー・マーニオン
出演：イライジャ・ウッド、レイン・ウィルソン、アリソン・ピル
品番：DZ-9572／88分
吹替　日・英／日字幕 松竹（株）

アクト・オブ・ウォー
CHOSEN

DVD

ⓒ Pluribus Unum 2016

1943年、ナチスドイツ支配下のハンガリー。悲惨な現実に目を背けて生き
ていたユダヤ人のソンソンは、「妹のユディトを護って」という亡き妻との約束
を果たすため、戦いに身を投じた。激戦の中で奇跡的にユディトと再会した
ソンソンは、ナチス機甲部隊に最後の戦いを挑む・・・。ナチスに立ち向か
うユダヤ人レジスタンスの姿を描いた戦争アクション大作。
監督：ヤスミン・ディスダー
出演：ルーク・マブリー、ハーヴェイ・カイテル、アナ・ウラル
品番：NSD-6170G／106分
吹替　日・英／日字幕

アルバトロス（株）

放課後たち
  

DVD

ⓒ ＷＩＮＤ、オフィス・インベーダー

広瀬すず、藤江れいな（NMB48）ら、人気キャストによる“放
課後”をテーマに、家庭教師と生徒の甘く切ない関係を描い
たオムニバス・ムービー。中学生の倫子は、想いを寄せる大
学生・涼太に家庭教師をしてもらうことに。ウキウキしなが
ら彼の家に行くと・・・。「井の中の僕達」「Do you think 
about me?」「世紀末の人」「ロリータなんて」の全4編を収録。
監督：笹木彰人、勝又悠、日原進太郎、倉本雷大
出演：  広瀬すず、藤江れいな（NMB48）、森田哲矢、落合モトキ　
品番：ALBD-8830G／101分
  

アルバトロス（株）

デイライツ・エンド
DAYLIGHT’S END

DVD

ⓒ DAYLIGHTS END 2016. ALL RIGHTS RESERVED

復讐のため壮絶な闘いを挑む男のポストアポカリプス・サバイバル
アクション!  謎の疫病によって荒廃した地球。時を経て、人間の
多くは血に飢えたクリーチャーへと変貌を遂げていた。流れ者の
一匹狼ルークは、廃墟となった警察署に身を隠す生存者グループ
と出くわす。愛する女性を奪われ復讐に燃えるルークと、安全地
帯への逃亡を渇望する生存者たち。目的が合致した彼らは、クリ
ーチャーたちの昼間の寝床であるビルへ襲撃を仕掛けるが・・・。
監督：ウィリアム・カウフマン
出演：ジョニー・ストロング、ランス・ヘンリクセン、ルイス・マンディロア
品番：MPF-12441／105分
吹替　日・英／日字幕 ミッドシップ

ビューティー・インサイド
뷰티 인사이드 (THE BEAUTY INSIDE)

DVD

ⓒ 2015 NEXT ENTERTAINMENT WORLD. All Rights Reserved.

目覚めるたびに姿が変わる男性と、彼を愛してしまった女性。1役を
123人が演じる、今だかつてないファンタジーロマンスが誕生！ウジ
ンは18歳を境に、目覚めると年齢や性別や国籍を問わず、それまで
とは全然違う外見に変化する奇妙な運命を背負うことに。一人の人
物としてのルックスが定まらない彼は、インターネットを駆使して家
具デザイナーとして働いていた。ある日、ウジンは家具店で働くイス
を見初め、毎日一見客のフリをしてその店に通い詰めるが・・・。
監督：ペク
出演：ハン・ヒョジュ、上野樹里、パク・ソジュン
品番：GADR-1291／127分
吹替　日・韓／日字幕 GAGA（株）

カットバンク
CUT BANK

DVD

ⓒ 2014 CB FILM PRODUCTION, LLC ALL RIGHTS RESERVED.

ひとつの偽装殺人が、平穏な町を悪夢のどん底へ。リアム・
ヘムズワース、ジョン・マルコヴィッチ、ビリー・ボブ・ソーン
トンやブルース・ダーンらの超豪華キャスト・スタッフで放
つ《完全計画》崩壊の衝撃スリラー！！アメリカで最も寒い
街ということくらいしか話題のない平和な田舎町で起こっ
た郵便配達夫殺人事件は、いつしか誰も想像すらできな
い結末へと向かう・・・。
監督：マット・シャックマン
出演：リアム・ヘムズワース、テリーサ・パーマー、ジョン・マルコヴィッチ
品番：MPF-12421／93分
吹替　日・英／日字幕 ミッドシップ

業務用新作ラインナップ
MOVIES MANAGEMENT COMPANY

9
2016 SEPTEMBER

発行：（株）ムービーマネジメントカンパニー
〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿南1-1-10 サウスコラム小林8F
TEL 03-5768-0821　FAX 03-3716-8650

■ お問い合わせ代理店

供給可能場所
http://www.mmc-inc.jp/
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キッズ/BGVホテル バ ス 健康ランド 上映会 船 舶 病 院 ネットカフェ

MMC 2016年9月度業務用新作ラインナップ



パラノーマル・アクティビティ5
Paranormal Activity The Ghost Dimension�

DVD

ⓒ 2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

社会現象となった衝撃ホラー、待望の続編。“超常
現象”（パラノーマル・アクティビティ）の悪霊の正体
が、ついに明かされる！かつてケイティとクリスティが
住んでいた家に、ライアンとエミリー夫妻が引っ越し
てくる。夫妻はある日、物置でビデオカメラとビデオ
テープが入った箱を見つけ、興味本位でカメラのレ
ンズをのぞくが、それをきっかけに周囲で恐ろしい
出来事が起こるようになる。2人は幼い娘をまもるた
め、必死で怪現象に立ち向かうのだが・・・。
監督：グレゴリー・プロトキン　原作：オーレン・ペリ
出演：クリス・J・マレー、ブリット・ショー、ダン・ギル
品番：PJBR-1029／88分
吹替　日・英／日・英字幕 ＵＩＰ．Ｂ．Ｖ

きみが還る場所
90 Minutes in Heaven

DVD

ⓒ 2015 Giving Films, LLC. All Rights Reserved.

1989年1月、アメリカ・テキサス州。牧師のドンは、愛する妻エヴァと3人
の子供と幸せな生活を送っていた。大雨のある日、出張先から車で帰宅
する途中、彼は大型トラックとの正面衝突で即死してしまった。90分後、
奇跡的に息を吹き返したドンだったが、瀕死状態の彼と妻たちを待って
いたのは、想像を絶する苦難だった。やがて、家族の重荷となることに苦
悩するドンを救うため、エヴァは“ある決断”をすることになるが・・・。
監督：マイケル・ポーリッシュ
原作：ドン・パイパー、セシル・マーフィ
出演：  ヘイデン・クリステンセン、ケイト・ボスワース、

ドワイト・ヨーカム
品番：RDD-80783／121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

の・ようなもの のようなもの
  

DVD

ⓒ 2016「の・ようなもの のようなもの」製作委員会

2011年に急逝した森田芳光監督のデビュー作「の・ような
もの」（1981）のその後を描くオリジナル作品。東京の下町。
落語家一門の出船亭に入門した志ん田は、師匠の志ん米
から、かつて一門に在籍していた志ん魚を探してほしいと
頼まれる。志ん米は、一門のスポンサー的存在で、志ん魚
を贔屓にしている女性会長のご機嫌をとるため、もう一度
志ん魚を高座に引っ張り出そうと考えていた。志ん田は、
師匠の弟弟子である志ん水や昔の門下生を訪ね歩いて
手がかりを集めようとするが、なかなかうまくいかず・・・。
監督：杉山泰一　原案：森田芳光
出演：松山ケンイチ、北川景子、伊藤克信
品番：DABR-4999／95分
  （株）KADOKAWA

スティーブ・ジョブズ
STEVE JOBS

DVD

ⓒ 2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

ジョブズ本人や家族、関係者へのインタビューを中心に執筆さ
れた伝記作家ウォルター・アイザックソンによるベストセラー「ス
ティーブ・ジョブズ」をもとに、アーロン・ソーキンが脚本を担当。
1984年のMacintosh、88年のNeXT Cube、98年のiMacと
いうジョブズの人生の中で最も波乱に満ちていた時期に行な
われた3つの新作発表会にスポットを当て、人 を々魅了した伝
説のプレゼンテーションの舞台裏を通し、信念を貫き通そうと
する姿や、卓越したビジネスセンスを浮かび上がらせていく。
監督：ダニー・ボイル
出演：  マイケル・ファスベンダー、ケイト・ウィンスレット、

セス・ローゲン
品番：GNBR-3218／122分
吹替　日・英／日・英字幕

ＵＩＰ．Ｂ．Ｖ

流れ星が消えないうちに DVD

ⓒ 2015「流れ星が消えないうちに」製作委員会

「半分の月がのぼる空」シリーズで知られる人気作家・
橋本紡の同名小説を原作に、恋人を事故で失った女
性が新恋人や周囲の人 と々の交流を通して再生してい
く姿をつづった人間ドラマ。大切な恋人・加地を突然
の事故で亡くした21歳の女子大生・奈緒子。いまだに
加地のことが忘れられず苦悩する日々を送っていた
が、同じ傷を抱える現在の恋人・巧や家族と過ごすう
ちに、少しずつ前に向かって進みはじめる。ヒロイン役
をNHK連続テレビ小説「あさが来た」の波瑠、恋人役
を「ストロボ・エッジ」の入江甚儀がそれぞれ演じた。
監督：柴山健次　原作：橋本紡
出演：波瑠、入江甚儀、葉山奨之
品番：DABR-4998／124分

※  船舶は国内
のみ

（株）KADOKAWA

アルティメット・サイクロン
LIFE ON THE LINE

DVD

ⓒ 2014 Life on the Line, LLC All Rights Reserved

ジョン・トラボルタ、シャロン・ストーン、ケイト・ボスワースら豪
華キャスト競演の超大型台風との壮絶な死闘を描く大迫力
のディザスター・パニック・アクション! 地上100メートルで50
万ボルトの電線を扱う、アメリカで最も危険な職業である大
型送電線のベテラン架線作業員のボーは嵐のシーズンが来
る前に州全土の電線改修工事を急ピッチで進めていたが、 
観測史上稀に見る大型の台風が突如発生。超大型台風と
大規模停電によって都市機能がストップし、アメリカに未曾
有の危機が迫る中、ボーは愛する家族を守れるか・・・。　
監督：デヴィッド・ハックル
出演：ジョン・トラボルタ、シャロン・ストーン、ケイト・ボスワース
品番：KWX-1807／97分
吹替　日・英／日字幕 （株）クロックワークス

ⓒ 2015 SPARKLE ROLL MEDIA CORPORATION HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION.　SHANGHAI FILM GROUP CO.,LTD.SHENZHEN TENCENT VIDEO COMMUNICATION LTD.ALL RIGHTS RESERVED.

ドラゴン・ブレイド
天將雄師 (DRAGON BLADE)

かつてシルクロードでローマ帝国軍と中国西域連合軍が激闘を繰り広げ
たという史実を基にした、ジャッキー・チェン主演による歴史アクション。
数々の国と部族がひしめき合う前漢時代の中国・シルクロード。西域警
備隊司令官フォ・アンは、反逆者の汚名を着せられ、部下と共に西域辺
境へと送られる。執政官の息子ティベリウスに命を狙われているティベリ
ウスの弟プブリウスを守るため、西域に逃れたローマ帝国の将軍ルシウ
スと出会ったフォ・アンは、国を超えて友情を深め合う。そんな中、中国
侵略を目論むティベリウス率いる大軍勢が攻め込んできた。フォ・アンは
抗争を続ける部族に一致団結してローマ軍と戦うことを提案するが・・・。

監督：ダニエル・リー　アクション監督：ジャッキー・チェン
出演：  ジャッキー・チェン、ジョン・キューザック、

エイドリアン・ブロディ
DVD品番：TWDD-80799　BD品番：TWBR-80799／103分
吹替　日・英・北京語／日字幕

（株）ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

DVD
B D

ⓒ 2016 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

オデッセイ
The Martian

『グラディエーター』のリドリー・スコットがメガホンを取り、『ボー
ン』シリーズのマット・デイモン演じる主人公が火星に取り残され
た宇宙飛行士を演じるSFアドベンチャー。
火星での有人探査中に嵐に巻き込まれた宇宙飛行士のマーク・ワトニー。乗組員はワトニーが死亡したと思
い、火星を去るが、彼は生きていた。空気も水も通信手段もなく、わずかな食料しかない危機的状況で、ワト
ニーは生き延びようとする。一方、NASAは世界中から科学者を結集し救出を企て、仲間たちもまた大胆な
救出ミッションを敢行しようとしていた。

監督：リドリー・スコット　原作：アンディ・ウィアー
出演：  マット・デイモン、ジェシカ・チャステイン、

クリステン・ウィグ
品番：FXBR-64560／142分
吹替　日・英／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）

DVD

砂上の法廷
THE WHOLE TRUTH

DVD

ⓒ 2015 WHOLE TRUTH PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

巨額の資金を持つ大物弁護士が自宅で殺害された。容疑
者として逮捕されたのは、17歳の息子。拘留後、完全黙秘を
続ける少年の弁護を引き受けたのは、敏腕弁護士ラムゼイ。
何も語ろうとしない被告人をよそに開廷された裁判では、全
ての証人が少年の有罪を裏付ける証言をする。その証言の
わずかなほころびから、「嘘」を見破るラムゼイ。有罪確定に
見えた裁判の流れが変わり始めた矢先、被告人が沈黙を破
り、衝撃の告白をはじめる。彼が語る言葉は、果たして真実
なのか？そして、事件の真犯人は別に存在するのか？
監督：コートニー・ハント
出演：キアヌ・リーヴス、レニー・ゼルウィガー、ガブリエル・バッソ
品番：GADR-1295／94分
吹替　日・英／日字幕 GAGA（株）

「映画　ビリギャル」　発売元：TBS　販売元：東宝　ⓒ 2015 映画「ビリギャル」製作委員会

ビリギャル
  

学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて
慶應大学に現役合格した感動の実話。有村架純
が偏差値30の金髪ギャルを熱演。
名古屋の女子高に通うお気楽女子高生
のさやかは全く勉強せず、毎日友人たち
と遊んで暮らしていた。今の状態では大
学への内部進学すらままならないと案じ
た母は、さやかに塾に通うよう言いつけ
る。彼女は金髪パーマにピアス、厚化粧
にミニスカートのへそ出しルックで渋 入々
塾面接に行き、教師の坪田と出会う・・・。

監督：土井裕泰　原作：坪田信貴
出演：有村架純、伊藤淳史、野村周平
品番：TDV25410G／117分

東宝（株）

DVD

ⓒ 2015 Warner Bros. Entertainment Inc., CCP Black Mass Film Holdings, LLC, Black Mass Holdings, LLC and RatPac Dune Entertainment LLC. All rights reserved.

ブラック・スキャンダル
Black Mass

これまでも作品ごとに全く異なる顔を見せてきたデップが、本作で
は薄毛オールバックに革ジャン姿で冷酷なギャングを怪演。
ジョニー・デップがFBI史上最高の懸賞金をかけられた実在の凶悪犯ジェームズ・“ホワイティ”・バルジャー
を演じたクライムドラマ。1970年代、サウス・ボストン。FBI捜査官コナリーはアイルランド系マフィアのボスで
あるホワイティに、共通の敵であるイタリア系マフィアを協力して排除しようと持ちかける。しかし歯止めのき
かなくなったホワイティは法の網をかいくぐって絶大な権力を握るようになり、ボストンで最も危険なギャング
へとのし上がっていく・・・。

監督：スコット・クーパー
出演：  ジョニー・デップ、ベネディクト・カンバーバッチ、

ジョエル・エドガートン
DVD品番：1000599894　BD品番：1000599893／123分
吹替　日・英／日・英字幕

ワーナー・ブラザース映画

DVD
B D

ボーイ・ソプラノ ただひとつの歌声
BOYCHOIR

DVD
B D

ⓒ 2014 BOYCHOIR MOVIE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

乱暴でトラブルばかり起こす問題児のステット。母を
突然亡くし、父親から面倒をみることを拒否されたス
テットは、厳格なカービルが指導する少年聖歌隊のあ
る有名校に入学させられる。たぐいまれな美声の持
ち主で、歌うことだけは上手なステットは、楽譜が読め
ずに仲間からいじめに遭いながらも、カービルの厳し
い指導の下、次第に歌うことに喜びを感じるようにな
る。合唱団長カービルにダスティン・ホフマン。監督は

「レッド・バイオリン」「シルク」のフランソワ・ジラール。
監督：フランソワ・ジラール
出演：ダスティン・ホフマン、ギャレット・ウェアリング
DVD品番：1000595132　BD品番：1000595131／103分
吹替　日・英／日字幕 ワーナー・ブラザース映画

MMC 2016年9月度業務用新作ラインナップ MMC 2016年9月度業務用新作ラインナップ
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