
最新話題作、人気作をリストアップいたしました。

あのレゴブロックの世界が、映画になった! !?家
族みんなで楽しめる 最高のアドベンチャームー
ビー! !レゴワールドで暮らすごく普通の青年・エ
メットはなぜか伝説のヒーローに間違われ、世界
を救わなければならないハメになる。

100分 WB 声： クリス・プラット

ニューヨークの動物園を抜け出した都会育ちの４
頭の動物たちの大騒動を描いた大ヒット・アニメ・
シリーズの最新第３弾。故郷のニューヨークを目
指していたはずの一行が、今度はヨーロッパを舞
台に繰り広げるドタバタ大冒険を繰り広げる。

98分 fox 声：ベンスティラー

『アイス・エイジ』の監督が贈る、驚きと感動の
ファンタジー・アドベンチャー! 「生命のつぼみ」
を手にした少女メアリーは不思議な力によって
草花や昆虫たちと同じ大きさに!!今まで見えな
かったはずの小さな世界で生命の神秘に触れ、
腐敗を食い止め森の未来を守るためリーフマ
ンたちと共に戦い繰り広げる。

100分 FOX 出演：アマンダ・セイフライド

人気長寿アニメ番組「忍たま乱太郎」の
劇場版長編アニメ作品。エリート忍者に
なるべく忍術学園に入学した忍者のたま
ご“忍たま”の乱太郎と仲間たちの活躍
を描く。

79分 WB 声：高山みなみ

世界中で愛され続ける大ヒット・ブロード
ウェイ・ミュージカルを映画化。現代の
ニューヨークを舞台に、両親を探しつづけ
る孤児の少女と彼女を選挙戦に利用し
ようと企む富豪の男の奇妙な心の交流
を、心はずむ歌と踊りで綴る。

114分 ソニー 出演：キャメロンディアス

北方領土のひとつ、色丹島に暮らすある一
家が終戦後に体験した過酷な運命を描い
た長編アニメ。色丹島にソ連軍が進駐。二
度と故郷に帰ることが出来なくなった人たち
の悲しみ、父との再会を想い続ける幼い兄
弟。過酷な運命に翻弄されながらも誇り高
く生きる人々を描いた感動の物語。

102分 声：市村正親 仲間由紀恵

ひょんなことから200年後の現代日本に来てし
まった妖怪・豆富小僧が繰り広げる冒険をイマ
ジネーションあふれる映像で描いたファンタジー・
コメディ。

86分 WB 声：深田恭子 松平健

2015年No.1ハリウッド・アニメ映画！ミニオンの正体が明らかに！どのよう
にして、彼らは怪盗グルーの仲間になったのか!?全世界で記録破りの大
ヒット! 日本でも、2015年のハリウッド・アニメ映画最高興収を記録! ! 「
怪盗グルーの月泥棒」「怪盗グルーのミニオン危機一発」もご提供可能
です。

９１分 UIP 日本版声：天海祐希

前作を超えて世界37ヵ国でNo.1大ヒット!親子
の絆、友情、未来を切り開く勇気を描いたファン
タジー・アドベンチャー『ヒックとドラゴン』シリーズ
第2弾。人間とドラゴンが共存する平和なバーク
島に強大な悪の力が迫る！！

102分 FOX 声：ケイト・ブランシェット

みんなを乗せた箱舟がいっちゃった! 愛する家族
を追いかけ、フィニーとリアの大冒険が始まる! 世
界の終わりがやってきたとき、もし“ノアの箱舟"
に乗れなかったら?はみ出しものの動物たちの大
冒険を描いたファンタジー・アドベンチャー!

86分 ミッドシップ 声：カラム・マロニー

不朽の名作“オズの魔法使い”のその
後の物語を描いたファンタジー・アニメ。
オズの国から故郷カンザスに戻ってきた
ドロシーと愛犬トト。穏やかな日々を
取り戻したのも束の間、“魔法の虹”で
オズに再び連れ戻されてしまうが…。

94分 ファインフィルムズ 声：リア・ミシェル ダン・エイクロイド



世界的絵本を実写映画化。不思議な島へと
やって来た少年とかいじゅうたちが繰り広げる
冒険の数々をハートウォーミングに描いたファン
タジー。

105分 FOX 出演：ベン･スティラー

ＮＹの国立自然史博物館を舞台に、新任の夜警
となった主人公の目の前で、展示物が次々と動き
出し大騒動を繰り広げるヒット・ファンタジー・コメ
ディ。親子の情愛や仲間の大切さも学べます。
パート２もご提供可能。

85分 FOX 出演： ジャック･ブラック

古典「ガリバー旅行記」を現代風に映画化した
ファミリー・アドベンチャー・コメディ。バミューダ・トライ
アングルで遭難し、中世の小人の国へ異次元ス
リップしてしまった小心者の旅行記者ガリバーを待
ち受ける驚きの運命をコミカルに描く。

大ヒット・シリーズ第７作の後編にしてシリーズ
完結編。ついに迎える闇の帝王ヴォルデモート
とハリー・ポッターの一騎打ちの行方を壮大なス
ケールで描き出すファンタジー大作。

146分 WB 出演：エマ・ワトソン

※シリーズ全作ご提供可能です。

101分 WB 出演：マックス・レコーズ

ドラキュラがモンスターのために作ったホテルに
人間の青年が紛れ込んでしまい、パニックに
陥ったモンスターたちが大騒動を巻き起こす
痛快コメディ・アニメ。

92分 SONY 声：山寺宏一

95分 ユニ 演：ジェームズマ-スデン

日本でも『ひとまねこざる』のタイトルで親し
まれてきた人気絵本のキャラクター、“おさ
るのジョージ”を主人公にした長編アニメー
ション映画。

大ヒットアニメの続編。「食べ物マシーン」が再
び暴走し、動物と食べ物を次々と合体させたこ
とからとんでもない騒動が巻き起こる。第一弾
もご提供可能です。

95分 ソニー
声：ビル・ヘイダー

大洪水に見舞われたムーミン谷で一家とはぐ
れたムーミンの大冒険や同じく一家とはぐれた
ミイ遭遇したスナフキンの思いがけない活躍ぶ
りが愉快に綴られてゆく。

87分 ナレーション：小泉今日子

ドラゴンと終わりのない戦いを繰り広げていた時
代を舞台に、気弱な少年と傷ついたドラゴンの
間に芽生えた奇跡の友情と成長の物語。親子
の絆や友情の大切さをテーマに迫力の映像で描
く感動のファンタジーアドベンチャー・アニメ。

97分 fox 声：ジェラルド・バトラー

7000万年前のアラスカ。科学的考証と最新のＣ
Ｇ技術で再現したリアルな“恐竜の世界”を舞台
に、身体の小さな一頭の草食恐竜の子どもが、
その生存を懸けて繰り広げる成長の旅路をドラマ
ティックに描いたファミリー向けアドベンチャー。

88分 FOX 日本版声：木梨憲武

世界最大のジャングル“アマゾン”をテーマに
贈る驚異のネイチャー・ドキュメンタリー。アマ
ゾンに迷い込んでしまったペットの子猿の大
冒険を通して、アマゾンの雄大な風景やそこ
に生きる動植物たちの驚きの生態が美しくか
つ貴重な映像の数々によって描かれていく。

83分 クロック

人気アニメ・シリーズ「スポンジ・ボブ」の劇場版
第２弾。海底にあるビキニタウンで愉快な仲間
たちと楽しく暮らしていたスポンジ・ボブが、海賊
に盗まれたカーニバーガーの秘密のレシピを取
り戻すべく、海を飛び出し大冒険を繰り広げる
さまを、実写とアニメを融合し、描き出す。

93分 UIP 出演：アントニオ・バンデラス

世界的大ヒットアニメの続編。三姉妹の父親と
して平和な日々を送っていた元悪党のグルーが、
何者かに誘拐されたミニオンたちを助け出すため、
新たな相棒とともに大活躍を繰り広げる。第一
弾もご提供可能です。

98分 UIP 日本版声：笑福亭鶴瓶

!世界120か国公開“2015年最高のファミリームー
ビー”ついに日本上陸!欲張りなリスとネズミの相
棒が繰り広げる愉快なアクションアドベンチャーア
ニメ。パークを追放されたイタズラ好きなリスのサー
リーとネズミの友人・バディは、ナッツストアに忍び
込む計画を立てるが…。

86分 声：キャサリン・ハイグル



「ハルのふえ」 タヌキの母親と人間の子ど
もとの親子のきずなをつづる感動アニメ。
「アンパンマンが生まれた日」 国民的アニ
メの主人公、アンパンマンの誕生の秘密を
ミュージカル仕立てで描く短編アニメ。

52分/10分 ブルーレイ

全世界大ベストセ ラー児童書を元にした冒険
ファンタ ジーアニメ。ふたりの仲良し兄妹が、 不
思議な木の家”マジック・ツリーハ ウス”から本の
中の世界へと飛び込 み、大冒険を繰り広げる。

94分 GAGA特別 声：北川景子 芦田愛菜

父を亡くし、母とともに瀬戸内の小さな島に越し
てきた少女が、そこで出会った心優しい妖怪たち
との奇妙な交流を通して成長していく姿をハート
ウォーミングに綴ったハートフル・ファンタジー・アニ
メ。

120分 角川インク 声：美山加恋 優香

人気マンガを、実写映画化したエンタテインメン
ト・ファミリー映画。忍術学園で学ぶ乱太郎と個
性豊かな仲間たちが友だちを救うため、力を合
わせて奮闘する姿を描く。

100分 WB特別 出演：加藤清史郎 平幹二朗

セザール賞2014 ドキュメンタリー賞受賞作！
文部科学省選定作品／年少者映画
審議会推薦／東京都推奨映画

87分 角川インク 声：ユーリ・ローエンタール

世界には、学校にいくために想像を絶する道の
りを、毎日通っている子どもたちがいる― フラン
ス発、地球を通学路という観点から捉えた驚き
と感動のドキュメンタリー！

美しい自然に囲まれた片田舎の村を舞台に、
裏山に入った小学生たちが、犬の姿をした宇宙
人と出会い、ひと夏の冒険を繰り広げていくSF
ファンタジー。

138分 アニプレックス 声： 田中直樹（ココリコ）

112分 出演：西田敏行

認知度120％！！夢はいつか必ず叶うー。逆
境にあっても決して諦めることなく、動物たちを
信じ、愛し、一途な思いで夢を叶えた人々の奇
跡と感動のトゥルーストーリー！

91分 FOX 出演：レネー・ゼルウィガー

一生懸命作ったハチミツが人間にとられてる！
新米の働きバチがハチミツの搾取を食い止める
べく人間界へ飛び出し、大冒険を繰り広げるア
ドベンチャーコメディ。

環境保護をテーマにしたファミリームービー。
森を守る不思議な精霊ロラックスおじさんを
呼び戻すべく大冒険を繰り広げる少年の活
躍を、カラフルかつアトラクション感覚いっぱい
の映像で描く。

86分 ユニ 声：志村けん

世界的ポップアーティスト村上隆が初監督を務め、
キャラクターデザインも手掛けたファンタジー。東日
本大震災後の日本を舞台に、大人たちには決し
て見えない不思議な生物“ふれんど”と子どもたち
の交流を描く。

100分 GAGA 出演：末岡拓人

LEGO®長編アニメの最新作登場！！スー
パーヒーローたちの活躍を描いた中篇アニメ。

71分 WB 声：山寺宏一

47分 WB 声：山寺宏一

長年子どもたちに愛され続けている原ゆたか
のロングセラー児童書『かいけつゾロリ』シリ
ーズの劇場版アニメ第３弾。宇宙を舞台に、
キツネの主人公ゾロリと、双子のイノシシ、イ
シシ＆ノシシが繰り広げる大冒険の行方が、
映画のための完全オリジナル・ストーリーで
描かれる。

49分 新日本 声：山寺宏一

「おまえうまそうだな」に続き、宮西達也の大ヒッ
ト絵本「ティラノサウルス」シリーズをアニメーショ
ン映画化。ひとりぼっちのティラノサウルスの子ど
もトロンは、立派な恐竜になることを決意し、た
ったひとりで広い世界へと足を踏み出していく。

82分 新日本 声：渡辺満里奈 上映できる地域が限られます

宮沢賢治の短編童話を、「銀河鉄道の夜」の
スタッフが再結集して映画化したファンタジー・
アニメ。美しいイーハトーヴの森を舞台に、厳し
い自然に翻弄されながらも、様々な出会いや
経験を通じて成長していく主人公の姿を感動
的に描き出す。

108分 声：小栗旬 佐々木蔵之介



これが宮崎アニメの原点！宮崎
駿、高畑勲コンビが贈るパンダ親
子の心あたたまるメルヘン。

原案・脚本：宮崎駿 演出：高畑 勲

カラー 35分

原案・脚本・画面設定：宮崎 駿 演出：高畑 勲

カラー 35分

パンダコパンダ、第二弾！
勇敢な7匹のネズミたちが繰り広げる
熱いドラマ。TVアニメ「ガンバの冒険」
の劇場版。イタチのノロイとの戦いを
中心に、ストーリーを再編集。今もな
お人気の高い名作です。

名探偵ホームズ 青い紅玉の
巻/海底の財宝

コナン・ドイルの「名探偵ホームズ」の登
場人物を犬に置き換え、宮崎駿がス
タジオジブリ設立以前に監督を手掛け
たTVアニメの劇場版。

46分（2話収録）監督：宮崎駿

46分（2話収録）演出：宮崎駿 出演：広川太一郎

名探偵ホームズ ミセス・ハドソン
人質事件の巻/海峡の大空中戦の巻

監督：出崎統
出演：野沢雅子/80分

圧倒的人気を誇るトムとジェ
リー。使いやすい短編と新作
の長編と種類も豊富にござ
います。一番人気は傑作短
編を集めた「トムとジェリー
アカデミーコレクション」。

サンリオのキャラクターで贈る名作アニメシリーズ。童
話の「白雪姫」はキティが、イソップ童話の「オオカミ
少年」はばつ丸が演じています。サンリオシリーズは
他にも様々な作品がございます。

大ベストセラー絵本シリーズ「くまのがっこう」から生
まれたTVアニメシリーズ。くまの双子の女の子、ル
ルとロロが毎回さまざまな仕事に奮闘する姿を描く。
全３巻のショートアニメ集。

各巻９話（１話５分）45分 PONY

モンキー・パンチ原作の人気シリーズ「ルパン三世」の劇場版アニメ。
自ら“神”と名乗る複製人間マモーに
ルパン・ファミリーが立ち向かう…。

102分 トムス 声：山田康雄

25分2話収録

95分 パラマウント ファンタジー
出演：ダコタ･ファニング

牧場の娘は子ブタを可愛がっていた
が、彼はやがてクリスマスのテーブルに
上る運命…”その時”が近いことを知
り怯える子ブタを励ましたのが、納屋
に住むクモのシャーロットだった。暖か
い笑いと涙で包まれる感動ファンタ
ジー。

20分 声： 柳沢三千代

福島県の南端に位置する塙町で生まれたカッパ
にまつわる悲しい民話がもとの短編アニメーション。

92分 パラマウント 出演：ジェームズ･クロムウェル

収穫祭の賞品として農場主アーサーにもらわれ
た子ブタのベイブ。しかし、いずれはテーブルにあ
がる身…が、ベイブが可愛いアーサーは、なんと
ベイブを牧羊犬コンテスト出場させようとする…。
愛くるしいコブタの愛と勇気あふれる愉快な物語。

圧倒的知名度を誇るメガヒット作、待望の続
編!! 恐るべき兵器を手に世界征服を企む新た
な敵を前に、再び立ち上がるポーの活躍と彼の
出生にまつわる感動の秘密が描かれた傑作ア
ニメ。

97分 パラ 声：ジャック･ブラック

大ヒット「シュレック」シリーズで人気を博したキャラ
クター、“長ぐつをはいたネコ”ことプスを主人公に
描く冒険活劇アニメ。見た目は可愛くとも心はワ
イルドでダンディなお尋ね者の猫プスの活躍を、
躍動感いっぱいに描く。

88分 fox 声：アントニオ･バンデラス

毒リンゴには、もう騙されない。運命を切り開く
プリンセス VS 何でも欲しいワガママ女王。王
国と王子様は、どちらの手にー？有名なグリム
童話の『白雪姫』をコミカルかつカラフルに描い
たファンタジー・コメディ。

106分 GAGA特別 出演：ジュリアロバーツ

見かけは怖いけれど心優しき緑の怪物シュレックが
おとぎの国を舞台に仲間たちと繰り広げる冒険を
描く大ヒット・アニメの第４弾にしてシリーズ最終章。
シリーズ全作ご提供可能。

93分 fox 声：エディ・マーフィー



107分 ソニー 動物 出演：アンナ･パキン

土地開発のため伐採した樹木の中からグース
の卵を見つけた少女。雛になった彼らに飛行を
教え込むんだ少女の乗るグライダーが１６羽の
グースを引き連れて羽ばたく…。環境保護問
題も織り込まれた、家族で観るにふさわしい好
篇。

95分 ジェネオン
ドキュメンタリー

温暖化の影響を受けた北極は今、海氷面積
168万平方km（日本国土の4倍半）も減少。
本作は、暖かい北極で想像を絶した苦難を乗
り越え、生きることを決してあきらめなかった白く
まナヌーの姿を感動的に描いたドキュメンタ
リー・ドラマ。

92分 角川 ドキュメンタリー Ｎ：藤井フミヤ

その愛らしい姿で本国ドイツのみならず世界

中の人気者となったベルリン動物園生まれ

のホッキョクグマ“クヌート”の成長の記録に、

野生のクマたちが置かれた厳しい現実を巡

る環境問題を絡めて描くドキュメンタリー。

107分 北星 出演：三國連太郎

1945年8月6日、ゲンは学校へ
行く途中だった。市内上空に飛来したB29が新
型爆弾を投下した直後、強烈な白い閃光が走
り、続いて巨大なきのこ雲が一気に広がった。街
は猛火と黒煙の中でその姿を一変させ…。パー
ト２、３もご
提供可能。

27分 虫プロ

ピースアニメ「つるにのって」は、
核兵器廃絶の願いと平和について、子どもたち
と語り合うための作品です。とも子は、平和公
園で不思議な少女と出会いました。彼女の名
前はサダコ。そして、サダコの案内で、とも子の
不思議な冒険
が始まります。

①82分②91分③96分 FOX 声：ジョン・レグイザモ デニス・リアリー

氷河期に生きる動物たちが騒動を巻き起こすアドベンチャー・アニメの人気シリーズ。子どもから大人までみんなで地球温暖化について考
えられる映画です。特にパート２は、地球温暖化による洪水被害をメインにしているため、環境問題の上映会には特にオススメです。

88分 AVEX Ｎ：松本幸四郎 松たか子

地球上の全大陸でロケを敢行し、かつてない
スケールで製作されたドキュメンタリー。多種
多様な動植物が見せる驚きの生態や感動
的ないのちの物語を、最先端技術を駆使し、
驚異の映像で映し出していく。

87分 ＦＯＸ アニメ 声： ジム･キャリー

世界的ベストセラーを映画化したファンタジー
アニメ。心優しい一頭のゾウが突風によって空
中へ飛ばされたホコリの中にある小さな国の
人々を救おうと奮闘する姿を
ハートウォーミングに描く。

109分 ＷＢ アニメ 声：イライジャ･ウッド

南極に暮らす皇帝ペンギンたちの世界を歌と
踊りで綴るファンタジーミュージカル・アニメ。
“心の歌”を持つペンギンたちの中で音痴だけ
ど踊りまくるペンギン！パート2もご提供可能
です。

現代の東京を舞台に、３人のホームレスが
クリスマスの夜に偶然見つけた捨て子の親
探しに奮闘する傑作アニメ。主人公たちが、
親を探し出す困難な道のりをダイナミックか
つ細やかに綴る。

90分 ＳＯＮＹ 声：江守徹 梅垣義明

「クレヨンしんちゃん」原恵一監督が同名
児童文学を映画化した感動ファミリー・ア
ニメーション。不思議な力を秘めた河童の
クゥと出会った少年のひと夏の冒険を、家
族の絆や友情の大切さを織り込みつつ
さわやかに綴る

138分 松竹 声： 田中直樹（ココリコ）



空に向かって猛然と伸びていく巨大な豆の木、
雲の上に広がる天空の世界、そこに住む巨
人たち。遠い日に思い描いた想像をはるかに
超える圧倒的なスケールで不朽の名作がバ
トル・アドベンチャーへと進化を遂げた話題作。

90分 ソニー 声：ミッチェル・ムッソ

古い一軒の屋敷が人を飲み込む生きている家
だと気づいた子どもたちが、自分たちだけでその
恐ろしい屋敷に立ち向かうホラー・コメディ。

90分 ＦＯＸ アニメ 声：ユアン・マクレガー

ロボットだけが暮らす世界を舞台に、偉大な発明
家になることを夢みる心優しいロボット、ロドニーが、
個性豊かなロボットたちと一緒に、力を合わせて巨
大な陰謀に立ち向かう！感動のファンタジーアニメ。

107分 ＷＢ ホラーコメディ 出演：ザック・キャリガン

誓いが破られた時、可愛いモグ
ワイは恐るべき凶悪な怪物グレ
ムリンへと増殖する―。もはや古
典ともなったホラータッチのファン
タジー。パート２もございます。

108分 ＦＯＸ 動物 出演：ジェイソン・リー

都会にやってきた個性的でキュートなシマリス３
匹と売れない人間の作曲家との交流をハートフ
ルに描いて大ヒット！歌って踊れるシマリス３兄
弟が活躍するファミリー・コメディ。

アクロバティックなパフォーマンスと華麗で幻想的な
演出を組み合わせたステージで世界中の人々を
魅了するエンタテインメント集団“シルク・ドゥ・ソレ
イユ”。シルクの魅惑のステージを映画として再現
した美しいファンタジー。

88分 パラ 出演：シルクドソレイユ

86分 ソニー 声：マーティーン･ローレンス

ペットとして人間に飼われていた甘えん坊のクマが、
“オープン・シーズン（狩猟解禁日）”間近の森に
放り出されてしまい、悪戦苦闘しながらも森の仲
間たちと友情を深め成長していく姿を描いたアニメ。

小さな村に飛来してきた、全身が鉄で出来た謎
の巨人。赤ん坊同様に記憶の無い鉄人はやが
て1人の少年と出会い、暖かい友情を育んでいく。
だが彼の正体は戦闘ロボットだった―感動の傑
作アニメ。

喜劇王ジャック・タチが娘へ遺した幻の脚本を、
アニメ化したハートフル・ヒューマン・ストーリー。時
代遅れの老手品師と純真な少女との切なくも
美しい心の交流を、ノスタルジックかつペーソスあ
ふれるタッチで綴る。

80分 クロック 監督：シルヴァン・ショメ

人間の家庭に養子入りした小さ
なネズミ、スチュアートが巻き起こ
す騒動を、コミカルタッチで描いて
大人気のファミリー映画。

①84分②83分 ソニー
動物 出演：ジーナ･デービス

78分 ユニバーサル アニメ 声：ケヴィン・ベーコン

ハスキー犬と狼の血をひくバルトには仲間はいな
い。しかし、街が吹雪に閉ざされたとき、バルトは
立ち上がった！実話から生まれた勇気あるバル
トの感動アニメーション。

114分 WB 出演：ニコラス・ホルト

84分 ＦＯＸ 出演：エディー･マーフィー

動物と会話の出来る能力を持つ医師と動
物たちとの心温まるふれあいをユーモラスに
描いた動物映画の金字塔。アル中の猿や
自殺志願のトラなど、100種類以上の動物
たちが喋る“名演技”とエディ・マーフィの妙
演が楽しい。 「ドクタードリトル２」もあります。

140分 SONY 出演：ジャッキーチェン

母と２人で北京に引っ越してきたアメリカ人の少年が、
カンフーとの出会いを通じていじめを克服し成長して
いく姿をさわやかに綴った話題のファミリー映画。

105分 ＷＢ 声：神木隆之介

46分 ＷＢ 声：成海璃子

94分 角川 声：上戸彩、役所広司

国民的キャラクター｢鉄腕アトム｣、史上初の劇場
長編映画化！！僕は戦う、みんなが大好きだから。
感動のファミリー・エンタテインメント！

95分 ユニ 出演：ジェームズマ-スデン

ミュージシャンになる夢を抱いてハリウッドへとやって来たウサギが、
大冒険を繰り広げる痛快ファミリームービー。

角川 声：渡辺久美子

大人気ＴＶアニメの劇場版第。第１～５作と
ショートストーリー版の6タイトルご提供可能。軍
曹と仲間たちが不思議な大冒険を繰り広げる。


