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イン・ザ・ハイツ

南勝久の人気コミックを岡田准一
主演で実写映画化した「ザ・ファブ
ル」のシリーズ第2作。最強の殺し
屋がボスから誰も殺さず普通に生
きろとミッションを受ける。
一見平和に見えるファブルの住むこの街
では、表向きはNPO団体「子供たちを危険
から守る会」代表だが裏では緻密な計画で
若者から金を巻き上げ殺害する危険な男・
宇津帆が暗躍していた。かつてファブルに
弟を殺された宇津帆は、凄腕の殺し屋・鈴
木とともに、復讐を果たすべく動き出す。
一方アキラは、過去にファブルが救えなか
った車椅子の少女ヒナコと再会するが…。

DVD

監督 岩井俊二

原作 岩井俊二「ラストレター」
（文春文庫刊）

分数 121分

出演 松たか子、広瀬すず、庵野秀明、森七菜、
小室等、水越けいこ、木内みどり、鈴木慶一 
中山美穂、豊川悦司、神木隆之介、福山雅治

品番 TDV30080R

バリアフリー日本語音声ガイド
バリアフリー日本語字幕

分数

吹替：日・英 /日字幕

143分

Ⓒ 2020「望み」製作委員会

望み
一級建築士として活躍する石川一登は、誰もがうらやむよう
な裕福な生活を送っていたが、高校生の息子が無断外泊した
まま帰ってこなくなってしまう。その行方を捜すうちに、彼
が同級生の殺人事件に関わっていたのではないかという疑
いが浮上してくる。たとえ被害者であろうとも息子の無実を
信じたい一登、犯人であっても生きていてほしいと願う妻の
貴代美。二人の思いが交錯する中、事態は思わぬ方向へと突
き進んでいく・・・。

監督 堤幸彦

原作 雫井脩介　「望み」
（角川文庫刊）

出演 堤真一、石田ゆり子、 
岡田健史、清原果耶、 
加藤雅也、市毛良枝

分数 108分
品番

DVD

“In the Heights” is a trademark of 5001 Broadway 
Productions, LLC and Barrio Grrrl! Productions, Inc. 
In the Heights Ⓒ 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. 
All rights reserved.

Ⓒ 2021「ザ・ファブル　殺さない殺し屋」製作委員会

ザ・ファブル 殺さない殺し屋
ミュージカル「ハミルトン」でも
注目を集めるリン＝マニュエル・
ミランダによるブロードウェイ
ミュージカルで、トニー賞4冠と
グラミー賞最優秀ミュージカル
アルバム賞を受賞した「イン・ザ・
ハイツ」を映画化。
変わりゆくニューヨークの片隅に取り残さ
れた街ワシントンハイツ。祖国を遠く離れ
た人々が多く暮らすこの街は、いつも歌と
ダンスであふれている。そこで育ったウス
ナビ、ヴァネッサ、ニーナ、ベニーの4人の
若者たちは、それぞれ厳しい現実に直面し
ながらも夢を追っていた。真夏に起きた
大停電の夜、彼ら4人の運命は大きく動き
出す。

ワーナーブラザース映画

東宝

DVD

監督 ジョン・M・チュウ

出演 アンソニー・ラモス、コーリー・ホーキンズ、
レスリー・グレース、メリッサ・バレラ、
オルガ・メレディス、ジミー・スミッツ

品番 1000807117

監督 江口カン

原作 南勝久『ザ・ファブル』
（講談社「ヤンマガ KC」刊）

出演 岡田准一、木村文乃、平手友梨奈、
安藤政信、宮川大輔、山本美月、
佐藤二朗、安田顕、佐藤浩市、堤真一

品番 DASH-9091

バリアフリー日本語字幕

分数 131分

Ⓒ 2020 「ラストレター」製作委員会

ラストレター DVD

Ⓒ 2020 MARRO WWG LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

グランパ・ウォーズ 
おじいちゃんと僕の宣戦布告

君にまだずっと恋してるって言った
ら信じますか？一通の手紙の行き違
いから、初恋がまた動き出す・・・。

『アイリッシュマン』などのロバート・
デ・ニーロ主演のコメディー。孫のもの
だった部屋で暮らすことになった老
人と、彼のせいで屋根裏部屋に追いや
られた孫の対立が大騒動に発展する。
妻を亡く、娘一家の家に越してきたエド。孫の
ピーターは、おじいちゃんと暮らせることを喜
んでいたが、自分の部屋がエドのものになり、
自分は屋根裏部屋で暮らさなければいけない
ことを知ったことから態度を急変。激怒した
ピーターはエドが部屋を明け渡すよう、攻撃を
しかける。度を越したイタズラに怒り心頭と
なったエドは悪友ジェリーの悪知恵を借り、
ピーターに報復を開始。部屋をかけた小さな戦
争は、隣人をも巻き込んだ大騒動へと発展して
いく。

裕里の姉の葬儀の場で、祐里は、未咲の面影を
残す娘の鮎美から、未咲宛ての同窓会の案内
と、未咲が鮎美に残した手紙の存在を告げら
れる。未咲の死を知らせるために行った同窓
会で、学校のヒロインだった姉と勘違いされ
てしまう裕里。そしてその場で、初恋の相手・
鏡史郎と再会することに。勘違いから始まっ
た、裕里と鏡史郎の不思議な文通。裕里は、未
咲のふりをして、手紙を書き続ける。その内の
ひとつの手紙が鮎美に届いてしまったこと
で・・・。

DVD

ティム・ヒル 品番 GNBR-8580

分数 98分

吹替：日・英 /日字幕

監督

ロバート・デ・ニーロ 、ユマ・サーマン、
ロブ・リグル、オークス・フェグリー、
クリストファー・ウォーケン 、
チーチ・マリン 　

出演
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※無断転載・複製を禁ず

松竹（株）

Ⓒ 2012 Jiangsu Broadcasting Corporation  
Cheerland Entertainment Co. Ltd. All rights reserved.

不思議の国のユーゴとララ
村一番の問題児ユーゴ。カンフーの先生であるパパにも手に
負えないほどのわんぱくだ。ある日、ユーゴは山でまんまる
頭のへんな生きものを見つける。つかまえようと追いかけ
回していると、目の前に巨大なクジラが現れる。まんまる頭
はクジラの中へと消えていった。ユーゴもすかさず入りこむ
が、クジラは空へと浮かび始めた。ユーゴを探す村人たちに
このクジラは見えない。ユーゴはクジラに運ばれて知らない
世界へ迷い込む。初めて見る不思議な景色にユーゴは大は
しゃぎ。しかし、そこは・・・。

DVD

Ⓒ 2020 FATMAN, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

クリスマス・ウォーズ
Fatman

メル・ギブソン主演で、武闘派のサンタクロースと彼の命を
狙う暗殺者との死闘を描いたアクションコメディ。何百年も
の間、妻とともに雪深いアラスカの森の奥深くに身を潜めて
きたクリス・クリングル。クリスの正体はサンタクロース。
近年はサンタの存在を信じない子どもの増加にともない、
政府からの報酬が削減。クリス経営のおもちゃ工場は、深刻
な財政危機から脱却するため、米国陸軍から依頼された兵器
の製造を受託するまでになっていた。一方・・・。

監督 イアン・ネルムズ、
エショム・ネルムズ

出演 メル・ギブソン、
ウォルトン・ゴギンズ、

品番 KWX-2527

分数 100分

吹替：日・英/日字幕

DVD

監督 ワン・ユンフェイ

出演 （声）小池万瑠美、森 千早都

品番 IF16-0825

分数

吹替：日・中/日字幕

79分

2018 Ⓒ Amazing Grace Movie LLC

アメイジング・グレイス／
アレサ・フランクリン Amazing Grace

「ソウルの女王」アレサ・フランクリンのライブを、「愛と哀しみ
の果て」の監督シドニー・ポラックが撮影したドキュメンタリー。
1972年1月13、14日の2日間、ロサンゼルスのニュー・テンプル・
ミッショナリー・バプティスト教会でおこなわれたライブを収
録した、アレサ・フランクリンのアルバム「AMAZING GRACE」。
その後、映像と音声がシンクロできない技術的トラブルに見舞
われて未完となっていたが、その素材をもとに半世紀近い時間
を経て完成し、公開に至った。

出演 アレサ・フランクリン、
ジェイムズ・クリーヴランド、
アレクサンダー・ハミルトン、
コーネル・デュプリー、
ケニー・ラパー

品番 GADR-2414

分数 89分

吹替無：英/日字幕

GAGA（株）

インターフィルム

DVD

THE WAR WITH GRANDPA

In The Heights

Ⓒ 2018ＡＭＧエンタテインメント

ネコネコ動画３
またまたおもしろニャンコ大集合

500万再生の「イモムシなねこ」のいちごちゃんの映像など、
かわいい、ユニーク、癒し、びっくりなネコ動画を多数収録。
その他、猫島と呼ばれている日本の島は、約30島。その中
から、香川県の佐柳島をチョイス。島猫とともに、島への
アクセス方法、島全体の説明、そしてのどかで絶景な風景を
ドローンも使った撮影で収録。

坂本一雪企画・製作・著作

出演 主に　猫 たまに 人　 品番 FMDR-9868

分数 45分

ＡＭＧエンタテインメント

DVD

（株）KADOKAWA

（株）クロックワークス （株）クロックワークス

Ⓒ 2020 CJ ENM CORPORATION, 
STUDIO101 ALL RIGHTS RESERVED

SEOBOK / ソボク
서복（SEOBOK)

余命宣告を受けた元情報局員・ギホン。死を目前にし明日の
生を渇望する彼に、国家の極秘プロジェクトで誕生した人類
初のクローン・ソボクを護衛する任務が与えられる。だが、任
務早々に襲撃を受け、なんとか逃げ抜くもギホンとソボクは
２人だけになってしまう。危機的な状況の中、２人は衝突を
繰り返すも、徐々に心を通わせていく― しかし、人類の救い
にも、災いにもなり得るソボクを手に入れようと、闇の組織
の追跡は更に激しくなっていく・・・ 。

出演

監督 イ・ヨンジュ 品番 KWX-2525

分数 114分

吹替：日・韓/日字幕

DVD

コン・ユ、パク・ボゴム、
チョ・ウジン、

チャン・ヨンナム、パク・ビョンウン

Ⓒ 2020 HOKUSAI MOVIE

HOKUSAI 
「富嶽三十六景」など生涯を通して3万点以上の作品を描き
残したといわれる江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎の知られ
ざる生涯。町人文化が華やぐ江戸の町の片隅で、食うことも
ままならない生活を送っていた貧乏絵師の勝川春朗。後の
葛飾北斎となるこの男の才能を見いだしたのが、喜多川歌
麿、東洲斎写楽を世に出した希代の版元・蔦屋重三郎だった。
重三郎の後押しにより、その才能を開花させた北斎は、彼独
自の革新的な絵を次々と生み出し、一躍、当代随一の人気
絵師となる。その奇想天外な世界観は江戸中を席巻し・・・。

監督 橋本一　

出演 柳楽優弥、田中泯、玉木宏、
瀧本美織、津田寛治、
永山瑛太、阿部寛 バリアフリー日本語字幕

品番 80DRJ30147

分数 129分

UIP

DVD

Ⓒ 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.

ザ・スイッチ
この入れ替わり、最悪がすぎる。「私の身体返して」ミリー
は、片思い中の同級生にも認識されない地味な高校生。親
友たちと普通の学校生活を送っていたが、ある13日の金曜
日、連続殺人鬼“ブッチャー”に襲われ謎の短剣で刺されて
しまう。間一髪、命は取り留めたミリーだが、次の朝目覚め
るとミリーとブッチャーの身体が入れ替わっていた。女子
高生姿のブッチャーが虐殺計画を進める中、中年男姿の
ミリーは24時間以内に身体を取り戻さないと一生元の姿
に戻れないことを知り・・・。

監督 クリストファー・ランドン

ヴィンス・ヴォーン 、
キャスリン・ニュートン、
アラン・ラック、
ケイティ・フィナーラン

品番 GNBR-8579

分数

吹替：日・英 /日字幕

102分出演

DVD

FREAKYYugo & Lala

（株）ハピネット・メディアマーケティング

マリアンヌ・ジャン＝バプティスト

ともいちろー、拝真之介、眞壁ゆみ、
佐藤 充、佐々木義人

UIP

* 船舶は
国内のみ

*ホテルは
DVDのみ

R-15+

DABR-5769

バリアフリー日本語字幕


