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007ノー・ タイム ・ トゥ ・ ダイ

No Time to Die ジャングル ・ クル ー ズ
ダニエル・クレイグ、最後の
ジェ ー ムズ・ボンド。
時は来た。
ジェームズ ・ ボンドの活躍を描く「007」シ

リーズ25作目。現役を退きジャマイカで

穏やかな生活を送っていたボンドのもと

にCIA出身の旧友フィリックス ・ ライター

が助けを求めにやってきたことから、平穏

な日常は終わりを告げる。誘拐された科学

者を救出するという任務に就いたボンド

は、その過酷なミッションの中で、世界に脅

威をもたらす最新技術を有した黒幕を追う

ことになるが••。

NO TIME TO DIE© 2021 Danjaq & MGM NO TIME TO DIE, 
007 Gun Logo and rel呻刃James Bond T,叫emar極
1M Danjaq. Package Des;gn © 2021 MGM All R;ghis Rese,ved_ 

·---------------------------—ー・
監督 キャリー ・ジョ ージ ・フクナガ·-----------------------------·
出演 ダニエル ・ クレイグ、

ラミ ・ マレック、 レア ・ セドゥ、
ラシャーナ ・ リンチ

-------------------------------
品番 GNBR8660 -------------------------------
分数 163分
- ----------------------------- -

（字幕）1：日2：英 （吹替）日

国目閂にlE！国国囚醤
劃譴

MMC 業務用

マトリックス
レザレクションズ The Matrix Resurrections 

© 2021 WARNER BROS. ALL RIGHTS RESERVED 

·------------------------------
監督 ラナ ・ ウォシャウスキ ー

·------------------------------
出演 キ アヌ ・ リーブス、

キャリ＝アン ・ モス、
ジ ェイダ ・ ピンケット ・ スミス

真実の先を知りたくないか？
全世界で空前の社会現象を巻
き起こしたアクション超大作
の新章！
もし世界がまだ仮想世界［マトリックス］

に支配されていたとしたら一ー ？ネオ

（キアヌ ・ リーブス）は、最近自分の生きて

いる世界の違和感に気付き始めていた。や

がて覚醒したネオは、［マトリックス］に囚

われているトリニティー を救うため、何十

億もの人類を救うため、［マトリックス］と

の新た な戦いに身を投じていく。

-------------------------------
品番 7000874024 

-------------------------------
分数 148分
- ----------------------------- -

（字幕）1：日2：英 （吹替）日

国に閂に日国国囚醤
ー

新作ラインナップ

MMC 2022.6 LINEUP 

© 2022 Disney 

一
JUNGLE CRUISE 

『パイレ ーツ ・ オブ ・ カリビアン』 のディズニー が
贈る、ディズニー ランドの人気アトラクションから
誕生した大ヒット作。アマゾンに眠る秘宝を巡り、
スリルと興奮に満ちた、史上空前のスペクタクル ・

アドベンチャー ！

------------------- -------------------
監督 ジャウム•コレット＝ 品番 VWDRA7265 

セラ —------------------
------------------- 分数 約728分
出演 ドウェイン・ ジョンソン、-------------------

エミリー ・ブラント、 （字喜）l:日2:英 （吹替）日
エドガー・ ラミレス

ロ―

ヴェノム：
レット・ゼア・ビー ・カ ーネイジ
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VENOM, LET THERE BE CARNAGE 

©虚1凶umb叫冷m雨 lndu函蕊， I=
AIIRghlsR蕊ecv虹IMARVEL aod all celatedしhacacte,
nam邸◎＆TM 2022 MARVEL 

「悪人以外を食べない」という条件でエディの体に寄生し、
共同生活を送る地球外生命体くシンピオート＞のヴェノム。
そんな中、未解決事件の真相を追うジャーナリストのエディ
は、サン・ クエンティン刑務所である死刑囚、クレタス・ キャ
サディと再会する。クレタスは幾度となく猟奇殺人を繰り
返し収監されたシリアルキラ ーで、エディに対し異様な興味
を示す。突如、クレタスはエディの腕へと噛みつき、エディの
血液が普通の人間とは異なることに気づく…。死刑執行の
時、ついにクレタスはカ ーネイジヘと覚醒。世界を闇へと変
えていく。------------------· ------------------· 
監督 アンディ ・ サー キス 品番 RDD81718 
- ----------------- - - ----------------- -

出演 トム ・ ハーディ、 分数 98分
ミッシェル・ ウィリアムズ·------------------
ナオミ・ ハリス （吹替）日

‘（字苺） 1日、2：パリアフリ一日本、3英

目閂口開困昏l

→以

ロ

ブレイブー群青戦記一

©2 0 2 1 「ブレイブ—群百戦記—」製作委只会
芦原謂／集英社

→凶；

ロ

退屈な授業と、 常勝を義務付けられた部活。＂その日’'は、彼
らにとっていつもと同じ学校生活だった。いつもと変わら
ない日々の中だったが、 一 本の雷が校庭に落ちて、彼らの日
常が 一変する。学校の外の見懺れた風景は見渡す限りの野

原となり、校内には刀を持った野武士が襲来して、全校生徒
はパニックに！次々と生徒が倒れていく中、歴史オタクの苔
は学校がまること戦国時代、かの有名な 「桶狭間の戦い」の
直前まで、タイムスリップしてしまったことに気付く。

------------------- -------------------
監督 本広克行 品番 TDV31222R

------------------- -------------------

出演 新田真剣佑、 分数 115分
-------------------

山崎紘菜、 バリアフリー日本語音声ガイド
鈴木伸之 バリアフリー日本語字茄

目開困

アイス ・ ロ ー ド

©2D21 ICEROゆPRODUC可ONS,LLC AlL RJGHTS RESERVED 

→凶；

一
The Ice Road 

爆発事故でカナダの鉱山の地下に閉じ込められた 26人の
作業員。救出装置を運ぶため、 4人のトラックドライバーが
集められる。30tの巨大トラック3台が走る最短ルートは、
氷の道〈アイス ・ ロード〉。スピードが速すぎれば衝撃で、遅
すぎれば重塁で、氷が割れて水に沈む。地下の酸素が尽きる
タイムリミットは30時間。4人はドライブテクニックと強
いハートで、名営と報酬を手にするはずだった。ところが、
事故には危険な陰謀が隠されていた ― 。

·------------------ ·------------------
監督 ジョナサン・ ヘンズリー 品番 GADR2499 
· ----------------- - ·------------------

出演 リーアム ・ ニーソン、 分数 109分
ロー レンス ・フィッシュ ．――----------------
バーン、 （字尊）1：日、2：デカ日、3：英
マーカス ・ トーマス （吹替）日

国目閂m困国

科捜研の女—劇場版— ギャング・オブ・アメリカ
, R15l駐一

LANSKY 
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パウ ・ パトロ ール
ザ ・ ム ー ビー

大人気のパウ・パトロ ールが
新作映画でパウジョンアップ！
舞台は大都市アドベンチャ ーシティ。猫

好き、犬嫌いの新しいライバー ル市長が

就任するが、今までの図書館や博物館な

ど子供たちに必要な施設をいらないと

宣言し、天候調整マシーンやジェット

コ ー スタ ー地下鉄など怪しい物ばかり

作ってしまう。それらは常にトラブルの

元となり、その都度ケント率いるパウ・

パトロ ー ルチー ムが市民を救助するこ

とになってしまう。

ミラベルと魔法だらけの家

© 2021 Paramount氏ctu函 All rights reserved. 

------------------------------· 
監督 カル ・ ブランカ ー

- ----------------------------- -

出演 （声）酒めぐみ、 石上静香、
安倍なつみ

-------------------------------
品番 PJBR1784 

- ----------------------------- -

分数 86分
-------------------------------
（字幕）1：日2：英 （吹替）日

国にl閂El日国国囚回
瓢譴

© 2022 Disney 

口―

瓢

ENCANTO 

奇跡を起こす方法は、魔法だけ
じゃない

『ズートピア』 『モアナと伝説の海』のディズ

ニーが贈るミュ ージカル・ファンタジー。魔法

の力に包まれた、不思議な家に暮らすマド

リガル家。家族全員が家から＂ 魔法のギフト

（才能） ＂ を与えられるなか、ミラベルだけ何

の魔法も使えなかっ た…。ある日、彼女は家

に大きな＂
亀裂＇ があることに気づく

それは世界から魔法の力が失われていく前

兆。 家族を救うため、魔法のギフトを持たな

いミラベルが、＂ 唯一 の希望 ＇として立ち上

がる。なぜ彼女だけ魔法が使えないのか？

そして魔法だらけの家に隠された驚くべき

秘密とは！ ？ 

-------------------------------
監督 バイロン ・ ハワ ード、

ジャレド ・ ブッシュ
-------------------------------
出演 （声）ステファニ ー ・ベアトリス、

マリア ・ セシ リア ・ ボテーロ、
ダイアン ・ ゲレ ーロ

-------------------------------
品番 VWDGA7316 

-------------------------------
分数 約102分
- ----------------------------- -

（字幕）1:日2：英 （吹替）日

一

椋マリコをはじめとする＂ 科捜研 ＂のスペシャリストたち、
捜査一課の土門刑事、 解剖医の風丘教授らがスクリーンを
舞台に挑むのはく世界同時多発不審死事件＞。京都を皮切
りに世界中に拡がる死の連鎖。シリーズ史上最難関の事件、
現代最新科学では絶対に解き明かせないトリックを操る
く史上最強の敵＞。スクリーンに散りばめられた謎を解か
なければ、死の連鎖は止められない。究極の決断を迫られ
た榊マリコが最後にとった行動とは一一

------------------- -------------------
監啓 兼崎涼介 品番 ZD08267

------------------- -------------------
出演 沢口靖子、 分数 109分

佐々木蔵之介、 —------------------
若村麻由美

目閂国国

_.』-'‘

総理の夫

©2021「総里⑰巳製Iば李会

?` ギャ3り,t:「9メリn
1,1ヽ1,11111111:1,1

©2021W叩心UCAU_RG-fTSK函四

1981年、作家のストーンは、伝説的マフィアであるマイヤー・

ランスキ ーの伝記を吝くことになった。インタビュ ーがはじ
まり、ランスキ ーは自らの人生を赤裸々に語りはじめる。貧し
い移民の子がのし上がるには危ない橋を渡るしかなかった。
ラッキ ー・ ルチアーノの兄弟分になったランスキ ーは、禁酒法
下であらゆる犯罪に手を染めてゆく。殺し屋集団《マーダー ·
インク》を組織し、邪魔者は容赦なく闇に葬る。冷徹なやり方
で、ランスキ ーは犯罪シンジケートの顔役として、アル・ カポ
ネやフランク・コステロと肩を並べる存在まで上り詰めて
ゆくが••…。------------------- -------------------
監苔 エタン・ ロッカウェイ品番 ALBSD260l 

------------------- -------------------
出演 ハー ヴェイ ・ カイテル、 分数 120分

サム ・ ワ ーシントン -------------------
（字幕）1：日2 デカ日
（吹替）日

国にl閂開困臣！l

→凶』

ロ

よく晴れた日の朝。出張に出かける直前の相馬日和（田中圭）
は最愛の妻＝凛子（中谷美紀）から穏やかな笑顔で意味深な
言葉をかけられる。 「ねえ、日和くん。もしも私が総理大臣に
なったら、何かあなたに不都合はある？」この一言が、日和の
平和な日常を一変させる！裕福なソウマグロ ーバルの御曹
司で、烏類研究所に勤務する＂烏オタク ＂な日和。対する凛子
は、少数野党の党首で活躍する政界注目のエ ースだったが、
なんとここにきて日本初の女性総理に就任したのだ。
------------------- -------------------
監督 河合勇人 品番 ZS10165

- ----------------- - - ----------------- -

出演 田中 圭、 分数 121分
中谷美紀、 —------------------
貫地谷しほり

口閂国国

れっしゃだいこうしん2022

©VICOM 
VにOT1

ニ
――

みんなが大好きな新幹線や特急が大集合！初めて登
場する観光列車やSLもたくさん出てくるよ！今回は
「新交通システム」の車両に「電気機関車」、「ケーブル
カー」 や 「ロ ー プウェイ」 までユニークな列車たちも
登場！鉄道大好きなけん太くんとすみかちゃんが全
ての登場列車を詳しく、そして楽しく解説してくれ
るよ ！さあ、おうちで一緒に列車を楽しもう！

------------------- -------------------
出演 （声） 品番 GD9359 

青木あっ子、 -------------------
千佳 分数 34分

-------------------

バリアフリー 日本語字落

囚目閂E即］国国届
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※無断転載・複製を禁ず 四発行：（株）ムービーマネジメントカンパニー
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