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ゴーストバスターズ／
アフターライフ

全ての運命が集結する
スパイダーマンを愛する
すべての人へー
ピーターがスパイダーマンだという記憶を
世界から消すために、危険な呪文を唱えた
ドクター・ストレンジ。その結果、このユニ
バースに、ドック・オク、グリーン・ゴブリン、
エレクトロ、サンドマン、リザードといった
強敵たちを呼び寄せてしまう。マルチバー
スが現実のものとなってしまい、次々とス
パイダーマンに襲い掛かるヴィランたち。
その脅威は、恋人のMJ、親友のネッド、さら
にはメイおばさんにまで。この世界を守り、
愛する人達を守るために、最大の危機に晒
されたピーターに突き付けられる＜選択＞
とはー。

DVD

監督 エメラルド・フェネル

出演 キャリー・マリガン、
ボー・バーナム、
アリソン・ブリー　

品番 GNBR8639

分数 114分

分数

（音声）吹替有
（字幕）1: 日 2: 日バリアフリー　3: 英

124分

Ⓒ 2021 WARNER BROS.ENT 
ALL RIGHT RESERVED.

クライ・マッチョ
誘拐した男と、さらわれた少年。逃亡の果てに二人が見つけた"生
きる"道とは――。アメリカ、テキサス。ロデオ界のスターだった
マイクは落馬事故以来、数々の試練を乗り越えながら、孤独な独り
暮らしをおくっていた。そんなある日、元雇い主から、別れた妻に
引き取られている十代の息子ラフォをメキシコから連れ戻してく
れと依頼される。犯罪スレスレの誘拐の仕事。それでも、元雇い主
に恩義があるマイクは引き受けた。男遊びに夢中な母に愛想をつ
かし、闘鶏用のニワトリとストリートで生きていたラフォはマイク
とともに米国境への旅を始める。そんな彼らに迫るメキシコ警察
や、ラフォの母が放った追手。先に進むべきか、留まるべきか？ 
今、マイクは少年とともに、人生の岐路に立たされる――。

監督 クリント・イーストウッド

出演 クリント・イーストウッド、
エドゥアルド・ミネット、
ナタリア・トラヴェン

品番

分数

DVD

Ⓒ 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and BRON 
Creative USA, Corp. All Rights Reserved. 
"GHOSTBUSTERS" and "GHOST DESIGN" are trademarks 
of Columbia Pictures Industries, Inc.  All Rights Reserved. 

Ⓒ 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and Marvel 
Characters, Inc. All Rights Reserved. MARVEL and all related 
character names: Ⓒ  & ™ 2022 MARVEL

スパイダーマン
ノー・ウェイ・ホーム

新世代《ゴーストバスターズ》
始動！ゴーストたちの復讐劇
が始まるー
30年にわたり原因不明の地震が頻発する
田舎町。母と兄の３人で引っ越してきた少
女フィービーは、祖父が遺した古びた屋敷
で暮らし始める。そこで見たこともないハ
イテク装備の数々と、〈ECTO-1〉と書かれ
た改造車を発見する。科学者だった祖父イ
ゴン・スペングラーは《ゴーストバスターズ》
の一員で、30年前にニューヨークを襲った
ゴーストたちをこの町に封印していた。
地震の原因がゴーストの仕業だと突き止
めたフィービー。祖父がこの町に隠した秘
密に迫ろうとしたその時、ゴーストたちの
封印が解かれ、町中に溢れかえる。

UIP

DVD

監督 ジェイソン・ライトマン

出演 マッケナ・グレイス、
ポール・ラッド、
フィン・ウルフハード

品番 RDD81768

分数

（音声）吹替有
（字幕）1: 日 2: 日バリアフリー　3: 英

148分

監督 ジョン・ワッツ

出演 トム・ホランド、ゼンデイヤ、
ベネディクト・カンバーバッチ

品番 RDD81729

Ⓒ 2021「マイ・ダディ」製作委員会

マイ・ダディ DVD

Ⓒ 2019 Focus Features LLC/Promising Woman, 
LLC. All Rights Reserved.

プロミシング・ヤング・ウーマン

運命なんか認めない。 93回アカデミー賞脚本賞受賞！
元医大生キャシーの怒りは限界
突破。予想を鮮やかに裏切る、
復讐エンターテイメント！
キャシーは、ある事件で医大を中退し、今や
カフェの店員として平凡な毎日を送ってい
る。その一方、夜ごとバーで泥酔したフリを
して、お持ち帰りオトコたちに裁きを下し
ていた。ある日、大学時代のクラスメートで
小児科医となったライアンがカフェを訪れ
る。この偶然の再会こそが、キャシーに恋ご
ころを目覚めさせ、同時に地獄のような悪
夢へと連れ戻すことになる……。

御堂一男は、中学生の娘・ひかりと２人暮らし。
最愛の妻・江津子は８年前に他界。一男は小さ
な教会の牧師をしながら、ガソリンスタンドで
アルバイトに励みつつ、ひかりを男手ひとつで
育てている。思春期に突入したひかりはちょっ
ぴり反抗的な時もあるが、優しくて面白いお父
さんのことが大好き。牧師として多くの人に
慕われ、たまに娘と些細な喧嘩をしながらも、
２人の穏やかで幸せな日々は続いていく……
と思っていた、ある日、突然ひかりが倒れてし
まう。病院で下された診断は"白血病"。混乱し
事実が受け入れられない一男だったが、担当
医師からある衝撃的な事実を告げられる。な
んと、愛する娘は、自分の実の子ではなかった。

DVD
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※無断転載・複製を禁ず

Ⓒ 2021「梅切らぬバカ」フィルムプロジェクト

梅切らぬバカ
山田珠子は、息子・忠男と二人暮らし。毎朝決まった時間に
起床して、朝食をとり、決まった時間に家を出る。庭にある
梅の木の枝は伸び放題で、隣の里村家からは苦情が届いて
いた。ある日、グループホームの案内を受けた珠子は、悩ん
だ末に忠男の入居を決める。しかし、初めて離れて暮らすこ
とになった忠男は環境の変化に戸惑い、ホームを抜け出し
てしまう。そんな中、珠子は邪魔になる梅の木を切ることを
決意するが……。父親代わりの梅の木が運んでくれた"小さ
な奇跡"とは……。

DVD

Ⓒ 2021『妖怪大戦争』ガーディアンズ

妖怪大戦争ガーディアンズ
フォッサマグナに眠る古代の化石たちが一つに結集し、巨大な妖怪獣へ
と姿を変えた！向かう先は東京。このまま妖怪獣の進撃を許せば、人間も
妖怪たちもタダでは済まない。この危機に妖怪たちは、伝説の武神『大魔
神』の力を借りるため、伝説の妖怪ハンター・渡辺綱の血を受け継ぐ気弱
な少年・渡辺ケイに白羽の矢を立てる。しかし、ひょんなことから、ケイと
間違えて弟のダイが妖怪たちに連れ去られてしまう！ダイを助けるため、
ケイは謎の妖怪剣士・狐面の女の導きで大魔神のもとへ向かうが、人間
嫌いの狸の大妖怪・隠神刑部がケイと妖怪たちに待ったをかける。そして
渡辺綱の末裔であるケイの命を狙う、鬼の一族が姿を現わすのだった。
はたして、選ばれた少年・ケイは弟を救い、大魔神をよみがえらせ、妖怪
獣を止めることができるのか？すべてを巻き込んだ妖怪大戦争がつい
に始まる！

DVD

監督 和島香太郎

出演 加賀まりこ、
塚地武雅、
渡辺いっけい

品番 80DRJ30160

分数

（字幕）バリアフリー

77分

Ⓒ 2021, LETTERBOX FILMPRODUKTION, 
SÜDWESTRUNDFUNK

アイム・ユア・マン
恋人はアンドロイド

ベルリンの博物館で、楔形文字の研究に没頭する女性学者アルマは、
研究資金のオファーに釣られて、テレラカ社が極秘で行う"理想の
伴侶"実証実験に参加する。案内された見合いの場所に向かうと、そ
こにはアルマを見つめるハンサムな男性トムが待ち構えていた。ト
ムは、全ドイツ人女性とアルマの好みがインプットされた高性能AI
アンドロイドで、初対面から歯の浮くようなお世辞を言うなど、普通
の女性ならうっとりするのだろうが、キザな男が嫌いなアルマには
興ざめ。さらにダンスの途中で突然フリーズするなど、最初の出会い
は最悪の結果となっていた。だが先方が提示した彼と過ごす期間は
3週間。乗り気でないアルマと彼女に尽くすトムの奇妙な同棲生活
が始まるのだが…。

監督 マリア・シュラーダー

ダン・スティーヴンス、
マレン・エッゲルト、
ザンドラ・ヒュラー

品番 ALBSD2608

分数

（音声）吹替有、（字幕）日デカ字幕 

108分出演

（株）ハピネット・メディアマーケティング

東宝

DVD

Ⓒ 2020, BBP I Care A Lot, LLC. All rights reserved.

パーフェクト・ケア
法定後見人のマーラは、判断力の衰えた高齢者を守り、ケアす
ることが仕事だ。常にたくさんの顧客を抱え、裁判所からの信
頼も厚いマーラだが、実は医師やケアホームと結託し高齢者た
ちから資産を搾り取る悪徳後見人だった。パートナーのフラン
とともにすべては順風満帆に思えたが、新たに獲物として狙
いを定めた資産家の老女ジェニファーをめぐり、次々と不穏な
出来事が発生し始める。そう、身寄りのないはずのジェニファー
の背後にはなぜかロシアン・マフィアの影が……。迫りくる
生命の危機、まさに絶体絶命、マーラの運命は果たして――?

ロザムンド・パイク、
ピーター・ディンク
レイジ、
エイザ・ゴンザレス

出演

（音声）吹替有、
（字幕）1.日　2.日吹替用

品番 DABR5829監督 J・ブレイクソン

分数 118分

DVD

Ⓒ 2021 Unlocked Financing and Distribution, 
LLC and Lock The Door Productions. 
LLC All Rights Reserved.

デモニック
故郷に戻って来たカーリーは、絶縁していた母アンジェラが、全身
マヒで昏睡状態になっていると伝え聞く。看護師だった母は、老
人ホームに放火し大量殺人を犯して逮捕され、カーリーは母との
関係を断ち故郷を離れたのだった。カーリーは、母が保護されてい
る医療新興会社セラポールを訪れる。そこには、全身傷だらけで眠
る母の姿があった。医師のマイケルから、「シミュレーション」と呼
ばれる意識へと繋がる仮想空間に入り、母を呼び戻して欲しいと
頼まれる。カーリーは半信半疑ながらも仮想空間へ入ると、確かに
母はそこにいた。しかし、母は久しぶりに再会したカーリーに「ここ
から出ていけ。あなたを危険にさらしたくない。」と告げるが―。

出演

監督 品番 ALBSD2607ニール・ブロムカンプ

分数 105分

DVD

Ⓒ 2022 20th Century Studios.

キングスマン：
ファースト・エージェント

世界大戦を止めろ！超過激なファースト・ミッション始動！！表の
顔は、高貴なる英国紳士。裏の顔は、世界最強のスパイ組織"キン
グスマン"。国家に属さないこの秘密結社の最初の任務は、世界大
戦を終わらせることだった…！──1914年。世界大戦を密かに
操る謎の狂団に、英国貴族のオックスフォード公と息子コンラッド
が立ち向かう。人類破滅へのタイムリミットが迫る中、彼らは仲間
たちと共に戦争を止めることができるのか？歴史の裏に隠された
キングスマン誕生秘話を描く、超過激スパイ・アクションシリーズ
第3弾。 最も過激なファースト・ミッションが始まる！

監督 マシュー・ヴォーン

レイフ・ファインズ、
ハリス・ディキンソン、
ジャイモン・フンスー

出演

品番 VWDRA7358

分数 約131分

DVD

Ⓒ 2018 “My TYRANO” Film Partners

さよなら、ティラノ
昔むかし大昔、人間たちが生まれるよりも、もっともっと昔の
お話です……。そのころ、地球には恐竜という生き物が棲んで
いましたが、氷河期が近づいてきて世界は荒廃しようとして
いました。独りで旅するプテラノドンの少女プノンは、乱暴な
ゴルゴサウルスの手下ルッチとゴッチに襲われ、食べられそう
になります。空を飛んで逃げればいいのに、なぜか彼女は飛べ
ません……。と、そこにティラノサウルスのティラノ(声 :三木
眞一郎)が現れました。

監督 静野孔文 品番 TD20603

分数 97分出演 （声）三木眞一郎、　
石原夏織、悠木碧

DVD

Cry Macho THE KING'S MAN

ウォルト・ディズニー・ジャパン  

アルバトロス(株）

アルバトロス(株）

KADOKAWA

ワーナーブラザース映画

（株）ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント （株）ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

（株）BBB

104分

1000813720

（音声）吹替有、
（字幕）1. 日　2. 英　3. 日吹替用

（音声）1. 英　2. 日
（字幕）1. 日　2. 英　3. 日吹替用

カーリー・ポープ、クリス・
ウィリアム・マーティン、
マイケル・J・ロジャーズ

出演

監督 品番

分数

TDV31277R

117分

（字幕）バリアフリー

寺田心、杉咲花、
猪股怜生

三池崇史

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

Promising Young Woman

GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE

監督 金井純一

出演 ムロツヨシ、奈緒、毎熊克哉

品番 CPDP15440

分数

（字幕）1: 日 2: 英 

116 分

（音声）吹替有、
（字幕）日デカ字幕 

Demonic

I'm your man I Care A Lot

LANSKY

PG12

PG12

東映


