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THE BATMAN
ーザ・バットマンー

2021年実写No.1大ヒット！
仲間との絆。大切な人との未来。 
譲れないものを守るため、男た
ちのリベンジが今始まる――
「これは俺の人生への…リベンジだ !!」負け
犬フリーター＝タケミチの元恋人ヒナタが
殺された。事件を知った翌日、タケミチは駅
のホームから転落、目覚めた先はなんと10
年前――負け犬人生を歩むきっかけとなっ
た最悪の高校時代にタイムリープしてしまっ
た。もう一度繰り返される、あの頃。最悪の
過去でようやく見つけたヒナタを救う唯一
の方法は、ヤクザも恐れる危険な組織"東京
卍會"を消滅させること。熱い仲間たちとの
出会いの中で、ヒナタを救うため、逃げ続け
た人生を変えるため、タケミチは弱虫だっ
た"過去" の人生にリベンジし、"今"を変え
られるのか？

DVD

監督 リーズル・トミー

出演 ジェニファー・ハドソン、フォレスト・
ウィテカー、マーロン・ウェイアンズ、
メアリー・J. ブライジ

品番 GNBR 8998

分数 145分

分数

（字幕）1. 英、2. 日
（音声）1. 英、2. 日

176分

Ⓒ 2021「地獄の花園」製作委員会

地獄の花園
花園のようにも見える華やかなOLたちの職場。そこでは
実は地獄のような派閥争いが行われている……。素敵な
OLライフを夢見る普通のOL・直子の職場にカリスマヤン
キーOL・蘭が中途採用されたことをきっかけに、全国の
OL達から直子の会社は狙われることに。地上最強OLの
座をかけた戦国時代の幕があがる中、果たして直子は素敵
なOLライフを掴み取れるのか！？

監督 関和亮

出演 永野芽郁、広瀬アリス、
菜々緒、川栄李奈

品番

分数

DVD

DC LOGO, BATMAN and all related characters and 
elements TM and Ⓒ DC.Ⓒ 和久井健/講談社 

Ⓒ 2020 映画「東京リベンジャーズ」製作委員会

東京リベンジャーズ

世界の《嘘》を暴け。《本性》を
見抜け。『ジョーカー』の衝撃
は、序章にすぎなかったー。

サスペンス・アクション！
優しくもミステリアスな青年ブルース・ウェイ
ン。両親殺害の復讐を誓い、悪と戦う"バットマ
ン"になって2年が過ぎた。ある日、権力者を標
的にした連続殺人事件が発生。その犯人を名
乗るのは、史上最狂の知能犯リドラー。彼は犯
行の際、必ず"なぞなぞ"を残し、警察や世界一
優秀な探偵でもあるブルースを挑発する。最後
のメッセージは「次の犠牲者はバットマン」。
リドラーはいったい何のために犯行を繰り返
すのか？ そして暴かれる、政府の陰謀とブルー
スにまつわる過去の非道や父親の罪…。すべ
てを奪おうとするリドラーを前に、ついにブ

UIP

DVD

監督 マット・リーヴス

出演 ロバート・パティンソン、
コリン・ファレル、ポール・ダノ、
ゾーイ・クラヴィッツ

品番 1000815491

分数

バリアフリー音声、バリアフリー字幕

120分

監督 英勉

出演 北村匠海、山田裕貴、杉野遥亮、
今田美桜

品番 TCED6156T

Ⓒ トロル・ポプラ社/ 2022「映画おしりたんてい」製作
委員会

映画おしりたんてい　
シリアーティ DVD

Ⓒ 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. 
and BRON Creative MG1, LLC. All Rights Reserved.

リスペクト

おしりたんていの名推理と史上
最大の必殺技対決！ププッとし
た笑いも忘れず、ハラハラドキ
ドキがあふれる物語が誕生！！

この歌声は、世界の心を
ふるわせる。
私を輝かせるのは、この"声"。少女のころか
ら抜群の歌唱力で天才と称され、煌びやか
なショービズ界の華となったアレサ。しか
しその裏に隠されていたのは、尊敬する父、
愛する夫からの束縛や裏切りだった。極限
まで追い詰められる中、すべてを捨て自分
の力で生きていく覚悟を決めたアレサは、
ステージに立ち観客にこう語り掛ける。
「この曲を、不当に扱われている全ての人に
贈ります」

ホーホー博物館の地下にある開かなくなった
扉――ワンコロ警察が侵入者を捕らえるが、
怪しい車に犯人を連れ去られてしまう。事件
の裏にいたのは、悪の天才・シリアーティ教授。

ーツ』
だ。目的のためなら手段を選ばない冷酷な犯
罪者であるシリアーティを捕まえるため、おし
りたんていは国際警察・ワンターポールから
やってきたオードリーと共に捜査を開始する。
次々と起こる不可解な事件に推理をはたらか
せるおしりたんてい。そして、シリアーティは
町を揺るがす事件を起こす。

DVD
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8MMC 業務用 新作ラインナップ

※無断転載・複製を禁ず

Ⓒ 2022 Columbia Pictures Industries, Inc. 
All Rights Reserved.

アンチャーテッド
その場所は地図にはない。その場所は500年前に隠された-
50億ドルの財宝と共に。NYでバーテンダーとして働くネ
イサン・ドレイク（愛称：ネイト）は、器用な手さばきと類ま
れなるスリの才能を見込まれ、トレジャーハンターのビク
ター・サリバン（愛称：サリー）から50億ドルの財宝を一緒
に探さないかとスカウトされる。サリーが消息を絶った兄
サムの事を知っていたことから、トレジャーハンターにな
ることを決意したネイト。しかしその財宝は、他の組織から
も狙われていた。

DVD

Ⓒ 2016 CJ E&M CORPORATION, ZIP CINEMA. 
ALL RIGHTS RESERVED

MASTER ／マスター
悪徳な金融詐欺テクニックで巨富を築き、今や政官界を
も牛耳るチン会長。彼を追う知能犯罪捜査官のキム刑事
は、会長の側近で天才ハッカーのパクに捜査への協力を
承諾させる。しかし、裏切り者の匂いを察知したチン会長
は大金と共に姿をくらまし、遺体となって発見されるの
だが...。一歩も譲れぬプライドに突き動かされた男たち
の戦いは、海を越えた異国の地で激化していく !!

DVD

監督 ルーベン・フライシャー

出演 トム・ホランド、
マーク・ウォールバーグ、
アントニオ・バンデラス、
ソフィア・アリ

品番 RDD81767

分数

（字幕）1. 英、2. 日、3. 日バリア
フリー （音声）1. 英、2. 日

115分

Ⓒ 2021 BILLIE HOLIDAY FILMS, LLC.

ザ・ユナイテッド・ステイツvs.
ビリー・ホリデイ

1940年代、人種差別の撤廃を訴えた公民権運動の黎明期。政府
から、反乱の芽を叩きつぶすよう命じられたFBIは、絶大なる人
気を誇る黒人ジャズ・シンガー、ビリー・ホリデイにターゲット
を絞る。大ヒット曲「奇妙な果実」が運動を扇動すると危険視し、
黒人の捜査官ジミー・フレッチャーをおとり捜査に送りこんだ
のだ。だが、逆境に立てば立つほど、ビリーのステージは輝きを
増し、肌の色や身分の違いを越えて全ての人を魅了する。やがて
ジミーも彼女に心酔し始めた頃、FBI が仕掛けた罠、そしてその
先に待つ陰謀とは―？

監督 リー・ダニエルズ

アンドラ・デイ、トレ
ヴァンテ・ローズ、
ギャレット・ヘドランド

品番 GADR2513

分数

（字幕）1.日
（音声）1. 英

131分出演

（株）ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

ツイン

DVD

Ⓒ 2022「大怪獣のあとしまつ」製作委員会

大怪獣のあとしまつ
人類を未曽有の恐怖に陥れた大怪獣が、ある日突然、死んだ。国民
は歓喜に沸き、政府は怪獣の死体に「希望」と名付けるなど国全体が

、河川の上に横たわる巨大な死体は腐敗による体
温上昇で徐々に膨張が進み、ガス爆発の危機が迫っていることが判
明。大怪獣の死体が爆発し、漏れ出したガスによって周囲が汚染され
る事態になれば国民は混乱し、国家崩壊にもつながりかねない。終
焉へのカウントダウンは始まった。しかし、首相や大臣らは「大怪獣
の死体処理」という前代未聞の難問を前に、不毛な議論を重ね右往
左往を繰り返すばかり…。

山田涼介、土屋太鳳、
濱田岳、眞島秀和

出演

バリアフリー音声

品番 TD20614監督 三木聡

分数 115分

DVD

Ⓒ 2021 Acme Holding Company, LLC. 
All Rights Reserved.

インデペンデンス・デイ2022
20XX年、無数の隕石が地球に飛来し、世界はパニック状態
となる。アメリカ軍情報官のアシュラヤは、通常の隕石と
は異なる不可解な現象を発見、スカラー将軍に分析を報告。
その警告は現実となり、隕石から巨大戦闘マシンが出現。
それを操るUFO母船が飛来し、攻撃を開始する。異星人の
狙いは、人類の絶滅、そして地球を植民地にすることだ。
侵略者の猛威の前に、壊滅の危機を迎える地球軍。
アシュラヤたちは、ドローン兵器で敵母船を攻撃する最後
の作戦に挑むが……。

出演

監督 品番 ALBSD2621マクシミリアン・エルフェルト

分数 91分

DVD

Ⓒ 2021 musicophilia film partners 
Ⓒ さそうあきら/双葉社

ミュジコフィリア
音楽へのコンプレックスを持ちながら、京都の芸術大学に入学し
た漆原朔は、ひょんなことから現代音楽研究会にひき込まれる。
しかし、そこには朔が音楽を遠ざけるきっかけとなった異母兄の
貴志野大成と、朔が憧れる大成の彼女・小夜がいた。天才作曲家と
して注目される存在である大成、大成を一途に愛する小夜との間
で朔は苦悩する。子どもの頃からモノの形や色が音として頭の中
で鳴っていた朔。その能力が現代音楽を通して表現できることを
知る。そして朔と同じように自然の音を理解する女性、浪花凪が
彼の前に現れ、朔は秘めたその才能を開花させようとしていた。

監督 谷口正晃

井之脇海、松本穂香、
石丸幹二、山崎育三郎

出演

品番 80DRJ30164

分数 113分

DVD

Ⓒ 2021 SIEGE MFG PRODUCTIONS, Inc. 
All rights reserved

シン・オブ・アメリカ
かつてはニューヨーク市警で活躍していたが、今はその
精彩もなくジョージアの田舎町で保安官として勤務する
ベン・ワッツは、ある日人質事件発生の連絡を受ける。人質
に取られたのは裕福な医者で、家に押し入った3人は最後
の目撃者である医者から、行方不明の女性の情報を聞き出
そうとしていた。町の有力者である町長のチャールズ・
ロートレッジはベンにFBIが来る前に犯人を始末し、目撃
者も全て排除するよう圧力をかける。ベンは事件の背後に
潜む巨大な陰謀の気配を感じる。

監督 エドワード・ドレイク 品番 GADR2511

分数 90分出演 ブルース・ウィリス、
ティモシー・V・
マーフィ、ロブ・ゴフ、
ヨハン・アーブ

DVD

Cry Macho

（株）ハピネット

アルバトロス(株）

東映

BBB

BBB ワーナーブラザース映画

東映

102分

TCED6064T

バリアフリー音声、
バリアフリー字幕

ウィリアム・ボールドウィン、
アリー・トンプソン、ノエル・
Ｇ、ケネディ・ポーター

出演

監督 品番

分数

TWDS1078

143分

（音声） ①韓国　②日本語吹替
（字幕） ①日本　②吹替用日本語

（字幕）1.日
（音声）1. 英

イ・ビョンホン、
カン・ドンウォン、
キム・ウビン、
オム・ジウォン

チョ・ウィソク

Respect

THE BATMAN

監督 門 由利子

出演 (声 ) 三瓶由布子、齋藤彩夏、
杉村憲司、池田鉄洋

品番 TD20618

分数

バリアフリー音声、バリアフリー字幕
（字幕）1. 英、2. 日
（音声）1. 英、2. 日  

70 分

（字幕）1.日（音声）1. 英、2.日

WAR OF THE WORLDS：ANNIHILATION

The United States vs. Billie Holiday

UNCHARTED American Siege

GAGA（株）GAGA（株）

GAGA（株）


