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私ときどきレッサーパンダ

お待たせ、ベイビー。
お遊びは、終わりだ
今度のボスベビは世界を救う!? ボス・ベイ
ビーが、兄ティムとともに繰り広げた＜赤
ちゃん vs 子犬＞の死闘から 25年―。 大
人になったボス・ベイビーは、世界中を飛
び回るエリートビジネスマンとして大成
功。一方ティムは、タビサとティナという
娘を持つ幸せな専業主夫に。成長した兄弟
2人はすっかり疎遠になっていた。そんな
ある日、ベイビー社にある情報が入る。長女
タビサが通う学校の校長アームストロング
博士が、世界征服を企んでいるというのだ。
世界を救うためには〈ボス・ベイビー〉の協
力が不可欠と、彼らの元に〈ボス・レディ〉
が派遣されるが、なんとそれはティムの次
女ティナだった！？

DVD

監督 アーロン・ミルテス

出演 レイシー・ハートセル、
アリソン・シュラム、
ヘンリー・ハガード、
アリス・レイヴァー

品番 ALBSD2636

分数 89分

分数

（音声）1. 英　2. 日   （字幕）1. 日  2. 英
  

約 100 分

Ⓒ 2022 20th Century Studios. 

ナイル殺人事件
「世界一売れている作家」アガサ・クリスティ原作。"世界一
の名探偵 "ポアロが挑む、エジプトの神秘ナイル川をめぐ
る極上のミステリー・クルーズ。大富豪の美しき娘の新婚
旅行中に、クルーズ船内で起きた連続殺人事件。容疑者は、
乗客全員──。豪華客船という密室で、誰が何のために殺
したのか？そして、ポアロの人生を大きく変えた≪衝撃の
真相≫とは？ 愛と嫉妬と欲望が複雑に絡み合う、禁断のト
ライアングル・ミステリーの幕が開く。

監督 ケネス・ブラナー

出演 トム・ベイトマン、
アネット・ベニング、
ケネス・ブラナー、
ラッセル・ブランド

品番

分数

DVD

Ⓒ 2022 Disney/Pixar
DreamWorks The Boss Baby: Family Business (C) 
2021 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

ボス・ベイビー ファミリー・ミッション

きっと明日は自分を好き
になる。
いつも " マジメで頑張り屋"のメイは、
ある出来事をきっかけに本当の自分を
見失い、感情をコントロールできなく
なってしまう。悩み込んだまま眠りに
ついたメイが翌朝に目を覚ますと…
なんと、レッサーパンダになってしまっ
た！一体どうすれば、メイは元の人間
の姿に戻ることができるのか？この突
然の変身にはメイも知らない驚きの
<秘密>が隠されていた…。そして、様々
な人との関係を通してメイが見つけた、
本当の自分とは――？

アルバトロス (株）東映

UIP

DVD

監督 ドミー・シー

出演 （日本語吹替）佐竹桃華、木村佳乃、
関根有咲、れいみ

品番 VWDGA7367

分数

（音声）1: 英  2: 日  （字幕）1: 日 2: 英

107 分

監督 トム・マクグラス

出演 （声）ムロツヨシ、宮野真守、
芳根京子、石田明

品番 DRBR1037

Ⓒ 2022 映画「ハケンアニメ！」製作委員会

ハケンアニメ DVD

Ⓒ 2022 Octane Multimedia, All Rights Reserved

タコゲーム

アニメは世界を変えられるー　
新人監督とその仲間、ライバル
たちの想いがぶつかり合う！

昔ながらの遊びを取り入れた
8つのゲーム、欲にまみれた8
人の参加者、勝てば天国、負け
れば即死
売れない歌手のキャリーは、インフルエンサー
のジャックスプロが開催するゲーム大会に参
加する。賞金は1億1500万人ものフォロワー
がいるジャックスプロのSNS。キャリーの他
にも参加者は起業家、ゲームストリーマー、芸
人、自己啓発講師等、知名度とフォロワーがの
どから手が出るほど欲しい者ばかり。用意され
た8つのゲームは、椅子取りゲームやかくれん
ぼ等、誰もが子供のころに親しんだ遊び。ルー
ルは単純明快。勝負もはっきりつく。意気揚々
と参加するキャリーたちだったが、敗者には
"死 " という罰ゲームが待ち受けていた。

連続アニメで夢の監督デビューが決定した
斎藤瞳。だが、気合いが空振りして制作現場に
は早くも暗雲が…。瞳を大抜擢してくれたは
ずのプロデューサー・行城理は、ビジネス最優
先で瞳にとって最大のストレスメーカー。「な
んで分かってくれないの！」、だけど日本中に
最高のアニメを届けたい！そんなワケで目下
大奮闘中。最大のライバルは瞳も憧れる天才・
王子千晴監督の復帰作だ。王子復活に賭ける
のはその才能に惚れ抜いたプロデューサーの
有科香屋子…しかし、彼女も王子の超ワガマ
マ、気まぐれに振り回され「お前、ほんっとー
に、ふざけんな！」と、大大悪戦苦闘中だった。

DVD
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Ⓒ 2021『パンケーキを毒見する』製作委員会

パンケーキを毒見する
本作では、ナレーターに俳優の古舘寛治を迎え、現役の政治
家や元官僚、ジャーナリスト、そして各界の専門家が、菅義
偉という人物について、語り尽くす。さらに、これまで表に
出てこなかった様な証言や、過去の答弁を徹底検証。だが
本作は、いたずらに異議を唱えたり、スキャンダルを暴こう
とする政治ドキュメンタリーではない。むしろ観る者は、
ブラックユーモアや風刺アニメを愉しみつつ、様々な角度
から浮き彫りにされる、菅政権（当時）ひいては日本の「変
なところ」を考えてもらう、かつてない政治バラエティ映画
となっている。

DVD

Ⓒ 2022「ツユクサ」製作委員会

ツユクサ
とある小さな田舎町で暮らす芙美。気の合う職場の友人た
ちとほっこり時間を過ごしたり、うんと年の離れた親友の
少年と遊びに出かけたり、ある日、隕石に遭遇するというあ
り得ない出来事を経験したり。そんなふうに日々の生活を
楽しく送るなかで、ときおり見え隠れする芙美の哀しみ。彼
女がひとりで暮らしていることには理由があって、その理
由には "ある哀しみ"があって、そして草笛をきっかけに出
会った男性と恋の予感も訪れて……。

DVD

監督 内山雄人 品番 DABR5833

分数 104分

Ⓒ 2022竹書房

麻雀最強戦2022＃1
竹書房50周年ザ・レジェンド

麻雀最強戦とは、まさにその名の通り「最強の麻雀打ち」を
決める麻雀界最高峰の戦いである。全国50以上の開催店と
510,000人を超える一般参加者、そして国内の主要なプロ
団体である日本プロ麻雀連盟、日本プロ麻雀協会、最高位戦
日本プロ麻雀協会、麻将連合、RMUも認定する歴史ある比
類なき大会であり、優勝したものには麻雀日本一の 証であ
る「最強位」の冠号が授けられる。

出演 森山茂和、荒正義、
伊藤優孝、沢崎誠

品番 TSDV61413

分数 144分

KADOKAWA

KADOKAWA

KADOKAWA

DVD

Ⓒ 2022『真夜中乙女戦争』製作委員会

真夜中乙女戦争
4月。上京し東京で一人暮らしを始めた大学生の"私"。友達はいな
い。恋人もいない。大学の講義は恐ろしく退屈で、やりたいこともな
りたいものもなく鬱屈とした日々の中、深夜のバイトの帰り道に
いつも東京タワーを眺めていた。そんな無気力なある日、「かくれ
んぼ同好会」で出会った不思議な魅力を放つ凛々しく聡明な"先
輩"と、突如として現れた謎の男"黒服"の存在によって、"私"の日常
は一変。人の心を一瞬にして掌握し、カリスマ的魅力を持つ"黒服"
に導かれささやかな悪戯を仕掛ける"私"。さらに"先輩"とも距離
が近づき、思いがけず静かに煌めきだす"私"の日常。

DVD

Ⓒ 2022『さがす』製作委員会

さがす
大阪の下町で平穏に暮らす原田智と中学生の娘・楓。「お
父ちゃんな、指名手配中の連続殺人犯見たんや。捕まえた
ら300万もらえるで」。いつもの冗談だと思い、相手にし
ない楓。しかし、その翌朝、智は煙のように姿を消す。ひと
り残された楓は孤独と不安を押し殺し、父をさがし始める
が、警察でも「大人の失踪は結末が決まっている」と相手に
もされない。それでも必死に手掛かりを求めていくと、日
雇い現場に父の名前があることを知る。

出演

監督 品番 GADR2516片山慎三

分数 123分

DVD

Ⓒ PATHE PRODUCTIONS LIMITED 2020

ゴヤの名画と優しい泥棒
世界中から年間600万人以上が来訪し、2300点以上の貴重なコ
レクションを揃えるロンドン・ナショナル・ギャラリー。1961年、
"世界屈指の美の殿堂"から、ゴヤの名画「ウェリントン公爵」が盗
まれた。この前代未聞の大事件の犯人は、60歳のタクシー運転手
ケンプトン・バントン。孤独な高齢者が、TVに社会との繋がりを
求めていた時代。彼らの生活を少しでも楽にしようと、盗んだ絵
画の身代金で公共放送 (BBC)の受信料を肩代わりしようと企て
たのだ。しかし、事件にはもう一つの隠された真相が……。

監督 ロジャー・ミッシェル

ジム・ブロードベント、
ヘレン・ミレン、
フィオン・ホワイトヘッド

出演

品番 80DRJ30169

分数 95分

DVD

Ⓒ 2021 映画「キャラクター」製作委員会

キャラクター
漫画家として売れることを夢見る主人公・山城圭吾。高い画力
があるにも関わらず、お人好しすぎる性格ゆえにリアルな悪役
キャラクターを描くことができず、万年アシスタント生活を送っ
ていた。ある日、師匠の依頼で「誰が見ても幸せそうな家」のスケ
ッチに出かける山城。住宅街の中に不思議な魅力を感じる一軒
家を見つけ、ふとしたことから中に足を踏み入れてしまう。そこ
で彼が目にしたのは、見るも無残な姿になり果てた4人家族……
そして、彼らの前に佇む一人の男。事件の第一発見者となった山
城は、警察の取り調べに対して「犯人の顔は見ていない」と嘘を
つく。

監督 永井 聡 品番 TDV31253G

分数 126分出演 菅田将暉、Fukase
 （SEKAI NO OWARI）、
高畑充希、中村獅童、
小栗 旬

（音声）バリアフリー音声ガイド　
（字幕）バリアフリー日本語

監督 二宮 健 品番 DABR5847

分数 113分出演 永瀬廉（King & Prince）、
池田エライザ、
篠原悠伸、柄本佑 （音声）バリアフリー音声ガイド

（字幕）バリアフリー日本語

DVD

DEATH ON THE NILE THE DUKE

ハピネット

東映

KADOKAWA

東宝

ウォルト・ディズニー・ジャパン

ウォルト・ディズニー・ジャパン

約127分

VWDRA7369

（音声）1. 英　2. 日
（字幕）1. 日　2. 英　3. 日吹替用 （音声）英  （字幕）日 

佐藤二朗、伊東蒼、
清水尋也、森田望智

出演

監督 品番

分数

TD20649

95分小林聡美、平岩紙、
江口のりこ、松重豊

平山秀幸

The OctoGames

The Boss Baby: Family Business TURNING RED

監督 吉野耕平

出演 吉岡里帆、中村倫也、柄本 佑、
尾野真千子

品番 TD20647

分数

（音声）バリアフリー音声ガイド
（字幕）バリアフリー日本語

（音声）1: 英  2: 日本語吹替
（字幕）1: 日（デカ）

128分

竹書房

GAGA（株）


