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ハウス・オブ・グッチ   

第94回アカデミー賞作品賞
聞こえない家族の「通訳」係だっ
た少女の知られざる歌声。それ
はやがて家族の夢となる―
豊かな自然に恵まれた海の町で暮らす高校生
のルビーは、両親と兄の4人家族の中で一人だ
け耳が聞こえる。陽気で優しい家族のために、
ルビーは幼い頃から"通訳"となり、家業の漁業
も毎日欠かさず手伝っていた。新学期、秘かに
憧れるクラスメイトのマイルズと同じ合唱クラ
ブを選択するルビー。すると、顧問の先生がル
ビーの歌の才能に気づき、都会の名門音楽大学
の受験を強く勧める。だが、ルビーの歌声が聞
こえない両親は娘の才能を信じられず、家業の
方が大事だと大反対。悩んだルビーは夢よりも
家族の助けを続けることを選ぶと決めるが、
思いがけない方法で娘の才能に気づいた父は、
意外な決意をし・・・。

DVDPG12 PG12

監督 綿田慎也

出演 （声）：福原遥、山田裕貴、
ディーン・フジオカ、美山加恋、

品番 ANLB14042

分数 108分

分数

（音声）1: 英 2: 日　（字幕）1: 英 2: 日
  

158 分

Ⓒ 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. 
All Rights Reserved. The Addams Family(TM)Tee and 
Charles Addams Foundation. All Rights Reserved.

アダムス・ファミリー２
アメリカ横断旅行！

長女のウェンズデーが思春期を迎え、家族の食卓に顔を見
せないことが増えたことから、家族の絆を深めようと考え
たゴメズは、家族全員をキャンピングカーでのドライブ旅
行に連れ出す。さまざまな騒動を巻き起こしながら、ナイ
アガラの滝、マイアミビーチ、グランドキャニオンと名所
をめぐる旅を続けるアダムス家に…。

監督 グレッグ・ティアナン

出演 オスカー・アイザック、
シャーリーズ・セロン、

品番

分数

DVD

Ⓒ 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. 
All Rights Reserved.

Ⓒ 2020 VENDOME PICTURES LLC, PATHE FILMS 

コーダ／あいのうた

豪華キャストで赤裸々に
描く、衝撃的実話！それは、
人を狂わすほどの名声
ブランドの元祖と呼ばれ、世界屈指の
トップブランド「GUCCI」を生み出し、
頂点に上り詰めたGUCCI の光と陰。
ブランドの成功の陰にある〈グッチ一族
崩壊〉の衝撃の"実話"を基に、1970年
から始まった一族の30年にわたる愛、
裏切り、退廃、復讐、そして殺人に至るま
でを辿っていく。

アニプレックスワーナーブラザース映画

GAGA（株）

DVD

監督 リドリー・スコット

出演 レディー・ガガ、
アダム・ドライバー、
アル・パチーノ、
ジェレミー・アイアンズ

品番 GNBR9448
分数

(音声 ) 1. 英、 2.日、3.バリアフリー日本ガイド
(字幕 ) 1. 日、2.日デカ、3. バリアフリー日本ガイド、
            4. 吹替

112分

監督 シアン・ヘダー

出演 エミリア・ジョーンズ、
フェルディア・ウォルシュ =ピーロ、
マーリー・マトリン、トロイ・コッツァー

品番 GADR2523

Ⓒ 2022映画「余命10年」製作委員会

余命10年 DVD

Ⓒ BNP, FUJITV/ おしゃれサロンなつなぎ

フラ・フラダンス

限りある時間、限りない愛。
かけがえのない今日を生きる、
すべての人へ贈る物語。

踊ること。笑うこと。
仲間を想うこと。
職業、フラガール
福島県いわき市に実在するリゾート施設
「スパリゾートハワイアンズ」を舞台に、通称
「フラガール」と呼ばれるダンサーになるこ
とを決めた主人公の夏凪日羽の成長と、周
囲の人々との絆を描いたオリジナル劇場ア
ニメーション。メンバーがそれぞれに葛藤
しながらも、自分たちならではのフラダン
スを模索する。

SNSを中心に反響を呼んだ小坂流加の同名
恋愛小説を映画化。数万人に一人という不治
の病で余命が10年であることを知った二十
歳の茉莉。生きることに執着しないよう、恋だ
けはしないと心に決めて生きていた。
そんなとき、同窓会で再会したのは、かつて
同級生だった和人。別々の人生を歩んでいた
二人は、この出会いをきっかけに急接近する
ことに…。

DVD
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Ⓒ 2022「太陽とボレロ」製作委員会

太陽とボレロ
ある地方都市で、18年間活動を続けてきた、アマチュア交
響楽団の解散が決まった。決断を下した主宰者・花村理子
は、ラストコンサートを計画するが、個性豊かなメンバーに
振り回され、次第に不協和音が響き出す…。問題は山積みの
中、最後のコンサートが始まる。果たして最高の舞台に出来
るのか！？

DVD

Ⓒ 2022 映画「妖怪シェアハウス」製作委員会、
Ⓒ 吉本興業／作画 宇治茶

映画 妖怪シェアハウス 
―白馬の王子様じゃないん怪―

澪は相変わらず妖怪たちと楽しく暮らしながら、作家になる夢を
追いかけている。世間ではAI恋人アプリが大流行し、誰もがスマ
ホを見てニヤニヤしていたが、出版社での仕事に追われている澪
は恋愛とはご無沙汰だった。そんなある日、上司に無茶振りされ
た取材でイギリス育ちの天才数学者・AITOに出会い、恋に落ち
る。理想の王子様との幸せな日々もつかの間、澪はその恋がシェ
アハウスだけでなく巷の妖怪たちを危険に晒していることを知
る。その頃、人間社会にもある"現象"が起き、人間の未来は大きく
変わろうとしていた。人間と妖怪の歴史の分岐点の鍵となる、澪
の決断やいかに……!?

DVD

監督 水谷豊 品番 ZD08280

出演 檀れい、石丸幹二、
森 マリア、町田啓太

分数 133分

Ⓒ 2020 British Broadcasting Corporation, 
The British Film Institute, Supernova Film Ltd. 

スーパーノヴァ
20 年来のパートナーであるピアニストのサムと、ある病を
抱えている作家のタスカー。彼らは愛犬とキャンピングカー
で湖水地方を旅する。良き友人や家族にも恵まれ、ちょっと
した会話や出来事にも幸せを感じてきたことを旅先で振り
返る二人は、自分たちの愛が終えんを迎えようとしている
ことを知る。

監督 ハリー・マックイーン 品番 CPDP15389

分数 95分

DVD

Ⓒ 2018 Arctic Light

ホッキョクグマ・ファミリー
野生動物の写真家で映画監督として活躍するノルウェー
出身のアスゲイル・ヘルゲスタッドが、北極圏スヴァール
バルで出会ったホッキョクグマの親子を 4年に渡り追い
続けたネイチャー・ドキュメンタリー。地球温暖化の影響
から野生動物たちの生態系は劇的に変化し、新たに生命の
限界を突きつける。

DVD

Ⓒ 2022映画『君が落とした青空』製作委員会

君が落とした青空
" 毎月1日は何があっても一緒に映画を観に行く"という
約束通り、その日もデートへ向かった2人。しかし、修弥は
突然「急用ができた」と言い、どこかへ行ってしまう。最近
何かを隠しているような彼の態度に不安を感じていた実
結。気まずさの残る中、「もう一度話したい」と連絡してきた
修弥に会うため向かった待ち合わせ場所で、彼は実結をか
ばって交通事故に遭ってしまう──。実結は突然の出来
事にパニックになるが、目が覚めると自分の部屋のベッド
で朝を迎えていた。

出演

監督 品番 80DRJ30173Yuki Saito

分数 93分

DVD

Ⓒ 2022 MARVEL

ドクター・ストレンジ／
マルチバース・オブ・マッドネス

元天才外科医にしてアベンジャーズ最強の魔術師ドク
ター・ストレンジ。彼の前に、今いる現実とは異なる世界
へと通じる禁断の扉が現れる。その先に広がっていたの
は、無限の可能性が存在する、“マルチバース”と呼ばれる
無数のパラレルワールド――。この謎と狂気に満ちた世
界からの新たな脅威が人類に迫る中、最凶の魔術を操る
敵が立ちはだかる…。

監督 サム・ライミ

ベネディクト・カンバー
バッチ、エリザベス・オルセン、
キウェテル・イジョフォー、
ベネディクト・ウォン

出演

品番 VWDRA7387

分数 126分

DVD

Ⓒ 2022 Acme Holding Company, LLC.

ジュラシック・ドミニオン
アメリカ軍の秘密計画 "タイフーン作戦"。それは遺伝子実験に
より復活した太古の恐竜アロサウルスを、生物兵器にする禁断
の計画だった。だが、極秘研究基地で２頭のアロサウルスが脱走。
基地は恐竜に支配され、巣を作ったアロサウルスは卵を孵化さ
せる。このまま繁殖が続けば、人類は滅亡の危機を迎える。アロ
サウルス捕獲の指令を受けたタナー少佐は、特殊部隊と共に作
戦を開始。だが、遺伝子操作により銃弾も通用しない皮膚知能を
持つアロサウルスの前に、兵士たちは餌食にされてゆく……。

監督 ブライアン・ノワック 品番 ALBSD2646

分数 85分出演 エリック・ロバーツ、
ジャック・ピアソン、
ジェイミー・ベルナ
デット

（音声）：1. 英　2.日 
（字幕）：日デカ

監督
アスゲイル・ヘルゲスタッド

品番 TWAD1480

分数 73分
ナレーション
アスゲイル・ヘルゲスタッド （音声）：1.英 　（字幕）：1.日 （音声）：1.英、2.日 

（字幕）：1.日、2.吹替用字幕

DVD

The Addams Family 2

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

ウォルト・ディズニー・ジャパン

ハピネット 東映

トランスワールド

アルバトロス（株）東映

UIP

93分

GNBR9449

（音声）1: 日  2: 英  
（字幕）1: 日  2: 英

（音声）：1. 英、　2. 日 　
（字幕）：1. 日  2. 英  
　　　　3. 日本語吹替用字幕

福本莉子、松田元太
(Travis Japan/ジャニーズ Jr.)、
板垣瑞生、横田真悠

出演

監督 品番

分数

ZD08273

104分小芝風花、松本まりか、
毎熊克哉、豊田裕大

豊島圭介

CODA House of Gucci

監督 藤井道人

出演 小松菜奈、坂口健太郎、山田裕貴、
奈緒

品番 1000816313

分数

日本語字幕有り バリアフリー日本語字幕有り
125分

JURASSIC DOMINATION

SUPERNOVA Queen Without Land

BBB

UIP

出演 コリン・ファース、
スタンリー・トゥッチ

クロエ・グレース・モレッツ、
ジャヴォン・"ワナ"・ウォルトン

バリアフリー日本語字幕有り


