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ファンタスティック・ビーストと
ダンブルドアの秘密

『ミニオンズ』のイルミネーショ
ンが贈る 極上のライブ体験、
開幕！！ 夢よ、どこまでも響け。
歌のオーディションを開催し、取り壊し寸前の劇場
を見事に復活させたニュー・ムーン劇場の支配人バ
スター・ムーン。だが、彼の夢はそれで終わらない。次
に目指したのは、エンターテインメントの聖地"レッド
ショア・シティ"での公演だった！バスターは仲間たち
を引き連れてショービズ界の大物、ジミー・クリスタ
ルのところへオーディションに行き、斬新なアイデ
アと持ち前のハッタリで超一流劇場であるクリス
タル・タワー劇場での公演の契約を取り付ける！
でも、その契約には15年間、人前から姿を消してい
る伝説のロック歌手・クレイ・キャロウェイをキャス
トに迎えるという条件があった。地元の小劇場を
飛び出し、途方もなく大きな舞台に立つチャンスを
手にしたバスターたち。それは、数々の困難のはじ
まりだった―。いま、ネクストステージに挑む彼ら
の、笑いと感動の物語が始まる！

DVD

監督 二瓶 真衣

出演 （声）：のん、久野 美咲、
福圓 美里、真堂 圭

品番 KSWSDGS01

分数 28分

分数

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

143分

Ⓒ 2021 日本すみっコぐらし協会映画部

映画 すみっコぐらし 
青い月夜のまほうのコ

「５年に１度おとずれる、青い大満月の夜。魔法使いたちが
町にやってきて、夢を叶えてくれる」伝説のとおり、すみっ
コたちの町に魔法使いの5人きょうだいが舞い下りてき
た！公園、スーパーマーケット、森の中。次々と魔法がかけ
られ、キラキラに彩られた町はまるでパーティー会場のよ
う。やがて楽しい夜に終わりが近づき、月へ帰っていく魔法
使いたち。そこにはなぜか…たぴおかの姿が!?すえっコの
"ふぁいぶ"と間違えて連れていかれてしまって…？ "

監督 大森貴弘

監督 （声）井ノ原快彦、
本上まなみ

品番

分数

DVD

Ⓒ 2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. J.K.Rowling's Wizarding World TM J.K. Rowling and Warner Bros. 
Entertainment Inc.Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights Ⓒ J.K.R.

Ⓒ 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.

SING/シング:
ネクストステージ

「ハリー・ポッター」では明か
されなかった最大 、解禁
ダンブルドアの「秘密の作戦」
がついに動き出す！　
魔法動物を愛するシャイでおっちょこちょ
いな魔法使いニュートが、ダンブルドア先生
や魔法使いの仲間たち、そしてなんとマグ
ル（非魔法族）と寄せ集めのデコボコチーム
を結成！史上最悪の黒い魔法使い、グリン
デルバルドに立ち向かう！全ハリー・ポッ
ターファン必見！ホグワーツ城、ホグズミー
ド村、不思議なトランクや可愛い仲間の
ビーストたちとともに、ますます広がる魔
法の世界。そして明かされる、ダンブルドア
とその一族に隠された誰も知らない秘密
とは――！？

円谷プロダクション松竹（株）

ワーナーブラザース映画

DVD

監督 デイビッド・イェーツ

出演 エディ・レッドメイン、
ジュード・ロウ、
マッツ・ミケルセン、
ダン・フォグラー

品番 1000818669
分数

（音声）1: 英、 2: 日 　（字幕）1:英、 2:日

110 分

監督 ガース・ジェニングス

出演 （声）：内村光良、ＭＩＳＩＡ、
長澤まさみ、大橋卓弥（スキマスイッチ）

品番 GNBR9465

Ⓒ 2022「大河への道」フィルムパートナーズ

大河への道 DVD

Ⓒ 円谷プロ Ⓒ かいじゅうステップワンダバダ 製作委員会

かいじゅうステップ　
SDG’s 大作戦

初の日本地図に隠された、
驚くべき秘密とは―？

ウルトラマンシリーズに登場する
「怪獣」たちが かわいい”子ども”
かいじゅうになりました！
世界には、おなかを空かせたり、住む家が
なかったり、困っている人がたくさんいる
ことに気づいたピグちゃん。みんなを笑顔
にするには、どうしたらいいんだろう？
「S せかいじゅうの　D だれだって　
G げんきにしちゃう　s 作戦」
SDGs はじめよう！

千葉県香取市。市役所の総務課に勤める池本
保治（中井貴一）は、市の観光振興策を検討す
る会議で意見を求められ、苦し紛れに大河ド
ラマ制作を提案。思いがけずそれが通り、郷土
の偉人、伊能忠敬を主人公とする大河ドラマの
企画が立ち上がってしまう。ところが企画を
進めるうちに、日本地図を完成させたのは伊
能忠敬ではなかった！？彼は地図完成の３年前
に亡くなっていた！という驚きの事実が明ら
かに……。江戸と令和、２つの時代を舞台に明
かされていく日本初の全国地図誕生秘話。そ
こには地図を完成させるため、伊能忠敬の弟
子たちが命を懸けて取り組んだとんでもない
隠密作戦があった――。

DVD
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12MMC 業務用 新作ラインナップ

※無断転載・複製を禁ず

Ⓒ 2020 "A Garden of Camellias" Film Partners

椿の庭
長年住み続ける家を守り、今は娘の忘れ形見である孫
の渚と住む絹子。夫の四十九日を終えたばかりの春の
朝、庭の睡蓮鉢で静かに動かなくなっていた金魚を椿
の花で包み込み土に還した。家や庭で起こる些細な出
来事に想いを馳せ慈しむ日々の中、ある日絹子へ一本
の電話がかかってくる――。

DVD

Ⓒ 2022「流浪の月」製作委員会

流浪の月
帰れない事情を抱えた少女・更紗と、彼女を家に招き
入れた孤独な大学生・文。居場所を見つけた幸せを噛
みしめたその夏の終わり、文は「誘拐犯」、更紗は「被害
女児」となった。15年後。偶然の再会を遂げたふたり。
それぞれの隣には現在の恋人、亮と谷がいた。

DVD

監督 上田義彦 品番 IFD1135

出演 富司純子、
恩敬（シム・ウンギョン）、
田辺誠一、清水綋治

分数 128分

9232-2437 Quebec Inc - Parallel Films (Salinger) Dac 
Ⓒ 2020 All rights reserved. 

マイ・ニューヨーク・ダイアリー
90年代、ニューヨーク。作家を夢見るジョアンナは、老舗出
版エージェンシーでJ.D.サリンジャー担当の女上司マーガ
レットの編集アシスタントとして働き始める。日々の仕事は、
世界中から毎日大量に届くサリンジャーへの熱烈なファン
レターを処理すること。しかし、心揺さぶられる手紙を読む
につれ、飾り気のない定型文を送り返すことに気が進まな
くなり、ふとした思いつきで個人的に手紙を返し始める。そ
んなある日、ジョアンナが電話を受けた相手はあのサリン
ジャーで…。

監督 フィリップ・ファラルドー 品番 CPDP15913

分数 101分

DVD

Ⓒ CINEFRANCE STUDIOS - BAF PROD - STUDIOCANAL - 
TF1 STUDIO - TF1 FILMS PRODUCTION
Ⓒ STUDIOCANAL　Ⓒ Julien Panie

バッドマン
史上最低のスーパーヒーロー

警察署長の父親の反対を押し切り、役者として夢を追い続けてい
るセドリック。実は心が折れかけていたその時、新作映画「バッド
マン」 。そう、「バットマン」ではなく「バッドマ
ン」だ。"バッドモービル"に乗り、宿敵"ピエロ"と戦うヒーロー映
画。このチャンスを逃してはならないと、セドリックは体を鍛え
上げ、武術を学び撮影に挑む。戸惑いながらも撮影初日が順調に
終わろうとする中、妹から父親が倒れたという知らせが入る。焦
ったセドリックは、バッドスーツのままバッドモービルに乗り
病院へと急ぐが、その途中で事故に遭い気絶してしまう。そして
目を覚ますと、自分の名前や過去の記憶を失っていた―。

DVD

Ⓒ 2022 映画「ホリック」製作委員会
Ⓒ CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD./講談社

ホリック xxxHOLiC
人の心の闇に寄り憑く"アヤカシ"が視える孤独な高校生・四月
一日（わたぬき）。その能力を捨て普通の生活を送りたいと願う
四月一日は、ある日、一羽の蝶に導かれ、不思議な【ミセ】にたど
り着く。妖しく美しい【ミセ】の女主人・侑子（ゆうこ）は、四月一
日の願いを叶えるかわりに、彼の"一番大切なもの"を差し出す
ように囁く。同級生の百目鬼（ドウメキ）やひまわりと日々を過
ごし"大切なもの"を探す四月一日に、"アヤカシ"を操る女郎蜘蛛
らの魔の手が伸びる。世界を闇に堕とそうとする彼女らとの戦
いに、侑子や仲間たちとともに挑んだ四月一日の運命はーー？！

出演

監督 品番 80DRJ30174蜷川実花

分数 110分

DVD

Ⓒ 2022「瀬戸内寂聴 99年生きて思うこと」製作委員会

瀬戸内寂聴 99年生きて思うこと

寂聴は、死の直前まで月刊誌、新聞の連載をこなす“現役“
作家であり、2020年1月まで行っていた、月一の法話に
は全国から人が押し寄せる「最長寿の国民的アイドル」。
駆け落ち、不倫、三角関係など、自らの体験を私小説の形
で次々に発表し、世間のバッシングに晒されるも、女流
作家として不動の地位を確立。51歳のとき出家し、以来、
僧侶、作家の2つの顔を持つ彼女の“生き様”は、人間の生
命力とは何かを強く感じさせてくれ、＜いかに生き、老
いていけばいいのか＞というヒントともなるはずだ。

監督 中村裕

瀬戸内寂聴出演

品番 DABR5872

分数 95分

DVD

Ⓒ 2020 Telecinco Cinema, Think Studio SLU, 
Ciudadano Ciskul SL, El Tesoro de Drake AIE

ウェイ・ダウン
30年以上追い求めていたフランシス・ドレークの財宝のヒントを、やっと
のことで沈没船から発見したイギリス人のウォルターとジェームズ。
しかし沈没船はスペイン籍のもので、発見された物も保有権はスペイン
にある、として国に奪われてしまった。しかも、その保管場所は"工学の
奇跡""世界一安全な金庫"という異名を持つ難攻不落の構造を擁する
スペイン銀行の地下倉庫だった。天才的な頭脳を持つ大学生のトムを仲
間にしたウォルターたちは、設計図も地図も存在しないスペイン銀行の
金庫の秘密を解明すべく調査を開始し、ついに攻略法を見つけ出す。国
中がサッカーワールドカップの決勝戦で盛り上がる中、彼らの大勝負の
カウントダウンが始まる！

監督 ジャウマ・バラゲロ 品番 KWX2576

分数 118分出演 フレディ・ハイモア、
リーアム・カニンガム、
サム・ライリー、
ファムケ・ヤンセン

（音声）1.英　2.日　
（字幕）1.日　2.吹替用

監督 フィリップ・ラショー 品番 ALBSD2648

分数 83分出演 フィリップ・ラショー、
ジュリアン・アルッティ、
タレク・ブダリ、
エロディ・フォンタン

（音声）1: 仏、 2: 日 
（字幕）1:日

（音声）1: 英、 2: 日 
（字幕）1:日

DVD

ハピネット GAGA(株)

アルバトロス（株）

（株）クロックワークスインターフィルム

UIP

70分

5DMPBA275

神木隆之介、柴咲コウ、
松村北斗、玉城ティナ

出演

監督 品番

分数

（音声） ①日本語、②バリアフリー
 日本語音声ガイド
（字幕）バリアフリー日本語字幕

GADR2551

150分広瀬すず、松坂桃李、
横浜流星、多部未華子

李相日

Sing 2

FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF DUMBLEDORE

監督 中西健二

出演 中井貴一、松山ケンイチ、
北川景子、岸井ゆきの

品番 DASH9104

分数

（音声）①日　②バリアフリー日本語音声ガイド
（字幕）①バリアフリー日本語

バリアフリー日本語字幕有り
112分

WAY DOWN

WANDERING

A Garden of Camellias

My Salinger Year Superwho？

BBB

DMM KADOKAWA

出演 マーガレット・クアリー、
シガニー・ウィーバー、
ダグラス・ブース、
ブライアン・F・オバーン

（音声）1. 日 2. バリアフリー日本語音声
ガイド　（字幕）バリアフリー日本語


