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全世界騒然、スーパースターと平凡
な男のギャップ婚。「世界的歌姫」
がプロポーズしたのは「パッとし
ない数学教師」だった。
世界的歌姫のキャットは、大観衆の前で音
楽界の超新星バスティアンと華々しく結婚
式を挙げる予定だった。しかしショーの直
前、婚約者バスティアンの浮気がスクープ
され、失意のまま登壇したキャットは、観
客の男性に突然プロポーズするという驚
きの行動に出る。新たなお相手は、平凡な
数学教師とあって、前代未聞のギャップ婚
に周囲は大混乱となるのだった…。本作
は、ボビー・クロスビーの同名グラフィック
ノベルを原作としたロマンティック・ラブ
ストーリー。

DVD

監督 アンガス・マクレーン

出演 （声）（日本語吹替）
クリス・エヴァンス（鈴木亮平）、
キキ・パーマー（今田美桜）、
ピーター・ソーン（山内健司（かまいたち））

品番 VWDGA7410

分数 約 105分

（音声）1: 英　2: 日
（字幕）1: 日　2: 英

分数

（音声）1: 英　2: 日
（字幕）1: 英　2: 日　3: バリアフリー日

126分

© 2021 Focus Features, LLC. All Rights Reserved.

ベルファスト
ベルファストで生まれ育ったバディは家族と友達に囲まれ、映画
や音楽を楽しみ、充実した毎日を過ごす9歳の少年。笑顔にあふ
れ、たくさんの愛に包まれる日常は彼にとって完璧な世界だった。
しかし、1969年8月15日、バディの穏やかな世界は突然の暴動に
より悪夢へと変わってしまう。プロテスタントの武装集団が、街の
カトリック住民への攻撃を始めたのだ。住民すべてが顔なじみで、
まるで一つの家族のようだったベルファストは、この日を境に分
断されていく。暴力と隣り合わせの日々のなか、バディと家族たち
は故郷を離れるか否かの決断に迫られる――。

監督 ケネス・ブラナー

出演 ジュード・ヒル、
カトリーナ・バルフ、
ジェイミー・ドーナン、
ジュディ・デンチ

品番 GNBR9508

分数

DVD

Ⓒ 2022 Columbia Pictures Industries, Inc. 
and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved. 

Ⓒ 2021 UNIVERSAL STUDIOS and PERFECT UNIVERSE 
INVESTMENT INC. All Rights Reserved.

マリー・ミー！
全車両、殺し屋だらけー
＜東京発・京都行＞時速350km
の超高速列車内で生き残れ！！
ブラッド・ピット主演×伊坂幸太
郎原作×『デッド・プール２』監督
の爽快アクションムービー！
謎の女性から電話越しにブリーフケースを
奪うよう指令を受けた、世界で最も運の悪
い殺し屋レディバグ。気合たっぷりに＜東
京発・京都行＞の超高速列車に乗り込むが、
それは彼にとって人生最悪な旅の始まり
だった。次々と乗りこんでくる殺し屋たち
が、全く身に覚えのないレディバグに襲い
掛かる。簡単な指令を果たしてすぐ降りる
だけの任務のはずだったのに…。時速350
kmの車内で繰り広げられる、決死のバト
ル！予期せぬ最悪が折り重なり、終着点・京
都に向けて＜絶望＞が加速する―。

ウォルト・ディズニー・ジャパン

ソニー・ピクチャーズ

DVDR-15

監督 デヴィッド・リーチ

出演 ブラッド・ピット、
ジョーイ・キング、
アーロン・テイラー＝ジョンソン、
真田広之

品番 RDD81770
監督 カット・コイロ

出演 ジェニファー・ロペス、
オーウェン・ウィルソン、
マルーマ、ジョン・ブラッドリー

品番 GNBR9534

分数 112分

（音声）1: 英　2: 日　（字幕）1: 日　2: 英

Ⓒ 2022 Disney/Pixar

バズ・ライトイヤー DVD

All DC characters and elements Ⓒ  & TM DC. 
DC League of Super-Pets Ⓒ   2022 Warner Bros. 
Entertainment Inc. All rights reserved.

がんばれスーパーペット

“知られざるルーツ”が明かさ
れる！！

突然スーパーパワーを手に入れた、
ちょっとドジで可愛いペットたちの、
笑いと絆のアドベンチャー !　ぼくの
親友は、ぼくが守る。
人間たちが知らない間に突然スーパーパワー
を手に入れてしまったペットたち―空飛ぶ犬
のクリプト、無敵バリア犬のエース、体の大き
さ変幻自在なブタのPB、超高速移動カメの
マートン、電流ビームを出すリスのチップ。あ
る日、クリプトの親友であるスーパーマンが、世
界征服をねらう可愛すぎる子猫のウィスカー
ズやモルモット軍団にさらわれてしまう！
上手にパワー使いこなせず猛特訓中のちょい
ドジな彼らは、みんなで力を合わせて大好き
なご主人様や仲間たちを救うことが出来る
のか―。

「トイ・ストーリー」シリーズのディズニー＆
ピクサーが史上空前のスケールと感動で贈る
予測不可能なスペース・アドベンチャー。誰よ
りも仲間思いのおもちゃバズ・ライトイヤー
は、アンディ少年の大好きな映画の主人公
だった！"知られざるルーツ"が明かされる！！
有能なスペース・レンジャーのバズは、自分の
力を過信したために、1200人もの乗組員と
共に危険な惑星に不時着してしまう。地球に
帰還するため、バズは猫型の友だちロボット
のソックスと共に不可能なミッションに挑む。
その行く手には、ずっと孤独だったバズの人
生を変えるイジーや個性豊かな仲間たちと、
思いもよらぬ"敵"が待ち受けていた──。

DVD

ジャレッド・スターン 品番 1000822618

分数 105分

（音声）1: 英　2: 日
（字幕）1: 日　2: 英　3: 吹替用日

監督

（声）楠大典、高木渉、魏涼子、
松岡茉優

出演
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※無断転載・複製を禁ず

UIP

Ⓒ 2022 MARVEL

ソー：ラブ＆サンダー
「アベンジャーズ／エンドゲーム」の激闘後、多くの仲間を失っ
たソーはガーディアンズと地球を後にしていた。そんな彼ら
のもとに、宇宙各地の神が殺されているという情報が入る…。
ソーは次の標的がニュー・アスガルドであることを知り駆け
つけるが、突如"神殺し"のゴアが襲いかかる。だがその時、新
たな"マイティ・ソー"に姿を変えた元恋人ジェーンが現れる。
そしてその手には、最強のハンマー〈ムジョルニア〉が…！？
2人のソーによる破壊力2倍のロック・バトル・アドベンチャー
を見届けよ！

DVD

Ⓒ 2018 A Clean Picture, LLC All Rights Reserved.

クリーン ある殺し屋の献身
CLEAN

その男は、《クリーン》と呼ばれていた。寡黙なゴミ清掃員、その
正体は凄腕の元殺し屋。孤独な日々の中、クリーンには気になる
存在があった。隣人の、ディアンダという少女だ。彼女とのふれ
あいは、過去に亡くした娘の面影をよみがえらせる。ある時、麻
薬ギャングたちがディアンダに目をつけ、手を出してきた。ディ
アンダを救い出すため、クリーンはチンピラたちを半殺しにし
てしまう。だがその中に、ギャングのボスであるマイケルの息子
がいた。復讐のため、マイケルは組織を総動員してクリーンを追
う。クリーンはディアンダを護るため再び銃をとり、たった１人
で反撃を挑んでゆくが……。

監督 ポール・ソレット

出演 エイドリアン・ブロディ、
グレン・フレシュラー、
リッチー・メリット、
チャンドラー・アリ・デュポン

品番 ALBSD2663

分数 94分

（音声）英、日　
（字幕）日（デカ字）

DVD

監督 タイカ・ワイティティ

出演 クリス・ヘムズワース、
クリスチャン･ベール、
テッサ・トンプソン

品番 VWDRA7413

分数

（音声）1:英　2:日
（字幕）1:日 2:英　3:日本語吹替用

約119分

監督 リュ・スンワン

出演 キム・ユンソク
チョ・インソン
ホ・ジュノ

品番 CPDP15945

分数

（音声）1:韓　2:日
（字幕）1:日　2:吹替用日

121分

Ⓒ 2021 LOTTE ENTERTAINMENT & DEXTER 
STUDIOS & FILMMAKERS R&K All Rights Reserved.

モガディシュ 脱出までの14日間
1990年、ソウル五輪で大成功を収め勢いづく韓国政府は
国連への加盟を目指し、多数の投票権を持つアフリカ諸国
へのロビー活動に励んでいた。ソマリアの首都モガディシュ
で韓国大使を務めるハン（キム・ユンソク）は、現地政府の上
層部に何とか取り入ろうとしている。一方、韓国より20年
も早くアフリカ諸国との外交を始めていた北朝鮮のリム
大使（ホ・ジュノ）も国連加盟のために奔走し、両国間の妨
害工作や情報操作はエスカレートしていく。

BBB

ウォルト・ディズニー・ジャパン

DVD

DC League of Super-PetsLIGHTYEAR

Marry Me (2022) BULLET TRAIN

Ⓒ （有）十影堂エンターテイメント

くすり。くすくす笑える不思議な話
公園の路傍にちょこんと置いてある小さな地蔵。
ひょんな拍子にその地蔵を倒してしまう姉弟。すると、
突然訳知り顔の男が現れて、「その地蔵は『少しだけ
地蔵』で、失礼なことをすると呪われる」と言い、去っ
ていく…「ちょっとだけ呪われる」。
～など5つのストーリーを収録！

古川良也／植竹史晴監督

出演 へいへい
あむちん
天然ストレート　

品番 TOKD0523

分数 64分

十影堂

DVD

UIP

ギャガ

Ⓒ Vitality Jetski Limited 2021

海上48hours ー悪夢のバカンスー

BELFAST

アメリカの大学生が最も羽目を外す春休み："スプリングブレイ
ク"。メキシコのビーチでテキーラを浴びて馬鹿騒ぎする男女5
人組は桟橋に停められていた2台の水上バイクを盗み出し、沖
へ出る。やがて、チキンレースに発展し、正面衝突してしまう。1台
は大破し、もう1台はエンジントラブルで身動きが取れない。しか
も、仲間のひとりが足に大けがを負ってしまい、助けを呼ぼうに
も携帯の電波は届かない中、浮気騒動までも発覚。そして、壊れ
たバイクで大海原を漂うパニック状態の彼らをさらなる危機が
襲う。なんと、そこは、凶暴なホホジロザメの巣窟だったのだ―。

出演

監督 ジェームズ・ナン 品番 GADR2561

分数 85分

（音声）1:英　2:日
（字幕）1:日　2:吹替用日

DVD

ホリー・アール、
ジャック・トゥルーマン、
キャサリン・ハネイ、
マラキ・プラー＝ラッチマン

（C）2022「コンビニエンス・ストーリー」
製作委員会

コンビニエンス・ストーリー
スランプ中の売れない脚本家、加藤は、ある日、恋人ジグザ
グの飼い犬“ケルベロス”に執筆中の脚本を消され、腹立ち
まぎれに山奥に捨ててしまう。後味の悪さから探しに戻る
が、レンタカーが突然故障して立ち往生。霧の中のたたずむ
コンビニ「リソーマート」で働く妖艶な人妻・惠子に助けら
れ、彼女の夫でコンビニオーナー南雲の家に泊めてもらう。
しかし、惠子の誘惑、消えたトラック、鳴り響くクラシック音
楽、凄惨な殺人事件、死者の魂が集う温泉町……加藤はすで
に現世から切り離された異世界にはまり込んだことに気
づいていなかった。

監督 三木聡

出演

（音声）1:日

品番 TD20698

分数 97分

ワーナーブラザース

DVD

（C）2021 CKF Pictures, Alibaba Pictures, 
Tencent Pictures, Netease Pictures

あなたがここにいてほしい
高校時代にリュー・チンヤンは、校内で出会ったリン・イー
ヤオに一目惚れをしてしまう。なんとか彼女にラブレター
を渡すが、それを生活指導担当のヤオ先生にみつかってし
まう。頭を丸めて校内放送にて謝罪すれば見逃してやると
いう学校に対し、リューはその場を利用して彼女に愛を告
白し退学となる。いつしか一緒に住むマンション購入を夢
見ながら生活を送るが、しのびよる現実にあらがえずに次
第に空回りをするようになる。

監督 シャー・モー

チュー・チューシアオ
チャン・ジンイー

品番 CRJP48

分数

（音声）1: 中　2: 日
（字幕）1: 中　2: 日

105分出演

DVD

我要我 们 在一起THOR: LOVE AND THUNDER

모가디슈

東映 

コミック・リズ

アルバトロス（株）

SHARK BAIT

98 分

（音声）1: 英　2: 日
（字幕）1: 日　2: 英

成田凌、前田敦子
六角精児、片山友希


