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沈黙のパレード

全米No.1大ヒット！！イルミネー
ション大人気シリーズ『ミニオン
ズ』待望の最新作！最強最悪の
ボスを救うため、ミニオン史上最
大のハチャメチャが巻き起こる！
これは、ミニオンと怪盗グルーの
はじまりの物語
燃えよミニオン　時は1970年代。
ミニオンたちは、ミニボスとして崇拝する
11歳の少年グルーのもと、日々悪事を働
いていた。ある日、少年グルーが何者かに
連れ去られてしまう！ミニボス救出のため
に奔走するケビン・スチュアート・ボブは、
ある事件をきっかけにカンフー・マスター
と出会い、弟子入りを志願する。それは、幾
重もの試練が待ち受ける、険しき道の始ま
りだった・・・。

DVD

監督 平川 雄一朗

出演 清野菜名、松坂桃李
山田裕貴、内田理央

品番 RJD81773

分数 115分

（音声）1：日

分数

（音声）1：日

130分

(C) 2022 UNIVERSAL STUDIOS. 
ALL RIGHTS RESERVED.

NOPE /ノープ
亡き父から、牧場を受け継いだＯＪは、半年前の父
の事故死をいまだに信じられずにいた。形式上は、
飛行機の部品の落下による衝突死とされている。
しかし、そんな“最悪の奇跡”が起こり得るのだろ
うか？何より、ＯＪはこの事故の際に一瞬目にした
飛行物体を忘れられずにいた。

監督 ジョーダン・ピール

出演 ダニエル・カルーヤ
キキ・パーマー

品番 GNBR9619

分数

DVD

Ⓒ 2022 フジテレビジョン、アミューズ、文藝春秋、
FNS27社

(C) 2022 Universal Studios. All Rights Reserved.

ミニオンズ フィーバー
映画第3弾、福山雅治主演『ガリ
レオ』シリーズ最高傑作！
沈黙は、連鎖する──　それは罪
か、愛か。【沈黙】に隠された【真
実】を解き明かす！     
天才物理学者・湯川学の元に、警視庁捜査
一課の刑事・内海薫が相談に訪れる。行方
不明になっていた女子学生が、数年後に遺
体となって発見された。内海によると容疑
者は、湯川の親友でもある先輩刑事・草薙
俊平がかつて担当した少女殺害事件で、完
全黙秘をつらぬき、無罪となった男・蓮沼
寛一。蓮沼は今回も同様に完全黙秘を遂行
し、証拠不十分で釈放され、女子学生の住ん
でいた町に戻って来た。町全体を覆う憎悪
の空気…。 そして、夏祭りのパレード当日、
事件が起こる。

ソニー ソニー

DVD

監督 西谷弘

出演 福山雅治
柴咲コウ
北村一輝
飯尾和樹

品番 TCED6759監督 カイル・バルダ

出演 （声）（日本語吹替）：笑福亭鶴瓶
市村正親
尾野真千子
渡辺直美
田中真弓

品番 GNBR9609

分数 87分

（音声）1：英　2：日
（字幕）1：日　2：英

Ⓒ 柊あおい／集英社　Ⓒ 2022『耳をすませば』 製作委員会

耳をすませば DVD

Ⓒ 2022映画『アイ・アム まきもと』製作委員会

アイ・アム まきもと

不朽の名作「耳をすませば」が、清
野菜名×松坂桃李W主演で実写
映画化！あれから10年―大人に
なった雫と聖司、ふたりの新たな
物語が動き出す

世界をつなぐ、迷惑もある　
ちょっと迷惑な男、牧本が“まき”
起こす、奇跡のストーリー
人知れず独りで亡くなった人を埋葬する
「おみおくり係」として働く牧本は、故人の
思いを大事にするあまり、つい自らのルー
ルを優先してしまい周囲に迷惑がられて
いた。ある日身寄りなく他界した老人・蕪
木の部屋で彼の娘らしき少女の写真を見
つけるが、「おみおくり係」の廃止が決定し、
蕪木の埋葬が最後の仕事となってしまう。

読書が大好きな中学生の女の子・月島雫。ある
きっかけで天沢聖司と“最悪の出会い”を果た
すが、聖司に大きな夢があることを知り、次第
に惹かれていく。聖司に背中を押され、雫も自
分の夢を胸に抱くようになったが、聖司は夢
を叶えるためイタリアに渡ることに。二人は
離れ離れになってもそれぞれの夢を追いかけ、
また必ず会おうと誓い合う。それから10年後。
雫は、児童書の編集者として出版社で働きな
がら夢を追い続けていたが、思うようにいか
ずもがいていた。

DVD

水田 伸生 品番 RJD81772

分数 105分

（音声）1：日

監督

阿部サダヲ、満島ひかり
宇崎竜童、松下洸平

出演
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※無断転載・複製を禁ず

TCUIP

Ⓒ 2022 INSPIRED CREATIONS FILM, LLC. 
ALL RIGHTS RESERVED.

ワイルド・ロード
組織から金とコカインを盗んだフレディは、腹部
に銃弾を受けながらも命からがら逃げ出し、長距
離バスに乗り込む。冷酷無比な女ボスのヴィック
は、裏切りを絶対に許さない。フレディと共謀した
仲間たちは、次々と捕まり殺されていく。しかし、
フレディには何としても逃げ切らなければいけ
ない理由があった。

DVD

Ⓒ 2022『貞子DX』製作委員会

貞子DX

SNSで拡散する貞子の呪い “呪いのビデオ”を
見た人が 24時間後に突然死するという事件が
全国各地で発生。IQ200 の天才大学院生・一条
文華（小芝風花）は、テレビ番組で共演した人気
霊媒師のKenshinから事件の解明を挑まれる。

監督 木村ひさし

出演 小芝風花
川村壱馬
（THE RAMPAGE）
黒羽麻璃央

品番 DABR5890

分数 100分

（音声）1：日

DVD

監督 アンドリュー・ベアード

出演 コルソン・ベイカー
ストーム・リード
ドレア・ド・マッテオ

品番 ALBSD2687

分数

（音声）1：英　2：日
（字幕）1：日デカ

97分

Ⓒ 映画『AKAI』製作委員会

AKAI
本作は現役のプロボクサーで、アメリカで映像を学ん
だ赤井英五郎が監督を務め、赤井の俳優デビュー作
『どついたるねん』（1989年）の阪本順治監督が全面
協力。再起不能のダウンから復活を遂げ主演として自
分自身を演じた『どついたるねん』と、世界王者に挑戦
した「ブルース・カリー戦」と引退の引き金になった
「大和田正春戦」の息を呑む迫力の試合映像、貴重な
インタビューでつづられる。

監督 品番 GADR2596

分数 88分

赤井英五郎

出演 赤井英和

（音声）1：日

DVD

I AM MAKIMOTO

Minions: The Rise of Gru

Ⓒ 2022「映画ざんねんないきもの事典」製作委員会
Ⓒ TAKAHASHI SHOTEN　

映画ざんねんないきもの事典
『映画ざんねんないきもの事典』では豊な自然の中で
「ざんねんないきもの」たちが多数生息する、オースト
ラリア・南極・日本（長野県安曇野市）の３か所を物語
の舞台に選定。アニメーション制作はTVアニメ『ざん
ねんないきもの事典』『映画 すみっコぐらし』などキャ
ラクター系アニメの話題作を続々と手掛けるファン
ワークスが務めます。

ウチヤマユウジ
イワタナオミ

監督

出演 （声）
花江夏樹
内田真礼
下野紘　

品番 5DMPBA297

分数 91分

（音声）1：日

DMM

DVD

ギャガ

Ⓒ THRONE / KARAVAN Pictures

桜色の風が咲く

教師の夫、三人の息子とともに関西の町で暮らす
令子。末っ子の智は幼少時に視力を失いながらも、
家族の愛に包まれて天真爛漫に育つ。やがて令子
の心配をよそに東京の盲学校で高校生活を謳歌。
だが１8歳のときに聴力も失う・・・。

出演

監督 品番 GADR2606

分数 113分

（音声）1：日

DVD

Ⓒ 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. 
All rights reserved.

ドント・ウォーリー・ダーリン

完璧な生活が保証された街で、アリス（フローレ
ンス・ピュー）は愛する夫ジャック（ハリー・スタ
イルズ）と平穏な日々を送っていた。そんなある
日、隣人が赤い服の男達に連れ去られるのを目撃
する。それ以降、彼女の周りで頻繁に不気味な出
来事が起きるようになる。

監督 オリビア・ワイルド

出演

（音声）1：英　2：日
（字幕）1：日　2：英

品番 1000824127

分数 123分

DVD

Ⓒ 2022『グッバイ・クルエル・ワールド』製作委員会

グッバイ・クルエル・ワールド
互いに素性を知らない一夜限り結成された強盗
団が向かうのは、さびれたラブホテル。片手にピス
トル、頭に目出し帽、ハートにバイオレンスで、ヤ
クザ組織の資金洗浄現場を“たたく”のだ。仕事は
大成功、大金を手にそれぞれの人生へと戻ってい
く。──はずだった。

監督 大森立嗣

西島秀俊
斎藤工　
宮沢氷魚

品番 80DRJ30207

分数

（音声）1：日
（字幕）1：日

127分出演

DVD

One Way

アルバトロス

Don't Worry DarlingNope

ハピネット

ギャガ

UIP

KADOKAWA

131 分

（音声）1：英　2：日
（字幕）1：日　2：英

フローレンス・ピュー
ハリー・スタイルズ

松本准平

小雪
田中偉登
吉沢悠

ワーナー

パク：スティーヴン・ユァン

R15


