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丑嶋は本当に血も涙もない人間なの
か。１２年の歳月を超えた因縁の最終
決戦の果てにあるのは和解か、決裂
か？絶望か、希望か？

闇金ウシジマくん　ザ・ファイナル

ミッキーマウスの短編集！
全７話（吹替版）

バラエティ・アニメ

ミッキーマウス vol.5（日本語吹替版）
悪いヤツから街を守るレゴバットマン
は、みんなの人気者！だがその正体は
超かまってちゃんな、こまったちゃん
ヒーローだった ！

バラエティ・アニメ

レゴバットマン　ザ・ムービー（吹替版）
暴力は正しい…そう感じた無気力青
年は平凡な日常を打破するため不良
になることを決意する！

邦　画

ゲバルト
大阪西刑務所の中、けたたましいサイ
レンの音が響き渡る…。天王寺・稲村
組幹部・竜崎栄治が所内病舎の屋上
から飛び降り自殺をしたのであった！

邦　画

裏門釈放

チップとデールの短編集！
全９話（吹替版）

チップとデール vol.1（日本語吹替版）

バラエティ・アニメ

洋　画

エクストリーム・スポーツ界のカリス
マ、ケイジは極秘任務を引き受ける。
それは、世界中の軍事衛星をコント
ロールできる危険な装置の奪還依頼
だった。

洋　画

トリプルX:再起動（字幕版）
ミアは女優を目指していたが、何度
オーディションを受けても落ちてばか
り。ある日、ミアは場末の店で、あるピ
アニストの演奏に魅せられる。

洋　画

ラ・ラ・ランド（字幕版）

バラエティ・アニメ

未知の生物を求め調査遠征隊が潜入
するが、島に着くやいなや、状況は一
変する。そこは人が決して足を踏み入
れてはいけない場所だった。

洋　画

キングコング　髑髏島の巨神（字幕版）

洋　画

邦　画

親友、家族、そして大切な写真…東京、
大阪、鹿児島を舞台に、ほのぼのと流れ
て行くありふれた日常を描いたハート
フルムービー、ここに誕生。

バラエティ・アニメ 邦　画

邦　画邦　画

洋　画 洋　画

洋　画 洋　画

洋　画 洋　画 邦　画

戦国の世と化したヤクザ社会、力で天
下統一を目指す男達が繰り広げる、下
克上の物語…。

極道天下布武

邦　画

ドナルドダックの短編集！
全７話（吹替版）

ドナルドダック vol.9（日本語吹替版）

バラエティ・アニメ

少年院から帰ってきたばかりの小橋
はナンバー１の座を取り戻すために
少年院で出会った武藤を野球部に引
き入れゲバルト５を襲撃する。

ゲバルト２

邦　画
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ザ・コンサルタント（字幕版）
会計士クリスチャン・ウルフに舞い込
んだ大企業からの財務調査依頼。彼
は重大な不正を見つけるがなぜか
依頼は一方的に打ち切られる…。

洋　画

女子カメラ
「モンスト」の開発に協力する小学生、 
焔レンと3人のチームメイトは、ある日
研究所の地下で、現実世界にいるはず
のないドラゴンを目撃する…。

バラエティ・アニメ

モンスターストライク THE MOVIE はじまりの場所へ

虎の志を継ぐのは、誰だ？！超豪華格闘
家が、一堂に会し熱演！！２０１０年７月
後楽園、５代目タイガーマスクが鮮烈デ
ビュー！

「バッジを取るか！俺の盃を取るか！お
前はどうする？」ヤクザＶＳ警察の抗争
と内紛を描く！

裏切りの仁義

邦　画

すべてを賭けて危ない橋を渡るヤツ
ら。彼らの前に、トゴ（10日で5割）とい
う違法な高金利で金を貸すアウトロー
の金融屋、ウシジマが立ちはだかる。

闇金ウシジマくん Part3

邦　画

「この城、敵に回したが間違いか…」天
下統一目前の秀吉が唯一、落とせない
城があった。驚天動地の戦いが今、始ま
る !

のぼうの城

新・四角いジャングル　虎の紋章

これは一体、誰の策謀か…！？そして、最
後に嗤うのは…！？ ! 人間が到達でき
る、至上の極悪がここに誕生。

COLD BLOOD　三つ巴の抗争2

地球の未来は　この少年たちに託され
た…。この夏、吉田くんたちと史上空前
の「脱力」大冒険へ繰り出そう！

鷹の爪８吉田くんの×（バッテン）ファイル

洋　画

発明家のケイドはある日、偶然安価で仕
入れた古いトラックが正義のトランス
フォーマー、オプティマスプライムだっ
た…。

トランスフォーマー/ロストエイジ（字幕版）

ボーンが消息を絶ってから何年もの歳
月が経過したある日、元同僚であるニッ
キーはボーンを見つけ、彼にある真実を
告げる…

ジェイソン・ボーン／JASONBOURNE（字幕版）

未知の星に不時着した宇宙船救出ミッ
ションに出発したエンタープライズ号。
見知らぬ土地に投げ出されたカークた
ちの限界を超えた戦いの幕が開く！

スター・トレック BEYOND／Star Trek Beyond（字幕版）

荒廃した近未来を舞台に妻子を暴走族
に殺された男の壮絶な復讐劇。主演のメ
ル、ギブソンの出世作となったマッド
マックスシリーズ第４弾！

マッドマックス 怒りのデス･ロード＜ブラック＆クローム＞エディション（字幕版）

恋人のジュリエットを救うため、高級車
を乗り換え速度無制限の高速道路（アウ
トバーン）を激走する！

アウトバーン（字幕版）
魔法動物学者ニュートは、魔法動物の調
査のためニューヨークを訪問する。彼の
魔法のトランクが取り違えられ、魔法動
物たちが世界中に逃亡してしまう…

ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅（字幕版）

洋　画

洋　画

高校生になっても何も変わらない日
常の中で、ある日の夜、月明かりが輝
く浜辺で、シャロンとケヴィンは初め
てお互いの心に触れることに…。

ムーンライト（字幕版）／（吹替版）
粋なコアラのバスター・ムーンが所有
する劇場は、その活況も今は昔、客足
は遠のき借金の返済も滞り、今や差し
押さえの危機に瀕していた…。

SING シング（吹替版）

洋　画

１９4４年６月。ノルマンディー上陸作戦
前夜、海岸線の魚雷、地雷爆破の任務を
負った英国軍特殊部隊の活躍を描く。

激戦地（吹替版）
父を殺され叔父たちとカンフーの旅興
行をしていた青年が、父を殺した悪の組
織の男に一行も皆殺しにされ、復讐す
る。

ドラゴンカンフー／竜虎八拳（吹替版）

IT企業のイケメン社長ジャックとの恋
が進展していく一方、かつての恋人
マークと再会し、2人の男性の間で揺
れ動くブリジットだったが…。

ブリジット・ジョーンズの日記（字幕版）

ジャック・リーチャー/Never Go Back（字幕版）
リーチャーは正義のために法を犯し、
ルール無用の闘いに挑むのだった！

普通の少年がスターダムを駆け上が
り、世界を魅了してゆく軌跡を映像化
した。この先も、夢をかなえ続ける感
動の実話がここに…。

ジャスティン・ビーバー　ネヴァー・セイ・ネヴァー（字幕版）
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