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商品名 商品番号 販売価格 解説 時間 音声 字幕 製作年 製作国 監督＆主演

イーブルノート LBX-046 ¥1,000
脚本に描かれたことが現実に！その“ノート”は死へといざなう。 売れない脚本家ジェフは、３５年前に起こった一

家惨殺事件について執筆を開始する。すると… 80分 英語 日本語 2004 アメリカ
監督マーク・アトキンス　主演アダム・ボールドウィン/ウ
ド・キアー/ジェニファー・ゲイツ/マーク・シェパード

帰らざる夜明け HBX-104 ¥1,000
田舎の美しい田園風景をバックに、孤独な男と二人の女のやるせない愛… フランスの片田舎。通りすがりの

ジャンは、未亡人クーデルクの手助けをした事で、彼女の家で働くことになり… 89分
日本語
／フラン
ス語／英
語

日本語／
吹替用

1971
フランス／アメ
リカ

監督ピエール・グラニエ＝ドフェール　主演アラン・ドロン/
シモーヌ・シニョレ/オッタヴィア・ピッコロ/ジャン・ティシュ

ヴェニスの商人 LBX-034 ¥1,000

シェイクスピアの人気戯曲『ヴェニスの商人』を、「イル・ポスティーノ」のマイケル・ラドフォード監督がアル・パ
チーノ、ジェレミー・アイアンズ、ジョセフ・ファインズという実力派キャストを揃え映画化。16世紀のヴェニス。貿
易商のアントーニオは、親友のバッサーニオが美しい女相続人ポーシャと結婚するのに必要な資金を借りるた
めの保証人を買って出る。ところが、ユダヤ人の高利貸シャイロックは、期限以内に返済できない場合は、代わ
りにアントーニオの肉１ポンドをもらう、という条件を突きつけるのだった…。

130分
英語／
日本語
吹替

日本語／
日本語吹
替用

2004

アメリカ／イタ
リア／ルクセ
ンブルク／イ
ギリス

監督マイケル・ラドフォード　主演アル・パチーノ シャイロッ
ク/ジェレミー・アイアンズ/ジョセフ・ファインズ

ニューヨーク 後の日々 LBX-035 ¥1,000

ニューヨークのパブリシストとして30年のキャリアを持つイーライはある日、難民の救済イベント開催を企画。こ
れまでの仕事で得た人脈を活用し、成功へ向け奔走する。心身の疲労で薬漬けになっているイーライには大掛
かりな企画だが、これが終われば仕事を引退して静かな余生を送るつもりでいた。そんな中、彼はクライアント
で人気俳優のケアリーからある仕事を依頼される。それは、暴行罪で捕まった彼の愛人で女優ジリーのスキャ
ンダルもみ消し。仕方なくイベントの準備と並行してジリーの面倒も見るイーライだったが…。

100分

英語／
日本語
吹替／
音楽(リ
ニア
PCM・
STEREO
2ch)

日本語／
日本語吹
替用

2002 アメリカ
監督ダン・アルグラント　主演アル・パチーノ/キム・ベイシ
ンガー/ライアン・オニール

嬲られる女 LBX-061 ¥1,000
閉ざされた森の奥深くの小屋で起った連続殺人―。 誘拐され重傷を負った過去をもつ弁護士のアンナ。突如、

アンナ宛に殺人を予告する謎の電話が入り… 91分 ドイツ語 日本語 2009 ドイツ
監督マヌエル・フルリン・ヘンドリー　主演アレキサンドリ
ア・ネルデル/クレーメンス・シック/マクシミリアン・フォン・
プーフェンドルフ/カロリーヌ・シュッヘ

拳銃のバラード MWX-005 ¥1,000

バウンティハンターvs初老のガンマン、そして凶悪な兄弟！抜く手を見せぬ銃撃戦！まさに、弱肉強食の世

界！！ 暴虐な兄弟が支配するマリンタン。兄弟へ復讐をしにきたクッドと、兄の賞金首を狙うニグロスは手を組

み…
95分 イタリア

語
日本語 1967

イタリア／フラ
ンス／スペイ
ン

監督アルフィオ・カルタビアーノ　主演アントニー・ギドラ/
アンジェロ・インファンティ/アントニー・フリーマン/アル・
ノートン

限界戦線 LBX-008 ¥1,000
第二次世界大戦のソ連・ドイツ攻防戦アクション。ソ連ベラルーシにかかる鉄橋を巡って、ソ連軍装甲列車とドイ
ツ軍が激しい攻防を展開する

125分
ロシア語
／日本
語吹替

日本語／
日本語吹
替用

2006
ロシア／ベラ
ルーシ共和国

監督ジノヴィ・ロイズマン　主演アンドレイ・パニン/デニス・
ニキフォロフ

ニューヨーク、狼たちの野望 LBXC-503 ¥1,000
ニューヨークの片隅に生きる三人の男たち、それぞれの野望が交錯する―― 人々から忘れ去られたスタテンア
イランド。マフィアがはびこるこの地域で、3人の男たちの人生が交錯する…

97分 英語／
日本語

日本語／
吹替用

2008
アメリカ／フラ
ンス

監督ジェームズ・デモナコ　主演イーサン・ホーク/ヴィンセ
ント・ドノフリオ/シーモア・カッセル/ジュリアンヌ・ニコルソ
ン

愛と欲望 ミラノの霧の中で HBX-106 ¥1,000
計略、打算、情事、そして希望。灰色の街を彷徨う男と女たちの物語 銀行家ウーゴの不正取引を追う女性財務

警察官のリータは、電話を盗聴し不正の証拠を掴もうとしていた… 97分 イタリア
語

日本語 2006 イタリア
監督フランチェスカ・コメンチーニ　主演ヴァレリア・ゴリー
ノ/ルカ・ジンガレッティ/ジュゼッペ・バッティストン/ラウラ・
キアッティ

パリジェンヌ HBX-101 ¥1,000
キャバレーの踊り子エラ、十六区のレジャー・マダムであるアントニア、久しぶりに故郷のパリへきたフランソワー
ズ、恋に焦がれる年頃の女学生ソフィー。四人のパリジェンヌの恋の行状を、それぞれのエピソードで語るオム
ニバス。

97分 フランス
語

日本語 1961
フランス／アメ
リカ

監督マルク・アレグレ/ジャック・ポワトルノー/ミシェル・ボ
ワロン/クロード・バルマ　主演カトリーヌ・ドヌーヴ/ダ
ニー・サヴァル/ダニー・ロバン/フランソワーズ・アルヌー
ル

キーファー・サザーランド in エア
ポート24時

CBX-23 ¥1,000

雷雨によって機能を果たせなくなった空港と、ジャンボ機墜落の危機を描く航空パニック・サスペンス。雷雨のた
め、ロサンゼルス空港が使えなくなり、多くの航空機は臨時着陸場としてフェニックス空港へ向っていた。だが、
滑走路はすぐに満杯になり、やがて飛行機同士の接触事故が発生しはじめる。同時に空港の機能が完全に麻
痺。時を同じくして、上空に待機するジャンボ機内でも事故が発生し、墜落の危機が訪れる。公開時タイトル「乱
気流／グランド・コントロール」

98分
英語／
日本語
吹替

日本語 1998 アメリカ
監督リチャード・ハワード　主演キーファー・サザーランド/
ケリー・マクギリス/ロバート・ショーン・レナード

フリーウェイ CBX-24 ¥1,000

売春婦の母と麻薬中毒の父を逮捕され、ひとりぼっちになった少女バネッサは、祖母の家に向かう途中で車が
故障してしまう。ボブという親切そうな男に助けられたが、彼は連続レイプ殺人犯だった…。脚本家マシュー・ブ
ライトが童話「赤ずきん」をモチーフにしたシナリオを、「ナチュラル・ボーン・キラーズ」のオリバー・ストーンが製
作総指揮を務め、映画化されたサイコ・サスペンス。公開時タイトル「連鎖犯罪／逃げられない女」

102分
英語／
日本語
吹替

日本語 1996 アメリカ
監督マシュー・ブライト　主演キーファー・サザーランド/
リース・ウィザースプーン/ブルック・シールズ

ショウ・ボート DDC-083 ¥1,000
24年間にわたるロングランヒットのミュージカル「ショウ・ボート」を映画化！ “ショウボート”で育ったマグノリアは
ゲイロードと恋に落ち、駈け落ちしてシカゴで愛の巣を営むが…

108分 英語／
日本語

日本語／
英語

1951 アメリカ
監督ジョージ・シドニー　主演キャスリン・グレイソン/エ
ヴァ・ガードナー/ハワード・キール/ジョー・Ｅ・ブラウン
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ブラックホール LBX-006 ¥1,000
研究所発生した事故により施設内にブラックホールと、同時にエネルギーを食う別のエネルギー体が出現。元
研究員が原因究明に呼び出されたがその間にも街は飲み込まれていく。

90分
英語／
日本語
吹替

日本語／
日本語吹
替用

2006 アメリカ
監督ティボー・タカクス 　主演クリスティ・スワンソン/ジャ
ド・ネルソン/デヴィッド・セルビー

ブレイブ・アサシン ―華麗なる
暗殺者―

LBX-055 ¥1,000
余命３ヶ月の暗殺者。悪人どもに銃弾をぶち込め！！ 余命三ヶ月を告げられたアナは、法の目をかいくぐり、犯

罪を繰り返す悪人を闇に葬り去る暗殺者となるが… 107分 英語 日本語 2007 アメリカ
監督ジェームズ・シール　主演クリスティン・ブラックポート
/ジョン・ハットン/エリザベス・ローズ/ジェフ・ニコルソン

さすらいの一匹狼 MWX-002 ¥1,000
大金を輸送する騎兵隊が、メキシコの盗賊団に襲われた。主人公の賞金稼ぎは一味を尾行して油断していると
ころを襲撃、大金の奪回に成功する。盗賊団は生き残りを集めて、今度は銀行を襲う計画を立てたが……。兄
の敵を追う賞金稼ぎと盗賊団の戦いを描いたマカロニ・ウェスタン。

88分 イタリア
語

日本語 1966
イタリア／スペ
イン

監督トニーノ・ヴァレリ　主演クレイグ・ヒル/ジョージ・マー
ティン/フェルナンド・サンチョ

二匹の流れ星 MWX-006 ¥1,000
二丁拳銃の賞金稼ぎとアウトローなメキシコ・ガンマンが荒野を舞台に対決！ マヌエルは牧場主に復讐するた

め、娘ドロレスを誘拐。牧場主は娘のため、殺し屋ジャンゴに依頼するが… 94分 イタリア
語

日本語 1967 イタリア
監督ロモロ・グエッリエリ　主演ゲイリー・ハドソン/ロレダ
ナ・ヌシアク/クラウディオ・カマソ/アドリアーナ・アンベシ

パニックスカイ LBXC-504 ¥1,000
高度３万フィートに潜む悪夢… 仲間を乗せて飛び立った新米パイロットのサラ。突然嵐の中へ突入し、制御不

能のまま上昇を続けていくと… 90分 英語 日本語 2010
カナダ／アメリ
カ

監督カーレ・アンドリュース　主演ジェシカ・ロウンデス/
ジュリアンナ・ギル/ライアン・ドノフー/ランドン・リポイロン

ターミネーター2525 LBXC-501 ¥1,000
ターミネーター vsターミネーター！かつて誰も目にしたことのない、究極の戦いが始まる！！ 西暦2525年。一
部の権力者たちはクローンを作成。しかし、クローンたちが突然人類への反乱を企てる…

86分 英語 日本語 2010 アメリカ
監督アンドリュー・ベルウェア　主演ジェフ・ベッツ/グレッ
グ・オリヴァー・ボーダイン/H.R.ブリットン/ナディア・ダッソ
ウキ

ミッシング 消された記憶 LBX-059 ¥1,000

謎の幼女失踪事件から16年、失意の母親の前に現れた女性。“消された記憶”が甦るとき、驚愕の真相が明か

される… 3歳の少女が突如として失踪。16年後のある日、母親のジュリアは、ルイーズという若い女性に出会う

…
116分 英語 日本語 2007 アメリカ

監督デヴィッド・オーバーン　主演シガーニー・ウィー
ヴァー/ケイト・ボスワース/イライアス・コティーズ/ケリー・
ラッセル

スネークトレイン LBX-045 ¥1,000
逃げまどう人間！巨大化した蛇に為す術もない！！ メキシコから、L.A.へ と走る列車内はスネークの襲撃を受
ける！恐怖が絶頂に達した時、スネークが巨大化し…

91分
英語／
日本語
吹替

日本語 2006 アメリカ
監督マラッチ・ブラザーズ　主演ジュリア・ルイス/アルビ
ン・カルロ/ジョヴァンニ・ビジャラ/シャロン・ゲイル

さいはての用心棒 MWX-003 ¥1,000
南北戦争直後、捕虜となっていた南軍将校は北軍に協力して、仲間のゲリラ隊がユマ砦を襲うのをやめさせよ
うとするが……。裏切り者の汚名を着せられ、砂漠で目を焼かれた男の復讐を主眼としたマカロニ・ウェスタン。

96分 イタリア
語

日本語 1966
イタリア／フラ
ンス／スペイ
ン

監督カルヴィン・ジャクソン・パジェット　主演ジュリアーノ・
ジェンマ/ソフィー・ドゥーミエ/ジャック・セルナス

荒野の一つ星 MWX-004 ¥1,000
罠に嵌められた新任保安官、0.6秒の早撃ちの腕で復讐を始める！！ 新任保安官ゲイリーの初仕事は成功し

て名を高める。が、これを面白く思わない市長とフレッドは、ゲイリーを失脚させようと… 105分 イタリア
語・英語

日本語 1967 イタリア
監督カルヴィン・J・パジェット　主演ジュリアーノ・ジェンマ/
テレサ・ジンペラ/ジャーマン・コボス/セルジュ・マルカン

疑惑の影 DDC-082 ¥1,000
長女と叔父との巧みな心理の綾…画面に隠されたいくつものキーワード… サンタ・ローザの町に住むニュート
ン一家の所に、突然叔父が訪れる。一家は悦んで彼を歓待するが…

108分 英語／
日本語

日本語／
英語

1942 アメリカ
監督アルフレッド・ヒッチコック　主演ジョセフ・コットン/テレ
サ・ライト/マクドナルド・ケリー/パトリシア・コリンジ

黄色いリボン DDC-079 ¥1,000
インディアン対騎兵隊としての活劇要素だけでなく、人物の細やかな心情描写に焦点をあてた傑作西部劇！ 退
役間近のネイサンは隊長夫人と、その姪の護衛することに。しかし、インディアンの大軍に行く手を阻まれ…

103分 英語／
日本語

日本語／
英語

1949 アメリカ
監督ジョン・フォード　主演ジョン・ウェイン/ジョーン・ド
リュー/ジョン・エイガー/ベン・ジョンソン

アパッチ砦 DDC-078 ¥1,000
「黄色いリボン」「リオ・グランデの砦」と続くジョン・フォードの騎兵隊三部作の第一作！！ サースデイは南北戦
争での失策で階級を下げられ、フォート・アパッチの守備隊の司令官に任命されるが…

127分 英語／
日本語

日本語／
英語

1948 アメリカ
監督ジョン・フォード　主演ジョン・ウェイン/ヘンリー・フォン
ダ/シャーリー・テンプル/ヴィクター・マクラグレン

リオ・グランデの砦 DDC-088 ¥1,000
メキシコ国境近くのリオ・グランデを舞台に、アパッチ族と国境警備隊の戦いを描いた「騎兵隊三部作」の 終
作！！ ヨーク中佐は襲撃してはメキシコに逃れるアパッチ族を追い、メキシコへ突入し本拠を覆滅するが…

105分 英語／
日本語

日本語／
英語

1950 アメリカ
監督ジョン・フォード　主演ジョン・ウェイン/モーリン・オハ
ラ/ベン・ジョンソン/クロード・ジャーマン・Ｊｒ

ザ・ボディーガード LBX-001 ¥1,000 殺されたボスの娘を守れ！忠実なボディーガードとボスの娘の的との攻防、そしてロマンスをコミカルに描く 98分
英語／
日本語
吹替

日本語／
日本語吹
替用

2002 アメリカ
監督マーティン・バーク　主演シルヴェスター・スタローン/
マデリーン・ストー/アンソニー・クイン

ウォンテッド“B” LBX-057 ¥1,000
フロリダからニューヨークへ。華やかな舞台を夢見て少女は降り立った… ビアンカは女優になることを夢見て、

ニューヨークに降り立つ。しかし、現実には上手くいかず、ある日… 115分 英語 日本語 2006 アメリカ
監督ドウェイン・DC・コールズ　主演シンディ・コラゾ/ニキ・
マーティン/ジャバリ・グレイ/チコ・メンデス

沈黙の脱獄 LBX-033 ¥1,000

「沈黙の戦艦」のスティーヴン・セガールが、自分を罠にはめた連中への復讐に燃える男を演じたサスペンス・ア
クション。
ハーラン・バンクスは義侠の大泥棒。愛するジェイダとの将来を考え、泥棒稼業から足を洗うことを決意、警備会
社で現金輸送車の運転手として働き始める。ところが仕事当日、現金引き渡しの現場で相棒のブルーノが突然
警備員を射殺、2000万ドルを奪って逃走。ハーランはブルーノに銃を突きつけられ、数十台のパトカー相手に
カーチェイスをするハメに。

91分
英語／
日本語
吹替

日本語／
日本語吹
替用

2005 アメリカ
監督ドン・Ｅ・ファンルロイ　主演スティーヴン・セガール/ア
ンソニー・“トレッチ”・クリス/サラ・バクストン
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コンクルージョン LBX-030 ¥1,000 ＦＢＩ捜査官マイクは、ハンガリーに拠点を置くロシア・マフィアの内部に潜入し、秘密捜査を行う事になった… 102分
英語／
日本語
吹替

日本語／
日本語吹
替用

2003
アメリカ／ハン
ガリー

監督ジェームズ・ブルース 　主演スティーヴン・ドーフ/ ボ
ブ・ホスキンス/ローラ・フレイザー

デッドマン LBX-027 ¥1,000
命と引き換えに特殊な能力を得た“オーパパーティカ”たちの戦いを描くアクションサスペンス。読心能力を持つ

ティーチットは、100年の寿命を持つサドックの依頼で人間界に潜伏している特殊能力者を探すことに。
102分 タイ語 日本語 2007 タイ

監督タナコーン・ポンスワーン　主演ソムチャイ・ケムクラ
ンド/シャクリット・ヤムナーム/リオ・プット

喜劇王 LBX-031 ¥1,000
演技にこだわりをもつ売れない役者ワンの下に、ホステス・ピュウ
ピュウが演技を学びにやって来て… 90分

広東語
／日本
語吹替

日本語 1999 香港
監督チャウ・シンチー　主演チャウ・シンチー/セシリア・
チャン/カレン・モク

地獄の銃弾 LBX-004 ¥1,000
ダイヤ加工技師が指名手配中の殺し屋に狙われた。依頼を受け私立探偵は技師の探索に乗り出したが。ノリス
が主演・製作総指揮

91分
英語／
日本語
吹替

日本語／
日本語吹
替用

2005 アメリカ
監督ウィリアム・タネン　主演チャック・ノリス/ジョアンナ・
パクラ/ダニエル・バーンハード

極限水域 LBX-007 ¥1,000
ロシア軍がドイツ軍と激しい戦闘を繰り広げていた1944年、“英雄”と呼ばれる潜水艦長マリーニンは家族が反
ロシア政府軍の活動家であったを理由に逮捕されてしまう。折りしも対ドイツ軍出撃の指令が下されたが、生還
しても逮捕という状況の中…。

100分
ロシア語
／日本
語吹替

日本語 2005 ロシア
監督ヴァジリ・チィギンスキー　主演ドミトリー・オルロフ マ
リーニン/ウラジミール・ゴスティウキン

デス・リベンジ2 LBX-064 ¥1,000
選ばれし者よ！戦え！！ グレンジャーは家で寛いでいると黒ずくめ集団に襲われた。襲撃者と組み合っている

と一人の女が助けに入り… 96分 英語 日本語 2011 ドイツ／カナダ
監督ウーヴェ・ボル　主演ドルフ・ラングレン/ナターシャ・
マルテ/ロックリン・マンロー/アレクス・ポーノヴィッチ

CIA LBX-005 ¥1,000
CIAエージェントのジャリッドはテロ容疑者とされる5人の身柄を拘束する命令を受ける。だがこの5人には実は

驚愕の過去が… 93分
英語／
日本語
吹替

日本語／
日本語吹
替用

1999 アメリカ
監督フレッド・オーレン・レイ　主演ドン・“ザ・ドラゴン”・ウィ
ルソン/バーバラ・スティール/アレキサンダー・キース

赤い靴 DDC-087 ¥1,000
映像美の極致！この作品ほど“赤”が美しい映像は存在しないかもしれない… バレー団の作曲家クラスターと
バレリーナ、ヴィキイは新バレー『赤い靴』の稽古中に愛し合う仲となるが…

113分 英語／
日本語

日本語／
英語

1948 イギリス
監督マイケル・パウエル　主演トン・ウォルブルック/マリウ
ス・ゴーリング/モイラ・シアラー/ロバート・ヘルプマン

X-GAMER　エックスゲーマー CBX-26 ¥1,000
『キングコブラ』のデヴィッド＆スコット・ヒレンブランド監督によるSFアクション。プレイした者を死へと導くゲーム
“GAMEBOX 1.0”を手にしたゲームオタクのチャーリー。ゲーム内に吸い込まれてしまった彼の前にボスキャラ・
ショーンが現れる。

85分
英語／
日本語
吹替え

日本語 2005 アメリカ
監督デヴィッド・ヒレンブランド/スコット・ヒレンブランド　主
演ネイト・リチャート/ダニエル・フィッシェル/パトリック・キ
ルパトリック

2022 LBX-056 ¥1,000
審判の時が来た…その時、世界は終焉する―― 2022年、地殻変動によりかつてない大地震の可能性が高ま

り、人類は壊滅的な大災害の危機に直面していた… 90分 タイ語 日本語 2009 タイ
監督トラノン・シーチュア　主演ピサーン・シーマンコン/シ
リンダー・ジェンセン/パーヌデート・ワタナスチャート/ス
チャオ・ポンウィライ

レジェンド・オブ・サンドマン 死の
砂漠の謎

LBX-053 ¥1,000
残されたメッセージ―― 伝説の謎が明かされる時がきた！ 祖父の遺言を聞いたスーは、仲間たちと共に砂漠

に隠された伝説の正体を明かすためにジャグド・サンドに旅立つ… 83分 英語 日本語 2006 アメリカ
監督ローラ・ワラス　主演ヒラリー・シュワルツ/ジョシュ・
コーネル/トラビス・ベッツ/レント・ハーガ

ヘル・ファイヤー LBX-028 ¥1,000
逃げ場のない要塞と化した空間で、未知の生命体に襲われる恐怖を描くクリーチャーパニック。政府の依頼で
油田堀削用の機材を運び、油田基地へと辿り着いたクルーたち。しかしスタッフの姿はなく、何者かに襲われた
ような無気味な傷痕を発見する。

102分
英語／
日本語
吹替

日本語／
日本語吹
替用

2002 カナダ
監督ジム・ウィノースキー　主演ビリー・ワーロック/キャサ
リン・ローグ・ハグクィスト/カート・マックス・ランテ

見知らぬ乗客 DDC-080 ¥1,000
有名な遊園地を舞台にした殺害現場の緊張感、何気ないショットで見せる恐怖感！ヒッチコックスリラーの傑
作！！ ガイは列車の中で、ブルーノに交換殺人を持ちかけるられる。ガイは当然この交換殺人を一笑したが…

101分 英語／
日本語

日本語／
英語

1951 アメリカ
監督アルフレッド・ヒッチコック　主演ファーリー・グレン
ジャー/ロバート・ウォーカー/ルース・ローマン/パトリシ
ア・ヒッチコック

1945戦場への橋 ：ナチス武装
戦線：

LBX-062 ¥1,000
少年兵たちは、猛攻を掻い潜り、要所である橋の防衛に命を掛ける！ 1945年、第二次世界大戦末期のドイツ。

ババリア地方の町に7人の若い兵士が任務を帯びて活動していた… 97分 ドイツ語 日本語 2008 ドイツ
監督ウォルフガング・パンツァー　主演フランカ・ポテンテ/
フランシス・ゴスケ/ラース・ステインホヘルン/ロベルト・
ホーラー

ビキニの裸女 HBX-105 ¥1,000
世界的スター、ブリジット・バルドーの初主演作。“BB”の伝説はここから始まった！ 黄金探しをしにラベジ島へ

行ったジェラールは、かつて島で会った灯台守の娘マニーナと恋に落ちるが… 86分 フランス
語

日本語 1952 フランス
監督ウィリー・ロジェ　主演ブリジット・バルドー/ジャン・フ
ランソワ・カルヴェ/ハワード・ヴェルノン/エスパスタ・コル
テス

恋するレオタード HBX-102 ¥1,000
“BB”ことブリジット・バルドーの、全編ウイーンロケされた幻の日本未公開作品！ ウイーンの音楽学校。ソ
フィーとエルザの美しい女学生二人は、音楽教師のエリックを誘惑することに夢中になる…

96分 フランス
語

日本語 1955
フランス／アメ
リカ

監督マルク・アレグレ　主演ブリジット・バルドー/ジャン・マ
レー/イザベル・ピア/イヴ・ロベール

シャッター リフレクション LBX-060 ¥1,000
超絶フルスロットル・バトル！！ 天才的な女性ドライバー、カイリー。チームと衝突しながらも実力をつけていく。

そんな彼女の前に… 89分 英語 日本語 2008 アメリカ
監督ショーン・マコーンヴィル　主演ブリタニー・マーフィ/
ゾーラ・バーチ/マーク・ブルカス/タミー・ブランチャード

奥さまは魔女 DDC-085 ¥1,000
新進の政治家がほれてしまった奥様は、なんと、魔女だったんです！！ 魔女ジェニファーは自分達を捕らえた
ウォーリー家に復讐しようとウォーリーとエステルの結婚式に現れるが…

77分 英語／
日本語

日本語／
英語

1942 アメリカ
監督ルネ・クレール　主演フレデリック・マーチ/ヴェロニ
カ・レイク/ロバート・ベンチリー/スーザン・ヘイワード

裸の石を持つ男 LBX-029 ¥1,000

10年前に全てを捨て町を出た元カーリング選手が、コーチの遺言を守りチームを立て直す姿をコミカルに描く。

昔のチームメイトを集めたクリスは、あまりの悲惨な状態に新たなコーチを迎え入れるが、その人は10年間音信

不通の父親だった…。

94分
英語／
日本語
吹替

日本語／
日本語吹
替用

2004 カナダ
監督ポール・グロス　主演ポール・グロス/レスリー・ニー
ルセン/カリ・マチェット
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キング・ソロモン DDC-084 ¥1,000
千古の神秘を包んだ“ソロモン王の宝窟”は、闇のまた闇に埋まる… オブライエンと娘ケイシイは、帰国の途中
に瀕死のスペイン人から「ソロモン王の宝窟」という言葉を聞き…

80分 英語／
日本語

日本語／
英語

1937 イギリス
監督ロバート・スティーヴンソン　主演ポール・ロブスン/
ローランド・ヤング/セドリック・ハードウィック/ジョン・ロー
ダー

アルティメット・ランナーズ LBXC-502 ¥1,000
跳ぶ　殴る　蹴る　投げる！なんでもありの危険なゲーム開催！！ フリーランニングに魅了されたケルヴィン。

仲間たちと技術を磨くことに夢中になっていたが、ある日… 85分 スウェー
デン語

日本語 2010 スウェーデン
監督ヨハネス・ピンター　主演マーカス・グスタフソン/マイ・
マグナソン/ティム・マン/ショーン・バナン

ハチェット無頼 MWX-001 ¥1,000
斧を武器に戦う賞金稼ぎの姿を描いた77年製作の西部劇アクション。霧深い山奥で賞金首を捕らえた凄腕の
賞金稼ぎ・ブレイドは、近くの鉱山町の酒場を訪れる。そこで彼は鉱山の監督を務めるバラーと賭けをし、金を
巻き上げることに成功するが…。

92分 イタリア
語

日本語 1977 イタリア
監督セルジオ・マルチーノ　主演マウリツィオ・メルリ/ジョ
ン・スタイナー/ドナルド・オブライエン

ケイヴ・フィアー LBX-018 ¥1,000
森に生息する未確認生物が人々を襲う！事故で下半身不随となってしまったプレストンは、リハビリ治療のため
に山中にある別荘を訪れていた。そんなある日、隣人の女性が怪物に連れ去られるのを目撃する。だがそれは
悲劇への単なる序章だった…

94分
英語／
日本語
吹替

日本語／
日本語吹
替用

2006 アメリカ
監督ライアン・シフリン　主演マット・マッコイ/ヘイリー・ジョ
エル/クリスティエン・ティンズレー

ミノタウロスの秘宝 シンドバッド
と迷宮の獣神

LBXC-505 ¥1,000
宝を守る巨大な獣神黄金に輝く財宝を目指し大冒険が始まる！ シンドバッドは強大な魔術師アルジハールの

隠し持った「ミノス王の年代記」を手に入れることに成功し… 89分 英語 日本語 2011 アメリカ
監督カール・ズウィッキー　主演マヌー・ベネット/ホリー・
ブライスリー/スティーヴン・グリブズ/ディミトリー・ベイ
ヴィーズ

紳士は金髪がお好き DDC-081 ¥1,000
“ちゃかり娘” ローレライと”芸人仲間” ドロシーがダイヤの首飾り騒動に巻き込まれる！ ナイトクラブの芸人仲
間ローレライとドロシー。二人が一緒にパリへ行くことになった船には…

92分 英語／
日本語

日本語／
英語

1953 アメリカ
監督ハワード・ホークス　主演マリリン・モンロー/ジェー
ン・ラッセル/チャールズ・コバーン/エリオット・リード

エマニュエル 愛欲のチベット HBX-001 ¥1,000
世界各国で繰り広げられる愛と性の物語を描いたハードエロスシリーズの「愛欲のチベット」編。初老の男・マリ
オは、過去に性的調教を施したエマニュエルと偶然同じ飛行機に乗り合わせ、彼女から19年間にも及ぶ淫美で
不思議な体験話を聞かされる。

89分 フランス
語

日本語 1993
フランス／アメ
リカ

監督フランシス・ルロワ　主演マルセラ・ワレルステイン/シ
ルヴィア・クリステル/ジョージ・レーゼンビー

エマニュエル 香港の情事 HBX-002 ¥1,000
香港をはじめアジア各国を舞台に繰り広げられる官能の物語。  香港でニキから、会社の ニノに片思いをして
いると告げられたエマニュエルは、媚薬を使いニキになりすまし…

90分 フランス
語

日本語 1993
フランス／アメ
リカ

監督フランシス・ルロワ　主演マルセラ・ワレルステイン/シ
ルヴィア・クリステル/ジョージ・レーゼンビー

エマニュエル ギリシャの誘惑 HBX-003 ¥1,000
魅惑のリゾート地ギリシャ。そこには愛欲の物語が存在する。　夫婦生活が上手くいっ ていないミハイリスとアン
ドレア。エマニュエル は媚薬を使い、夫婦関係を元通りにし…

90分 フランス
語

日本語 1993
フランス／アメ
リカ

監督フランシス・ルロワ　主演マルセラ・ワレルステイン/シ
ルヴィア・クリステル/ジョージ・レーゼンビー

エマニュエル カンヌの悦楽 HBX-005 ¥1,000
エマニュエルがバリで繰り広げる愛と性の物語… カンヌを訪れたエマニュエルは友人のアランに映画祭の大賞

候補であるサムを参加させるように頼まれ… 90分 フランス
語

日本語 1993
フランス／アメ
リカ

監督フランシス・ルロワ　主演マルセラ・ワレルステイン/シ
ルヴィア・クリステル/ジョージ・レーゼンビー

エマニュエル マンハッタンの背
徳

HBX-006 ¥1,000
エマニュエルがマンハッタンで繰り広げる愛と性の物語… マリオの甥であるスティーブンは南アフリカに滞在

中、シャラメに出会い自社のCMへ出演を依頼するが… 90分 フランス
語

日本語 1993
フランス／アメ
リカ

監督フランシス・ルロワ　主演マルセラ・ワレルステイン/シ
ルヴィア・クリステル/ジョージ・レーゼンビー

エマニュエル ベニスの欲情 HBX-007 ¥1,000
エマニュエルがベニスで繰り広げる愛と性の物語… エマニュエルは未亡人となった友人アナイスを訪ねるが、

義母に面会を拒まれてしまう。そこでエマニュエルは… 90分 フランス
語

日本語 1993
フランス／アメ
リカ

監督フランシス・ルロワ　主演マルセラ・ワレルステイン/シ
ルヴィア・クリステル/ジョージ・レーゼンビー

エマニュエル アムステルダムの
追憶

HBX-008 ¥1,000
エマニュエルがアムステルダムで繰り広げる愛と性の物語… アムステルダムで休暇を楽しんでいたエマニュエ

ルだが不運にも交通事故に遭ってしまい、記憶喪失になり… 90分 フランス
語

日本語 1993
フランス／アメ
リカ

監督フランシス・ルロワ　主演マルセラ・ワレルステイン/シ
ルヴィア・クリステル/ジョージ・レーゼンビー

舞台恐怖症 DDC-086 ¥1,000
英国らしいスリリングな推理と謎解き—マレーネ・ディードリッヒが劇中で歌も披露した、劇場未公開作品！ 演劇
学院生のイヴは、友人ジョナサンから愛人の女優シャーロットが殺人を犯し、自分の元へ駆け込んで来た、と聞
く…

110分 英語／
日本語

日本語／
英語

1950 イギリス
監督アルフレッド・ヒッチコック　主演マレーネ・ディードリッ
ヒ/ジェーン・ワイマン/リチャード・トッド/マイケル・ウィル
ディング

ザ・ウォール LBX-058 ¥1,000
脱出不可能！出口のない密室に監禁される極限の恐怖！！ 建築家のサムは猟奇的殺人事件があった建物

の解体を依頼される。ある時、設計図にない場所を発見した… 91分 英語 日本語 2009
アメリカ／フラ
ンス／カナダ

監督ジル・パケ＝ブランネール　主演ミーシャ・バートン/
キャメロン・ブライト/デボラ・カーラ・アンガー/パスカル・グ
レゴリー

処刑教室 LBX-063 ¥1,000
盗難事件の裏で発覚する謎。そして隠された新たなる陰謀… ある日、校長室の金庫から全国共通試験の答案

が盗まれる事件が発生し、自称敏腕ジャーナリストのボビーは… 93分 英語／
日本語

日本語 2008 アメリカ
監督ブレット・サイモン　主演ミーシャ・バートン/リース・ト
ンプソン/ブルース・ウィリス/パトリック・テイラー

続・荒野の1ドル銀貨 MWX-007 ¥1,000
耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍んで、復讐の炎を燃えたぎらせる！！ 南北戦争が終わり町に帰ってきたリ

ンゴ。しかし町は山賊と首領パコに蹂躙され、妻もパコに奪われていた… 97分
イタリア
語／英
語

イタリア
語用日本
語／英語
用日本語

1965 イタリア
監督ドゥッチオ・テッサリ　主演モンゴメリー・ウッド/ジョー
ジ・マーティン/ロレッラ・デ・ルーカ/アントニオ・カザス

フランケン・ライジング LBX-048 ¥1,000
天才外科医が創造した邪悪なモンスター！新たな恐怖伝説が今、幕を開ける！！ 下半身麻痺のプライス は、

ヴィクターが開発 した機器によって回復したかに思えたが、その副作用で… 85分 英語 日本語 2005 アメリカ
監督リー・スコット　主演レット・ガイルズ/トム・ダウニー/
ジェフ・デントン/ジョエル・ヘブナー
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黄金の七人 1＋6エロチカ大作
戦

HBX-103 ¥1,000
田舎者の青年が精力絶倫ぶりを武器に、町の美女たちと珍騒動を繰り広げる！！ 田舎者のミケーレ。学もなけ

れば金もない彼だが、睾丸を3つも持ち、世にも稀なる精力絶倫男であることが判明し… 110分 イタリア
語

日本語 1971 イタリア
監督マルコ・ヴィカリオ　主演ロッサナ・ポデスタ/ランド・
ブッツァンカ/ルチアーノ・サルチェ

感染源 BIOHAZARD LBX-003 ¥1,000 ある研究者が作り上げた“メデューサ”と呼ばれる脅威の生命体をめぐる戦い 93分
英語／
日本語
吹替

日本語／
日本語吹
替用

2004 カナダ
監督パット・ウィリアムズ　主演ロレンツォ・ラマス/オナ・グ
ローアー/アダム・ハリントン

プレイス・イン・ザ・ハート MFDS0014 ¥3,800

1935年のテキサス、夫を事故でなくした世間知らずの女性が借金返済のため、そして自分の家族を守るため
に、ひたむきに生きる姿を描いたヒューマン・ドラマ。幼い2人の子供、黒人の浮浪者、そして盲目の下宿人と家
族愛を分かち合いながら、生きるために闘い続けるヒロインを『ノーマ・レイ』に続き、2度目のアカデミー主演女
優賞を獲得したサリー・フィールドが熱演。_ジョン・マルコビッチやエド・ハリス等多数の実力派が脇を固める。
『クレイマー、クレイマー』のロバート・ベントン監督が“永遠の家族のありかた”を描いた感動巨編。

112分 英語 日本語 1984 アメリカ
監督／脚本：ロバート・ベントン製作：アーレン・ドノバン製
作総指揮：マイケル・ハウスマン
サリー・フィールドジョン・マルコビッチエド・ハリス

ジプシーのとき MFDS0018 ¥3,800

漂泊の民　ジプシーがたどる　夢と幻の日々

ジプシーたちが生活する、旧ユーゴスラビアのとある小さな村。粗末な祖母の家で足の悪い妹や放蕩者の叔父
と暮らすペルハンは不思議な魔法とジプシーの誇りを祖母から授かり受けた心優しい少年だ。ある日、村一番
の金持ち、悪事をして稼ぐアーメドを頭とするジーダ兄弟が村に帰ってきた。祖母の魔術がアーメドの息子を急
病から救ったことで、彼は妹の足を治すことを約束。ペルハンも同行して町の病院に向かったが、病院に妹を入
れるとアーメドは無理やりペルハンをイタリアへ連れていき、ジプシーの“生活の糧”のひとつである盗み、物乞
いを教え込む。次第に悪に手を染めるぺルハンだったが―
『パパは出張中！』『アンダーグラウンド』でカンヌ国際映画祭グランプリを受賞したエミール・クストリッツァ監督
が、秘められたジプシーたちの姿を、土着的な描写と超現実的なイメージで巧みに構成した本作は、監督自身
が実際にジプシーたちの居住区に住み込み取材して作られた。キャストの大半は本物のジプシーで、演技は初
めてだったという。またこの映画は文字を持たないジプシーの言葉“ロマ語”によって撮られた 初の映画と言
われている。

142分

ロマ語／
セルビ
ア・クロ
アチア語
／イタリ
ア語

日本語 1989

イギリス
イタリア
ユーゴスラビ
ア

監督/脚本：エミール・クストリッツァ
脚本：ゴルダン・ミヒッチ
製作：ミルザ・パシッチ
撮影：ヴィルコ・フィラチ
音楽：ゴラン・ブレゴヴィッチ
出演／
ペルハン：ダヴォール・ドゥイモヴィッチ
アーメド：ボラ・トドロヴィッチ
ベルハンの祖母：リュビシャ・アジョヴィッチ

愛と哀しみのボレロ MFDS0004 ¥2,800

クロード・ルルーシュ×フランシス・レイ×ミシェル・ルグラン
流麗な映像と甘美なメロディの数々が、ラヴェルのボレロへとなだれ込む人間賛歌！
フランス映画界きっての映像詩人クロード・ルルーシュが製作・脚本・監督を兼任し、持てる力をすべて注いだ自
らのキャリア＝人生の「総決算」的ミュージカル歴史大作。

184分

フランス
語・英
語・ドイツ
語・ロシ
ア語

日本語 1981 フランス

製作・監督・脚本：クロード・ルルーシュ／音楽：フランシ
ス・レイ、ミシェル・ルグラン／「ボレロ」作曲：モーリス・ラ
ヴェル／振付：モーリス・ベジャール／撮影：ジャン・ボフ
ティ／出演：ロベール・オッセン、ニコール・ガルシア、ジェ
ラルディン・チャップリン、ダニエル・オルブリフスキ、ジェイ
ムズ・カーン、ジョルジュ・ドン、リタ・プールヴォールド、エ
ヴリーヌ・ブイックス、マーシャ・メリル、フランシス・ユス
テール、レーモン・ペルグラン、ジャン＝クロード・ブリア
リ、ファニー・アルダン、ジャン＝クロード・ブティエ、リ
シャール・ボーランジェ、ジャン＝ピエール・カルフォン、
ポール・プレボワ、アレクサンドラ・スチュワルト、マニュエ
ル・ジェラン、ジャック・ヴィルレ

死刑台のメロディ MFDS0016 ¥3,800

1920年代、イタリア移民の労働問題が叫ばれていたボストン。靴職人のニコラ・サッコと魚行商人のバルトロメ
オ・ヴァンゼッティは製靴会社の現金強盗殺人犯として逮捕されるが、二人にはまるで身に覚えがない。しかし
次々と提示される証言や証拠は、ことごとく彼らが犯人であることを示していた。やがて二人には有罪の判決が
下される……
アメリカで実際に起きた歴史に残る冤罪事件、サッコ＝ヴァンゼッティ事件をジュリアーノ・モンタルドが怒りを込
めて映画化。音楽はエンニオ・モリコーネが担当し、ジョーン・バエズが主題歌「勝利の賛歌（Here’sToYou）」と
「サッコとバンゼッティのバラード」を哀惜の念をこめて歌っている。

125分
イタリア
語

日本語 1971
イタリア
フランス

監督／脚本：ジュリアーノ・モンタルド
脚本:ファブリッツィオ・オノフリ
撮影:シルヴァーノ・イッポリティ
音楽:エンニオ・モリコーネ
主題歌：ジョーン・バエズ
出演：
バルトロメオ・ヴァンゼッティ：ジャン・マリア・ヴォロンテ
ニコラ・サッコ：リカルド・クッチョーラ
カッツマン：シリル・キューザック
ローザ：ロザンナ・フラテッロ
タイヤー：ジェフリー・キーン
ムーア：ミロ・オーシャ

昼顔 MFDS0003 ¥2,800
昼に咲く花＝昼顔の偽名を使い、夫に隠れて売春を始めた人妻。その心の奥底にあるものは……。
美貌の絶頂期にあったカトリーヌ・ドヌーヴが巨匠ルイス・ブニュエルと初めて組んだ名作。

100分
フランス
語

日本語 1967
フランス＝イタ
リア

製作：レイモン・アキム、ロベール・アキム／監督：ルイス・
ブニュエル／脚本：ルイス・ブニュエル、ジャン＝クロード・
カリエール／出演：カトリーヌ・ドヌーヴ、ジャン・ソレル、ミ
シェル・ピコリ、マーシャ・メリル
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わが青春のマリアンヌ MFDS0002 ¥3,800
フランス映画史上の傑作「望郷」の名匠ジュリアン・デュヴィヴィエ監督による美しい湖畔と古城を舞台にした若
い男女のファンタジックなラブストーリー。

101分
フランス
語

日本語 1955 フランス

監督・脚本：ジュリアン・デュヴィヴィエ　原作：ペーター・
フォン・メンデルスゾーン撮影：レオンス＝アンリ・ビュレル
音楽：ジャック・イベール　出演：マリアンヌ・ホルト、ピエー
ル・ヴァネック、イザベル・ピア

眼には眼を MFDS0001 ¥3,800
幻の恐怖映画の傑作、待望のDVD化。ささいな対応の失敗から、アラブ人の男から執拗に復讐されるフランス
人医師の運命。

108分
フランス
語

日本語 1957 フランス
監督・脚本：アンドレ・カイヤット　原作：ヴァエ・カッチャ　撮
影：クリスチャン・マトラ　音楽：ピエール・ルイギ 出演クル
ト・ユルゲンス 　フォルコ・ルリ

レイザーバック 1000269286 ¥3,800

グレゴリー・ハリソン扮するアメリカ人が、行方不明になった妻を捜しにオーストラリアの奥地へやってくる。何も
知らない彼がそこで見たものは…。_背筋が凍る秘境から現れた伝説の巨大魔獣“レイザーバック”が所狭しと
暴れまくる！ミュージック・ビデオ出身の監督ラッセル・マルケイの演出、そして名手ディーン・セムラーが撮影を
担当。＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

95分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1983 オーストラリア
監督：ラッセル・マルケイ　原作：ピーター・ブレナン　出演：
グレゴリー・ハリソン、ジュディ・モリス、ビル・カー、アー
キー・ホワイトリー

ドリーム・ラバー 1000269300 ¥3,800

キャシー・ガードナーは、自宅アパートで暴漢に襲われて以来、もはや昔の自分ではなくなってしまった。おそら
く永遠に…。悪夢に悩まされ、事件の一部始終が頭から離れないキャシーは、未認可の治療を受ける決心をす
る。_しかし、その治療のせいで彼女は悪夢と現実の区別がつかなくなり、身の回りの人間や自分に対してもナイ
フを振り回して襲いかかるようになってしまう。アボリアッツ国際ファンタスティック映画祭グランプリ受賞作品。＊
このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

104分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1986 アメリカ
監督：アラン・Ｊ・パクラ?出演：クリスティ・マクニコル、ベ
ン・マスターズ、ポール・シェナー、ゲイル・ハニカット、ジャ
スティン・ディーズ

大人になれば… 1000269282 ¥3,800

バーナードは、大人になってしまうことが不安でしょうがない、どこにでもいそうな若者。そんなバーナードも父親
の「大人になれ」の一言により、実家を出てアパートで一人暮らしをすることになる。_愛する女性と身も心も分か
ち合いたいと強く願うバーナードは、親元を離れ理想の“自由なライフスタイル”を実現するため奔走するが…。
大人になりきれない若者たちの葛藤を瑞々しく描いた、ロマンティック・コメディ。コッポラはカリフォルニア大学ロ
サンゼルス校(UCLA)在学中に発表した本作で、同校の芸術学修士号を得た。＊このタイトルの映像には、予め
日本語字幕が収録されています。

97分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1966 アメリカ
監督／脚本：フランシス・フォード・コッポラ　原作：デヴィッ
ド・ベネディクタス　出演：デヴィッド・ベネディクタス、ピー
ター・カストナー

いちごブロンド 1000269285 ¥3,800

“いちごブロンド”の髪の女性が忘れらないビフは、彼女が友人のヒューゴと駆け落ちしたと知って大ショック。あ
てつけに別の女性と結婚するものの、ある日、また“いちごブロンド”が現れて…。_ラオール・ウォルシュ監督
が、往年のニューヨークへのノスタルジアをこめて作った『或る日曜日の午後』のリメイク版。リタ・ヘイワースが、
“いちごブロンド”の髪のヒロインに扮して、本作でスターダムにのし上がった。＊このタイトルの映像には、予め
日本語字幕が収録されています。

99分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1941 アメリカ
監督：ラオール・ウォルシュ　出演：リタ・ヘイワース、ジャッ
ク・カーソン、ジェームズ・キャグニー、オリヴィア・デ・ハ
ヴィランド

いちご白書 1000269284 ¥3,800

60～70年代のアメリカに吹き荒れた学園紛争を舞台に、反体制派の女子学生と知り合った純な大学生サイモン
が、紛争に巻き込まれていく姿を描く。_バフィ・セント＝マリーの歌うせつない主題歌“サークル・ゲーム”が一世
を風靡した。カンヌ国際映画祭審査員賞受賞作品。＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されて
います。

108分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1970 アメリカ
監督：スチュアート・ハグマン　原作：ジェームズ・クーネン
出演：ブルース・デイヴィソン、キム・ダービー、ボブ・バラ
バン

ボーイフレンド 1000269306 ¥3,800

鬼才ケン・ラッセル監督がミュージカルに挑んだ意欲作。主役のスターが足をケガして、ずぶの素人である舞台
助手が代役に大抜擢。スターを目指し、舞台を夢見る男女が織りなす色とりどりの人生模様。_かくして、きらび
やかなステージの表と裏の世界が展開する。本作でファッション界のアイコン、ツイッギーが気立ての優しいポ
リー役で映画デビューした。＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

109分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1971 イギリス
監督／脚本：ケン・ラッセル　出演：ツイッギー、クリスト
ファー・ゲイブル、マックス・アドリアン、グレンダ・ジャクソ
ン、トミー・チューン

リトル・ドラマー・ガール 1000269296 ¥3,800

イスラエルの諜報機関モサドに組み込まれたアメリカの舞台女優チャーリーは、パレスチナ・ゲリラの爆弾テロリ
スト犯をおびきだすため、犯人の死んだ弟の恋人になりすまし持ち前の演技力を駆使するが、次第にぬきさしな
らない状況に…_。ジョン・ル・カレのベストセラー小説を原作に、ジョージ・ロイ・ヒル監督はロンドン、ミュンヘン、
アテネ、エルサレム、ベイルートと世界をかけめぐり、名人芸を披露。＊このタイトルの映像には、予め日本語字
幕が収録されています。

130分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1984 アメリカ
監督：ジョージ・ロイ・ヒル　原作：ジョン・ル・カレ　出演：ダ
イアン・キートン、ヨルゴ・ヴォヤギス、クラウス・キンス
キー

緑の館 1000269298 ¥3,800

革命運動から逃れるためにアマゾンの未開の地へとやって来た青年アベル。彼はそこで妖精のように美しい女
性リーマと運命的な出会いを果たす。オードリー・ヘップバーンとアンソニー・パーキンス共演が話題となったロ
マンス。_監督は当時ヘップバーンの夫であったメル・ファーラー。＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕
が収録されています。

105分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1959 アメリカ
監督：メル・ファーラー　出演：オードリー・ヘプバーン、アン
ソニー・パーキンス、リー・Ｊ・コッブ、早川雪舟、ヘンリー・
シルヴァ

課外教授 1000269263 ¥3,800

オーシャン・フロント高校の男子学生ポンセ・ド・レオン・ハーパーは、もやもやとセックスのことが頭から離れな
い。学園内は美人だらけ。しめたものと思いきや、その子たちが次々と殺されていく…。_フラワー世代のフリー・
セックス華やかなりし頃の、ブラックでセクシーでコミカルな学園ミステリー。好色なフットボールのコーチ役でロッ
ク・ハドソンが主演し、セクシーな代用教師役でアンジー・ディキンソン、『刑事コジャック』のテリー・サバラスも登
場する。＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

92分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1971 アメリカ
監督：ロジェ・ヴァディム　原作：フランシス・ポリーニ　出
演：ロック・ハドソン、アンジー・ディキンソン、ジョン・デ
ヴィッド・カーソン
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暗黒街の女 1000269289 ¥3,800

『大砂塵』『理由なき反抗』の名監督ニコラス・レイが、ギャング映画に転じて新境地を見せた掘り出し物。1930年
代のシカゴを舞台に、ギャングのお抱え弁護士と妖艶な女が、道ならぬ恋に落ちる。_名匠レイが暴力の暗黒と
鮮血の真紅を色鮮やかにスクリーンに叩きつける。特に、暗黒街のボスが入れあげた女は既婚だと知り、女の
写真に鉛の銃弾を撃ちこむシーンが出色！＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

99分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1958 アメリカ
監督：ニコラス・レイ　原作：レオ・カッチャー　出演：リー・
Ｊ・コッブ、シド・チャリシー、ロバート・テイラー、ジョン・アイ
アランド

雨のなかの女 1000269287 ¥3,800

妊娠2か月の身重がゆえ、漠然たる不安を感じたヒロインのナタリーは、寝ている夫に書置きを残し、雨降る朝、
ロング・アイランドの家を後にする。自分自身を見つめるため…。_コッポラ監督はアメリカ全土にわたる旅に出
て、自由にカメラを回し、このリアルでせつない映画を撮った。先取りした撮影手法が光る、幻の愛の名作。サン
セバスチャン国際映画祭グランプリ受賞作品。＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されていま
す。

102分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1969 アメリカ
監督・脚本：フランシス・フォード・コッポラ　製作補：ジョー
ジ・ルーカス　出演：シャーリー・ナイト、ジェームズ・カー
ン、ロバート・デュヴァル

マクベス CPDM10574 ¥3,800

鬼才ポランスキーの清新な感覚が、波打つ現代に生きるシェイクスピアの世界に初めて挑む！

反乱を起こしたコーダー領主とノルウェーの援軍を倒したスコットランドの将軍マクベス（J・フィンチ）とバンクオ
（N・セラビー）。戦いがほぼ終結した荒野で三人の魔女からマクベスはコーダー領主からいずれスコットランド王
に、バンクオの子孫も王になると告げられる。スコットランド王の使いから戦功によりコーダー領を与えられたマ
クベスは、魔女の言葉を信じるようになるが、バンクオは悪魔は言葉で信用させて裏切ると忠告する。夫以上に
野心を抱えるマクベス夫人（F・アニス）は魔女の予言を聞き、夫を王の地位につけることを決意する。マクベス
の居城にダンカン王がやってくることを知った夫人は、ためらうマクベスを罵り、煽り、王を暗殺するよう唆す。護
衛に前後不覚になるまで酒を飲ませた後、幻の短剣に導かれるように王の寝室にやってきたマクベスは、目を
覚ました王の身体に短剣を突き刺し、夫人が護衛の手にその短剣を握らせた。翌朝、共の者が変わり果てた王
を発見、マクベスは護衛を殺害、危険を感じた王子二人はアイルランドへと逃亡する。そして王の座についたマ
クベスは、予言を聞いたバンクオを下手人を使い暗殺する。疑心暗鬼と不安に捉われたマクベスは、再び魔女
の元を訪れ、予言を求めるが、罪の意識に苛まれた妻が自殺してしまう。その頃、イギリスの援軍を得た王子が
マクベスを討とうと準備を固めていた。
この作品のクランクイン前の1969年、妻シャロン・テートがカルト集団に惨殺され、その悪夢のようなオブセッショ
ンと血塗られたイメージが横溢するポランスキーならでは異色の文芸作。

140分 英語 日本語 1958 アメリカ

監督：ロマン・ポランスキー
製作総指揮：ヒュー・ヘフナー
原作： ウィリアム・シェイクスピア
脚本： ロマン・ポランスキー
音楽：ザ・サード・イヤー・バンド
出演： ジョン・フィンチ、
フランチェスカ・アニス、
マーティン・ショウ、ニコラス・セルビー、ジョン・ストライド

わが恋は終りぬ CPDM10573 ¥3,800

も愛した者との恋は、神に祝福されていなかった…
天才フランツ・リストと彼の運命の女、カロリーネ侯爵夫人との悲恋を描く。

1834年。パリを熱狂させたピアニストのフランツ・リスト（D・ボガード）は1年半前に伯爵夫人のマリー・ダグー（G・
パージュ）と駆け落ちし、シャモニーで作曲に取り組んでいた。子供をもうけた二人の前に、ある日ショパンとそ
の恋人、ジョルジュ・サンドがかつてのマネージャー、ポタンを伴って現れる。作曲に専念してほしいマリーの意
向を知りながら、リストは演奏家として復帰することを決意する。パリの復帰公演は観客の熱狂をもって迎えら
れ、その夜、リストはキエフのヴィトゲンシュタイン侯爵夫人カロリーネ（キャプシーヌ）と出会う。リストはカロリー
ネの美しさに心惹かれ、カロリーネもリストの流麗な演奏に心を奪われる。ロシア皇帝に招待されたリストは、皇
帝の礼を失した振舞いに演奏をやめてしまうが、カロリーネに説得され、彼女のためにと演奏を再開する。カロ
リーネはリストの公演に通い、リストも彼女のためだけに演奏していると告げる。そしてオデッサでの公演後、リ
ストは演奏家としての引退を宣言、カロリーネも侯爵に離婚を申し出る。だが、カロリーネが離婚するには、ロシ
ア皇帝の許可が必要だった。カロリーネは全ての財産を投げ打ってリストと結婚しようとするが…
チャールズ・ヴィダーが撮影中に他界、『マイ・フェア・レディ』のジョージ・キューカーがその後を引き継ぎ完成さ
せた美しい恋のドラマ。

130分 英語 日本語 1960 アメリカ

監督：チャールズ・ヴィダー／ジョージ・キューカー
音楽：ハリー・サックマン ／モリス・W・ストロフ
ジョージ・ボレット
（ピアノソロ）
出演：ダーク・ボガード、キャプシーヌ、ジュヌヴィエーヴ・
パージュ、マーティタ・ハント、マルセル・ダリオ

愛の調べ 1000332625 ¥3,800
クララ・ヴィーク、ロベルト・シューマン、ヨハネス・ブラームス。音楽界の伝説の3人の人生が交錯する本作は、合
計11の楽曲に合わせて、贅を尽くして作られた熟達した演技が光る伝記作品。

118分 英語 日本語 1947 アメリカ
監督／製作：クラレンス・ブラウン　撮影：ハリー・ストラドリ
ング　音楽：ブロニスラウ・ケイパー　出演：キャサリン・ヘ
プバーン_、ロバート・ウォーカー

ワン・オン・ワン 1000269292 ¥3,800

小さな町の高校生ヘンリー・スティールは、バスケの特待生で奨学金をもらい、有名大学へ進学する切符を手に
するが、そこではクラブのきつい洗礼が待っていた。_『ビリー・ジョー／愛のかけ橋』で注目を浴びたベンソンは、
自身の実話を脚本。ベテラン監督ラモント・ジョンソンの安定感のある演出、二人のみずみずしい演技にヘン
リーの鬼コーチ役Ｇ・Ｄ・スプラドリンが相まって、７０年代のヒット作となった。＊このタイトルの映像には、予め
日本語字幕が収録されています。

98分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1976 アメリカ
監督：ラモント・ジョンソン　出演：ロビー・ベンソン、アネッ
ト・オトゥール、Ｇ・Ｄ・スプラドリン、ゲイル・ストリックランド
_、メラニー・グリフィス
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二十歳の火遊び 1000590687 ¥3,800

激しい青春期にさまよう三つの恋！
人生の答えを求めて大人への道を辿る少年から青年の間！
エレン（C・コルベール）は、タバコ農園の農場主、セイラ（D・ジャガー）に娘アリスン（D・マクベイン）の家庭教師
をすることになり、息子のパリッシュ（T・ドナヒュー）を伴ってコネティカットに赴く。セイラに同居を断られたパリッ
シュは、タバコ農園で働くことを決め、農夫頭のティートの家に間借りをすることになった。ティートの義妹ルー
シー（C・スティーヴンス）に誘惑され、深い仲になるが、ルーシーには呼び出しを断れきれない男がいた。
タバコ畑の一帯は、レイク（K・マルデン）が強引な手法でほとんどを自分の用地としており、土地を売らないのは
セイラを始め一部の農園主のみだった。やがて、夏休みになりアリスンが戻ってくる。アリスンとパリッシュは恋
に落ちる。ルーシーとアリスンとの間で悩むパリッシュだったが、セイラの畑でタバコの苗が全滅し、新たに苗を
購入しなければならなくなる。それをいち早く知ったレイクは苗を買い占めて、セイラに畑を売るように仕向ける。
その場で出会ったエレンに心惹かれたレイクは、エレンとの結婚を決意するパリッシュは、ルーシーが妊娠して
いて、その親がレイクの息子、エドガーだったことを知る。
エレンとともにレイクの家に移ったパリッシュに、息子のワイリーとエドガーは無礼な態度を取り、末娘のペイジ
だけがパリッシュになついていた。レイクに厳しく仕事を仕込まれたパリッシュだったが、ある日、エドガーが畑を
売らない農園主の土地に火を付けたことを目撃し、レイクに決別を宣言し、海軍に入隊する。除隊を待てないア
リスンはワイリーと結婚してしまう。
そして2年後、戻ってきたパリッシュはセイラに農園で働きたいと申し出る。セイラの条件は、20エーカーの土地
を貸すにあたって必要な人手を確保することだった。ペイジが高校生を土日に動員し、別に土地に移っていた
ティート一家もパリッシュのためなら、とコネティカットに戻ってきた。しかし、レイクに急かされたエドガーがセイラ
を恐喝し、タバコの火を畑に放ったことから遂にパリッシュの怒りが爆発する…
『避暑地の出来事』のD・デイヴィスとT・ドナヒューが再びタッグを組んで贈る魅惑の青春ドラマ。少年から青年
になろうとする主人公の恋のゆくえと迷い、そして進むべき人生の道を選んでいく過程をコネティカットの雄大な
風景の中に描く。

138分 英語 日本語 1961 アメリカ

監督・製作・脚本：デルマー・デイヴィス
音楽：マックス・スタイナー
出演：トロイ・ドナヒュー、カール・マルデン、ダイアン・マク
ベイン、クローデット・コルベール、ディーン・ジャガー、コ
ニー・スティーヴンス

ハイヤー・ラーニング TMOD21728 ¥3,800
レイプ、同性愛、カルト、洗脳、人種差別…。ここは大学という名の戦場。高等教育（ハイヤー・ラーニング）の場
で苦悩する若者たちの姿を描く。ジェニファー・コネリーとクリスティ・スワンソンのアブナい関係もみどころ。

128分 英語 日本語 1995 アメリカ
監督／脚本：ジョン・シングルトン　出演：オマー・エップ
ス、クリスティ・スワンソン、マイケル・ラパポート、ジェニ
ファー・コネリー

スーザンの恋 1000590696 ¥3,800

トロイ・ドナヒュー×コニー・スティーヴンス！二大青春スター競演！
死と絶望、そして偽り…幾多の障害を乗り越え、真実の愛に目覚める恋人の姿を描く。
チリの鉱山で10年働いた技師のロジャー・スレイド（L・ノーラン）は、妻のリア（D・マクガイア）と娘のスーザン（C・
スティーヴンス）と共に、仕事を引退してサンフランシスコへと戻る船上で登山家のコン（G・ウィリアムス）という
青年に出会う。コンとスーザンは、恋におち、深い仲になる。母にたしなめられたスーザンだったが想いは止めよ
うもなく、コンがマッキンリーから戻ったら婚約することを約束する。
社長でロジャーの友人、コルベット一家が海辺に用意した邸宅に身を落ち着けたスーザンは、誕生日のプレゼ
ントに素晴らしい馬チューローを贈られる。チューローを預ける厩舎は、会社の金を横領、自殺した会計士の息
子で、小説家志望の青年ホイト（T・ドナヒュー）が働いていた。妊娠していることに気付き、コンからの便りを心待
ちにするスーザンだったが、いつまで経っても知らせは来なかった。やがて、スレイド家でパーティが開催された
日、コンの父親から、コンがマッキンリーで事故死し、 後までスーザンを愛していた、という電話が入る。狂乱し
たスーザンは馬で飛び出し、そのまま海で自死を図ろうとするが追いかけてきたホイトに救出される。スーザン
が妊娠していることを知ったリアは、ロジャーにそのことを伝える。夫妻はグアテマラに赴任し、そこで出産した
スーザンの子供を自分たちの子供とすることを決意する。グアテマラでロージーという男の子を出産したスーザ
ンは、ホイトと文通を続けていた。そしてサンフランシスコを出てから2年、ロジャーは持病の心臓病が悪化し、帰
らぬ人となる。再びアメリカに戻ってきたリアとスーザンだったが、スーザンは人前では、母でなく姉として振る舞
わなければならないことに胸が引き裂かれるようだった。
リアはコルベット家の息子、ウェルズとの結婚を望んでいたが、スーザンの心はホイトに惹かれていた。やがて、
ロージーがライターで大やけどをし、何とか一命を取り留めたものの、母親しか面会できない現実を目にした
スーザンは、リアとコルベット家、ホイトの前で真実を告白する…
『二十歳の火遊び』に続き、トロイ・ドナヒューとコニー・スティーヴンスが再び恋に落ちた恋愛青春ドラマ。デル
マー・デイヴィスが確かな手腕で若い恋人たちが成長していく様を描く。

117分 英語 日本語 1961 アメリカ

監督・製作・脚本：デルマー・デイヴィス
音楽：マックス・スタイナー
出演：コニー・スティーヴンス、トロイ・ドナヒュー、ドロシー・
マクガイア、ロイド・ノーラン
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ガールフレンド 1000362250 ¥3,800
本作は親友同士が別々の道を歩む時、残された方に焦点を当てて成り行きを追う。クローディア・ウェイル監督
が、都会生活の型破りで魅力的かつ先鋭的な瞬間と、初主演のメイロンの光る演技をきっちりと捉えている。

88分 英語 日本語 1978 アメリカ
製作／監督：クローディア・ウェイル　脚本：ヴィッキー・ポ
ロン　撮影：フレッド・マーフィ　出演：メラニー・メイロン、ア
ニタ・スキナー_、イーライ・ウォラック

愛の断層 1000276770 ¥3,800
人生の意味を見出せず苦悩するが、成長していく青年をリチャード・ギアが演じる。「アラバマ物語」のロバート・
マリガン監督の情感豊かな演出と、俳優の素晴らしい演技が登場人物たちの深い感情を見事に紡ぎ出す。＊こ
のタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

116分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1978 アメリカ

監督：ロバート・マリガン　原作：リチャード・プライス　脚
本：ウォルター・ニューマン　音楽：エルマー・バーンスタイ
ン　出演：リチャード・ギア_、ポール・ソルビノ、トニー・
ロー・ビアンコ

ワーテルロー CPDM10569 ¥3,800

1815年6月15日。フランス皇帝ナポレオンとイギリスの智将ウェリントンが全ヨーロッパの運命を賭けて大激突！
旧ソ連軍兵士2万名を動員し、莫大な製作費をかけて完成した20世紀 大の超大作！
1815年、エルバ島から帰還しナポレオン（R・スタイガー）は、南仏に上陸、護衛兵を従えパリに向かった。パリの
ルイ十八世（O・ウェルズ）は、かつてナポレオンの将校だったネイ将軍（D・オハーリー）を派遣し、進撃を阻止し
ようとしたが兵士たちはナポレオンを見ると銃を投げだし、歓声をあげて彼のまわりにむらがった。ルイ十八世
軍と一度も戦火を交えることなく凱旋したナポレオンは、フランスの皇帝に返り咲く。この事態に驚愕したイギリ
ス、プロシアを中心とするウィーン会議の列強国は、今度こそナポレオンを徹底的に駆逐しようと軍備を強化す
る。フランス国内で敵を迎え撃つことも考慮するも、連合国の準備が遅れていると見たナポレオンは12万の兵を
率いてベルギーへ向かう。一方、ベルギーでは英国のウェリントン卿（C・プラマー）が率いるイギリス・オランダ
連合軍11万、プロシア軍12万が控えていた。前哨戦となる戦闘を終え、フランス軍72,000、連合軍68,000とほぼ
互角の戦力がワーテルローで対峙する。そして、数日降り続いた雨もやんだ1815年6月15日、ナポレオンとウェ
リントン卿、両雄の生涯をかけ十時間を越える大激戦が開始された！
ディノ・デ・ラウレンティスが旧ソ連のモスフィルムと共同で製作、ソ連軍兵士2万名が動員された空前のスケー
ルで、ナポレオンの 後の戦いとなった戦闘を描く！

133分 英語 日本語 1969 アメリカ

監督・脚本：セルゲイ・ボンダルチュク
製作：ディノ・デ・ラウレンティス
撮影：アルマンド・ナンヌッツィ
音楽：ニーノ・ロータ
出演：ロッド・スタイガー、クリストファー・プラマー、オーソ
ン・ウェルズ、ジャック・ホーキンス

バラバ TMOD80261 ¥3,800
キリストの死と引きかえに自由を与えられた1人の盗賊バラバが、しだいにキリスト教の信仰に目覚めていく姿を
描く、スペクタクル史劇！スウェーデンのノーベル賞作家ペール・ラーゲルクヴィスト原作。

137分 英語 日本語 1961
アメリカ／イタ
リア

監督：リチャード・フライシャー　製作：ディノ・デ・ラウレン
ティス　出演：アンソニー・クイン、シルヴァーナ・マンガー
ノ、アーサー・ケネディ、ジャック・パランス

ジンギス・カン CPDM10571 ¥3,800

広大な大陸を舞台に壮大な男のロマンがかけめぐる！
モンゴル帝国を築いた稀代の英雄の描く歴史大作！

800年前、諸部族が互いに覇権を賭けて争っていたモンゴル。有力な部族イエスガイの子として生まれたテムジ
ン（O・シャリフ）。対立していた部族の長ジャムーガ（S・ボイド）に、父を殺され、ひどい扱いを受けながらもたくま
しい青年へと成長していったテムジンは、ある日首カセを外して脱走する。共に逃げ出した二人の部下と共に旅
を続けるテムジンは、モンゴルが遊牧民同士が争っているために豊かな生活ができていないことを知る。民族
統一を決意したテムジンは、近隣部族を仲間に引き入れ、勢力を拡大、ジャムガの婚約者ボルティ（F・ドルレ
アック）をさらい、自分の妻とする。怒り狂ったジャムガイは、ボルティを激しく犯すが、彼女の心は既にテムジン
のものだった。シナ皇帝の臣下リンを助けたことで、シナで武術を教えることになったイエスガイの一党は、シナ
を破り、勢いづく満州国を討伐する。満州国の隊長は、仇敵ジャムーガだった。この功績により征服者の王を意
味する「ジンギス・カン」の称号を与えられる。部族を率いてシナを出ようとしたジンギス・カンを止められない皇
帝は、ジャムーガを解放し、カンを暗殺させようとする。やがて数多くの勝利を重ね、もはや敵のいないジンギ
ス・カンの前に、ホラズム王と手を組んだシャムーガが捨身の攻撃をしかけてくる。
モンゴルの英雄、ジンギス・カンのロマンに満ちた生き方をオールスターキャストで描く歴史ロマン。

126分 英語 日本語 1965 アメリカ

監督：ヘンリー・レヴィン
撮影：ジェフリー・アンスワース
音楽：デュシャン・ラディック
出演：オマー・シャリフ、スティーヴン・ボイド、フランソワー
ズ・ドルレアック 、ジェームズ・メイソン、テリー・サヴァラ
ス、イーライ・ウォラック

メイム 1000542771 ¥3,800

父親と死別したパトリックは、遺言でニューヨークに住む父の妹であるメイム叔母さん（ルシル・ボール）の家に
身を寄せることになる。パトリックがやってくる日を間違えていたメイムは賑やかなパーティの真っ 中。パトリッ
クは、人生を楽しむメイムにすぐなつき、メイムの友人が校長をしているユニークな学校に通い出す。しかし、世
界大恐慌が起こり、株に頼っていたメイムの生活は一変。親友の女優ヴェラの舞台に出してもらうが、見事に失
敗、百貨店で販売をしてもレジも打てず、代引きにしてしまうなどトラブル続き。しかし、客で南部の富豪である
ボー（ロバート・プレストン）に見初められ、結婚することになる。ボーと二人で世界中を旅していたメイムだが事
故でボーを亡くしてしまう。やがて成長し、大学生になったパトリックは婚約者をメイムに紹介しようとする。メイム
が歌う「新しい窓を開けよう」という歌詞の通り、人生を楽しむ達人が贈るハッピーでポジティブなミュージカル。

131分 英語 日本語 1974 アメリカ

監督：ジーン・サックス 原作：パトリック・デニス 音楽：ジェ
リー・ハーマン 
出演：ルシル・ボール、ビアトリス・アーサー、ロバート・プ
レストン
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真夜中の極秘実験 1000362253 ¥3,800
コロラドの大草原で、内臓が摘出され、切断された牛の死骸が散乱している、おぞましい光景が発見される。一
体誰の仕業なのか？。アラン・ルドルフ監督が、実際に起こった事件からヒントを得て映画化。

97分 英語 日本語 1982 アメリカ
監督／脚本：アラン・ルドルフ　脚本：ジョン・バインダー
撮影：ポール・ローマン　出演：ロバート・ユーリック、ジョベ
ス・ウィリアムズ_、ポール・ドゥーリィ

バニー・レークは行方不明 CPDM10566 ¥3,800

ある日突然少女が消えた…誘拐？それとも彼女など初めからいなかったのか？
アメリカからロンドンにやってきたシングル・マザーのアン・レーク（C・リンレー）は、特派員をしているロンドン在
住の兄、スティーブン（K・デュリア）が前もって手配してくれた保育園に娘のバニーを預ける。アパートで荷物を
解いた後、バニーを迎えにいくが娘の姿はどこにもなく、保育園の校長や職員もそんな娘の姿は見なかったと言
い、名簿にもバニーの名前は記載されていなかった。通報を受け、捜査にあたったニューハウス警視（L・オリ
ヴィエ）に求められ、バニーの写真を見せようとしアンだったがアパートに残された荷物の中には写真どころか
バニーの存在を示すものは何一つ見つからなかった･･･バニーを目撃した者がいないため、警視は、そもそもバ
ニーは存在していなかったのではないかとの疑念を持つ。そしてスティーブンは警視に、子供の頃、孤独だった
スティーブンとアンは遊びの中で“イマジナリー・フレンド”（想像の友人）にバニーと名付けていたことを話す。
消えた娘の行方は?それとも娘は母親の妄想なのか？
名匠オットー・プレミンジャー監督が描く傑作ミステリー！

107分 英語 日本語 1965 イギリス

監督：オットー・プレミンジャー
原作：イヴリン・パイパー
音楽：ポール・グラス
タイトルデザイン：ソウル・バス
出演：ローレンス・オリヴィエ、キャロル・リンレー、ケア・
デュリア、ノエル・カワード

条理ある疑いの彼方に 1000332671 ¥3,800
フリッツ・ラング監督の 後のアメリカ作品である本作は、死刑制度の不当性を訴える小説家を描き、観る者の
興味をそそるフィルム・ノワール作品。巧みに何層にも重ねられた物語はラングの才能が成せる技である。

80分 英語 日本語 1956 アメリカ
監督：フリッツ・ラング　撮影：ウィリアム・スナイダー　音
楽：ハーシェル・バーク・ギルバート　出演：ダナ・アンド
リュース_、ジョーン・フォンテイン

10番街の殺人 TMOD80260 ¥3,800
イギリスのみならず、世界を戦慄と恐怖の底に陥れた実話の映画化。戦時中に細菌兵器に関わった事により、
いつの間にか狂気の人生に踏み込んだ1人の男を描く。圧倒的な演技と緻密な映像が光る。

111分 英語 日本語 1971 イギリス
監督：リチャード・フライシャー　脚本：クライヴ・エクストン
撮影：デニス・Ｎ・クープ　出演：リチャード・アッテンボ
ロー、ジョン・ハート

殺しのダンディー TMOD10829 ¥3,800
“ダンディー”の一語につきるエバリンは英国情報局に勤めているが、実はソ連とのダブル・スパイだった…。国
際情報戦争の非情な内幕を暴いたスパイ秀作。

107分 英語 日本語 1968 イギリス
監督／製作：アンソニー・マン　原作・脚本：デレク・マーロ
ウ　音楽：クインシー・ジョーンズ　出演：ローレンス・ハー
ヴェイ、トム・コートネイ

口紅殺人事件 1000332617 ¥3,800
リップスティック・キラーの正体を突き止めるのは誰？抑制されたノワール作品である本作の監督はフリッツ・ラ
ング。表現派としてキャリア初期の頃に手がけた作品は、フィルム・ノワールのジャンルに強い影響を与えてい
る。

100分 英語 日本語 1956 アメリカ
監督：フリッツ・ラング　撮影：アーネスト・ラズロ　音楽：
ハーシェル・バーク･ギルバート　出演：ダナ・アンドリュー
ス、ロンダ・フレミング

逆転 1000332418 ¥3,800
ポール・ニューマンが、酒好きのノーベル賞作家アンドルー・クレイグ役を演じ、危険と陰謀にはまり込んでいく。
アービング・ウォーレスのベストセラーに基づき、「北北西に進路を取れ」のアーネスト・レーマンが脚本を執筆。

135分 英語 日本語 1963 アメリカ
監督：マーク・ロブソン　音楽：ジェリー・ゴールドスミス　出
演：ポール・ニューマン、エドワード・Ｇ・ロビンソン、エル
ケ・ソマー_、ダイアン・ベイカー

かわいい女 1000269294 ¥3,800

兄捜しのある調査依頼がきっかけで、ロスを舞台にハリウッド女優、ギャング、暗黒街の賄賂がからんだ、アイ
スピック殺人事件に発展する。_レイモンド・チャンドラーの探偵小説『かわいい女』を原作に、ジェームズ・ガー
ナーが洒脱な演技を見せ、無名時代のブルース・リーが２シーンで登場しているのも要チェック。＊このタイトル
の映像には、予め日本語字幕が収録されています。

96分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1969 アメリカ
監督：ポール・ボガート　原作：レイモンド・チャンドラー　出
演：ジェームズ・ガーナー、ゲイル・ハニカット、ブルース・
リー

オーロラ殺人事件 TMOD80262 ¥3,800
北極圏の恐怖の島で、いったい何が起こったのか？次々と起こる謎の死！白銀に照らされた野望を極寒のブリ
ザードが暴いていく―。アリステア・マクリーン原作、ドン･シャープ監督の傑作ミステリー・アクション。

118分 英語 日本語 1979
イギリス／カナ
ダ

監督：ドン・シャープ　原作：アリステア・マクリーン　撮影：
アラン・ヒューム　出演：ドナルド・サザーランド、ヴァネッ
サ・レッドグレーヴ、リチャード・ウィドマーク

ウルフェン 1000542831 ¥3,800

ニューヨークのバッテリーパークで、大企業のオーナーとその夫人、そしてハイチ人のボディガードが殺される休
職中のところを呼び戻された殺人課刑事、ウィルソン（A・フィニー）は、検視官から死体は鋭い凶器によって切り
刻まれたにも関らず、金属片が見つからないことを知らされる。再開発が進む旧オランダ街で同じような犠牲者
が相次ぎ、ウィルソンは犯罪心理学者のレベッカ（D・ヴェノーラ）と調査を進める内に、遺体に残されていた体毛
が人間のものではなく、狼の体毛であることを掴む。また高所で働く変わり者の先住民エディが何かを知ってい
るのでは、と考えたウィルソンはエディからウルフェンという狼の精霊の存在を聞かされる。エディによればウル
フェンは太古から地下に潜み、狩りをして暮らしているという。一連の事件はウルフェンによるものなのか？
ウルフェンの視点を表現するネガポジ反転の“ケムトン・エフェクト”などの視覚効果が話題を呼び、1982年度ア
ボリアッツ・ファンタスティック映画祭審査員特別賞を受賞した。

114分 英語 日本語 1981 アメリカ

監督／脚本：マイケル・ウォドレー
音楽：ジェームズ・ホーナー
出演：アルバート・フィニー
、ダイアン・ヴェノーラ、 トム・ヌーナン、グレゴリー・ハイン
ズ
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生きていた男 1000542766 ¥3,800

ダイヤモンドで財をなした父の遺産を相続したキム・プレスコット（A・バクスター）。スペインの別荘で開いた晩餐
会の後、アマチュア・レーサーで1年前にアフリカで事故死したはずの兄のウォードと名乗る男（R・トッド）が現れ
る。兄とは顔も違うにも関らず、本人のパスポートを持っている男は事故で死んだのは別人で、ずっと記憶が戻
らなかったと言う。次々と兄である証拠をキムに見せつけた男は、キムが父の死後、パニック障害で入院してい
たため混乱しているだと周囲に説明する。男の狙いが自分を殺すことだと確信したキムに男は、父の死後消え
た巨額のダイヤモンドの行方を尋ねる。地元警察の署長バルガスに事情を説明したキムは男の指紋がついた
グラスを手に入れ、男が兄ではないと証明しようとするが・・・キムを心理的に追いつめていく男とその仲間たち、
何が真実で、誰が信用できるのか？シンプルなシナリオと抑制されたサスペンス描写でいまなお高い評価を受
ける幻の作品が、初のDVD化。

84分 英語 日本語 1958 イギリス

監督：マイケル・アンダーソン
脚本：デヴィッド・オズボーン／チャールズ・シンクレア
出演：リチャード・トッド、アン・バクスター、ハーバート・ロ
ム、アレクサンダー・ノックス、ダグラス・フェアバンクス・Ｊｒ

アガサ／愛の失踪事件 1000332426 ¥3,800
1926年にアガサ・クリスティの実生活で起こった11日間の失踪事件を、名匠マイケル・アプテッドのサスペンス溢
れる演出と、ヴィットリオ・ストラーロの流麗なカメラワークで描く。

98分 英語 日本語 1979 アメリカ
監督：マイケル・アプテッド　撮影：ヴィットリオ・ストラーロ
出演：ダスティン・ホフマン、ヴァネッサ・レッドグレーヴ、
ティモシー・ダルトン

スペンサーの山 1000590695 ¥3,800

心暖かきファミリーの夢と素朴な恋がひとつにとけあい、緑濃きワイオミングに輝く。
愛と感動の名作！
100年前に祖父が入植した土地に9人の子供、妻のオリビア（M・オハラ）と暮らすクレイ・スペンサー（H・フォン
ダ）。スペンサーは採石場で働きながら、祖父の山に家を建てることを夢見ていた。高校卒業を控えた長男のク
レイボーイ（J・マッカーサー）は、採石場の支配人の娘、クラリスと付き合っていた。信心深いオリビアにいくらい
さめられても教会に行こうとしないスペンサーはある日、川でスーツの男と会い、ウイスキーを勧めるが男は
酔っぱらって川に落ちてしまう。その男は、新しく赴任した牧師のグッドソンだった。
成績優秀なクレイボーイは、卒業式で優等表彰される。教師も大学への進学を強く勧めるが、スペンサー家に
その資金はなかった。教師とグッドンソン牧師は、クレイボーイが神学生としてなら奨学金を得る方法があること
をオリビアに教え、酔って帰宅したスペンサーにも納得させる。しかし、グッドボーイは大学の選考試験に落ち、
貧しいと勉強する道はないのかと激しく絶望する。その姿を見たスペンサーは、大学に乗り込み、学長と会い、
クレイボーイがラテン語を履修していないため試験に落ちたことを聞き出す。すでに奨学金を得ることはできなく
なったが、スペンサーはクレイボーイにラテン語を勉強するように伝える。
雄大なワイオミングの自然に囲まれて生活する素朴な一家の家族愛を中心に、勤勉であること、努力によって
夢は引き継がれていく古き良きアメリカの姿を描く。

119分 英語 日本語 1963 アメリカ

監督・脚本：デルマー・デイヴィス
音楽：マックス・スタイナー
出演： ヘンリー・フォンダ、モーリン・オハラ、ジェームズ・
マッカーサー、ミムジー・ファーマー、ドナルド・クリスプ 、
ヴェロニカ・カートライト

シルビーの帰郷 TMOD11359 ¥3,800
アメリカ北部の山に囲まれた湖畔の町を舞台に、ファンタジックな映像イメージで、シルビーと2人の少女ルー
シーとルシールの奇妙な心の交流を描く。『ローカル・ヒーロー　夢に生きた男』のビル・フォーサイス監督作品。

116分 英語 日本語 1987 カナダ
監督／脚本：ビル・フォーサイス　撮影：マイケル・コール
ター　音楽：マイケル・ギブス　出演：クリスティン・ラー
ティ、サラ・ウォーカー

潮風とベーコンサンドとヘミング
ウェイ

1000542836 ¥3,800

南フロリダの港町に一人で暮らすフランク（R・ハリス）は、20歳の頃、ヘミングウェイと腕相撲をしたことがあると
自慢し、75歳になった今でもトレーニングをしている陽気な元船長。キューバ出身で30年間床屋を営んでいた
ウォルター（R・デュヴァル）は、お気に入りのウエイトレス、エレーン（S・ブロック）にベーコンサンドを2つ頼み、1
つは昼に公園で食べるのを日課にしている物静かな老人。ある日、公園で少年野球を観戦していたフランクが、
クロスワードパズルをしていたウォルターに声をかけたことから正反対の二人の交流が始まる。子供のように裸
で川で泳ぐフランクとウォルター、ウォルターがフランクの髪を切り、身だしなみを整えるまでのやり取り、エレー
ンをとバス停で待つウォルター、そしてフランクが告げたやりきれない寂しさに寄り添おうとする大家のヘレン
（S・マクレーン）の姿・・・人生の晩年を迎え、孤独とそれぞれの事情を抱える老人たちの心の交流を、『愛は静
けさの中に』（86）の女流監督、ランダ・ヘインズが温かなまなざしで描く。

123分 英語 日本語 1993 アメリカ

監督：ランダ・ヘインズ
脚本：スティーヴ・コンラッド
音楽： マイケル・コンヴァーティノ
出演：ロバート・デュヴァル、リチャード・ハリス、シャー
リー・マクレーン、サンドラ・ブロック
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荒野の女たち 1000590694 ¥3,800

巨匠ジョン・フォードの遺作にして 高傑作！
辺境の地の伝道所に立ち上がる誇り高き女たちの戦い！
1935年中国とモンゴルの国境は、カーン率いる馬賊たちが跋扈する暴力と無法の地だった。キリスト教の伝道
所の院長、アンドリュース（M・レイトン）は、本部から待ち望んでいた医師が派遣されるとの知らせを受け取る。
ここは、牧師を目指すペサーと彼の身重の妻、院長の補佐アージェント（M・ダンノック）、まだ若いエマ（S・リオ
ン）たちが生活していた。これまで何度も医師を要請していたが、辺境の地までやってきた者はいなかった。着
任の日から数日後、カートライト医師（A・バンクロフト）が姿を現す。彼女は、のべつタバコをふかし、酒も飲む男
勝りの女性だった。ペサー夫人のフローリ（B・フィールド）を診察したカートライトは、年齢のこともあり、伝道所を
出て、設備が充実した場所での出産を勧める。
アンドリュースは、エマへの悪影響を恐れ、カートライトを追い出そうとするが、近隣の村コムチャからカーンに追
われた村人たちが英国人のビンス（Ｆ・ロブソン）と共に伝道所に逃げてくる。コムチャの村人たちはコレラに罹患
していた。不眠不休で治療を施したカートライトだったが、カーンたち馬賊が侵攻を始め、警備していた中国軍も
逃げ出してしまう。偵察に出たペサーは殺され、コムチャの村人たちもカーンたちに銃殺され、外国人の女たち
は物置小屋に閉じ込められてしまう。そんな中、フローリが産気づき、カートライトは医療器具を取りもどすべく
カーンに直接交渉する。その気性を気に入ったカーンはある交換条件のもとに医療器具を返すことを約束す
る・・・
圧倒的な暴力の前にした信仰や権威の無力を、それでも立ち向かう人間の誇りと尊厳、自己犠牲の精神を描き
切った巨匠の遺作にして 高傑作。

88分 英語 日本語 1965 アメリカ

監督：ジョン・フォード
原作：ノーラ・ロフツ
撮影：ジョセフ・ラシェル
音楽：エルマー・バーンスタイン
出演：アン・バンクロフト、スー・リオン、マーガレット・レイト
ン、エディ・アルバート、フローラ・ロブソン、ミルドレッド・ダ
ンノック、アンナ・リー、ベティ・フィールド

天才悪魔フー・マンチュー 1000269299 ¥3,800

コメディの至宝ピーター・セラーズが、怪人フー・マンチューを演じたスラップ・スティック・コメディの傑作！_世界
一の天才犯罪者フー・マンチューは、168歳の体を若く保つための不老長寿の薬“エリ・ビタ”が切れてきため、あ
くどい手下どもを使って、イギリスの至宝の一つカナリア色のダイヤなど、秘薬の原料を盗み出そうと画策する。
遺作となったこの映画で、ピーター・セラーズはおなじみ天下の大悪党を楽しそうに演じ、その悪党ぶりは憎たら
しいほどはまっている。＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

100分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1980 アメリカ
監督：ピアーズ・ハガード　出演：ピーター・セラーズ、ヘレ
ン・ミレン、シド・シーザー、サイモン・ウィリアムズ、デ
ヴィッド・トムリンソン

カンサス･シティの爆弾娘 1000542769 ¥3,800

カンサス・シティ・ランブラーズで「K・C」と呼ばれるスター選手、ダイアン・カー（ラクエル.ウェルチ）は、同じチー
ムの選手との確執が昂じて、進退を賭けたマッチ・レースを行うことになる。敗れたK・Cは、故郷ポートランドに
戻り、実家に預けている2人の子供と再会する。K・Cは新天地ポートランド・ロガーズに参加するが、彼女に人気
を奪われると考えたチームのスター選手、ジャッキーと激しくやり合う。チームオーナーのバート（ケヴィン・マッカ
シー）はK・Cを食事.に誘い、今のチームを売却して、シカゴに新しいチームを作り、そこに彼女を引き抜くと持ち
かけ、関係を持つ。シカゴでは子供たちも呼んで一緒に暮らすことができると考えたK.Cだったが、バートとの関
係がチーム内で噂となり、次第に孤立していく・・・
70年代、全米を熱狂させたローラー・ゲームのスター・プレーヤーを中心に、その内幕を描く。当時の日本のトッ
プチーム、東京ボンバーズのメンバーも出演している。

99分 英語 日本語 1972 アメリカ

監督：ジェロルド・フリードマン 脚本：トーマス・リックマン、
カルヴィン・クレメンツ 音楽：ドン・エリス
出演：ラクエル・ウェルチ、ケヴィン・マッカーシー、ジョ
ディ・フォスター

ナッツ 1000542779 ¥3,800

良家の子女でありながら高級娼婦をしているクローディア（バーブラ・ストライザンド）は、ある日サディスティック
な客に暴力を振るわれ、その客を殺してしまう。過失致死の罪に問われた彼女に母と義父、そして彼らが雇った
弁護士は、予審で精神疾患（ナッツ）による心身喪失による無罪を主張するが、自分は正常だと言い張り、法廷
で弁護士をノックアウトしてしまう。そんなクローディアの弁護人として官選のアーロン・レビンスキー（リチャード・
ドレイファス）が指名される。レビンスキーはクローディアの激しい言動と反抗的な態度に乗り気ではなかった
が、彼女が正常な判断力と知性を持っていること、そして心の奥底に秘密を抱えていることを知り、ナッツとして
病院に送るのではなく、正式な裁判を受けさせることを決意する。
原作の戯曲にほれ込んだバーブラが製作、主演、音楽を担当、主演ふたりの演技が観る者の胸を打つ。

116分 英語 日本語 1987 アメリカ

監督：マーティン・リット 製作： バーブラ・ストライサンド 原
作／脚本： トム・トーパー 音楽： バーブラ・ストライサンド
出演： バーブラ・ストライサンド、リチャード・ドレイファス、
イーライ・ウォラック
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見えない恐怖 CPDM10568 ¥3,800

絶望の暗闇の中で･･･なにかが動く！なにかが触れる!?
5週間の入院生活の後、盲目となって叔父夫婦と娘のサンディが暮らすバークシャーの邸宅に戻ってきたサラ
（M・ファロー）。サラは、退院後初めて恋人のスティーブ（N・アシュリー）が管理をしている厩舎を訪ねた後、帰宅
したがそこには全く人の気配がなかった。しかし浴槽には変わり果てた叔父の死体が、キッチンには椅子にもた
れたまま絶命している叔母が、そして寝室にはベッドに横たわった息をしていないサンディがいたが、叔父一家
が外出し帰りが遅くなると聞かされていたサラは、気付かずにそのまま眠りについてしまう。翌朝、スティーブが
二頭の馬とともにサラを訪ね、二人はそのまま遠出をする。どしゃぶりの雨の中、戻ってきたサラが入浴しようと
浴室に向かうとそこで湯船に漬かった叔父の死体に気付く。慌てて飛び出したサラは部屋でサンディの死体に
触れる・・・冒頭の不吉な要素を象徴的に使った足元のカットのみのシークエンス、エルマー・バーンスタインの
効果的なスコアなど、職人監督R・フライシャーがその手腕を遺憾なく発揮した猟奇サスペンス。殺人鬼に狙わ
れる盲目の女性の恐怖をミア・ファローが迫真の演技で表現した。

88分 英語 日本語 1971 イギリス

監督：リチャード・フライシャー
脚本： ブライアン・クレメンス
音楽： エルマー・バーンスタイン
出演：ミア・ファロー、ドロシー・アリソン、ロビン・ベイリー、
ダイアン・グレイソン、ノーマン・アシュレイ

見えない恐怖 CPDM10568 ¥3,800

絶望の暗闇の中で･･･なにかが動く！なにかが触れる!?
5週間の入院生活の後、盲目となって叔父夫婦と娘のサンディが暮らすバークシャーの邸宅に戻ってきたサラ
（M・ファロー）。サラは、退院後初めて恋人のスティーブ（N・アシュリー）が管理をしている厩舎を訪ねた後、帰宅
したがそこには全く人の気配がなかった。しかし浴槽には変わり果てた叔父の死体が、キッチンには椅子にもた
れたまま絶命している叔母が、そして寝室にはベッドに横たわった息をしていないサンディがいたが、叔父一家
が外出し帰りが遅くなると聞かされていたサラは、気付かずにそのまま眠りについてしまう。翌朝、スティーブが
二頭の馬とともにサラを訪ね、二人はそのまま遠出をする。どしゃぶりの雨の中、戻ってきたサラが入浴しようと
浴室に向かうとそこで湯船に漬かった叔父の死体に気付く。慌てて飛び出したサラは部屋でサンディの死体に
触れる・・・冒頭の不吉な要素を象徴的に使った足元のカットのみのシークエンス、エルマー・バーンスタインの
効果的なスコアなど、職人監督R・フライシャーがその手腕を遺憾なく発揮した猟奇サスペンス。殺人鬼に狙わ
れる盲目の女性の恐怖をミア・ファローが迫真の演技で表現した。

88分 英語 日本語 1971 イギリス

監督：リチャード・フライシャー
脚本： ブライアン・クレメンス
音楽： エルマー・バーンスタイン
出演：ミア・ファロー、ドロシー・アリソン、ロビン・ベイリー、
ダイアン・グレイソン、ノーマン・アシュレイ

バファロー大隊 1000590693 ¥3,800

巨匠が激しい意欲と旅愁のもとに描く空前の大野心作！
「騎兵隊」を遥かに凌ぐ 高の西部劇巨編！
合衆国第9騎兵隊のカントレル中尉（J・ハンター）は、フォスゲート大佐（B・バーク）を議長とする軍法会議で、被
告のラトレッジ軍曹（W・ストロード）の弁護を志願する。優秀な軍人であり、仲間からの人望も篤いラトレッジだっ
たが、16歳になるルーシーを強姦、絞殺した上、彼女の父であるダブニー少佐を射殺した嫌疑によって告訴され
ていた。法廷はラトレッジが黒人だということで傍聴人は死刑を主張する。 初の証人はメアリー（C・タワー
ズ）。アリゾナの故郷へと戻る列車でカントレルと出会った彼女は、駅でアパッチの襲撃を撃退したラトレッジを
命の恩人だと証言する。続く証人は、フォスゲート大佐夫人。町の雑貨屋ハブルの店でルーシーに出会い、そこ
にラトレッジがいたことを証言する。医師のエックナーは、ルーシーがしていた十字架が首から奪われたことを
語った。そして、カントレルは自ら証人台に立つ。ダブニー少佐が殺されてからラトレッジを捕え、メアリーの牧場
へと向かう道中でアパッチに燃やされた若い男の死体を発見したこと、一旦は逃げ出したラトレッジがアパッチ
の待ち伏せを知り、戻ってきて共に戦ったこと、アパッチの死体からルーシーの十字架が見つかったことを証言
する。検察官のシャタック大尉から弁護人失格だと罵倒されながらも、カントレルはある推論にたどり着く。
『騎兵隊』に続くジョン・フォード監督の異色の西部劇。真犯人は誰かという法廷サスペンスを中心としながら、回
想やカットバックにより「バファロー大隊」と呼ばれた黒人騎兵隊の活躍を描く。

112分 英語 日本語 1960 アメリカ

監督：ジョン・フォード
脚本：ジェームズ・ワーナー・ベラ/ウィリス・ゴールドベック
音楽：ハワード・ジャクソン
出演：ジェフリー・ハンター、コンスタンス・タワーズ、ウ
ディ・ストロード、ビリー・バーク
カールトン・ヤング、ウィリス・ボーシェイ、メエ・マーシュ
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日本人の勲章 1000590534 ¥3,800

特急が停車しない西部の片田舎、ブラック・ロック。
4年ぶりに止まった列車から降りてきたのは左腕のない男だった…
名匠ジョン・スタージェスが戦後を舞台に描いたサスペンス、待望のDVD化！
西部の片田舎ブラック・ロックに、4年ぶりに特急列車が止まった。降りたったのは左腕のない男ジョン・マクリー
ディ（S・トレイシー）。彼はこの奥のアドビ・フラットに暮らす日本人コマコに、戦場で命を救われた彼の息子の勲
章を持って来たのだった。しかし、彼の行先をきいた村人たちの態度は、よそよそしく、ホテルでも嫌がらせを受
ける。マクリーディは、保安官に情報を求めるが得られず、村のボス、スミス（R・ライアン）は、マクリーディに日
本人は収容所に送られたと伝える。
ホテルの管理人ピート（J・エリクソン）の妹リズ（A・フランシス）からジープを借り、アドビ・フラットに場所へ辿り着
いたが、コマコの住んでいた小屋は焼き払われていた。
ホテルへの帰途、彼のジープはスミスの手下コーリー（A・ボーグナイン）の運転する車に妨害をうけた。身の危
険を感じたマクリーディは、町を去ろうとするが列車は明日にならないと通らず、隣町へ行く手段もない。州警察
に打った電報もスミス一味に握りつぶされる。
この日の内に町を出ることを諦めたマクリーディは、ピートから何故スミスが邪魔をするのか、その理由を聞き出
す。4年前、真珠湾急襲の翌日、軍に志願したスミスは身体検査ではねられ、やけ酒をあおった挙句、日本人へ
の憎しみから小屋を焼き討ちにし、コマコを射殺したのだった…
「決闘三部作」の名匠、ジョン・スタージェスが西部劇の作劇をそのまま戦後に移し、骨太かつ重厚に描いたサ
スペンス。スペンサー・トレイシーが片腕のない軍人を好演、ロバート・ライアン、リー・マーヴィン、アーネスト・
ボーグナインなど脇を固める悪役たちの顔ぶれも充実している。

81分 英語 日本語 1955 アメリカ

監督： ジョン・スタージェス 原作： ハワード・ブレスリン 脚
本： ミラード・カウフマン/ドン・マクガイア
撮影： ウィリアム・C・メラー 音楽： アンドレ・プレヴィン
出演： スペンサー・トレイシー、ロバート・ライアン、リー・
マーヴィン、アン・フランシス、ラッセル・コリンズ、アーネス
ト・ボーグナイン、ウォルター・ブレナン、ジョン・エリクソン

殺しの許可証 1000281164 ¥3,800

亡命中の某国自由党指導者ディアキム（B・フェーミュ）が周囲の反対を押し切り、帰国を決意する。西側の諜報
員カーティス（D・ボガード）は、これを阻止する任務を命じられ、ディアキムの弱みを知る五人の人間の弱みをつ
き、彼らをオーストリアに集めた。富豪夫人の座を捨ててディアキムと出奔したかつての恋人カティナ（A・ガード
ナー）、そしてディアキムとカティナの子フランソワ、今はジャーナリストとなっているディアキムのアメリカの友人
スコット（F・フォレスト）、英国外務省高官の秘書チャールズ（T・ダルトン）、そしてアルジェリア出身で魅力的な女
テロリストのメリッサ（N・カルファン）。彼らを利用していかにディアキムを思いとどまらせることはできるのか？
カーティスの危険なゲームが始まった。
まずスコットをディアキムのアジトへ向かわせるが、スコットがCIAの諜報部員であることを見抜いたディアキム
に追い払われ、失敗する。次にカティナはフランソワの存在をディアキムに打ち明け、説得を試みるが・・・周到
に仕掛けられた罠、裏切り、謀略・・・冷戦時代の闇と虚無を描き、苦い後味を残すスパイ・サスペンス。

97分 英語 日本語 1975
イギリス/オー
ストリア

監督：シリル・フランケル
原作・脚本： ロビン・エストリッジ
出演：ダーク・ボガード、エヴァ・ガードナー、ベキム・フェー
ミュ、ティモシー・ダルトン、フレデリック・フォレスト

クルージング 1000590648 ¥3,800

いま問題のニューヨーク 先鋭〈ハードゲイ〉が日本を刺殺する！
ニューヨークのゲイたちが集まるクラブで、何度もナイフを突き立てられゲイが殺される事件が起こる。他の殺人
と凶器が一致、犯人もゲイと目されることから被害者の特徴をもつ警官バーンズ（A・パチーノ）は捜査部長の
バーマンからゲイを装い、潜入捜査をするように命じられる。恋人のナンシー（K・アレン）にも真実を言えないま
ま、ゲイタウンのアパートに部屋を借りる。夜の街を徘徊するバーンズはバンダナの使い方を教わり、異様な熱
気に包まれるクラブへと出向くが、大きな手がかりは得られなかった。やがて、新しい殺人が起こり、ナイフを常
に持っているレストランのウェイターが逮捕され、厳しい取り調べにあうが殺人現場に残された指紋と一致しな
かった。バーンズは捜査を進めていく内に、被害者の大学教授の授業を取っていた学生、スティーブに目を付け
る。そしてスティーブを尾行し始めたバーンズは、自分がもはや引き返すことのできない道に足を踏み入れたこ
とを自覚する…
ハードゲイの生態をセンセーショナルに描き、次第にその世界の熱気に取り込まれ、狂気に捉われていく男をア
ル・パチーノが熱演。長い間、待望されていたDVDとして初めての発売。

102分 英語 日本語 1979 アメリカ

監督／脚本：ウィリアム・フリードキン
原作：ジェラルド・ウォーカー
音楽：ジャック・ニッチェ
出演：アル・パチーノ、
ポール・ソルヴィノ、
カレン・アレン、
リチャード・コックス、
ドン・スカーディノ

私のパパはマフィアの首領 1000332424 ¥3,800
ピーター・フォーク、ダイアン・ウィースト、エミリー・ロイドが軽妙なアンサンブルを奏でるコメディ。監督は「マドン
ナのスーザンを探して」のスーザン・シーデルマン。脚本は「恋人たちの予感」のノーラ・エフロン。

93分 英語 日本語 1989 アメリカ
監督：スーザン・シーデルマン　脚本：ノーラ・エフロン、ア
リス・アーレン　音楽：トーマス・ニューマン　出演：ピー
ター・フォーク_、エミリー・ロイド

ユーズド・カー CPDM10567 ¥3,800

爆走!250台の中古車軍団！若き日のロバート・ゼメキスがおくるハチャメチャ痛快コメディ!
アリゾナ州フェニックス。中古車ディーラーの敏腕セールスマン、ルディ（K・ラッセル）は、今日も強引な手法で道
を挟んだ向かいの店から客を奪い、クルマを売りつけた。心臓に病を抱えるオーナーのルーク（J・ウォーデン）
に、ルディはあと1万ドルで上院議員の補欠になれると語る。一方もうひとつのディーラーのオーナー、ロイ（J・
ウォーデン・二役）は、ルークの双子の弟でハイウェイの開発計画を知り、何としてでもルークの店を潰し、土地
を手にしようと画策していた。
ある日、ルークが心臓発作で倒れ、そのまま帰らぬ人となってしまう。困ったルディたちはルークがバカンスに出
かけていることにし、CMジャックをしたり、色っぽいお姉ちゃんたちを並べたりと
ロイの店に破天荒なセールス合戦をしかけていく。そんな時、コミューンに行ったまま10年間音信普通だった
ルークの娘、バーバラが帰ってくる。ルークの死は隠しとおせるのか？そして上院議員になるルディの野望は？
後に『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を大ヒットさせるスピルバーグ、ゼメキスのコンビによる傑作コメディが初の
DVD化！

113分 英語 日本語 1980 アメリカ

監督・脚本：ロバート・ゼメキス
製作総指揮：スティーヴン・スピルバーグ、ジョン・ミリアス
出演：カート・ラッセル、ジャック・ウォーデン、ゲリット・グレ
アム、フランク・マクレー、デボラ・ハーモン
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ユーズド・カー CPDM10567 ¥3,800

爆走!250台の中古車軍団！若き日のロバート・ゼメキスがおくるハチャメチャ痛快コメディ!
アリゾナ州フェニックス。中古車ディーラーの敏腕セールスマン、ルディ（K・ラッセル）は、今日も強引な手法で道
を挟んだ向かいの店から客を奪い、クルマを売りつけた。心臓に病を抱えるオーナーのルーク（J・ウォーデン）
に、ルディはあと1万ドルで上院議員の補欠になれると語る。一方もうひとつのディーラーのオーナー、ロイ（J・
ウォーデン・二役）は、ルークの双子の弟でハイウェイの開発計画を知り、何としてでもルークの店を潰し、土地
を手にしようと画策していた。
ある日、ルークが心臓発作で倒れ、そのまま帰らぬ人となってしまう。困ったルディたちはルークがバカンスに出
かけていることにし、CMジャックをしたり、色っぽいお姉ちゃんたちを並べたりと
ロイの店に破天荒なセールス合戦をしかけていく。そんな時、コミューンに行ったまま10年間音信普通だった
ルークの娘、バーバラが帰ってくる。ルークの死は隠しとおせるのか？そして上院議員になるルディの野望は？
後に『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を大ヒットさせるスピルバーグ、ゼメキスのコンビによる傑作コメディが初の
DVD化！

113分 英語 日本語 1980 アメリカ

監督・脚本：ロバート・ゼメキス
製作総指揮：スティーヴン・スピルバーグ、ジョン・ミリアス
出演：カート・ラッセル、ジャック・ウォーデン、ゲリット・グレ
アム、フランク・マクレー、デボラ・ハーモン

元大統領危機一発 プレジデン
ト・クライシス

1000276772 ¥3,800
元アメリカ合衆国大統領が逃亡者に！？ジャック・レモンとジェームズ・ガーナーの二人が元大統領を演じて笑
いの渦を巻き起こす。監督は「裸の銃を持つ男PART33 1/3/ 後の侮辱」のピーター・シーガル。＊このタイトル
の映像には、予め日本語字幕が収録されています。

101分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1996 アメリカ
監督：ピーター・シーガル　音楽：ウィリアム・ロス　出演：
ジャック・レモン、ジェームズ・ガーナー、ダン・エイクロイ
ド、ローレン・バコール_、ジョン・ハード

ミックス・ナッツ／イブに逢えたら TMOD23258 ¥3,800
「めぐり逢えたら」のノーラ・エフロン監督が贈るロマンティック・コメディ！クリスマス･イブに起こる愛の奇跡を、
軽快な会話を織り交ぜてユーモラスに描く。豪華キャストの賑やかな競演も楽しみ。

97分 英語 日本語 1994 アメリカ
監督：ノーラ・エフロン　撮影：スヴェン・ニクヴィスト　音楽：
ジョージ・フェントン　出演：スティーヴ・マーティン、ジュリ
エット・ルイス、ロブ・ライナー

ホリデーロード4000キロ 1000542778 ¥3,800

「ホームアローン」のジョン・ヒューズが原案と脚本を担当し、「ゴーストバスターズ」のハロルド・ライミスが監督し
た栄えあるグリズワルド家シリーズの第一作。
休暇を利用して西海岸の遊園地に車で出かけたグリズワルド一家
だったが、大陸横断の旅の道中で次々とトラブルが襲いかかる。やることなすこと全て裏目に出る一家の徹底し
た不幸っぷりの数々が爆笑失笑を誘う。チェヴィー・チェイスが爆睡しながら運転するシーンは爆笑間違いな
し！

99分 英語 日本語 1983 アメリカ

監督：ハロルド・ライミス　原案／脚本：ジョン・ヒューズ　撮
影：ヴィクター・Ｊ・ケンパー
出演：チェヴィー・チェイス
ビヴァリー・ダンジェロ
イモジーン・コカ
ジョン・キャンディ
ランディ・クエイド

ベガス・バケーション 1000542825 ¥3,800

シリーズ 終作は、グリズワルド一家が新しいファミリー・エンターテイメントの街、ラスベガスへと旅行する。そこ
で家族のきずなと財布の紐をがっちりと結びつけるために大奮闘。ベガスに行った気にさせてくれる数々のアト
ラクションが見もの。早速クラークは大金をスって借金が膨らむ。ティーン・エイジャーになった娘たちは両親と別
行動、ナイトライフを満喫する。一方妻のエレンは色男に夢中に・・・。どうなるグリズワルド家？

95分 英語 日本語 1997 アメリカ

監督：スティーヴン・ケスラー　脚本：エリザ・ベル　撮影：
ウィリアム・Ａ・フレイカー　音楽：ジョエル・マクニーリイ
出演：チェヴィー・チェイス、ビヴァリー・ダンジェロ、ラン
ディ・クエイド、イーサン・エンブリー

ブラインド・デート TMOD11079 ¥3,800

「彼女には、ゼッタイ酒を飲ますなよ」。それは友人の心からの忠告だった…ことが僕にはアトでわかった。ブ
ルース・ウィリス、キム・ベイシンガー主演で贈る、全米で大ヒットをとばしたスーパー・エキセントリック・コメディ。
　

95分 英語 日本語 1987 アメリカ
監督：ブレイク・エドワーズ　脚本：デイル・ローナー　音
楽：ヘンリー・マンシーニ　出演：キム・バイシンガー、ブ
ルース・ウィリス

バード★シット 1000361873 ¥3,800
愛、それは私たちを生かしも殺しもする。それは私たちに羽根を授けるかもしれないし、授けないかもしれない。_
これは連続殺人のミステリー作品であり、狂乱なカーチェイス作品であり、イカレたサーカスのフィナーレのよう
なコメディー作品である。

105分 英語 日本語 1970 アメリカ
監督：ロバート・アルトマン　脚本：ドーラン・ウィリアム・
キャノン　出演：バッド・コート、シェリー・デュヴァル、サ
リー・ケラーマン

ネイバーズ TMOD10094 ¥3,800
ドアに鍵をかけろ、ネイバーズがくるぞ！“ブルース・ブラザース”でおなじみのジョン・ベルーシ＆ダン・エイクロ
イドのコンビがまたまたおおくりする奇想天外なドタバタ・コメディ。

95分 英語 日本語 1981 アメリカ
監督：ジョン・Ｇ・アヴィルドセン　脚本：ラリー・ゲルバート
音楽：ビル・コンティ　出演：ジョン・ベルーシ、ダン・エイク
ロイド

ニューヨークの休日 1000362233 ¥3,800
可愛くてナイーブなジェーン・フォンダがニューヨークにやって来て、大人の世界への階段をのぼり始める…。そ
して、あと少しで、その扉を開ける！おしゃれな音楽にのせた、楽しくて洗練されたドタバタ娯楽作品。

105分 英語 日本語 1963 アメリカ
監督：ピーター・テュークスベリー　脚本：ノーマン・クラス
ナー　出演：クリフ・ロバートソン、ジェーン・フォンダ、ロッ
ド・テイラー_、ロバート・カルプ

ナショナル・ランプーンズ・ヨーロ
ピアン・ヴァケーション

1000542774 ¥3,800

シリーズ第二作は、グリズワルド一家がクイズ番組で勝ち取った「ヨーロッパ２週間の旅」での大騒動を描く。
ロンドン、パリ、ドイツ、ローマと、お国柄や土地の特徴をうまくコメディの要素に溶かし込み、前作に劣らず爆笑
の連続。モンティ・パイソンのエリック・アイドルが一家と何度も遭遇する場面は映画ファンにはたまらない！監
督は前作のハロルド・ライミスに代わり、「初体験／リッジモント・ハイ」のエイミー・ヘッカリング。

94分 英語 日本語 1985 アメリカ

監督：エイミー・ヘッカリング　製作：マッティ・シモンズ　脚
本： ジョン・ヒューズ／ロバート・クレイン　撮影： ロバート・
ペインター
出演：チェヴィー・チェイス、ビヴァリー・ダンジェロ、ジェイ
ソン・ライヴリー、ダナ・ヒル、エリック・アイドル

ナショナル・ランプーン・クリスマ
ス・バケーション

1000542776 ¥3,800

第三作目は、シリーズ中唯一旅行に出かけない1本。グリズワルド家の大黒柱クラークは家族のために理想的
なクリスマス休暇を計画するが、またしても無数のアクシデントと不幸が襲ってくる。ジョン・ヒューズの書いた脚
本はギャグは冴えているうえに、家族の温かみを全面に出してシリーズの中でも特にファンに愛されている。
音楽は後にデヴィッド・リンチ作品で頭角を現すアンジェロ・バダラメンティが担当。

97分 英語 日本語 1989 アメリカ

監督：ジェレマイア・チェチック　製作／脚本：ジョン・ヒュー
ズ　撮影：トーマス・アッカーマン　音楽：アンジェロ・バダラ
メンティ
出演：チェヴィー・チェイス、ビヴァリー・ダンジェロ、ラン
ディ・クエイド、ダイアン・ラッド

結婚宣言 1000362235 ¥3,800
ロマンチック・コメディーでもありながら人間、聖職者の弱点の探求をも描いたこの作品を観れば、ソフィア・ロー
レンとマルチェロ・マストロヤンニの二人が、映画史上 も理想のカップルであるとされる由縁が分かるだろう。

107分 英語 日本語 1971 イタリア
監督：ディノ・リージ　撮影：アルフィオ・コンチーニ　音楽：
アルマンド・トロヴァヨーリ　出演：ソフィア・ローレン、マル
チェロ・マストロヤンニ
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キャット・ダンシング 1000332419 ¥3,800
一流のキャスト陣が、西部に寄せた骨太で哀愁を帯びた詩のような作品に力を注いでいる。ジョン・ウィリアムズ
による音楽が感情を揺さぶり、リチャード・Ｃ・サラフィアンが見事なメガホンさばきを見せる。

123分 英語 日本語 1973 アメリカ
監督：リチャード・Ｃ・サラフィアン　撮影：ハリー・ストラドリ
ング・Ｊｒ　音楽：ジョン・ウィリアムズ　出演：バート・レイノ
ルズ、サラ・マイルズ

ガールハント 1000362240 ¥3,800
マックィーンがギャンブルの大当り狙いで賭けに出る船乗りのコミカルな役を演じ、たちまちスターダムへと駆け
上った。美しい景色を背景にロマンスあり笑いありで軽快に綴られるこの作品は、あなたを楽しませる事間違い
なし！

87分 英語 日本語 1961 アメリカ
監督：リチャード・ソープ　脚本：ジョージ・ウェルズ　撮影：
ジョセフ・ラシェル　音楽：リー・ハーライン　出演：スティー
ブ・マックィーン_、ジム・ハットン

オー！ゴッド 1000281166 ¥3,800
スーパーマーケットの主任を務める男。愛する妻と子供もいる。そんな彼が神様の面接を受け、お告げを人類に
伝えるメッセンジャーに選ばれた…。ミュージック界のスター、ジョン・デンバーの映画デビュー作。_＊このタイト
ルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

98分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1977 アメリカ
監督：カール・ライナー　原作：アヴェリー・コーマン　出演：
ジョージ・バーンズ、ジョン・デンバー、テリー・ガー、ドナル
ド・プレザンス

雨の中の兵隊 1000362134 ¥3,800
ジャッキー・グリーソンとスティーブ・マックィーンがコメディーへ前進！この掘り出し物作品でグリーソンとマッ
クィーンが驚くほど息の合ったコメディーコンビぶりを発揮し、スターの意外な才能を垣間見せた。

88分 英語 日本語 1963 アメリカ
監督：ラルフ・ネルソン　脚本：モーリス・リッチリン、ブレイ
ク・エドワーズ　音楽：ヘンリー・マンシーニ　出演：スティー
ブ・マックィーン

ワイオミング CPDM10570 ¥3,800

ワイオミングの果てしない大空の下、秘密の谷ウィンドリバーを求めて旅立つ―
これは、戦う男の壮絶勇猛の物語！

1836年、ロッキー山脈。ハンターとして山の中に暮らすタイラー（C・ヘストン）は仲間のフラップ（B・キース）、そし
て商人のウェス（J・グローヴァー）と共に、年に一度の集会でビーバーの皮を売るため、山を越える旅に出る。
道中、彼らの馬を盗もうとしたインディアンのクロウ族と戦闘になり、美しい女ランニング・ムーン（V・ラチモ）を助
けるが、彼女はより戦闘的な部族ブラック・フットの酋長、ヘビー・イーグルに売られた女だった。ムーンはタイ
ラーたちに付いていくと主張し、4人は集会地へと向かう。しかし、ビーバーの毛皮は時代遅れということで買い
叩かれてしまった。集会場で長老のインディンからブラック・フットの土地ウィンドリバーには上等のビーバーが
いる、と聞いたタイラーは、自分もビーバーの毛皮も時代から取り残されていると感じながらも、ウィンドリバーを
目指すことを決意する。途中、襲ってきたヘビー・イーグルたちにフラップはタイラーの目の前で頭の皮を剥がさ
れてしまう。困難な旅を続ける内にタイラーとムーンは互いに惹かれ合い、ある夜ついに結ばれる。しかし、再び
ヘビー・イーグルたちの襲撃を受け、捕えられたタイラーは激流渦巻く川の中に落とされてしまう…
雄大なロッキー山脈、自然の中の過酷な生活と小さな喜び、そしてインディアンたちとの戦い…。時代に合わせ
て変わることを肯んじない不器用な男の生き方と愛を、終焉しつつある西部劇へのオマージュをこめて描く。

100分 英語 日本語 1980
イタリア
フランス

監督：リチャー・ラング
脚本：フレイザー・クラーク・ヘストン
撮影：マイケル・ヒューゴ
音楽：ミシェル・ルグラン
出演：チャールトン・ヘストン、ブライアン・キース、ヴィクト
リア・ラチモ、ジョン・グローヴァー
シーモア・カッセル

恋愛専科 1000289265 ¥3,800
ドナヒューと４度目のタッグを組み、監督・脚本を務めたデルマー・デイビスは、本作でもその手腕を発揮し、恋
愛のせつなさと喜びを見事に描いている。観ればロマンチックに酔いしれること間違いナシ。_＊このタイトルの
映像には、予め日本語字幕が収録されています。

118分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1962 アメリカ
監督／製作／脚本：デルマー・デイビス 出演：トロイ・ドナ
ヒュー、スザンヌ・プレシェット、ロッサノ・ブラッツィ、アン
ジー・ディキンソン

リバティ・ハイツ 1000289270 ¥3,800
バリー・レビンソン監督が故郷のボルチモアを舞台にした半自伝的物語で、ほのぼのとしたユーモアに満ちた作
品。あるユダヤ人の一家の視線をとおして、激動の時代を迎えた1954年を掘り下げる。_＊このタイトルの映像
には、予め日本語字幕が収録されています。

128分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1999 アメリカ
監督／製作／脚本：バリー・レビンソン　撮影：クリスト
ファー・ドイル　出演：エイドリアン・ブロディ、ベン・フォス
ター、オーランド・ジョーンズ

ラプソディー 1000332626 ¥3,800
エリザベス・テーラーが愛する二人の音楽家のうち、一方を選ばなくてはならない裕福な若い女性を演じ、美し
いハーモニーを求めて奮闘する。ミュージカル映画のマエストロ、チャールズ・ビダーがよどみなくメガホンを振
る。

116分 英語 日本語 1954 アメリカ
監督：チャールズ・ビダー　撮影：ロバート・プランク　出演：
エリザベス・テーラー、ヴィットリオ・ガスマン

夜明けのスローボート TMOD11460 ¥3,800
ニューヨークのチャイナタウンの若いカップルをめぐる、甘くてちょっぴりホロ苦いロマンティック・コメディ。監督は
『スモーク』のウェイン・ワン。音楽は『存在の耐えられない軽さ』のマーク・アドラー。

103分 英語 日本語 1989 アメリカ
監督：ウェイン・ワン　撮影：アミール・モクリ　音楽：マー
ク・アドラー　出演：ラッセル・ウォン、コラ・ミャオ、ヴィク
ター・ウォン

友情ある説得 1000281170 ¥3,800
「ローマの休日」「ベン・ハー」のウィリアム・ワイラー監督作品。主演は「真昼の決闘」のゲイリー・クーパー。家
族、信仰、平和主義の真価を問い、核心に迫った本作は、アカデミー賞で6部門にノミネートされた。_＊このタイ
トルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

137分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1956 アメリカ
監督／製作：ウィリアム・ワイラー　音楽：ディミトリ・ティオ
ムキン　出演：ゲーリー・クーパー、ドロシー・マクガイア、
アンソニー・パーキンス

屋根の上の赤ちゃん 1000362255 ¥3,800
恋は終わった。恐怖は続く…。本作は、過去の過ちにつきまとわれるリアルな恐怖を引き出し、サスペンスファン
なら常に求めている神経がすり減るような刺激を提供する。

108分 英語 日本語 1969 アメリカ
製作／監督：マーク・ロブソン　脚本：ラリー・コーエン、ロ
レンツォ・センプル・Jr.　音楽：ジョン・ウィリアムズ　出演：
キャロル・ホワイト_、ポール・バーク

メリー・ウイドー 1000362236 ¥3,800
歌のない「メリー・ウィドー」!?オペレッタのサイレント映画版とは奇想天外な冒険に思われるかもしれないが、こ
の陽気な作品は、適切な材料を用意すれば、うっとりするほどロマンチックな作品が出来上がることを教えてく
れる。

137分 日本語 1925 アメリカ
監督／脚本：エリッヒ・フォン・シュトロハイム　脚本：ベン
ジャミン・グレイザー　撮影：オリヴァー・マーシュ　出演：メ
エ・マレー_、ジョン・ギルバート

女狐 1000362251 ¥3,800
サンディ・デニス、ケア・デュリア、アン・ヘイウッドが刺激的な三角関係を織りなす本作は、当時論議を巻き起こ
し、現在も我々を魅了する。Ｄ・Ｈ・ロレンスの小説を基に、入念に、繊細に、そして率直に人間関係を探求して
いる。

110分 英語 日本語 1967 アメリカ
監督：マーク・ライデル　原作：Ｄ・Ｈ・ロレンス　撮影：ウィリ
アム・Ａ・フレイカー　音楽：ラロ・シフリン　出演：サンディ・
デニス_、アン・ヘイウッド
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ムーンフリート 1000269293 ¥3,800

幼い少年ジョン・モフーンは、先祖代々の土地にやってくるが、そこは亡き母が愛していたジェレミー・フォックス
という密輸団の首領が牛耳っていた。_少年に母親の面影を見たフォックスはやむなく受け入れるが、ジョンが墓
場の地下にある密輸のアジトや驚くべき秘密を知ってしまったとたん、二人に身の危険が迫る…。巨匠フリッツ・
ラングがハリウッド時代の晩年に撮った、18世紀イギリス南部の寒村ムーンフリートを舞台に繰り広げられる冒
険譚。＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

87分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1955 アメリカ
監督：フリッツ・ラング　原作：Ｊ・ミード・フォークナー　出
演：スチュワート・グレンジャー、ジョージ・サンダース、ジョ
ン・ホワイトリー

ミーティング・ヴィーナス 1000362237 ¥3,800
『炎のランナー』のデヴィッド・パットナム製作、『メフィスト』のイシュトヴァン・サボー監督、そしてキリ・テ・カナワ
の歌声が作品に花を添え、人生、愛、芸術と幸福が同時に巻き起こる、カーテンコールを受けるに相応しい作品
だ。

120分 英語 日本語 1991
日本・アメリカ・
イギリス

監督／脚本：イシュトヴァン・サボー　脚本：マイケル・ハー
スト　製作：デヴィッド・パットナム　出演：グレン・クロー
ズ、ニエル・アレストリュプ

マデロンの悲劇 1000362234 ¥3,800
ヘレン・ヘイズが息子に献身的な愛情を注ぎ、彼を養育するためなら全てを犠牲にし、体を売ることも厭わない
捨て身の若い母親役を演じ、1930年度米アカデミー賞(R) 優秀主演女優賞を獲得。

75分 英語 日本語 1931 アメリカ
監督：エドガー・セルウィン　撮影：オリヴァー・Ｔ・マーシュ
出演：ヘレン・ヘイズ、マリー・プレヴォー、クリフ・エドワー
ズ、アラン・ヘイル

町の人気者 1000362238 ¥3,800
第二次世界大戦中の不穏な時代、カリフォルニアの小さな町で電報を配達する高校生のホーマー・マコーリーと
彼が触れ合う人々を描く心を打つ物語。米アカデミー賞で５部門でノミネートされ、原案賞を受賞。

117分 英語 日本語 1943 アメリカ
製作／監督：クラレンス・ブラウン　原作：ウィリアム・サロ
イヤン　撮影：ハリー・ストラドリング　出演：ミッキー・ルー
ニー、ドナ・リード_、フランク・モーガン

マーフィのロマンス TMOD10766 ¥3,800
真面目な男と、ろくでなし。いい女を巡るロマンティック・トライアングル。魅力的な1人の女性を巡って、真面目な
中年の薬剤師と、突然現れた前夫が繰り広げる、ちょっぴりおかしな大人のラブ・ストーリー。

108分 英語 日本語 1985 アメリカ
監督：マーティン・リット　脚本：アーヴィング・ラヴェッチ
音楽：キャロル・キング　出演：サリー・フィールド、ジェー
ムズ・ガーナー

ホテル 1000362239 ¥3,800
それぞれのドアの向こうには、さまざまな物語がある。アーサー・ヘイリーのベストセラーの１冊が、さまざまな私
生活の秘密を探求する壮大で厚みのある映画として命を吹き込まれた。

125分 英語 日本語 1967 アメリカ
製作／監督：リチャード・クワイン　撮影：チャールズ・ラン
グ　出演：ロッド・テイラー、カトリーヌ・スパーク、カール・マ
ルデン、マール・オベロン

ホースメン　炎の騎馬民族 TMOD10204 ¥3,800 アフガニスタン高原に君臨する、誇り高き騎馬民族の傑出した一青年のロマン溢れる生き様を描く叙事詩秀作。 109分 英語 日本語 1971 アメリカ
監督：ジョン・フランケンハイマー　音楽：ジョルジュ・ドル
リュー　出演：オマー・シャリフ　リー・テイラー＝ヤング、
ジャック・パランス

ヘンリエッタに降る星 1000332623 ¥3,800
クリント・イーストウッドの製作会社が送り出す本作は、希望と救済を描く心温まる物語。ロバート・デュバルが熟
達した演技を見せ絶賛を浴び、この役は彼の数ある当たり役のひとつに加わった。

109分 英語 日本語 1995 アメリカ
監督：ジェームズ・キーチ　製作：クリント・イーストウッド
撮影：ブルース・サーティース　出演：ロバート・デュバル、
エイダン・クイン

プリンス・オブ・シティ 1000590688 ¥3,800

ニューヨークは悪に染まった正義に守られていた……
巨匠シドニー・ルメットが突きつける鮮烈の刑事物語。

ニューヨーク市警察麻薬課特別捜査班（SIU）では、逮捕した売人から薬物やカネを奪うなどの不正が横行して
いた。その中で も若く、“街のプリンス”と呼ばれる刑事、ダニエル（ダニー）・チェロ（T・ウィリアムズ）はある
日、警官の汚職を捜査している検事補カパリーノ（N・パーカー）に呼び出され、捜査への協力を依頼される。羽
振りのいい暮らしをしているダニーだったが、従兄弟のニックはマフィアで、弟はヤク中、警官だが強盗と変わら
ないと父にまで指摘され、罪悪感に苛まれる。ある夜、麻薬中毒の情報提供者から麻薬を求められたダニー
は、他のジャンキーを殴ってヘロインを奪う。この現状から抜け出したいと考えたダニーは、SIU勤務の11年間に
行った悪事を不問とし、決して仲間を売らないことを条件に、カパリーノと連邦検事リック（P・ローブリング）に協
力を申し出る。身体に盗聴器を隠したダニーは、刑事がマフィアとつるんで不正を働く現場に赴き、録音を重ね
ていく。盗聴テープが増えていくにつれ、マフィアや警察の中でダニーへの疑念も増していく。そんな折、同僚の
ジーノが収賄を現場を抑えられていまう。検察に協力者になれと強要されたジーノは拳銃自殺を図る。ジーノの
死に動揺したダニーは、SIUの仲間たちに検察に協力していることを告白する……
巨匠、シドニー・ルメットが『セルピコ』と同じテーマに再び挑み、緊迫感の中に法と仁義、友情の間で揺れ動く警
官の苦悩をあぶり出し、曖昧になっていく正義と悪の境界線を描いていく。

197分 英語 日本語 1981 アメリカ

監督：シドニー・ルメット
原作：ロバート・デイリー
脚本：ジェイ・プレッソン・アレン／シドニー・ルメット
出演：トリート・ウィリアムズ、ジェリー・オーバック、リ
チャード・フォロンジー、ノーマン・パーカー、ポール・ロー
ブリング

ブッチャー・ボーイ 1000277721 ¥3,800
過酷な運命に翻弄される少年の姿を、時に面白く、時に身も凍る恐ろしさで描き出す。「クライング・ゲーム」でア
カデミー賞を受賞したニール・ジョーダン監督の 高傑作とも称される。ベルリン国際映画祭銀熊賞受賞。＊こ
のタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

110分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1998 アイルランド

監督／製作総指揮：ニール・ジョーダン　撮影：エイドリア
ン・ビドル　音楽：エリオット・ゴールデンサール　出演：
イーモン・オーウェンズ_、スティーブン・レイ、フィオナ・ショ
ウ、ショーン・マッギンレイ

ピラミッド 1000289271 ¥3,800
ハワード・ホークス監督による超大作。数千人ものエキストラ、ピラミッド内の宮殿を始めとする壮大なセット、目
を見張るような広大な砂漠の景色など、これまで培った手腕をこの作品でも発揮している。_＊このタイトルの映
像には、予め日本語字幕が収録されています。

104分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1955 アメリカ
監督／製作：ハワード・ホークス　音楽：ディミトリ・ティオム
キン　出演：ジャック・ホーキンス、ジョーン・コリンズ

氷壁の女 1000286344 ¥3,800
オスカー受賞監督フレッド・ジンネマンが、高くそびえ立つ世界へと誘う。スイスの人里離れた村へやって来た医
師。彼の妻だと名乗る同伴の女性は彼よりもかなり年下だ。やがて二人の秘密が徐々に明かされる。_＊このタ
イトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

108分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1982 アメリカ
監督／製作：フレッド・ジンネマン　音楽：エルマー・バーン
スタイン　出演：ショーン・コネリー、ベッツィ・ブラントリー、
ランベール・ウィルソン
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避暑地の出来事 1000289264 ¥3,800
スローン・ウィルソンのベストセラー小説に基づく、欲望と波乱に満ちた映画の秀作。初主演を務めるドナヒュー
が、一途に恋をするジョニー・ハンター役を演じる。マックス・スタイナーによる楽曲は、あまりにも有名。_＊この
タイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

130分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1959 アメリカ
監督／製作／脚本：デルマー・デイビス　撮影：ハリー・ス
トラドリング　出演：サンドラ・ディー、トロイ・ドナヒュー、ド
ロシー・マクガイア

B52爆撃隊 1000590645 ¥3,800

成層圏の要塞B52の威容と大空の興奮を描く 高航空大作！
米空軍全面協力による航空映画の決定版！
キャッスル空軍基地に勤務するベテラン整備兵のチャック・ブレナン（K・マルデン）は、退役した友人から民間企
業への転職を勧められていた。自分の任務に誇りを抱いていたチャックだったが、娘のロイス（N・ウッド）が、以
前から軍隊での勤務を嫌っていたこともあり、思い悩む。そんな折、新たにジム・ハーリヒイ大佐（E・ジンバリスト
Jr.）が赴任してくる。チャックはかつて朝鮮戦争の際、「東京の女に会いに行く」と言うジムのために無理な整備
をしたことで部下を敵の砲撃で失っていたため、ジムを嫌っていた。
退職の意志を固めたチャックは、ジムに辞意を伝えるが、B52の配備を控え、腕利きの整備兵が必要ということ
でジムはチャックを慰留する。ある日、ロイスとチャックがドライブをしている時に、ジムと出会う。お互いに惹か
れ合ったロイスとジムは、その日からデートを重ね、見かねたチャックはジムにロイスと別れろ、別れたら基地に
残ると言い放つ。
実戦配備の前に制御盤の 終テストを行う目的で、アフリカまでのB52のテスト飛行が始まった。ジムが操縦桿
を握り、チャックも整備担当として乗り込むが、離陸から25時間を経過した頃、制御盤から発火した。高度6000
ｍで、機長のジムは乗員を脱出させ、煙の中何とか着陸に成功する。しかし、脱出したチャックが行方不明に
なっているとの報告が入る…
1955年の運用開始の直後、米空軍全面協力の下、B52の貴重な飛行映像を随所に交えながら、男の対立と家
族の愛を温かく描く。

106分 英語 日本語 1957 アメリカ

監督：ゴードン・ダグラス
脚本：アーヴィング・ウォーレス

音楽：レナード・ローゼンマン
出演：エフレム・ジンバリスト・Ｊｒ.、カール・マルデン、ナタ
リー・ウッド、マーシャ・ハント

ハリウッドにくちづけ TMOD12457 ¥3,800
アカデミー賞主演女優賞に輝く二大女優メリル・ストリープとシャーリー・マクレーンが、ハリウッドに生きる映画
女優の実像をドラマチックに、そしてコミカルに熱演。ジーン・ハックマンなど豪華男優陣の共演も話題。

101分 英語 日本語 1990 アメリカ
監督：マイク・ニコルズ　原作：キャリー・フィッシャー　音
楽：カーリー・サイモン　出演：メリル・ストリープ、シャー
リー・マクレーン

華やかな情事 1000289266 ¥3,800
巧みな脚本に基づき、フラッシュバックとフラッシュフォーワードシーンを、リチャード・レスター監督が織り交ぜ
る。サンフランシスコを舞台に、二人の男女が心を通わせようとするリアリティ溢れる作品。_＊このタイトルの映
像には、予め日本語字幕が収録されています。

105分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1968
アメリカ・イギ
リス

監督：リチャード・レスター　撮影：ニコラス・ローグ　音楽：
ジョン・バリー　出演：ジョージ・Ｃ・スコット、ジュリー・クリス
ティ_、リチャード・チェンバレン

ハドソン河のモスコー TMOD10470 ¥3,800
“Ａ列車で行こう”。それは自由なアメリカそのものだった。アメリカに生きるエスニック（少数民族）。ポール・マ
ザースキー監督の彼らに向けるあたたかいまなざしが、印象的な映画に結実した。

117分 英語 日本語 1984 アメリカ
監督／製作／脚本：ポール・マザースキー　撮影：ドナル
ド・マカルパイン　　出演：ロビン・ウィリアムズ、マリア・コン
チータ・アロンゾ

白鳥 1000332620 ¥3,800
母親から世慣れした皇太子と結婚するように言われるが、実は凛々しい一般庶民の男性に惹かれていた…。主
演のグレース・ケリーは、美しく華麗で王族としての威厳を漂わせている。

108分 英語 日本語 1956 アメリカ
監督：チャールズ・ヴィダー　脚本：ジョン・ダイトン　音楽：
ブロニスラウ・ケイパー　出演：グレース・ケリー、アレック・
ギネス_、ルイ・ジュールダン

ニューヨークの奴隷たち TMOD11877 ¥3,800
求め、とまどい、傷つく男たち、女たち…。みんな、ニューヨークの奴隷たち。アンディ・ウォホールに絶賛された
タマ・ジャノウィッツの全米ベストセラー小説を、『眺めのいい部屋』のジェームズ・アイヴォリーが監督。

125分 英語 日本語 1989 アメリカ
監督：ジェームズ・アイヴォリー　撮影：トニー・ピアース=ロ
バーツ　音楽：リチャード・ロビンズ　出演：バーナデット・
ピータース、クリス・サランドン

ドレッサー TMOD10420 ¥3,800
アカデミー賞 優秀作品賞、主演男優賞、監督賞、脚本賞にノミネートされた秀作。。劇団の名優とドレッサーの
緊張感あふれる関係は、感動を呼ばずにはおかない。

118分 英語 日本語 1983 イギリス
監督／製作：ピーター・イエーツ　原作／脚本：ロナルド・
ハーウッド　音楽：ジェームズ・ホーナー　出演：アルバー
ト・フィニー、トム・コートネイ

虎鮫 1000332618 ¥3,800
同じ女性に恋をする血気盛んな働き者の男たちを描く。綿々と続く恋の三角関係よりもパワフルなのがフィッシ
ングシーン。魚が食いつき、リールを巻き上げ、そして食欲旺盛な鮫たちが旋回する危険が描かれる。

77分 英語 日本語 1932 アメリカ
監督：ハワード・ホークス　撮影：トニー・ゴーディオ　音楽：
レオ・F・フォーブステイン　出演：エドワード・G・ロビンソ
ン、リチャード・アーレン

ドーヴァーの白い崖 1000362231 ¥3,800
アイリーン・ダン主演のロマンス大作。バン・ジョンソンからエリザベス・テイラーまで1940年代のスターたちが、
戦争の悲劇に押し潰されず、毅然としたある女性の感動的な物語の脇をしっかりと固めている。

126分 英語 日本語 1944 アメリカ
監督：クラレンス・ブラウン　撮影：ジョージ・フォルシー　音
楽：ハーバート・ストサート　出演：アイリーン・ダン、アラ
ン・マーシャル_、バン・ジョンソン

テンペスト TMOD10143 ¥3,800
男がロマンを夢見た時、奇跡の嵐がやって来た…。シェイクスピアの戯曲を、『結婚しない女』のポール・マザー
スキー監督が現代を舞台に映画化。ジョン・カサヴェテス、ジーナ・ローランズが映画の中でも夫婦役を演じる。

142分 英語 日本語 1982 アメリカ
監督／脚本：ポール・マザースキー　音楽：ツトム・ヤマシ
タ　出演：ジョン・カサヴェテス、ジーナ・ローランズ、モ
リー・リングウォルド、スーザン・サランドン

翼よ！あれが巴里の灯だ 1000286345 ¥3,800
世界初の大西洋横断無着陸単独飛行を行ったリンドバーグの苦闘と成功をビリー・ワイルダー監督が描く。リン
ドバーグのファンのジェイムズ・スチュワートが役を熱望するも、当初断られるというエピソードがある。_＊このタ
イトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

135分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1957 アメリカ
監督／脚本：ビリー・ワイルダー　音楽：フランツ・ワックス
マン　出演：ジェイムズ・スチュワート、マーレイ・ハミルト
ン、バートレット・ロビンソン



178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

A B C D E F G H I J 

翼の男 1000590647 ¥3,800

多彩なキャストとスリル！「紅の翼」を凌ぐ大航空映画！
空中衝突の危機をはらんで二万米の上空に刻々と迫りくる恐怖とサスペンス！
3年前の接触事故を起こし、乗員を死なせてしまった海軍パイロットのヒース中佐（E・ジンバリストJr.）は、離婚の
危機に瀕していた。ヒースの不在による寂しさに耐えられなかった妻は、別の男の誘いに乗り、娘のアンはそん
な母親を嫌って、寮のある学校に入ろうとしていた。ワシントンまで兵士のマクベイ（T・ドナヒュー）を8255機の後
部座席に乗せた中佐は、3年前の事故について説明する。
トランス・ステイツのDC-7は、役員への就任を要請されながら断り続けているベテランのバーネット（D・アンド
リュース）が機長として、副操縦士としてマイク（J・カー）が搭乗することになった。バーネットとマイクはかつては
親しい仲だったが、妻を亡くした息子の教育とマイクの昇進をめぐって微妙な関係となっていた。
DC-７には余命いくばくもない医師とその妻、どう役を演じていいのかわからない役者とマネージャー、作家とか
つての愛人、隣り合い、互いに意識しながらも声をかけられない男女、マイクの恋人でキャビンアテンダントのキ
ティ（A・フランシス）らがいる。それぞれの思いと過去を乗せ、離陸したDC-７は、機体が安定するというバーネッ
トの判断により、規定よりも500フィート高い高度で飛行していた。そこに無線が故障した海軍の8255機が近づき
つつあった…
航空機のニアミスというサスペンスの中に、登場人物の内面と過去、そして人生をあぶり出していく珠玉のドラ
マ。

105分 英語 日本語 1960 アメリカ

監督：ジョセフ・ペヴニー
音楽：レナード・ローゼンマン
出演：ダナ・アンドリュース、ロンダ・フレミング、エフレム・
ジンバリスト・Ｊｒ、ジョン・カー、アン・フランシス、トロイ・ド
ナヒュー

父の肖像 TMOD10370 ¥3,800
今は亡き名優メルヴィン・ダグラスとジーン・ハックマンが父子を演じ、オスカー主演男優賞、助演男優賞にそれ
ぞれノミネートされる迫真の演技を見せた、父と息子の断絶を描く感動のヒューマン・ドラマ。

92分 英語 日本語 1970 アメリカ
監督／製作：ギルバート・ケイツ　出演：メルヴィン・ダグラ
ス、ジーン・ハックマン、ドロシー・スティックニー、エステ
ル・パーソンズ

ダブルマン 1000269301 ¥3,800

名優ユル・ブリンナー演じるCIA局員が冷戦下、二重に仕組まれた敵国スパイの陰謀に巻き込まれる！_スレイ
ターはスキー事故で息子が命を落としたと聞き、現場のアルプス・チロル地方に向かう。それが敵国ソ連が仕掛
けた巧妙な罠とも知らず…。アカデミー賞受賞経験を持つ名匠フランクリン・Ｊ・シャフナーは、風光明媚なアルプ
スを舞台に堂々たるアクションを展開させる。＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されていま
す。

105分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1967
アメリカ・イギ
リス

監督：フランクリン・Ｊ・シャフナー　原作：ヘンリー・Ｓ・マッ
クスフィールド　出演：ユル・ブリンナー、ブリット・エクラン
ド、クライヴ・レヴィル

戦争と冒険 TMOD10203 ¥3,800
冒険が、若き英雄ウィンストン・チャーチルを生んだ。監督は『ガンジー』でアカデミー賞を受賞したリチャード・
アッテンボロー。チャーチルをうり二つに演じきるサイモン・ウォードの熱演も話題となった。

153分 英語 日本語 1972 イギリス
監督：リチャード・アッテンボロー　脚本：カール・フォアマン
撮影：ジェリー・タービン　出演：サイモン・ウォード、ロバー
ト・ショウ、ジョン・ミルズ

戦場の小さな天使たち TMOD11368 ¥3,800
少年たちにとって、戦時下のロンドンは、めくるめく冒険の世界だった―。巨匠ジョン・ブアマンが自ら、幼い日の
感性をよみがえらせて描く出色のストーリー。ゴールデン・グローブ賞他、数々の賞を受賞。

112分 英語 日本語 1987 イギリス
監督／脚本：ジョン・ブアマン　撮影：フィリップ・ルースロ
音楽：ピーター・マーティン　出演：サラ・マイルズ、セバス
チャン・ライス・エドワーズ

銭の罠 1000361870 ¥3,800
警官が銭の罠にはまってしまったらどうだろうか。現ナマと引き換えに誠実性を売り、目的のためならば多分彼
の将来さえも…。グレン・フォードが疲れきった警官を、エルケ・ソマーが彼の美しい妻を演じる。

92分 英語 日本語 1965 アメリカ
監督：バート・ケネディ　脚本：ウォルター・バーンスタイン
音楽：ハル・シェーファー　出演：グレン・フォード、エルケ・
ソマー、リタ・ヘイワース

スラッガーズ・ワイフ TMOD10583 ¥3,800
ニール・サイモンお得意の“ちぐはぐなカップル”をテーマに贈る、コメディ・タッチのしゃれたラブ・ロマンス。ハ
ル・アシュビーの繊細な演出、そして洗練された演技に心ゆくまで酔ってください。

104分 英語 日本語 1985 アメリカ
監督：ハル・アシュビー　脚本：ニール・サイモン　出演：マ
イケル・オキーフ、レベッカ・デモーネイ、マーティン・リッ
ト、ランディ・クエイド

スフィンクス 1000297716 ¥3,800
ロビン・クックのベストセラー小説に基づくオカルトチックなサスペンス作品。　監督はフランクリン・Ｊ・シャフ
ナー。古代エジプトの歴史的建造物、スフィンクスが危険を孕み、まばゆいばかりの輝きを放つ。_＊このタイトル
の映像には、予め日本語字幕が収録されています。

117分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1981 アメリカ
監督：フランクリン・Ｊ・シャフナー　原作：ロビン・クック　出
演：レスリー＝アン・ダウン、フランク・ランジェラ、モーリ
ス・ロネ_、ジョン・ギールグッド

すばらしき仲間たち TMOD80258 ¥3,800

一攫千金の夢はかなうのか？優秀な競走馬“ケイシーズ・シャドウ”をめぐって繰り広げられる、父と三人の息子
の物語。ウォルター・マッソーの心温まる父親役は、観る人すべての心をしびれさせずにはおかないだろう。

116分 英語 日本語 1977 アメリカ
監督：マーティン・リット　脚本：キャロル・ソビエスキー　撮
影：ジョン・Ａ・アロンゾ　音楽：パトリック・ウィリアムズ　出
演：ウォルター・マッソー

スイング・シフト 1000281163 ¥3,800
「羊たちの沈黙」でアカデミー賞を受賞したジョナサン・デミ監督が、第二次世界大戦を舞台に、一般市民が途方
もないことを成し遂げようと躍起になっていた時代に、ノスタルジックな視線を投げかける。_＊このタイトルの映
像には、予め日本語字幕が収録されています。

100分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1984 アメリカ
監督：ジョナサン・デミ　撮影：タク・フジモト　出演：ゴール
ディ・ホーン、カート・ラッセル、エド・ハリス、フレッド・
ウォード、ホリー・ハンター

忍冬の花のように 1000277499 ¥3,800
ウィリー・ネルソンが、愛する妻のためといえども好きなコンサート巡業を諦めきれないカントリー・シンガーを演
じるという、彼の地をいくストーリー。音楽もウィリー・ネルソンが担当、演奏シーンもたっぷり挿入されている。＊
このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

119分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1980 アメリカ
監督：ジェリー・シャッツバーグ　製作総指揮：シドニー・ポ
ラック　音楽：ウィリー・ネルソン　出演：ウィリー・ネルソ
ン、ダイアン・キャノン_、エイミー・アービング

真実の囁き 1000281168 ¥3,800
悪徳保安官が殺された未解決事件の謎解きをきっかけに、テキサスの国境近くの町で、異文化の衝突と黒い駆
け引きが繰り広げられる。本作でジョン・セイルズはアカデミー賞脚本賞にノミネートされた。_＊このタイトルの映
像には、予め日本語字幕が収録されています。

135分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1995 アメリカ
監督／脚本：ジョン・セイルズ　出演：クリス・クーパー、エ
リザベス・ペーニャ、クリス・クリストファーソン、マシュー・
マコノヒー

蜃気楼の女 1000332627 ¥3,800
愛人はプライドを持ち続けられるの？ジョーン・クロフォードとクラーク・ゲーブルがお答えします。貪欲さ、野心、
政治、セックスを巧みに織り交ぜ、男性が権力を握り、女性には賞味期限がある世界を痛烈に描いた作品。

76分 英語 日本語 1931 アメリカ
監督：クラレンス・ブラウン　原作：エドガー・セルウィン　撮
影：オリヴァー・T・マーシュ　出演：ジョーン・クロフォード、
クラーク・ゲーブル

ジョージー・ガール TMOD11091 ¥3,800
主演のリン・レッドグレーヴが、この作品でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされた。また、ザ・シーカーズが
歌う主題曲「ジョージー・ガール」が大ヒット、アカデミー賞の主題歌部門にノミネートされた名作青春ストーリー。

99分 英語 日本語 1966 イギリス
監督：シルヴィオ・ナリッツァーノ　出演：リン・レッドグレー
ヴ、ジェームズ・メイソン、アラン・ベイツ、シャーロット・ラン
プリング

少年院 1000362256 ¥3,800
希少な、初期のボガート出演作品。ベビーフェイス・マーティンが『デッドエンド』のスラムキッズたちに痛烈な影
響を与えてから１年後、この社会派映画でハンフリー・ボガートは、不良少年たちのボスを演じている。

85分 英語 日本語 1938 アメリカ
監督：ルイス・セイラー　原案：クレイン・ウィルバー　撮影：
アーサー・トッド　音楽：マックス・スタイナー　出演：ハンフ
リー・ボガート_、ビリー・ハロップ

情炎の美姫 1000362254 ¥3,800
艦対艦、人対人の戦闘が繰り広げられる中、戦の混乱の中にも幸せを見いだそうとする恋人達の心震わせる
シーンを織り交ぜながら、スリリングに展開してゆく無声映画。アカデミー賞監督賞・撮影賞受賞作品。

98分 日本語 1929 アメリカ
製作／監督：フランク・ロイド　撮影：ジョン・Ｆ・サイツ　出
演：コリンヌ・グリフィス、ヴィクター・ヴァルコニ、Ｈ・Ｂ・
ワーナー
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シャイアン 1000281171 ¥3,800
ハリウッド映画の巨匠ジョン・フォードが手掛けた 後の西部劇で、感動を呼ぶ屈指の意欲作。シャイアン族た
ちが居留地へ強制移動させられた“涙の道”をモチーフにした物語を一流キャストたちが演じる。_＊このタイトル
の映像には、予め日本語字幕が収録されています。

154分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1964 アメリカ
監督：ジョン・フォード　脚本：ジェームズ・Ｒ・ウェッブ　出
演：リチャード・ウィドマーク、キャロル・ベイカー、ジェイム
ズ・スチュワート

惨劇の波止場 1000332632 ¥3,800
海辺のホテルを切り盛りするミンは、幼いころに引き取った養女を育てていたが、その娘の飲んだくれの実母が
現れ、ミンの世界は一変する。本作でマリー・ドレスラーはアカデミー賞主演女優賞を受賞。

65分 英語 日本語 1930 アメリカ
監督：ジョージ・ヒル　撮影：ハロルド・ウェンストロム　出
演：マリー・ドレスラー、ウォーレス・ビアリー、マージョ
リー・ランボー

サバイビング・ピカソ 1000332415 ¥3,800
ピカソの長年の愛人であり、彼の子供たちクロードとパロマの母親でもある女性の視点から描かれた傑作。ある
天才の美、執念を深く、密に掘り下げヴィヴィッドに描いた物語。

125分 英語 日本語 1996 アメリカ
監督：ジェームズ・アイヴォリー　撮影：トニー・ピアース＝
ロバーツ　出演：アンソニー・ホプキンス、ナターシャ・マケ
ルホーン、ジュリアン・ムーア

後の歓呼 CPDM10605 ¥3,800

二度のアカデミー賞主演男優賞に輝く名優スペンサー・トレイシー、巨匠ジョン・フォードが『河上の別荘』（1930）
以来、再び相見える。
老市長の選挙戦を通じて「敗北の中の栄光」を誇り高く描く。

ニューイングランド地方のある都市で5期目の市長選への出馬を決めたフランク・スケフィントン（S・トレイシー）。
多忙な中でも就任以来、市民との面談を続け、絶大な支持を受けているが、強引な駆け引きも厭わない彼の政
治力を嫌う者たちも多かった。新聞経営者のエイモス（J・キャラダイン）もその一人で、フランクの対立候補で退
役軍人のマクラスキーの支持を早々に打ち出す。新聞社に勤める人気コラムニストのアダム（J・ハンター）は、
フランクの甥で、妻の父セグルー（W・バウチー）は、幼馴染のフランクをひどく嫌っていた。フランクはアダムを選
挙を内部から覗いてみないかと誘い、彼の人間性に魅了されたアダムは選挙に協力することにした。一方、対
立候補のマクラスキーもテレビを使った派手なキャンペーンを展開する。
そして投票日当日。誰もがスケフィントンの勝利を信じて疑わなかったが、開票が進むにつれてフランクの敗北
は決定的になっていく。テレビカメラの前に立ち、今後のことを聞かれたフランクは州知事選に立候補することを
宣言する。そしてマクラスキーの当選パレードが賑やかに繰り広げられる中、ひとり自宅へと向かうが…
名優の主演デビュー作以来となる巨匠との再会。敗北にも屈しない老市長の信念と闘志を描き、スペンサー・ト
レイシー晩年の代表作となった。

121分 英語 日本語 1958 アメリカ

監督・製作：ジョン・フォード
原作：エドウィン・オコナー
脚本：フランク・S・ニュージェント
出演：スペンサー・トレイシー、ジェフリー・ハンター、ダイア
ン・フォスター、ベイジル・ラスボーン、パット・オブライエ
ン、ドナルド・クリスプ

五月の七日間 1000444293 ¥3,800
ジョン・フランケンハイマー監督、ロッド・サーリング脚本による傑作サスペンス。緊迫したタッチでクーデター勃発
の可能性を探る。運命の七日間でクーデターを阻止することはできるのだろうか？

118分 英語 日本語 1963 アメリカ
監督：ジョン・フランケンハイマー　脚本：ロッド・サーリング
音楽：ジェリー・ゴールドスミス　出演：バート・ランカス
ター、カーク・ダグラス

恋のじゃま者 TMOD11032 ¥3,800
トム・ハンクス主演の心温まるコメディ・お調子者の息子と厚かましい父親との心の絆が、スピーディーな展開で
コミカルに描かれる。監督は「プリティ・ウーマン」のヒットメーカー、ゲイリー・マーシャル。

119分 英語 日本語 1986 アメリカ
監督：ゲイリー・マーシャル　撮影：ジョン・Ａ・アロンゾ　音
楽：パトリック・レナード　出演：トム・ハンクス、ジャッキー・
グリーソン、エヴァ・マリー・セイント

激怒 1000361868 ¥3,800
息子を殺され激怒した父親が、政府の陰謀を暴く。軍事産業の虚偽に対する論争からわき上がった怒りから生
まれた、真実にこの上なく近いフィクションであると評された。

99分 英語 日本語 1972 アメリカ
監督／出演：ジョージ・Ｃ・スコット　撮影：フレッド・コーネカ
ンプ　音楽：ラロ・シフリン　出演：リチャード・ベースハー
ト、マーティン・シーン

狂えるメサイア 1000332417 ¥3,800
短くも絶大な影響力を持つフランスの彫刻家アンリ・ゴーティエの人生と、親密でありながらプラトニックな関係で
あった20も年上のポーランド移民女性との物語。ケン・ラッセル監督から芸術界の伝説への熱い贈り物。

99分 英語 日本語 1972 イギリス
監督：ケン・ラッセル　脚本：クリストファー・ローグ　撮影：
ディック・ブッシュ　出演：ドロシー・テューティン、スコット・
アンソニー_、リンゼイ・ケンプ

虚栄の花 1000361639 ¥3,800
ヘレンは才能ある妹とともに田舎町から抜け出したい。人々を利用し、振り捨てればその望みは叶う。そしてヘ
レンは実行に移す。本作は痛烈で、鋭い観察眼をもち、華やかなショウビズの裏側を舞台にして高い評価を得
た。

109分 英語 日本語 1943 アメリカ
監督：ヴィンセント・シャーマン　製作：ジェリー・ウォルド
音楽：ハインツ・ロームヘルド　出演：アイダ・ルピノ、ジョー
ン・レスリー_、ジャック・カーソン

傷だらけの栄光 1000276076 ¥3,800

あえぐような貧しい生活からのし上がり、ミドル級のタイトルを獲るまでに至った実在のボクサー、ロッキー・グラ
ジアノの型破りな人生をポール・ニューマンが迫真の演技で演じる。アカデミー賞撮影賞・美術賞受賞作品。_無
名時代のスティーブ・マックィーンも出演している。＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されてい
ます。

114分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1956 アメリカ
監督：ロバート・ワイズ　撮影：ジョセフ・ルッテンバーグ
音楽：ブロニスラウ・ケイパー?出演：ポール・ニューマン、
ピア・アンジェリ_、サル・ミネオ、アイリーン・ヘッカート

華麗なる陰謀 1000297717 ¥3,800
「推定無罪」「ペリカン文書」のアラン・Ｊ・パクラが監督し、ジェーン・フォンダ、クリス・クリストファーソン出演によ
る本作は、世界を舞台に飛び回り、避け難い不吉な“何か”を描く破滅へと向かうサスペンス。_＊このタイトルの
映像には、予め日本語字幕が収録されています。

116分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1981 アメリカ
監督：アラン・Ｊ・パクラ　撮影：ジュゼッペ・ロトゥンノ　出
演：ジェーン・フォンダ、クリス・クリストファーソン、ヒュー
ム・クローニン_、ジョセフ・ソマー

カリフォルニア・スイート TMOD10008 ¥3,800
人気劇作家ニール・サイモンお得意の軽妙洒脱なストーリーを、ハーバート・ロス監督が粋に味つけ。アカデミー
賞授賞式のビバリーヒルズ・ホテルを舞台にした、ジョークと洒落っ気たっぷりの男と女の物語。 102分 英語 日本語 1978 アメリカ

監督：ハーバート・ロス　脚本：ニール・サイモン　音楽：ク
ロード・ボラン　出演：マイケル・ケイン、ジェーン・フォン
ダ、ウォルター・マッソー

お茶と同情 1000332619 ¥3,800
同級生から“シスターボーイ”と呼ばれる繊細な高校生と、彼の男らしさを証明してあげようとする寄宿舎の舎監
の美しい妻を描いたブロードウェイ作品の映画化。

122分 英語 日本語 1956 アメリカ
監督：ヴィンセント・ミネリ　原作／脚本：ロバート・アンダー
ソン　撮影：ジョン･アルトン　音楽：アドルフ・ドイッチ　出
演：デボラ・カー_、ジョン・カー

おしゃれ泥棒２ 1000332636 ¥3,800
オードリー・ヘプバーン 後の主演作。「シャレード」「おしゃれ泥棒」を彷彿とさせる活気あふれるコメディサスペ
ンス。ヘプバーンのファンにはとっておきの作品。

94分 英語 日本語 1987 アメリカ
監督：ロジャー・ヤング　撮影：ゲイン・レシャー　音楽：
アーサー・B・ルビンスタイン　出演：オードリー・ヘプバー
ン、ロバート・ワグナー

オー！ラッキーマン 1000289268 ¥3,800
マイケルはただ望むだけでは富も名声も手に入らない事に気づき、あらゆる社会階層に狡猾で残忍な面が存在
する事を知る…。_マルコム・マクダウェル主演、リンゼイ・アンダーソン監督という「if もしも・・・」のコンビによる作
品。＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

178分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1973 イギリス
監督：リンゼイ・アンダーソン　脚本：デヴィッド・シャーウィ
ン　出演：マルコム・マクダウェル、レイチェル・ロバーツ、
ラルフ・リチャードソン
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栄光の都 1000590646 ¥3,800

人気絶頂期のジェームズ・キャグニーが心優しきボクサーを好演！『凡てこの世も天国も』のA・リトヴァク監督に
よる感動のドラマ。

ニューヨークのブルックリン。ダンスの得意なペギー（A・シェリダン）と正義感の強いダニー、音楽を愛するダ
ニー（J・キャグニー）の弟エディ（A・ケネディ）、そして手癖の悪いグーギ（E・カザン）の4人の子供たちが貧しい
ながらもたくましく育っていった。やがて成人したダニーは、運転手をしながらペギーと結婚したいと考えている。
ペギーはダンサーになる夢を諦めきれず、エディは近所の子供たちにピアノを教えながら作曲の勉強を続けて
いた。レッスンが減ったエディのために、ダニーは得意のボクシングの試合に出場し、鮮やかなノックアウト勝ち
を収める。その試合を見た敏腕マネージャーのマクファーソンの誘いをダニーは断ってしまう。ペギーはダンス
ホールでダンサーのマレーに誘われコンビを結成、次々とコンテストで優勝を重ねていく。ダンサーとしての将来
が見えてきたペギーは、結婚を申し出たダニーに野心を持って道を切り拓いてほしいと伝え、ダニーはプロのボ
クサーになることを決意する。そして幼馴染のグーギは刑務所から出所してギャングとなっていた。
ヤング・サムソンというリングネームで連戦連勝のダニーとプロとして地方巡業を重ねるペギーの間ですれ違い
が多くなっていく。グーギはダニーの勝ちに賭けることで裏社会でのしあがっていた。ある日、ダニーは、ペギー
を楽屋に訪ねたが、そこではマレーがペギーをわが物のように扱っていた。すべてを悟ったダニーは、マク
ファーションにチャンピオン、キャノンボールとのマッチメイクを依頼する…
人気絶頂期のジェームズ・キャグニーが『汚れた顔の天使』に続いてアン・シェリダンと共演、弟と恋人のために
すべてを失ったボクサーが愛を取り戻す姿を感動的に描く。

104分 英語 日本語 1940 アメリカ

監督：アナトール・リトヴァク
原作：エイベン・カンデル
脚本：ジョン・ウェクスリー
音楽：マックス・スタイナー／レオ・Ｆ・フォーブステイン
出演：ジェームズ・キャグニー、アーサー・ケネディ、アン・
シェリダン、ドナルド・クリスプ、エリア・カザン

愛しのロクサーヌ TMOD11204 ¥3,800
愛する人の恋の手助けをした、お人好しがいた。有名な「シラノ・ド・ベルジュラック」の現代版。アメリカ 高のエ
ンターテイナー、スティーブ・マーティンとダリル・ハンナが贈る、全米スーパー・ヒット・ラブ・コメディ。 107分 英語 日本語 1987 アメリカ

監督：フレッド・スケピシ　撮影：イアン・ベイカー　音楽：ブ
ルース・スミートン　出演：スティーヴ・マーティン、ダリル・
ハンナ、リック・ロソヴィッチ

いつも心に太陽を TMOD10149 ¥3,800
粗暴で手のつけられない子供たちを受け持った、新任教師の惑いを描いたこの古典的名作は、60年代のティー
ンエージャーの不安と悩みを描いた、青春映画の傑作である。

105分 英語 日本語 1967
イギリス／アメ
リカ

監督／製作／脚本：ジェームズ・クラヴェル　撮影：ポー
ル・ビーソン　音楽：ロン・グレイナー　出演：シドニー・ポワ
チエ、クリスチャン・ロバーツ

アレンジメント／愛の旋律 1000289288 ¥3,800
広告会社の幹部を務めるエディ・アンダーソン。ある朝、彼は車に乗って、大型トラックへと突っ込んでいく。そこ
は波乱に満ちた未来への入口。エリカ・カザンが脚本・監督を務め、自身のベストセラー小説を映画化。_＊この
タイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

126分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1969 アメリカ
監督／製作／原作／脚本：エリア・カザン　出演：カーク・
ダグラス、フェイ・ダナウェイ、デボラ・カー、リチャード・
ブーン、ヒューム・クローニン

ある愛のすべて TMOD10662 ¥3,800
倦怠期を迎えた夫婦と若い愛人が織り成す、残酷で哀しい愛を、苦いユーモアを込めて描く。幾重にも屈折した
愛に悩む人妻に、エリザベス・テイラー。その夫に、マイケル・ケイン。スザンナ・ヨークが愛人役を演じる。

108分 英語 日本語 1972 イギリス
監督：ブライアン・Ｇ・ハットン　脚本：エドナ・オブライエン
撮影：ビリー・ウィリアムズ　出演：エリザベス・テイラー、マ
イケル・ケイン、スザンナ・ヨーク

アメリカン・フライヤーズ 1000289289 ¥3,800
ケビン・コスナーと、デイビッド・グラント扮する兄弟が、自転車レースでの勝利を目指して奮闘し、かつて分かち
合った尊敬の念や優しさを取り戻す。「サタデー・ナイト・フィーバー」のジョン・バダムが監督を務める。_＊このタ
イトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

113分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1985 アメリカ
監督：ジョン・バダム　脚本：スティーブ・テシック　出演：ケ
ビン・コスナー、デイビッド・グラント、レイ・ドーン・チョン

あなたの死後にご用心！ 1000298250 ¥3,800
２度のアカデミー賞に輝く名女優メリル・ストリープと、監督・脚本・主演を兼ねるアルバート・ブルックスがタッグ
を組み、死後の世界をユーモアたっぷりに垣間見せてくれる。_＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が
収録されています。

111分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1991 アメリカ
監督／脚本／出演：アルバート・ブルックス　出演：メリル・
ストリープ、リップ・トーン、シャーリー・マクレーン、リー・グ
ラント_、イーサン・ランドール

熱き愛に時は流れて 1000297719 ¥3,800
大学アメリカン・フットボールのスターとチアリーダーの燃え上がるような恋とその後の長い人生を、アメリカ現代
史を通して描く、珠玉のラブストーリー。監督は「愛と青春の旅だち」のテイラー・ハックフォード。_＊このタイトル
の映像には、予め日本語字幕が収録されています。

127分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1988 アメリカ
監督：テイラー・ハックフォード　音楽：ジェームズ・ニュート
ン・ハワード　出演：デニス・クエイド、ジェシカ・ラング、ティ
モシー・ハットン

明日になれば他人 1000332414 ¥3,800
かつての映画界のアイドル、ジャック・アンドラスはこれまた崖っぷちの映画監督から小さいな役をもらい、ロー
マに向かうが…。色使いの天才ヴィンセント・ミネリ監督の辛辣で挑発的な演出が光る一編。

107分 英語 日本語 1962 アメリカ
監督：ヴィンセント・ミネリ　撮影：ミルトン・クラスナー　音
楽：デヴィッド・ラクシン　出演：カーク・ダグラス、エドワー
ド・Ｇ・ロビンソン

愛すれど心さびしく 1000286343 ¥3,800
友人を追って南部の町へやってきたジョン・シンガー。彼の静かな優しさに、心や体に傷を負う者たちが惹きつ
けられていく。シンガー役を演じたのは、本作でアカデミー賞にノミネートされたアラン・アーキン。_＊このタイトル
の映像には、予め日本語字幕が収録されています。

123分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1968 アメリカ
監督：ロバート・エリス・ミラー　音楽：デイヴ・グルーシン
出演：アラン・アーキン、ソンドラ・ロック、ステイシー・キー
チ、ローリンダ・バレット
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テレマークの要塞 CPDM10572 ¥3,800

事実のみが語りうるこの迫力！
第二次大戦の勝敗を決定づけた熾烈の戦い、ナチス原爆秘密基地爆砕作戦！！

1942年、雪に閉ざされたノルウェーのテレマーク地方。レジスタンスのリーダー、クヌート（R・ハリス）は、この地
の工場の技師長ニールセンから、ナチスの要請により重水を生産するよう命じられたことを知らされる。オスロ
大学のロルフ・ベデルセン教授（K・ダグラス）とともに、船を乗っ取り、機雷が浮かぶ海を渡ってロンドンに上陸し
た二人の情報を元に、英国軍参謀本部は、ナチス・ドイツが原爆製造に着手したと判断、奇襲部隊を送り込み、
工場を爆破することを決定した。パラシュートで再びテレマークに降り立ったロルフとクヌートは、スキーで雪の
平原を移動、レジスタンスの協力者であるアンナ（U・ヤコブソン）が伯父のヒュッテ（M・レッドグレーヴ）と暮らす
小屋にたどり着く。アンナは、女癖の悪いロルフに愛想を尽かして別れた元妻だった。工場への偵察の後、空か
ら爆撃すべきとするロルフと住民6000人が犠牲となる作戦は容認できないクヌートが激しく対立する。そして、英
国の奇襲部隊を乗せたグライダーが墜落炎上、クヌートは9人のレジスタンスだけで、工場に潜入し、重水製造
設備を爆破することを決意する。犠牲を出しながらも何とか爆破に成功するが、ベルリンから予備の設備が運び
込まれ、重水の製造が再開される…
「第二次世界大戦で も成功した破壊工作」とされている「ガンナーサイド作戦」の実話をベースに、巨匠アンソ
ニー・マンが描くスリルとサスペンスの大スペクタクル巨篇！

130分 英語 日本語 1965
イギリス/アメ
リカ

監督：アンソニー・マン
原作：クヌート・ハウケリード／ジョン・Ｄ・ドラモンド
脚本：アイヴァン・モファット／ベン・バーズマン
出演：カーク・ダグラス、リチャード・ハリス、ウーラ・ヤコブ
ソン、マイケル・レッドグレーヴ、デヴィッド・ウェストン

法律なき町 1000590702 ¥3,800

1874年カンザス州ウィチタ。カウボーイたちが暴れまわる法律なき町にワイアット・アープが立ち上がる！

鉄道の開通により活気づくウィチタの町。数か月の放牧の後、ようやく町までやってきたウォーレス（W・サンド）
率いるカウボーイたちが食事をしているところに、バッファローハンターのワイアット・アープと名乗る男（J・マク
リー）が現れる。アープの金を盗もうとしたクレメンツ兄弟を叩きのめしたアープは、預金しようと立ち寄ったウィ
チタの銀行で、強盗たちを目にも止まらぬ早撃ちで倒す。その見事な腕を目の当たりにした町長や有力者の
マッコイ（W・コイ）は、アープに保安官に就任するよう要請するが、アープはこれを固辞する。しかし、その日の
夜、町に着いたカウボーイたちが酔って、乱痴気騒ぎを起こし、銃を乱射、その流れ弾が子供に当たってしまう。
これ以上の無法を見過ごすことができないアープはその場で保安官に就任、全員を逮捕してしまう。
市長やマッコイは、カウボーイたちは大事な顧客で少しは大目に見てほしいとアープを諭すが、ウィチタの町で
は銃の携帯を禁止する、との看板を立てる。信念を曲げないアープにマッコイの娘、ロウリー（V・マイルズ）は次
第に惹かれていく。酒場のボス、ドック（E・ブキャナン）は腕の立つガンマン二人に1000ドルでアープを倒すよう
に依頼するが、二人はアープが呼び寄せた弟たちだった。町を追放されたドックは、クレメンツ兄弟のジップと共
にウィチタの町に戻り、アープを撃とうとしてマッコイの妻を射殺してしまう。一人逃れたドックはウォーレスに嘘
をつき、ウィチタの町に乗り込む。マッコイから妻が殺されたことを聞いたカウボーイたちは引き返そうとするが、
ジップの兄、アルは敵を討つと主張し、アープを撃ちあう。アルを倒したアープを物陰から狙っていたドックをマッ
コイが撃つ。ウィチタの町には平和が戻り、ロウリーと結婚したアープは次の赴任地、ダッジシティへと旅立って
いった。
『昼下りの決斗』のジョエル・マクリーが、命を賭けて新年を貫く若き日のワイアット・アープを演じる。西部劇ファ
ン待望の初DVD化！

81分 英語 日本語 1955 アメリカ

監督：ジャック・ターナー
原作：ダニエル・Ｂ・ウルマン
音楽：ハンス・Ｊ・サルター
出演：ジョエル・マクリー
、ヴェラ・マイルズ、
、ロイド・ブリッジス、
ピーター・グレイヴス

馬上の二人 CPDM10604 ¥3,800

巨匠ジョン・フォードの西部劇巨編！
奪われた白人を追って危険に飛び込む男たち！荒野の涯に炸裂する意地と闘魂！

1880年、テキサスのタスコサ町の保安官ガスリー・マケーブ（J・スチュワート）の前に、60キロ離れたグラント砦
から、旧友のジム・ゲイリー中尉率いる一隊がやってくる。司令官のフレーザー少佐からの命令でガスリーを迎
えに来たのだった。グラント砦では、この20年間にコマンチ族の襲撃を受け、何人もの開拓者の白人が誘拐され
ていた。息子をさらわれた夫妻、9年前、目の前で弟を奪われたマーティ（S・ジョーンズ）、妻の連れ子を探す酒
造会社の社長…コマンチの酋長、クアナと取引しているガスリーしか交渉できる人間がいないため、少佐は嫌
がる保安官の見張りとして中尉を同行させる。
コマンチ族と出会った二人は、白人の老婆と会い、ここにはウルフと呼ばれる少年ともう一人しか残っていないこ
と、大部分は死んだり、売られてしまったと告げる。ウルフと戦闘隊長のストーンの妻でスペイン系のエレナ（L・
クリスタル）を連れて砦に戻った二人だったが、英語を話さず暴れるウルフは好奇の目で見られ、エレナは女性
たちからひどい侮辱を受ける。そしてウルフは、引き取った夫人を食事用のナイフで刺し、住民のリンチを受けて
吊るされてしまう。しかし、その前に自分が大切にしていたオルゴールの音色を覚えていた…そしてたエレナは
新天地を求めて旅立っていく。
かつて自らが描いてきた西部劇の欺瞞を暴き、情愛やユーモアを交えながら現実を見つめる巨匠、異色の西部
劇。

110分 英語 日本語 1961 アメリカ

監督：ジョン・フォード
原作：ウィル・クック
音楽：ジョージ・ダニング
出演： ジェームズ・スチュワート、リチャード・ウィドマー
ク、、リンダ・クリスタル、シャーリー・ジョーンズ、アンディ・
ディヴァイン、ジョン・マッキンタイア
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ダラス 1000590650 ¥3,800

お尋ね者の汚名を被りながらも暴虐三兄弟を目指してダラスへ乗り込む剛勇テキサス男！
壮絶！快絶！ダラス街道火を吹く大拳銃戦！
南北戦争間もないダラスに新任の連邦保安官ウェザビー（L・エリクソン）が赴任してくる。南軍の元大佐でお尋
ね者のホリスター（G・クーパー）がウェザビーの目の前で保安官のワイルド・ビルと撃ち合い、倒れてしまう。
ウェザビーが死体を運んでいる 中にホリスターは起き上がり、ホリスターは死んだことにしてダラスで無法の
限りを尽くすマーロー兄弟を討つことに協力するよう求める。銃の腕前に自信のないウェザビーは、自分の服を
ホリスターに与え、助手として振る舞うことにする。やがて、ウェザビーの婚約者、トーニア（R・ローマン）が暮ら
すフェリペ（A・モレノ）の屋敷に身を寄せたホリスターは、マーロー兄弟の兄ウィルの事務所を訪ねる。新任の保
安官として市庁舎を建設するために、酒場の土地を破格の値段で買うと伝え、兄弟を罠にかけようとするが、小
さなトラブルから弟のブライアントと撃ち合いになる。一方、ウェザビーはホリスターの特赦を連邦政府に求めて
いた。そして、トーニアはホリスターに少しずつ心惹かれていた…身を潜めていたブライアントとの撃ち合いを制
したホリスターをおびき出そうとウィルは、フェリペの屋敷に手下とともに乗り込んでくる。
ハリウッド一の早撃ち、ゲイリー・クーパーがダラスを舞台にその腕前を遺憾なく発揮した娯楽西部劇！

95分 英語 日本語 1950 アメリカ

監督：スチュアート・ヘイスラー
撮影：アーネスト・ホーラー
音楽：マックス・スタイナー
出演：ゲイリー・クーパー、リーフ・エリクソン、ルース・ロー
マン、スティーヴ・コクラン、レイモンド・マッセイ
アントニオ・モレノ

縛り首の木 1000590679 ¥3,800

賭博と拳銃の過去を持つ孤独の男！
灼熱の原野に捨てられた異国の女！
デルマー・デイヴィス監督、ゲイリー・クーパー 後の西部劇！
金鉱の町にやってきた医師フレール（G・クーパー）は、金を盗んで撃たれたルーン（B・ピアッツァ）を助け、治療
代の代わりに助手として働くように脅す。開業したフレールの診療所にある日、狂信的な伝道師のグラブ（G・C・
スコット）が現れ、町の者に医者を信用するなと告げる。酒場でギャンブルのテーブルを囲むフレールは彼に負
けた男が「家を焼いた」と言ったことに激昂し、銃をつきつける。ルーンが何故丸腰の男を脅すのかと尋ねてもフ
レールは決してその理由を明かそうとはしなかった。そんな時、駅馬車が強盗に襲われ、スイスから来た父と
やってきたエリザベス（M・シェル）が荒野に置き去りにされているところを発見される。強い日差しによって全身
に火傷を負い、一時的に目も見えなくなった彼女を、フレールが診察する。やがてエリザベスの包帯が取れる日
がやってくる。フレールに感謝と好意を寄せるエリザベスを敢て無視するように、フレールは診察を終えるギャン
ブルを続けるのだった。やがて、診療所を出たエリザベスとルーンは、フレンチー（C・マルデン）と契約を交わ
し、金の採掘を始めるが…
「決断の3時10分」で知られる名手、デルマー・デイヴィスがゲイリー・クーパーを主演にむかえた異色西部劇。
過去にとらわれた男が真実の愛に目覚めていく過程を描く。

106分 英語 日本語 1959 アメリカ

監督：デルマー・デイヴィス
撮影：テッド・マッコード
音楽：マックス・スタイナー
出演：ゲイリー・クーパー、マリア・シェル、カール・マルデ
ン
ベン・ピアッツァ、ジョージ・C・スコット

マッキントッシュの男 1000281167 ¥3,800
ポール・ニューマンがイギリスの秘密諜報部員を演じる、手に汗握るトリッキーなサスペンス作品。監督は「勝利
への脱出」のジョン・ヒューストン。「48時間」のウォルター・ヒルが脚本を担当している。_＊このタイトルの映像に
は、予め日本語字幕が収録されています。

99分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1973 アメリカ
監督：ジョン・ヒューストン　脚本：ウォルター・ヒル　音楽：
モーリス・ジャール　出演：ポール・ニューマン、ドミニク・サ
ンダ_、ジェイムズ・メイソン

フリービーとビーン／大乱戦 1000332423 ¥3,800
ジェームズ・カーンとアラン・アーキンが、悪名高いギャングを捕まえるために、 初から 後までやりたい放題
のミスマッチなサンフランシスコの警官を演じる。監督は「スタントマン」のリチャード・ラッシュ。

113分 英語 日本語 1974 アメリカ
監督／製作：リチャード・ラッシュ　撮影：ラズロ・コヴァック
ス　音楽：ドミニク・フロンティア　出演：アラン・アーキン、
ジェームズ・カーン

ブラス・ターゲット 1000276074 ¥3,800
事実？それともフィクション？オールスターキャストが競演する手に汗握るサスペンス・スリラー。金塊強奪と
パットン将軍の死という実際にあった２つの事件の関連性を圧倒的な説得力で描く。

111分 英語 日本語 1978 アメリカ
監督：ジョン・ハフ　出演：ソフィア・ローレン、ジョン・カサ
ヴェテス、ジョージ・ケネディ、マックス・フォン・シドー、ロ
バート・ヴォーン

左ききの拳銃 1000276775 ¥3,800
ポール・ニューマン主演で描いた画期的な西部劇。「俺たちに明日はない」のアーサー・ペンが監督デビュー作
である本作でも、敵対する社会になじめない強烈なアウトサイダー像をスクリーンにたたきつける。＊このタイト
ルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

103分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1958 アメリカ
監督：アーサー・ペン　脚本：レスリー・スティーヴンス　音
楽：アレクサンダー・カレッジ　出演：ポール・ニューマン、
リタ・ミラン_、ジョン・デナー、ハード・ハットフィールド

爆走トラック'76 TMOD80255 ¥3,800
たった一人のトラック野郎が、黒いシンジケートに立ち向かった。奴らを地獄に送ってやる！息もつかせぬ緊迫
感。そして迫力のカーチェイスで、クライマックスのスリルは想像を絶する。

89分 英語 日本語 1975 アメリカ
監督：ジョナサン・カプラン　製作：ジョン・ケメニー　撮影：
フレッド・Ｊ・コーネカンプ　出演：ジャン＝マイケル・ビンセ
ント、ケイ・レンツ

ハイジャック 1000276077 ¥3,800
精神に異常をきたした退役軍人が旅客機を乗っ取る。恐怖に怯える乗客の運命を握るのは冷静沈着、不屈の
意志を持つ機長だった。「タワーリング・インフェルノ」のジョン・ギラーミン監督のたたみかける演出が強烈に迫
る。＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

102分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1972 アメリカ
監督：ジョン・ギラーミン　製作：ウォルター・セルツァー　出
演：チャールトン・ヘストン、イヴェット・ミミュー、ジェーム
ズ・ブローリン_、クロード・エイキンス
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ハーパー探偵シリーズ/新・動く
標的

1000590649 ¥3,800

奇妙な＜謎＞の中心に銃口は向けられた！
クールな一匹狼ハーパーが絶体絶命のピンチに追い込まれたとき、標的は動きはじめた！

かつて束の間の情事を楽しんだ相手、アイリス・デベロー（J・ウッドワード）から、不貞の事実を夫に送った手紙
の主を突き止めるよう依頼されたルー・ハーパー（P・ニューマン）。ニューオーリンズに到着し、部屋に入ってき
た少女を追い出したハーパーは、いきなり警官に囲まれ、銃を取り上げられた挙句、いつでも逮捕できると署長
に脅される。
デベローの邸宅は、息子を溺愛する母親のオリビアが大地主で、家の実権を握っている。窮屈な生活を強いら
れているアイリスは、オリビアを憎んでいた。そして、アイリスの娘のスカイラー（M・グリフィス）は、ホテルにいた
少女で、何か事情を知っているように見えた。調査を進めている内に、オリビアが水死体となって発見される。
ハーパーはオリビアの土地に眠っている石油の採掘を狙うキルボーン、その妻のメイビス、デベロー家の運転
手をクビになったリービスとその愛人グレッシェン、そして刑事フランクスを怪しいとにらむ。リービスの隠れ家を
突き止めたハーパーだったが、警察に向かう途中で覆面をした男たちに襲われ、リービスが殺される。そして、
リービスが持っていた帳簿を手に入れ、少しずつ真相に近づいていくハーパーに新たな危機が降りかかる！大
人気のハードボイルドシリーズ第二弾が、初のDVD化。

109分 英語 日本語 1975 アメリカ

監督：スチュアート・ローゼンバーグ
原作：ロス・マクドナルド
脚本：トレイシー・キーナン・ウィン／ロレンツォ・センプル・
Ｊｒ／ウォルター・ヒル
出演：ポール・ニューマン、ジョアン・ウッドワード、メラ
ニー・グリフィス

独立騎兵隊 1000362232 ¥3,800
辺境の砦で繰り広げられる愛と戦いの物語。ジョン・フォード監督の騎兵隊三部作の原作を手がけたジェーム
ズ・ワーナー・ベラが脚本を担当した本作は、西部劇のアクションと情熱で雷鳴を轟かせる。

97分 英語 日本語 1961 アメリカ
監督：ジョセフ・Ｍ・ニューマン　脚本：ジェームズ・ワー
ナー・ベラ　出演：ジョージ・ハミルトン、リチャード・ブーン、
チャールズ・ブロンソン

ドーベルマン・ギャング２ 1000362135 ¥3,800
前作で見事に銀行強盗を成功させたあのドーベルマンたちが帰ってきた！3人の新たなる犯罪者たちは、この
優秀なドーベルマンたちを訓練し、再び強盗を働かせようと画策する。

89分 英語 日本語 1973 アメリカ
監督／製作：バイロン・ロス･チャドナウ　脚本：アラン・ア
レック　撮影：ロバート・カラミコ　出演：チャールズ・ノック
ス・ロビンソン、ティム・コンシダイン

ドーベルマン・ギャング 1000362133 ¥3,800
ケチな悪党たちとウエートレス、そしてベトナム帰りのドッグ・トレイナー。ドーベルマンを訓練して銀行を襲うとい
う完全犯罪の行方は！？「犬に銀行強盗させる」という奇想天外なアイデアが光る傑作。

86分 英語 日本語 1972 アメリカ
監督：バイロン・ロス・チャドナウ　原案・脚本：ルイス・ガー
フィンクル　撮影：ロバート・カラミコ　出演：バイロン・メー

電撃脱走・地獄のターゲット 1000542783 ¥3,800

暁に凶銃モーゼル9が叫ぶ男の哀しみ、復讐の歌！
雷雨を裂いて敢行された脱獄作戦！二重、三重の厳戒線を連続突破！
強盗現場で郵便配達員を殺してしまったハリー・ロマート（O・リード）、15年の罪で服役している。ある日、5ヶ月
ぶりに面会に来た妻パット（ジル・セント・ジョン）からこれ以上待てない、別の男の子供を妊娠しているので別れ
てほしいと切り出されたハリーは逆上、仕切りガラスをぶち破りパットの首を絞め、独房に入れられてしまう。怒
りが収まらないハリーは、隣の牢にいるバーディ（I・マクシェイン）と看守を買収したマク二ール（F・ジョーンズ）と
パットを殺すために脱獄、密売人からモーゼル銃を奪い、ひとりパットが暮らす高層マンションへと向かう。だ
が、そこは既に警察の厳重な監視下に置かれていた・・・
復讐の鬼と化した中年男の凄みと執念をオリヴァー・リードが熱演、リアルかつ骨に響くような重厚なアクション
をスタイリッシュな映像で描いた70年代アクションの佳作を初めてDVDで発売。

93分 英語 日本語 1972 イギリス

監督：ダグラス・ヒコックス
原作： ローレンス・ヘンダーソン
脚本：アレクサンダー・ジェイコブス
音楽： スタンリー・マイヤーズ
出演：オリヴァー・リード、ジル・セント・ジョン、イアン・マク
シェーン、フランク・フィンレイ、エドワード・ウッドワード

ツェッペリン 1000332413 ¥3,800
第一次世界大戦、英軍は独軍が開発した巨大飛行船ツェッペリンを調査するために、ドイツ生まれのスコットラ
ンド人、ダグラス中尉に潜入捜査を命じる。見事な特殊効果で仕上げた、サスペンス溢れるアドベンチャー！

102分 英語 日本語 1971 イギリス
監督：エチエンヌ・ペリエ　撮影：アラン・ヒューム　音楽：ロ
イ・バッド　出演：マイケル・ヨーク、エルケ・ソマー、ペー
ター・カルステン

探偵マイク・ハマー/俺が掟だ！ 1000590686 ¥3,800

目には目を！それが俺のやり方だ！
非情な男の追撃に一つの殺人は世界を震撼させる巨大な事件に発展した！

ベトナムで左手をなくしたジャックという男が何者かに射殺される。ジャックとは戦友だったマイク・ハマー（A・ア
サンテ）は、警官パット（P・ソルヴィノ）の忠告も聞かずに調査に乗り出す。秘書のヴェルダ（L・ランドン）と共に、
やはりベトナムで一緒だったジョーの元を訪ね、ジャックがCIAのロメロ大佐と接触していたことを知る。ロメロは
ベトナムである薬物を使って洗脳実験を行っていた、という噂のある男だった。ジョーの家を襲ってきたCIAを撃
退したハマーは、ジャックの別居中の妻から、二人がセックスクリニックに通っていた事実を聞き出す。そのクリ
ニックを主催する医師、ベネット（B・カレラ）からジャックの相手をしていた双子を紹介されるが、ハマーが目を離
した隙に双子が殺されてしまう。犯人はロメロによって洗脳された過激派のテロリスト、ケンドリックス（J・スコッ
ト）だった。ケンドリックスを尾行したヴェルダが捕えられ、ハリーもロメロの部下によって監禁されてしまう…
ミッキー・スピレーン原作のマイク・ハマーシリーズ第1作、「裁くのは俺だ！」を映画化。主人公マイクをベトナム
帰りにするなど大胆な脚色で、小気味よいアクションに仕立てたファン待望のハードボイルが、初のDVD化。

108分 英語 日本語 1982 アメリカ

監督：リチャード・Ｔ・ヘフロン
原作：ミッキー・スピレーン
脚本：ラリー・コーエン
音楽：ビル・コンティ
出演：アーマンド・アサンテ、バーバラ・カレラ、
アラン・キング、ローレン・ランドン
ジェフリー・ルイス、ポール・ソルヴィノ

ダイナマイト諜報機関／クレオ
パトラ カジノ征服

1000332425 ¥3,800
秘密捜査官クレオパトラ・ジョーンズは、香港からアメリカへとのびるヘロインの密輸組織の情報をにぎってお
り、そのルートを元締めから潰そうと闘志に燃える。タマラ・ドブソンの美しく知的なアクションが堪能できる。

96分 英語 日本語 1975 アメリカ・香港
監督：チャック・ベイル　製作／脚本：ウィリアム・テナント
撮影：アラン・ヒューム　音楽：ドミニク・フロンティア　出演：
タマラ・ドブソン
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ダイマナイト諜報機関／クレオ
パトラ危機突破

1000542767 ¥3,800

スリル・スピード・アクション！そして火を吹くマシンガン！秘密兵器の粋を集めたスペシャルカーで炸裂する大
追撃のデッドヒート！188センチ、ダイナミックなこのボディ！
麻薬秘密捜査官のクレオパトラ・ジョーンズ（タマラ・ドブソン）はＡ級ライセンスの腕を持ち、拳銃の腕前も抜群、
空手、柔道の腕も男勝りというスーパーレディ。彼女の 大の敵は黒人地区に巣喰う麻薬組織のボス、マミー
（シェリー・ウィンタース）だった。トルコのアヘン畑を焼き払ったクレオパトラに激怒したマミーは、麻薬撲滅運動
の本部で、クレオの恋人が運営するB&Sハウスに罠を仕掛け、彼女をアメリカに呼び戻す。帰国したクレオパト
ラの元にマミーの部下たちが次々と襲い掛かる！
色気もタップリ燃える女クレオパトラ！巨大な麻薬シンジケート壊滅作戦に豪快・必殺空手が唸る！

89分 英語 日本語 1973 アメリカ

監督：ジャック・スターレット 撮影：デヴィッド・Ｍ・ウォル
シュ 編集：アラン・ジェイコブス　音楽：Ｊ・Ｊ・ジョンソン
出演：タマラ・ドブソン、ケイシー ルーベン、シェリー・ウィン
タース

大洪水 1000362252 ¥3,800
ひび割れたダムから激流爆裂！『タワーリング・インフェルノ』『ポセイドン・アドベンチャー』のアーウィン・アレン
製作で贈るパニック・ムービー。監督は、『大火災』のアール・ベラミー。

98分 英語 日本語 1976 アメリカ
監督：アール・ベラミー　製作総指揮：アーウィン・アレン
脚本：ドン・インガルス　出演：ロバート・カルプ、マーティ
ン・ミルナー_、バーバラ・ハーシー

組織 1000269290 ¥3,800

銀行強盗のプロ、アール・マックリンは、組織の脅しを物ともせず、ロサンゼルスの犯罪組織への大打撃を胸に
牙をむく。恋人と相棒をつれて、アールは自分の弟を殺した組織に復讐しようと、ギャングの巣窟を次々とつぶ
していく。_原作は『殺しの分け前／ポイント・ブランク』のリチャード・スターク。＊このタイトルの映像には、予め
日本語字幕が収録されています。

103分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1973 アメリカ
監督：ジョン・フリン　出演：ロバート・デュヴァル、カレン・ブ
ラック、ロバート・ライアン、リチャード・ジャッケル、シェ
リー・ノース

狙撃者 1000590678 ¥3,800

愛する者を失った狼の遠吠えか……
みなぎる殺気に朝の空気がふるえ、超望遠の標的が復讐の影をとらえる！

ロンドンの大物ギャング、フレッチャーの部下で、凄腕のギャング、ジャック・カーター（M・ケイン）は、飲酒運転で
交通事故死した兄フランクの葬式に出席するため、故郷のニューカッスルへ戻ってきた。カーターは、フレッ
チャーの愛人アンナ（B・エクランド）と、南米へ高飛びするつもりだったが、兄の死に疑問を抱き、昔の仲間たち
に聞き込みを始める。
競馬場で会ったエリック（I・ヘンドリー）の後を付け、町の組織のボス、キニアー（J・オズボーン）の屋敷をつきと
めたカーターは、キニアーとフレッチャーが裏で通じていることを知る。キニアーは彼を町から追い出そうする
が、カーターは手下を痛めつけ、ブランビー(B・モズレー)なる男が、兄の死に関わっていることを白状させる。
翌朝、カーターの宿にフレッチャーの部下二人が現れるが、隠しておいたショットガンで反撃、逃走する。追い詰
められたカーターは、キニアーの屋敷で会ったグレンダに間一髪のところで助けられ、ブランビーと会う。フランク
を殺したのはキニアーだと知らされるが、この事実を勢力争いに利用しようとするブランビーの魂胆を見抜き、グ
レンダと共にその場を去る。
そしてグレンダの部屋で、カーターはキニアーの館で撮影された１本のブルーフィルムを見つける。そこに映って
いたのは兄の娘ドリーンだった。カーターはグレンダを問い詰め、ブルーフィルムにまつわるフランクの死の真相
を知る。カーターは、兄の謀殺に関わった者たちに、復讐を始めることを決意する。
マイク・ホッジス監督によるイギリス犯罪映画の傑作にしてマイケル・ケインの代表作が初のDVD化！

112分 英語 日本語 1971 イギリス

監督・脚本：マイク・ホッジス
原作：テッド・ルイス
音楽：ロイ・バット
出演：マイケル・ケイン、イアン・ヘンドリー、ブリット・エクラ
ンド、ジョン・オズボーン

センチュリアン TMOD80263 ¥3,800
新人警官ロイが配属されたのは、Ｌ．Ａ．で も犯罪の多い地区だった。クインシー・ジョーンズのコンテンポラ
リーな音楽にのせて描く、ジョセフ・ウォンボーのベストセラーの映画化。

103分 英語 日本語 1972 アメリカ
監督：リチャード・フライシャー　撮影：ラルフ・ウールジー
音楽：クインシー・ジョーンズ　出演：ジョージ・Ｃ・スコット、
ステイシー・キチ

戦争プロフェッショナル 1000269302 ¥3,800

戦争映画の傑作『特攻大作戦』や『荒鷲の要塞』のごとく、特殊任務を帯びた男たちが、ここでもまた、銃弾飛び
交い、爆薬が破裂する危険物だらけの冒険をスクリーン狭しと繰り広げる。_公開当時、時代を先んじたあまりに
激しい殺戮シーンが物議をかもした。クエンティン・タランティーノは、『イングロリアス・バスターズ』で本作の音楽
の一部を使って、この流血の惨劇に熱いエールを送ったという問題作。＊このタイトルの映像には、予め日本語
字幕が収録されています。

101分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1968 イギリス
監督：ジャック・カーディフ　原作：ウィルー・Ａ・スミス　出
演：ロッド・テイラー、イヴェット・ミミュー、ジム・ブラウン、ケ
ネス・モア

世界崩壊の序曲 1000276773 ¥3,800
「タワーリング・インフェルノ」の名プロデューサー、アーウィン・アレンが、ポール・ニューマンを主演に迎え、おな
じみのスペクタクルを展開。南太平洋の島で休火山が突然、噴火する。一大リゾート地で、誰が生き残るのか？
＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

110分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1980 アメリカ
監督：ジェームズ・ゴールドストーン　製作：アーウィン・ア
レン　音楽：ラロ・シフリン　出演：ポール・ニューマン、ジャ
クリーン・ビセット_、ウィリアム・ホールデン

西部無法伝 1000332416 ¥3,800
1857年の西部を舞台に、人当たりのよいペテン師クインシーとジェーソンの愛すべきコンビが荒稼ぎする姿を軽
快に描きつつ、偏見問題も浮き彫りにしていく傑作。

102分 英語 日本語 1971 アメリカ
監督：ポール・ボガート　脚本：ピエール・マートン　音楽：
デヴィッド・シャイア　出演：ジェームズ・ガーナー、ルイス・
ゴセット・Jr_、スーザン・クラーク

ストレート・タイム 1000276771 ¥3,800
刑務所から仮出所したマックス・デンボは、まともな人生を歩もうとする。だがそれは不幸への片道切符にすぎ
なかった…。ダスティン・ホフマンが、前科者ゆえに袋小路に迷い込み、自滅の道へとひた走るマックス役を演じ
る。＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

115分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1978 アメリカ
監督：ウール・グロスバード　音楽：デヴィッド・シャイア　出
演：ダスティン・ホフマン、テレサ・ラッセル、ゲイリー・
ビューシー_、ハリー・ディーン・スタントン、キャシー・ベイツ

スウォーム 1000276774 ¥3,800
「タワーリング・インフェルノ」の名プロデューサー、アーウィン・アレンが製作と監督を兼ねた、科学的事実に基
づくパニック・ムービー。アフリカや南米に現実に存在するアフリカミツバチ。別名、殺人蜂。その大群が…。＊こ
のタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

117分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1978 アメリカ

監督／製作：アーウィン・アレン　音楽：ジェリー・ゴールド
スミス　出演：マイケル・ケイン、キャサリン・ロス、リチャー
ド・ウィドマーク_、ヘンリー・フォンダ、リチャード・チェンバ
レン
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サンタマリア特命隊 1000542833 ¥3,800

1922年、革命の混乱が続くメキシコ。独立運動で国を追われたアイルランド人のエメット（K・ハッチソン）は、吹き
荒れる粛清に嫌気が差し、国に帰ろうとするがパスポートを盗まれてしまう。元・イギリス軍の情報将校、ジェニ
ングス（V・ブオノ）は、パスポートを返してほしければ酒の密輸をするようにエメットに持ちかける。道中、エメット
はオープンカーに乗った神父のバン・ホーンと出会う。指定の場所に着いたエメットは積荷が酒で反革命軍に渡
す武器であることを知らされ、処刑されそうになるがそこにバン・ホーンが現れ、トランクからマシンガンを取り出
し、革命軍の兵士をなぎ倒す。逃げ出した二人だったが革命軍に捕らえられ、指導者のサンティラ大佐から、バ
ン・ホーン、エメット、ジェニングスの三人の命を救う代償として、モハダ地区を暴力で支配しているデ・ラ・プラタ
を暗殺するように命じられる。革命軍に父と姉を殺され、母親を陵辱されたデ・ラ・プラタは信仰を住民に許さず、
赴任した神父はいずれも殺されていた。ジャック・ヒギンズがジェームズ・グレアム名義で発表した原作を『ソル
ジャーブルー』（70）のラルフ・ネルソンが映画化、男たちの熱い戦いを描くバトル・アクション。

111分 英語 日本語 1972 アメリカ

監督／脚本：ラルフ・ネルソン
原作：ジェームズ・グレアム
音楽：ラロ・シフリン
出演：ロバート・ミッチャム、リタ・ヘイワース、フランク・ラン
ジェラ、ケン・ハッチンソン、ヴィクター・ブオノ

五人の軍隊 1000542768 ¥3,800

元曲芸師のメキシコ人、ルイス（N・カステルヌーヴォ）は、ダッチマン（P・グレイヴス）からの指示で1000ドル稼げ
る仕事があると、怪力のメシート（B・スペンサー）、ダイナマイトの名人オーガスタス（J・ダリー）、剣の達人サム
ライ（丹波哲郎）の3人を集め、ともにダッチマンが待つ場所へ向かう。そこで聞かされたのは、政府軍が活動資
金として50万ドルの砂金を積んだ列車を襲い、強奪した砂金を革命軍に提供するという計画だった。しかし、軍
の列車は数十人の兵士と機関銃に守られ、大砲までも備えた走る要塞だった！さらに列車の進む路線の各所
にも兵士たちが護衛を固めている。不可能と思われる砂金強奪作戦に、五人のプロフェッショナルたちが挑む！
溢れるスリルとサスペンス、体を張ったアクション、意外かつ爽快なラストなど映画の愉しみに満ちた作品。脚本
は監督デビュー前のダリオ・アルジェンがト、音楽はエンニオ・モリコーネが手がけている。

105分 英語 日本語 1969 イタリア

監督：ドン・テイラー
脚本：マーク・リチャーズ／ダリオ・アルジェント
音楽： エンニオ・モリコーネ
出演： ピーター・グレイヴス、ジェームズ・ダリー、丹波哲
郎、バッド・スペンサー、ニーノ・カステルヌオーヴォ

ゴーストタウンの決斗 1000297718 ¥3,800
ジョン・スタージェス監督が撮り続けた一連の無骨でキャラクター重視の西部劇。ロバート・テイラーとリチャード・
ウィドマークがそれぞれヒーローと悪役に徹し、見事に好対照な演技を見せている。_＊このタイトルの映像に
は、予め日本語字幕が収録されています。

86分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1958 アメリカ
監督：ジョン・スタージェス　原作：マーヴィン・Ｈ・アルバー
ト　出演：ロバート・テイラー、リチャード・ウィドマーク、パト
リシア・オーウェンズ

激走！5000キロ 1000281169 ¥3,800
ニューヨークをスタートし、目指すゴールは5000キロ先のロサンゼル。ノリノリのスピードで疾走する、ハチャメ
チャなアメリカ横断レース。カマロ、フェラーリ、コブラを始めとするマニア垂涎の車が登場する。_＊このタイトル
の映像には、予め日本語字幕が収録されています。

107分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1976 アメリカ
監督／製作／脚本：チャック・ベイル　出演：マイケル・サ
ラザン、ティム・マッキンタイア、ラウル・ジュリア、ゲイ
リー・ビューシイ

クロスボー作戦 1000281165 ¥3,800
「暁の出撃」のマイケル・アンダーソン監督が、豪華キャストを巧みに起用し、鮮烈なフィナーレを迎える本作は、
一方で戦争によって命が犠牲になるむごさをしっかりと伝えている。_＊このタイトルの映像には、予め日本語字
幕が収録されています。

116分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1965 イタリア
監督：マイケル・アンダーソン　撮影：アーウィン・ビアー
出演：ジョージ・ペパード、ソフィア・ローレン、トレヴァー・
ハワード、トム・コートネイ

恐竜時代 1000289263 ¥3,800
ビキニ姿の美女が紀元前100万年の世界を案内する。プレイメイトのビクトリア・ベトリが、太陽の異常現象を鎮
めるために生贄として捕えられる娘役を演じる。アカデミー賞特殊視覚効果賞にノミネートされた。_＊このタイト
ルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

92分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1969 イギリス
監督／脚本：ヴァル・ゲスト　原案：Ｊ・Ｇ・バラード　特撮：
ジム・ダンフォース、デイヴ・アレン　出演：ビクトリア・ベト
リ、ロビン・ホードン

カレードマン大胆不敵 1000332420 ¥3,800
リビエラからジュネーブへ――。ウォーレン・ビーティがプレイボーイの詐欺師に扮する、華麗でオシャレな犯罪
アクション。監督は「動く標的」のジャック・スマイト。

103分 英語 日本語 1966 アメリカ
監督：ジャック・スマイト　撮影：クリストファー・チャリス　音
楽：スタンリー・マイヤーズ　出演：ウォーレン・ビーティ、ス
ザンナ・ヨーク_、マレイ・メルビン

怪盗軍団 1000332421 ¥3,800
金遣いの荒いペテン師、元宝石泥棒、元ドイツ軍の捕虜収容所の司令官たちが、1941年にナチス親衛隊に奪
われた金塊を取り戻そうと綿密な計画を立てる。手に汗握るアクション満載！

99分 英語 日本語 1975 イギリス
監督：ピーター・デュフェル　撮影：ジョン・コキロン　音楽：
コンラッド・エルファース　出演：テリー・サバラス、ジェーム
ズ・メイソン_、ロバート・カルプ

動く標的 1000276075 ¥3,800

主人公ハーパー役をポール・ニューマンが演じた、ロス・マクドナルドの同名小説に基づく大ヒット作。ニューマン
が初めて探偵役に挑み、ハードボイルド・ジャンルを再燃させた画期的な作品。_うだつの上がらない探偵が、あ
る入り組んだ誘拐殺人事件をきっかけに活躍のチャンスをつかむ。脚本家ウィリアム・ゴールドマンによって粋
な会話と新天地ロサンゼルスが“ハーパー流”に見事に脚色されている。＊このタイトルの映像には、予め日本
語字幕が収録されています。

121分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1966 アメリカ

監督：ジャック・スマイト　原作：ロス・マクドナルド　撮影：コ
ンラッド・Ｌ・ホール　音楽：ジョニー・マンデル　出演：ポー
ル・ニューマン_、ローレン・バコール、ジュリー・ハリス、
ジャネット・リー

アバランチエクスプレス 1000362257 ¥3,800
猛スピードのスリリングな列車の旅！「大地震」のマーク・ロブソン監督がメガホンを取り、危険と隣り合わせで絶
景の地を猛スピードで駆け抜ける刺激的なサスペンス作品。ロバート・ショウの遺作。

88分 英語 日本語 1979 アメリカ
製作／監督：マーク・ロブソン　製作：マーヴ・アデルソン
撮影：ジャック・カーディフ　出演：リー・マービン、ロバート・
ショウ_、マクシミリアン・シェル

暁の７人 1000269291 ¥3,800

ナチス・ドイツの親衛隊大将ラインハルト・ハイドリヒは、ヒトラーの後継者と目されるナチスのNo.2だった。その
ハイドリヒを暗殺する計画が、ナチス・ドイツ 大の軍需工業地チェコで進められていた！_『戦場のピアニスト』
でアカデミー賞を受賞したロナルド・ハーウッドの名脚本を得て、『００７／私を愛したスパイ』『００７／ムーンレイ
カー』の名匠ルイス・ギルバートが、実際に事件のあった現地で撮影した。＊このタイトルの映像には、予め日本
語字幕が収録されています。

114分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1975 アメリカ
監督：ルイス・ギルバート　原作：アラン・バージェス　出
演：ティモシー・ボトムス、ニコラ・バジェット、アンソニー・ア
ンドリュース
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電子頭脳人間 1000269283 ¥3,800

未知の領域だったマインド・コントロールがついに現実のものとなった！だが、逆に科学がコントロールを失った
らどうなるのか？！_殺人衝動という恐ろしい発作に悩まされていたロボット工学の権威ハリー・ベンソンは、つい
に実験的な手術を受け、脳に40本の電極を埋め込む。しかし、実験は失敗、発作がぶりかえし、やがて殺人マ
シーンと化していく…。原作は『ジュラシック・パーク』のマイケル・クライトン。＊このタイトルの映像には、予め日
本語字幕が収録されています。

105分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1974 アメリカ
監督／製作／脚本：マイク・ホッジス　原作：マイケル・クラ
イトン　出演：ジョージ・シーガル、ジョーン・ハケット、ジル・
クレイバーグ

宇宙の７人 1000438519 ¥3,800
平和な惑星であるアキーアが、残忍なサドルの宇宙軍に征服される。シャドという若者が宇宙船で逃れ、アキー
ア開放のために勇敢な戦士を探し、戦いに挑む。ジェームズ・キャメロンが特撮スタッフで参加している。

103分
英語（モ
ノラル）

日本語 1980 アメリカ
監督：ジョージ・Ｔ・ムラカミ　製作総指揮：ロジャー・コーマ
ン　脚本：ジョン・セイルズ　音楽：ジェームズ・ほーナー
出演：リチャード・トーマス

宇宙大征服 1000269303 ¥3,800

宇宙開発でソ連に遅れをとるまいと、NASAの技術者たちはミッションの行程を繰り上げる。何週間かの集中訓
練ではリー・ステッグラー飛行士の肉体も精神も限界に達し、また、月面には驚くべき事実が待ち構えていた！_
トム・ウルフの「ライト・スタッフ」が出版される10年前、人類が月面に着陸する1年前、ロバート・アルトマンは、人
類初の有人月旅行を題材にした緊迫するこのアドベンチャー作品を世に問い、宇宙飛行士とその家族にのしか
かる手に汗握るドラマを展開させる。＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録されています。

102分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1967 アメリカ
監督：ロバート・アルトマン　原作：ハンク・サールズ　出
演：ジェームズ・カーン、ジョアンナ・ムーア、ロバート・デュ
ヴァル

ブロブ CPDM10565 ¥3,800

それは、ただ飢えを満たすためにやって来た。それは、執拗に、ただ喰うために襲う。
58年に製作されたスティーブ・マックィーン主演『マックィーンの絶対の危機（ピンチ）』をリメイク。チアリーダーの
メグ（S・スミス）とアメフト部のポール（D・リーチ）が初めてデートに向かう途中で、飛び出してきたホームレスの
老人はねてしまう。その老人は、墜落した隕石から飛び出してきたブヨブヨした物体を手につけていた。老人を
追いかけていた不良のブライアン（K・ディロン）とともに病院に向かった二人だったが、老人が殺され、メグの目
の前で 初に見た時より大きくなった物体にポールが飲み込まれてしまう。メグはブライアンに一緒に調査をし
てほしいと依頼する。ダイナーで物体からの攻撃を何とかしのぎ、隕石が落下した場所へ向かったブライアンと
メグは、防護服に身を包んだ政府生物研究班のメドウズ博士（J・セネカ）から、宇宙からの細菌に感染している
可能性があるため、町の住民を隔離すると告げられる。しかし、その頃既に何人もの人間を飲み込み、巨大化
した物体は町で人々を襲い始めていた･･･
脚本フランク・ダラボン（『ショーシャンクの空に』）が贈る80年代屈指のSFパニック・ホラーの決定打!

95分 英語 日本語 1988 アメリカ

監督：チャック・ラッセル
脚本： チャック・ラッセル、フランク・ダラボン
音楽： マイケル・ホーニッグ
出演： ケヴィン・ディロン、
ショウニー・スミス、ドノヴァン・リーチ、ジョー・セネカ

ネモ船長と海底都市 1000269305 ¥3,800

ジュール・ヴェルヌの原作を基に繰り広げられる海底二万里（マイル）のスリルと冒険！嵐で難破した船の生存
者たちはネモ船長の乗組員に救助され、二度と地上の土を踏めなくなるが、彼らがその海底に見たものは…。_
童心を心に抱く、想像力豊かな人ならば、そこには血湧き肉躍る色鮮やかな奇想天外な世界が…。ネモ船長役
には、正義感と威厳を持ち合わせた適役のロバート・ライアン。＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が
収録されています。

107分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1969 イギリス
監督：ジェームズ・ヒル　原作：ジュール・ヴェルヌ　出演：
ロバート・ライアン、チャック・コナーズ、ルチアナ・パルッ
ツィ

銀河伝説クルール TMOD10218 ¥3,800
惑星クルールは、大魔王ビーストの制圧を受け、絶滅の危機に瀕していた。若き王子コルウィンは、さらわれた
恋人リサ姫を助け出し、再び平和を取り戻すため、冒険の旅に出た！

121分 英語 日本語 1983 アメリカ
監督：ピーター・イエーツ　特撮：デレク・メディングス　音
楽：ジェームズ・ホーナー　出演：ケン・マーシャル、リセッ
ト・アンソニー

海底都市 1000269304 ¥3,800

太平洋の深海に建設された海底都市“パシフィカ”。しかし、目のくらむようなすばらしい未来都市に小惑星衝突
の危機が迫っていた。アクション…スリル…危機一髪の連続！_『ポセイドン・アドベンチャー』『タワーリング・イン
フェルノ』のアーウィン・アレンが描く海底都市の危機！＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収録され
ています。

94分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1971 アメリカ
監督：アーウィン・アレン　出演：スチュアート・ホイットマ
ン、ロバート・ワグナー、ローズマリー・フォーサイス、ロ
バート・コルバート

アトランチスの謎 1000269307 ¥3,800

百年の冬眠から目覚めたネモ船長が世界征服を狙う巨悪と戦うＳＦアドベンチャー！_『タワーリング・インフェル
ノ 』『ポセイドン・アドベンチャー』のヒット・メイカー、アーウィン・アレンが繰り広げるジュール・ヴェルヌの海底ア
ドベンチャー！100年間の極冷凍保存から目覚めたおなじみネモ船長は、10億ドル相当の金塊をよこさないとワ
シントンを壊滅するというマッド・サイエンティストと対決する。＊このタイトルの映像には、予め日本語字幕が収
録されています。

103分 英語
日本語
（オンオフ
不可）

1978 アメリカ
監督：アレックス・マーチ　原作：ジュール・ヴェルヌ　出演：
ホセ・ファーラー、トム・ハリック、バージェス・メレディス、ホ
ルスト・ブッフホルツ

ルッカー 1000542770 ¥3,800

有名な整形外科医のラリー（アルバート・フィニー）の下にはミリ単位で整形の指示をするモデルの患者が続い
ていた。ある日、部屋から墜落死したモデルの部屋からラリーのペンとボタンが発見される。自分に向けられた
疑いを晴らすため、自ら調査に乗り出したラリーは、手術をしたモデルのシンディ（スーザン・デイ）を伴い、CM界
の大物、レストン（ジェームズ・コバーン）のパーティに参加する。そこでレストンの関連会社デジタル・マトリック
ス社が広告効果を 大限に上げるためにデータ測定を行い、モデルの顔もミリ単位で測定し、点数化しているこ
とを知る。盗み出したIDカードで同社に侵入したラリーとシンディは、「ルッカー」と呼ばれる技術が、CMにある種
の信号を埋め込み、視聴した人間を特定の購買行動を起こすように仕向ける恐ろしいものであることを知ってし
まう。秘密を知った彼らにデジタル・マトリックス社は、モデルたちを自殺に追い込んだ秘密兵器を手に迫る。

93分 英語 日本語 1981 アメリカ

監督／脚本：マイケル・クライトン 音楽：バリー・デ・ヴォー
ゾン
出演：アルバート・フィニー、ジェームズ・コバーン、スーザ
ン・デイ

ラスト・アクション・ヒーロー HPBS19669 ¥1,400

アーノルド・シュワルツェネッガー主演、スリルと興奮のアクション・アドベンチャー！  ダニー少年

はアクション映画のヒーロー、ジャック・スレイターの大ファン。ある日老映写技師に貰った魔法のチ

ケットを手にスレイター最新作を見ていたダニーに、凄いことが起こった。突然スクリーンからダイナ

マイトが飛び出すと、次の瞬間ダニーはスレイターが運転する車の後部座席にトリップ。なんとダニー

は上映中の映画のなかに入り込んでしまったのだ！  シュワルツェネッガーが『閉ざされた森』のマク

ティアナン監督と組んで銃撃戦、カーチェイス、爆破などあらゆる見せ場を展開するノンストップ・ア

クション・アドベンチャー。

131分 日本語、
英語

有 1993 アメリカ

監督：ジョン・マクティアナン  製作：スティーブ・ロス  製
作：ジョン・マクティアナン  製作総指揮：アーノルド・シュワ
ルツェネッガー  脚本：ジェーン・ブラック  脚本：デビッド・
アーノット  撮影：ディーン・セムラー  視覚効果：リチャー
ド・グリーンバーグ  音楽：マイケル・ケイメン



269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

A B C D E F G H I J 

ナバロンの嵐 HPBS10045 ¥1,400
第二次世界大戦中の１９４３年。エーゲ海のナバロン島で、ドイツ軍要塞を爆破し帰還したマロリー少佐とミラー
曹長を待っていたのは新たな任務だった。それは、ニコライというドイツ軍のスパイを殺す暗殺指令。彼らは、別
の任務でユーゴスラビアに向かうアメリカ軍特殊部隊に、同行するが・・・。

126分 日本語、
英語

有 1978 アメリカ
監督：ガイ・ハミルトン  製作：オリヴァー・Ａ・アンガー  原
作：アリステア・マクリーン  脚本：ロビン・チャップマン

バーティカル・リミット HPBS30444 ¥1,400

標高８，０００メートル - 。そこは人間の限界を越え、生命の維持が最も困難な（死の領域）。世界最

高峰の一つ“Ｋ２”を目指すアタック隊に無線が届く。｢嵐が発生、ただちに下山せよ！｣だが、アタック

隊はこれを無視し、雪崩に巻き込まれてしまう。事故現場は悪天候のためヘリすら近づけない。生命が

持ちこたえるのに残された時間は２２時間！想像を絶する決死の救出作戦が開始された。

約124分
分

日本語、
英語

有 2000 アメリカ

監督・製作：マーティン・キャンベル
製作：ロイド・フィリップス
撮影監督：デビッド・タッターソル，Ｂ．Ｓ．Ｃ．
脚色：ロバート・キング
脚色：テリー・ヘイズ
音楽：ジェームス・ニュートン・ハワード
視覚効果スーパーバイザー：ケント・ヒューストン
クライム･インストラクター：ガイ・コッター

フライトナイト HPBS10754 ¥1,400

ＴＶのホラー番組“フライトナイト”に目がない高校生チャーリーは、ある日、隣家に住む男たちの不審な行動を
目撃する。なんと、男たちは美女の生血を吸い尽くすヴァンパイアだったのだ。誰からも本気にされず狼狽する
チャーリーに、正体を知られた男たちの魔の手が迫る！恋人エイミー、親友エドに助けを求めたチャーリーは、
なぜか“フライトナイト”の役者＝ヴァンパイア・キラーのピーターを引き連れ、壮絶な闘いに挑む！

106分 日本語、
英語

無 1985 アメリカ
監督・脚本：トム・ホランド  製作：ハーブ・ジャッフェ  撮影：
ヤン・キーザー  特殊効果総指揮：リチャード・エドランド，
Ａ．Ｓ．Ｃ．

カジュアリティーズ HPBS11458 ¥1,400
１９６６年、ベトナム。ミザーブ軍曹の率いる分隊は、偵察任務の途中で少女を誘拐し凌辱した上に殺してしま
う。ただ一人少女を犯すことを拒んだエリクソンは、隊から孤立。彼は事件を上層部に報告するが、不祥事が明
るみに出ることを嫌った上官に、左遷されてしまう・・・。

114分 日本語、
英語

有 1989 アメリカ
監督：　ブライアン・デ・パルマ  製作：アート・リンソン  原
作：ダニエル・ラング  脚本：デヴィッド・レーブ  撮影：ス
ティーヴン・Ｈ・ブラム　Ａ．Ｓ．Ｃ．

オープン・シーズン HPBS41088 ¥1,400

ペットのブーグは母親代わりのべスが大好きな甘えん坊の熊。ある日、ハンターに捕まったお調子者の鹿、エリ
オットと出会ったことで、ブーグは初めて森に行くハメに?!おまけに森にはハンターたちがやって来る「オープン・
シーズン（狩猟解禁）」まであとわずか。べスのもとにも帰りたいけど、せっかく知り合った仲間たちがハンターに
狙われるなんて絶対に許せない!ブーグと森の仲間たちの勇気と友情のアドベンチャーがはじまる!

86分 日本語,
英語

有 2006 アメリカ

監督・ストーリー：ジル・カルトン  監督：ロジャー・アラーズ
共同監督・ストーリー：アンソニー・スタッチ  脚本：スティー
ブ・ベンチック、ロン・J ・フリードマン  脚本：ナット・モール
ディン

プロフェッショナル HPBS10080 ¥1,400

メキシコ革命の 中、グラントは妻マリアを革命家のリーダーに誘拐される。妻を奪いかえすため、戦闘のプロ
フェッショナルを雇うことを決断。集められたのは射撃の名手リコ、カウボーイで馬術に長けているエレンガード。
抜群の偵察と追跡能力を持ち、ライフル銃と縄使いの名人ジェイク、そしてダイナマイトの使い手ビル。彼らは
さっそく“地獄の地”にあるアジトを目指し、出発するのだったが・・・。

117分 日本語、
英語

無 1966 アメリカ
監督・製作・脚本：リチャード・ブルックス  原作：フランク・
オローク  撮影：コンラッド・ホール  音楽：モーリス・ジャー
ル

サブウェイ１２３　激突 HPBS54144 ¥1,400

ニューヨーク地下鉄。1時23分列車がハイジャックされた。ライダーと名乗る男（ジョン・トラボルタ）の要求は1000
万ドル、身代金を用意するのはニューヨーク市長、人質は19名、残された時間は59分間。さらに、交渉相手には
ただの地下鉄職員ガーバー（デンゼル・ワシントン）を指名・・・。犯人が仕組んだ完璧なシナリオ通りに「事件」が
動き始めるが―――！？  74年の傑作サスペンス『サブウェイ・パニック』をトニー・スコット監督がスタイリッシュ
に映像化。

106分 日本語,
英語

有 2009 アメリカ
監督・製作：トニー・スコット  製作：トッド・ブラック他  脚
本：ブライアン・ヘルゲランド  原作：ジョン・ゴーディ  音
楽：ハリー・グレッグソン＝ウィリアムズ

スチュアート・リトル HPBS28809 ¥1,400

ニューヨークの五番街の一角に小さく可愛い家があった。そこに住むリトル夫婦は、ある日一人息子

ジョージのところへ新しい家族を連れてきた。彼の名は“スチュアート”。喜び勇んで弟を出迎える

ジョージだったが、なんとそこには・・・。

84分 日本語、
英語

有 1999 アメリカ

監督：ロブ・ミンコフ  製作：ダグラス・ウィック  脚色：Ｍ・ナ
イト・シャマラン  脚色：グレッグ・ブルッカー  特殊視覚効
果シニア・スーパーバイザー：ジョン・ダイクストラ  原作：
Ｅ・Ｂ・ホワイト  音楽：アラン・シルベストリ

スモーキング・ハイ HPBS48282 ¥1,400
マリファナ中毒のデールとソールは、ある日"パイナップル・エクスプレス"という極上レア物を手に入れて大興
奮。ところが、それを車中で吸っていたデールが殺人事件を目撃し、焦ってブツを現場に投げ捨てたため、そこ
から身元が割れて犯人がら命を狙われるハメに。二人は必死の逃走を試みるが・・・。

112分 日本語、
英語

有 2008 アメリカ
監督：デイヴィッド・ゴードン・グリーン  脚本・原案：セス・
ローゲン／エヴァン・ゴールドバーグ  脚本・原案：ジャド・
アバトー  製作：ショーナ・ロバートソン

ハドソン・ホーク HPBS12456 ¥1,400

怪盗“ハドソン・ホーク”は刑務所から出所した早々、マフィアに脅迫され、ダ・ヴィンチの“スフォルツァ”を盗み出
す。しかし、翌日のオークションで盗んだはずの“スフォルツァ”が競り落とされることに。不審に思ったハドソンは
オークション会場に出向くが、居合わせた謎の美女に声をかけた瞬間、会場は大爆発。そこにはダ・ヴィンチの
秘宝をめぐる世界制覇の罠が仕組まれていた・・・。

100分 日本語、
英語

有 1991 アメリカ

監督：マイケル・レーマン  製作：ジョエル・シルバー  脚
本：スティーブン・Ｅ・デ・スーザ  脚本：ダニエル・ウォー
ターズ  撮影：ダンテ・スピノッティ，Ａ．Ｉ．Ｃ．  音楽：マイケ
ル・ケイメン  音楽：ロバート・クラフト

ア・フュー・グッドメン HPBS14593 ¥1,400

キューバの米海軍基地内で１人の海兵隊員が殺害された。容疑者として同じ部隊に所属する２人の優等兵が
起訴された。若手弁護士キャフィ、調査部のギャロウェイ少佐らからなる容疑者の弁護団は、この事件に海軍の
暴力的制裁“コードＲ（レッド）”が絡んでいることを突き止めた。だが、真相発覚を恐れた基地の総司令官ジェ
セップ大佐の陰謀により調査は暗礁に。一度は挫折したキャフィだが、真実を立証するために法廷で堂々と闘う
ことを決意し 巨大な権力に立ち向かうが

138分 日本語、
英語

有 1992 アメリカ

監督・製作：ロブ・ライナー  製作：デビッド・ブラウン  脚
本：アーロン・ソーキン  撮影：ロバート・リチャードソン，Ａ．
Ｓ．Ｃ．  音楽：マーク・シェイマン  製作：アンドリュー・シェ
インマン

ブラインド・フューリー HPBS11874 ¥1,400
ベトナム戦争で視力を失ったニックは助けられた村人の元で刀の達人となり、２０年ぶりにアメリカに帰国。かつ
ての戦友フランクを訪ねるが、彼は麻薬組織に捕らわれていた。長剣のみを武器に、ニックは再び戦いに身を
投じるのであった。「座頭市」をアメリカ版にアレンジした、傑作アクション！

86分 日本語、
英語

無 1989 アメリカ
監督フィリップ・ノイス  製作ダニエル・グロニック  製作デ
ヴィッド・マッデン

サーフズ・アップ HPBS42094 ¥1,400
憧れのビッグZのようなサーファーになることを夢見るコディ。そんな彼にとうとうペングー島で開催される“ビッグ
Z記念杯”への出場チャンスがやってきた！ところが喜びもつかの間、彼を待っていたのは今までにない巨大な
波と何度も優勝を手にしているタンクとの対決だった！果たしてコディは優勝することができるのか―!?

85分 日本語、
英語

有 2007 アメリカ

監督・脚本：アッシュ・ブラノン／クリス・バック  製作・ス
トーリー・脚本：クリストファー・ジェンキンス  脚本：ドン・ラ
イマー  ストーリー：クリスチャン・ダーレン  音楽：マイケ
ル・ダナ  音楽スーパーバイザー：リザ・リチャードソン
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聖なる嘘つき HPBS26773 ¥1,400

第二次大戦中、ナチスの占領下にあったポーランド。ユダヤ人居住区ゲットーに住むジェイコブは、偶

然耳にしたラジオのニュースをゲットーの仲間たちに教える。その噂はやがて広まり、彼の元には、

ニュースの続報を知りたがる者が集まってきた。ジェイコブの嘘は、極限状態にいる彼らの希望となっ

ていたのだった・・・。

119分 日本語、
英語

有 1999 アメリカ

監督・脚色：ピーター・カソヴィッツ  脚色：ディディア・ディコ
イン  製作：マーシャ・ガーセス・ウィリアムズ  製作：ス
ティーブン・ハフト  製作総指揮：ロビン・ウィリアムズ  原
作：ユーレク・ベッカー  撮影：エルマー・ラガリ

デビル HPBS24773 ¥1,400

ニューヨークの実直な警官トムの家に下宿人としてやって来た、純朴で快活なアイルランド青年ロー

リー。しかし、その天使の笑顔の裏側には、国際手配されたＩＲＡのテロリスト“エンジェル”という“悪
魔の顔”が隠されていた・・・。

111分 日本語 有 1997 アメリカ
監督：アラン・Ｊ・パクラ  製作：ローレンス・ゴードン  音楽：
ジェームズ・ホーナー  脚本：ケビン・ジャール  脚本：ビン
セント・パトリック  撮影：ゴードン・ウィリス

オープン・シーズン２　ペットＶＳ
野生のどうぶつたち

HPBS52248 ¥1,400
元ペットの熊・ブーグと野生育ちの鹿・エリオットは、相変わらず大親友。エリオットの結婚式が近づく中、森で楽
しくゆかいに暮らしていた元ペットのダックスフンドのウィニーが飼い主に見つかってしまった！エリオットとブー
グはウィニーを救出しに行くか!?

76分 日本語、
英語

有 2008 アメリカ
監督・制作：マシュー・オキャラハン  製作：カーク・ボディ
フェルト  原案：デイヴィッド・スターン  音楽：ラミン・ジャ
ヴァディ

ＲＥＣ：レック／ザ・クアランティン
２　ターミナルの惨劇

HPBS80176 ¥1,400

十数名の乗客をのせた小型旅客機が、LAX（ロサンゼルス国際空港）を飛び立った。機内では、CAの
ポーラとジェニーが接客業務に追われていたが、突然、乗客の一人の大男が激しく嘔吐し、次の瞬間、

操縦室に向かって突進するという暴挙に出た。荒れ狂う男をなんとか取り押さえることに成功するが、

正体不明のウイルス感染に危機を感じた機長は、空港へ引き返し緊急着陸を決行。ところが、ターミナ

ルはすでに防護服に身を包んだCDC（疾病予防管理センター）および警察部隊に包囲され、ウイルス感

染への厳戒態勢がしかれていた・・・。

86分 日本語、
英語

有 2011 アメリカ
監督・脚本：ジョン・ポーグ  製作：セルヒオ・アゲーロ、
マーク・ビエンストック他  撮影：マシュー・アーヴィング

オープン・シーズン３　森の仲間
とゆかいなサーカス

HPBS80132 ¥1,400

森に春がやってきた！旅先でサーカス団と知りあったクマのブーグは、脱走した団員ダグの身代わりとしてサー
カスに出演することに！おしゃべり好きなラマのアリステアと仲良しになり、花形スターのウルサと恋におち、家
族がいなかったブーグはサーカス生活も悪くないと感じ始める。だがその頃、森の仲間たちはブーグになりすま
したダグにコキ使われていた…

75分 日本語,
英語

有 2010 アメリカ
監督：コディ・キャメロン  製作：カーク･ボディフェルト  製
作総指揮：デヴィッド・Ｉ・スターン  脚本：デヴィッド・Ｉ・ス
ターン  音楽：ジェフ・カルドーニ

アンソニーのハッピー・モーテル HPBS24127 ¥1,400
アンソニーは、変わり者の相棒ディグナンが考えた強盗計画を手伝うことに。ディグナンは大泥棒ヘンリーの助
けを借りてその道のプロを集め、ターゲットの場所へ首尾よく乗り込むのだが、そこで思わぬ展開に…。

91分 日本語、
英語

無 1996 アメリカ
監督／脚本：ウェス・アンダーソン  脚本：オーウェン・ウィ
ルソン  製作：シンシア・ハーグレイヴ  ポリー・プラット

アンツィオ大作戦 HPBS10211 ¥1,400

１９４４年１月２２日、ノルマンディ上陸作戦の第一段階として米英連合軍はイタリアのアンツィオに

上陸した。待ち受けていると思われたドイツ軍の姿はなく、上陸は成功したかに見えた。だが数日後、

突如ドイツ軍による猛烈な奇襲攻撃が！７６７名いた襲撃部隊はほぼ壊滅、残ったのはわずか７名だっ

た…。同行した従軍記者のエニスは偶然にもドイツ軍の秘密要塞を発見。一刻も早く状況を報告しよう

と、命懸けで本部に向かう - ！

117分 日本語、
英語

無 1968 アメリカ
監督：エドワード・ドミトリク  製作：ディノ・デ・ラウレンティス
脚本：ハリー・Ａ・Ｌ・クレイグ  撮影：ジュゼッペ・ロタンノ
音楽：リズ・オルトラーニ

バウンティー・ハンター HPBS80085 ¥1,400

ギャンブル好きで借金まみれの“バウンティー・ハンター”＜賞金稼ぎ＞、マイロ。返済金を稼ぐため、新たなター
ゲットになったのは、なんと元妻のニコールだった！報酬５千ドルを手に入れようとマイロは大ノリで彼女の追跡
を開始する。元妻に捨てられた恨みを晴らすべく執拗に追いかける元夫と、あの手この手で逃げまくる元妻。相
手の腹のうちを探り合いながら逃走劇を繰り広げる彼らは、それとは気づかぬうちに、ある組織の陰謀に巻き込
まれていく――。命を狙われる身となったマイロとニコール。はたして二人はどうなるのか･･･!?

110分 日本語,
英語

有 2010 アメリカ
監督：アンディ・テナント  製作：ニール・Ｈ・モリッツ  脚本：
サラ・ソープ  撮影：オリヴァー・ボーケルバーグ  音楽：
ジョージ・フェントン

ジャックとジル HPBS80226 ¥1,400

美しい妻と二人の子供に囲まれ幸せなジャック。そんな彼の唯一の悩みの種は、いつもハイテンション

な双子の妹ジル。ある日、嫌々ジルに付き合って行ったバスケの試合で、なんとあの名優アル・パチー

ノに遭遇！あろうことかアル・パチーノはジルのひときわ輝くその個性（？）に一目惚れしてしまう。

一方、ジャックはアル・パチーノに自分のスポンサーのＣＭに出演してもらうために秘かに計画を練る

が・・・。

91分 日本語,
英語

有 2011 アメリカ
監督：デニス・デューガン  原案：ベン・ズーク  脚本：ス
ティーヴ・コーレン、アダム・サンドラー  製作：アダム・サン
ドラー、ジャック・ジャラプト、トッド・ガーナー

マスク・オブ・ゾロ HPBS26102 ¥1,400

かつては民衆の英雄ゾロと呼ばれた男ドン・ディエゴ。２０年に及ぶ投獄生活から脱した彼は、宿敵ド

ン・ラファエルを倒すため再び立ち上がる。だがそんなディエゴが目にしたのは、ラファエルの傍らに

佇む美しく成長した愛娘エレナの姿だった。性急な行動を思い留めたディエゴは、盗賊あがりの青年ア

レハンドロを自らの後継者に育てあげる決心をする。こうしてディエゴから正義の意志とマスクを受け

継いだアレハンドロは、民衆の英雄ゾロとしてラファエルに戦いを挑む・・・。

137分 日本語 有 1998 アメリカ
製作総指揮：スティーブン・スピルバーグ  製作総指揮：他
監督：マーティン・キャンベル  特殊視覚効果：ILM  撮影：
フィル・メフュー  音楽：ジェームズ・ホーナー

駆逐艦ベッドフォード作戦 HPBS10349 ¥1,400

NATO防衛の一端を担い、デンマーク海峡をパトロールするアメリカ海軍の駆逐艦ベッドフォードは未確認潜水
艦をキャッチした。艦長は偏執狂的な完全主義者で、越権行為をしても潜水艦の正体を突き止めようとしてい
た。そんな艦長に乗組員たちは、疲労と緊張で精神状態が極限にまで達していた。そんな時、ついに潜水艦が
姿を現し・・・。

102分 日本語、
英語

無 1965 アメリカ
監督・製作：ジェームズ・Ｂ・ハリス  製作：リチャード・ウィド
マーク  原作：マーク・ラスコビッチ  脚本：ジェームズ・ポー
撮影：ギルバード・テイラー

スチュアート・リトル２ HPBS32721 ¥1,400
ある日、スチュアートは意地悪な鳥ファルコンに傷つけられた小鳥のマーガロと出会う。リトル家で元気を取り戻
した彼女を見てスチュアートはひと安心。そんななか、突然ママの大切な指輪がなくなってしまい大騒ぎとな
る・・・。

78分 日本語、
英語

有 2002 アメリカ
監督：ロブ・ミンコフ  製作：ダグラス・ウィック  製作：ルー
シー・フィッシャー  視覚効果：ソニー・ピクチャーズ・イメー
ジワークス

ストンプ・ザ・ヤード HPBS40258 ¥1,400

L.A.の闇コンペで兄と賞金を稼いでいたバトル・ダンサーのＤＪ。  ある晩、対戦チームと賞金をめ

ぐって喧嘩となり一瞬にして兄を喪い警察に囚われる。有罪の審判を受けたＤＪは、心の傷が癒えない

ままに更正の為叔母の住むアトランタで大学へ通う事に。ある日、学内のダンスクラブで踊ったスト

リート仕込みのダンスが話題となり、全国大会に向け熾烈な争いを繰り広げていた学内の弱小ダンス

チームから勧誘を受ける。しかし、己の才能に溺れた身勝手な行動が、やがてチームに確執を生んでい

く…。

114分 日本語、
英語

有 2006 アメリカ
監督：シルヴァン・ホワイト  製作総指揮：ロブ・ハーデイ
脚本：ロバート・アデテュイ  振付：デイヴ・スコット
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将軍たちの夜 HPBS10199 ¥1,400
１９４２年、ナチス・ドイツ占領下のワルシャワ。一人の女性が惨殺された。目撃者の証言によると、犯人はズボ
ンに赤い縦縞が入っているドイツ軍の制服、つまり将軍の制服姿だったというのだ。情報部のグラウ少佐は調査
を進めるが、その矢先に左遷されてしまう・・・。

144分

英語、日
本語、フ
ランス
語、

無 1966 アメリカ
監督：アナトール・リトヴァク  製作：サム・スピーゲル  脚
本：ジョセフ・ケッセル  脚本：ポール・デーン  音楽：モーリ
ス・ジャール

ナチュラル HPBS18064 ¥1,400
ネブラスカ州の天才野球児ロイは大リーグ並みのプレーをして周囲を驚かせていた。２０歳になった彼は幼い頃
からの夢を実現する為に、将来を誓いあった恋人アイリスにしばしの別れを告げ、希望に胸を膨らませながらシ
カゴへと旅立つ。しかし、彼には予想もつかぬ運命が待ち受けていた…。

144分
日本語、
英語

有 1984 アメリカ

監督：バリー・レビンソン  脚本：ロジャー・タウン  脚本：
フィル・ダッセンヴェリー  製作：マーク・ジョンソン  撮影：カ
レブ・デシャネル  音楽：ランディ・ニューマン  原作：バー
ナード・マラマッド

ナイト・オブ・ザ・リビングデッド
死霊創世記

HPBS12577 ¥1,400
母親の墓参りに、郊外の墓地へ訪れたバーバラ。そこへ突如うめき声をあげた不気味なゾンビが、彼女に襲い
掛かってきた。逃げ惑うバーバラは近くの家へ助けを求めるが、そこにもゾンビが！次々に増殖するゾンビたち
は肉を求め、家へと近づいてくるのだった…。

88分
日本語、
英語

有 1990 アメリカ
監督：トム・サヴィーニ  製作：ジョン・Ａ・ルッソ  ラッセル・
ストライナー  製作総指揮・脚本：ジョージ・Ａ・ロメロ  製作
総指揮：メナハム・ゴーラン

シルバラード HPBS10799 ¥1,400

投獄の身だったエメットがシルバラードに向かう途中、風来坊のペイドンと出会う。共にターリーの町に立ち寄っ
た所、エメットの実弟ジェイクが縛り首目前で牢に囚われていることを知る。ペイドンの協力で弟を助け逃亡する
３人。その後、酒場で揉め事を起こしていたマルを仲間に加え、ようやくシルバラードに辿り着く。しかしそこは土
地独占を企てる牧場主マッケンドリックに牛耳られていた。彼らの余りにもひどいやり方に、そして町や愛する者
たちを守るため、エメットたち４人は闘うことを決意する。

133分
日本語、
英語

無 1985 アメリカ
監督・脚本・製作：ローレンス・カスダン  脚本：マーク・カス
ダン  音楽：ブルース・ブロートン  撮影：ジョン・ベイリー

レジェンド・オブ・ゾロ HPBS39330 ¥1,400
命をかけて戦い続けてきたゾロだったが、マスクを捨て平穏な生活へと戻ろうとしていた。  その頃、世界征服を
企む秘密結社が強大な力を蓄え、アメリカ転覆を狙っていた。ついに魔の手は、彼の家族にまで及び・・・。一度
はヒーローを諦めた男が、再び愛する者、そして、自由と民衆のために立ち上がる!!

130分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ
製作総指揮：スティーブン・スピルバーグ  監督：マーティ
ン・キャンベル  撮影：フィル・メフュー  音楽：ジャームズ・
ホーナー

マーダー・ライド・ショー２　デビ
ルズ・リジェクト

HPBS42810 ¥1,400
痛みと恐怖を崇拝する殺戮ファミリーが帰ってきた！一度は彼らを追い詰めた捜査陣だったが、ファミリーは何
とか逃げ切り、再び殺人を繰り返す。２００２年に公開された問題の衝撃作「マーダー・ライド・ショー」の続編が
遂に解禁される・・・。

109分
日本語、
英語

有 2005 アメリカ
脚本／監督／製作：ロブ・ゾンビ  製作：アンディ・グールド
／マイク・エリオット

レジェンド・オブ・フォール HPBS21588 ¥1,400

1910年代、モンタナ州。牧場を営むラドロー家の悲劇は三男サミュエルが婚約者スザンナを連れて帰郷したこと
から始まった。やがて一家の3人兄弟は第一次世界大戦に従軍するが、サミュエルは戦闘中に命を落としてしま
う。目の前で弟を殺された次男トリスタンは心に深い傷を負って帰還。そんな彼をスザンナは優しく慰め、二人は
激しい恋に落ちる。だが長男アルフレッドも彼女に恋心を抱いていたことから、家族の間に次第に憎悪の念が生
まれてくる…。

132分
日本語、
英語

有 1994 アメリカ

監督・製作：エドワード・ズウィック  製作総指揮：パトリッ
ク・クロウリー  製作：ビル・ウィトリフ  製作：マーシャル・
ハースコビッツ  原作：ジム・ハリスン  脚色：スーザン・シ
リディ  脚色：ビル・ウィトリフ  撮影：ジョン・トール  プロダ
クション・デザイン：リリー・キルバート  音楽：ジェームズ・
ホーナー

戦場からの脱出 HPBS60271 ¥1,400

1965年、ヴェトナム戦争時代。米空軍兵士のディーターは極秘爆撃任務を受けるが、ラオスに撃墜し捕まってし
まう。ベトナムの奥地の捕虜収容所に連行されるが、そこには既に何年も捕虜になっている仲間がいた。あばら
屋のような収容所だが、周りはジャングルという自然の要塞とでも言うべき場所。誰もが脱走不可能だと思って
いた、ディーター１人を除いて・・・

125分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ
監督・脚本：ヴェルナー・ヘルツォーク  製作：エルトン・ブ
ランド、ハリー・ナップ

１６ブロック HPBS42585 ¥1,400

ニューヨーク市警の刑事ジャックに課された任務は、１６ブロック（区画）先の裁判所に証人を送り届けるだけの
ごく簡単なもの。だが、護送中、何者かに襲撃されてしまう。その証人が警察内部の不正を目撃していたのだ。
法廷での証言開始まで残された時間は118分。NY市警対一人の刑事。ブルース史上、 も壮絶な戦いが始ま
る！

102分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ
監督：リチャード・ドナー  脚本：リチャード・ウェンク  製作：
アヴィ・ラーナー

ケイン号の叛乱 HPBS10018 ¥1,400

マリク大尉が副官を務める駆逐艦ケイン号に新しい艦長クィーグ中佐が着任した。彼のきびきびとした態度に当
初は乗組員全員が好感を持つ。しかし、自らのミスを部下に押し付ける事件が発生。その後も艦長は異常な行
動を繰り返し、次第に乗組員の信頼を失っていった。そんなとき、ケイン号は猛烈な台風に遭遇。恐怖で正気を
失った艦長を制し、マリク大尉が艦を指揮して危機を脱する。だが、帰港したマリクら乗組員を待っていたのは、
反逆罪の容疑での軍法会議だった・・・。

125分
日本語、
英語

無 1954 アメリカ
監督：　エドワード・ドミトリク  製作：　スタンリー・クレイ
マー  原作：ハーマン・ウォーク  脚本：スタンリー・ロバー
ツ

エミリー・ローズ　ノーカット版 HPBS39131 ¥1,400

ごく普通の19歳の女子大生、エミリー･ローズ。ある夜、彼女は突然恐ろしい幻覚に襲われ。凄まじい痙攣を引き
起こす。自分に何かが取り憑いていることを確信した彼女は、医学ではなくムーア神父に自らの運命を託すこと
にした。しかし、悪霊祓いの儀式の後、エミリーは命を落としてしまう。やがて、起訴されたムーア神父の裁判が
始まった。証拠品として提出された悪魔祓いを記録したテープと死の直前に彼女が書き残した1通の手紙が裁
判を衝撃の結末へ導いていく。

122分
日本語、
英語

有 2005 アメリカ
監督・脚本：スコット・デリクソン  脚本：ポール・ハリス・
ボードマン  音楽：クリストファー・ヤング

俺たちステップ・ブラザース　－
義兄弟－

HPBS47151 ¥1,400
ブレナンとデイルは、ともに定職にも就かずに親と同居している独身のアラフォー男。ある日、彼らの親同士が
結婚したことから義理の兄弟として一緒に暮らすことになるが、子供じみた性格の二人は反発し合い、大騒動を
巻き起こす。

98分
日本語、
英語

有 2008 アメリカ
監督：アダム・マッケイ  脚本：アダム・マッケイ＆ウィル・
フェレル  製作：ジャド・アパトゥ

ロスト・コマンド　名誉と栄光のた
めでなく

HPBS10260 ¥1,400

１９５４年、インドシナにおける仏軍とベトナム軍との戦いは終わりを告げ、ラスペギー中佐はフランスへと帰還し
た。ところが彼はすぐさま新たな任務に就くことになる。任地はアルジェリアの激戦地、所属は第１０パラシュート
連隊。ラスペギーはかつての部下たちを集め、危険な戦地に乗り込む。激しい攻防が続く中、激情的なラスペ
ギーは戦争に懐疑心を抱くエスクラビエ大尉と捕虜の扱いをめぐって対立を繰り返し・・・。

129分
日本語、
英語

有 1966 アメリカ
製作・監督：マーク・ロブソン  原作：ジャン・ラルテギー  脚
色：ネルソン・ギディング  音楽：フランツ・ワックスマン  撮
影：ロバート・サーティーズ，A．S．C

スチュアート・リトル３　森の仲間
と大冒険

HPBS36850 ¥1,400
ある日、リトル家は夏休みを利用し、湖へキャンプをしに出かける。移動中の車の中で「レイク・スカウト」のパン
フレットを見たスチュアートは入団したいと言い出し、パパとジョージも一緒に参加することになったのだが…。

75分
日本語、
英語

有 2005 アメリカ
監督：オーデュ・パーデン  製作：ボブ・ショウ、ドン・マクヘ
ンリー  原作：Ｅ・Ｂ・ホワイト  原案：ダグラス・ウィック
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ＲＥＣ　レック／ザ・クアランティン HPBS51555 ¥1,400

TV局レポーターのアンジェラは、ロスアンゼルスの消防士への密着取材中あアパートを訪れた。老婆が暴れて
いるらしく、消防士や警官らが取り押さえようとするが、老婆は逆に噛み付いてしまう。なんとか襲われた警官を
助け出し、手当てのためにアパートの外に出ようとすると、出入り口はなぜか警察によって封鎖されていた。こ
のアパートには何があるのか？そしてアンジェラたちが回し続けるカメラには、恐怖の一夜が映し出されるころ
になる・・・。

89分
日本語、
英語

有 2008 アメリカ
監督：ジョン・エリック・ドゥードル  製作：ロイ・リー 他  脚
本：ジョン・エリック・ドゥードル、ドリュー・ドゥードル

決断の３時１０分 HPBS11010 ¥1,400

広々とした荒野。そこを行く駅馬車が今日もウエイド一味に襲われた。彼らは家畜の群を使って駅馬車を止めさ
せ凶行を働いていたのだ。その光景を目撃した牧場主のダン。彼により保安官はウエイドが駅馬車強盗の首領
であることを知り、油断しているすきに逮捕。しかし、牢獄のあるユマまで行くには、彼の子分たちから逃れなけ
ればならない。そこで保安官の代わりにダンともう一人が護送の役目を買って出ることに・・・。

92分
日本語、
英語

無 1957 アメリカ
監督：デルマー・デイヴィス  製作：デヴィッド・ヒールウェイ
ル  原作：エルモア・レナード  脚本：ハルステッド・ウェル
ズ

８ｍｍ． HPBS27615 ¥1,400

私立探偵のトム・ウェルズが、富豪の未亡人に見せられた１本の８ｍｍフィルム。夫の遺品に含まれていたとい
うそのフィルムには、ショッキングな少女の殺害シーンが映っていた。この映像の真偽を確かめて欲しいと依頼
されたウェルズは、少女の足跡を追う内に、性のアンダーワールドへと導かれていく。そこで彼が目にしたのは、
究極の悦楽に身を投じる人々の、恐るべき欲望が作り出した悪魔のような世界だった・・・。

123分
日本語、
英語

有 1999 アメリカ

監督：ジョエル・シューマーカー  製作：ケビン・ポローン
製作：ジュディ・ホフランド  製作：ジョエル・シューマーカー
脚本：アンドリュー・ケビン・ウォーカー  製作総指揮：ジョ
ゼフ・Ｍ・カラッチオロ  撮影：ロバート・エルスウィット

ケーブルガイ HPBS24680 ¥1,400

ワシントンで開かれる歴史的イベント“百万人の大行進”に参加するため、ロサンゼルス発の長距離バスにブラ
ザーたちが乗り合わせた。映画学校の学生や俳優を目指す若者、わけありの父子や、かつてギャングだった
男、現役警官…。同じ目的で集ったはずの彼らだが、宗教観や人種問題、家族のありかたなど言い争いが絶え
ない。様々なトラブルを起こしながら、彼らを乗せたバスはワシントンへとひた走る。

95分 日本語 有 1996 アメリカ
監督・製作総指揮：スパイク・リー  製作：ビル・ボーデン他
撮影監督：エリオット・デイヴィス  脚本：レジー・ロック・バ
イスウッド

フラットライナーズ HPBS12461 ¥1,400

シカゴの医大生ネルソンは、死後の世界を見るための実験計画を打ち明け、クラスメートのレイチェル、デビッ
ド、ジョー、ステックルの４人が協力することになった。彼らはネルソンの心臓を停止させ、一分後に蘇生を試み
る。実験は成功し、ジョー、デビッド、レイチェル、が次々と実験台になる。だが、死後の世界から戻った彼らを待
ち受けていたものは・・・。

114分
日本語、
英語

有 1990 アメリカ

監督：ジョエル・シューマーカー  製作：マイケル・ダグラス
製作：リック・ビーバー  脚本・製作総指揮：ピーター・フィラ
ルディ  製作総指揮：スコット・ルーディン  製作総指揮：マ
イケル・ラックミル  撮影：ヤン・デ・ボン

地獄の変異 HPBS37304 ¥1,400

ルーマニアのカルバティア山脈奥深く、永きにわたり封印された巨大洞窟が発見された。早速、洞窟内の探索を
開始し、順調に地下深くを進んでゆく。しかし突如、隊員の一人が姿を消した…。謎と暗黒の恐怖に呑み込ま
れ、徐々に崩壊する固い結束。そして、遂に現れた想像を絶する生命体!!　人間を食べる 恐 悪の敵から逃
れ、隊員たちは無事に、生きて地上へ戻ることが出来るのか??

97分
日本語、
英語

有 2005 アメリカ
監督：ブルース・ハント  クリーチャー・デザイナー：パトリッ
ク・タトポロス

スターマン HPBS10682 ¥1,400

愛する夫を事故で失ったジェニーは、思い出を胸にその夜も眠りにつく。物音で目覚めたジェニーは驚きの叫び
をあげる。目の前に立っている男は、何から何まで亡き夫スコットにそっくりなのだ。男の正体は、人類の呼びか
けに応えて友好のために地球に降り立った異星人、スターマンだった。彼とジェニーの間には宇宙を超える愛が
生まれる。だが、アメリカ政府は彼の来訪をエイリアンによる地球侵略の第一歩と受け取り、スターマンを捕らえ
るように軍隊に出動命令を下す・・・。

114分
日本語、
英語

無 1984 アメリカ
監督：ジョン・カーペンター  製作：ラリー・Ｊ・フランコ  製作
総指揮：マイケル・ダグラス  音楽：ジャック・ニッチェ  脚
本：ブルース・Ａ・エバンス  脚本：レイノルド・ギデオン

１３ゴースト（１９６０） HPBS17605 ¥1,400

偏屈な叔父は巨大だが、老朽化した家をサイラスと貧しいその家族に贈った。しかし、彼らを迎え入れたのは薄
気味悪い家政婦イレーヌと、１２人の恐ろしいゴーストだった！首をはねられた男、嘆きの女性、枠に囲まれた
骸骨・・・異様な形相のゴーストたちが恐怖におののく家族に容赦なく襲いかかってくる。ゴーストたちは不気味
な空気が漂うこの家に監禁されており、それを解くために１３番目の生贄を探していたのだった。果たしてやつら
の餌食となるのは誰なのか - ？

82分
日本語、
英語

無 1960 アメリカ
監督・製作：ウィリアム・キャッスル  脚本：ロブ・ホワイト
音楽：ヴァン・デクスター

１３ゴースト HPBS32043 ¥1,400

母親を亡くし、失意のどん底にあるアーサーの家族に舞い込んだ突然の幸福。それは音信不通だった大富豪
の叔父からの遺産相続だった。想像以上の“豪邸”を目の前にし、以前のような明るい生活を取り戻せるかのよ
うに見えた家族。だが彼らは気づいた。豪邸は地獄の扉を開く暗黒の儀式のために設計された巨大な装置であ
り、凶暴な１２人の悪霊たちの巣窟だったのだ・・・。出口なし。逃げ場なし。やがてそこは、死者と生者の凄惨な
バトル・グラウンドと化していく！

91分
日本語、
英語

有 2001 アメリカ

監督：スティーブ・ベック  製作：ジョエル・シルバー  製作：
ロバート・ゼメキス  製作：ギルバート・アドラー  脚本：ニー
ル・マーシャル・スティーブンス  脚本：リチャード・ドヴィ
ディオ  特殊メイク：ハワード・バーガー

あの子を探して HPBS30385 ¥1,400
〈尋ね人〉１３歳の先生が迷子の生徒を探しています。グレイのシャツの男の子。教室で一番わんぱくだけど､今
はとても心配しています。遠い遠い空の下、元気でいてね、迎えにいくから。

106分
日本語、
英語

有 1999 アメリカ／中国
監督：チャン・イーモウ  撮影：ホウ・ヨン  美術：ツァオ・
ジュウピン  脚本：シー・シアンション

もしも昨日が選べたら HPBS41297 ¥1,400

出世＝家族の幸せと考えるマイケルは、愛するドナや二人の子供と過ごす時間よりも仕事を優先させてきた。そ
んなある日、電化製品だけでなく人生さえも自在に操れる夢のような“万能リモコン”を手に入れる。そのリモコン
で家族との面倒な時間や、出世までの道のりを早送りするマイケル。すべてが夢に見た通り、面白いように人生
が進んでいく。しかし、早送りしたことで失われた時間の代償は大きかった…。果たしてマイケルは、本当の幸せ
をつかむことが出来るのか!？

107分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ
脚本・製作：スティーヴ・コーレン  マーク・オキーフ  製作：
アダム・サンドラー  ジャック・ジャラプト  監督：フランク・コ
ラチ  二ール・モリッツ

アイデンティティー HPBS34145 ¥1,400

嵐により一軒のモーテルに閉じ込められた１１人。極限の状況下、一人、また一人と惨殺され始める。残された
誰もが疑心暗鬼になる中、彼らにある共通点があったことが判明する。一方、時を同じくして死刑を直前に控え
た猟奇殺人鬼の再審理が行われていた。その彼にも同じ共通点が・・・。二つの事件が一つに繋がった時、想像
を絶する衝撃のラストが待っていた！

90分
日本語、
英語

有 2003 アメリカ
監督：ジェームズ・マンゴールド  脚本：マイケル・クーニー
製作：キャシー・コンラッド  製作総指揮：スチュアート・ベッ
サー  音楽：アラン・シルヴェストリ

ホステル３ HPBS80213 ¥1,400

主人公の結婚前の“独身さよならパーティ”として、カーター（キップ・パルデュー）ら男友達４人はラスベガスで落
ち合う。彼らがギャンブルを楽しんでいる 中、セクシーな女性２人に誘われ、カーターら４人は現地のタクシー
で、あるプライベート・パーティに参加する。　パーティで行方不明になったマイクに会うためホステルへ向かうと
拉致されたどり着いた先が、人が人を拷問し殺すことが出来る、会員制の“エリート・ハンティング・クラブ”だっ
たー。

88分
日本語、
英語

有 2011 アメリカ
監督：スコット・スピーゲル  キャラクター原案：イーライ・ロ
ス  脚本：マイケル・Ｄ・ウェイス
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ラリー・フリント HPBS24760 ¥1,400

ポルノ雑誌「ハスラー」の創刊者ラリー・フリントは、J・オナシス(ケネディ元大統領夫人)のヌード写真をスクープ
した号の大ヒットで、アメリカン・ドリームを手に入れる。しかし、そのスキャンダラスで不道徳な内容で、ついには
猥せつ罪で起訴されてしまう。憲法修正第１条に基づく「表現の自由」を盾に、ラリーは 高裁判所に上訴する
のだが・・・。

129分
日本語、
英語

有 1996 アメリカ

監督：ミロシュ・フォアマン  音楽：トーマス・ニューマン  撮
影監督：フィリップ・ルスロー，Ａ．Ｆ．Ｃ．  脚本：スコット・ア
レクサンダー  脚本：ラリー・カラゼウスキー  製作：オリ
バー・ストーン  製作：ジャネット・ヤン  製作：マイケル・ハ
ウスマン

シークレット　ウインドウ HPBS33969 ¥1,400

人気作家モート・レイニーの前に、謎の男シューターが現れた。男は自分の小説が盗作されたと言い、覚えのな
いモートにつきまとう。やがて、シューターの姿を見た者や正体を探る者が、次々と命を落とす。ただ一人、モー
トを除いてー。男は何者なのか？本当の狙いは何なのか？全編に張りめぐらされた謎解きの伏線、かつてない
戦慄、そして予測不可能の結末がー。

96分
日本語,
英語

有 2004 アメリカ
監督・脚色：デビッド・コープ  製作：ギャビン・ポロン  原
作：スティーヴン・キング  音楽：フィリップ・グラス

ウディ・アレンのザ・フロント HPBS10235 ¥1,400
１９５０年代、ハリウッドでは共産主義追放運動が行われていた。思想とは無縁のレジ係ハワードは、無政府思
想のレッテルを貼られた脚本家の友人に、表向き（フロント）な作者として名前を貸すことになる。一躍新進脚本
家として、世間の脚光を浴びたハワードだったが・・・。

95分
日本語、
英語

無 1976 アメリカ
監督マーティン・リット  製作マーティン・リット　他  脚本
ウォルター・バーンスタイン

ジャスティス HPBS10032 ¥1,400

若き弁護士アーサーは、正義の名の下に権威を振りかざすフレミング判事と常に対立していた。ある日、フレミ
ング判事が婦女暴行罪で訴えられ、しかも、敵対するアーサーに弁護を依頼。人々の信頼を得るアーサーが弁
護をすることで陪審員への受けがよくなると考えたのだ。さらに、弁護を受ける見返りに、無実の罪で投獄されて
いるアーサーの依頼人ジェフを保釈してやるというのだが…。

114分
日本語,
英語

無 1979 アメリカ
監督・製作：ノーマン・ジュイソン  製作：パトリック・パー
マー  製作総指揮：ジョー・ワイザン  脚本：バリー・レビン
ソン  脚本：バレリー・カーティン

１３Ｆ HPBS26772 ¥1,400

とある高層ビルの１３Ｆ。ホールは仮想現実創作技術を駆使し、１９３７年のロサンゼルスを再現しようとしてい
た。ある日、ボスのフラーが何者かに殺される。容疑者にされてしまったホールは、事件の真相を追ううちに１９
３７年と現在にパラレル・ワールドが存在し､そこで危険な二重生活が展開されていることを知る。過去と現在が
“１３Ｆ”で交錯、そして自分の存在そのものさえ疑わざるを得なくなる・・・。

100分
日本語、
英語

有 1999 アメリカ
監督・脚本：ジョゼフ・ラズナック  製作：ローランド・エメリッ
ヒ  撮影：ベディゴ・フォン・シュルツェンドルフ  共同脚色：
ラベル・センテノ＝ロドリゲス

ミッドナイト・エクスプレス HPBS10006 ¥1,400
イスタンブール空港でアメリカ青年ビリーが、麻薬の不法所持で逮捕され刑務所生活を余儀なくされる。そこは
暴力が横行する狂気に満ちた世界だった。「ここを出なければ殺されてしまう！」ビリーはついに自分の力で“自
由”をつかみ取ることを決意するのだが・・・。

121分
日本語、
英語

無 1978 アメリカ

監督：アラン・パーカー  原作：ウィリアム・ホッファー  原
作：ビリー・ヘイズ  撮影：マイケル・セアシン  脚色：オリ
バー・ストーン  製作：デイビッド・パットナム  製作：アラン・
マーシャル  音楽：ジョルジオ・モロダー

ウルトラヴァイオレット HPBS36206 ¥1,400

ウィルスに感染した〈超人間／ファージ〉と〈人間政府〉の激しい闘いが始まった。政府が 終兵器として送り込
んだのが9歳の男の子だと知った時、彼を守るため、たった一人で立ち上がった殺し屋ヴァイオレット。 愛の夫
と子供を政府に奪われた彼女の生きる目的は、もはや復讐しかなかった。果たして人間政府と闘う孤独な殺し
屋ヴァイオレットの運命は！？

94分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ
監督／脚本：カート・ウィマー  製作総指揮：トニー・マーク
他  撮影：アーサー・ウォン  視覚効果スーパーバイザー：
ヴィクター・ウォン他

マッケンナの黄金 HPBS10041 ¥1,400

南西部には黄金が眠る谷があると、古くからの言い伝えがあった。その宝を求め多くの者がやってきたが、誰一
人手に入れることができなかった。ある日、黄金のありかを示す地図を、偶然手にした保安官のマッケンナ。し
かし、伝説の魅力にとりつかれ、欲望をむき出しにした者たちに狙われる身となってしまう。そこへ古くから因縁
があり、彼への復讐を企むコロラドも現れ、命を賭けた死闘が始まろうとしていた・・・。

128分
日本語、
英語

有 1968 アメリカ

監督：Ｊ・リー・トンプソン  製作・脚本：カール・フォアマン
製作・脚本：ディミトリ・ティオムキン  原作：ウィル・ヘン
リー  撮影：ジョセフ・マクドナルド  音楽：クインシー・ジョー
ンズ

ステルス HPBS36965 ¥1,400

アメリカ海軍が極秘に進めるテロ対策プロジェクト実行のため、ベン、カーラ、ヘンリーのトップガンが選ばれた。
生死を賭け次々と成果を上げる彼らのチームに、 新鋭の人工知能を搭載した無人戦闘機“エディ(EDI)”が加
わることに。ところが、突然エディが暴走を始めてしまう！凄まじい破壊力で戦いを仕掛けるエディを阻止しよう
と、３人は追撃を開始する。果たして 強・ 速の戦闘機を撃墜することができるのか?!それとも世界は終末を
迎えるのか?!

121分
日本語、
英語、ス
ペイン語

有 2005 アメリカ
監督：ロブ・コーエン  製作：ローラ・ジンスキン 他  脚本：
Ｗ・Ｄ・リクター  撮影監督：ディーン・セムラー

ロック・ユー！ HPBS31828 ¥1,400

時は１４世紀。ウイリアムはジュースティング〈馬上槍試合〉のトーナメントに出場するエクター卿に従者として随
行していた。しかし、トーナメントの 中に主人は息を引き取る。主人になりすましてトーナメントに出場すること
を決意したウイリアムは、強敵を相手に優勝を決め、その後の大会も次々と勝利を収める。だが世界選手権の
決勝前夜、敵の謀略によって貴族の出身でないことが発覚してしまう。そして、彼は処刑を宣告された、 ただ身
分を偽っただけで。果たしてウイリアムの運命は・・・。

132分
日本語、
英語

有 2001 アメリカ
監督・脚本：ブライアン・ヘルゲランド  製作：ティム・バン・
ブライアン  製作：トッド・ブラック  撮影：リチャード・グレイ
トレックス  音楽：カーター・バーウェル

あなたに降る夢 HPBS21582 ¥1,400

ウエートレスのイボンヌにチップを渡し損ねたチャーリーは、彼女に約束をする。“もし宝くじが当たったら、半分
君にあげる。”なんと、この宝くじが４００万ドルの大当たり！チャーリーとイボンヌは大喜びし、Ｎ．Ｙ．の下町は
思わぬ奇跡に湧き上がる。ところが、おもしろくないのはチャーリーの妻ミュリエル。大金の独り占めをしようと腕
利きの弁護士を雇って裁判を起こすが・・・。

101分
日本語、
英語

有 1994 アメリカ

監督：アンドリュー・バーグマン  脚本：ジューン・アンダー
ソン  製作：マイク・ロベル  撮影：カレブ・デシャネル，A．
S．C．  音楽：カーター・パーウェル  製作総指揮：ゲイ
リー・アデルソン、他

未知への飛行　－　フェイル・セ
イフ　－

HPBS10252 ¥1,400
水爆を搭載したアメリカの爆撃機が、司令部から暗号を受信。なんとそれは“モスクワ爆撃命令”。しかし、それ
は機械の故障による間違った指令だったのだ。気づいた時には、すでに遅く爆撃機編隊を呼び戻す術は、失わ
れていた。合衆国大統領は、核戦争回避のために、恐ろしい提案をするが・・・。

112分
日本語、
英語

有 1963 アメリカ
監督：シドニー・ルメット  製作：マックス・Ｅ・ヤングスタイン
原作：ユージン・バーディック  原作：ハーヴェイ・ホイラー
脚本：ウォルター・バーンスタイン

弾突　ＤＡＮＴＯＴＳＵ HPBS48769 ¥1,400
ギャンブルの借金で首が回らない元警官のマット。彼の前に、借金を肩代わりしてくれるという謎の男が現れ
る。しかし、その条件は町で一番悪名高きギャングを殺すことだった・・・。男の真の目的は何か？マットはどん
底から這い上がることができるのか！？己の人生を賭けた闘いが、今始まる。

100分
日本語、
英語

有 2007 アメリカ
監督：ロエル・レーヌ  脚本：ジェイ・ディー・ザイク  製作総
指揮：フィリップ・Ｂ・ゴールドファイン  製作：アルウィン・カ
シュナー

閉ざされた森 HPBS32649 ¥1,400
パナマの森林地帯。特殊訓練に参加した７名のレンジャー隊員が消息を絶つ。生還した隊員２名は、調査にあ
たったオゾボーン大尉と元レンジャー隊員のハーディに対し、訓練教官のウエスト軍曹を含め隊員４名が不可
解な死を遂げたことを明かす。殺人者は誰か？真実が浮かびあがっては二転三転するストーリー。

98分
日本語、
英語

有 2003 アメリカ
監督：ジョン・マクティアナン  製作総指揮：モリッツ・ボーマ
ン、他  脚本：ジェームス・ヴァンダービルト  音楽：クラウ
ス・バデルト
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バグジー HPBS13645 ¥1,400

ギャング史上まれにみる伊達男、そして巨大カジノ・シティ、ラスベガスを生んだ男、ベンジャミン・“バグジー”・
シーゲル。彼は親友の映画スターの手引きで憧れのハリウッドに出入りするようになり、セクシーな女優バージ
ニア・ヒルと燃えるような恋に落ちる。その後、ヒルを連れて訪れた砂漠で彼は、誰もが想像だにしなかった大き
な夢を描くのだった。

136分
日本語,
英語

有 1991 アメリカ

監督・製作：バリー・レヴィンソン  製作：マーク・ジョンソン
製作：ウォーレン・ベイティ  脚本：ジェームス・トーバック
美術：デニス・ギャスナー  撮影：アレン・ダビュー  衣裳：
アルバート・ウォルスキー  音楽：エンリオ・モリコーネ

パニック・ルーム HPBS32044 ¥1,400

ニューヨーク、マンハッタンの高級住宅地 - 。離婚したばかりのメグは、娘サラを連れて、新しい引越し先の下見
に出掛けた。案内されたタウンハウスは４階建て、エレベーター付き。しかしそれだけではなく、ある秘密の部屋
が設置されていた。“パニック・ルーム”緊急避難用のスペースはそう呼ばれていた。ドアはひとつしかない。スプ
リング内蔵の自動施錠システムと赤外線センサーが装備されている。作られた目的はたったひとつ。決して誰も
侵入させないこと。母子の新たな生活が始まったその晩、事件は起こった - 。

112分
日本語、
英語

有 2002 アメリカ
監督：デビッド・フィンチャー  脚本・製作：デビッド・コープ
音楽：ハワード・ショア

バンテージ・ポイント HPBS46619 ¥1,400

スペイン・サラマンカ、マヨール広場。国際テロ対策の首脳会議が開催される会場にて、アシュトン米大統領へ
の狙撃事件が発生。事件の鍵を握る重要な目撃者は８人いたが、彼らが異なる地点・立場から見たものは違っ
ていた−。現場にいたシークレット・サービスのトーマス・バーンズは、事件の裏に隠された真相をたった一人で
追い始めるが・・・。

90分
日本語、
英語

有 2008 アメリカ
監督：ピート・トラヴィス  製作：ニール・Ｈ・モリッツ  脚本：
バリー・Ｌ・レヴィ

クローサー（ジュリアロバーツ） HPBS37281 ¥1,400
重なり合う、４人の愛。ロンドンで引き寄せられるように巡り会ったフォトグラファー、小説家、ストリッパー、そして
医師。「ひとつの愛で満足できないのは、なぜ？」 高のキャストが絶妙の演技で魅せる大人の恋愛ドラマ。

104分
日本語、
英語

有 2004 アメリカ
監督・製作：マイク・ニコルズ  原作戯曲・脚本：パトリック・
マーバー  製作：ジョン・キャリー  ケイリー・ブロコウ

ゴースト・オブ・マーズ HPBS30740 ¥1,400

西暦２１７６年 - 地球人は火星を植民地化していた。そんなある日、謎の古代遺跡を発見した人間の手により、
禁断の封印が解かれてしまう。それは火星の先住民族の亡霊たちを閉じ込めていたパンドラの箱だった・・・。永
い眠りから覚醒した亡霊たちは肉体を求めて人間に憑依。邪悪な怪物に変貌したヤツらは次々と人間に襲いか
かる！この非常事態を打破すべく火星警察ＭＰＦのメラニーと犯罪者ウィリアムズらが協力、火星を舞台に生き
残りを賭けた死闘を始める。 期に生き残るのは、人間かそれとも・・・。

98分 日本語 有 2001 アメリカ
監督・脚本・音楽：ジョン・カーペンター  脚本：ラリー・サル
キス  製作：サンディ・キング  演奏：アンスラックス

マネートレイン HPBS23437 ¥1,400

人種は違うが、乳兄弟として育ったジョンとチャーリーは、息の合ったニューヨークの地下鉄おとり捜査官。冷静
なジョンに対し、チャーリーはトラブルメイカー。面倒見の良いジョンは、そんな弟の不始末をいつもカバーしてい
た。ある日、各駅の売り上げを乗せて走る“マネートレイン”の警護にあたった彼らは、他の警備担当と大ゲン
カ。ドサクサに紛れ集金袋が１つ紛失してしまうが、日頃の言動から、ジョンとチャーリーに容疑がかかってしま
う。アタマに来たチャーリーは自分の立場も忘れ、マネートレインから現金を強奪すると息まくが・・・。

109分
日本語、
英語

有 1995 アメリカ
監督：ジョゼフ・ルーベン  製作：ニール・カントン  製作：
ジョン・ピータース  撮影：ジョン・Ｗ・リンドリー  音楽：マー
ク・マンシーナ

ストリートファイター HPBS10031 ¥1,400

高額の賭け喧嘩を商売とするスピードの前に、流れ者チェイニーが現れる。彼の年齢に不信を抱きつつも手を
組むことにしたスピード。デビュー戦でいきなりKO勝ちし、快進撃を続ける二人の前に、町のボスが雇ったファイ
ターが挑んでくるが、この強敵をも破るチェイニー。恥をかかされたボスはスピードを人質にとり、シカゴから呼び
寄せた巨漢とチェイニーを戦わせようとする・・・。

93分
日本語、
英語、ス
ペイン語

有 1975 アメリカ
監督：ウォルター・ヒル  原作：ブライアン・ギンドーフ  原
作：ブルース・ヘンステル  撮影：フィリップ・Ｈ・ラスロップ
音楽：バリー・デ・ヴォーゾン

トゥルー・ナイト HPBS19872 ¥1,400
アーサー王と円卓の騎士が治めるキャメロット。隣国の王女グイネヴィアはアーサー王の妃となるためキャメ
ロットに向かう途中、敵対するマラガントの配下に襲われる。危機一髪の彼女を救ったのは自由と冒険を求める
若き剣士ランスロットであった。やがて、ランスロットは円卓の騎士として迎えられるが・・・。

133分 日本語 有 1995 アメリカ

監督・製作：ジェリー・ザッカー  製作：ハント・ローリー  製
作総指揮：ギル・ネッター  製作総指揮：エリック・ラトリー
製作総指揮：ジャネット・ザッカー  脚本：ウィリアム・ニコ
ルソン  プロダクション・デザイナー：ジョン・ボックス  撮
影：アダム・グリーンバーグ  編集：ウォルター・マーチ  特
殊効果：ジョージ・ギブス  特殊効果：ジョージ・ギブス  音
楽：ジェリー・ゴールドスミス  衣装デザイン：ネーナ・チェッ
キ

マキシマム・リスク HPBS26092 ¥1,400
壮絶なカーチェイスの末にあがった死体が、自分の双子の弟だったことを知ったフランス人刑事アラン。アラン
の母親は、養子に出した弟の存在を彼に隠していたのだ。捜査開始後、ＮＹに渡り弟の恋人アレックスと出会っ
たアランは、事件に潜む巨大な敵の影に気付く。

100分 日本語 有 1996 アメリカ
監督：リンゴ・ラム  製作：モッシュ・ディアマント  脚本：ラ
リー・ファーガソン  撮影：アレクサンダー・グラジンスキー

スリー・リバーズ HPBS18642 ¥1,400

１９９１年。ピッツバーグを震撼させる猟奇殺人が多発した。それから２年。リバー・パトロール警官に姿を変えた
トミーの周辺で、再び猟奇殺人が連続する。大河に浮かぶ美女の他殺体は、いずれもトミーのガールフレンドた
ち。そして、改めてクローズアップされる父の死の謎。周囲の制止を振り切り、ブロンドの美しきパートナー、
ジョーとともに独自の捜査に乗り出すタフガイ警官。やがて、彼の前に、思わぬ事件の全容が浮かび上が
る・・・。

101分
日本語、
英語

有 1993 アメリカ
監督：ローディ・ヘリントン  製作：アーノン・ミルチャン、他
脚本：ローディ・ヘリントン  脚本：マーティン・カプラン  撮
影：マック・アールバーグ  音楽：ブラッド・フィーデル

ウルフ HPBS18647 ¥1,400

ある日、出版社に勤めるウィルは、車で狼を撥ねてしまう。その時、狼に噛み付かれたウィルの体に異変が起こ
り始め、毎晩のように記憶を失い夜の街を徘徊するようになる。研ぎ澄まされた五感、俊敏な動き、野性味溢れ
るパワー！次第に自分に恐れを抱いていくウィル。そんな折、浮気をしていた妻シャーロットが何者かに惨殺さ
れる・・・。

127分
日本語、
英語

有 1994 アメリカ
監督：マイク・ニコルズ  製作：ダグラス・ウィック  撮影：
ジョゼッヘ・ロトゥンノ  音楽：エンニオ・モリコーネ

殺人魚フライングキラー HPBS10137 ¥1,400

南海に浮かぶ美しいリゾート島、そこはまさにパラダイス - 。しかしある日、肉はおろか、骨までも食いちぎられ
たダイバーの死体が発見される。不審を抱いたダイビング・インストラクターのアンは調査に乗り出すが、そこに
は恐ろしい事実が・・・。かつてベトナム戦争時に軍が秘密裏に開発した戦闘用殺人魚のしわざだったのだ！そ
して、毎年恒例の祭りの到来とともに、殺人魚の大群もまた島に襲いかかる。地獄と化したパラダイスを救う道
はあるのか - ！

95分
日本語、
英語

無 1981 アメリカ
監督：ジェームズ・キャメロン  製作：チャコ・ヴァン・リュー
ウェン、他  脚本：H・A・ミルトン  音楽：スティーヴ・パウ
ダー  撮影：ロベルト・デットーレ・ピアッツォーリ
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バーディ HPBS10630 ¥1,400
繊細な心を持つバーディは、ベトナム戦争により精神を蝕まれてしまう。彼の心に去来するものは幼い頃に夢見
た「鳥になって、自由に空を飛び回りたい」という思いだけ。同じく戦争により重傷を負った親友のアルは、バー
ディを現実の世界に引き戻そうと懸命になる・・・。

120分
日本語、
英語

無 1984 アメリカ

監督：アラン・パーカー  製作：アラン・マーシャル  脚色：
サンディ・クループフ  脚色：ジャック・ベアー  音楽：ピー
ター・ガブリエル  撮影：マイケル・セレシン  原作：ウィリア
ム・ワルトン

エル・マリアッチ HPBS19871 ¥1,400

メキシコの小さな町にギターケースを抱えたマリアッチが流れ着く。同じ頃、ギターケースにマシンガンを詰め込
みギャングへの復讐に燃える殺し屋も町にやってくる。ギャングから殺し屋と間違われたマリアッチは命をねら
われることに・・・。わずか７，０００ドルの低予算ながら、サンダンス・フィルム・フェスティバルで見事観客賞を受
賞。本作でハリウッド進出を果たした監督ロバート・ロドリゲスはその後『デスペラード』『フロム・ダスク・ティル・
ドーン』などのヒットでその名を世界に知らしめた。

81分
日本語、
英語

無 1993 アメリカ 監督・製作・脚本：ロバート・ロドリゲス

乱暴者（あばれもの） HPBS10848 ¥1,400

バイク・レースのトロフィーを強奪したライダーの一団が、近くの田舎町に乗り込んできた。そこにもう一つの一団
も現れ、トロフィーの争奪戦を始めて大暴れし、町の人々の反感は高まっていく。その夜一団のリーダー、ジョ
ニーは、酔った暴走族に追いかけられているキャシーを助けるが、彼女を暴行したと誤解した町の人々は、集団
でリンチを加える…。  皮ジャンに身を包んだライダーたちの鮮烈な青春群像を乾いたタッチで描く。反抗的で暴
力的でありながら傷つきやすい50年代のアンチ・ヒーローをマーロン・ブランドが強烈な個性で演じている。

79分
日本語、
英語

無 1953 アメリカ
監督：ラズロ・ベネディック  製作：スタンリー・クレイマー
脚本：ジョン・パクストン  原作：フランク・ルーニー  撮影：
ハル・モーア  音楽：リース・スティーヴンス

ブレイクアウト HPBS10051 ¥1,400

無実の罪で投獄された夫を脱獄させる為、妻アンが仕事を依頼した男は偏屈なパイロット、ニックだった。ニック
はセスナ機による不法越境で救出しようとするも、銃撃を受け失敗。続いて相棒を娼婦に変装させて刑務所に
潜入させての救出を図るが、情報漏洩により相棒は半殺しにされてしまう。失望するアンに成功を誓ったニック
は、 後に奇跡の脱出作戦を実行する！

97分
日本語、
英語

有 2011 アメリカ
監督：トール・リトヴァク  製作：ロバート・チャートフ  製作：
アーウィン・ウィンクラー  撮影：アン・バラード  音楽：ジェ
リー・ゴールドスミス

Ｓ．Ｗ．Ａ．Ｔ． HPBS34947 ¥1,400

悪名高き麻薬王がＬＡで逮捕された。詰めかけた報道陣に高らかに宣言する。｢俺を逃がしてくれた奴に１億ド
ルを払う｣と。３８０万人のLA市民が注目するかつてない護送劇が始まる。たった６人のＳ．Ｗ．Ａ．Ｔ．がこの困
難なミッションを実行する。限界寸前の緊張感、渦巻く欲望、惜しみ、そして裏切り---。究極のプロフェッショナ
ル。その凄さに迫る！！

117分
日本語、
英語

有 2003 アメリカ
監督：クラーク・ジョンソン  製作：ニール・Ｈ・モリッツ、他
脚本：デビット・エアー、他  撮影：ガブリエル・ベリステイン
撮影：ＡＳＣ／ＢＳＣ

パンチライン HPBS11358 ¥1,400

平凡な家庭の主婦ライラは、「人を笑わせたい！」という子供の頃からの夢を叶えるため、夫の反対を押し切っ
て、コメディ・クラブ“ガス・ステーション”に乗り込む。クラブきっての人気コメディアンで落ちこぼれの医大生ス
チーブンがライラの才能に目をつけて彼女にアドバイスをするようになるが、やがて年齢も環境も異なる二人は
ほのかな恋心を抱きはじめる・・・。

123分
日本語、
英語

無 1988 アメリカ
監督・脚本：デビット・セルツァー  製作：ダニエル・メルニッ
ク  製作：マイケル・ラックミル  撮影：レイナルド・ヴィラロ
ボス  音楽：チャールズ・グロス

ラジオ・フライヤー HPBS12595 ¥1,400

離婚した母親とともにカリフォルニアにやってきた幼い兄弟。母の再婚相手にいじめられ、つらい日々を過ごす
弟ボビーを見兼ねた兄のマイクは、その地に伝わる伝説に夢を託して、弟を救い出そうとする。彼らに笑顔の
日々はふたたび訪れるのだろうか…。美しく雄大な風景をバックに「タイムライン」のリチャード・ドナー監督が贈
る感動の名作。トム・ハンクスが成長した兄のマイク役でナレーションを担当。

114分
日本語、
英語

無 1992 アメリカ

監督：リチャード・ドナー  製作：ローレン・シュラー  脚本：
デビッド・ミッキー・エバンス  製作総指揮：マイケル・ダグ
ラス  製作総指揮：リック・ビーバー  製作総指揮：デビッ
ド・ミッキー・エバンス  撮影：ラズロ・コバックス，Ａ．Ｓ．Ｃ．
プロダクション・デザイナー：Ｊ・マイケル・リーバ  編集：ス
チュアート・ベアード，Ａ．Ｃ．Ｅ．  共同製作総指揮：リ
チャード・ソロモン  共同製作総指揮：ピーター・マカレベー
共同製作：ジェニー・リュー・トゥーゲント  共同製作：ジム・
バン・ウィック  共同製作：デイル・Ｒ・デ・ラ・トーレ  音楽：

ンス ツ

残酷の沼 HPBS10660 ¥1,400
遊園地のとある館に集まった、５人の男女。そこにディアボロと名乗る男が現れ、左手に任じの糸を。右手には
運命のハサミをもっているのだと言う。こうして好奇心にかられた男女たちは、それぞれの糸が切られた時、邪
悪に満ちた恐ろしい未来を見ることになるのだった・・・。

100分

英語、日
本語、フ
ランス
語、

無 1967 アメリカ
監督：フレディ・フランシス  原作・脚本：ロバート・ブロック
製作：マックス・Ｊ・ローゼンバーグ他

プリティ・リーグ HPBS14589 ¥1,400

１９４３年、男たちが戦争に駆り出され、プロ野球閉鎖の危機が訪れる中、世界初‘全米女子プロ野球リーグ’が
結成された。 強チーム“ピーチズ”のメンバーは、田舎の主婦からホール・ダンサーまで、野球を愛する男顔負
けのスーパー・レディース。汗と埃にまみれて白球を追う彼女たちの力強く美しい姿に、アメリカ中が拍手を贈っ
た・・・。

127分
日本語、
英語

有 1992 アメリカ

監督・製作総指揮：ペニー・マーシャル  脚色：ローウェル・
ガンツ  脚色：ババルー・マンデル  製作：ロバート・グリー
ンハット  製作：エリオット・アボット  原作：キム・ウィルソン
原作：ケリー・キャンディール

パトリオット HPBS30441 ¥1,400

長きに渡った戦争が終結し、有能かつ残虐な兵士であり戦争のヒーローだったベンジャミン・マーチンは今や７
人の子供の父親となった。暴力とは無縁の平穏な生活を送っていたが、やがて独立戦争が始まりイギリス軍が
アメリカに侵入してきた。平和主義を貫くベンジャミンはかつて同士だったイギリス軍との戦いに乗り気ではなく、
長男ガブリエルの参戦に苦い顔をみせる。しかし目の前で次男を殺されたとき、眠っていた戦士としての本能を
呼び覚まされ、再び銃を取ることを決意する・・・。

165分
日本語、
英語

有 2000 アメリカ

監督：ローランド・エメリッヒ  製作：ディーン・デブリン  製
作：マーク・ゴードン  製作：ゲリー・レビンソン  脚本：ロ
バート・ローダット  製作総指揮：ウィリアム・フェイ  製作総
指揮：ウート・エメリッヒ  製作総指揮：ローランド・エメリッヒ
撮影：カレブ・デシャネル，Ａ．Ｓ．Ｃ．  音楽：ジョン・ウィリ
アムズ

ヴァンパイア　黒の十字架 HPBS31903 ¥1,400

仲間を次々とヴァンパイアの餌食にされた、ヴァンパイア・ハンターのデレク。凄惨な現場を幾度となく目撃した
彼は、ヴァンパイア退治に執念を燃やし、新たな仲間を従えてヤツらを追いつめていく。しかし、ヤツらのリー
ダー格である女吸血鬼が“黒の十字架”を手に入れ、暗闇だけでなく白昼堂々と行動できる絶対能力を得てしま
うのだった…。デレクの仲間の一人である神父を人質にとり、ある古代の儀式を行わせようとするヴァンパイア
たち。それを阻止しようと、デレクは残された仲間とともに血戦を挑む―！

93分
日本語、
英語

無 2002 アメリカ
監督・脚本：トミー・リー・ウォーレス  製作総指揮：ジョン・
カーペンター  製作総指揮：サンディ・キング  音楽：ブライ
アン・タイラー
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タップ HPBS11878 ¥1,400

天才タップダンサーの父のもとで子供の頃からタップを仕込まれたマックスだったが、一攫千金を夢見て金庫破
りのプロになる。ある日、ドジを踏み刑務所へ送られるが、服役中に再びタップへの情熱を取り戻してゆく。出所
して戻ったのは古巣のＮＹ、マックスはかつての知人や恋人たちの支えのなかで、新しいタップを生み出してゆ
くー。往年の名タップダンサー総出演のダンス・ムービー。トニー賞に輝いたハインズが見事な足さばきを披露
する。

111分
日本語、
英語

無 1989 アメリカ
監督・脚本：ニック・キャッスル  製作：ゲイリー・アデルソン
リチャード・ヴェイン  製作総指揮：フランシス・サパースタ
イン

チャーリング・クロス街８４番地 HPBS11111 ¥1,400

ニューヨークで暮らす女流作家ヘレーヌの趣味は、珍しい書籍の収集。ある日、新聞広告でロンドンのチャーリ
ング・クロス街にある古書店のことを知ったヘレーヌは、さっそく注文の手紙を出した。すると探していた本と一緒
に古書店の主人フランクから丁寧な返信が届き、これをきっかけに二人は文通を始めるようになる。そして、互
いに相手を訪ねることもなく２０年が過ぎた頃、ヘレーヌはフランクの死を知らされる…。

99分
日本語、
英語

無 1986 アメリカ

監督：デビッド・ジョーンズ  製作総指揮：メル・ブルックス
製作：ジェフリー・ヘルマン  脚色：ヒュー・ホワイトモア  撮
影：ブライアン・ウエスト，Ｂ．Ｓ．Ｃ．  音楽：ジョージ・フェン
トン  原作：ヘレーヌ・ハンフ

或る夜の出来事 HPBS10627 ¥1,400

結婚を反対されて父親のもとを逃げ出した大富豪の娘、エリー。ニューヨークへ向かう乗合バスに乗車したエ
リーは、失業中の新聞記者ピーターと出会う。ピーターはスクープを狙って同行することにするが、世間知らず
のエリーは行く先々で騒動を巻き起こす。初めは意地を張っていた２人であったが、旅を続けるうちに互いに惹
かれ合う・・・。

106分
日本語、
英語

無 1934 アメリカ

監督：フランク・キャプラ  脚色：ロバート・リスキン  原作：
サミュエル・ホプキンス・アダムス  撮影：ジョセフ・ウォー
カー，Ａ．Ｓ．Ｃ．  編集：ジーン・ハブリック  音楽監督：ルイ
ス・シルバース

ギルダ HPBS10255 ¥1,400

南米の港町ブエノスアイレスに流れ着いたジョニー。町のカジノでイカサマがばれ、殺されかけたところをカジノ
のオーナー、マンスンに助けられる。そして才能を見込まれ、片腕として雇われることに。ある日、マンスンは旅
先から若い妻を連れて帰ってくるが、その妻こそがジョニーの人生を狂わせた、かつての恋人ギルダだったの
だ・・・。

110分
日本語、
英語

有 1946 アメリカ
監督：チャールズ・ヴィダー  製作：バージニア・バン・アッ
プ  原作：Ｅ・Ａ・エリントン  脚本：マリオン・パーソネット
脚色：ジョー・アイシンガー

レッド・アフガン HPBS11600 ¥1,400
ソビエト連邦軍が、アフガニスタンの大地を蹂躙していた頃、タジャの村がソ連軍戦車に襲撃され、何人もの村
人が殺された。一方戦車側は、ダスカル隊長の非道な行為に反抗したコベチェンコが置き去りに。村の女性たち
に危うく殺されそうになった所をタジャに救われ、彼らの復讐に協力することになるが・・・。

110分
日本語、
英語

無 1988 アメリカ
監督：ケヴィン・レイノルズ  製作：ジョン・フィドラー  原作・
脚本：ウイリアム・マストロシモン  音楽：マーク・アイシャム

ザ・ディープ HPBS10004 ¥1,400
バミューダでダイビングを楽しんでいたデビッドとゲイル。難破船を見つけた２人は、そこから小さなガラスの瓶と
スペイン金貨を発見する。２人は興味本位に宝探しを始めるが、やがてそれは２人を恐怖の体験へと引きずり
込む。

126分 日本語 無 1977 アメリカ
監督：ピーター・イエーツ  製作：ピーター・グーバー  原
作・脚色：ピーター・ベンチリー  脚色：トレイシー・キーナ
ン・ウィン  音楽：ジョン・バリー

ワイルドシングス　エロティック・
バージョン

HPBS26590 ¥1,400

まばゆい陽光降り注ぐフロリダ州エバーグレーズのブルー・ベイ。美しく広がる海のある町でその夏起きた事件
は、高級ヨット・クラブに集う名士たちの眉をひそめさせる、スキャンダラスなものだった。良家の子女が通うブ
ルー･ベイ高校の女生徒ケリー・バン・ライアンが進路指導教諭サム・ロンバートからレイプされたと訴えられた
のだ｡だがそれが単なる始まりに過ぎないことを知る者は､その時点で誰もいなかった。すべてを計画した者を除
いては｡

115分
英語、日
本語、フ
ランス語

有 1998 アメリカ

監督：ジョン・マクノートン  脚本：スティーブン・ピーターズ
製作：ロドニー・リバー  製作：スティーブン・Ａ・ジョーンズ
製作総指揮：ケビン・ベーコン  撮影：ジェフリー・Ｌ・キン
ボール，Ａ．Ｓ．Ｃ．  音楽スーパーバイザー：ブッド・カー
音楽：ジョージ・Ｓ・クリントン

ウェズリー・スナイプス　ザ・
シューター

HPBS43845 ¥1,400

引退した名狙撃手の元に「殺しの依頼」が入る。それは、かつて取り逃したテロリストを一撃で仕留めること。危
険にさらされながらも無事仕事を終えたはずだったが…。裏切りと陰謀。次第に逃れられない局面に引きずり込
まれていく。絶体絶命の危機を逃れるため、ヤツは再び銃を握る。乱れ飛ぶ弾丸。怒涛の銃撃戦。これがスナ
イプス・アクション 新作!!

98分
日本語、
英語

有 2007 アメリカ
監督：ジョセフ・ラズナック  製作：ルディ・コーエン  音楽：
ニコラス・バイク

ＳＦ巨大生物の島 HPBS10128 ¥1,400
南北戦争の 中、気球に乗って戦場から脱出した捕虜たちは、嵐に流され見知らぬ島にたどり着く。そこには、
通常の何倍もの大きさの生物が生息していた。後から流れ着いた二人も加えサバイバル生活が始まるが、島に
はもう一人、奇妙な人物が生活していた。それは、伝説の潜水艦ノーチラス号のネモ艦長だった・・・。

101分
日本語、
英語

無 1961 イギリス
監督：サイ・エンドフィールド  製作：チャールズ・Ｈ・シニア
特撮：レイ・ハリーハウゼン  原作：ジュール・ヴェルヌ  音
楽：バーナード・ハーマン

世紀の謎　空飛ぶ円盤地球を襲
撃す

HPBS11102 ¥1,400
打ち上げた観測衛星が撃ち落とされる事件が発生。やがて謎の円盤が飛来。応戦した軍は、円盤の破壊光線
の前に壊滅してしまう。円盤人と接触したマービン博士は、彼らの母星が崩壊し移住先に地球を選んだことを知
る。円盤の推進力、磁場を遮る兵器の開発が始まるが、その完成を前に円盤人の総攻撃が始まった。

83分
日本語、
英語

無 1956 アメリカ
監督：フレッド・Ｆ・シアーズ  製作総指揮：サム・カッツマン
製作：チャールズ・Ｈ・シニア  特撮：レイ・ハリーハウゼン
原作：カート・シオドマク

ボディ・ターゲット HPBS18646 ¥1,400
護送される途中、脱走に成功したサムは、片田舎の農場へ逃げ込んだ。そこは２人の幼子を抱えて生きる美し
い未亡人クライディの家。しかし、一帯の農民たちは悪徳デベロッパーによる卑劣な地上げ工作に脅かされてい
た。いつしかクライディを愛し始めていたサムは、身の危険を顧みず、ひとり立ち上がった・・・。

94分
日本語、
英語

有 1993 アメリカ

監督：ロバート・ハーモン  製作：クレイグ・バウムガーテン
製作：ゲイリー・アデルソン  脚本：ジョー・エスターハス
脚本：レスリー・ボエム  脚本：ランディ・フェルドマン  撮
影：デビッド・グリブル  音楽：アーク・シャイム
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地球へ２千万マイル HPBS11857 ¥1,400
イタリア沖の海中に墜落した米国の金星探査ロケットは、金星生物の繭を持ち帰っていた。繭から孵った金星竜
イーマは急速に巨大化。人間による迫害と攻撃で凶暴化していく。一度は軍が生け捕りにしたが、収容先の動
物園の壁を破り、ローマの街へと逃走。出動した軍は、コロセウムに逃げ込んだイーマを包囲する。

82分
日本語、
英語

無 1957 アメリカ
監督：ネイザン・ジュラン  製作：チャールズ・Ｈ・シニア  特
撮：レイ・ハリーハウゼン  脚本：シャルロット・ナイト

セックスと嘘とビデオテープ HPBS12926 ¥1,400

夫ジョンは弁護士、妻アンは貞淑な主婦。理想的な夫婦の日常は、夫の友人・グレアムの出現によって波風が
立ってゆく。ジョンの浮気に何となく気づいていたアンは、グレアムの向けるビデオカメラに心情を吐露する。欺
瞞に満ちた日常は崩れ落ち、やがて浮き彫りにされてゆく自己の内面・・・。セックスと嘘が絡み合う日常の虚構
が、グラハムという闖入者と彼が携えるビデオカメラによって暴かれていく……。

100分
日本語、
英語

無 1989 アメリカ
監督・脚本：スティーブン・ソダバーグ  製作：ロバート・
ニューマイヤー、ジョン・ハーディ  撮影：ウォルト・ロイド

Ｈ．Ｇ．ウェルズのＳＦ月世界探
検

HPBS10359 ¥1,400
奇観！月世界の地下に広がる地底都市！無数の月人（セレナイト）が活動し、巨大な家畜、月牛（ムーンカー
フ）が生息する世界。その全ての頂点にグランド・ルナが君臨していた。

103分
日本語、
英語

無 1964 イギリス
監督：ネイザン・ジュラン  製作：チャールズ・Ｈ・シニア  原
作：Ｈ．Ｇ．ウェルズ  製作・特撮：レイ・ハリーハウゼン

エボリューション HPBS32183 ¥1,400

アリゾナの砂漠の真ん中に隕石が落下。鑑定にあたったアイラとハリーは、地球には存在しない“生命の種”が
付着しているのを見つける。ノーベル賞級の発見と喜ぶ２人だったが・・・。それは、３０日間で４６億年の進化を
遂げる驚異の生命体。放っておけば地球が占領されるのは時間の問題だ。そして、遂に、恐るべき進化の 終
形が出現した！

102分
日本語、
英語

有 2001 アメリカ

監督・製作：アイバン・ライトマン  製作：ダニエル・ゴールド
バーグ  製作：ジョー・メジャック  撮影：マイケル・チャップ
マン，Ａ．Ｓ．Ｃ．  ＶＦＸ スーパーバイザー：フィル・ティペッ
ト

ゾンビ・ホスピタル HPBS47428 ¥1,400
ジャックは自殺未遂した妹リリーに会うため、搬送先の病院に行くが面会を許されない。不審に思った彼は病院
に潜入。妹を見つけ出して脱出を試みるが、人体実験でゾンビ化した患者たちが次々と襲いかかる。

89分
日本語、
英語

有 2008 アメリカ 監督・製作：ジェフ・ブーラー

ダブルチーム HPBS26295 ¥1,400

妻と南仏で引退生活を送る元CIAの腕利き秘密工作員クイン。彼は宿敵であるテロリスト、スタブロスの逮捕に
協力するためCIAに復帰するが、判断ミスで取り逃がし、脱出不可能の孤島に送られる。そこは世界各国の有
能な工作員たちが秘密裏にテロリストの情報分析を行うためのシンクタンクだった。だが、出産直前の妻が人質
になったことを知った彼は島を脱出。武器スペシャリストのヤズを仲間に妻を救出するためローマへ向かう・・・。

93分
日本語、
英語

有 1997 アメリカ
監督：ツイ・ハーク  撮影：ピーター・ポウ  製作：モッシュ・
ディアマント  脚本：ドン・ジャコビー、他

ザ・ファン HPBS26061 ¥1,400

ストーカー犯罪の現状をあからさまに描き、全米を震撼させた本格ストーカーサスペンス「ザ・ファン」。生活全て
に行き詰った男が、大リーガーのスター選手にのめりこみ、私生活まで執拗に追い始める。そしてある言葉が
きっかけとなり、その選手を‘憎悪のターゲット’として追い詰めて行く…。  デ・ニーロが‘恐怖’と化し、秘められ
た凶器を武器に襲いかかる。共演は「ホワイトハウスの陰謀」のウェズリー・スナイプス。監督はハリウッドのヒッ
トメーカー、「クリムゾン・タイド」のトニー・スコット。

117分 日本語 有 1996 アメリカ
監督：トニー・スコット  製作：ウェンディ・ファイナーマン  脚
本：フォフ・サットン  撮影：ダリウス・ウォルスキー  音楽：
ハンス・ジマー

インビジブル２ HPBS37623 ¥1,400

ある実験を行っていた研究所の博士が、パーティー会場で惨殺された。誰一人、返り血を浴びたはずの犯人を
目撃することもなく。次の標的は科学者マギー。いったい何のために犯人は、次々と人を惨殺していくのか?!や
がて、姿無き犯人の背後に、軍の極秘計画と、その実験台になった男の存在が浮かび上がって行く。前作から
進化した"ヤツ"　が再び暴走する。

91分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ
製作総指揮：ポール・バーホーベン  監督：クラウディオ・
ファエ

８ｍｍ．　ＩＩ HPBS32685 ¥1,400
ティッシュは婚約者と訪れたホテルで謎の美女と出会い、三人で一夜の快楽をむさぼる。ところがその様子を一
台のカメラに捕らえられていた。二人はフィルムを取り返すため性の裏社会へと足を踏み込むが、そこには底知
れない恐怖が待ち受けていた…。

107分
日本語、
英語

有 2005 アメリカ
監督：Ｊ．Ｓ．カーダン  製作：キャロル・コッテンブルック
スコット・アインビンダー  脚本：ロバート・サリヴァン

ＲＶ HPBS40863 ¥1,400

ビジネスマンのボブの家族はバラバラ。そこで彼はハワイへの家族旅行を計画するが、上司からの命令で急遽
コロラドに行く羽目に。仕事が入ったとは口が裂けても言えない彼はキャンピングカーでのコロラド旅行を思いつ
き。家族に隠れて仕事をしながら旅行を決行する。やがて体を張って家族の信頼を取り戻そうと努力するボブの
強い思いが暴走し始めて・・・。

99分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ
監督：バリー・ソネンフェルド  脚本：ジェフ・ロドキー  製
作：ルーシー・フィッシャー／タグラス・ウィック

アーマード　武装地帯 HPBS80026 ¥1,400

アーマード・トラック＝装甲現金輸送車。それはどんな銃弾も寄せつけない　 新テクノロジーを搭載した走る要
塞。この装甲車で日々現金輸送に命を削る6人のプロフェショナルが、輸送中の4200万ドルもの大金をそっくり
頂こうと考えた！誰も傷つくことのないスマートな完全犯罪に思えた計画は、予期せぬアクシデントをきっかけ
に、互いの生き残りを賭けた悪夢へと変貌する！！

88分
日本語、
英語

有 2009 アメリカ
監督：ニムロッド・アーントル  製作：ジョシュア・ドーネン、
ダン・ファラー  脚本：ジェームズ・Ｖ・シンプソン  撮影：ア
ンジェイ・セクラ  音楽：ジョン・マーフィ
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イントゥ・ザ・サン HPBS36888 ¥1,400

人種入り乱れる国際都市ー東京。不法入国者の一掃を掲げ選挙戦に乗り出した都知事候補が、何者かに射殺
された。伝説のCIAエージェント、トラビスは、FBIの若手捜査官マックを相棒に調査に着手する。次第に浮かび
上がる振興暴力団の存在、それを牛耳る黒田という男、そして、チャイニーズ・マフィア。まさに、一触即発の東
京戦争。 後に生き残る「極太」は、どいつだ！

97分
日本語、
英語

無 2005 アメリカ
監督：ミンク  製作総指揮：スティーヴン・セガール＆
ジョー・ハルピン  音楽：スタンリー・クラーク

エクセス・バゲッジ HPBS26100 ¥1,400
偽装誘拐事件を企んだ金持ち娘とひょんなことから巻き込まれたお人好し車泥棒が、警察だけならいざ知らず、
怖い叔父さんからＣＩＡの殺し屋まで巻き込んでの逃避行。いつしか２人は恋に落ちるが･･･。

101分
日本語、
英語

有 1997 アメリカ

監督：マルコ・ブランビヤ  音楽：ジョン・ルーリー  製作：ビ
ル・ボーデン  製作：キャロリン・ケスラー  脚本：マックス・
Ｄ・アダム  撮影：ジャン・イヴ・エスコフィエ  編集：ステファ
ン・リブキン

きのうの夜は・・・ HPBS11033 ¥1,400
恋に落ちたダニーとデビーはお互い束縛しないという約束で同棲生活を始める。しかし暮らし始めてみると、些
細なことでぶつかりあい、徐々に亀裂が入っていく。ついに行きつけのバーでのパーティでケンカをし、同棲を解
消。しかし、お互いが忘れられない二人は・・・。

113分
日本語、
英語

無 1986 アメリカ
監督：エドワード・ズウィック  原作：デヴィッド・マメット  製
作：ジェイソン・ブレット  製作：スチュアート・オーケン  脚
本：ティム・カズリンスキー、デニス・デクルー

キャット・バルー HPBS10009 ¥1,400

若く美しい娘キャサリン・バルーは、牧場を経営する父親が待つウルフ・シティに帰ってくる。ところが、その土地
を狙う開発会社に命を狙われた父親は殺されてしまう。復讐を誓ったキャサリンは知り合った仲間とともに列車
強盗を企て、開発会社に給料を強奪。やがて彼女らの悪名は町に広まり、人々は彼女を“キャット・バルー”と呼
ぶようになる・・・。

96分
日本語、
英語

無 1965 アメリカ
監督：エリオット・シルバースタイン  製作：ハロルド・ヘクト
原作：ロイ・チャンスラー  脚本：ウォルター・ニューマン  脚
本：フランク・Ｒ・ピアソン

グリッター HPBS31921 ¥1,400

１９８０年代初頭のＮ．Ｙ．クラブシーン。バック・コーラス・シンガーのビリー・フランクは、天性の美しい声を持ち、
少女時代から歌手を目指していた。今はバック・コーラスの身に甘んじているが、夢をあきらめずにチャンスを
待っていた。そんなある日、敏腕プロデューサー、ダイスに才能を見出され、シンデレラさながらにスターの座に
昇り詰める。一方でダイスとの愛を育んでゆくが・・・。

104分
日本語、
英語

有 2001 アメリカ

監督：ボンディ・カーティス=ホール  脚本：ケイト・ラニアー
原案：シェリル・Ｌ・ウエスト  製作：ローレンス・マーク  撮
影：ジェフリー・シンプソン、Ａ．Ｃ．Ｓ．  音楽総指揮：マライ
ア・キャリー

ことの終わり HPBS29093 ¥1,400

１９４０年代、ロンドン。作家モーリスは美しき人妻サラと密かな逢瀬を重ねていた。だが、突然の激しい空襲に
見舞われたその日、「愛は終わらないわ。たとえ２度と会うことがなくても」と謎の言葉を残し、サラは姿を消す。
２年後、モーリスはサラに新たな浮気相手がいることを偶然知る。彼女の残した言葉は何を意味していたのか。
新たなる第三の男とは誰なのか。そしてついに、想像すらできなかった愛の真実が明かされる・・・。

101分
日本語、
英語

有 1999
アメリカ／イギ
リス

監督・製作・脚本：ニール・ジョーダン  製作：スティーヴン・
ウーリー  原作：グレアム・グリーン  音楽：マイケル・ナイ
マン  撮影：ロジャー・プラット，Ｂ．Ｓ．Ｃ．

コレクター HPBS10025 ¥1,400

蝶の収集を唯一の趣味とする内気な銀行員フレディ。彼はある日大金を手にしたことから、一軒家を買い取り、
若く美しい女子大生ミランダを誘拐、蝶を収集するかの如く監禁するという、恐ろしい計画を実行し始めた。ミラ
ンダは４週間の期限付きで、僅かな自由しか与えられない囚われの身となる。彼女に異常な愛情を注ぐフレディ
と、何度も逃亡を試みるミランダ。約束の期限が過ぎた時、彼はミランダに結婚を申し込み彼女もそれを承諾す
るのだが・・・

119分
日本語、
英語

無 1965 アメリカ

監督：ウィリアム・ワイラー  製作：ジャド・キンバーグ  製
作・脚本：ジョン・コーン  脚本：スタンリー・マン  撮影：ロ
バート・サーティース  撮影：ロバート・クラスカー  音楽：
モーリス・ジャール  原作：ジョン・ファウルズ

ザ・インターネット HPBS24128 ¥1,400

優秀なコンピューター・アナリスト、アンジェラ。インターネットを通じて、政府の機密データにからむ陰謀にアクセ
スした彼女は、その裏に潜む巨大な組織により、個人データを犯罪者のものとすり替えられ命を狙われる。唯一
の味方だった昔の恋人までもが殺され絶体絶命のピンチを迎えた。しかし彼女はキーボードとマウスを武器に、
たったひとりで戦いに挑む・・・。

114分 日本語 有 1995 アメリカ
監督・製作：アーウィン・ウィンクラー  製作：ロブ・コーワン
脚本：ジョン・ブランケート  脚本：マイケル・フェリス  撮影：
ジャック・Ｎ・グリーン，Ａ．Ｓ．Ｃ  音楽：マーク・アイシャム

ジェロニモ HPBS19873 ¥1,400
１８８５年、アパッチ族の族長ジェロニモは２０年近くに及ぶ合衆国騎兵隊との闘いに終止符を打ち投降。その
後、アパッチ族は保留地に拘束され、農業に従事していたが、些細な事から騎兵隊が武力行使を行ったため、
ジェロニモは暴動を起こし、仲間と共に逃走する・・・。

114分
日本語、
英語

有 1993 アメリカ
監督・製作：ウォルター・ヒル  製作：ニール・カントン  音
楽：ライ・クーダー  脚本：ジョン・ミリアス  脚本：ラリー・グ
ロス  撮影：ロンド・アハーン

ジキル＆ハイド HPBS19879 ¥1,400

１９世紀末イギリス。貧しい家庭に生れ育ち不遇な人生を歩んできたメアリー・ライリーは、ジキル博士のもとで
使用人として働き始めた。お互いのことを知るにつれ、メアリーと博士は特別な信頼関係を持つようになる。その
頃、博士の助手としてハイドという男が屋敷に雇われる。粗野で下品なハイドの出現で平穏な屋敷の空気は乱
れ始め、ついには恐ろしい事件が・・・。

108分
日本語、
英語

有 1995 アメリカ

監督：スティーブン・フリアーズ  脚本：クリストファー・ハン
プトン  製作：ネッド・タネン  製作：ナンシー・グラハム・タネ
ン  製作：ノーマ・ヘイマン  原作：ヴァレリー・マーティン
撮影：フィリップ・ルースロ

センターステージ HPBS30781 ¥1,400

厳しいオーディションを突破し、晴れてニューヨークの名門バレエ団＜アメリカン・バレエ・カンパニー＞付属アカ
デミーの練習生になったジョディ。テクニックにはやや難があるものの、キラリと光る魅力を持っている。入寮日、
バレエ団のスターであるクーパーと出くわし、すっかり舞い上がりぎみ。しかし、練習初日に「アメリカン・バレエ・
カンパニーに残れるのは男女3人ずつだけ」 という厳しい現実に直面し…。

116分
日本語、
英語

有 2000 アメリカ

監督：ニコラス・ハイトナー  製作：ローレンス・マーク  脚
本：キャロル・ヘイッキネン  作曲：ジョージ・フェントン  振
り付け：スーザン・ストローマン  振り付け：クリストファー・
ウィールデン

ディック＆ジェーン HPBS38671 ¥1,400
ＩＴ企業で働くディックは念願のマイホームを購入し、おまけに昇進も決定。まさに人生バラ色だった。ところが、
ある日突然会社が倒産。思いつめたこの2人、コンビニを手始めに強盗稼業に全力投球！！すると、もともと勤
勉な彼ら、犯行の度に腕を上げ、その手口もどんどん洗練されていく！

90分
日本語、
英語

有 2005 アメリカ
監督ディーン・パリソット  製作ブライアン・グレイザー／ジ
ム・キャリー  撮影イェージー・ジェリンスキ

テイラー・オブ・パナマ HPBS31270 ¥1,400

太平洋と大西洋を結ぶ海上交通の拠点、パナマ運河。およそ１００年にわたってアメリカの手中にあった運河の
支配権は、１９９９年１２月３１日、ついにパナマへ返還された。だが運河は、現在も様々な問題を抱えている。も
しも、パナマ政府が運河の他国への売却を企てたら？その政府に反旗を翻すレジスタンスが暴動を起したら?
そんな危機的状況の下、一人の仕立て屋の“情報”から巻き起こる国際的“事件”を、想像力豊かに描いた知的
スリル満点のスパイ・ム ビ ！

110分
日本語、
英語

有 2001 アメリカ
監督・製作・脚色：ジョン・ブアマン  製作総指揮・原作：ジョ
ン・ル･カレ  脚色：アンドリュー・デイビス  脚色：ジョン・
ル・カレ

ナショナル・セキュリティ HPBS32654 ¥1,400

射撃は超一級にも係わらず警察学校を追放させられたお調子者のアールと、アールに対する暴行疑惑の誤解
を受け、警官をクビになった温厚なハンク。そんな犬猿の仲の２人が警備会社に就職し、ひょんなことからコンビ
を組むことになる。倉庫から盗まれた高価な 新原子合金を奪回すべく窃盗団を追跡するが、警官隊の猛追と
窃盗団からの銃弾を浴びて大ピンチ！因縁の２人が決死の大捜査で巨大権力と対決する。

88分
日本語、
英語

有 2003 アメリカ

監督：デニス・デューガン  製作：ボビー・ニューマイヤー
製作：ジェフ・シルバー  製作：マイケル・グリーン  製作総
指揮：モリッツ・ボーマン  製作総指揮：ガイ・イースト  製
作総指揮：ナイジェル・シンクレア  製作総指揮：マーティ
ン・ロ レンス 脚本：ジェイ・シェリック 脚本：デビッド・ロ

ヒーロー　靴をなくした天使 HPBS14625 ¥1,400

バーニーはせこいコソ泥。ある夜、彼の目の前で飛行機が墜落する。嫌々ながらも、煙の立ちこめる機内から負
傷者を救出した彼は、乗客の財布を失敬して姿を消す。事故機に敏腕レポーターのゲイルがのりあわせていた
ことから、マスコミ挙げての “謎のヒーロー”探しが始まる。しかし、名乗り出たのはバーニーではなくハンサムな
ホームレス、ババーだった・・・。

118分
日本語、
英語

有 1992 アメリカ
監督：スティーブン・フリアーズ  製作：ローラ・ジスキン  脚
本：デビッド・ウェブ・ピープルズ  撮影：オリバー・ステイプ
ルトン  音楽：ジョージ・フェントン
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ファイブ★イージー★ピーセス HPBS11846 ¥1,400
石油採掘場で働くボビーは、何事にも熱意を感じられず、無目的な日々を送っている。ある日同棲相手のレイが
妊娠。結婚を迫る彼女から逃れるために訪れた姉の家で、父が倒れたという事を聞かされる。3年ぶりに帰郷す
ることにしたボビーは、レイを連れて実家に向かうのだか、そこにはまた新しい現実が待ち受けていた・・・。

98分
日本語、
英語

無 1970 アメリカ
監督・原作：ボブ・ラフェルソン  原作：エイドリアン・ジョイ
ス  製作総指揮：バート・シュナイダー  脚本：エイドリアン・
ジョイス  撮影：ラズロ・コバックス

フェイシング・ザ・ジャイアント HPBS43649 ¥1,400

グラントは高校のフットボールチームのコーチを始めて6年になるが、その間、チームは1度も優勝したことがな
い。どうしたら勝てるのか思い悩む一方で、生徒の親達が彼の解雇を企てていることを知る。全てが悪い方向に
向かい、人生に対する希望を失いかけたが、"信念を持って真っ向から貫き通せば必ず光が見えてくる"と信じ
て、彼はチームと共に再びチャレンジすることを決意するのだった。

111分
日本語、
英語

無 2006 アメリカ
監督・製作・脚本・編集･音楽：アレックス・ケンドリック  脚
本・製作：スティーブン・ケンドリック

ブルー・ストリーク HPBS29082 ¥1,400

仲間の裏切りで警察に捕まった凄腕の宝石泥棒マイルズ。彼は逮捕される寸前、青い輝きを放つダイヤモンド
“ブルー・ストリーク”を建設中のビルに隠すことに成功。２年後、出所したマイルズは一目散に隠し場所に向か
うが､なんとそこはロス警察署になっていた！宝石奪還プランを練りに練ったあげく、考え出したイチかバチかの
ブッ飛んだ作戦、それは刑事になりすまして署内に潜り込むという超大胆な秘策だった・・・。

94分
日本語、
英語

有 1999 アメリカ

監督：レス・メイフィールド  脚本：マイケル・ベリー  脚本：
ジョン・ブルメンタール  脚本：スティーブ・カーペンター  製
作：トビー・ジャッフェ  製作：ニール・Ｈ・モリッツ  撮影：デ
ビッド・エグビー

ボディ・ダブル HPBS10582 ¥1,400
ハリウッドの豪邸。友人から留守を預かった売れない俳優ジェイクは夜毎窓辺で魅惑的なストリップを演じる隣
の家の美女グロリアに、望遠鏡を通して熱い視線を送っていた。ある夜、いつものように覗きをするジェイクは、
突然彼女が何者かに惨殺される現場を目撃する・・・。倒錯した世界の中で彼が見た真実とは！？

114分
日本語、
英語

無 1984 アメリカ

監督・製作・原案・脚本：ブライアン・デ・パルマ  脚本：ロ
バート・Ｊ・アブレッチ  製作総指揮：ハワード・ゴットフリー
ド  撮影：スティーブン・Ｈ・ブラム，Ａ．Ｓ．Ｃ．  音楽：ピノ・
ドナジオ

モール・コップ HPBS57307 ¥1,400
ポール・ブラートは警察官になることを夢みるショッピング・モールの警備担当者。彼の仕事ぶりは真面目なのだ
が、的外れなことばかり。しかし、ある日ショッピング・モールに強盗が！果たしてポールはショッピング・モール
を守れるのか！

91分
日本語、
英語

有 2009 アメリカ
監督：スティーヴ・カー  製作：アダム・サンドラー他  脚本：
ケヴィン・ジェームズ、ニック・ベケイ  撮影：ラス・Ｔ・アルソ
ブルック  音楽：ワディ・ワクテル

ラスト・ショー HPBS12977 ¥1,400
１９５１年、テキサスの田舎町アナリーン。その町に住むデュエーンとサニーは高校卒業を目前に将来が決まら
ないでいた。デュエーンは高校一の美女で富豪の娘ジェイシーと付き合っているが、彼女はその関係に物足り
なさを感じていた・・・。

126分
日本語、
英語

無 1971 アメリカ
監督・脚本：ピーター・ボグダノヴィッチ  製作総指揮：バー
ト・シュナイダー  製作：スティーブン・Ｊ・フリードマン  脚
本・原作：ラリー・マクマートリー

レイチェルの結婚 HPBS48945 ¥1,400

ドラッグ中毒更生施設の入退院を10年間も繰り返しているキムが、姉レイチェルの結婚式に出席するため実家
に戻って来る。しかし、キムのささいな言動が、家族内の複雑な問題を浮き彫りにしてしまう。結婚という人生
良の日に、心の痛みをぶつけ合い、緊張感に張り裂けそうになる一家。そんな一人一人をつないでいたのは、
見えない家族の絆だった。

113分
日本語、
英語

有 2008 アメリカ
監督・製作：ジョナサン・デミ  製作：ネダ・アーミアン、マー
ク・プラット  脚本：ジェニー・ルメット  撮影：デクラン・クイ
ン  編集：ティム・スクワイアズ

王になろうとした男 HPBS10040 ¥1,400

｢あの国をいただこうっていうんだ。もちろん俺たちが王様になる｣。そんな気違いじみた荒唐無稽な計画を真剣
に話して、ふたりの男は冒険の旅に出た。ヒマラヤの奥地、神秘の国カフリスタンを目指し、その巨万の富を手
に入れ、王に君臨しようとするドレイボットとカーネハン。ある時は灼熱の太陽が照りつける荒野を越え、またあ
る時は激流に押し流され、やっとのことでカフリスタンにたどり着いたふたりだったが・・・・・・。

129分
日本語、
英語

無 1975 アメリカ

監督・脚本：ジョン・ヒューストン  製作：ジョン・フォアマン
音楽：モーリス・ジャール  原作：ラドヤード・キプリング  製
作：ジョン・フォアマン  脚本：グラディス・ヒル  編集：ラッセ
ル・ロイド  撮影：オズワルド・モリス

再会の時 HPBS27532 ¥1,400
１９６０年代後半、サムたち８人の学生仲間は激しい反戦運動の中で、強い連帯感に結ばれていた。卒業から十
数年、仲間の1人の自殺をきっかけに、彼らは再び集まることになった。それぞれの人生を歩んでいた７人は、
思い出話に花を咲かせ、いつしか過去の強い絆を取り戻したかのように見えた - 。

104分
日本語、
英語

無 1983 アメリカ

監督・製作総指揮・脚本：ローレンス・カスダン  製作：マイ
ケル・シャンバーグ  製作総指揮：マーシャ・ナサター  脚
本：バーバラ・ベネディク  撮影：ジョン・ベイリー  編集：
キャロル・リトルトン

風とライオン HPBS12044 ¥1,400

１９０４年、仏領モロッコ。ヨーロッパ列強国の脅威から母国の名誉と栄光を取り戻すべく、リフ族の首長ライズリ
が決起。彼はアメリカ人イーデン母子の誘拐という非情手段に出る。事件を知った２６代米大統領ルーズベルト
は、次期大統領選挙への思惑もあり、イーデン母子救出のため大西洋艦隊出動を決意。かくしてライズリ対
ルーズベルトの熾列な戦いが開始される！

119分
日本語、
英語

有 1975 アメリカ
監督・脚本：ジョン・ミリアス  製作：ハーブ・ジャッフェ  撮
影：ビリー・ウィリアムズ、Ｂ．Ｓ．Ｃ．  音楽：ジェリー・ゴー
ルドスミス  編集：ボブ・ウォルフ

隣のリッチマン HPBS35034 ¥1,400
ニックとティムは、同じ職場で働き、家も近所の親友同士。ある日、空想家のニックがペットのフンを消すスプ
レーを発明、商品は飛ぶように売れ、瞬く間に大富豪になる。隣人の成功に嫉妬したティムは、バーで会った男
の誘いに乗りニックの家庭を壊そうと画策するが…。

99分
日本語、
英語

有 2004 アメリカ
監督／製作：バリー・レヴィンソン  脚本：スティーヴ・アダ
ムス  製作：ポーラ・ウェインスタイン  製作総指揮：メア
リー・マクラグエン  撮影：ティム・モーリス＝ジョーンズ

冷血 HPBS10258 ¥1,400
カンザスの田舎町で、一家４人が惨殺される事件が起きた。凄惨な現場の様子から、犯人の異常なまでの残虚
性が浮かび上がる。何が犯人をこれほどまでに冷血な犯行に駆り立てたのか。やがてペリーとディックという対
照的な性格の若者が逮捕され・・・。

134分
日本語、
英語

無 1967 アメリカ
監督・脚本：リチャード・ブルックス  原作：トルーマン・カ
ポーティ  撮影：コンラッド・ホール  音楽：クインシー・
ジョーンズ

２８ＤＡＹＳ HPBS29652 ¥1,400

ＮＹに住むジャーナリストのグエンは、毎晩パーティに出かけては倒れるまで飲む日々を送っていた。姉の結婚
式でさえも酩酊し、車で見知らぬ人の庭先に突っ込んでしまう始末。そんな彼女を待っていたのは、アルコー
ル、ドラッグ中毒を治療するリハビリセンターでの２８日間。ここでグエンはさまざまな過去を持つ仲間たちに出
会い、人生の素晴らしさをみいだしていく・・・。

104分
日本語、
英語

有 2000 アメリカ
監督：ベティ・トーマス  製作：ジェンノ・トッピング  脚本：ス
ザンナ・グラント  撮影：デクラン・クイン  音楽：リチャード・
ギブス

イン・ゴッズ・ハンズ HPBS26480 ¥1,400
シェイン、ミッキー、ケオニの３人はサーフィンを通じて固い友情で結ばれ、ビッグウェーブと出会うために世界中
の海岸を旅していた。伝説のビッグウェーブの噂を聞きつけた彼らはハワイの海岸を目指し、仲間たちが固唾を
飲んで見守るなか挑戦するが・・・。

98分 英語 無 1998 アメリカ
監督・製作・脚本：ザルマン・キング  脚本：マット・ジョージ
製作：トム・スターン  音楽：アマンダ・スキアー・デミ  撮
影：ジョン・アロンソン

カリブの熱い夜 HPBS10337 ¥1,400

元プロ・フットボール花形選手のテリーは、旧友のクラブオーナー、ジェイクに雇われて、失踪したロス社交界の
花ジェシーの行方を追った。メキシコの海辺でジェシーを発見したテリーは彼女と激しい恋におちる。二人の男と
一人の女の間に奇妙な関係が生まれるが、やがて彼らの前に腐敗と陰謀が複雑にからんだワナが口を開け、
テリーとジェシーは追いつめられてゆく・・・。

121分
日本語、
英語

無 1984 アメリカ

監督・製作：テイラー・ハックフォード  製作：ウィリアム・Ｓ・
ギルモア  脚本：エリック・ヒューズ  原作：ダニエル・メイン
ウェアリング  音楽：ミッシェル・コロンビエ  音楽：ラリー・
カールトン  撮影：ドナルド・ソリン
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カントリー・ストロング HPBS80159 ¥1,400

飲酒が原因で施設に入っていた元カントリー音楽界のスター、ケリー（グウィネス・パルトロウ）は、マネージャー
であり夫でもあるジェームス（ティム・マッグロウ）、人気上昇中のカントリー歌手ボー（ギャレット・ヘドランド ）、ミ
スコン出身の新人歌手チャイルズ（レイトン・ミースター）と共に再起をかけた復活ライブツアーに乗り出す。順風
満帆にみえたツアーだったが、ライブの裏では人間関係がもつれ合い、やがて4人の間には不協和音が覆いか
ぶさる・・・

117分
日本語、
英語

無 2010 アメリカ

監督・脚本：シャナ・フェステ  製作：トビー・マグワイア、
ジェンノ・トッピング  製作総指揮：メレディス・ザムスキー
撮影：ジョン・ベイリー  音楽：マイケル・ブルック  音楽監
修：ランドール・ポスター  衣装：ステイシー・バタット

グッドナイト・ムーン HPBS26762 ¥1,400

イザベルは売れっ子のフォトグラファー。1年前から続いている弁護士ルークとの恋も順調で、同居生活をスター
トさせる。しかし、彼には１２歳の娘と７歳の息子がいた。二人の子供に気に入られようと奮闘するイザベルで
あったが、空回りの連続。しかもルークの先妻ジャッキーは家庭的で完璧な母親だった。子供たちを愛するあま
り、イザベルにもつらく当たる。しかし、ジャッキーには誰にも言えない秘密が・・・。

125分
日本語、
英語

有 1998 アメリカ

監督：クリス・コロンバス  製作総指揮：スーザン・サランド
ン  製作総指揮：ジュリア・ロバーツ、他  脚本：ジジ・リバ
ンシー、他  撮影：ドナルド・Ｍ・マカルパイン，ＡＳＣ  音
楽：ジョン・ウィリアムズ

ゲット・オン・ザ・バス HPBS25200 ¥1,400

ワシントンで開かれる歴史的イベント“百万人の大行進”に参加するため、ロサンゼルス発の長距離バスにブラ
ザーたちが乗り合わせた。映画学校の学生や俳優を目指す若者、わけありの父子や、かつてギャングだった
男、現役警官…。同じ目的で集ったはずの彼らだが、宗教観や人種問題、家族のありかたなど言い争いが絶え
ない。様々なトラブルを起こしながら、彼らを乗せたバスはワシントンへとひた走る。

121分
日本語、
英語

無 1996 アメリカ

監督・製作総指揮：スパイク・リー
製作：ビル・ボーデン他
撮影監督：エリオット・デイヴィス
脚本：レジー・ロック・バイスウッド

サボテンの花 HPBS10046 ¥1,400

｢女房は、浮気者。僕は君と結婚したい。｣独身の中年歯科医ジュリアンが恋人トニーについたささやかな嘘。そ
れをつくろうため、彼は看護婦ステファニーを自分の妻役に仕立てあげて急場をしのぐ。ところが、この嘘はや
がてさらなる嘘を呼び、ジュリアンはトニーのハートをつなぎ止めようと大慌て。その上、ステファニーもまた彼を
愛してしまったから、恋の行方は二転三転。大騒動の末、ジュリアンが見つけた真実の愛とは・・・？

104分
日本語、
英語

無 1969 アメリカ
製作：Ｍ・Ｊ・フランコビッチ  監督：ジーン・サックス  脚本：
Ｉ・Ａ・Ｌ・ダイアモンド  音楽：クインシー・ジョーンズ  撮影：
チェールズ・ラング・ジュニア

さらば冬のかもめ HPBS10076 ¥1,400
海軍のベテラン将校バダスキーとマルホールが命じられた任務は、窃盗で８年の刑を宣告された若い水兵の護
送。ふたりは手っとり早く任務をかたづけてしまおうと考えた。が、この水兵と一緒に旅をしているうちに、どうし
ても彼が悪人には思えなくなってくる。やがて３人には、不思議な友情が芽生えてゆくのだが・・・・・・。

103分
日本語、
英語

無 1973 アメリカ

監督：ハル・アシュビー  製作：ジェラルド・アイアーズ  原
作；ダリル・ポニックサン  撮影：マイケル・チャップマン  音
楽：ジョニー・マンデル  美術：マイケル・ホーラー  録音：ト
ム・オーバートン  編集：ロバート・Ｃ・ジョーンズ

スティル・クレイジー HPBS28061 ¥1,400

伝説の｢ウィズベック野外フェスティバル｣を 後に人気ロックグループ、“ストレンジ・フルーツ”は解散した。それ
から２０年後、ただのオヤジとなったメンバーが｢ウィズベック’９８｣を目指して再結成をもくろむ。挫折感の底に
埋もれていた“まだまだやれるぜ”精神。果して彼らは夢を、伝説のサウンドを、自身を、失われたチャンスを、逃
したロマンスを取り戻せるのだろうか・・・？

97分
日本語、
英語

有 1998 イギリス
監督：ブライアン・ギブソン  製作：アマンダ・マーモット  脚
本：ディック・クレメント  脚本：イアン・フレネ  撮影：アシュ
リー・ロウ，Ｂ．Ｓ．Ｃ．  音楽：クライブ・ランガー

ノルマンディー　将軍アイゼンハ
ワーの決断

HPBS37570 ¥1,400
＜史上 大の作戦＞とうたわれる、ノルマンディー上陸作戦。連合軍 高司令官アイゼンハワーは、作戦を実
行すべきか苦悩していた。決行すれば空挺師団の甚大な犠牲は明らか。しかし、勝利するためには不可欠な作
戦だった。激しい戦闘が繰り広げられる中、アイゼンハワーに決断の時が迫る…。

89分
日本語、
英語

無 2004 アメリカ
監督：ロバート・ハーモン  製作総指揮・脚本：ライオネル・
チェトウィンド  製作総指揮：ステファニー・ジャーメイン

バニシング・シューター HPBS42095 ¥1,400

カリフォルニア州の穏やかな町で、警官として過ごすトニー。LAでは銃は腕利きであったが、ある事件で焼きつ
いた心の傷から逃れるようにして、ここへ赴任してきた。ところが、町の静寂を破る凶悪な銀行襲撃事件が勃
発。容疑者は"自由の革命"を唱える過激は5人。33台のパトカーとヘリが出動する中、トニーも執拗な追跡に加
わる。いま、壮絶なカーチェイスと銃撃戦が幕を開けた!!

87分
日本語、
英語

無 2005 アメリカ
製作総指揮：スタンリー・M・ブルックス  製作：エヴァン・タ
イラー  監督：カリ・スコグランド

ハネムーンは命がけ HPBS19800 ¥1,400

チャーリーは、ナイトクラブで吟遊詩人気取りのパフォーマンスをしては、自分の女運の悪さを嘆いている結婚
恐怖症の男。そんなある日、彼は美女ハリエットと出逢いたちまち恋に落ちる。彼女を紹介するため、実家の両
親の元を訪れたチャーリーは、ふと目にした新聞記事を見てビックリ！そこに書かれていた３人の夫を殺した連
続殺人犯の特徴がハリエットにソックリだったのだ。一度は疑心暗鬼になったチャーリーだったが、両親や仲間
たちに祝福されて結婚 二人はハネム ンへと出発するが・・・

93分
日本語、
英語

無 1993 アメリカ

監督：トーマス・シュローム  製作：ロバート・Ｎ・フライド  製
作：ケイリー・ウッズ  脚本：ロビー・フォックス  製作総指
揮：バーニー・ウィリアムズ  共同製作：ジャナ・スー・メメ
ル  撮影：ジュリオ・マキャット  音楽：ブルース・ブロートン

ブロークン・トレイル　遥かなる
旅路

HPBS44031 ¥1,400

ゴールドラッシュに沸く1898年。誇り高きカウボーイのプリントは、甥トムの独立資金と牧場の更なる繁栄を得る
ため、トムと共に500頭もの馬を売りにオレゴン州からワイオミング州へと旅に出る。道中、強盗や売人、賞金稼
ぎたちに次々と襲われ、命をも脅かされるが、正義と名誉、そして誇りを失わず、人生を賭けたチャンスを掴み
取るため長く険しい旅を続けるのだった…。

184分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ
監督・製作：ウォーター･ヒル  製作総指揮：スタンリー・M・
ブルックス  ロバート・デュバル　他

プロムナイト　無修正版 HPBS48061 ¥1,400

ある家で惨殺事件が起こった。その残忍な犯行は、娘ドナにストーキングを繰り返していた学校教師によるもの
だった。ドナだけが生き残り、時間とともに平穏が生活を取り戻したかに見えたが、刑務所にいたその男が脱走
し、再び彼女を求めて現れた！そしてプロムの夜、惨劇の幕があがる・・・。  全米初登場No.1獲得！衝撃の大
ヒットホラーのリメイク。

89分
日本語、
英語

有 2008 アメリカ 監督：ネルソン・マコーミック

ボーダーライン HPBS34226 ¥1,400

刑務所で神経外科として働くライラは、離婚協議中の夫に愛娘二人の養育権を奪われ、失意のどん底にいた。
そんなある日、夫とその愛人が殺害され、ライラに容疑が掛けられる。彼女はその特異な殺人方法から､以前に
診察していた患者が犯人だと推測。自ら身の潔白を証明する為､容疑者を糾弾するが、既にライラもその倒錯し
た欲望の餌食となっていた．．．。

94分
日本語、
英語

無 2002 アメリカ 監督：イヴリン・モード・パーセル  脚本：デヴィッド・ルーカ

ボビー・ジョーンズ　～球聖とよ
ばれた男～

HPBS38775 ¥1,400
２０世紀初頭のアメリカ南部。毎日夢中になって、ゴルフの練習に打ち込む少年がいた。小さい頃から抜群のセ
ンスを発揮した彼は、大人に混ざり数々の大会に出場。やがて全米屈指のゴルファーへと成長し、彼のプレー
は人々を熱狂させた。しかし栄光への道のりは想像を遥かに超える苦難に満ちたものだったー。

129分
日本語、
英語

無 2004 アメリカ
監督／脚本：ローディ・ヘリントン  製作／脚本：キム・ドー
ソン

マイ・ラブリー・フィアンセ HPBS33388 ¥1,400

１２世紀の英国。フランス貴族のティボー伯爵と英国王の娘ロザラインドの婚礼が行われる中、敵対する伯爵の
陰謀でティボーは過ってロザラインドを刺し殺してしまう。即刻死刑判決を受けたティボーは過去を取り戻すた
め、魔術師にタイムトリップ出来る魔法の薬を作ってもらう。だが、それを飲んだ途端、彼が迷い込んだのは現
代のシカゴ。そこで出逢ったのは、ロザラインドと瓜二つのジュリアという女性でティボーとロザラインドの３０世
代先の子孫だった！

88分
日本語、
英語

有 2000 アメリカ

監督：ジャン＝マリー・ゴーベール  脚本：ジャン＝マリー・
ポワレ  脚本：クリスチャン・クラヴィエ  製作：パトリス・ル
ドゥー  製作：リカルド・メストレス  衣裳デザイン：ペニー・
ローズ

マンハッタン殺人ミステリー HPBS19798 ¥1,400
マンハッタンに住むラリーとキャロルは倦怠気味の夫婦。ある夜、元気そうだった隣家の夫人が心臓発作で急
死する。残された夫の妙な陽気さにキャロルは｢これは殺人だわ！｣と勝手に断定。現場検証や尾行、張り込み
と探偵きどりの調査を開始。そして､事件は意外な方向へ・・・。

107分
日本語、
英語

無 1993 アメリカ

監督・脚本：ウディ・アレン  共同脚本：マーシャル・ブリック
マン  製作総指揮：ジャック・ローリンズ  製作総指揮：
チャールズ・Ｈ・ジョフィー  製作：ロバート・グリーンハット
撮影：カルロ・ディ・パルマ  美術：サント・ロクアスト
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リプレイスメント・キラー HPBS26297 ¥1,400
チャイニーズ・マフィアのボス、ウェイの手に家族の運命を握られているジョンは、命じられるままに暗殺を繰り
返していた。ある日、組織から幼い子どもの殺害を命じられたジョンは、余りにも非常な手口に怒りを覚え、組織
との闘いを決意する・・・。

88分
日本語、
英語

有 1997 アメリカ
監督：アントワ・フークア  製作：ブラッド・グレイ  製作：
バーニー・ブリルスタイン  製作総指揮：ジョン・ウー、他
脚本：ケン・サンゼル

ロビンとマリアン HPBS10103 ¥1,400

ロビン・フッドは、リチャード王の死により、１８年ぶりに十字軍遠征からシャーウッドの森に戻ってきた。修道院
の院長となっているマリアン姫と再会したロビンは、束の間の充ち足りたときを過ごしていた。そんな二人のもと
に、リチャードの弟ジョン王とノッティンガムの代官の悪政に苦しめられる領民たちの嘆きの声が次々に届く。国
王と教会とが正面からぶつかった日、ついにロビンは再び剣をとった！

107分
日本語、
英語

有 1976 アメリカ
監督：リチャード・レスター  製作：デニス・オデール  脚本：
ジェームズ・ゴールドマン  製作総指揮：リチャード・シェ
ファード  音楽：ジョン・バリー

希望のちから HPBS61678 ¥1,400
デニーは乳がんの治療にすべてを捧げる医師。彼は、乳がん患者とその家族のためにいろいろなものを犠牲に
していた。ある時は家族との団欒、ある時は治療薬開発の資金を得るために奔走し、多くの時間を乳がん治療
の研究に時間を費やしていた。それはすべて患者の笑顔のためであった。

91分
日本語、
英語

無 2008 アメリカ
監督：ダン・アイアランド  製作／製作総指揮：ニール・メロ
ン、クレイグ・ゼイダン  脚本：ヴィヴィエン・ラドコフ  製作
総指揮：レニー・ゼルヴィガー  原作：ロバート・バゼル

気まぐれな狂気 HPBS25294 ¥1,400
刑務所帰りのチンピラ、レイモンドと愛人アディは、キレたギャング、カーティスたちに誘われて、簡単な強盗を決
行するが、手違いから潜入警官を射殺してしまう。大量の麻薬を持ち逃げして逃亡する彼らを、ギャングと麻薬
捜査班の両方が追いつめていく・・・。

105分
日本語、
英語

有 1997 アメリカ

キャスティング：ジャネット・ハーシェンソン＆ジェーン・ジェ
ンキンス  共同製作：ブラッド・ミルマン  音楽スーパーバイ
ザー：ゲイリー・ジョーンズ  音楽：ジュード・コール  衣装デ
ザイン：スーザン・バータム  編集：ローレンス・ジョーダン
美術：アンヌ・スチューラー  撮影：リック・ウエイト  製作総
指揮：フィリップ・Ｍ・ゴールドファーブ  製作：Ｊ・ポール・ヒ
ギンス  製作：ケヴィン・Ｊ・メシック  製作：ヒラリー・ウェイ
ン  脚本：ブラッド・ミルマン  監督：キーファー・サザーラン
ド

撃鉄２　－クリティカル・リミット－ HPBS38244 ¥1,400
東ヨーロッパで暗躍するチェチェン過激派グループのニコライは指導者をＣＩＡに暗殺され、アメリカの復讐に燃
えていた。ニコライは秘密裏に武器商人ジェームスからプラトニウムを入手し、核爆発を計画する。組織に潜入
調査中のコールドは未曽有の危機を回避できるか！！！

96分
日本語、
英語

有 2005 アメリカ 監督アレクサンダー・グラジンスキー

孤独な場所で HPBS10656 ¥1,400
殺人容疑をかけられたハリウッドの脚本家ディクソンは、同じアパートに住むグレイの証言により助けられる。事
件がきっかけで瞬く間に愛し合うようになった二人。仕事に没頭するディクソンを献身的に支えるグレイだった
が、次第に暴力的な面を見せていく彼の変貌に不安を抱き、そしてある疑惑を持ち始める・・・。

93分
日本語、
英語、そ
の他

無 1950 アメリカ
監督：ニコラス・レイ  製作：ロバート・ロード  原作：ドロ
シー・Ｂ・ヒューズ  脚本：アンドリュー・ソルト

殺したいほどアイ・ラブ・ユー HPBS11574 ¥1,400
ピザ・パーラーの店主ジョーイは妻の前では働き者の模範亭主。だが裏では、精力絶倫の浮気男だ。ある日とう
とう浮気の現場を発見し、ショックを受けた妻ロザリーは自分の母親に相談したところ、なんと母親は夫殺しを提
案。かくして、壮絶な夫殺し作戦が開始されるが・・・。

97分
日本語、
英語、そ
の他

無 1990 アメリカ

製作：ジェフリー・ルーリー  製作：ロン・モラー  製作総指
揮：チャールズ・オークン  製作総指揮：マイケル・グリロー
撮影：オーエン・ロイスマン  美術：リリー・ギルバート  編
集：アン・Ｖ・コーツ  音楽：ジェイムズ・ホナー  衣裳：ア
ジー・ゲラール・ロジャース  共同製作：パトリック・ウエル
ズ  共同製作：ローレン・ワイズマン  監督：ローレンス・カ
スダン

上海から来た女 HPBS17896 ¥1,400

ある日、マイケルは強盗に襲われていたエルザを助ける。夫がいると知りながらも、美しい彼女に心惹かれるマ
イケル。そんな折り、エルザの夫アーサーから船員として雇われ、ヨットで航海の旅へ出ることになる。ところが、
同乗していたグリズビーが何者かに殺害され、アリバイのないマイケルは逮捕されてしまう。彼は裁判の途中で
逃走し、真犯人を捜しはじめるが・・・。

87分
日本語、
英語

有 1947 アメリカ

監督・製作・脚本：オーソン・ウェルズ  原作：シャーウッド・
キング  撮影：チャールズ・ロートン，Ｊｒ．Ａ．Ｓ．Ｃ．  共同
製作：リチャード・ウィルソン  共同製作：ウイリアム・キャッ
スル

第七の予言 HPBS11367 ¥1,400

ハイチの海で魚が死に絶え、イスラエルの村が氷に閉ざされ、世界各地で異変が起こっていた。同じ頃、カリ
フォルニアのアビーとラッセル夫婦は、ベビー誕生を控え幸せいっぱいだった。そんなとき、彼女の近所に越して
きた謎の男から古いユダヤの伝説を聞かされる。これをきっかけにアビーの赤ちゃんが、聖書に記された世界
崩壊の鍵を握っていることを知った！

97分
日本語、
英語

無 1988 アメリカ
監督：カール・シュルツ  製作：テッド・フィールド、ロバート・
Ｗ・コート  脚本：Ｗ・Ｗ・・ウィケット、ジョージ・キャプラン
撮影：ジュアン・ルイス・アンキア  音楽：ジャック・ニッチェ

長い灰色の線 HPBS10375 ¥1,400

陸軍士官学校の体育教官を５０年も務めてきたマーティに、退職が勧告された。しかし、学校から離れたくない
彼は大統領に直訴し、自分の半生を語り始めた。士官学校の給仕として雇われたこと、メアリーとの出会いと結
婚。ひとり息子の死、２つの世界大戦と教え子たちの戦死など。そんなマーティに、大統領が出した答えと
は・・・。

137分
日本語、
英語

無 1954 アメリカ
監督：ジョン・フォード  製作：ロバート・アーサー  原作：エ
ドワード・ホープ  撮影：チャールズ・ロートン，Ｊｒ．  音楽：
ジョージ・ダニング、他

日曜日には鼠を殺せ HPBS17481 ¥1,400

スペイン内乱は共和国軍の敗北で幕を閉じ共和国の闘士マヌエルもフランスへ逃れ、２０年が経った。警察署
長ビニョラスは、マヌエル逮捕に執念を燃やし続けていたが、国外では手が出せずマヌエルの母が息子に会い
たがっていると､偽の情報を流す。しかし、それに気付いた母は神父に罠であることをマヌエルに知らせるように
頼む・・・。

121分
日本語、
英語

無 1964 アメリカ
監督・製作：フレッド・ジンネマン  原作：エメリック・プレス
バーガー  脚本：ＪＰ・ミラー  撮影：ジャン・バダル  音楽：
モーリス・ジャール

欲望の谷 HPBS13207 ¥1,400
南北戦争直後、西部のとある町。牧場主ルー・ウィルキンソンは、町を牛耳ろうと悪辣なやり口で土地を略奪し
ていた。元北軍兵士ジョンの土地も標的となり、ついにはルーの手下に牧童を殺されてしまう。あまりの卑劣さ
に耐えかねたジョンは、横行を阻止するため立ち上がる。

96分
日本語、
英語

無 1954 アメリカ
監督：ルドルフ・マテ  製作：ルイス・Ｊ・ラックミル  原作：ド
ナルド・ハミルトン  脚色：ハリー・クライナー

アナコンダ２ HPBS36211 ¥1,400

不老の秘薬を求め、利権に群がる人間たちが密林に足を踏み入れた。それが阿鼻叫喚の蛇地獄の始まりとも
知らずに…。触れてはならない聖域を犯してしまった彼らに待ち受けていたのは、おびただしい数の邪悪な生き
物。欲が渦巻きお互いが疑心暗鬼になる中、容赦なく人間を飲み込んでいくアナコンダ。果たして生き残れるの
は誰なのか？−すぐそばにアナコンダは潜んでいる。

97分
日本語、
英語

有 2004 アメリカ
製作：ヴァーナ・ハラー  監督：ドワイト・リトル  脚本：ジョ
ン・クラフリン &  ダニエル・ツェルマン、他
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アナコンダ３ HPBS48743 ¥1,400
密林の中にある秘密施設で、優秀な女性科学者のアマンダは２匹の巨大蛇の実験を行っていた。しかし、投資
家が実験を急がせたために、巨大蛇は檻を突き破って逃走。産卵の準備で凶暴化し、空腹のため街を目指して
猛進する２匹を捕獲しようと、アマンダは蛇ハンターのハーマットらと共に追跡を開始する・・・。

91分
日本語、
英語

有 2008 アメリカ 監督：ドン・Ｅ・ファウントロイ  製作：アリソン・セメンサ

アナコンダ４ HPBS48744 ¥1,400

前作３で逃げ出した２匹の蛇は死んだ。しかし、お腹の中にいた子供たちを密かに持ち出していた研究者がい
た。子供たちは予想以上の早さで成長を遂げ、遂には研究者たちを襲い脱走してしまう。次々と人々を襲い始
めるアナコンダの前に、前作で蛇を退治した女性化学者のアマンダが再び現れる。より凶暴化したアナコンダと
の壮絶な戦いが幕を開ける。

88分
日本語、
英語

有 2008 アメリカ 監督：ドン・E・ファウントロイ  製作：アリソン・セメンサ

ウェズリー・スナイプス　ハード・
ラック

HPBS43526 ¥1,400
密売人、連続殺人犯、麻薬の売人の欲望が激しく交差する。もがいても、もがいても導かれていく危険で数奇な
運命。果たして、ヤツは自らの拳で己の道を切り抜けることはできるのか？ウェズリー･スナイプ史上、 も激し
いアクションが炸裂する!!

101分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ
監督・脚本・製作：マリオ・ヴァン・ピーブルズ  原案・脚本：
ラリー・ブランド  製作：ドナルド･カシュナー、ブラッド・ワイ
マン

クローサー HPBS33029 ¥1,400

リンとクワンの姉妹はＩＴを駆使し暗殺依頼を請け負う美しきアサシンズ（暗殺者）。その名も“電脳天使〈コン
ピュータ・エンジェル〉”。アメリカ帰りの女性刑事コンは彼女たちの存在を嗅ぎつけるが、ある事件をきっかけに
３人は暗殺を依頼した黒幕から命を狙われる。敵対する相手でありながらも手を結び、極限にさらされた肉体と
頭脳を駆使して反撃を開始する・・・。

111分
日本語、
英語、北
京語

有 2002 中国／アメリカ
監督・アクション監督：コーリー・ユン  製作：チュイ・ポー
チュウ  脚本：ジェフ・ラウ  撮影：ビーナス・クァン  音楽：
サム・カオ  音楽：ケンジョー・タン

スティーヴン・キング　骨の袋 HPBS80280 ¥1,400

愛の妻ジョーを亡くしてから毎夜悪夢に悩まされ、極度のスランプに陥っていたベストセラー作家マイク・ヌー
ナン。気持ちの整理をつけるため人里離れた「ダークスコア」湖畔の別荘を訪れた彼は、そこで美しい未亡人
マッティと一人娘のカイラに出会う。親交を深めるうちに次第に心の傷が癒されていくマイクだったが、今度は謎
の怪奇現象が彼を恐怖の淵へと追い込んでいく。

163分
日本語、
英語

有 2011 アメリカ
製作総指揮・監督： ミック・ギャリス  製作 ： マイケル・マ
ホニー  原作 ： スティーヴン・キング  脚本 ： マット・ヴァン

スパングリッシュ HPBS36754 ¥1,400

愛する娘の将来を考え、故郷メキシコを離れロサンゼルスい移住してきたシングルマザーのフロール。より良い
仕事を求め、裕福なクランスキー家のハウスキーパーをすることになった彼女は、そこで表向きは幸せそうだ
が、実際は今にも壊れそうな家庭を垣間見るのだった。ラテン社会と白人社会。母として生きる女と女とし生きる
母。その境界線に立ち、戸惑い迷った末にフロールが出した答えとは・・・。家族の愛、母の愛をもう一度考えさ
せる珠玉の感動作！！

131分
日本語、
英語

有 2004 アメリカ
監督／脚本／製作ジェームス・Ｌ・ブルックス  製作リ
チャード・サカイ他  音楽ハンス・ジマー

ディフェンドー　闇の仕事人 HPBS80025 ¥1,400

アーサー・ポピントン（ウディ・ハレルソン）は、昼間は道路工事現場で働く素朴な人物。しかし、彼は夜になると、
自らが作り出したスーパーヒーロー“ディフェンドー”に変身し、ビー玉や、パチンコといったお手製の武器で、市
民を悪の手から守るためパトロール！　あるとき、若い売春婦キャット（カット・デニングス）を助けたことをきっか
けに、彼の母親を殺した“暗黒街の総師”の居場所がわかり…。

101分
日本語、
英語

無 2009 カナダ
監督：ピーター・ステッビングス  製作：ニコラス・タバロック
脚本：ピーター・ステッビングス  撮影：デヴィッド・グリーン
音楽：ジョン・ローリー

デッドライン　報復の導火線 HPBS40243 ¥1,400
テロ組織AKDの兵士を抱える反乱軍と連合軍がフィリピンで交戦を繰り広げていた。連合軍はAKDのリーダーを
捕らえるべく、掃討作戦に乗り出すが、空からの攻撃を開始するも、撃墜され操縦士が捕虜をなってしまう。海
兵隊のダニエルズ率いるアルファ隊は、捕虜救出の命を受け。激戦のなか敵地へと乗り込むが・・・。

89分
日本語、
英語

有 2005 アメリカ
監督：ブライアン・クライド  脚本：マイケル・ヘンリー・カー
ター  製作：ロジャー・コーマン

ネバダ決死隊 HPBS16980 ¥1,400

南軍の少佐マットは部下とともに北軍の一隊を襲い、銃撃戦の末、金塊を手に入れる。ところが、南北戦争は既
に終結しており、彼らは追われる身となってしまう。手に入れた金塊を奪い取ろうと自警団と偽ったながれ者たち
にもつけ狙われ、激しい攻防戦の中、絶対絶命の窮地に立たされる。果たして逃げ切り故郷に帰り着くことがで
きるのか？

81分
日本語、
英語

無 1952 アメリカ
監督／脚本ロイ・ハギンズ  製作ハリー・ジョー・ブラウン
撮影チャールズ・ロートン、ＪＲ.

ハノーバー・ストリート　－　哀愁
の街かど　－

HPBS10097 ¥1,400

第二次世界大戦下のロンドン。空軍中尉ハロランと軍看護婦マーガレットは、運命的な出逢いをして、たちまち
恋に落ちる。不安定な情勢の中でも、つかの間の休日を共に過ごし、ふたりは順調に愛を育んでいく。だが、ハ
ロランは知るよしもなかった。マーガレットが人妻だということを…。そんなある日、マーガレットの夫が特殊任務
のためドイツに潜入することに。そして、こともあろうに彼の輸送を担当するのはハロランだった - 。

105分
日本語、
英語

無 1979 アメリカ
監督・脚本：ピーター・ハイアムズ  製作：ポール・Ｎ・ラザ
ルス三世  撮影：デヴィッド・ワトキン  音楽：ジョン・バリー

ビッグ・ダディ HPBS29080 ¥1,400

ソニーの人生はお気楽そのもの。キャリアもマイ・ホームにも興味がない彼は、たまにバイトするほかは宅配
フードとスポーツ番組漬けの毎日だ。とうとう恋人にも愛想を尽かされフラれてしまった。そんなある日、親友の
ケビンに本人も知らない“隠し子”がいたことが発覚。ソニーは自分が大人の責任を果たせることを証明しよう
と、その５歳の男の子の父親になることを思いつく。こうして２人の奇妙な生活が始まったが・・・。

93分
日本語、
英語

有 1999 アメリカ

監督：デニス・デューガン  製作総指揮：アダム・サンドラー
製作総指揮：ロバート・シモンズ  製作総指揮：ジョゼフ・
Ｍ・カラッチオーロ  製作：シド・ギャニス  脚本：スティー
ブ・フランクス  脚本：ティム・ハーリヒ  撮影：セオ・バン・
デ・サンデ，Ａ．Ｓ．Ｃ． 美術：ペリー・アンデリン・ブレイク

ブラックサイト HPBS34231 ¥1,400

アメリカ　オレゴン州ポートランドで起きた悪夢。  FBIサイバー捜査官ジェニファーが捜査する闇サイトは、  人々
のアクセス数によって人を死に至らしめる殺人中継サイト。  ネット上に映る捕らえられた被害者。彼らの生死を
きめるのは、  罪悪感もなく、一瞬でサイトにアクセスできる世界中の人々。  その"好奇心"を利用して、自分の
手を汚さずに殺人を完結させる  知的サイコキラーの目的は？  遂に犯人の手がかりをつかんだジェニファー
に、魔の手が迫る！

101分
日本語、
英語

有 2008 アメリカ
監督：グレゴリー・ホブリット  製作：トム・ローゼンバーグ
他  脚本：ロバート・フィヴォレント　他

ヘヴィメタル HPBS10158 ¥1,400
あらゆる時間、空間、次元を触んでいく悪の化身“ロック・ナー”。そのロック・ナーをめぐる、〔グリマルディ〕、〔ハ
リー・キャニオン〕、〔デン〕、〔キャプテン・スターン〕、〔Ｂ-１７〕、〔美人は危険〕、〔ターナ〕の７つの物語。

90分
日本語、
英語

有 1981 カナダ

監督：ジェラルド・ポタートン  製作：アイバン・ライトマン
脚本：ダン・ゴールドバーグ　  脚本：レン・ブラム  音楽：エ
ルマー・バーンスタイン  製作総指揮：レオナルド・モーゲ
ル

ヘブン・アンド・アース　天地英
雄

HPBS33028 ¥1,400

日本から来た来栖旅人（中井貴一）は中国の皇帝から暗殺の任を授かる。標的は元軍の英雄で反逆者の李
（チアン・ウェン）。来栖は身辺警護を依頼された司令官の娘、文殊（ヴィッキー・チャオ）を連れ追跡を開始。や
がて、謎の品物を移送するキャラバンの護衛兵になっていた李を発見、来栖は対決する。だが、キャラバンはさ
らなる強敵に狙われていた。２人は決闘を中断、襲いかかる敵からキャラバンを守る攻防戦を余儀なくされる。
反目しながらも剣士として２人の間に尊敬と友情が芽生えた時、長く激しい 後の戦いが迫ってきた。

120分
日本語、
英語

有 2003 アメリカ
監督：フー・ピン  製作：イェン・イーユン  製作：ワン・チョン
チュン
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ユニバーサル・ソルジャー：ザ・リ
ターン

HPBS29201 ¥1,400

冷酷非情な戦闘マシーンから目覚め、再び人間の心を取戻したリュック。彼は政府に命じられ、より強力なタイ
プの戦闘マシーン ”ユニソル2500”の開発に携わる。しかし、ある日 ”ユニソル2500” を管理するスーパーコン
ピューター、SETHが意志を持ち、暴走する。SETHは悪の殺戮部隊と化した”ユニソル2500”を自在に操り、人類
に宣戦を布告した。この危機を救えるのは初代ユニソル、リュックただ一人。格段上のパワーを持つ新型ユニソ
ル部隊と、リュックはどう戦うのか！？

82分
日本語、
英語

有 1999 アメリカ

監督：ミック・ロジャース  脚本：ウィリアム・マローン  脚
本：ジョン・ファサーノ  製作：クレイグ・バウムガーテン  製
作：アレン・シャピロ  製作：ジャン＝クロード・ヴァン・ダム
撮影：マイケル・Ａ・ベンソン  音楽：ドン・デイビス

リトル★ニキータ HPBS11510 ¥1,400

ジェフはどこにでもいるような高校生。だが、彼が空軍士官学校に入学手続きを提出した時、恐るべき両親の秘
密が明らかにされた。戸惑い、悩むジェフ。そして、彼と共に両親を救おうとするＦＢＩ捜査官ロイは、殺人者の手
がジェフにまで及ぼうとしていることを知る。果たして、両親とジェフは前の生活を取り戻せるだろうか？そして、
“リトル・ニキータ”とは・・・。

97分
日本語、
英語

無 1988 アメリカ
監督：リチャード・ベンジャミン  製作：ハリー・ギッツ  脚
本：ジョン・ヒル  脚本：ボー・ゴールドマン  撮影：ラズ
ロー・コバックス，Ａ．Ｓ．Ｃ．

ワイルドシングス２ HPBS35118 ¥1,400
ブリトニーは裕福な家庭で育った高校生。義父の死によって、彼女の贅沢な暮らしは全て失われたかに思われ
た。しかし魅力的なクラスメイトのマヤが、その遺産を要求することから事態は思いがけない方向へ進み出
す・・・。

95分
日本語、
英語、フ
ランス語

有 2003 アメリカ
監督：ジャック・ペレス  製作：マーク・ビーンストック  脚
本：ロス・ヘルフォード  脚本：アンディ・ハースト

ワイルドシングス４ HPBS80076 ¥1,400
リッチでハンサムな高校指導カウンセラーが、ある女子高生をレイプした容疑で逮捕される。彼の婚約者は無罪
を主張する彼を助けようとするが、この事件の裏には大金を巡る危険な罠が張り巡らされていた。

91分
日本語、
英語

有 2010 アメリカ
監督：アンディ・ハースト  製作：マーク・ビーンストック  脚
本：ハワード・ザムスキー、モンティ・フェザーストーン  音
楽：スティーヴン・M・スターン

ワン・モア・タイム HPBS12056 ¥1,400

コリンヌは２３年前に不慮の事故で愛する夫ルイを亡くしてしまう。今も彼を想い続けながらも、一人娘のミランダ
と夫の親友だったフィリップに囲まれ幸せに暮らしていた。ある日、ミランダが連れてきたボーイフレンド、アレッ
クスと出会う。彼はコリンヌに何故か見覚えがあり、コリンヌの顔を見る度に胸がときめくのだ。それはアレックス
がルイの生まれ変わりだったから。記憶を取り戻したアレックスはすべてをコリンヌに打ち明け・・・。

108分
日本語、
英語

有 1989 アメリカ
監督：エミール・アルドリーノ  製作：マイク・ロベル  脚本：
ペリー・ハウズ  脚本：ランディ・ハウズ  撮影：ウィリアム・
Ａ・フレイカー，Ａ．Ｓ．Ｃ．  音楽：モーリス・ジャール

怪奇異星物体 HPBS30986 ¥1,400
ある郊外の町へ引っ越してきた療法士のスティルマンは、学校でいじめを受けているベンという少年と知り合う。
母親が亡くなり、開業医マイケルの養子になっているベンは、本当の父親が異星人だと信じきっている。そんな
ある日、町で次々と殺人事件が起こるが、人々を脅かす犯人は実は人間ではなかった！！

90分
日本語、
英語

無 2001 アメリカ
監督：テレンス・グロス  脚本：アニー・デ・ヤング  脚本：
マックス・エンスコア  製作・視覚効果：スタン・ウィンストン

近距離恋愛 HPBS48284 ¥1,400

性格も生い立ちも全く正反対なトムとハンナは大学時代に出逢い、ひょんなことから大親友となってはや10年。
お互いの恋愛遍歴から家族の事情、食べ物の好みまで知り尽くしている２人は、恋に落ちるはずなどなかった。
ところが！ハンナが突然婚約し、トムは初めて自分が彼女に恋していることに気付く。彼女の花嫁付添い人（メ
イド・オブ・オーナー）を務めることになったトムは、ハンナの結婚準備を手伝いながら、なんとか自分の思いを伝
えようとすのだが！？

101分
日本語、
英語

有 2008 アメリカ
監督：ポール・ウェイランド  製作：ニール・H・モルリッツ
原案：アダム・ステイキエル

絞首台の決闘 HPBS11855 ¥1,400
元保安官のベンは、ある日町の銀行が強盗団に襲われる現場に居合わせる。銃撃戦のすえ一人を捕えるが、
その男は町の若者エディだった。犯人だと訴えるベンだったが、町の人々は彼の無実を信じて疑わなかった。次
第に孤立していくベンは、たった一人、エディの本性を暴き一団を捕らえるべく戦うことを決意する。

86分
日本語、
英語

無 1958 アメリカ
監督：ネイサン・ジュラン  製作：チャールズ・Ｈ・シニア  脚
本：ダニエル・Ｂ・ウルマン  モーリス・ジム

奪還　ＤＡＫＫＡＮ　－　アルカト
ラズ　－

HPBS33389 ¥1,400

閉鎖から約４０年 - ハイテク装備を駆使した究極の要塞刑務所として蘇った新アルカトラズ刑務所に、突如
〈フォーティナイナーズ〉と名乗る武装集団が侵入、死刑執行室を占拠した！だが、その時ひとりの囚人が立ち
向かう。かつて幾発の銃弾を受けながらも、奇跡的に生還した不死身の男サーシャ。彼は相棒のニックや囚人
仲間を先導し、人質奪還と武装集団の壊滅に乗り出す - ！

98分
日本語、
英語

有 2002 アメリカ

監督・脚本：ドン・マイケル・ポール
製作：アンドリュー・スティーヴンス
製作：エリー・サマハ
製作：スティーヴン・セガール
ファイト・コレオグラファー：シン・シン・シャン

弾丸を噛め HPBS10168 ¥1,400

１９００年初頭の西部。今、賞金２，０００ドルの１，１２０キロ耐久レースが始まろうとしていた。馬を乗りかえるこ
とは許されず、行く手には山・谷・砂漠があり、定められた過酷なコースを走破する。まさに死のレースだ。アメリ
カ中が注目する中、一癖も二癖もある猛者８人が各地から集まり、闘いの火蓋は切って落とされた。厳しい自然
と次々に起こる事件を乗り越え、果たして何人のチャレンジャーがゴールを見ることができるのであろうか？！

131分
日本語、
英語

無 1975 アメリカ
監督・製作・脚本：リチャード・ブルックス  撮影：ハリー・ス
トラドリング，Ｊｒ．  音楽：アレックス・ノース

沈黙の激突 HPBS43145 ¥1,400

何者かによってローソン中佐の部下が惨殺された。彼は遺体から強烈なドラッグが検出されたことで、新種の薬
物“ＣＴＸ”が絡んでいると睨む。その薬物は肉体を進化させ、人間を殺人マシンへと変貌させてしまうのだ。やが
て、“ＣＴＸ”を使った恐るべき計画を知ったローソンは、組織撲滅のため闘いを挑むが、彼の前に 強の敵が立
ち塞がる！

94分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ
監督：ミヒャエル・ケウシュ  脚本：ジョー・ハルピン／ス
ティーヴン・セガール  共同製作：フィリップ・Ｂ・ゴールド
ファイン  製作：スティーヴン・セガール

沈黙の奪還 HPBS41908 ¥1,400

元CIA特別捜査官ジャックは、娘アマンダと共に亡き妻の祖国ルーマニアを訪れる。しかし、アマンダがジャック
の目の前で何者かに誘拐されてしまう。ジャックは、アメリカ政府の極秘研究機関が開発した世界 強の生物
兵器争奪を巡る巨大な陰謀に巻き込まれていたのだ。アメリカCIA、ロシアFSB、ルーマニア警察、それぞれの
思惑が交錯し、孤立無援の中、ジャックは 愛の娘の奪還に挑む!!

96分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ
監督：ミヒャエル・ケウシュ  製作・脚本：スティーヴン・セ
ガール　他

沈黙の報復 HPBS47300 ¥1,400
サイモンの一人息子で警察官のマックスが凶弾に倒れた。  息子を殺害した犯人を探し出すため、ギャングが集
まる危険なエリアに一人踏み込む。  復讐心だけで支えられた闘いに挑む男に、冷血な銃弾が襲い掛かる。

96分
日本語、
英語

有 2007 アメリカ

監督：ドン・Ｅ・ファンルロイ  脚本：ギルマー・フォーティス
二世  製作：スティーヴン・セガール  製作総指揮：フィリッ
プ・Ｂ・ゴールドファイン、トレイシー・スタンリー＝ニュー
ウェル

東京ジョー HPBS17047 ¥1,400

第二次世界大戦中、空軍パイロットとして活躍していたジョニーは、戦後まもなく懐かしい東京へと戻って来た。
彼は従軍する前に銀座で酒場を経営していたのだ。旧友イトウに再会し、彼を通じて知り合ったキムラ男爵から
先妻トリーナが戦時中に反逆行為をしていた過去を明かされる。その過去を公にしない代わりに、韓国からある
日本人戦犯三名の帰国計画に加担するよう強要される・・・。

88分
日本語、
英語、そ
の他

無 1949 アメリカ
監督：スチュワート・ヘイスラー  製作：ロバート・ロード  脚
本：シリル・ヒューム  脚本：バードラ・ミルハウザー
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夫たち、妻たち HPBS14597 ¥1,400
ゲイブとジュディは結婚１０年目を迎えた知的エリート・カップル。ある日、親しい友人夫婦が別居を決めたことを
知った二人は少なからぬショックを受ける。結婚生活をシビアに見直す機械に見舞われた二人の間に、いつし
か深い亀裂が生まれ始め・・・。

107分
日本語、
英語

無 1992 アメリカ

監督・脚本：ウディ・アレン  製作：ロバート・グリーンハット
製作総指揮：ジャック・ローリンズ＆チャールズ・Ｈ・ジョ
フィー  撮影：カルロ・ディパルマ，Ａ．Ｉ．Ｃ．  プロダクショ
ン・デザイン：サント・ロクアスト  編集：スーザン・Ｅ・モー
ス，Ａ．Ｃ．Ｅ．  衣装：ジェフリー・カーランド  製作補：ヘレ
ン・ロビン＆ジョゼフ・ハートウィック  キャスティング：ジュリ
エット・テイラー

Ｕ．Ｍ．Ａ　レイク・プラシッド　２ HPBS42071 ¥1,400

ある日、湖で釣り人がナゾの生物に襲われ、無残にも身体は食いちぎられ殺されるという事件が発生する。これ
までにも行方不明者が急増していたことから、保安官のライリーはその生物の正体を突き止めようと湖の調査を
開始。やがて、異常発達した超巨大生物の存在があきらかになり、人間と縦横無尽に暴れまくるモンスターとの
戦いが幕を開ける！

88分
日本語、
英語

有 2007 アメリカ 監督：デヴィッド・フローレス  製作総指揮：TJ・サカセガワ

Ｕ．Ｍ．Ａ　レイク・プラシッド３ HPBS80118 ¥1,400
猟区監視官の父と母と共に、レイク・プラシッドにある叔母のキャビンにやって来た孤独な少年。ペット代わりの
赤ちゃんワニにエサを与え、2年の月日が流れた。そして、見違えるほど凶暴に成長したそのクロコダイルは、一
家を獲物として見なし始める…

96分
日本語、
英語

無 2010 アメリカ
監督：G・E・ファースト  製作総指揮：ルイ・コスタ・レイス他
脚本：デヴィッド・リード  撮影：アントン・バカースキー   音
楽：ネイサン・ファースト

アイ・スパイ HPBS32715 ¥1,400

米国が極秘開発した 新型ステルス戦闘機“スイッチブレイド”が盗まれた！国家安全保障局ＢＮＳのスペシャ
ル・エージェント、アレックスはスイッチブレイドが闇の武器商人ガンダースの手に渡り、ブダペストで開催される
ボクシングミドル級タイトルマッチの裏で取引が行われることを突き止める。大統領から極秘指令を受けた５７連
勝中のチャンピオン、ケリーとタッグを組んで奪還に向かうが・・・。世界の存亡を賭けて、かつてない新コンビは
極秘任務を遂行することが出来るのか？

97分
日本語、
英語

有 2002 アメリカ
監督・製作：ベティ・トーマス  製作：ジョンノ・トッピング、他
脚本：デビッド・ロン、他  撮影：オリバー・ウッド

アメリカン・ピーチパイ HPBS46768 ¥1,400

女子サッカーチームのストライカーとして活躍する女子高生のヴァイオラ。ある日、ボーイフレンドから「女子サッ
カーはお遊び」と言われ、女でも同等にサッカーが出来ることを証明するため、双子の兄になりすまして兄の学
校へ潜入。うまく男装し男子サッカーチームに入部した彼女だったが、女の子の惚れられ、ルームメイトに恋を
し、予想外の展開に！その上、何も知らない兄も現れ･･･。

105分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ
監督：アンディ・フィックマン  製作・脚本：ユアン”ジャッ
ク”・レスリー  脚本：キルステン・スミス  カレン・ラッツ

クライヴ・バーカー　ヘルゾンビ HPBS42792 ¥1,400
ある日突然世界の子供たちが原因不明の昏睡状態に陥る。それから長い月日が経ち、その子供たちが蘇り、
次々と大人たちを血祭りに上げていく、それは阿鼻叫喚の生き地獄。

88分
日本語、
英語

無 2006 アメリカ
監督・脚本：ハル・メイソンバーグ  製作：クライヴ・バー
カー　他　「ヘルレイザー」「キャンディマン」

クルーエル・インテンションズ HPBS28039 ¥1,400

マンハッタンの邸宅に住み名門高校に通うキャスリンとセバスチャン。札付きのプレイボーイのセバスチャンが
落とせないのが義姉であるキャスリンだけ。競って快楽を追求する二人は、学園長の娘アネットを対象に賭けを
する。彼女のバージンを奪えば、セバスチャンにはキャスリンとの濃厚な一夜が約束されるのだ。欲望に溺れた
二人の残酷な企み（クルーエル・インテンション）が始まる・・・。

97分
日本語、
英語

有 1999 アメリカ
監督・脚色：ロジャー・カンブル  製作：ニール・Ｈ・モリッツ
原作｢危険な関係｣：Ｃ．Ｄ．ラクロ　  撮影：セオ・バン・デ・
サンデ，ＡＳＣ  衣裳：デニーズ・ウィンゲイト

ゴスペル HPBS40330 ¥1,400

Ｒ＆Ｂ歌手として成功を収めるデイビッドのもとへ、父親が倒れたという連絡が入る。彼は昔、父と同じ聖職者の
道に進もうとしていたが、母の死に立ち会わなかった父を許せず、以来ずっと疎遠になっていた。久しぶりに故
郷に帰ってきた彼は、様々な思いに苦悩しながらも、やがてゴスペルの中に、自分の人生のルーツ、そして希望
と救いを見いだしていくのだった・・・。

103分
日本語、
英語、そ
の他

無 2004 アメリカ
監督・脚本：ロブ・ハーディ  製作：ホリー・デイビス・カー
ター／フレッド・ハモンド  音楽：カーク・フランクリン

ザ・ルームメイト HPBS80160 ¥1,400

ロサンゼルスにある大学の新入生サラ（ミンカ・ケリー）は、学生寮でレベッカ（レイトン・ミースター）とルームメイ
トになった。すぐに二人は仲を深めていき大親友となったが、サラが別の女友達と外出したり、キャンパスで出
会ったスティーブン（カム・ジガンデイ）と恋に落ちるようになると、レベッカは不可解な言動を見せるようになっ
た。やがてレベッカの人格は豹変し・・・ついには殺人鬼へと姿を変えていくのだった。。

91分
日本語、
英語

無 2010 アメリカ

監督：クリスチャン・E・クリスチャンセン  脚本・製作総指
揮：ソニー・マリー  製作：ダグ・デイヴィソン  撮影：フィル・
パーメット  音楽：ジョン・フリッゼル  衣装デザイン：マヤ・
リーバーマン

すべての美しい馬 HPBS29500 ¥1,400

たてがみをなびかせ、闇の中を駆け抜けていく馬たち。彼らは何ものにも束縛されず、自由を謳歌しているよう
に見える・・・。馬をこよなく愛する若者ジョン・グレイディは、冒険と自由を求めてテキサスからメキシコへ旅立っ
た。彼が出会ったのは美しいメキシコ人の女性。知ったのは狂おしい恋と厳しい社会。それは彼の力を試し、成
長を促し、人生を永遠に変えてしまうような壮大な旅だった。

117分
日本語、
英語

有 2000 アメリカ
監督・製作：ビリー・ボブ・ソーントン  製作：ロバート・サレ
ルノ  脚色：テッド・タリー  原作：コーマック・マッカーシー
撮影：バリー・マーコビッツ

スリープウォーカーズ HPBS14587 ¥1,400

インディアナ州の田舎町に引っ越してきた高校生チャールズは近所付き合いを避けるように、母メアリーと二人
でひっそり暮らしていた。そんな彼にもクラス一の美少女タニアというガール・フレンドが出来、普通の高校生活
を楽しんでいるかに見えた。しかし、彼の甘いマスクの下には牙を剥く伝説のヴァンパイア“スリープウォーカー
ズ”が潜んでいた・・・。

89分
日本語、
英語

有 1992 アメリカ

監督：ミック・ギャリス  製作：マーク・ビクター  製作：マイケ
ル・グレイス  製作：ナビール・ザヒド  脚本：スティーブン・
キング  製作総指揮：ディミトリ・ロゴセティス  製作総指
揮：ジョセフ・メダウォー

テキサス群盗団 HPBS23145 ¥1,400
早撃ちで名高いジェス・カーリンは、町を牛耳るルークの策略でお尋ね者となりメキシコで暮らしていた。ある
日、その町から流れ着いてきた男から、自分の兄が殺されたことを聞く。彼は仇討ちを誓い、真相を確かめるた
め再び町に帰るが、ルーク率いる手下たちがジェスの命を狙おうと待ち構えていたのだった…。

88分
日本語、
英語

無 1966 アメリカ
監督：レスリー・セランダー  製作：ジョン・Ｃ・チャンピオン
ブルース・バラバン
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ニコライとアレクサンドラ HPBS10054 ¥1,400

１９０４年。ロシア皇帝ニコライと皇后アレクサンドラとの間に、皇太子アレクセイが誕生した。しかし、アレクセイ
が病にかかっていることが分かり、怪僧ラスプーチンの不思議な力で危機を救われた。それを機にアレクサンド
ラは彼を寵愛するようになるが、ラスプーチンは次第に皇帝までをも操り出す。これが王室の悲劇の始まりとな
り、ロシア帝国の未来に暗雲が立ち込める…。

189分
日本語、
英語

無 1971 アメリカ
監督：フランクリン・Ｊ・シャフナー  製作：サム・スピーゲル
脚本：ジェームズ・ゴールドマン  音楽：リチャード・ロド
ニー・ベネット  撮影：フレディ・ヤング

ハードコアの夜 HPBS10084 ¥1,400

突然失踪した娘を探すためジェイクは、雇った探偵から一本のポルノ映像を見せられる。そこに写っていたの
は、淫らな格好をした娘の姿だった。激しいショックを受けるジェイク。やがて足取りを追う彼を待ち受けていたの
は、泥沼のように底知れぬポルノ業界の裏側だった・・・。果たして父親が見たものとは何か。そして失踪した娘
が求めるものとは？！

108分
日本語、
英語、ス
ペイン語

無 1979 アメリカ
監督・脚本：ポール・シュレイダー  製作：バズ・フェイトシャ
ンズ  製作総指揮：ジョン・ミリアス

ハウス・オブ・ザ・デッド２ HPBS42948 ¥1,400

ゾンビのDNAを操作し、死者復活の研究を大学内で密かに進めていた一人の教授。だが、実験に失敗し死人は
より進化した“超人類”（ハイパーザピエンス）のゾンビとなって復活してしまう。次々と生徒たちを襲い血肉を貪り
増殖していくゾンビ。生存者救出とゾンビから摂取した血液で、抗体ワクチンを作ろうと考えた政府は部隊を派
遣。決死の戦いを繰り広げるがなんと蚊を媒介して感染するものも出できてしまう。果たして感染をくい止め、無
事脱出することができるのか！？

96分
日本語、
英語

有 2005 アメリカ
監督：マイク・ハースト  脚本・製作：マーク・A・アルトマン
脚本：マイケル・ローシュ

ビッグ・ヒット HPBS26551 ¥1,400

メルはプロのヒットマン。殺しの腕は超一流だが、プライベートに問題あり。今日も仲間のシスコ、クランチ、ビン
ス、とともに標的を見事に仕留る。ある日、彼は自分を金ヅルとしか考えていないフィアンセや愛人に尽くすた
め､シスコの立てた誘拐計画に参加する。ところが誘拐した富豪の娘の名付け親はなんとメルたちのボスだっ
た。シスコの裏切りでメルは組織から追われるはめに。果たして彼は銃弾と誠意でこの難局を乗り切ることが出
来るのか・・・?！

91分
日本語、
英語

有 1998 アメリカ

監督：カーク・ウォン  脚本：ベン・ラムジィ  製作：ウォーレ
ン・ザイド  製作：ウェズリー・スナイプス  製作総指揮：ジョ
ン・ウー  製作総指揮：テレンス・チャン  製作総指揮：ジョ
ン・Ｍ・エッカート  音楽：グレアム・レベル

プロフェシー HPBS32329 ¥1,400

ワシントン・ポスト紙の記者ジョンは妻メアリーと幸せな日々を送っていたが、原因不明の交通事故に遭い、メア
リーが負傷してしまう。懸命の看護の甲斐もなく、彼女は謎の言葉と不思議なスケッチを残してこの世を去ってし
まう。２年後のある日、ジョンは車で移動中に見知らぬ町ポイントプレザントに迷い込んでしまう。彼はそこで
数々の不可思議な事件に遭遇し、メアリーの死の真相に繋がる手掛かりを発見する・・・。

119分
日本語、
英語

有 2001 アメリカ
監督：マーク・ペリントン  製作：トム・ローゼンバーグ  製
作：ゲアリー・ルッチェシ  製作：ゲアリー・ゴールドステイン
撮影：フレッド・マーフィ、ＡＳＣ  音楽：トムアンドアンディ

ボビーＺ HPBS45101 ¥1,400

元海兵隊のティムは、トラブルだらけの人生で服役中の身。塀の中でも問題ばかりを起こす彼に、ある囮捜査の
話が持ちかけられる。それは、カリフォルニア伝説の男“ボビー・Ｚ”に成りすまし、事件を解決すること。協力す
ることで晴れて自由の身になった彼に次々と襲い掛かる罠と謎。麻薬王、ギャング、捜査官、そして遂には“本
物”!?のボビー・Ｚにも追われる羽目に！「一つの人生」を賭けた何でもアリの争奪戦！ 後に勝つのは!?

96分
日本語、
英語

有 2007 アメリカ
監督：ジョン・ハーツフェルド  製作：ピーター・シュレッセル
他  原作：ドン・ウィンズロウ

マンハッタン・ラプソディ HPBS21712 ¥1,400

大学の数学教授であるグレゴリーは過去の苦い経験から、セクシーな美女を見ただけでめまいを起こすという
奇妙なクセの持ち主。そんな彼が、ふとしたきっかけで同じ大学で教える地味で知的な女性ローズと知り合う。
やがて二人は恋に落ち夫婦となるが、グレゴリーが望むのは“セックスレス”な生活だった。女性として不満を抱
くローズは、彼の気持ちを変えるため魅力的な女性になる決心をするが･･･。

126分 日本語 有 1996 アメリカ

製作・監督：バーブラ・ストライサンド  ストーリー＆脚本：リ
チャード・ラグラヴェニーズ  製作：アーノン・ミルチャン  製
作総指揮：シス・コーマン  撮影：ダンテ・スピノッティ，Ａ．
Ｉ．Ｃ．  撮影：アンジェイ・バートコウィアック  音楽作曲・編
曲：マービン・ハムリッシュ  “愛のテーマ”作曲：バーブラ・

イザ ド

ミラーマスク HPBS33846 ¥1,400

サーカス一家に生まれた少女へレナは、ある晩、光と闇と二つの国が微妙なバランスを保つ、不思議な世界と
迷い込んでしまった。そこで、彼女は自分とそっくりな闇の王女のせいで、光の国を治める白の女王が深い眠り
につき、世界が闇の影に飲み込まれつつあることを知る。白の女王を目覚めさせ、光と闇のバランスを取り戻さ
ねば、ヘレナも現実の世界には戻れない。いま、幻のミラーマスクを探す旅が始まる・・・。

104分
日本語、
英語

有 2005 アメリカ
監督／原作：デイブ・マッキーン  原作／脚本：ニール・ゲ
イマン

ミラクル７号 HPBS48768 ¥1,400

小学生のデッキーと工事現場で働く父のティーは、いまどき珍しいほどの超ビンボー親子。学はないけれど実直
なティーは、息子を名門校に通わせるために必死で働いている。ディッキーはそんな父を誇りに思いながらも、
度を越したビンボーっぷりのせいで同級生からイジメられる毎日。そんなある日、ゴミ捨て場から謎の物体を
ティーが拾ってきたことから、ディッキーの暮らしに変化が訪れる。それは予想以上に「使えねー」地球外生命体
＝ミラクル７号だった。次第に家族のような絆が芽生え始めた時、この親子に 大のピンチが迫りくる・・・！

88分
日本語、
英語

有 2008 アメリカ
監督／製作／脚本：チャウ・シンチー  プロデューサー：
チュイ・ポーチュウ／ハン・サンピン  撮影監督：プーン・ハ
ンサン

モーテル２ HPBS52284 ¥1,400
とある町の郊外にある古びたモーテル。ひと時の安らぎを求め宿泊客が訪れる、自分が悲惨な末路を迎えると
も知らずに・・・。そこは客を殺害し、殺人ビデオを撮影している恐ろしいモーテルだった。  『モーテル』以前の
初の犠牲者を描く衝撃作。

86分
日本語、
英語

有 2009 アメリカ
監督：エリック・ブロス  製作：ハル・リーバーマン  脚本：
マーク・Ｌ・スミス  撮影：ブライアン・パスカル

ルームメイト　２ HPBS40202 ¥1,400
一緒に死ぬことで本当の親友になれると信じるホリーのルームメイト、テス。そんなテスの常軌を逸した行動が、
ホリーを襲う。ストーキング、監視、殺人。ホリーは本当の恐怖を味わうことに…。前作を凌ぐ傑作サイコ・サスペ
ンス。

91分
日本語、
英語

有 2005 アメリカ
監督：キース・サンプルズ  製作：マーク・ビエンストック
撮影：トーマス・Ｍ・ハーティング

去年の夏　突然に HPBS10395 ¥1,400

ある日、若く優秀な脳外科医クックロウィッツ博士は、裕福な未亡人ビネーブル夫人の邸宅に招待され、ある脳
手術を依頼される。患者は、夫人の息子セバスチャンの死を機に発病し、精神病院に入院中の姪キャザリン。
夫人は、病院への寄付をちらつかせ、強引に手術を迫る。しかし、キャザリンを診た博士は、彼女に手術が必要
とは思えなかった。夫人は、セバスチャンの死に関して、重大な謎を握っているキャザリンの記憶が蘇ることを恐
れていたのだった・・・。

114分
日本語、
英語

無 1959 アメリカ

監督：ジョーゼフ・L・マンキーウィッツ  音楽：ボクストン・オ
ウ  脚本：テネシー・ウィリアムズ  撮影：ジャック・ヒルディ
ヤード  監督：ジョセフ・Ｌ・マンキウィッツ  製作：サム・ス
ピーゲル  音楽：マルコム・アーノルド

私にもできる！イケてる女の１０
（以上）のこと

HPBS80314 ¥1,400

1993年の夏。卒業生総代として高校を卒業したばかりの真面目な女の子ブランディ。性への好奇心でいっぱい
の彼女は、秋の大学入学までにさまざまな経験を積み、男が振り返るステキな女性になろうと、あるリストを作
成する。それはなんと、ロストバージンへの道のりを記したあまりにも過激なチェックリストだった！一人の奥手
な女の子の初体験物語を際どいセリフとシチュエーション満載で描く青春コメディ。

104分
日本語、
英語

有 2013 アメリカ 監督・脚本 ： マギー・ケアリー
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水爆と深海の怪物 HPBS11731 ¥1,400
アメリカ海軍の原子力潜水艦が、テスト航行中に正体不明の物体から襲撃される。調査の結果、水爆実験の影
響で生態をくるわされた巨大なタコが、餌を求めて人間を襲っていたことが判明する。巨大タコはサンフランシス
コに出現。金門橋を破壊し、湾内に入り街を攻撃し始めた。

79分
日本語、
英語

無 1955 アメリカ
監督：ロバート・ゴードン  製作総指揮：サム・カッツマン
製作：チャールズ・Ｈ・シニア  特撮：レイ・ハリーハウゼン

電話で抱きしめて HPBS29098 ¥1,400

仕事一筋の長女ジョージア、家事と仕事を両立させている次女イヴ、今はとりあえず“女優”をやっている自由奔
放な三女マディ。そして老いてなお人騒がせな父親ルー。そんな一見すれ違いだらけの家族がかろうじて結び
ついているのは電話でのおしゃべりがあるから。けれど、父親の急な入院がきっかけで、一番のパパっ子だった
イヴはあらためて家族の愛と絆に気づかされていく・・・。

95分
日本語、
英語

有 2000 アメリカ

監督：ダイアン・キートン  脚色・製作総指揮・原作：デリ
ア・エフロン  脚色・製作：ノーラ・エフロン  製作：ローレン
ス・マーク  製作総指揮：ビル・ロビンソン  撮影：ハワード・
アサートン，Ｂ．Ｓ．Ｃ．

未来警察 HPBS10629 ¥1,400
ロボット専門のトラブル処理のラムジー警部補は、家事用ロボットが人間を殺した事件を担当することになった。
調べてみると、ロボットには殺人用特殊回路が埋め込まれていた。近未来の巨大都市を舞台にしたＳＦアクショ
ン。

95分

日本語、
英語、中
国語、タ
イ語

無 1984 アメリカ 監督・製作・脚本マイケル・クライトン

無頼漢 HPBS13648 ¥1,400

凄腕の無法者シャイアンは銀行を襲撃する依頼を受け町にやってきたが、すでに銀行は襲われていた。シャイ
アンはその町で旧友スティーヴと出会う。彼は保安官で犯人を探していたが、あと一歩のところで強盗団の策略
によりシャイアンが濡れ衣を着せられてしまう。スティーヴは彼を助けるため逃がそうとするが、その罪で投獄さ
れてしまう…。

87分
日本語、
英語

無 1943 アメリカ
監督：チャールズ・ヴィダー  製作：ハリー・ジョー・ブラウン
原作：マックス・ブランド

名探偵再登場 HPBS10086 ¥1,400

１９４０年代、架空の町サンフランシスコ。私立探偵ルー・ペキンポーは相棒を何者かに殺害されてしまう。更に
未亡人ジョージアの証言で殺人容疑をかけられた彼は、疑惑を解くために真犯人探しをするが手掛かりもなく頭
を抱える始末。そんな 中“１２個のダイヤモンドの卵”と呼ばれる美術品の捜索依頼が舞い込んでくるが、意外
なことにその“卵”がペキンポーの疑惑を解く鍵となる…。

88分
日本語、
英語

無 1978 アメリカ
監督：ロバート・ムーア  製作：レイ・スターク  脚本：ニー
ル・サイモン  撮影：ジョン・Ａ・アロンゾ,Ａ.Ｓ.Ｃ.  音楽：パト
リック・ウィリアムズ

夜の豹 HPBS11205 ¥1,400

芸人ジョーイは才能はあるが、極めてワガママ。そして女に手が早く、あちこちでトラブルを起こして厄介ばらい
されていた。無一文でサンフランシスコへやって来たジョーイは旧友ネッドが働くナイトクラブで強引に職を得る。
そこで一儲けを企むジョーイは大富豪の未亡人、ベラの愛人となるが、そんなジョーイをよそにコーラス・ガール
のリンダは密かに彼を愛し始めていた・・・。

109分
日本語、
英語

無 1957 アメリカ
監督：ジョージ・シドニー  製作：フレッド・コールマー  脚
本：ドロシー・キングスレー  原作：ジョン・オハラ

７セカンズ HPBS38599 ¥1,400
ジャック・ダリバー率いる強盗団は偶然ゴッホの絵を持ち逃げしてしまったことで、絵を追ってきたロシアマフィア
に仲間をさらわれる。仲間を奪還するため、犯罪のプロ同士の抗争が勃発する。ウェズリー・スナイプス 新ク
ライム・アクション!!

96分
日本語、
英語

有 2005 アメリカ
監督：サイモン・フェローズ
製作：アンドリュー・スティーヴンス

アルファ・ドッグ　破滅へのカウ
ントダウン

HPBS47588 ¥1,400

1999年カリフォルニア州クレアモント―。  麻薬密売人のジョニーは、仲間のジェイクが売買に失敗したことが原
因で彼と敵対関係に陥ってしまう。そこでジョニーは見せしめのため、偶然通りかかったジェイクの弟を誘拐する
が、それは、仲間・家族、FBIをも巻き込む大事件へと発展していくのだった。やがて、身動きのとれなくなった
ジョニーは、恐ろしい計画を立てるが…。

117分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ
監督・脚本：ニック・カサヴェテス  製作：シドニー・キンメル
他  撮影：ロベール・フレース  音楽：アーロン・ジグマン

ウィッカーマン HPBS43129 ¥1,400

ある日、警官メイラスのもとに、８年前に突然失踪した婚約者ウィローから、彼との間に生まれた娘が行方不明
なので助けてほしいという手紙が届く。単身、ウィローの故郷の島を訪れたメイラスは、娘が島に暮らしていた形
跡を見つけ出すが、島民たちは娘の存在を否定し、真実を語ろうとしない。外界から閉ざされた孤島で難航する
捜査、秘密めいた島民たち。やがてメイラスが辿りついた、島にまつわる衝撃の真実とは!?

102分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ
監督・脚本：ニール・ラビュート  オリジナル脚本：アンソ
ニー・シェイファー  音楽：アンジェロ・バダラメンティ

エージェント・ゾーハン HPBS37871 ¥1,400

中東の諜報員ゾーハンは、抜群の身体能力で敵を次々となぎ倒し、敵に恐れられていた。そんな彼の密かな夢
は美容師になることだった。はさみを見つめてはうっとりする毎日を過ごしていた彼に、ニューヨークで美容師に
なるチャンスが訪れる。諜報員から、カリスマ美容師へ！様々な裏技で年配のご婦人からは人気者になった彼
に昔の敵が忍び寄ったからサー大変！どーなる、ゾーハン!?

113分
日本語、
英語

有 2008 アメリカ
監督：デニス・デューガン  脚本：アダム・サンドラー／ジャ
ド・アバトー他

ガリバーの大冒険 HPBS10195 ¥1,400
医者のガリバーは探検航海に出発するが、そこには些細な事でケンカした恋人も潜り込んでいた。やがて襲い
かかる嵐によって、ガリバーは海に放り出されてしまうのだが・・・。

99分
日本語、
英語

無 1960 アメリカ
監督／共同脚本：ジャック・シャー  製作：チャールズ・Ｈ・
シニア  特撮：レイ・ハリーハウゼン  原作：ジョナサン・ス
ウィフト  音楽：バーナード・ハーマン

クロムウェル HPBS10251 ¥1,400
時は1642年、チャールズ1世の絶対王権を守らんとする騎士派とカトリックに反対するピューリタンは議会で衝
突。両者の対立は各地での戦闘に飛び火し、血の市民革命が始まった。オリバー・クロムウェルは市民の先頭
に立ち、国を二つに引き裂こうとする戦いに挑み…。

140分

日本語、
英語、フ
ランス
語、スペ
イン語

無 1970 イギリス
製作アーヴィング・アレン  監督・脚本ケン・ヒューズ  音楽
フランク・コーデル  撮影ジェフリー・アンスワース

コンドル HPBS12588 ¥1,400

舞台は南米のバランカ。パナマで仕事がなく、船を下りたピアノ弾きのボニーは、アンデス山脈の危険な地帯で
命がけで働くパイロット達に出会う。船に乗ってニューヨークに帰るはずのボニーは、航空会社を経営するパイ
ロットのジェフに興味を持ち、バランカに滞在する事に。皆が待っていた新しいパイロットがバランカに来た。皮肉
なことに、そのパイロットはジェフの親友キッドの弟を見殺しにしたパイロットで、なんと彼の妻はかつてジェフが
理想の女性と思っていたジュディだった。ジェフに思いを寄せるボニーの恋の行く末は？

120分
日本語、
英語

無 1939 アメリカ

監督・製作・脚本：ハワード・ホークス  脚本：ジュレス・
フォースマン  撮影：ジョセフ・ウォーカー，A．S．C．  音
楽：ディミトリ・ティオムキン  編集：ヴィオラ・ローレンス  美
術：ライオネル・バンクス  特殊効果：ロイ・デビッドソン
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ザ・プロテクター HPBS46633 ¥1,400
元ニューオーインズ市警のジャックは、新たに国境警備体の任に就いた。彼には麻薬に関する辛い過去があ
り、麻薬組織をとても憎悪したいた。そんな彼の前に、アメリカの特殊部隊員が関わる大規模な麻薬密輸組織
が立ちはだかる。悪の根源壊滅のため、今、ジャックの孤独な戦いが始まる！

95分
日本語、
英語

有 2008 アメリカ
監督：アイザック・フロレンティーン  脚本：ジョー・ゲイトン、
ケイド・コートリー  製作：アヴィ・ラーナー他

ジャン＝クロード・ヴァン・ダム
ザ・ディフェンダー

HPBS42809 ¥1,400

フィリップはアフガニスタンとイラクで数年間軍に従事してきた。戦闘のプロフェッショナルである彼に依頼された
仕事は、ボクシング世界ヘビー級チャンピオンだった男を、敵対するラップ・グループから守ること。世界No.1を
護衛する人類 強の男。飛び散る銃弾をかいくぐり、必殺マーシャル・アーツが炸裂する！これぞヴァン・ダム・
アクション 高傑作！

110分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ
監督・脚本：シェルドン・レティック  製作総指揮：デヴィッ
ド・ビクスラー

セックス・アンド・マネー HPBS40818 ¥1,400

昔から仲の良い4人の女友達。3人はキャリアを積み、結婚もし、順風満帆。ところがオリビアにいたっては、失
業中でなんとか生計をたてている有様だった。未だ独身で前の男が忘れられずにいる彼女に、新しい男性を紹
介するが、誠実で素敵に見えたその彼、実は二股をかけていたのだった…。傷つきながらも、本当の恋と幸せを
模索する女性たちを描くラブ・ストーリー。

88分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ 監督・脚本：ニコル・ホロフセナー

デトネーター HPBS41268 ¥1,400
元ＣＩＡ諜報員グリフィスにとって、美女ナディア一人を護衛することは簡単な任務であると思われた。しかし実は
彼女は、とてつもなく巨大な犯罪組織から狙われる身であった。次第に明らかになるＣＩＡと密売組織との癒着。
迫り来る危機。グリフィスは無事彼女を守り抜き、密売組織を壊滅させることができるのか−。

96分
日本語、
英語

有 2005 アメリカ 監督：レオン・ポーチ  製作：アンドリュー・スティーヴンス

ドン・サバティーニ HPBS11575 ¥1,400

夢と希望に胸を膨らませ、ニューヨークにやってきたクラーク。到着するなり荷物と全財産を奪われ、途方に暮
れる彼の前に現れたのは、なんと『ゴッドファーザー』のドン・コルレオーネに瓜ふたつの自称“輸入業者”サバ
ティーニ。税関に荷物を取りに行くだけで５００ドルという仕事を持ちかけてきたのだ。ところが、行ってみればそ
こにいたのは絶滅寸前のコモドオオトカゲ！サバティーニ主催の極秘グルメ・パーティー“一皿 低２０万ドルは
下らない絶滅寸前の動物を食べる会”のメイン・ディッシュだったのだ - ！

102分
日本語、
英語

有 1990 アメリカ
監督・脚本：アンドリュー・バーグマン  製作：マイク・ロベ
ル  撮影：ウィリアム・Ａ・フレイカー  編集：バリー・マルキ
ン  音楽：デビッド・ニューマン

ポルノ☆スターへの道 HPBS80225 ¥1,400
仕事をクビになり、途方に暮れる冴えない青年バッキー。そんなある日、友達と観た古いポルノ映画の俳優が自
分の両親だということが発覚！両親は70年代名を馳せた有名ポルノ・スターだったのだ！その熱い遺伝子を胸
にバッキーはポルノ・スターの頂点を目指しハリウッドへ行くのだが・・・

91分
日本語、
英語

無 2010 アメリカ
監督：トム・ブラディ  製作・脚本：アダム・サンドラー、アレ
ン・コヴァート他

ラブ・アペタイザー HPBS46837 ¥1,400

コーヒーショップ店長は、妻の異変に気づかず幸せに暮らしていた。ある日突然、妻が女性と駆け落ち―そし
て、離婚。2度目の結婚はうまくいくと思ったが、新妻は以前の不倫相手が忘れられず・・・浮気し、家を出る・・・。
元ドラッグ・ジャンキーに一目惚れした愛らしい娘は、めでたくゴールインするものの、子供を授かると共に夫が
突然死・・・など、不良息子との折り合いに悩む哲学教授（モーガン・フリーマン）の周りで9人の男女が織り成す
流麗なラブ・ドラマ。

102分
日本語、
英語

有 2007 アメリカ
監督：ロバート・ベントン  脚本：アリソン・バーネット  製作：
ゲイリー・ルチェッシ／トム・ローゼンバーグ／リチャード・
Ｓ・ライト  製作総指揮：エリック・リード

ランダム・ハーツ HPBS28808 ¥1,400

ワシントンＤ．Ｃ．警察の内務捜査室に勤める巡査部長ダッチは、愛妻のペイトンが出張中に乗っていた旅客機
が墜落したというニュースにショックを受ける。生存者はゼロ。深い悲しみに暮れるダッチだが、それは謎めいた
真実への入り口に過ぎなかった・・・。愛するものを飛行機事故で亡くした男と女。出会うはずのない二人が、運
命によってランダム（偶然）に結びついた時、哀しみと謎めいた真実に彩られたミステリーの幕が上がる。

132分
日本語、
英語

有 1999 アメリカ

監督・製作：シドニー・ポラック  製作：メアリーケイ・パウエ
ル  原作「ランダム・ハーツ」（ハヤカワ文庫刊）：　ウォーレ
ン・アドラー  脚色：カート・ルーデック  音楽：デイヴ・グ
ルーシン

ロード・ジム HPBS10259 ¥1,400

船員だったジムは、かつての沈みかけた船から逃げ出し、乗客を見捨ててしまった過去を持っていた、身を隠し
ながら各港を渡り歩いていた中、武器をある村へ運ぶ仕事を請け負う。その村は"将軍"と呼ばれる男が牛耳っ
ていて、耐えかねた村人たちは武器を手に入れて反乱を起こそうとしていたのだった。ところが、将軍の手下に
計画がもれてしまい、ジムは捕まってしまう。スキを見て逃げ出した彼は、村人たちを救うべく共に戦う決意をす
る。

154分

日本語、
英語、フ
ランス
語、スペ
イン語

無 1965 アメリカ
監督・製作・脚本：リチャード・ブルックス  原作：ジョセフ・
コンラッド  音楽：ブロニスラウ・ケイパー

ロンリーハート HPBS45100 ¥1,400

レイモンドは新聞の恋人募集欄“ロンリーハート・クラブ”に広告を出し、夫が戦死した女性や未婚の女性を狙
い、財産を騙し取る結婚詐欺師。新たな獲物マーサが彼の窮地を救ったことがきっかけで二人は強い絆で結ば
れ、マーサも詐欺に加担するようになる。やがて二人は、女性の財産だけでなく、命までも奪うという残虐な犯罪
を犯すことで、互いの愛を確認するようになる。異常な犯罪を繰り返す二人を、ひとりの刑事が追いつめていく
…。

107分
日本語、
英語

有 2006 アメリカ 監督・脚本：トッド・ロビンソン

再会の街で HPBS45226 ¥1,400
家族、仕事に恵まれた歯科医アランは、ある日大学時代のルームメイトのチャーリーと偶然ニューヨークの街で
再会する。学生の頃とあまりにも変貌した友人の姿に、愕然とするアラン。チャーリーは、あの“9.11”の飛行機
事故で家族を亡くし、一人心を閉ざしていたのだ。アランはチャーリーの心を開こうと努力するが…。

124分
日本語、
英語

有 2007 アメリカ
監督・脚本：マイク・バインダー  製作：ジャック・バインダー
製作：マイケル・ロテンバーグ

失はれた地平線 HPBS10286 ¥1,400

イギリス外交官ロバート･コンウェイらを乗せ、戦乱の中国から飛び立った飛行機はハイジャックに遭う。予定外
のコースをたどる飛行機は、折からの暴風雨と燃料不足のため、雪深いチベットの奥地に不時着してしまう。死
を覚悟した生存者全員の前に、やがて、どこからともなく現れた一人のラマ教寺院の僧チャン。彼はコンウェイた
ちを、いまだかつて誰も足を踏み入れたことがない伝説の理想郷“シャングリラ”へと導いていった・・・。

132分
日本語、
英語

無 1937 アメリカ
製作・監督：フランク・キャプラ  原作：ジェイムズ・ヒルトン
脚本：ロバート・リスキン  撮影：ジョセフ・ウォーカー　ａ．
ｓ．ｃ．  音楽：マックス・スタイナー
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心のままに HPBS14599 ¥1,400
子供のように純真な心を持つジョーンズ。ある日、建築現場の屋根から飛ぼうとした彼は興奮状態に陥り病院
に運び込まれる。彼の担当医となったリビーは、治療に当たるうちに、天真爛漫に生きるジョーンズに心を許す
ようになっていく。患者と医師という立場をこえて愛し合っていく２人が選んだ道は・・・。

114分
日本語、
英語

有 1993 アメリカ

監督：マイク・フィッギス  脚本：エリック・ロス  脚本：マイケ
ル・クリストファー  製作：デブラ・グリーンフィールド  製
作：アラン・グリースマン  製作総指揮：リチャード・ギア  製
作総指揮：ジェリー・A・・バーウィッツ  撮影監督：ファン・
ルイス・アンチーア  音楽：モーリス・ジャール

ｇｏ（ゴー） HPBS28019 ¥1,400
ＬAとラスベガスのアンダーワールドを舞台に繰り広げられるクリスマス・イブの２４時間。マルチ商法から、タント
ラ教のセック、果ては即席ドラッグ・ディーラーまでやりたい放題。３組の若者は手に負えない事件に巻き込まれ
ていく。型破りな構造が斬新なノン・ストップ・クライム・ムービー。

102分
日本語、
英語

有 1999 アメリカ
監督・撮影：ダグ・ライマン  脚本・共同製作：ジョン・オーガ
スト  音楽：ＢＴ（ブライアン・トランゾー）  編集：スティーブ
ン・ミリオン  衣裳デザイン：ジェネヴィーブ・ティレル

クリミナル・サスペクツ HPBS34718 ¥1,400

自動車整備士のレニーは、ギャングのリックから時折運転手として裏の仕事を依頼されていた。レニーがいつも
のように運転手を務めている 中、リックが殺されてしまう。それは裏社会を牛耳るジミーと取引をするための誘
拐の始まりであった・・・。ジミーを取り巻く７００万ドルの行方、公共工事の談合渦巻く闇社会。そして誘拐の目
的は？全てを操っているのは誰だ！実際の事件をもとにつくられたクライム・アクション！

91分
日本語、
英語

無 2000
アメリカ／ドイ
ツ

監督・脚本：ドミニク・フォルマ 脚本：ダニエル・ゴルカ 脚
本：アミット・メッタ

クレイジー・イン・アラバマ HPBS28018 ¥1,400
１９６５年、夏。少年、ピージョーは、大人になる上で“自由”といった問題を学んでいくことになる。その先生と
なったのは、ゴージャスでエキセントリックな叔母、ルシール。彼女は夫の暴力から逃れ、ＴＶスターになる夢を
叶えようとハリウッドへ旅立とうとしていた。−殺した夫の首と一緒に・・・。

112分

日本語、
英語、音
声解説
用（２種）

有 1999 アメリカ

監督：アントニオ・バンデラス  製作：メア・テパー  製作：リ
ンダ・ゴールドスタイン、デブラ・ヒル、ダイアン・シラン・ア
イザックス  製作総指揮：ジェイムズ・Ｒ・ダイアー  原作・
脚本：マーク・チャイルドリス

サスペクト・ゼロ HPBS34726 ¥1,400
不可解な３件の殺人事件。まぶたを切り取られ、眼球をむき出しにされた死体には、"Ф" のマークが残されて
いたー。ＦＢＩ捜査官マッケルウェイに送られてくる、膨大な量のファックスとスケッチ。それらに秘められた手がか
りから、被害者達の恐るべき共通点が次第に明らかにされていく。

100分
日本語、
英語

有 2004 アメリカ
監督／製作：Ｅ・エリアス・マーヒッジ  脚本：ザック・ペン／
ビリー・レイ  製作：ポーラ・ワグナー／ゲイ・ヒルシュ

終着駅 トルストイ 後の旅 HPBS80128 ¥1,400

「戦争と平和」「アンナ・カレーニナ」を世に生み出した、ロシアの大文豪トルストイ。比類なき文学的才能と家柄、
作家としての名声。莫大な印税と多くのものに恵まれた彼はなぜ、82歳で家出し名も無き田舎の駅で客死せざ
るをえなかったのか。始まりは、彼の残した遺言にあった。トルストイの作品に関する権利を家族ではなくロシア
国民に与えるというその内容は、妻ソフィヤとの関係を思いがけぬ方向に導いてゆく…“世界三大悪妻”と名高
いソフィヤ。しかしすべては女としてトルストイを愛し、母として家族を守るための行動だった…世界的名優に
よって描く極上の人間ドラマ。

112分
日本語、
英語

有 2009 ドイツ/ロシア
監督／脚本：マイケル・ホフマン  製作：クリス・カーリン
グ、イェンス・モイラー、ボニー・アーノルド  撮影：ゼバス
ティアン・エドシュミット  音楽：セルゲイ・イェチェンコ

スウェプト・アウェイ HPBS33742 ¥1,400
リッチで高慢なマダム、アンバー。ある日ボートの事故で、世話係の船乗りジュゼッペと共に、無人島に漂着す
る。金も権力も通用しない中で立場は逆転、彼女はかつてない屈辱を受ける。だが、やがて身分も年齢も超え
た真実の愛が生まれ・・・。

89分
日本語、
英語

有 2002 アメリカ

監督・脚本：ガイ・リッチー  製作：マシュー・ボーン  撮影：
アレックス・バーバー  美術：ラッセル・デ・ロザリオ  編集：
エディ・ハミルトン  共同製作：アダム・ボーリング  共同製
作：デヴィッド・リード  衣装：マリアンヌ・フィリップス  音
楽：ミシェル・コロンビエ

スリーサム　～危険な関係～ HPBS14989 ¥1,400

エディとスチュアートはカリフォルニアの名門大学学生寮ルームメイト。ある日、ミスによりアレックスという女子
学生が彼らと同室になる。プレーボーイのスチュアートはさっそく彼女にモーションをかけるが、アレックスは繊
細なエディに惹かれ始める。ところがエディは密かにスチュアートを想い、やがて奇妙な三角関係になってゆ
く・・・。

93分
日本語、
英語

有 1994 アメリカ
監督・脚本：アンドリュー・フレミング  製作：ブラッド・クレボ
イ  製作：スティーブ・ステブラー  音楽：トーマス・ニューマ
ン  撮影：アレキサンダー・グルジンスキー

ソルジャー・ストーリー HPBS10487 ¥1,400
ルイジアナの陸軍基地で黒人部隊所属の鬼軍曹が殺害された。ところがその捜査の為に本部から送り込まれ
て来たのはハワード大学を卒業したエリート黒人将校だった。黒人と黒人の対立の中で、次第に人種差別の問
題が明らかになっていく。

101分
日本語、
英語

無 1985 アメリカ
監督：ノーマン・ジュイソン 製作総指揮：チャールズ・シュ
ルツ 脚本：チャールズ・フラー 音楽：ハービー・ハンコック

ノー・マーシィ　非情の愛 HPBS13507 ¥1,400

相棒を惨殺されたロサンゼルスの刑事エディは、事件の鍵を握る謎の女を追って、ニューオーリンズへやってく
る。ところが、彼女は麻薬組織を牛耳る男の情婦。女を無理矢理連行しようとしたエディだったが、ボスの手下ど
もに追われ、二人は手錠を繋がれたまま泥沼を逃げる羽目に。常に手錠で繋がれた異常状態。組織からの逃
避行が続く中、二人の絆は手錠から愛へと変わっていった・・・。

107分
日本語、
英語

無 1986 アメリカ

製作総指揮：　マイケル・ハウスマン  製作：Ｄ・コンスタン
ティン・コンテ  共同製作：ジム・カラバソス  監督：リチャー
ド・ピアス  脚本：ジム・カラバソス  撮影：マイケル・ブラウ
ト  音楽：アラン・シルベストリ

ハード・キャンディ HPBS27811 ¥1,400

コートニー、ジュリー、マーシー、リズは、レーガン高校の美しい女王様４人組。しかし中でも抜群の人気者リズ
が、１７歳の誕生日、他の３人の悪戯で思いがけなく死に至る。３人の隠蔽工作を知ったのは、学校一ダサい女
の子、ファーン。リーダーのコートニーは口封じのため、ファーンを変身させ、自分たちの仲間に入れてやると約
束するが・・・。

86分

日本語、
英語、日
本語吹
替え用

有 1998 アメリカ
監督・脚本：ダレン・スタイン  製作：ステイシー・クレイマー
製作：リサ・トーネル  撮影：エイミー・ビンセント  衣裳デザ
イン：ビキ・ブリンコード

パラダイス・アーミー HPBS10043 ¥1,400

タクシー運転手のジョンと英語教師のラッセルは、もっと楽して生活しようと、三食衣服つきの陸軍に入隊する。
ところが、現実はそう甘くはなかった。早朝から特訓、特訓の連続で、快適な生活なんて夢話。辛く、グッタリする
毎日だった。ところが、なぜか超極秘作戦“EM５０計画”に参加することになってしまった!! ダメダメ男がひょんな
ことから一躍陸軍のヒーローになってしまう、喜劇俳優ビル・マーレーの魅力満載の傑作アーミー・コメディ！

106分
日本語、
英語

無 1981 アメリカ
監督：アイヴァン・ライトマン  脚本：レン・ブラム、他  撮
影：ビル・バトラー，A.S.C.
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プリズン・サバイブ HPBS52440 ¥1,400
妻子と幸せな日々を送っていたウェイドは、ある晩、自宅に押し入った強盗を殺してしまう。過剰防衛で刑務所
に入る事になった彼に待ち受けていたのは、凶悪犯たちの制裁や看守たちの嫌がらせだった。始めた耐え忍ん
でいたウェイドだったが、とうとう怒りが爆発する。

104分
日本語、
英語

有 2008 アメリカ 監督・製作：リック・ローマン・ウォー

ペギー・スーの結婚 HPBS13508 ¥1,400

２５年前に高校を卒業したペギー・スーは当時ステディであったチャーリーと卒業後すぐに結婚。しかし、彼の浮
気が原因で今は別居生活を送っている。そんな折に開催された高校の同窓会に出席した彼女は、旧友に囲ま
れ懐かしい青春の日々の思い出に気持ちを昂ぶらせ、興奮のあまり突然昏倒してしまう。そして気が付くと、な
んと身も心も２５年前の高校時代へと戻っていたのであった！過去に戻ったことを知った彼女は失われた青春を
もう一度謳歌しようとするのだが・・・。

102分
日本語、
英語

無 1986 アメリカ

監督：フランシス・フォード・コッポラ  製作総指揮：バリー・
Ｍ・オズボーン  製作：ポール・Ｒ・グリアン  脚本：ジェ
リー・レイクトリング  脚本：アーリン・サーナー  撮影：
ジョーダン・クローネンウェス，Ａ．Ｃ．Ｓ．  音楽：ジョン・バ
リー

レイクビュー・テラス　危険な隣
人

HPBS48050 ¥1,400

あるＬＡの住宅街に新婚の白人と黒人の夫婦が越してきた。ようやく手に入れたマイホームに幸せ一杯の２人。
しかし、その幸せも束の間、隣の黒人ＬＡＰＤ警官の執拗なまでもの嫌がらせを受ける。反撃に転じるほど嫌が
らせは悪化していく。相手は地元でも人脈ある警官、なぜ彼はそこまで２人に固執するのか。果たして２人の運
命は！？

110分
日本語、
英語

有 2008 アメリカ
監督：ニール・ラビュート  製作：ウィル・スミス、ジェーム
ズ・ラシター  脚本：デヴィッド・ローヘリー

レッド・ウォーター／サメ地獄 HPBS36084 ¥1,400

サンダースは石油会社に勤める元妻ケリーの依頼を受け、アチャファラヤ川の国立自然保護区内に建てられた
石油掘削現場で仕事をすることになった。折りしもその下流のベレエ湖でリゾート客が巨大ザメに襲われる事件
が発生し、世間を騒然とさせていた。サメ退治に莫大な懸賞金もかけられるが、その被害は広がるばかりだっ
た。サンダースは危険を覚悟で目的地へと急ぐが…。サメと人間との死闘を描く、絶体絶命のモンスター・パニッ
クアクション！

92分

日本語、
英語、中
国語、タ
イ語

無 2003 アメリカ 監督：チャールズ・ロバート・コーナー

人喰い人魚伝説 HPBS30987 ¥1,400

１９０５年。興行主のアンガスとその恋人リリーは、偶然本物の人魚に出くわした。彼らは巨万の富と名声を得る
ために、人魚を盗みアメリカへ運ぶことを決めた。しかし、いざ出航したものの、航海中に数々の不可思議で残
忍な死がクルーに襲い掛かったため、彼らは次第にその人魚が人を喰う伝説の“人魚の島の女王”だと感じ始
める。しかし、時はすでに遅かった・・・。

90分
日本語、
英語

無 2001 アメリカ
監督・脚本：セバスチャン・グティエレス  製作・視覚効果：
スタン・ウィンストン

※こちらに掲載の商品はメーカーの都合により　価格改定または生産終了の場合がございます。あらかじめご了承お願いします


