
©2022 Over The Hill Pictures LLC All Rights Reserved.

『へレディタリー』『ミッドサマー』のA24が贈る
真夏のエクストリームライド・ホラー

監督・脚本 タイ・ウェスト

キャスト    ミア・ゴス　ジェナ・オルテガ
　　　　  ブリタニー・スノウ、スコット・メスカディ

絶賛上映中

X エックス

©2021 by Makac Productions, Inc. 

『007/カジノ・ロワイヤル』監督が描く
復讐の暗殺者 VS 完璧なる護衛者、プライドを懸けた戦い

監督      マーティン・キャンベル
キャスト   マギーQ  マイケル・キートン
           サミュエル・L・ジャクソン

絶賛上映中

マーベラス

©2021 Be Funny When You Can LLC.  All Rights Reserved.　

ホアキン・フェニックス×マイク・ミルズ×A24
アカデミー賞常連チームが贈る最高に愛おしい物語

監督      マイク・ミルズ
キャスト   ホアキン・フェニックス  ウディ・ノーマン
           ギャビー・ホフマン  モリー・ウェブスター
           ジャブーキー・ヤング＝ホワイト

絶賛上映中

カモン カモン



『ミッドサマー』監督アリ・アスター×製作A24
×『ジョーカー』ホアキン・フェニックス
史上最も成功したある起業家の、
奇想天外な人生を描く

監督      アリ･アスター

キャスト   ホアキン・フェニックス  ネイサン・レーン
　　　　 パーカー・ポージー

2023年公開

DISAPPOINTMENT BLVD.

大ヒットホラー『エスター』の前日譚！
ロシアの孤児院を抜け出した少女エスターが、
アメリカに渡って最初に入り込んだ家庭で起こる惨劇

監督      ウィリアム・ブレント・ベル
キャスト   イザベル･ファーマン  ジュリア･スタイルズ

2023年公開

ORPHAN： FIRST KILL

©2022 MEN FILM RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED

『エクス・マキナ』のA24と
アレックス・ガーランドが再タッグ！
心を癒す旅に訪れたはずの女性を、恐怖に陥れる
「男たち」の正体は？

監督      アレックス・ガーランド
キャスト   ジェシー・バックリー  ロリー・キニア
             パーパ・エッシードゥ

2022年公開

MEN



  『ラ・ラ・ランド』ライアン・ゴズリング製作＆主演
なぜかオハイオの街で目覚めた、
ニューヨークの舞台俳優は、記憶を失っていた

監督      デューク・ジョンソン
キャスト   ライアン・ゴズリング

2023年公開

THE ACTOR

ポール・W・S・アンダーソン監督＆ミラ・ジョヴォヴィッチ
伝説のファンタジー・アドベンチャーが映画化！

監督      ポール・W・S・アンダーソン
キャスト   ミラ・ジョヴォヴィッチ  デイヴ・バウティスタ

2023年公開

IN THE LOST LANDS

© 2022 CJ ENM Co., Ltd., MOHO FILM. ALL RIGHTS RESERVED

  第75回カンヌ国際映画祭 監督賞受賞
夫を殺害した疑いで第1容疑者となった中国人女性ソレ
彼女を取り調べる刑事は次第に妖艶な女の虜となっていく

監督      パク・チャヌク
キャスト   パク・ヘイル   タン・ウェイ  イ・ジョンヒョン
                コ・ギョンピョ   パク・ヨンウ

2023年公開

DECISION TO LEAVE

©CJ E&M Corporation, all rights reserved

  『新感染』『新感染半島』『地獄が呼んでいる』
ヨン・サンホ新作
呪術で操られ次々に標的を殺す、
ゾンビを超えた死者たちの群れ

監督      キム・ヨンワン
キャスト   オム・ジウォン  チョン・ジソ  チョン・ムンソン

2023年公開

THE CURSED：DEAD MAN’S PREY



©2022『PLAN 75』製作委員会 / Urban Factory / Fusee

第75回カンヌ国際映画祭 カメラドール特別表彰
75歳から自らの生死を選択できる制度＜プラン75＞
――果たして、是か、非か

監督・脚本   早川千絵
キャスト     倍賞千恵子　磯村勇斗　 たかお鷹　河合優実　

絶賛上映中

PLAN 75

©2022ハピネットファントム・スタジオ

落ちぶれた元ボクサーが最強に！？ 
嘲笑え、闘いに魂を食い尽くされた姿を―。

監督・脚本   鈴木太一

キャスト      木幡竜　鎌滝恵利　今野浩喜　銀粉蝶  火野正平

絶賛上映中

生きててよかった

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

願いを叶えるには、代償が必要。さあ、あなたの願いは？
妖しく美しい、新体感ビジュアルファンタジー！

監督      蜷川実花
脚本　　　吉田恵里香
原作　　　　CLAMP「xxxHOLiC」（講談社 ｢ヤングマガジン｣連載）　　
キャスト   神木隆之介 柴咲コウ 松村北斗 玉城ティナ

絶賛上映中

ホリック xxxHOLiC



©2022「この子は邪悪」製作委員会

予想外のストーリー、想定外のラスト、
世にも奇妙な謎解きサスペンス

監督・脚本   片岡翔
キャスト      南沙良
            大西流星(なにわ男子)　桜井ユキ
            玉木宏

2022年9月1日公開

この子は邪悪

©2022「ハウ」製作委員会

ワンと鳴けない犬•ハウと
ちょっぴり気弱な青年•民夫の絆が紡ぐ、至福の感動作

監督      犬童一心
脚本      斉藤ひろし 犬童一心
原作      「ハウ」斉藤ひろし（朝日文庫） 
キャスト   田中圭 池田エライザ 石橋蓮司 宮本信子

2022年８月19日公開

ハウ

©秋★枝／集英社・2022 映画「恋は光」製作委員会

恋の光が視える男と3人の女性が
“恋”の秘密を解き明かす！？

監督・脚本    小林啓一
原作　　　     　秋★枝「恋は光」
            （集英社ヤングジャンプ・コミックス・ウルトラ刊）　　
キャスト      神尾楓珠　西野七瀬　平祐奈　馬場ふみか

絶賛上映中

恋は光



©2022「もっと超越した所へ。」製作委員会

クズ男に沼る4人の女性
ブチ切れ&ブチ上がりの恋愛バトル！

監督         山岸聖太
原作・脚本   根本宗子
キャスト      前田敦子  菊池風磨  伊藤万理華  オカモトレイジ
             黒川芽以  ・三浦貴大  趣里  千葉雄大

2022年10月14日公開

もっと超越した所へ。

©2022映画『マイ・ブロークン・マリコ』製作委員会

骨になった親友・マリコと、最初で最後の旅に出た
SNSで話題沸騰のコミック、待望の映画化！

監督      タナダユキ
脚本　　 向井康介　タナダユキ
原作     平庫ワカ『マイ・ブロークン・マリコ』（KADOKAWA）
キャスト　　永野芽郁　奈緒　窪田正孝　尾美としのり　吉田羊

2022年9月30日公開

マイ・ブロークン・マリコ

©2022 映画「グッバイ・クルエル・ワールド」製作委員会

 大森立嗣監督×豪華俳優陣で贈る
エキサイティング＆ポップな銃撃戦クライムアクション

監督      大森立嗣
脚本      高田亮
キャスト   西島秀俊  
         斎藤工  宮沢氷魚 玉城ティナ  宮川大輔／大森南朋  
         三浦友和

2022年9月9日公開

グッバイ・クルエル・ワールド



舞台から映画へ、
藤ヶ谷太輔×三浦大輔の再タッグが実現！

監督・脚本  三浦大輔
キャスト     藤ヶ谷太輔

2023年公開

そして僕は途方に暮れる

©2022 映画「ケイコ 目を澄ませて」製作委員会／COMME DES CINÉMAS

第72回ベルリン国際映画祭正式出品
三宅唱監督が描く、耳が聞こえないプロボクサーの物語

監督      三宅唱
脚本      三宅唱　酒井雅秋
キャスト   岸井ゆきの  三浦友和

2022年公開

ケイコ 目を澄ませて

©2022「あちらにいる鬼」製作委員会

作家・井上荒野が男女3人の＜特別な関係＞を綴った
傑作小説の映画化

監督      廣木隆一
脚本      荒井晴彦
原作      井上荒野（朝日文庫）
キャスト   寺島しのぶ 豊川悦司 ／ 広末涼子

2022年11月公開

 あちらにいる鬼



©2021 REACTOR(MFG) PRODUCTION,LLC. All rights reserved

  突如占拠された発電所　
この街に隠された秘密とはー？

監督      ジャレッド・コーン
キャスト   ブルース・ウィリス  パトリック・マルドゥーン

2023年2月配信

DEADLOCK

©2021 APEX MFG PRODUCTION Inc. All rights reserved

孤島のジャングルで“人間狩り”を楽しむ
金持ちたちのゲーム「APEX」へようこそ

監督      エドワード・ドレイク
キャスト   ブルース・ウィリス  ニール・マクドノー

2022年11月配信

APEX

©2021 Switchgrass Film LLC and Midnight Switchgrass Productions PR, LLC. All Rights Reserved.

実在したテキサスの連続殺人犯がモデル

監督      ランドール・エメット

キャスト   ミーガン・フォックス  ブルース・ウィリス  エミール・ハーシュ

2022年7月配信

ミッドナイト・キラー

©2021 by Out of Death, LLC, and OOD Film Production PR, LLC

命を懸けた“極限”の山岳サバイバル・アクション！

監督      マイク・バーンズ

キャスト   ジェイミー・キング  ブルース・ウィリス

2022年4月配信

アウト・オブ・デス



©香月美夜・ＴＯブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２０

本好きのためのビブリア・ファンタジー 
転換の章・第3期開幕！

監督      本郷みつる
キャスト   井口裕香  速水奨  井上和彦　　　　　　　　　　　　　　　
         森川智之  梅原裕一郎　

2022年4月11日より読売テレビ、TOKYO MX
WOWOW、BSフジ、AT-Xにて放送
各種配信サービスにて配信中

本好きの下剋上
司書になるためには手段を選んでいられません 第3期

©有田イマリ／SQUARE ENIX・製作委員会も癒されたい。

「今日はいっしょに、帰ろうね。」
月刊少年ガンガンにて連載中の人気漫画のTVアニメ化

タチサ

監督      南原玖宇

キャスト   日高里菜  金元寿子  小原好美
          内田真礼  石原夏織

2022年4月7日よりAT-X、TOKYO MX、BS日テレ
BSフジにて放送
各種配信サービスにて配信中

社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。

©野田宏・若松卓宏・講談社/『恋せか』製作委員会

説明しよう！
これは禁断の恋路を歩き始めた
正義の味方と悪の組織の戦闘員の物語である！！

監督      いわたかずや

キャスト   小林裕介  長谷川育美  花澤香菜
         日高里菜  立木文彦

2022年4月8日よりBS朝日、AT-X、テレビ愛知
TOKYO MXにて放送/FODにて独占見放題
各種配信サイトにてデジタルレンタル配信実施中

 恋は世界征服のあとで



©2021 和ヶ原聡司/KADOKAWA/MAOUSAMA Project

フリーター魔王さま、子育てをする！？
波乱の庶民派ファンタジー第2幕！！

監督      筑紫大介
キャスト   逢坂良太  日笠陽子  東山奈央                                                                  
          小野友樹  下野紘

2022年7月14日よりTOKYO MX、BS11、MBS
AT-Xにて放送開始/ディズニープラス「スター」にて
地上波同時・見放題独占配信！

はたらく魔王さま!!

© 紙城境介・KADOKAWA／連れカノ製作委員会

まだお互いに、好き同士
角川スニーカー文庫の人気作のTVアニメ化

監督      柳伸亮
キャスト   下野紘  日高里菜 長谷川育美 岡本信彦 富田美憂

2022年7月6日よりAT-X、TOKYO MX、ＢＳ日テレ
ＢＳフジ、MBSにて放送開始
ABEMAにて地上波先行・独占配信

 継母の連れ子が元カノだった


