
今度の｢銀魂｣は、笑いもアクションも全てが２倍！
もっと笑って泣いて、アツくなる天下無敵の
最強アクション・エンターテイメント第２弾！！

監督 /福田雄一　出演 /小栗旬　菅田将暉

時は幕末…地球人と宇宙人・天人（あまんと）が共に暮らす江戸、かぶき町。
仕事がなく金欠で家賃も払えない《万事屋（よろずや）》の銀時、新八、
神楽はある日、キャバクラ＜すまいる＞の店長から “幕府のお偉いさん”
の接待を依頼される。しかしその “お偉いさん” とは時の征夷大将軍・徳
川茂茂だった！時を同じくして真選組鬼の副長、土方が攘夷浪士たちに
囲まれていた。剣を抜こうとする土方…しかしなぜか体が勝手に動き、
気が付けば土下座！突如、第 2 の人格＝アキバ系オタク “トッシー” が
現れてしまう。ヘタレと化したトッシー、さらに「真選組」で巻き起こ
る内紛劇、「真選組」は次第に存亡をかけた危機に迫られる。やがて、そ
れは将軍をも巻き込む陰謀につながり大騒動に発展、この最大の危機に
万事屋は、そして銀時はどう立ち向かうのか――。

銀魂 2
掟は破るためにこそある

（C）空知英秋／集英社（C）2018 映画「銀魂 2」製作委員会

監督/オル・パーカー
出演/アマンダ・セイフライト
　　　リリー・ジェイムズ

ギリシャのカロカイリ島で念願
のホテルを完成させたソフィの
元に母・ドナの親友ロージーと
ターニャもやってくる。ふたり
は若き日の物語を話し始める。

マンマ・ミーア！
ヒア・ウィー・ゴー
日本語吹替版

（C）2018 United International Pictures, Paramount Pictures. 

監督 / ジョン・M・チュウ
出演 / コンスタンス・ウー
　　　ミシェル・ヨー

ニューヨークで働くレイチェル
は恋人のニックとともにシンガ
ポールへと向かった。実はニッ
クはシンガポールの不動産王の
超有名一族の御曹司だった。

クレイジー・リッチ！ 
日本語吹替版

(C)2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND SK GLOBAL ENTERTAINMENT
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CINEMACINEMA

お母さん、いい加減あなたの顔は
忘れてしまいました
ミュージシャン遠藤ミチロウ（ex. ザ・スターリン）
還暦、故郷、さらにその先を巡る道　この旅は、終わらない

監督 /遠藤ミチロウ　出演 /遠藤ミチロウ　竹原ピストル

監督 /奥渉　出演 /京本有加　吉田貴幸 監督 /KAZUTAKA　出演 /柳沢なな　松田悟志

ミュージシャン遠藤ミチロウ（ex ザ・スターリン）。還暦、故郷、さらにその先を巡る道。なぜ歌い続けるのか？なぜ旅を続け
るのか？ライブの旅と行く先々での人々との対話を描くロード・ドキュメンタリー。時代をつくり、駆け抜け続ける遠藤ミチロ
ウというミュージシャン＝ひとりの人間としてのシンプルにして力強い生きざまは、今を生きる人々に忘れかけた何かを思い出
させることだろう。

イケてる2人

思春期まっしぐらの佐次はミステリアスな美少女・小泉に片思い中。
佐次は童貞を捨てるべく出会い系サイトに手を出す。しかし待ち合わ
せ場所には小泉の姿が！？

やさしい旋律 Blue Destiny

茉莉亜はアパートのゴミ置き場に捨ててあるピアノのようなエレク
トーンのような楽器を惹かれるように持ち帰る。鍵を見つけ開くとダ
ルシトーンと書かていた。

アーネはテレビに映る謎の男を見て
以来、テレビ番組だと思っているも
のが現実で、自分のいる世界がテレ
ビ番組なのではないのかと思い始め
る。

ネクソス

マーク・カーはホテルのマネー
ジャーで重度のギャンブル中毒。そ
んな彼のもとに彼を利用しようと目
を付けた犯罪者グループが近づいて
くる。

タイム・ロック

盗まれた 3つのプルトニウムを回収
するミッションについていたイーサ
ン・ハントだったが、回収目前で何
者かによりプルトニウムを奪われて
しまう。

ミッション・インポッシブル
／フォールアウト

海洋生物学者たちが未知の海溝を発
見するも、直後に行方不明になる。
彼らの捜索中に姿を現わしたのは、
絶滅したはずの超巨大ザメだった。

MEG ザ・モンスター
日本語吹替版

1952 年、ルーマニアの修道院で若
いシスターが自ら命を絶った。不可
解な点が多いためバチカンはバーク
神父と見習いシスターを派遣する。

死霊館のシスター
日本語吹替版

(C)2015 SHIMAFILMS

（C)2008「やさしい旋律」フィルムパートナーズ

(C)All Rights reserved by New World Cinemas, inc. (C)Timelock Media Ltd. （C）2018 United International Pictures, Paramount Pictures. （C）2018 Warner Bros Entertainment Inc. All rights reserved. （C）2018 Warner Bros Entertainment Inc. All rights reserved.

（Ｃ）2009 佐野タカシ/少年画報社/ＧＰミュージアムソフト
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道を極めるとき、
ひとりの若者は侠となる

監督 /貝原クリス亮
出演 /真喜志一星　奥村雄二

監督 /港雄二
出演 /小沢仁志　松田一三

九州抗争勃発

九州・玄海一家を追い返した
六代目難波組若頭・武田は、
福岡で発生した住井銀行支店
長射殺事件に玄海一家が関与
していると睨んだ。

制覇18

丸神会藤代組組長・棟方の苦悩に
終止符を打ち、侠和会の関東進出
を果たした氷室と田村だったが、
直後に棟方の自殺の報せが舞い込
んで来る。

組長への道
狼の逆襲

黒崎組のアキラは兄貴分の陣内、兄弟
分の純平と、中国マフィアとの拳銃取
引をしていた。しかし、取引中に突
然警察が踏み込み、取引は失敗に終
わった。

日本統一30

テレビ番組や映画でも大活躍、お姉さん系グラドルの最高峰・柳いろは
ちゃん。さらに磨きのかかったセクシーボディが様々なシチュエーショ
ンで迫ります！

偶然にも10 年後の同日に没したフレディのメモ
リアル・ステージ。1981年11月、日本公演ツアー
に続いてモントリオールに到着。

柳いろは／いろはの恋仕立て クイーン ロック／モントリオール 白雪姫 日本語吹替版

（C）2018 コンセプトフィルム

(C)2018 Line Communications.,Inc.

売れないロックバンド、バーミヤンズの
メンバー三人は、お互い全然違う性格だ
が、ロックへの熱い想いだけは一緒。ボー
カルのレイカは明るくバンドを引っ張る。

ソウル・オブ・ロック

（C）2012　ノセクニコ「ソウル・オブ・ロック」
／祥伝社／オールインエンタテインメント

龍文字は、伝説のヤクザでありながら喫
茶店のマスターとなり、困った町の人々
の手助けをする。「龍文字一家は義賊たれ。
強者からかすめ取り、弱者を守るべし」

外道憤砕 2

(C)2018 外道憤砕製作委員会

京浜連合森貞組と黒川組藤岡総業による
抗争は、森貞組若頭・安田が藤岡総業組長・
藤岡を殺し終焉したかに見えたが、それ
は新たな抗争の始まりに過ぎなかった。

大激突２ 果てなき抗争

(C)2018 ピープス

二代目大政組の盃固めの儀式により、若
頭へと就任した村田。大政組百年の大計
とも言うべき大胆な人事の刷新であり、
それはまさに村田体制の確立であった。

極道の門 第五部

(C)2018 村上和彦 /コンセプトフィルム

役所を辞めヤクザ案件専門のコンサルタ
ントを始めた聖人。弁護士の希美子とヤ
クザの白石の協力で営業は軌道に乗るが、
ヤクザと関わった事で人生が狂い始める。

民暴 2

(C)2016 スターコーポレーション 21

横浜物産社長・赤嶺貴史の息子・裕一郎
は真面目な学生。親友・慎之介と裕一郎
は病院で新生児の取り違えに遭い、裕一
郎の父親が藤澤組組長・健悟だと判明する。

侠の絆 3

(C)2018 侠の絆製作委員会

（C）2018スターコーポレーション21

（C）2018スターコーポレーション21

刺激のない毎日。ココロの隙間を
埋める為、男達とカラダを重ね、
虚しさだけが残る。「つまんねえな、
おまえとヤッても。」最悪な言葉を
残し去っていく男達。

オンナゴコロ
(C) 2008 GPミュージアムソフト/Breath



掲載されている以外にもまだまだ沢山のコンテンツがあります！作品は順次更新しています。

当施設で視聴できるVODコンテンツカタログです。
掲載は一部の作品となっております。
お部屋のテレビより、お好みの作品をお探し頂けます。
※都合によりプログラムが一部変更になる可能がございます。
　また一部施設では視聴出来ないコンテンツもございます。あらかじめご了承ください。

運営：株式会社パレット
〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-11-4 内神田金子ビル 6F
TEL　03-6206-9590　FAX　03-6206-9805

お笑い

バラエティ
&

ウルトラ怪獣／第37話
「2018年の挑戦 ～箱根～」

バイきんぐ ハナコ・四千頭身

バカリズム パーパー ジグザグジギーラバーガール ハライチ ルシファー吉岡

福多ななの開店ちゃん 
87話

ななこの開店ちゃん 
96話

USAへ行こう
74話

開店くんが行く
184話

いただきまぁさ
22話

いただきまぁさ
23話

Japan Collect 18 第7期女流桜花決定戦
（麻雀）1回戦

第7期女流桜花決定戦
（麻雀）3回戦

第7期女流桜花決定戦
（麻雀）2回戦

Japan Collect 16 アニメDEマナーレッスン 「日
本料理」箸（はし）の使い方

(C) 円谷プロ／Contents League (C)Contents League (C)Contents League

(C)Contents League (C)Contents League

(C) 日本プロ麻雀連盟 (C) 日本プロ麻雀連盟 (C) 日本プロ麻雀連盟 (C) 学研教育出版

(C)Contents League (C)Contents League (C)Contents League (C)Contents League
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	3_カタログ中面M_中
	4_カタログ表面M_表紙

