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平成２２年公開の映画ラインアップについてのお知らせ 

 

 当社は本日、平成２２年以降に配給する映画作品のラインアップを発表しましたのでお

知らせいたします。 

 本年も１１月までに６００億円を突破し、歴代２位の好成績を収めることが確実な映画

営業部門の映画興行収入ですが、来年はさらに強力なラインナップが揃いました。 

 

 

１２月公開 

 

愛のために戦え！果たして、ヤマトは地球を救えるか？壮絶なバトル！驚愕のラスト！ 

宇宙戦艦ヤマト 復活篇 

声の出演●山寺宏一、伊武雅刀 ナレーター●羽佐間道夫 

企画・原作・製作総指揮・監督●西﨑義展 原案●石原慎太郎 脚本●石原武龍、冨岡淳

広、西﨑義展  ヤマトオリジナルスコア●宮川 泰、羽田健太郎  

主題歌●ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ「この愛を捧げて」（ＥＭＩミュージック・ジャパン） 

製作●株式会社エナジオ・「宇宙戦艦ヤマト 復活篇」製作委員会 

（Ｃ）2009 ヤマトスタジオ／「宇宙戦艦ヤマト 復活篇」製作委員会 

09 12/12 Roadshow 

 

 

あの大ヒットドラマシリーズ待望の映画化！ この冬、映画館がコンサートホールに変わる。 

のだめカンタービレ 最終楽章 前編 

出演●上野樹里・玉木 宏 他 

製作●亀山千広 原作●二ノ宮知子「のだめカンタービレ」（講談社 KCKiss) 脚本●衛藤 

凛 監督●武内英樹 

製作●フジテレビジョン・講談社・アミューズ・東宝・FNS２７社 

（Ｃ）2009 フジテレビ･講談社・アミューズ･東宝･FNS２７社 

09 12/19 Roadshow 
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『マリと子犬の物語』から 2年――――。 

北海道の大自然を舞台に、オオカミの子・ウルルと家族の絆を描いた感動の物語が誕生し

ます。 

ウルルの森の物語 

出演●船越英一郎、深田恭子、濱口 優（よゐこ）、桜井幸子、大滝秀治 

製作指揮●宮崎 洋、島谷能成 監督●長沼 誠 脚本●吉田智子、森山あけみ 音楽●久

石 譲  

主題歌●麻衣「ウルルの唄」 

製作●「ウルルの森の物語」製作委員会 

（Ｃ）2009「ウルルの森の物語」製作委員会 

09 12/19 Roadshow 

 

 

790 万本を突破した『レイトン教授』シリーズ待望の映画化！ 

レイトンとルーク、初めてのナゾトキ冒険を描く壮大な物語！！ 

映画 レイトン教授と永遠の歌姫 

声の出演●大泉 洋 堀北真希 水樹奈々 渡部篤郎（特別出演） 相武紗季 

原作●レベルファイブ 企画・プロデュース・ストーリー原案●日野晃博 監督●橋本昌

和 脚本●松井亜弥 

制作●PA ワークス／OLM 製作●Team Layton 

（Ｃ）LEVEL-5 / Team Layton 2009 

09 12/19 Roadshow 

 

 

 

１月公開 

赤西 仁×小林武史×岩井俊二のミクスチャーが生み出す、かつてない音楽映画 

ＢＡＮＤＡＧＥ バンデイジ 

出演●赤西 仁 北乃きい 高良健吾 柴本 幸 笠原秀幸 金子ノブアキ ・ 杏 伊藤 

歩 ・ 斉藤由貴（特別出演） 長谷川初範 近藤芳正 財津和夫 

プロデュース●小林武史・岩井俊二 監督・音楽●小林武史 原作●菅 知香「グッドドリ

ームズ」 脚本●岩井俊二・菅 知香  

主題歌●ＬＡＮＤＳ「ＢＡＮＤＡＧＥ」（ジェイ・ストーム） 

製作●「ＢＡＮＤＡＧＥ」製作委員会 

（Ｃ）2010「BANDAGE」製作委員会 

10 1/16 Roadshow 
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なぜ！誰が！何のために！ 

首相暗殺犯に仕立てられた無実の男の大逃亡劇。誰が彼を救えるのか…。 

ゴールデンスランバー 

出演●堺 雅人、竹内結子、吉岡秀隆、劇団ひとり、香川照之 

原作●伊坂幸太郎「ゴールデンスランバー」（新潮社刊） 監督●中村義洋 脚本●中村義

洋、林 民夫、鈴木謙一 音楽●斉藤和義 

主題歌●「Golden Slumbers」All performed by 斉藤和義 エンディングテーマ●「幸福

な朝食 退屈な夕食」（新録）斉藤和義（SPEEDSTAR RECORDS） 

製作●「ゴールデンスランバー」製作委員会 

（Ｃ）2010「ゴールデンスランバー」製作委員会 

10 1/30 Roadshow 

 

 

 

２月公開 

あるところに、願いが叶うごはんがありました。 

生きることは、食べること。おいしくてしょっぱい母と娘の物語。 

食堂かたつむり 

出演●柴咲コウ、余貴美子、ブラザートム、田中哲司、志田未来、満島ひかり、江波杏子、

三浦友和 

製作●三宅 澄 監督●富永まい 原作●小川 糸「食堂かたつむり」（ポプラ社刊） 脚本

●高井浩子 音楽●福原まり 

主題歌●旅せよ若人／Fairlife feat.岡野昭仁 from ポルノグラフィティ（SME Records） 

製作●「食堂かたつむり」フィルムパートナーズ 

（Ｃ）2010「食堂かたつむり」フィルムパートナーズ 

10 2/6 Roadshow 

 

 

 

３月公開 

映画 30 周年記念作品は、海での大冒険を描くオリジナルストーリー！ 

僕らのキズナは、海より深い！ 

映画ドラえもん のび太の人魚大海戦 

声の出演●水田わさび（ドラえもん）、大原めぐみ（のび太）、かかずゆみ（しずか）、木村 

昴（ジャイアン）、関 智一（スネ夫）、千秋（ドラミ） 

原作●藤子・F・不二雄 監督●楠葉宏三 脚本●真保裕一 

製作●藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ動画・ADK・ShoPro 

（Ｃ）藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2010 

10 3/6 Roadshow 
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欲望にまみれたプレイヤーたちの究極のゲーム。 

ついにすべてが、明かされる―――。 

ライアーゲーム ザ･ファイナルステージ 

出演●戸田恵梨香 松田翔太 鈴木浩介 吉瀬美智子 渡辺いっけい 

製作●亀山千広、鳥嶋和彦、島谷能成 原作●甲斐谷忍「LIAR GAME」（集英社 週刊ヤング

ジャンプ連載中） 監督●松山博昭 脚本●黒岩 勉、岡田道尚 音楽●中田ヤスタカ

（capsule） 

製作●フジテレビジョン、集英社、東宝、FNS27 社 

（Ｃ）2010 フジテレビジョン 集英社 東宝 FNS27 社 

10 3/6 Roadshow 

 

 

４月公開 

 

シリーズ累計 230 万部！ あの大人気コミックエッセイが、なんと映画化！！ 

ダーリンは外国人 

出演●井上真央 ジョナサン・シェア／国仲涼子 戸田菜穂 ・ 國村 隼 ／大竹しのぶ 

製作●濱名一哉 原作●小栗左多里「ダーリンは外国人」（メディアファクトリー刊） 

監督●宇恵和昭 脚本●大島里美 

製作●『ダーリンは外国人』フィルムパートナーズ 

（Ｃ）2010 『ダーリンは外国人』フィルムパートナーズ 

10 4/10 Roadshow 

 

 

未来のしんのすけが大ピンチ！オラとオラの花嫁は未来のオラを救えるのか!? 

映画 クレヨンしんちゃん 超時空！嵐を呼ぶオラの花嫁 

声の出演●矢島晶子、ならはしみき、藤原啓治、こおろぎさとみ 

原作●臼井儀人（らくだ社）／「月刊まんがタウン」（双葉社）連載中／テレビ放映中  

監督●しぎのあきら 脚本●横手美智子 

製作●シンエイ動画・ADK・テレビ朝日・双葉社 

（Ｃ）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2010 

10 4/17 Roadshow 

 

 

怪盗 VS.名探偵！ 

世界最大の飛行船を舞台に、至宝をめぐりライバルが激突！ 

名探偵コナン 天空の難破船
ロスト・シップ

   

声の出演●高山みなみ、山崎和佳奈、小山力也 

原作● 青山剛昌（週刊少年サンデー連載中／読売テレビ、日本テレビ系放映中） 監督●
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山本泰一郎 脚本●古内一成 音楽●大野克夫 

製作●「名探偵コナン」製作委員会 

（Ｃ）2010 青山剛昌／「名探偵コナン」製作委員会 

4/17 Roadshow 

 

 

 

すれ違い始めた二人の恋の行方は……。物語はクライマックスへ向け加速します！ 

のだめカンタービレ 最終楽章 後編 

出演●上野樹里・玉木 宏 他 

製作●亀山千広 原作●二ノ宮知子「のだめカンタービレ」（講談社 KCKiss) 脚本●衛藤 

凛 総監督●武内英樹 監督●川村泰祐 

製作●フジテレビジョン・講談社・アミューズ・東宝・FNS２７社 

（Ｃ）2010 フジテレビ･講談社・アミューズ･東宝･FNS２７社 

10 4/17 Roadshow 

 

 

５月公開 

 

いつの間にやら、「トリック」シリーズ まるっと 10 周年！ 

迷コンビが霊能力者バトルロイヤルに参戦！？ 

劇場版 ＴＲＩＣＫ 霊能力者バトルロイヤル 

出演●仲間由紀恵 阿部 寛 生瀬勝久 ・ 松平 健 佐藤 健 ／ 野際陽子 

監督●堤 幸彦 脚本●蒔田光治 音楽●辻 陽 

東宝・テレビ朝日提携作品 製作●テレビ朝日・東宝 制作●東宝 映像制作部 制作協力

●オフィスクレッシェンド 

製作●「劇場版ＴＲＩＣＫ 霊能力者バトルロイヤル」製作委員会 

（Ｃ）2010「劇場版ＴＲＩＣＫ 霊能力者バトルロイヤル」製作委員会 

5/8 Roadshow 

 

 

撃ち抜け！友のために…。 

傑作ボクシング青春小説の完全映画化。 

ボックス！ 

出演●市原隼人、高良健吾、香椎由宇、谷村美月 

エグゼクティブプロデューサー●濱名一哉 プロデューサー●武田吉孝、久保田修 原作

●「ボックス！」百田尚樹著（太田出版刊） 監督●李闘士男 脚本●鈴木謙一 

製作●「ボックス！」製作委員会 

（Ｃ）2010 BOX! Production Committee 

10 5/22 Roadshow 
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日本映画の伝説、ここに完結！これが最後の座頭市。 

世界を斬り開く本格エンターテインメント！！ 

座頭市 ＴＨＥ ＬＡＳＴ 

出演●香取慎吾 石原さとみ ・ 反町隆史 ・ 倍賞千恵子 仲代達矢 

製作●亀山千広 原作●子母澤寛（「座頭市物語」より） 監督●阪本順治 脚本●山岸き

くみ 音楽●プロジェクト和豪 

製作●「座頭市 ＴＨＥ ＬＡＳＴ」製作委員会 

（Ｃ）2010「座頭市 ＴＨＥ ＬＡＳＴ」製作委員会 

10 5/29 Roadshow 

 

 

６月公開 

 

「下妻物語」「嫌われ松子の一生」「パコと魔法の絵本」中島哲也監督の最新作は、なんと！ 

09 年書店大賞受賞で物議を醸した、あのベストセラー！！ 

告 白 

出演●松たか子と、岡田将生・木村佳乃と、37 人の 13 歳。 

原作●湊かなえ「告白」（双葉社） 脚本・監督●中島哲也 

製作●映画「告白」製作委員会 

（Ｃ）2010 映画「告白」製作委員会 

10 6/5 Roadshow 

 

 

夏 公開 

 

事件は今も、現場で起きている。この夏、7年ぶりにヤツらが帰ってくる！ 

踊る大捜査線 THE MOVIE 3 

出演●織田裕二、柳葉敏郎、深津絵里、ユースケ･サンタマリア ほか 

製作●亀山千広 監督●本広克行 脚本●君塚良一 

製作●フジテレビ 

（Ｃ）2010 フジテレビジョン 

10 7/3 Roadshow 

 

 

夏はやっぱりポケモン！ 

待望の劇場版最新作では新たな冒険と心温まる感動が君を待っている！ 

劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 

幻影の覇者Ｚ 

声の出演●松本梨香、大谷育江 

原案●田尻 智 監督●湯山邦彦 脚本●園田英樹 音楽●宮崎慎二 
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製作●ピカチュウプロジェクト 

（Ｃ）Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku 

（Ｃ）Pokemon （Ｃ）2010 ピカチュウプロジェクト 

10 7/10 Roadshow 

 

 

待望のスタジオジブリ最新作。 

人間に見られてはいけない。それが床下の小人たちの掟だった。 

借りぐらしのアリエッティ 

企画●宮崎 駿 原作●メアリー・ノートン「床下の小人たち」（林 容吉訳・岩波少年文庫

刊） 監督●米林宏昌 主題歌●セシル・コルベル「Arrietty's Song」（ヤマハミュージ

ックコミュニケーションズ） 

スタジオジブリ・日本テレビ・電通・博報堂 DYMP・ディズニー・三菱商事・東宝・ワイル

ドバンチ 提携作品 

（Ｃ）2010 GNDHDDTW 

10 夏 Roadshow 

 

 

劇場版シリーズ第 7弾！ついに始動！ 

劇場版 NARUTO‐ナルト‐疾風伝 2010（仮） 

声の出演●竹内順子ほか 

原作●岸本斉史「ＮＡＲUTO－ナルトー」（集英社「週刊少年ジャンプ」連載中） 

製作●劇場版ＮＡＲＵＴＯ製作委員会 

（Ｃ）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ   劇場版 NARUTO 製作委員会

2010 

10 夏 Roadshow 

 

 

君と好きな人が、百年続きますように― 

『涙そうそう』と『恋空』のスタッフが贈る、10 年をかけた本気の愛の物語。 

ハナミズキ 

出演●新垣結衣  生田斗真 

   蓮佛美沙子 ＡＲＡＴＡ 木村祐一 松重 豊 ／ 向井 理 薬師丸ひろ子 

製作●八木康夫／濱名一哉／那須田淳 監督●土井裕泰 脚本●吉田紀子  

主題歌●「ハナミズキ」一青窈           

製作●映画「ハナミズキ」製作委員会 

（Ｃ）2010 映画「ハナミズキ」製作委員会 

10 8/21 Roadshow 

原恵一監督（『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ！戦国大合戦』他 ）最新作！  

直木賞作家、森絵都のベストセラー小説を、感動のアニメ映画化！！ 
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カラフル 

監督●原 恵一 原作●森 絵都 

製作●「カラフル」製作委員会 

（Ｃ）2010 森絵都/「カラフル」製作委員会 

10 夏 Roadshow 

 

 

「メタルファイト ベイブレード」 初の劇場映画化！日本全国大爆転！ 

劇場版 メタルファイト ベイブレード （仮） 

出演●金田アキ 他 

原作●足立たかふみ（小学館「月刊コロコロコミック」連載中） 

製作●劇場版 メタルファイト ベイブレード製作委員会 

（Ｃ）Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo   2010 劇場版メタルファイト ベイブ

レード製作委員会 

10 夏 Roadshow 

 

 

秋～公開 

吉田修一×李相日×久石譲。 

時代を切り裂く才能が贈る、感動のヒューマンサスペンス。 

悪 人 

出演●妻夫木聡、深津絵里 

原作●吉田修一 脚本●吉田修一、李 相日 監督●李 相日 音楽●久石 譲 

制作●東宝 映像制作部 製作●映画「悪人」製作委員会 

（Ｃ）2010「悪人」製作委員会 

10 秋 Roadshow 

 

 

今度の舞台は国家プロジェクト「レガリア」！  

燃えさかる海上石油プラント！ 仙崎大輔、最後の戦いが始まる。 

海 猿 3 

出演●伊藤英明 加藤あい 佐藤隆太 加藤雅也 吹石一恵 三浦翔平 時任三郎 

製作●亀山千広 原作●佐藤秀峰 原案・取材●小森陽一「海猿」（小学館 ヤングサンデ

ーコミックス） 監督●羽住英一郎 脚本●福田 靖 音楽●佐藤直紀 

製作●フジテレビジョン・ＲＯＢOT・ポニーキャニオン・東宝・小学館 

（Ｃ）2010 フジテレビジョン・ＲＯＢOT・ポニーキャニオン・東宝・小学館 

10 9/18 Roadshow 

三池崇史×豪華キャストで描く本格時代劇！ 

日本映画史上に残るラスト 30 分の壮絶な死闘！ 

十三人の刺客 
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出演●役所広司 山田孝之 伊勢谷友介 沢村一樹 古田新太 高岡蒼甫 六角精児  

波岡一喜 石垣佑磨 近藤公園 窪田正孝 伊原剛志 松方弘樹 松本幸四郎 稲垣吾郎 

市村正親  

原作●池宮彰一郎 監督●三池崇史 脚本●天願大介 音楽●遠藤浩二  

製作●「十三人の刺客」製作委員会 

（Ｃ）2010「十三人の刺客」製作委員会 

10 秋 Roadshow 

 

 

 

岡田将生×蒼井 優。「余命 1ヶ月の花嫁」チームが贈る極上のラブストーリー。 

雷 桜 

出演●岡田将生、蒼井 優 

プロデューサー●平野 隆 原作●「雷桜」宇江佐真理著（角川書店刊） 監督●廣木隆一 

製作●「雷桜」製作委員会 

（Ｃ）2010「雷桜」製作委員会 

10 秋 Roadshow 

 

 

 

映像、音響、ＶＦＸ、そのすべてが型破りのスケール。 

新たに勃発する大規模テロの裏に隠された真相とは？ 

ＳＰ the motion picture （仮） 

出演●岡田准一 真木よう子 ・ 香川照之 ・ 松尾 諭 神尾 佑 ・ 堤 真一 

製作●亀山千広 原案・脚本●金城一紀 監督●波多野貴文 音楽●菅野祐悟 

製作●「SP」プロジェクトチーム 

（Ｃ）2010「ＳＰ」プロジェクトチーム 

10 秋 Roadshow 

 

 

 

木村拓哉ｉｎヤマト！！ 

日本人の夢と希望を背負い、映画史上最大のプロジェクトが宇宙へ！ 

SPACE BATTLESHIP ヤマト 

出演●木村拓哉、黒木メイサ、柳葉敏郎、緒形直人、西田敏行、高島礼子、堤 真一、橋爪 

功、池内博之、マイコ、山﨑 努 

製作●中沢敏明、濱名一哉 原作●西﨑義展 

監督・VFX●山崎 貴 脚本●佐藤嗣麻子 音楽●佐藤直紀 

製作●映画「SPACE BATTLESHIP ヤマト」製作委員会 

（Ｃ）2010 SPACE ＢＡＴＴＬＥＳＨＩＰ ヤマト 製作委員会 
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10 12 月 Roadshow 

 

 

 

発行部数 1000 万部突破、 

世界に愛された現代文学の最高峰が今、世紀を超えて奇跡の完全映画化！ 

ノルウェイの森 

出演●松山ケンイチ、菊地凛子、水原希子 

製作●豊島雅郎・亀山千広 原作●村上春樹「ノルウェイの森」（講談社刊） 監督・脚本

●トラン・アン・ユン 

製作●アスミック・エース／フジテレビジョン 

（Ｃ）2010「ノルウェイの森」村上春樹／アスミック・エース、フジテレビジョン 

10 12 月 Roadshow 

 

 

 

『チェブラーシカ』と『くまのがっこう』は二本立て 

ロシアで最も愛されている人形童話｢チェブラーシカ｣。待望の新作映画が誕生。 

チェブラーシカ 

声の出演●大橋 のぞみ 他 

製作●及川 武 監督●中村 誠 脚本●中村 誠、M.Aldashin、金月 龍之介、島田 満、

E.Usupensky、R.Kachanov 音楽●A.Gusev 

製作●劇場版チェブラーシカ製作委員会 

（Ｃ）2010 Cheburashka Movie Partners /Cheburashka Project 

 

 

 

シリーズ累計 140 万部突破の大人気絵本｢くまのがっこう｣が、オリジナルストーリーにて

映画化。 

くまのがっこう ～ジャッキーとケイティ～ 

製作●及川 武 原作●あだち なみ・あいはら ひろゆき 監督●児玉 徹郎 脚本●中村 

誠、あいはら ひろゆき           

製作●劇場版「くまのがっこう」製作委員会 制作●ファンワークス 

（Ｃ）BANDAI/劇場版「くまのがっこう」製作委員会 

10 12 月 Roadshow 

 

 

 

２０１１年公開 
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映像化不可能と言われた”残されたカリスマコミック”2部作で待望の完全実写映画化 

ＧＡＮＴＺ 

主演●二宮和也 松山ケンイチ 

企画製作●日本テレビ放送網 原作●奥浩哉（集英社/週刊ヤングジャンプ連載） 監督●

佐藤信介 脚本●渡辺雄介 

製作●「ＧＡＮＴＺ」ＦＩＬＭ ＰＡＲＴＮＥＲＳ 

（Ｃ）2011「ＧＡＮＴＺ」ＦＩＬＭ ＰＡＲＴＮＥＲＳ 

11 年 Roadshow 

 

 

最愛の妻の余命は１年―。その日から夫は１日１編の短編小説を贈り続けた…。 

実話が生んだ感涙の愛情物語、ここに誕生。 

僕と妻の 1778 の物語 

出演●草彅 剛、竹内結子 他 

製作●堤田泰夫、亀山千広 原作●眉村 卓『日がわり一話』『日がわり一話第 2集』（出版

芸術社）、『妻に捧げた 1778 話』（新潮新書）、『日課・一日 3枚以上』（私家版） 

監督●星 護 脚本●半澤律子 音楽●本間勇輔 

製作●関西テレビ フジテレビジョン ジェイ・ドリーム 東宝 Ｓ・Ｄ・Ｐ 

（Ｃ）2011 関西テレビ フジテレビジョン ジェイ・ドリーム 東宝 Ｓ・Ｄ・Ｐ 

11 年 Roadshow 

 

 


