
ナイト ミュージアム [1] 

20 世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン [2007.9] 200709 

ｼｮｰﾝ･ﾚｳﾞｨ∥監督 ﾍﾞﾝ･ｽﾃｨﾗｰ∥出演 ﾛﾋﾞﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ∥ほか出演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /772/ﾅｲﾄ/1 020154183 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾅｲﾄ ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Night at the museum 

責任個人ﾖﾐ ﾚｳﾞｨ ｼｮｰﾝ 

責任表原綴 Levy Shawn 

責任個人ﾖﾐ ｽﾃｨﾗｰ ﾍﾞﾝ 

責任表原綴 Stiller Ben 

責任個人ﾖﾐ ｳｨﾘｱﾑｽ ﾛﾋﾞﾝ 

責任表原綴 Williams Robin 

価格 ¥12500 

発行者ﾖﾐ ﾆｼﾞｯｾｲｷﾌｫｯｸｽﾎｰﾑｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 

演奏時間 109 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

バツイチの失業男ラリーは、離れて暮らす最愛の息子をがっかりさせない

ために職探しに奔走し、自然史博物館で夜警の仕事に就くことになった。と

ころがそこは、夜になると展示されているものが動き出す不思議な空間だ

ったのだ 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


ナイト ミュージアム 2 

20 世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン [2010.1] 201001 

ｼｮｰﾝ･ﾚｳﾞｨ∥監督 ﾍﾞﾝ･ｽﾃｨﾗｰ∥出演 ﾛﾋﾞﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ∥ほか出演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 状態 

中央図書館 視聴覚コーナー /772/ﾅｲﾄ/2 020154191 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾅｲﾄ ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Night at the museum:battle of the Smithsonian 

責任個人ﾖﾐ ﾚｳﾞｨ ｼｮｰﾝ 

責任表原綴 Levy Shawn 

責任個人ﾖﾐ ｽﾃｨﾗｰ ﾍﾞﾝ 

責任表原綴 Stiller Ben 

責任個人ﾖﾐ ｳｨﾘｱﾑｽ ﾛﾋﾞﾝ 

責任表原綴 Williams Robin 

価格 ¥12500 

発行者ﾖﾐ ﾆｼﾞｯｾｲｷﾌｫｯｸｽﾎｰﾑｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 

演奏時間 105 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

自然史博物館のリニューアルに伴い不要になった展示物がスミソニアン博

物館へ移送された。不思議な力をもつ「魔法の石板」も運ばれたため、あら

ゆるものが生き返ってしまい大暴走! ラリーは世界の歴史を守るため立ち向

かう。 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


ナイト ミュージアム [3] 

エジプト王の秘密 

20 世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン [2015.9] 201509 

ｼｮｰﾝ･ﾚｳﾞｨ∥監督 製作 ﾍﾞﾝ･ｽﾃｨﾗｰ∥出演 ﾛﾋﾞﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ∥ほか出演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 状態 

中央図書館 視聴覚コーナー /772/ﾅｲﾄ/3 020154209 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾅｲﾄ ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Night at the museum:secret of the tomb 

責任個人ﾖﾐ ﾚｳﾞｨ ｼｮｰﾝ 

責任表原綴 Levy Shawn 

責任個人ﾖﾐ ｽﾃｨﾗｰ ﾍﾞﾝ 

責任表原綴 Stiller Ben 

責任個人ﾖﾐ ｳｨﾘｱﾑｽ ﾛﾋﾞﾝ 

責任表原綴 Williams Robin 

価格 ¥12500 

発行者ﾖﾐ ﾆｼﾞｯｾｲｷﾌｫｯｸｽﾎｰﾑｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 

演奏時間 98 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

ニューヨーク自然史博物館でのパーティは、大失敗に終わる。みんなに魂を吹

き込んでいたエジプト王の石板の魔力が弱り始めているらしい。ラリー達は、石

板の持ち主のエジプト王に会うため、ロンドン大英博物館へ出かける。 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


マスク・オブ・ゾロ 

ソニー・ピクチャーズエンタテインメント [2000.10] 200010 

ﾏｰﾃｨﾝ･ｷｬﾝﾍﾞﾙ∥監督 ｱﾝﾄﾆｵ･ﾊﾞﾝﾃﾞﾗｽ∥出演 ｱﾝｿﾆｰ･ﾎﾌﾟｷﾝｽﾞ∥ほか出演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 状態 

中央図書館 視聴覚コーナー /772/ﾏｽｸ/  020154233 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾏｽｸ ｵﾌﾞ ｿﾞﾛ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:The mask of Zorro 

責任個人ﾖﾐ ｷｬﾝﾍﾞﾙ ﾏｰﾃｨﾝ 

責任表原綴 Campbell Martin 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾞﾝﾃﾞﾗｽ ｱﾝﾄﾆｵ 

責任表原綴 Banderas Antonio 

責任個人ﾖﾐ ﾎﾌﾟｷﾝｽ ｱﾝｿﾆｰ 

責任表原綴 Hopkins Anthony 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ｿﾆｰﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 

演奏時間 137 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕機能注記 クローズドキャプション 

収録内容 

20 年の投獄生活を終えた、かつての「ゾロ」ドン・ディエゴから正義の意志と

マスクを受け継いだニューヒーロー「ゾロ」が大冒険を繰り広げるアクショ

ン・エンタテインメント。今、20 世紀最後の愛と冒険の物語が始まる! 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


グレイテスト・ショーマン 

20 世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン [2018.6] 201806 

ﾏｲｹﾙ･ｸﾞﾚｲｼｰ∥監督 ﾍﾞﾝｼﾞ･ﾊﾟｾｯｸ∥楽曲 ｼﾞｬｽﾃｨﾝ･ﾎﾟｰﾙ∥楽曲 ﾋｭｰ･ｼﾞｬｯｸﾏﾝ∥出演 ｻﾞｯｸ･ｴﾌ

ﾛﾝ∥ほか出演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 状態 

中央図書館 視聴覚コーナー /772/ｸﾞﾚｲ/  020153946 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｸﾞﾚｲﾃｽﾄ ｼｮｰﾏﾝ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:The greatest showman 

責任個人ﾖﾐ ｸﾞﾚｲｼｰ ﾏｲｹﾙ 

責任表原綴 Gracey Michael 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾟｾｯｸ ﾍﾞﾝｼﾞ 

責任表原綴 Pasek Benj 

責任個人ﾖﾐ ﾎﾟｰﾙ ｼﾞｬｽﾃｨﾝ 

責任表原綴 Paul Justin 

責任個人ﾖﾐ ｼﾞｬｯｸﾏﾝ ﾋｭｰ 

責任表原綴 Jackman Hugh 

責任個人ﾖﾐ ｴﾌﾛﾝ ｻﾞｯｸ 

責任表原綴 Efron Zac 

価格 ¥12500 

発行者ﾖﾐ ﾆｼﾞｯｾｲｷﾌｫｯｸｽﾎｰﾑｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 

演奏時間 104 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

19 世紀アメリカ。挑戦と失敗を繰り返してきた P.T.バーナムは、オンリーワンの

個性を持つ人々を集めたショーをヒットさせ、ついに成功をつかむが…。伝説の

エンターテイナー、P.T.バーナムの半生を描くミュージカル。 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


ジュマンジ 

ソニー・ピクチャーズエンタテインメント [2000.10] 200010 

ｼﾞｮｰ･ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ∥監督 ｸﾘｽ･ﾊﾞﾝ･ｵｰﾙｽﾞﾊﾞｰｸﾞ∥原作 ﾛﾋﾞﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ∥出演 ﾎﾞﾆｰ･ﾊﾝﾄ∥ほか出

演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 状態 

中央図書館 
視聴覚コーナ

ー 
/772/ｼﾞﾕﾏ/  020154225 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｼﾞｭﾏﾝｼﾞ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Jumanji 

責任個人ﾖﾐ ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ ｼﾞｮｰ 

責任表原綴 Johnston Joe 

責任個人ﾖﾐ ｳﾞｧﾝ･ｵｰﾙｽﾊﾞｰｸﾞ ｸﾘｽ 

責任表原綴 Van Allsburg Chris 

責任個人ﾖﾐ ｳｨﾘｱﾑｽ ﾛﾋﾞﾝ 

責任表原綴 Williams Robin 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾝﾄ ﾎﾞﾆｰ 

責任表原綴 Hunt Bonnie 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ｿﾆｰﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 

演奏時間 103 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕機能注記 クローズドキャプション 

収録内容 

いじめられっ子のアランは、ふとしたことから土の中に埋も

れていたゲームを見つける。そのゲームは、ゲーム盤の上

で展開される出来事を現実に引き起こす危険なゲーム。そ

うとは知らないアランは早速ゲームを始めてしまい…。 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


デイ・アフター・トゥモロー 

20 世紀フォックスホームエンターテ

イメントジャパン [2004.10] 200410 

ﾛｰﾗﾝﾄﾞ･ｴﾒﾘｯﾋ∥監督 脚本 原案 

製作 ﾃﾞﾆｽ･ｸｴｲﾄﾞ∥出演 ｼﾞｪｲｸ･ｷﾞﾚ

ﾝﾎｰﾙ∥ほか出演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 状態 

中央図書館 視聴覚コーナー /772/ﾃﾞｲｱ/  020154167 貸出可 

 

タイトルﾖﾐ ﾃﾞｲ ｱﾌﾀｰ ﾄｩﾓﾛｰ 

責任個人ﾖﾐ ｴﾒﾘｯﾋ ﾛｰﾗﾝﾄﾞ 

責任表原綴 Emmerich Roland 

責任個人ﾖﾐ ｸｴｲﾄﾞ ﾃﾞﾆｽ 

責任表原綴 Quaid Dennis 

責任個人ﾖﾐ ｷﾞﾚﾝﾎｰﾙ ｼﾞｪｲｸ 

責任表原綴 Gyllenhaal Jake 

価格 ¥12500 

発行者ﾖﾐ ﾆｼﾞｯｾｲｷﾌｫｯｸｽﾎｰﾑｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 

演奏時間 124 分 

大きさ 12 

数量 1 

一般注記 記録層:片面 2 層 

一般注記 音声:英語 5.1chDTS 英語 5.1ch サラウンド 日本語 5.1ch サラウンド 

一般注記 字幕:日本語字幕 英語字幕 

一般注記 画面:シネマスコープ・サイズ 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp

