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  ケアニン～あなたでよかった～ 

 

 タイトルコード： 7005004 

 DVD 2017年制作  

 LCST-10005    12,000円（税別）    

 製作：2017「ケアニン」製作委員会 

 カラー 105分 

 上映権付 
Story 

 新人介護福祉士の大森圭は「なんとなく」

で始めた介護の仕事に、いつしか本気で

向き合っていく。  

内容 

 「認知症で人生終わりになんて、 僕がさ

せない―」大森圭は新人の介護福祉士。

認知症の高齢者たちと上手くコミュニケー

ションが取れず、悩む日々が続くなか、圭

が初めてメインで担当をすることになった

のは、認知症の星川敬子79歳だった。 
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 62分 日本語字幕付 58分
7005066 NSDR21263 7005067 NSDR21264

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 61分 日本語字幕付 60分
7005068 NSDR21265 7005069 NSDR21266

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 50分 88分
7005070 NSDR21267 7004830 NSDR22442

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
88分 88分

7004831 NSDR22443 7004832 NSDR22444

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
88分 88分

7004833 NSDR22445 7005006 NSDR22446

歴史，地理，紀行-鉄道 歴史，地理，紀行-鉄道

時代と歩んだ国鉄列車／６　新
幹線開業後の在来線ネットワー
ク

時代と歩んだ国鉄列車／７　日
本万国博覧会と輸送力の増強

第一章　東海道新幹線開業その後
／第二章　「ヨン・サン・トオ」白紙ダイ
ヤ改正／他

第一章　大阪万博輸送で大増発／
第二章　路線の新規開業と廃止／他

監修 宮澤　孝一/協力 株式会社　動輪堂 監修 宮澤　孝一/協力 株式会社　動輪堂

*7005068* 8,500円(税別) *7005069* 8,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-鉄道 歴史，地理，紀行-鉄道

時代と歩んだ国鉄列車／８　山
陽新幹線と最後のＳＬ

時代と歩んだ国鉄列車／９　ブ
ルートレインと東北上越新幹線

第一章　「ひかり」は西へ、山陽新幹
線岡山開業／第二章　ガスタービン
車と振り子式電車／他

第一章　貨物列車大幅削減／第二
章　ブルートレインブーム到来／第
三章　国鉄黄金時代の残照／他

監修 宮澤　孝一/協力 株式会社　動輪堂 監修 宮澤　孝一/協力 株式会社　動輪堂

*7005066* 8,500円(税別) *7005067* 8,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-鉄道 歴史，地理，紀行-鉄道

関口知宏のヨーロッパ鉄道の旅
クロアチア編

関口知宏のヨーロッパ鉄道の旅
スウェーデン編

最南端スプリットから首都ザグレブ
へ、豊かな自然と文化の国、クロアチ
ア全土を巡る１０日間の旅

人気の夜行寝台列車で北極圏へ。
広大で多様性に富む北の大地を
ゆったりと巡るスウェーデンの旅。

出演 関口　知宏 出演 関口　知宏

*7005070* 8,500円(税別) *7004830* 8,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-鉄道 歴史，地理，紀行-鉄道

時代と歩んだ国鉄列車／１０　国
鉄分割民営化

関口知宏のヨーロッパ鉄道の旅
ハンガリー編

第一章　風に立つ国鉄／第二章　貨
物輸送の大革命／第三章　赤字
ローカル線の廃止／他

アジア系の民族をルーツとするハン
ガリーの森林鉄道や温泉、湖などを
巡り、多くの人々と出会う。

監修 宮澤　孝一/協力 株式会社　動輪堂 出演 関口　知宏

*7004833* 8,500円(税別) *7005006* 8,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-鉄道 歴史，地理，紀行-鉄道

関口知宏のヨーロッパ鉄道の旅
ポルトガル編

関口知宏のヨーロッパ鉄道の旅
イギリス編　第１回

スペインとの国境の町ヴァレンサを出
発し南西のサグレスを目指す、広大
なポルトガル１０日館の旅

鉄道発祥の国イギリスを巡る２回シ
リーズ。ロンドンからボストンを経てス
コットランドを目指す。

出演 関口　知宏 出演 関口　知宏

*7004831* 8,500円(税別) *7004832* 8,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 1968年
1枚組 1枚組
88分 英語字幕付 37分

7005007 NSDR22447 7005002 OHD0291

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2014年
1枚組 1枚組
36分 36分

7005047 HDP012 7005048 HDP016

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1970年 1961年
1枚組 1枚組
45分 29分

5000555 5000555 7004697 7004697

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2015年 2013年
1枚組 1枚組
33分 英語版 日本語字幕付 84分

7004943 7004943 7004954 7004954

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2010年 2017年
1枚組 1枚組
27分 90分

7004987 KAB004LD 7005159 NSDR22690

歴史，地理，紀行-ＢＧＶ 歴史，地理，紀行-ＢＧＶ

ＷＯＮＤＥＲ　ＭＯＵＮＴＡＩＮＳ ＷＯＮＤＥＲ　ＭＯＵＮＴＡＩＮＳ　２

見たら山に登りたくなる！音楽に映
像をのせながら山登りのストーリーを
感じさせてくれるＤＶＤ。

見たら山に登りたくなる！音楽に映
像をのせながら山登りのストーリーを
感じさせてくれるＤＶＤ。

監督 井上　卓郎 監督 井上　卓郎

*7005007* 8,500円(税別) *7005002* 10,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ オンリー・ハーツ

歴史，地理，紀行-鉄道 歴史，地理，紀行-紀行

関口知宏のヨーロッパ鉄道の旅
イギリス編　第２回

ＫＹＯＴＯ　日本の心　Ｈｅａｒｔ　ｏｆ
Ｊａｐａｎ

鉄道発祥の国イギリスを巡る２回シ
リーズ。グラスゴーからヨーロッパ大
陸を望むドーバー海峡へ。

１９６８年、市川崑監督が京都の風景
を撮った３５ｍｍフィルムをデジタルリ
マスターしＤＶＤ化。

出演 関口　知宏 監督 市川　崑

*5000555* 9,000円(税別) *7004697* 9,000円(税別)

日映科学映画製作所 日映科学映画製作所

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録 歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

よみがえる金色堂 雪にいどむ

受賞：教育映画祭。１９６２年～６８年
に行われた世界文化遺産、中尊寺
金色堂復元工事の貴重映像

日本産業映画コンクール，１９６１年
当時の国鉄による北国の雪対策を貴
重な映像資料で紹介する。

製作 片田　計一/ﾅﾚｰﾀｰ 平光　淳之助 製作 片田　計一

*7005047* 12,000円(税別) *7005048* 12,000円(税別)

ＢＢＢ ＢＢＢ

社会科学-防災，安全，社会教育 自然科学-ドキュメンタリー，記録

介護者が安心して働くための研
修用ＤＶＤ　ケアする人を支える
ために

プラネットアース２　１

ケーススタディ１　在宅で生活する利
用者とケア者／ケーススタディ２　ケ
アチーム会議／他

第１集　「島　生命の小宇宙」／第２
集　「熱帯の森　ひしめく命」

監修 末安　民生 語り 豊川　悦司

*7004943* 15,000円(税別) *7004954* 16,000円(税別)

アローウィン アジア太平洋資料センター

社会科学-政治，経済，社会，文化事情 社会科学-政治，経済，社会，文化事情

困難をかかえた人への支援　第
１巻　ひきこもり

薬は誰のものか　エイズ治療薬と
大企業の特許権

大きな社会問題となっている「ひきこ
もり」への支援を行っているＮＰＯ法
人の取り組みを取材する

ワシントン国際映画祭，発展途上国
に安価な医薬品を届ける活動を通し
て、医薬品の特許権を考える

協力 アンガージュマン・よこすか 監督 ディラン・モハン・グレイ

*7004987* 4,762円(税別) *7005159* 8,500円(税別)

シルバーチャンネル ＮＨＫエンタープライズ
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
90分 90分

7005160 NSDR22691 7005161 NSDR22692

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 144分 英語版 二ｶ国語・字幕付 144分
7004965 BBCE0001 7004966 BBCE0002

上映権付 DVD DVD

2011年 2015年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 48分 英語版 日本語字幕付 52分
7004967 BBCE0003 7004934 MPNM01438

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2011年 2017年
1枚組 1枚組
77分 60分

7004945 7004945 7004932 NSDR22044

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2009年
1枚組 1枚組
60分 40分

7004933 NSDR22045 7005091 7005091

*7005160* 8,500円(税別) *7005161* 8,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

自然科学-ドキュメンタリー，記録 自然科学-ドキュメンタリー，記録

プラネットアース２　２ プラネットアース２　３

第３集　「砂漠　不毛の大地」／第４
集　「草原　緑のゆりかご」

第５集　「高山　天空の闘い」／第６
集　「都市　新天地への挑戦」

語り 豊川　悦司 語り 豊川　悦司

自然科学-生物科学 医学-ドキュメンタリー，記録

フローズン・プラネット　Ｖｏｌ．３ 死に寄りそって　Ｂｅｉｎｇ　Ｍｏｒｔａｌ

エピソード７「薄氷の上で」 死に直面した患者と、その家族や医
師が直面する人生の最終ステージに
密着したドキュメンタリー。

製作 ヴァネッサ・バーロウィッツ/ﾅﾚｰﾀｰ デビッド・アッテンボロー 原案 アトウール・ガワンデ

*7004965* 20,000円(税別) *7004966* 20,000円(税別)

丸善 丸善

自然科学-生物科学 自然科学-生物科学

フローズン・プラネット　Ｖｏｌ．１ フローズン・プラネット　Ｖｏｌ．２

エピソード１「極地　南極と北極」／エ
ピソード２「春」／エピソード３「夏」

エピソード４「秋」／エピソード５「冬」
／エピソード６「最後のフロンティア」

製作 ヴァネッサ・バーロウィッツ/ﾅﾚｰﾀｰ デビッド・アッテンボロー 製作 ヴァネッサ・バーロウィッツ/ﾅﾚｰﾀｰ デビッド・アッテンボロー

*7004945* 18,000円(税別) *7004932* 8,500円(税別)

アローウィン ＮＨＫエンタープライズ

医学-精神衛生 技術，工学，工業-ドキュメンタリー，記録

依存症と共依存 日本の国産航空機　前編

依存症とは？／アルコール依存症／
薬物依存症／ギャンブル依存症／
性依存症／共依存／他

国産航空機の黎明期。日本の航空
技術は驚異的なスピードで進化した
が、その背景には戦争があった

監修 松下　年子 監修 鈴木　真二　他

*7004967* 20,000円(税別) *7004934* 35,000円(税別)

丸善 丸善

*7004933* 8,500円(税別) *7005091* 20,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ テレビせとうちクリエイト

技術，工学，工業-ドキュメンタリー，記録 技術，工学，工業-ドキュメンタリー，記録

日本の国産航空機　後編
現代相州伝　日本刀鍛錬の記録
／炎に祈る

戦後、航空機活動のすべてを禁止さ
せられた日本航空界。そこから国産
初のジェット旅客機誕生まで

日本刀相州伝製作の第一人者、宮
入小左衛門行平の鍛錬技法をつぶ
さにハイビジョンで撮影記録する

監修 鈴木　真二　他 企画 全日本刀匠会/出演 宮入小左衛門行平

－3－



DVD 上映権付 DVD

2005年 2016年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 69分 日本語字幕付 41分
7005191 SDA45T 7004955 7004955

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2017年
1枚組 1枚組
56分 30分

7004551 SPD011 7004852 ESSE005

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
38分 43分

7004995 DDB1701 7004996 DDB1702

上映権付 DVD DVD

2016年 2013年
1枚組 1枚組
62分 英語版 日本語字幕付 85分

7005044 MDIPR003 7005003 KKDL720

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2016年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 72分 日本語字幕付 47分
7005165 NSDR22667 7005167 NSDR22669

生活文化，社会教育-家政，生活 生活文化，社会教育-政治，経済，社会，文化事情

快眠シアター／ぐっすり眠るため
のハウツー＆ヒーリング

スマホの真実　紛争鉱物と環境
破壊とのつながり／ウェイクアッ
プ・コール

Ｐａｒｔ．１「Ｈｏｗ　ＴＯ　快眠」／Ｐａｒｔ．
２「快眠イメージ法」／他

スマホの真実　紛争鉱物と環境破壊
とのつながり（３５分）／ウェイクアッ
プ・コール（６分）

監修 三橋　美穂/ﾅﾚｰﾀｰ 熊谷　聖香 制作 アジア太平洋資料センター

*7004551* 15,000円(税別) *7004852* 6,000円(税別)

Density K-essence

生活文化，社会教育-健康法 生活文化，社会教育-家庭，生活

お家で出来る初めての断食（ファ
スティング）

知っていそうで知らなかった　妊
娠中の生活手引き

ファスティングをはじめるにあたって
／ファスティングってなぁに？／他

妊娠中に起こりがちな夫婦間のトラ
ブルとその解決法を劇形式で紹介
し、わかりやすく説明します。

出演 中蔦　歩見 監修 野村　和子

*7005191* 10,000円(税別) *7004955* 15,000円(税別)

シンフォレスト アジア太平洋資料センター

生活文化，社会教育-家政，生活 産業-農業

観るレッスン！服を１０着しか持
たないフランス人のおしゃれＤＶＤ

パパ、遺伝子組み換えってなあ
に？

１．１０着のワードローブについて／
２．１０着のワードローブを実践するメ
リット／他

米国では表示義務のない「遺伝子組
み換え食品」の謎を解くため、ジェレ
ミーは世界を巡る旅に出る

出演 ジェニファー・Ｌ・スコット 監督 ジェレミー・セイファート

*7004995* 9,500円(税別) *7004996* 9,500円(税別)

株式会社デイドリーム・ビリーバー 株式会社デイドリーム・ビリーバー

生活文化，社会教育-家政，生活 生活文化，社会教育-家政，生活

超カンタン　かわいい！浴衣乙女
になろう！着付け教室２０２０

超カンタン　親子でかわいい浴衣
女子！　着付け教室２０２０

ＣＨＡＰＴＥＲ１　着付けに必要なもの
は？／ＣＨＡＰＴＥＲ２　丁寧解説！
着付けの方法／他

ＣＨＡＰＴＥＲ１　着付けに必要なもの
は？／ＣＨＡＰＴＥＲ２　子供の浴衣
着付けの方法／他

講師 コバヤシ　クミ 講師 コバヤシ　クミ

*7005165* 6,800円(税別) *7005167* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

産業-ドキュメンタリー，記録 産業-ドキュメンタリー，記録

プロフェッショナル仕事の流儀
動物写真家・岩合光昭の仕事

プロフェッショナル仕事の流儀
日本料理人・石原仁司の仕事

命のエネルギーがあふれ出る写真を
撮り続ける、岩合の撮影旅行に長期
密着。猫たっぷりの７３分！

その料理は芸術品と言われ、店全体
でのもてなしは感動を生み出す。そ
の石原のひたむきな姿に密着

出演 岩合　光昭 出演 石原　仁司

*7005044* 6,000円(税別) *7005003* 20,000円(税別)

株式会社メディアリンクス 紀伊國屋書店
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2015年 2017年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 47分 日本語字幕付 49分
7005168 NSDR22670 7005169 NSDR22671

DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
30分 35分

7004849 7004849 7005121 7005121

DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
30分 35分

7005122 7005122 7005123 7005123

DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
32分 26分

7005124 7005124 7005125 7005125

DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
31分 30分

7005126 7005126 7005127 7005127

産業-ドキュメンタリー，記録 産業-ドキュメンタリー，記録

東京都指定伝統工芸品　江戸鼈
甲

東京都指定伝統工芸品　江戸押
絵羽子板

手間とひまをかけ、丁寧に作られる
東京都指定伝統工芸品「江戸鼈甲」
の職人の技を収録しています

江戸の庶民文化が創り出し、歌舞伎
と共に発展してきた「江戸押絵羽子
板」の伝統技法を紹介する。

企画・制作 株式会社ジェイ・クルー 企画・制作 株式会社ジェイ・クルー

*7005168* 6,800円(税別) *7005169* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

産業-ドキュメンタリー，記録 産業-ドキュメンタリー，記録

プロフェッショナル仕事の流儀
ビル清掃・新津春子の仕事

プロフェッショナル仕事の流儀
猟師・久保俊治の仕事

「世界一清潔な空港」羽田を支えるス
ゴ腕清掃員、新津春子の情熱と確か
な技術を支える日常に密着

気配を読み、獲物より早く居場所を
察知し、仕留める。命がけの戦いにこ
だわる久保の日常に密着。

出演 新津　春子 出演 久保　俊治

*7005122* 2,750円(税別) *7005123* 2,750円(税別)

ブルーピーター ブルーピーター

産業-ドキュメンタリー，記録 産業-ドキュメンタリー，記録

東京都指定伝統工芸品　江戸衣
装着人形

東京都指定伝統工芸品　江戸木
目込人形

京、大坂から伝わり、江戸独自の作り
に発展していった「江戸衣装着人
形」の職人技法を紹介する。

江戸文化の繁栄と共に多様化・高級
化を遂げて発展した「江戸木目込人
形」の職人技法を紹介する。

企画・制作 株式会社ジェイ・クルー 企画・制作 株式会社ジェイ・クルー

*7004849* 2,750円(税別) *7005121* 2,750円(税別)

ブルーピーター ブルーピーター

産業-ドキュメンタリー，記録 産業-ドキュメンタリー，記録

東京都指定伝統工芸品　江戸切
子

東京都指定伝統工芸品　江戸木
版画

江戸、小伝馬町のビードロ屋、加賀
屋久兵衛により始められたといわれ
る「江戸切子」を紹介する。

江戸時代に絵師、彫師、摺師の分業
体制が確立し、技術面で高水準を極
めた「江戸木版画」を紹介。

企画・制作 株式会社ジェイ・クルー 企画・制作 株式会社ジェイ・クルー

*7005124* 2,750円(税別) *7005125* 2,750円(税別)

ブルーピーター ブルーピーター

産業-ドキュメンタリー，記録 産業-ドキュメンタリー，記録

東京都指定伝統工芸品　江戸甲
冑

東京都指定伝統工芸品　東京七
宝

実際の古甲冑や文献を元に、金工、
漆工など様々な技法を組み合わせ
て作られる「江戸甲冑」を紹介

渡来人から七宝技術を学び、幕府お
抱え七宝氏となった平田彦四郎を祖
とする「東京七宝」を紹介。

企画・制作 株式会社ジェイ・クルー 企画・制作 株式会社ジェイ・クルー

*7005126* 2,750円(税別) *7005127* 2,750円(税別)

ブルーピーター ブルーピーター
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DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
30分 30分

7005128 7005128 7005129 7005129

DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
30分 25分

7005130 7005130 7005131 7005131

DVD 上映権付 DVD

2016年 2013年
1枚組 1枚組
25分 44分

7005132 7005132 7004935 POBD66002

上映権付 DVD DVD

1954年 2004年
1枚組 1枚組
24分 英語・日本語字幕付 107分

5001522 5001522 7004920 VWDZ8064

DVD 上映権付 DVD

2003年 2011年
1枚組 1枚組
138分 88分

7004921 VWDZ8066 7005194 NSDR17356

*7005128* 2,750円(税別) *7005129* 2,750円(税別)

ブルーピーター ブルーピーター

産業-ドキュメンタリー，記録 産業-ドキュメンタリー，記録

東京都指定伝統工芸品　東京籐
工芸

東京都指定伝統工芸品　東京彫
金

高温多湿な日本の家具やルームア
クセサリー等の身近なものとして広く
利用される「籐工芸」を紹介

江戸時代に生まれ、タガネ一つで
様々な模様を描き出す「東京彫金」
の伝統的な職人技法を紹介する

企画・制作 株式会社ジェイ・クルー 企画・制作 株式会社ジェイ・クルー

産業-ドキュメンタリー，記録 産業-自動車

東京都指定伝統工芸品　東京手
描提灯

車両基地　東急バス

白地に黒の家紋と、遠くからも見えや
すい大き目の江戸文字が特徴の「東
京手描提灯」を紹介する。

東京と神奈川を走る、東急バス・東急
トランセのバス営業所と整備工場の
普段見られない姿を収録。

企画・制作 株式会社ジェイ・クルー 企画 手老　善

*7005130* 2,750円(税別) *7005131* 2,750円(税別)

ブルーピーター ブルーピーター

産業-ドキュメンタリー，記録 産業-ドキュメンタリー，記録

東京都指定伝統工芸品　東京琴
東京都指定伝統工芸品　東京手
描友禅

琴の長さを長く、厚みを厚くし、音質・
音量の増加と明瞭化を図った「東京
琴」の作成技法を紹介。

京都から江戸に移り住んだ絵師が始
めた、地味ながらも粋で明るい色調
の「東京手描友禅」を紹介。

企画・制作 株式会社ジェイ・クルー 企画・制作 株式会社ジェイ・クルー

*5001522* 9,000円(税別) *7004920* 10,000円(税別)

日映科学映画製作所 ポニーキャニオン

産業-ドキュメンタリー，記録 芸術-ドキュメンタリー，記録

つばめを動かす人たち 大塚康生の動かす喜び

ウルグアイ記録映画祭，機関車時代
の特急「つばめ」の運行とそれを支え
た人々を描く。特典映像付

高畑勲、宮崎駿らと共に傑作アニ
メーションを生み出してきた大塚康生
がアニメの本質を語り尽す。

製作 加藤　秀男　他 出演 大塚　康生

*7005132* 2,750円(税別) *7004935* 3,333円(税別)

ブルーピーター ユニバーサルミュージック

*7004921* 10,000円(税別) *7005194* 6,800円(税別)

ポニーキャニオン ＮＨＫエンタープライズ

芸術-ドキュメンタリー，記録 芸術-ドキュメンタリー，記録

宮崎駿プロデュースの１枚のＣＤ
は、こうして生まれた。

この世の名残　夜も名残

「大人が唄える歌がほしい」という宮
崎駿の想いから作られたＣＤ「お母さ
んの写真」ができるまで

現代美術作家、杉本博司の演出に
よる全く新しい人形浄瑠璃文学「曽
根崎心中」の制作過程を追う。

出演 宮崎　駿 出演 杉本　博司
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 5枚組

日本語字幕付 49分 273分
7005166 NSDR22668 7005030 NGNRD001-05

DVD 上映権付 DVD

2014年 2013年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 93分 126分
7004978 ALBSD2019 7004926 BLMC1017

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2015年
1枚組 1枚組
182分 100分

7004927 BLMC1018 7004928 BLMC1023

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
126分 124分

7004929 BLMC1025 7004930 BLMC1028

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2012年
1枚組 1枚組
93分 二ｶ国語 100分

7004858 LCST100008 7005193 DSPS1004

芸術-ドキュメンタリー，記録 芸術-演芸

プロフェッショナル仕事の流儀
噺（はなし）家・春風亭一之輔の
仕事

豪華浪曲大全集　第１集　華の
平成６年入門組　看板披露

古典を守りながらも現代的で新しい、
春風亭一之輔のカラオケや喫茶店
での秘密の稽古に密着する。

富士路子／玉川こう福／澤順子／
富士琴美／鳳舞衣子

出演 春風亭　一之輔 出演 富士　路子

*7004978* 12,500円(税別) *7004926* 12,000円(税別)

アルバトロス Library Contents Service

芸術-舞踊，バレエ 芸術-演劇

ロパートキナ　孤高の白鳥
ミュージカル　泣いてたまる
か！！　漢字検定者大会～虹の
向こう側へ

ロシアの名門、マリインスキー・バレエ
の頂点に立つウリヤーナ・ロパートキ
ナの魅力と素顔に迫る

地方テレビ局のプロデューサー憲一
は、社長の残した借金返済のため、
ある番組の企画を打ち出す。

製指 ヴェロニク・パルトゥシュ/出演 ウリヤーナ・ロパートキナ 脚本 ｓｔｕｄｉｏ　波那怜/出演 村上　幸平

*7005166* 6,800円(税別) *7005030* 15,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ Library Contents Service

芸術-演劇 芸術-演劇

舞台　チェリーボーイズ
舞台　裁判長！ここは懲役４年で
どうすか２０１６

高校時代の苦い駅伝の思い出を胸
に２０年後再会した６人組。それぞれ
の人生の思いが交錯していく

他人の人生を覗き見るように傍聴席
通いを続ける作家志望の北尾は、あ
る裁判を機に考えを変える。

脚本 滝井　サトル/出演 野久保　直樹 脚本 塩田　泰造/出演 中村　優一

*7004927* 12,000円(税別) *7004928* 15,000円(税別)

Library Contents Service Library Contents Service

芸術-演劇 芸術-演劇

泣いてたまるか！！　いのちのし
るし

舞台　天国の脚本家冴嶋コーキ

震災をきっかけに離島で海の家を始
めた夫妻の元でアルバイトをする若
者たちの出会いや葛藤を綴る

天国で人生の脚本を書く作家、冴嶋
コーキの脚本を通して「人生の大切
なもの」を問いかける舞台。

脚本 ｓｔｕｄｉｏ　波那怜/出演 清水　一希 脚本 樋口　隆則/出演 大和　孔太

*7004858* 12,000円(税別) *7005193* 10,000円(税別)

Library Contents Service デジタルセンセーション

芸術-演劇 音楽－邦楽-44

幸福な職場
長唄三味線　ＮＡＧＡＵＴＡ　ＳＨＡ
ＭＩＳＥＮ　粋を極めた江戸の音

昭和３４年、知的障害者の少女を雇
うことになった町工場。誰にも当ては
まる「働く幸せ」の物語。

歌舞伎と共に発展してきた長唄。そ
の歴史や楽しみ方を、演奏とお話を
通して分かりやすく紹介する

製作 劇団東京フェスティバル/出演 岡田　達也 企画・制作 浜松市楽器博物館/演奏 杵屋　邦寿

*7004929* 15,000円(税別) *7004930* 15,000円(税別)

Library Contents Service Library Contents Service
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上映権付 DVD DVD

1957年 2014年
1枚組 1枚組
20分 英語版 日本語字幕付 84分

7003307 7003307 7004990 BIBF8460

DVD DVD

2012年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 60分 英語版 英語・日本語字幕付 108分
7005195 LCDV81133 7005071 DABR5112

DVD DVD

2004年 2015年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 139分 中国語版 日本語字幕付 127分
7005120 BCDR1470 7005133 BCDR3552

DVD 上映権付 DVD

2005年 1966年
1枚組 1枚組

英語版 英語・日本語字幕付 134分 フランス語版 日本語字幕付 121分
7005001 RDD40713 7005060 KIBR1866

DVD DVD

2015年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 97分 英語版 二ｶ国語・字幕付 98分
7005140 PCBP73529 7004904 PCBP73597

音楽－ポピュラー-音楽 音楽－ポピュラー-ドキュメンタリー，記録

ＢＯＢ　ＤＹＬＡＮ　ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＬＩ
ＶＥ

ＥＩＧＨＴ　ＤＡＹＳ　Ａ　ＷＥＥＫ

ロック界のカリスマとして愛され続け
ているボブ・ディランの魅力を余すと
ころなく伝えるライブ集

音楽シーンに前例のない一大現象
を巻き起こしたビートルズ。その軌跡
を振り返るドキュメンタリー

出演 ボブ・ディラン 監督 ロン・ハワード/出演 ポール・マッカートニー

*7003307* 9,000円(税別) *7004990* 12,000円(税別)

日映科学映画製作所 ハピネット

音楽－邦楽-ドキュメンタリー，記録 音楽－ポピュラー-音楽

雅楽
プリンス　サイン・オブ・ザ・タイム
ズ　ＨＤニューマスター版

教育映画祭特別賞，ユネスコ無形文
化遺産であり、芸術的価値も高い雅
楽の成り立ちと魅力を描く。

ポップかつエロティック！ロック界の
カリスマ・プリンスの絶頂期のライブ
がＨＤマスターで蘇る！

製作 石本　統吉 監督 プリンス/出演 プリンス

*7005120* 12,000円(税別) *7005133* 15,000円(税別)

バンダイビジュアル バンダイビジュアル

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

世界 山河ノスタルジア

北京市郊外にあるテーマパーク「世
界公園」でダンサーとして働くタオの
人間模様と現代中国を描く

母親と離婚した父と共にオーストラリ
アで暮らすダオラーは中国人教師ミ
アの出会いをきっかけに…

監督 ジャ・ジャンクー/出演 チャオ・タオ 監督 ジャ・ジャンクー/出演 チャオ・タオ

*7005195* 15,000円(税別) *7005071* 15,000円(税別)

ラインコミュニケーションズ 角川書店

外国映画-伝記 外国映画-アクション

ブルーに生まれついて ジェーン

天才ジャズ・トランぺッターのチェッ
ト・ベイカーはいつしか麻薬に溺れ
身を滅ぼしかけていたが…

悪党ビショップ一家に家族を狙われ
たジェーンは、南北戦争の英雄でか
つての恋人、ダンを頼るが…

監督 ロバート・バドロー/出演 イーサン・ホーク 監督 ギャヴィン・オコナー/出演 ナタリー・ポートマン

*7005001* 16,000円(税別) *7005060* 35,000円(税別)

ソニー・ピクチャーズ キングレコード

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

プロデューサーズ アルジェの戦い

舞台の失敗で大儲けする方法を思
いついたマックスとレオは最低の脚
本、演出、役者を探し出すが…

ヴェネチア国際映画祭賞，民族の激
しい怒りと憎悪、執念に殺気立つア
ルジェリアの独立戦争を描く

監督 スーザン・ストローマン/出演 ネイサン・レイン 監督 ジッロ・ポンテコルヴォ/出演 ブラヒム・ハッジャグ

*7005140* 16,000円(税別) *7004904* 16,000円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン
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DVD DVD

2011年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 101分 英語版 二ｶ国語・字幕付 115分
7005144 PSBG72782 7005141 VWDR6483

DVD DVD

1950年 2013年
1枚組 1枚組

イタリア語版 日本語字幕付 97分 英語版 二ｶ国語・字幕付 114分
7004985 JVD3364 7004846 1000629709

DVD DVD

2013年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 143分 英語版 二ｶ国語・字幕付 97分
7004848 1000629714 7005039 1000648113

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1956年 1958年
1枚組 1枚組

ドイツ語版 日本語字幕付 97分 ドイツ語版 日本語字幕付 100分
4222131 IVCA18077 4222132 IVCA18078

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1949年 1939年
1枚組 1枚組

イタリア語版 日本語字幕付 99分 英語版 日本語字幕付 68分
4223115 IVCA18093 7004972 IVCA18215

*7005144* 16,000円(税別) *7005141* 18,000円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-アクション，スペクタクル

ニコラス・ウィントンと６６９人の子
どもたち

ドクター・ストレンジ

文部科学省，第二次大戦前夜の
チェコスロバキア、ナチスの迫害から
子供達を守っていた男がいた。

交通事故によりその手に麻痺を追っ
た天才外科医ストレンジは、過酷な
修行を経て魔術師となった。

監督 マテイ・ミナーチュ/出演 ニコラス・ウィントン 監督 スコット・デリクソン/出演 ベネディクト・カンバーバッチ

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-ドラマ

マン・オブ・スティール 素晴らしきかな、人生

爆発寸前のクリプトン星から地球に
逃がされたクラーク・ケントにゾット将
軍と反乱軍の追手が迫る

ニューヨークの広告代理店で成功を
収めたハワードは、最愛の女性を失
い失意のどん底にあったが…

監督 ザック・スナイダー/出演 ヘンリー・カビル 監督 デビッド・フランケル/出演 ウィル・スミス

*7004985* 3,800円(税別) *7004846* 16,000円(税別)

東北新社 ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

越境者 ジャックと天空の巨人

ベルリン映画祭賞；銀熊，職を求め
仏へ不法侵入する元炭坑夫一行２０
人が、様々な困難に出会い…

人間と巨人族の国をつなげる豆を発
芽させてしまったジャックは、枝に
引っかかった王女を追うが…

監督 ピエトロ・ジェルミ/出演 ラフ・バローネ 監督 ブライアン・シンガー/出演 ニコラス・ホルト

*4222131* 15,000円(税別) *4222132* 15,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー アイ・ヴィー・シー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

菩提樹 続・菩提樹

修道女のマリアはトラップ一家の家
庭教師としてやって来た。やがて男
爵と恋に落ち子供達の母に…

アメリカへ亡命した一家は、家族合
唱団として活躍。様々な困難を力を
合わせ明るく乗り越えてゆく

監督 ヴォルフガング・リーベンアイナー/出演 ルート・ロイヴェリック 監督 ヴォルフガング・リーベンアイナー/出演 ルート・ロイヴェリック

*7004848* 16,000円(税別) *7005039* 16,000円(税別)

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース

*4223115* 15,000円(税別) *7004972* 15,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー アイ・ヴィー・シー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ストロンボリ
ローレル＆ハーディの天国二人
道中

シシリー島の北の小島、男たちの間
を彷徨う女が、火山の爆発を機に真
の愛に目覚めて夫の許へと…

チビでお人好しなスタンとデブでガン
コなオリバーが、ふたり揃って、パリ
のホテルの娘に惚れて…

監督 ロベルト・ロッセリーニ/出演 マリオ・ヴィターレ 監督 Ａ・エドワード・サザーランド/出演 スタン・ローレル
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1960年 1960年
1枚組 1枚組

イタリア語版 日本語字幕付 175分 フランス語版 日本語字幕付 132分
7005098 IVCF28072 7005114 IVCF5536

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1964年 1987年
1枚組 1枚組

ロシア語版 日本語字幕付 89分 英語版 日本語字幕付 123分
7005075 IVCF5685 7004958 IVCF5691M

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1947年 1937年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 100分 フランス語版 日本語字幕付 104分
7004941 IVCF5724 7005100 IVCF5751

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1939年 1946年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 105分 フランス語版 日本語字幕付 112分
4223026 IVCF5752 4223011 IVCF5753

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1939年 1969年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 106分 ロシア語版 日本語字幕付 85分
7005000 IVCF5757 7004979 IVCF5770

外国映画-ドラマ 外国映画-アクション，スペクタクル

甘い生活　プレミアムＨＤマスター
版

穴　ＨＤマスター

カンヌ国際映画祭賞，ゴシップ記者
のマルチェロは、狂騒と乱痴気騒ぎ
に彩られた毎日を送るが…。

ラ・サンテ刑務所の４人の重罪人は、
新顔を仲間に加えて脱走の計画を
綿密に練り、穴を掘り始めた

監督 フェデリコ・フェリーニ/出演 マルチェロ・マストロヤンニ 監督 ジャック・ベッケル/出演 ジャン・ケロディ

*7005075* 20,000円(税別) *7004958* 25,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー アイ・ヴィー・シー

外国映画-アクション，スペクタクル 外国映画-ドラマ

鬼戦車Ｔ－３４　ニューマスター版 アンネの日記

独軍の捕虜となったソ連兵達はある
日新型対戦車砲の標的Ｔ－３４に乗
せられ隙をついて大脱走を…

ユダヤ人への迫害が強くなった１９４
２年オランダ。アン達フランク一家は
隠れ家に身を寄せるが…

監督 ニキータ・クリヒン/出演 ヴャチェスラフ・グレンコフ 監督 ガレス・デイヴィス/出演 キャサリン・スレシンジャー

*7005098* 32,000円(税別) *7005114* 20,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー アイ・ヴィー・シー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

旅路の果て 枯葉／夜の門

ヴェネチア国際映画祭；俳優専門の
老人ホームを舞台に老いて狂気を示
していく名優たちの哀しみ…

第２次大戦直後のパリを舞台にレジ
スタンスの鉄道員達と彼らを裏切り密
告した男達のドラマを描く

監督 ジュリアン・デュヴィヴィエ/出演 ヴィクトル・フランサン 監督 マルセル・カルネ/出演 イヴ・モンタン

*7004941* 20,000円(税別) *7005100* 20,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー アイ・ヴィー・シー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

逃亡者 我等の仲間

禁酒とカトリック教の追放が、法律化
されたメキシコから脱出を図る司祭を
通し、真実の愛を考える

パリで暮らす４人の貧しい男達が
買った宝くじがまさかの大当たり！行
商に出た仲間も帰ってきて…

監督 ジョン・フォード/出演 ヘンリー・フォンダ 監督 ジュリアン・デュヴィヴィエ/出演 ジャン・ギャバン

*7005000* 20,000円(税別) *7004979* 20,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー アイ・ヴィー・シー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ゲームの規則 放浪の画家　ピロスマニ

延々と繰り広げられるブルジョワたち
の狂騒を通して、貴族社会への痛烈
な皮肉とその愛着を描く。

田舎の酒場の壁に絵を描くピロスマ
ニは後世天才画家と讃えられたが失
意の内に孤独な生涯を閉じた

監督 ジャン・ルノワール/ 声 マルセル・ダリオ 監督 ゲオルギー・シェンゲラーヤ/出演 アフタンジル・ワラジ

*4223026* 20,000円(税別) *4223011* 20,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー アイ・ヴィー・シー
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1961年 1953年
1枚組 1枚組

その他欧州諸言語版 日本語字幕付 85分 英語版 日本語字幕付 61分
7005099 IVCF5779 7005043 IVCF6069

上映権付 DVD DVD

1973年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 109分 トルコ語版 日本語字幕付 151分
7004961 7004961 7005097 OHDR0273

上映権付 DVD DVD

1952年 2005年
1枚組 1枚組

イタリア語版 日本語字幕付 89分 英語版 二ｶ国語・字幕付 102分
7004971 IVCF5765 4176186 DZ0170

DVD DVD

2012年 1946年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 108分 英語版 日本語字幕付 65分
7004999 BWD02625R 7004964 BWD3045

DVD DVD

1943年 1932年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 91分 フランス語版 日本語字幕付 83分
7005063 BWD3048 7004986 BWD3049

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドラマ

時よ止まれ　君は美しい　ミュン
ヘンの１７日

昔々、アナトリアで

ゴールデングローブ賞，１．始まりの
とき／２．最も強く／３．最も高く／４．
美しき群像／他

カンヌ国際映画祭，殺人容疑者を連
れ、遺体の遺棄現場を捜索する警察
官だが、死体が見つからず…

製作 スタン・マーガリーズ 監督 ヌリ・ビルゲ・ジェイラン/出演 ムハンメト・ウズンエル

*7005099* 20,000円(税別) *7005043* 20,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー アイ・ヴィー・シー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ほら男爵の冒険 恐怖と欲望

宇宙飛行士のトニークは人類初の月
面着陸を成し遂げた！が、そこには
既に「ほら男爵」達がいて…

戦時中、敵軍の森に墜落した４人の
兵士。敵軍のアジト襲撃を計画中、
現地の女性に姿を見られて…

監督 カレル・ゼマン/出演 ミロシュ・コペツキー 監督 スタンリー・キューブリック/出演 ケネス・ハープ

*7004971* 20,000円(税別) *4176186* 16,000円(税別)

紀伊國屋書店 松竹

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ウンベルト　Ｄ レーシング・ストライプス

若さ・家族・健康・金・住居を奪われ、
社会の底辺に生きるひとりの老人と
愛犬が辿る苛酷な運命。

牧場育ちのシマウマが、ケンタッ
キー・オープン優勝を目指し牧場の
仲間に励まされてレースに挑戦

監督 ヴィットリオ・デ・シーカ/出演 カルロ・バッティスティ 監督 フレデリック・デュショー/ 声 フランキー・ムニッズ

*7004961* 6,000円(税別) *7005097* 8,800円(税別)

岩波映像 オンリー・ハーツ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

あなたの目になりたい ショタール商会

彫刻家のフランソワは若くて美しい
娘・カトリーヌをモデルに指名し、や
がて相思相愛の仲となるが

食品卸問屋を営むフランソワは、社
業に専念するあまり文学などは価値
がないと決めつけていたが…

監督 サッシャ・ギトリ/出演 サッシャ・ギトリ 監督 ジャン・ルノワール/出演 ジャンヌ・ボワテル

*7004999* 10,000円(税別) *7004964* 7,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ＳＦ，ホラー

物語る私たち 殺人鬼の巨像・クリーパー

ロサンゼルス映画批評家協会賞，女
優・サラ・ポーリーは亡き母・ダイアン
の人生を探っていくが…

彫刻家のマルセルは自分を笑いもの
にした批評家を殺すよう、ソシオパス
のクリーパーを焚き付け…

監督 サラ・ポーリー/出演 マイケル・ポーリー 監督 ジャン・ヤーブロー/出演 ロンド・ハットン

*7005063* 7,000円(税別) *7004986* 7,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ
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DVD DVD

1943年 1949年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 104分 英語版 日本語字幕付 79分
7004963 BWD3051 7004973 BWD3053

DVD DVD

1936年 1950年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 85分 英語版 日本語字幕付 73分
7004977 BWD3054 7004974 BWD3055

DVD DVD

1926年 1950年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 89分 英語版 日本語字幕付 74分
7004976 BWD3056 7004975 BWD3057

DVD DVD

1930年 1944年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 100分 英語版 日本語字幕付 89分
7005093 BWD3076 7005094 BWD3078

DVD DVD

1991年 2009年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 92分 英語版 二ｶ国語・字幕付 106分
7004981 ACBR90855 7005115 TMSD365

*7004963* 7,000円(税別) *7004973* 7,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

外国映画-ドラマ 外国映画-アクション

高原の情熱 赤い渓谷

ローヌ川上流の保養地にあるホテ
ル”守護天使”を舞台に、女主人と訪
れた客達が繰り広げる恋模様

流れ者のカウボーイ、リンは「ブラッ
ク・ベルベット」と呼ばれる野生馬を
巡る争いに巻き込まれ…

監督 ジャン・グレミヨン/出演 マドレーヌ・ルノー 監督 ジョージ・シャーマン/出演 アン・ブライス

外国映画-アクション 外国映画-アクション

夢想の楽園 テキサスから来た男

コロラド砂漠を開拓し、移民の故郷に
しようと思い立った父の夢を託された
娘のバーバラとエイブは

人格者ジェームソンに雇われ、堅気
に戻るよう諭されたビリー・ザ・キッド
だったが、彼が殺され…

監督 ヘンリー・キング/出演 ロナルド・コールマン 監督 カート・ニューマン/出演 オーディー・マーフィー

*7004977* 7,000円(税別) *7004974* 7,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

外国映画-アクション 外国映画-アクション

ロビン・フッドの復讐 サドル・トランプ

ゴールドラッシュでやってきたアメリカ
人に妻を殺され、土地を奪われたホ
アキンは復讐を誓って…

楽天家のカウボーイ、チャックは旅の
途中、亡くなった友人の子供達４人
を引き取ることになって…

監督 ウィリアム・ウェルマン/出演 ワーナー・バクスター 監督 ヒューゴ・フレゴネーズ/出演 ジョエル・マクリー

*7005093* 7,000円(税別) *7005094* 7,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

黄色の部屋 クリスマスの休暇

スタンゲルソン教授宅の「黄色の部
屋」で教授の娘が殺された。密室殺
人に記者ルルタビーユが挑む

私用で乗った飛行機が不時着した
先のニューオーリンズで、メイソン少
尉が出会った酒場の歌手は…

監督 マルセル・レルビエ/出演 ローラン・トゥータン 監督 ロバート・シオドマク/出演 ディアナ・ダービン

*7004976* 7,000円(税別) *7004975* 7,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

*7004981* 15,000円(税別) *7005115* 10,000円(税別)

アスミック トランスフォーマー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

トト・ザ・ヒーロー
マーティン・フリーマンのスクール
オブミュージカル

老人ホームに暮らすトマは火事で隣
の裕福なカント家の子供と自分が取
り違えられたと信じていて…

かつて俳優を目指していたポール
は、旧友についた嘘のせいで勤める
小学校の劇を制作することに…

監督 ジャコ・ヴァン・ドルマル/出演 ミシェル・ブーケ 監督 デビー・イシト/出演 マーティン・フリーマン
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DVD DVD

2010年 2005年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 129分 ロシア語版 日本語字幕付 140分
7005077 ALBSD1573 7005042 PWAD2410

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2011年 1943年
1枚組 3枚組

イタリア語版 日本語字幕付 83分 英語版 日本語字幕付 276分
7005090 FMDR9458 7005072 7005072

DVD DVD

2000年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 122分 英語版 日本語字幕付 102分
7004856 ORSR7306 7005087 KKDL712

DVD DVD

1956年 2014年
1枚組 1枚組

イタリア語版 日本語字幕付 115分 英語版 日本語字幕付 99分
7005095 ANSK62129 7005109 DABR5035

DVD DVD

2015年 2015年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 80分 英語版 日本語字幕付 99分
7005110 DABR5038 7004969 DABR5052

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

星の旅人たち アフガン

聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラ
に向かった一人息子を失ったトム
は、彼の想いを知るため…

１９８８年、アフガニスタン侵攻中のソ
連軍第９中隊に配属されたリュタエフ
は最前線に配置され…

監督 エミリオ・エステヴェス/出演 マーティン・シーン 監督 フョードル・ボンダルチュク/出演 アレクセイ・チャドフ

*7005090* 16,000円(税別) *7005072* 30,000円(税別)

ＡＭＧエンタテインメント モーションプロ

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-ドラマ

宇宙人王さんとの遭遇
ウィリアム・Ａ・ウェルマン監督全
集

秘密警察から緊急に呼び出された翻
訳家のガイアが受けた依頼は、なん
と宇宙人の言語翻訳だった！

スタア誕生／無責任時代／バーレス
クの女

監督 アントニオ・マネッティ　他/出演 フランチェスカ・クティカ 監督 ウィリアム・Ａ・ウェルマン

*7005077* 12,500円(税別) *7005042* 12,500円(税別)

アルバトロス ネクシード

外国映画-ドラマ 外国映画-ドキュメンタリー，記録

鉄道員　ＨＤリマスター版 ９９分，世界美味めぐり

機関士の父・アンドレアを尊敬する幼
いサンドロの視点からイタリアの労働
者家族を描く人間ドラマ

最高のレストランを求めて地球を駆け
巡る”フーディーズ”彼らの「食」にか
ける情熱と素顔に迫る

監督 ピエトロ・ジェルミ/出演 ピエトロ・ジェルミ 監督 トーマス・ジャクソン/出演 スティーヴ・プロトニキ

*7004856* 6,800円(税別) *7005087* 20,000円(税別)

株式会社オルスタックソフト販売 紀伊國屋書店

外国映画-ドラマ 外国映画-ドキュメンタリー，記録

ミリオンダラー・ホテル あまくない砂糖の話

ロサンゼルスにあるミリオンダラー・ホ
テルの屋上からの転落死を巡り、ＦＢ
Ｉの捜査が始まって…

俳優デイモン・ガモーが自らを被験
者として”ヘルシー”とされる食品だ
けを摂り続けた実験映画。

監督 ヴィム・ヴェンダース/出演 ジェレミー・デイヴィス 監督 デイモン・ガモー/出演 デイモン・ガモー

*7005110* 15,000円(税別) *7004969* 15,000円(税別)

角川書店 角川書店

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドキュメンタリー，記録

アイリス・アプフェル！／９４歳の
ニューヨーカー

ノーマ、世界を変える料理

９４歳にしてＮ．Ｙ．のカルチャーシー
ンに影響を与え続けるアイリス・アプ
フェルの志顔に迫る。

世界一のレストラン「ノーマ」を率いる
カリスマシェフ、レネ・レゼピの料理の
秘密と哲学に迫る。

監督 アルバート・メイズルス/出演 アイリス・アプフェル 監督 ピエール・デュシャン/出演 レネ・レゼピ

*7005095* 12,000円(税別) *7005109* 15,000円(税別)

アネック 角川書店
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DVD DVD

2015年 2016年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 103分 英語版 二ｶ国語・字幕付 113分
7005134 DABR5170 7005135 DABR5182

DVD DVD

2015年 2010年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 106分 ドイツ語版 日本語字幕付 105分
7005136 DABR5189 7004939 10DRT20597

DVD DVD

2014年 2013年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 114分 フランス語版 日本語字幕付 78分
7005050 DZ9590 7004988 GADR1351

上映権付 DVD DVD

2010年 1938年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 106分 英語版 日本語字幕付 95分
7004970 LCDV71330 7004994 JVD3318

DVD DVD

1953年 1927年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 90分 サイレント版 62分
7004960 JVD3323 7004989 JVD3367

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

未来を花束にして
ゲーテの恋　君に捧ぐ「若きウェ
ルテルの悩み」

１９１２年、洗濯工場で働いていた
モードは「サフラジェット」の活動に触
れ、女性参政権運動へと

作家になることを夢見ていたゲーテ
は、友人と出かけた舞踏会でシャル
ロッテという女性と出会い…

監督 サラ・ガヴロン/出演 キャリー・マリガン 監督 フィリップ・シュテルツェル/出演 アレクサンダー・フェーリング

*7005134* 15,000円(税別) *7005135* 15,000円(税別)

角川書店 角川書店

外国映画-ドラマ 外国映画-アクション

天使にショパンの歌声を クリミナル／２人の記憶を持つ男

財政難から閉鎖の危機に瀕した小さ
な寄宿学校で、校長とシスターたち
は音楽イベントを計画する。

謎のハッカーの行方を探るため、死
亡したＣＩＡエージェントの記憶を埋
め込まれた死刑囚・ビルは

監督 レア・プール/出演 セリーヌ・ボニアー 監督 アリエル・ヴロメン/出演 ケヴィン・コスナー

*7005050* 15,000円(税別) *7004988* 15,000円(税別)

松竹 ギャガ

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドキュメンタリー，記録

シチズンフォー／スノーデンの暴
露

フォレスト　生命の森

アカデミー賞，米国政府によるスパイ
行為を告発した元ＣＩＡ職員、スノー
デンの証言記録映像集。

森林が生み出す生命の神秘とその
連鎖を植物学者フランシス・アレの出
演で描くドキュメンタリー。

監督 ローラ・ポイトラス/出演 エドワード・スノーデン 監督 リュック・ジャケ/出演 フランシス・アレ

*7005136* 15,000円(税別) *7004939* 15,000円(税別)

角川書店 ハピネット

外国映画-ドラマ 外国映画-ドキュメンタリー，記録

アナタハン 伯林／大都会交響楽

第二次大戦末期、マリアナ諸島のア
ナタハン島に漂着した日本兵が現地
に住んでいた女性を巡って…

第二次大戦前のベルリンの隅々を記
録。大都会の早朝から夜中までを描
いた前衛ドキュメンタリー。

監督 ジョセフ・Ｖ・スタンバーグ/出演 根岸　明美 監督 ヴァルター・ルットマン

*7004970* 20,000円(税別) *7004994* 4,666円(税別)

ラインコミュニケーションズ ジュネス企画

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

牛と一緒に７泊８日 素晴らしき休日

独身でアラフォーのソノは父が大事
にしている牛を売ってしまおうとトラッ
クで家畜市場へと向かう

金は欲しいが自由を束縛されたくな
い男、そんな彼がスキー場で恋をし
たジュリアの家を訪ねたら？

監督 イム・スルレ/出演 キム・ヨンピル 監督 ジョージ・キューカー/出演 ケイリー・グラント

*7004960* 4,666円(税別) *7004989* 4,666円(税別)

ジュネス企画 ジュネス企画
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DVD DVD

1951年 1996年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 109分 英語版 日本語吹替 96分
7004962 JVD3369 7005023 DTTD20003

DVD DVD

1997年 2016年
1枚組 1枚組

二ｶ国語 99分 英語版 二ｶ国語・字幕付 103分
7005024 DTTD20004 7004919 VWDR6438

DVD DVD

2016年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 135分 英語版 二ｶ国語・字幕付 94分
7005145 PCBE75679 7004845 1000629704

DVD 上映権付 DVD

2009年 1940年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 127分 英語版 日本語字幕付 112分
7004998 GNBR8507 7004991 FRT073

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 133分 英語版 日本語字幕付 70分
7004942 PDSZ119913 7005111 BIBF8390

*7004962* 4,666円(税別) *7005023* 13,000円(税別)

ジュネス企画 東映

外国映画-伝記 外国映画-ＳＦ，ホラー

歌劇王　カルーソ
パワーレンジャー　映画版（１９９
６年公開）　＜吹替版＞

名もないカフェの歌手だったカルー
ソはヨーロッパ各国で成功をおさめ、
アメリカ進出を果たすが…

“パワーレンジャー”に変身して闘う
能力を与えられた６人の高校生が、
地球破壊を企む悪と闘う。

監督 リチャード・ソープ/出演 マリオ・ランツァ 監督 ブライアン・スパイサー/ 声 伊藤　美紀

外国映画-ドラマ 外国映画-アクション，スペクタクル

スノーデン
センター・オブ・ジ・アース２／神
秘の島

国家が極秘に作り上げた、個人情報
収集プログラムの現実を知ったスノー
デンはある決意をするが…

１７歳になったショーンは、謎の島か
らの救難信号を追跡するため義父・
ハンクたちと共に旅に出る

監督 オリバー・ストーン/出演 ジョセフ・ゴードン＝レヴィット 監督 ブラッド・ペイトン/出演 ドウェイン・ジョンソン

*7005024* 13,000円(税別) *7004919* 18,000円(税別)

東映 ポニーキャニオン

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-ドラマ

映画　パワーレンジャーターボ／
誕生！ターボパワー＜吹替版＞

ピートと秘密の友達

怪物・マリゴルの復活を企む宇宙の
女海賊・ディバトックスから逃れるた
め地球に来たラルゴだが…

家族旅行中の事故で深い森に取り
残された少年ピートは、不思議な生
き物エリオットと暮らしていた

監督 ディヴィッド・ウィニング/出演 ジェイソン・デヴィッド・フランク 監督 デヴィッド・ロウリー/出演 ブライス・ダラス・ハワード

*7004998* 16,000円(税別) *7004991* 5,000円(税別)

ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン ファーストトレーディ

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドラマ

キャピタリズム　マネーは踊る フィラデルフィア物語

２００８年９月、リーマン・ブラザーズの
経営破綻から起こった世界同時不況
のカラクリを暴き出す

アカデミー賞，富豪の令嬢の再婚
に、元夫は彼女への未練から、あの
手この手で結婚の妨害工作を…

監督 マイケル・ムーア 監督 ジョージ・キューカー/出演 ケイリー・グラント

*7005145* 16,000円(税別) *7004845* 16,000円(税別)

ポニーキャニオン ワーナー・ブラザース

*7004942* 16,000円(税別) *7005111* 12,000円(税別)

ＵＩＰ　ＢＶ ハピネット

外国映画-アクション，スペクタクル 外国映画-ドキュメンタリー，記録

ミッション：インポッシブル／ゴー
スト・プロトコル

スティーブ・ジョブス　１９９５／失
われたインタビュー

ＩＭＦにクレムリン爆破の疑いがかけ
られ、容疑を晴らすべくイーサン・ハ
ントは行動を開始する。

１９９５年、アップル復帰前のジョブス
によって語られた、彼自身の言葉に
よる”未来”について。

監督 ブラッド・バード/出演 トム・クルーズ 監督 ポール・セン/出演 スティーブ・ジョブス
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上映権付 DVD DVD

2014年 2008年
1枚組 1枚組

スペイン語版 日本語字幕付 94分 英語版 日本語字幕付 112分
7005112 OEDT10310 7004940 DABR0694

DVD 上映権付 DVD

1984年 1996年
1枚組 1枚組

イタリア語版 日本語字幕付 87分 英語版 日本語字幕付 117分
7004983 KKDL717 7004862 DS0001

DVD DVD

2015年 2014年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 110分 英語版 日本語字幕付 89分
7004931 FFEDR00821 7005151 PCBE75344

上映権付 DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
120分 120分

7004842 AFBZ1268 7004843 AFBZ1269

上映権付 DVD DVD

2017年 2003年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 108分 183分
7004850 LCST10004 7004896 PCBE75427

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドラマ

パコ・デ・ルシア／灼熱のギタリス
ト

天才画家ダリ　愛と激情の青春

フラメンコに革命を起こし、世界中の
音楽ファンに愛されたパコ・デ・ルシ
アの音楽探求の旅を追う

スペイン内乱の時代、寄宿舎に転入
してきたダリは詩人・ロルカ、映像作
家・ブニュエルと出会い…

監督 クーロ・サンチェス/出演 パコ・デ・ルシア 監督 ポール・モリソン/出演 ロバート・パティンソン

*7004983* 20,000円(税別) *7004862* 25,000円(税別)

紀伊國屋書店 ＢＢＢ

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドキュメンタリー，記録

トスカの接吻 アンネ・フランクを忘れない

イタリア・ミラノにある「ベルディの家」
に集う往年のオペラスター。彼らが全
盛期を語り、歌う。

アカデミー賞，アンネ・フランクの没
後５０年にあたり制作された、彼女の
真実に迫るドキュメント

監督 ダニエル・シュミット/出演 サラ・スクデーリ 監督 ジョン・ブレア/ﾅﾚｰﾀｰ ケネス・ブラナー

*7005112* 20,000円(税別) *7004940* 15,000円(税別)

オデッサ・エンタテインメント 角川書店

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ＳＣＯＯＰ！ ＳＣＯＯＰ！

かつて数々のスクープをものにしてき
た中年パパラッチの都城は新人記者
の行川野火と組む羽目に…

かつて数々のスクープをものにしてき
た中年パパラッチの都城は新人記者
の行川野火と組む羽目に…

監督 大根　仁/出演 福山　雅治 監督 大根　仁/出演 福山　雅治

*7004931* 12,000円(税別) *7005151* 16,000円(税別)

ファインフィルムズ ポニーキャニオン

外国映画-ドラマ 外国映画-ドキュメンタリー，記録

２つの恋愛 美術館を手玉にとった男

映画監督のインソンは元恋人のミナ
に誘われるまま旅行に出かけるが、
その滞在先に今の恋人が現れ

長年にわたり著名な画家の贋作を製
作し、アメリカの各美術館に寄付し続
けた男、ランディスの真実

監督 チョ・ソンギュ/出演 キム・ジェウク 監督 サム・カルマン　他/出演 マーク・ランディス

*7004850* 12,000円(税別) *7004896* 5,625円(税別)

ハピネット ポニーキャニオン

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

天使のいる図書館 水戸黄門　第三十二部　四巻

文部科学省，地元の図書館に就職
したさくらは、融通の利かない性格か
ら職場に馴染めずにいたが…

第十一話　紅花咲かせた豪傑女医
／第十二話　奉公先は子だくさん／
他

監督 ウエダ　アツシ/出演 小芝　風花 監督 井上　泰治/出演 里見　浩太郎

*7004842* 25,000円(税別) *7004843* 15,000円(税別)

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント
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DVD DVD

2003年 2003年
1枚組 1枚組
136分 140分

7004897 PCBE75428 7004898 PCBE75429

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組
183分 183分

7004899 PCBE75430 7004900 PCBE75431

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組
183分 183分

7004901 PCBE75432 7004923 PCBE75433

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組
183分 146分

7004924 PCBE75434 7004925 PCBE75435

DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 135分 日本語字幕付 132分
7004903 PCBPL73526 7005036 1000640479

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

水戸黄門　第三十三部　一巻 水戸黄門　第三十三部　二巻

第一話　将軍を狙った男／第二話
金貸し泣かせた黄門様／第三話　亭
主オロオロ女の決闘／他

第五話　美少女は天才将棋士／第
六話　忍びの里宿命の対決／第七
話　嘘を承知の親孝行／他

監督 金　鐘守/出演 里見　浩太郎 監督 井上　泰治/出演 里見　浩太郎

*7004897* 5,625円(税別) *7004898* 5,625円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

水戸黄門　第三十二部　五巻
水戸黄門　放送１０００回記念ス
ペシャル

第十五話　おいらの馬は日本一／第
十六話　開かずの鍵が解いた謎／
第十七話　老公を叱った娘漁師

久々に江戸に向かった黄門様ご一
行。弥七とお新の娘、お梅の絵の師
匠をしている若侍と知りあい…

監督 金　鐘守/出演 里見　浩太郎 監督 井上　泰治/出演 里見　浩太郎

*7004901* 5,625円(税別) *7004923* 5,625円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

水戸黄門　第三十三部　三巻 水戸黄門　第三十三部　四巻

第九話　痛快！チビッコの悪退治／
第十話　やんちゃ姫の姉探し／他

第十三話　甘ったれ若旦那に喝！
／第十四話　命を賭けたお調子者
／他

監督 矢田　清巳/出演 里見　浩太郎 監督 金　鐘守/出演 里見　浩太郎

*7004899* 5,625円(税別) *7004900* 5,625円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

日本映画-ドラマ 日本映画-ＳＦ，ホラー

真田十勇士 ミュージアム

関ヶ原の戦いから１４年、名将と言わ
れながらも実は臆病者の真田幸村は
猿飛佐助と運命的に出会い

自らをアーティストと称し、猟奇殺人
を繰り返す「カエル男」を追う刑事の
沢村。次に狙われたのは

監督 堤　幸彦/出演 中村　勘九郎 監督 大友　啓史/出演 小栗　旬

*7004924* 5,625円(税別) *7004925* 5,625円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

水戸黄門　第三十三部　五巻 水戸黄門　第三十三部　六巻

第十七話　愛を救った職人魂／第十
八話　帰ってきた風の盆／他

第二十一話　男意気地の恩返し／
第二十二話　大対決！八百八町は
日本晴れ

監督 井上　泰治/出演 里見　浩太郎 監督 井上　泰治/出演 里見　浩太郎

*7004903* 16,000円(税別) *7005036* 17,000円(税別)

ポニーキャニオン ワーナー・ブラザース
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2011年 2017年
1枚組 1枚組
136分 43分

7004893 IVCF5531 7005049 7005049

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
180分 180分

7005154 NSDR22581 7005155 NSDR22582

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
180分 180分

7005156 NSDR22583 7005188 NSDR22584

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
180分 180分

7005189 NSDR22585 7005190 NSDR22586

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
49分 116分

7005157 NSDR22620 7005158 NSDR22644

*7004893* 20,000円(税別) *7005049* 15,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー 岩波映像

日本映画-ドラマ 日本映画-ドキュメンタリー，記録

ふるさとがえり
谺　雄二　ハンセン病と共に生き
る／熊笹の尾根の生涯

少年の頃の映画監督になるという夢
を持ったまま都会に出た勘二は、仲
間の地域貢献活動を知って…

国のハンセン病患者隔離政策の誤り
を訴え続けた詩人・谺雄二の生涯を
描いたドキュメンタリー作品

監督 林　弘樹/出演 渋江　譲二 企画 国立療養所栗生楽泉園入所者自治会/出演 谺　雄二

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ひよっこ／連続テレビ小説　完全
版　３

ひよっこ／連続テレビ小説　完全
版　４

第５週「乙女たち、ご安全に！」／第
６週「響け若人のうた」

第７週「椰子（やし）の実たちの夢」／
第８週　「夏の思い出はメロン色」

原作 岡田　惠和/出演 有村　架純 原作 岡田　惠和/出演 有村　架純

*7005154* 5,500円(税別) *7005155* 5,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ひよっこ／連続テレビ小説　完全
版　１

ひよっこ／連続テレビ小説　完全
版　２

第１週「お父ちゃんが帰ってくる！」
／第２週　「泣くのは嫌だ、笑っちゃ
おう」

第３週「明日に向かって走れ！」／第
４週「旅立ちのとき」

原作 岡田　惠和/出演 有村　架純 原作 岡田　惠和/出演 有村　架純

*7005189* 5,500円(税別) *7005190* 5,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ひよっこ／連続テレビ小説　完全
版　５

ひよっこ／連続テレビ小説　完全
版　６

第９週「小さな星の、小さな光」／第１
０週「谷田部みね子ワン、入ります」

第１１週「あかね荘にようこそ！」／第
１２週「内緒（ないしょ）話と、春の風」

原作 岡田　惠和/出演 有村　架純 原作 岡田　惠和/出演 有村　架純

*7005156* 5,500円(税別) *7005188* 5,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

*7005157* 8,500円(税別) *7005158* 8,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドラマ

奇跡のパンダファミリー／愛と涙
の子育て物語

嘘なんてひとつもないの

ジャイアントパンダの繁殖で世界トッ
プクラスの実績を誇る和歌山アドベ
ンチャーワールドの舞台裏

第１回「狭すぎる空」／第２回「透明
に見える空」／第３回「雲ひとつない
空」／他

語り 朝倉　あき 原案 篠原　誠/出演 須賀　健太
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2010年 2017年
1枚組 1枚組
25分 144分

7005074 NSDR22651 7005162 NSDR22674

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
144分 96分

7005163 NSDR22675 7005164 NSDR22676

DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
178分 178分

7004913 PCBE75320 7004914 PCBE75321

DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
178分 144分

7004915 PCBE75322 7004916 PCBE75323

DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
131分 116分

7005146 PCBE75691 7005147 PCBE75692

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

私が初めて創ったドラマ　怪獣を
呼ぶ男

ツバキ文具店／鎌倉代書屋物語
１

フィルムコミッションの職員、副島広
太は学生時代の友人、七絵から怪獣
映画の撮影を持ち掛けられ

第一話「奇妙なお悔やみ状」／第二
話「幸せの修了証書」／第三話「けじ
めの断り状」

制作 川島　鉄司/出演 星野　源 脚本 荒井　修子/出演 多部　未華子

*7005163* 5,500円(税別) *7005164* 5,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ツバキ文具店／鎌倉代書屋物語
２

ツバキ文具店／鎌倉代書屋物語
３

第四話「最後のラブレター」／第五話
「母へ贈る文字」／第六話「愛する
チーちゃんへ」

第七話「話せなかった思い」／最終
話「解き放たれた言葉」

脚本 荒井　修子/出演 多部　未華子 脚本 荒井　修子/出演 多部　未華子

*7005074* 8,500円(税別) *7005162* 5,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

真田丸　完全版　１２ 真田丸　完全版　１３

第４４回「築城」／第４５回「完封」／
第４６回「砲弾」／第４７回「反撃」

第４８回「引金」／第４９回「前夜」／
最終回

脚本 三谷　幸喜/出演 堺　雅人 脚本 三谷　幸喜/出演 堺　雅人

*7004913* 5,500円(税別) *7004914* 5,500円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

真田丸　完全版　１０ 真田丸　完全版　１１

第３６回「勝負」／第３７回「信之」／
第３８回「昌幸」／第３９回「歳月」

第４０回「幸村」／第４１回「入城」／
第４２回「味方」／第４３回「軍議」

脚本 三谷　幸喜/出演 堺　雅人 脚本 三谷　幸喜/出演 堺　雅人

*7005146* 5,500円(税別) *7005147* 5,500円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

精霊の守り人　シーズン２　悲し
き破壊神　ｖｏｌ．１

精霊の守り人　シーズン２　悲し
き破壊神　ｖｏｌ．２

第１回「災いの子」／第２回「罠（わ
な）」

第３回「光の力」／第４回「笑う魔物」

脚本 大森　寿美男/出演 綾瀬　はるか 脚本 大森　寿美男/出演 綾瀬　はるか

*7004915* 5,500円(税別) *7004916* 5,500円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン
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DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
116分 116分

7005148 PCBE75693 7005149 PCBE75694

DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
58分 48分

7005150 PCBE75695 7004980 WLPLC49073

DVD DVD

1998年 1951年
1枚組 1枚組
106分 83分

7004993 DA9167 7005102 DA9586

DVD DVD

1951年 1973年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 133分 148分
7005092 DB9290 7005062 DB9923

DVD DVD

2017年 2016年
1枚組 1枚組
118分 日本語字幕付 135分

7004834 DB9941 7005037 VPBT6045

日本映画-ドラマ 日本映画-ドキュメンタリー，記録

精霊の守り人　シーズン２　悲し
き破壊神　ｖｏｌ．５

ふたりの贖罪　～日本とアメリカ・
憎しみを越えて～

第９回「呼びあう魂」 戦後、キリスト教の伝道者となり、か
つての敵国で贖罪の活動を始めた
日米の元軍人のドキュメント

脚本 大森　寿美男/出演 綾瀬　はるか 制作 寺園　慎一/ 声 磯部　勉

*7005148* 5,500円(税別) *7005149* 5,500円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

精霊の守り人　シーズン２　悲し
き破壊神　ｖｏｌ．３

精霊の守り人　シーズン２　悲し
き破壊神　ｖｏｌ．４

第５回「聖なる場所へ」／第６回「帝
国の牙」

第７回「神の守り人」／第８回「王子の
足跡」

脚本 大森　寿美男/出演 綾瀬　はるか 脚本 大森　寿美男/出演 綾瀬　はるか

*7004993* 7,600円(税別) *7005102* 16,000円(税別)

松竹 松竹

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

落下する夕方 あの丘越えて

突然別れを告げられたリカの部屋に
彼と入れ替わりにやってきたのは、彼
が恋した華子であった…

汚れを知らぬ野生の少女と素朴な青
年が綴る唄と涙と笑いの叙情詩。人
気者鶴田浩二との初顔合せ。

監督 合津　直枝/出演 原田　知世 監督 瑞穂　晴海/出演 美空　ひばり

*7005150* 5,500円(税別) *7004980* 10,000円(税別)

ポニーキャニオン ライフ・クリエイション

日本映画-ドラマ 日本映画-ＳＦ，ホラー

釣りバカ日誌　新入社員浜崎伝
助　伊勢志摩で大漁！　初めて
の出張編

ＤＥＡＴＨ　ＮＯＴＥ／Ｌｉｇｈｔ　ｕｐ　ｔ
ｈｅ　ＮＥＷ　ｗｏｒｌｄ

大の釣り好きハマちゃんこと浜崎伝
助は初の出張を命じられるが、行き
先が伊勢志摩と聞いて大喜び

キラが世界を震撼させた事件から１０
年。死神によってふたたびデスノート
が地上にもたらされる。

監督 朝原　雄三/出演 濱田　岳 監督 佐藤　信介/出演 東出　昌大

*7005092* 16,000円(税別) *7005062* 16,000円(税別)

松竹 松竹

日本映画-アクション，スペクタクル 日本映画-アクション

大江戸五人男 宮本武蔵

旗本の水野十郎左衛門と町奴・藩随
院長兵衛の対決を中心に、横暴な旗
本に対する町奴の反抗を描く

第一部：関ヶ原より一乗寺下り松／
第二部：柳生の里より巌流島

監督 伊藤　大輔/出演 阪東　妻三郎 監督 加藤　泰/出演 高橋　英樹

*7004834* 10,000円(税別) *7005037* 15,000円(税別)

松竹 バップ

－20－



DVD DVD

2015年 2014年
3枚組 1枚組
406分 英語字幕付 109分

7005051 MX582S 7004968 KKJL161

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2017年
1枚組 1枚組
101分 日本語字幕付 105分

7004857 DALI9501 7005004 LCST10005

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1998年 2016年
1枚組 2枚組
103分 日本語字幕付 96分

7004984 ANRM22094 7005078 GRGR001

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2010年 2017年
1枚組 1枚組
82分 91分

7005080 GRGR003 7005079 7005079

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2012年
6枚組 1枚組
0分 102分

7005073 7005073 7005089 LGRN0001

*7005051* 30,000円(税別) *7004968* 20,000円(税別)

マクザム 紀伊國屋書店

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドキュメンタリー，記録

ひとりひとりの戦場　完全版 石川文洋を旅する

第二次大戦後７０年を経て、生き残っ
た者がどのように戦争に向き合った
のかを描くドキュメント。

従軍カメラマンとしてベトナム戦争を
伝え、現在は故郷、沖縄を撮影する
石川文洋の生い立ちと青春

監督 楠山　忠之/出演 原田　要 監督 大宮　浩一/出演 石川　文洋

日本映画-ドラマ 日本映画-ドキュメンタリー，記録

稚内発　学び座　ソーランの歌が
聞こえる

マンガをはみ出した男　赤塚不二
夫

かつて「日本一荒れた学校」と言わ
れた稚内南中学の教師と親、生徒、
地域を巻き込んだ再生の物語

国民的漫画家、赤塚不二夫の知ら
れざる姿を、その肉声や残された膨
大な資料から浮き彫りにする。

監督 斎藤　耕一/出演 渡瀬　恒彦 監督 冨永　昌敬/ﾅﾚｰﾀｰ 青葉　市子

*7004857* 12,000円(税別) *7005004* 12,000円(税別)

オールインエンタテインメント Library Contents Service

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ギリギリの女たち ケアニン／あなたでよかった

２０１１年、夏、震災の傷跡の残る気
仙沼の実家に帰ってきた三姉妹の葛
藤とぶつかり合いを描く。

新人介護福祉士の大森圭は「なんと
なく」で始めた介護の仕事に、いつし
か本気で向き合っていく。

監督 小林　政広/出演 渡辺　真起子 監督 鈴木　浩介/出演 戸塚　純貴

*7005080* 20,000円(税別) *7005079* 20,000円(税別)

株式会社GRIOT GROOVE 有限会社テス企画

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドキュメンタリー，記録

アトムの足音が聞こえる
みんな生きている／飼い主のい
ない猫と暮らして

ＴＶアニメ、鉄腕アトムの足音をはじ
めとする、「未来の音響」を作り出した
大野松雄の半生を追う

子供が拾ってきた猫たちの成長記録
から、野良猫と行政の関わりについ
て考えるドキュメンタリー。

監督 冨永　昌敬/出演 大野　松雄 監督 泉　悦子

*7004984* 28,000円(税別) *7005078* 20,000円(税別)

高橋松男事務所 ＢＢＢ

*7005073* 50,000円(税別) *7005089* 5,000円(税別)

有限会社SORA1 ロングラン

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドキュメンタリー，記録

被災地の水産加工業／経営者た
ちの戦いの記録

希望のシグナル／自殺防止最前
線からの提言

東日本大震災に遭った各被災地の
水産加工業者たちが復活を遂げるま
でを追ったドキュメンタリー。

日本で最も自殺率が高い秋田県で、
それぞれ自殺防止の活動をしている
団体を追うドキュメンタリー

企画 田中　敦子/ﾅﾚｰﾀｰ 森崎　朋子 監督 都鳥　伸也
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DVD 上映権付 DVD

2013年 2014年
1枚組 1枚組
98分 英語字幕付 119分

7005088 LGRN0005 7005101 BBFD001

DVD DVD

2014年 2016年
1枚組 1枚組
71分 日本語字幕付 124分

7005113 BWD2744 7004853 DABR5139

DVD DVD

2016年 1990年
1枚組 1枚組
123分 115分

7005137 DABR5183 7004936 DTTD02465

DVD DVD

1964年 1966年
1枚組 1枚組
97分 129分

7004938 DTTD02669 7004992 DTTD03336

DVD DVD

1998年 2016年
1枚組 1枚組
161分 118分

7004937 DTTD03379 7005013 DTTD03926

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドキュメンタリー，記録

１０００年後の未来へ／３・１１
保健師たちの証言

小さき声のカノン／選択する人々

東日本大震災の被災地を巡る保健
師たちの活動を通して、地域の健康
を陰で支えるその仕事を追う。

東日本大震災による福島原発事故
の影響を軽減するための「保養」に
ついて着目したドキュメント。

監督 都鳥　伸也 監督 鎌仲　ひとみ

*7005113* 10,000円(税別) *7004853* 15,000円(税別)

ブロードウェイ 角川書店

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドラマ

魂のリアリズム　画家　野田弘志 聖の青春

厚生労働省，日本の写実絵画を牽
引してきたリアリズム絵画の第一人
者、野田弘志の制作過程に密着

かつて「東の羽生、西の村山」と称さ
れた男・村山聖。病魔に蝕まれつつ
も将棋にかけた人生を描く

監督 日向寺　太郎/出演 野田　弘志（洋画家） 監督 森　義隆/出演 松山　ケンイチ

*7005088* 10,000円(税別) *7005101* 30,000円(税別)

ロングラン 株式会社ぶんぶんフィルムズ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

路傍の石 湖の琴

勉強好きで卒業生の総代を務めた
吾一だったが、父が進学のためのお
金を持ち出したため奉公に出る

若狭の娘、さくは同郷の男衆、宇吉と
恋に落ちるが、長唄の師匠、紋左衛
門に見初められてしまい…

監督 家城　巳代治/出演 淡島　千景 監督 田坂　具隆/出演 佐久間　良子

*7005137* 15,000円(税別) *7004936* 16,000円(税別)

角川書店 東映ビデオ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

カノン 激動の１７５０日

普段は離れて暮らしていた三姉妹
が、祖母の葬儀で自分たちの生みの
母親が生きていることを知り…

日本最強最大の暴力団・神岡組の
跡目争いが勃発。武闘派・若竹は血
で血を洗う抗争に身を投じる。

監督 雑賀　俊朗/出演 比嘉　愛未 監督 中島　貞夫/出演 中井　貴一

*7004937* 16,000円(税別) *7005013* 16,000円(税別)

東映ビデオ 東映

日本映画-ドラマ 日本映画-アクション，スペクタクル

プライド　運命の瞬間 さらば　あぶない刑事

東京裁判を舞台に、連合国の政治
的思惑に屈さず、国家の威信をかけ
て闘った東条秀樹の姿を描く。

定年を５日後に控えたタカとユージ
は、管内に進出してきた中南米の犯
罪組織に最後の戦いを挑む。

監督 伊藤　俊也/出演 津川　雅彦 監督 村川　透/出演 舘　ひろし

*7004938* 16,000円(税別) *7004992* 16,000円(税別)

東映ビデオ 東映ビデオ
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DVD DVD

2016年 1966年
1枚組 1枚組
118分 100分

7005011 DTTD03936 7005061 DTTD03945

DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 109分 135分
7005008 DTTD03995 7005012 DTZD08158

DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
115分 123分

7005010 DTZD08168 7005009 DTZD08169

DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
83分 日本語字幕付 28分

7005019 DTTD03933 7005022 DTTD03954

DVD DVD

2016年 2017年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 65分 日本語字幕付 63分
7005017 DTTD03960 7005021 DTTD03970

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

疾風ロンド ホテルコパン

盗まれた生物兵器を秘密裏に捜査
する栗林は、既に死亡していた犯人
の遺品から手掛かりを得るが…

ホテルコパンに集まった「ワケ」ありの
１０人。人生の山場を迎えた彼らを待
ち受けるゴールとは…

監督 吉田　照幸/出演 阿部　寛 監督 門馬　直人/出演 市原　隼人

*7005011* 16,000円(税別) *7005061* 10,000円(税別)

東映 東映ビデオ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ＨＫ　変態仮面／アブノーマル・ク
ライシス

真田風雲録

愛子のパンティをかぶり悪を倒す
日々を送っていた狂介だったが、世
界からパンティが消えはじめ…

宇宙から降ってきた隕石の影響で超
能力を身に着けた猿飛佐助は真田
幸村の元、大坂の陣に参戦する

監督 福田　雄一/出演 鈴木　亮平 監督 加藤　泰/出演 中村　錦之助

*7005010* 16,000円(税別) *7005009* 16,000円(税別)

東映 東映

日本映画-ドラマ 日本映画-オムニバス

サブイボマスク 全員、片思い

熱血青年団員の春雄は活気を失っ
てしまった地元商店街を救うため、父
の形見のマスクをかぶって…

今が旬の若手俳優、女優たちが織り
なす、８つの切ない「片思い」を集め
たオムニバスストーリー。

監督 門馬　直人/出演 ファンキー　加藤 監督 飯塚　健/出演 伊藤　紗莉

*7005008* 16,000円(税別) *7005012* 16,000円(税別)

東映 東映

日本映画-アクション，スペクタクル 日本映画-アクション，スペクタクル

劇場版　仮面ライダーゴースト／
１００の眼魂とゴースト運命の瞬
間

劇場版　動物戦隊ジュウオウ
ジャーＶＳニンニンジャー

１００の眼魂を集めて全世界の人間
をゴースト化しようと企むダークゴー
ストを追うタケルたちは…

ジュウオウジャーを悪の妖怪だと信じ
込まされたニンニンジャーに攻撃さ
れた大和たちのピンチに…

原作 石ノ森　章太郎/出演 西銘　駿 監督 竹本　昇/出演 中尾　暢樹

*7005019* 13,000円(税別) *7005022* 13,000円(税別)

東映ビデオ 東映ビデオ

日本映画-アクション，スペクタクル 日本映画-アクション，スペクタクル

ドライブサーガ／仮面ライダー
マッハ／仮面ライダーハート

劇場版　動物戦隊ジュウオウ
ジャー／ドキドキ　サーカス　パ
ニック！

ドライブの仲間マッハと宿敵ハートの
物語。友のために真実を追う剛、そし
て宿敵ハートが甦って…

ジューマンのサーカス団ごと子供をさ
らったドミドルを倒すため、ジュウオウ
ジャーが立ち上がる！

原作 石ノ森　章太郎/出演 稲葉　友 監督 柴崎　貴行/出演 中尾　暢樹

*7005017* 13,000円(税別) *7005021* 13,000円(税別)

東映ビデオ 東映ビデオ
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DVD DVD

2016年 2017年
1枚組 1枚組
89分 64分

7005016 DTTD03985 7005018 DTTD09654

DVD 上映権付 DVD

2017年 2016年
1枚組 1枚組
52分 二ｶ国語 88分

7005020 DTTD20000 7005059 GUN004

DVD DVD

2014年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 100分 日本語字幕付 125分
7005064 DZ9547 7004854 KWX1890

DVD DVD

2016年 2014年
1枚組 1枚組
100分 日本語字幕付 80分

7005038 KWX1894 7004956 MX597S

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1983年 2012年
1枚組 1枚組
117分 英語・日本語字幕付 94分

7005076 OEDT10140 7004959 TENSHIN01

*7005016* 13,000円(税別) *7005018* 13,000円(税別)

東映ビデオ 東映ビデオ

日本映画-アクション，スペクタクル 日本映画-アクション，スペクタクル

仮面ライダー平成ジェネレーショ
ンズ

ゴーストＲＥ：ＢＩＲＴＨ／仮面ライ
ダースペクター

ＭＯＶＩＥ大戦シリーズがレベルアッ
プ！５人のライダーたちのドリーム
チームが人類の危機に挑む

『ドライブサーガ』に続く仮面ライダー
スピンオフＶシネマ。スペクター／マ
コトのその後の物語。

原作 石ノ森　章太郎/出演 飯島　寛騎 原作 石ノ森　章太郎/出演 山本　涼介

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドラマ

ビデオゲーム　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ 湯を沸かすほどの熱い愛

多彩に進化してきたビデオゲームの
ソフトやキャラクター達を、古今東西
のゲーム開発者たちが語る

銭湯「幸の湯」を営む幸野家は父親
が出奔して休業状態。母の双葉は
パートで生計を立てていたが…

監督 ジェレミー・スニード/出演 アラン・アルコーン 監督 中野　量太/出演 宮沢　りえ

*7005020* 13,000円(税別) *7005059* 18,000円(税別)

東映ビデオ 丸善

日本映画-アクション，スペクタクル 日本映画-ドキュメンタリー，記録

帰ってきた動物戦隊ジュウオウ
ジャー　お命頂戴！地球王者決
定戦

福島　生きものの記録　シリーズ
４　生命（いのち）

人間世界とジューランドが一つに
なった世界で新しい生活を送る大和
たちに、ポカネから招待状が…

プロローグ／ニホンジカの放射能健
康被害！奥日光／ツバメ白斑個体
の追跡調査／他

脚本 田中　仁/出演 中尾　暢樹 監督 岩崎　雅典

*7005038* 16,000円(税別) *7004956* 10,000円(税別)

クロックワークス マクザム

日本映画-ドラマ 日本映画-ドキュメンタリー，記録

アズミ・ハルコは行方不明
ふたつの祖国、ひとつの愛　‐イ・
ジュンソプの妻‐

ある寂れた地方都市で、安曇春子と
いうＯＬが失踪すると同時に女子高
生による集団暴行が起きて…

第二次大戦中、朝鮮からの留学生
イ・ジュンソプと出会った方子は海を
渡り、朝鮮で暮らし始める。

監督 松居　大悟/出演 蒼井　優 監督 酒井　充子/出演 山本　方子

*7005064* 16,000円(税別) *7004854* 16,000円(税別)

松竹 クロックワークス

*7005076* 20,000円(税別) *7004959* 20,000円(税別)

オデッサ・エンタテインメント ＢＢＢ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドキュメンタリー，記録

ションベン・ライダー　ＨＤリマス
ター版

天心の譜

いつもガキ大将にいじめられていた
ブルース、ジョジョ、辞書たち３人組
は、仕返しを計画するが…

文部科学省，交響詩「フィンランディ
ア」／歌劇「アイーダ」から「凱旋行進
曲」／他

監督 相米　慎二/出演 藤　竜也 製指 細川　佳代子/指揮 小林　研一郎
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
33分 33分

7005107 COBC6954 7005108 COBC6955

DVD DVD

2017年 2010年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 129分 95分
7005139 PCBE75668 7004922 PCBP12330

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2014年
1枚組 1枚組
60分 60分

7004910 PCBP12360 7004911 PCBP12361

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2016年
1枚組 1枚組
60分 50分

7004912 PCBP12362 7004817 NSDR22411

上映権付 DVD DVD

2016年 2007年
1枚組 1枚組
50分 21分

7004818 NSDR22412 7004957 DB0184

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ぴったんこ！　ねこざかな　１ ぴったんこ！　ねこざかな　２

第１話「ぴったんこ！ねこざかな」／
第２話「ねむるねこざかな」／他全１０
話

第１１話「ねこざかなのおしっこ」／第
１２話「ねこざかなのけんか」／他全１
０話

監督 のなか　かずみ/出演 佐藤　はな 監督 のなか　かずみ/出演 佐藤　はな

*7005139* 16,000円(税別) *7004922* 2,800円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-幼児，児童

映画　聲の形
ちびまる子ちゃんセレクション　お
誕生日編　その３

ガキ大将だった将也と転校生の少女
硝子、５年を経て高校生となった将
也は硝子のもとを訪ねるが…

「まる子、手玉にとられる」の巻／「た
まちゃんの隠し事」の巻／他

監督 山田　尚子/ 声 入野　自由 製作 本橋　浩一/ 声 ＴＡＲＡＫＯ

*7005107* 8,000円(税別) *7005108* 8,000円(税別)

日本コロムビア 日本コロムビア

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ふるさと再生　日本の昔ばなし
三年寝太郎　ほか

忍たま乱太郎の宇宙大冒険ｗｉｔｈ
コズミックフロント☆ネクスト　１

三年寝太郎／分銅狐／山姥と旅芸
人／さらさらやさら／白狐の恩返し／
話十両／馬とカアランベ／他

『太陽系のお友だちの段』／『月ウサ
ギがクレーターをかけるの段』

企画 沼田　かずみ/ 声 柄本　明 監督 河内　日出夫/ 声 高山　みなみ

*7004910* 8,000円(税別) *7004911* 8,000円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ふるさと再生　日本の昔ばなし
天の岩戸　ほか

ふるさと再生　日本の昔ばなし
桃太郎　ほか

天の岩戸／お福と鬼／金色の卵／
絵姿女房／なんにもせん人／亀に
なった男／他

桃太郎／この世で一番えらい者／あ
ぶの恩返し／おこぜの恋／馬と犬と
猫と鶏の旅／他

企画 沼田　かずみ/ 声 柄本　明 企画 沼田　かずみ/ 声 柄本　明

*7004818* 8,500円(税別) *7004957* 10,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ 松竹

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-英米文学

忍たま乱太郎の宇宙大冒険ｗｉｔｈ
コズミックフロント☆ネクスト　２

カフカ　田舎医者

『天の川で赤ちゃん星を見つけた！
の段～』／『ブラックホールで危機一
髪！？の段～』

田舎医者は遠く離れた患者の元に
一瞬で辿り着くが、残してきた馬子と
女中のローザが気にかかり…

監督 河内　日出夫/ 声 高山　みなみ 監督 山村　浩二/出演 茂山　千作

*7004912* 8,000円(税別) *7004817* 8,500円(税別)

ポニーキャニオン ＮＨＫエンタープライズ
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DVD DVD

2007年 2016年
1枚組 1枚組
53分 日本語字幕付 89分

4179314 DB9205 7005040 VPBT6044

上映権付 DVD DVD

1946年 1940年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語 60分 英語版 二ｶ国語・字幕付 64分
7005116 AAM104 7005041 AAM401

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2014年
1枚組 1枚組
33分 33分

7003136 DJS0021 7004871 DJS00210

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2014年
1枚組 1枚組
31分 21分

7004863 DJS0022 7004864 DJS0023

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2014年
1枚組 1枚組
34分 34分

7004865 DJS0024 7004866 DJS0025

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-漫画

グーフィー／グーフィーのバス
ケットボール

アンディパンダ＆ウッドペッカー

グーフィーのスキー教室／グー
フィーの野球教室／グーフィーの水
泳教室／他全８話

１．アンディ・パンダ／２．フィッシュ・
フライ／３．リンゴの誘惑／４．アン
ディ交響楽団／他

  

*4179314* 10,000円(税別) *7005040* 15,000円(税別)

松竹 バップ

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-動物

ねずみ物語／ジョージとジェラル
ドの冒険

ルドルフとイッパイアッテナ

ねずみの一族の長老は、後継者候
補のジョージとジェラルドに光の竜を
捕まえるよう命令を与える…

長距離トラックの荷台に迷い込み東
京へやってきた黒猫のルドルフは、
人語を解するボス猫と出会う

監督 波多　正美/ 声 高山　みなみ 監督 湯山　邦彦/出演 井上　真央

*7003136* 6,000円(税別) *7004871* 6,000円(税別)

岩波映像 岩波映像

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

イソップものがたり フランダースの犬

ねずみのそうだん／うさぎとかめ／あ
りときりぎりす／金のおの銀のおの／
おしゃれなからす／他

フランダースの犬／小人とくつや／
王子とこじき

  

*7005116* 6,000円(税別) *7005041* 10,000円(税別)

岩波映像 FINE DISC CORPORATION

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

母をたずねて ジャックとまめの木

母をたずねて／小公子／十五少年
漂流記

ジャックとまめの木／三銃士／王様
の耳はロバの耳

  

*7004863* 6,000円(税別) *7004864* 6,000円(税別)

岩波映像 岩波映像

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

マッチ売りの少女 アルプスの少女ハイジ

マッチ売りの少女／はくちょうの王子
／ゆきの女王

アルプスの少女ハイジ／三びきの子
ぶた／はだかの王様

  

*7004865* 6,000円(税別) *7004866* 6,000円(税別)

岩波映像 岩波映像
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2014年
1枚組 1枚組
32分 24分

7004867 DJS0026 7004868 DJS0027

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2014年
1枚組 1枚組
33分 31分

7004869 DJS0028 7004870 DJS0029

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2014年
1枚組 1枚組
32分 33分

7004872 DJS0031 7004880 DJS00310

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2014年
1枚組 1枚組
34分 32分

7004873 DJS0032 7004874 DJS0033

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2014年
1枚組 1枚組
31分 32分

7004875 DJS0034 7004876 DJS0035

*7004867* 6,000円(税別) *7004868* 6,000円(税別)

岩波映像 岩波映像

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

家なき子 かぐやひめ

家なき子／ペリーヌ物語／小公女 かぐやひめ／さるかにがっせん／ぶ
んぶくちゃがま

  

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ももたろう ねむりひめ

ももたろう／いっすんぼうし／いなば
の白うさぎ

ねむりひめ／シンデレラ／ながぐつ
をはいたねこ

  

*7004869* 6,000円(税別) *7004870* 6,000円(税別)

岩波映像 岩波映像

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

トムソーヤの冒険 そんごくう

トムソーヤの冒険／たから島／ロビン
フッドの冒険

そんごくう／きんたろう／ガリバー旅
行記

  

*7004873* 6,000円(税別) *7004874* 6,000円(税別)

岩波映像 岩波映像

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

一休さん おおかみと七ひきの子やぎ

一休さん／うらしまたろう／花さかじ
いさん

おおかみと七ひきの子やぎ／ブレー
メンのおんがくたい／かえると王女

  

*7004872* 6,000円(税別) *7004880* 6,000円(税別)

岩波映像 岩波映像

*7004875* 6,000円(税別) *7004876* 6,000円(税別)

岩波映像 岩波映像

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

アラジンとまほうのランプ にんぎょひめ

アラジンとまほうのランプ／アリババと
四十人のとうぞく／シンドバッドの冒
険

にんぎょひめ／赤いくつ／すずのへ
いたいさん
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2014年
1枚組 1枚組
32分 34分

7004877 DJS0036 7004878 DJS0037

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2014年
1枚組 1枚組
34分 32分

7003365 DJS0038 7004879 DJS0039

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1992年 1993年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 138分 日本語字幕付 155分
4797115 HPBR1131 4797116 HPBR1132

上映権付 DVD DVD

1993年 2000年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 147分 60分
4797117 HPBR1133 7004982 DTTD02003

DVD DVD

1980年 2016年
1枚組 1枚組
130分 70分

7004861 DTTD02287 7005015 DTTD03919

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

あかずきん ひみつの花園

あかずきん／しらゆきひめ／ヘンゼ
ルとグレーテル

ひみつの花園／ピーターパン／オズ
のまほうつかい

  

*7003365* 6,000円(税別) *7004879* 6,000円(税別)

岩波映像 岩波映像

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

足長おじさん おやゆびひめ

足長おじさん／若草物語／ふしぎの
国のアリス

おやゆびひめ／ピノキオ／みにくい
アヒルの子

  

*7004877* 6,000円(税別) *7004878* 6,000円(税別)

岩波映像 岩波映像

動画，人形劇-アクション，スペクタクル 動画，人形劇-ドラマ

劇場版アニメーション　三国志
完結編／遥かなる大地

デジモンアドベンチャー　ぼくらの
ウォーゲーム！

殺伐たる親和／三つの策／野望・策
謀・興亡／漢中戦／三国確立へ／
豪傑／関羽死す／五丈原　他

インターネット上に生まれた不気味な
卵が凶悪なデジモンに進化し、世界
のネットを大混乱に陥れて

監督 勝間田　具治/ 声 渡瀬　恒彦 監督 細田　守/出演 藤田　淑子

*4797115* 12,000円(税別) *4797116* 12,000円(税別)

ハピネット ハピネット

動画，人形劇-アクション，スペクタクル 動画，人形劇-アクション，スペクタクル

劇場版アニメーション　三国志
第一部／英雄たちの夜明け

劇場版アニメーション　三国志
第二部／長江燃ゆ！

張飛・関羽との出会い／桃園の誓い
／黄巾賊討伐／かりそめの平和／
洛陽／乱世の姦雄／長安　他

勅命下る／徐州再び／忠義／突破
行／再会と出会い／三顧の礼／鮮
烈な初陣／民と共に／赤壁の戦い

監督 勝間田　具治/ 声 渡　哲也 監督 勝間田　具治/ 声 渡　哲也

*7004861* 13,000円(税別) *7005015* 13,000円(税別)

東映 東映

動画，人形劇-アクション，スペクタクル 動画，人形劇-幼児，児童

サイボーグ００９　超銀河伝説
映画　プリキュアオールスターズ
／みんなで歌う♪奇跡の魔法！

宇宙征服を狙う大帝王ゾアにさらわ
れたコズモ博士と００１を救うため、０
０９達は新たな戦いに…

人間界に遊びに来たみらいとリコの
前に突然現れた魔女・ソルシエール
達。彼女の狙いは果たして？

製指 石ノ森　章太郎/出演 井上　和彦 脚本 村山　功/ 声 高橋　李依

*4797117* 12,000円(税別) *7004982* 13,000円(税別)

ハピネット 東映ビデオ
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DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 120分 72分
7004855 DTTD03966 7005014 DTTD03969

DVD DVD

2015年 2017年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 44分 英語版 二ｶ国語・字幕付 135分
7004918 VWDG5944 7005142 VWDG5946

DVD DVD

2016年 2017年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 91分 英語版 二ｶ国語・字幕付 156分
7005152 VWDG5950 7004902 VWDG6406

DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 107分 フランス語版 81分
7005153 VWDG6492 7004917 VWDG8782

DVD DVD

2015年 2009年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 28分 52分
7005143 VWDG8783 7004859 ANLB4264

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

ライオン・ガード　勇者の伝説 ライオン・ガード　最強のチーム

”ライオン・キング”シンバの息子カイ
オンは新たなる「ライオン・ガード」の
リーダーを託され…

正義感にあふれたカイオン率いる新
生「ライオン・ガード」たちのプライドラ
ンドでの奮闘を描く。

  

*7004855* 13,000円(税別) *7005014* 13,000円(税別)

東映ビデオ 東映

動画，人形劇-漫画 動画，人形劇-幼児，児童

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＦＩＬＭ　ＧＯＬＤ
映画　魔法使いプリキュア！／奇
跡の変身！キュアモフルン！

世界最大のエンタテインメントシティ
“グラン・テゾーロ”に乗り込んだル
フィ達の前に現れたのは

みらいとリコの変身に欠かせないクマ
のぬいぐるみ・モフルンが「願いの
石」の力でプリキュアに！

脚本 黒岩　勉/ 声 田中　真弓 脚本 田中　仁/ 声 高橋　李依

*7005152* 8,125円(税別) *7004902* 8,125円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-幼児，児童

アバローのプリンセス　エレナ／
はじまりの朝

ミッキーマウスクラブハウス／ミッ
キーのうんどうかい

はじまりの日　大切な約束／怒りの
火山／若返りの泉

ミッキーのうんどうかい／マウスケ
ボールをつかまえよう／他全６話

  

*7004918* 8,125円(税別) *7005142* 8,125円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-絵本

ひつじのショーン　スペシャル　い
たずらラマがやってきた！

五味太郎　ことわざムービーズ
上

ショーンは牧場主をだましてまんまと
３匹のラマを買わせるが、ラマ達はだ
んだん調子に乗り出し…

絵本作家、五味太郎のベストセラー
「ことわざ絵本」を元に描いた短編ア
ニメーションをＤＶＤ化。

監督 ジェイ・グレイス 原作 五味　太郎

*7005153* 12,500円(税別) *7004917* 12,500円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

モアナと伝説の海 レッドタートル　ある島の物語

半神半人のマウイが盗んだテ・フィ
ティの＜心＞を取り戻すため、少女
モアナは大海原へと旅立つ。

アニー賞，嵐の中、海に放り出された
男が辿り着いた無人島。男は何度も
島から脱出しようとするが

監督 ジョン・マスカー/ 声 アウリィ・カルバーリョ 監督 マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット

*7005143* 10,000円(税別) *7004859* 6,000円(税別)

ポニーキャニオン アニプレックス
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DVD DVD

2009年 2003年
1枚組 1枚組
52分 112分

7004860 ANLB4265 7005103 FFBR0024

DVD DVD

2003年 2007年
1枚組 1枚組
85分 86分

7005104 FFBR0025 7005105 FFBR0026

DVD 上映権付 DVD

1998年 2016年
1枚組 1枚組
105分 6分

7005106 FFBR0027 7005005 LCST10006

DVD 上映権付 DVD

2015年 2016年
2枚組 1枚組
200分 46分

7005192 PCBE54771 7004944 SPD009

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2015年
1枚組 1枚組
55分 日本語字幕付 10分

7004946 SPD017 7005045 7005045

*7004860* 6,000円(税別) *7005103* 9,800円(税別)

アニプレックス フロンティアワークス

動画，人形劇-絵本 動画，人形劇-幼児，児童

五味太郎　ことわざムービーズ
下

忍たま乱太郎　せれくしょん　あ
の頃の段　其の一

絵本作家、五味太郎のベストセラー
「ことわざ絵本」を元に描いた短編ア
ニメーションをＤＶＤ化。

忍術学園入学の段／くノ一教室はお
そろしいの段／春の大運動会の段
／借り物競争の段／他

原作 五味　太郎 監督 芝山　努/ 声 高山　みなみ

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-絵本

忍たま乱太郎　せれくしょん　あ
の頃の段　其の四

ええぞ、カルロス

第三協栄丸の船の段／ひえた八方
斎の段／悩める人々の段／名刀極
楽丸の段／他

ブラジル人の転校生、カルロスは日
本語が全然わからない。アメリカにい
たことのあるあきら君は…

監督 芝山　努/ 声 高山　みなみ 原作 長澤　靖浩

*7005104* 9,800円(税別) *7005105* 9,800円(税別)

フロンティアワークス フロンティアワークス

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

忍たま乱太郎　せれくしょん　あ
の頃の段　其の二

忍たま乱太郎　せれくしょん　あ
の頃の段　其の三

忍たま助太刀の段／忍たま追試の
段／金魚やーい！の段／相手はだ
れ？の段／不破雷蔵先輩の段／他

武道大会の段／麗しき友情の段／き
りちゃん失敗の段／武道大会前夜の
段／他

監督 芝山　努/ 声 高山　みなみ 監督 芝山　努/ 声 高山　みなみ

*7005192* 5,600円(税別) *7004944* 15,000円(税別)

ポニーキャニオン 株式会社スポーチュア

スポーツ，体育-球技 スポーツ，体育-自転車

いまさら聞けない！ゴルフの基本
ロードバイクに乗ろう！これさえ
わかれば大丈夫！

基礎を中心に、わかりやすいレッスン
で好評を博した「今さら聞けない！ゴ
ルフの基本」をＤＶＤ化

第１章　走行前チェック／第２章　携
行グッズ・トラブル対応／第３章　実
際に走る／他

出演 伊藤　佳子 講師 藤田　晃三

*7005106* 9,800円(税別) *7005005* 0円(税別)

フロンティアワークス Library Contents Service

*7004946* 15,000円(税別) *7005045* 3,000円(税別)

株式会社スポーチュア 株式会社GOBOU

スポーツ，体育-ストレッチング スポーツ，体育-体操

１日１０分！　赤ちゃん来るよ！
Ｒ７０ごぼう先生の健康体操　９
～すぅはぁ体操編～

１．１人で行うストレッチ／２．２人で行
うストレッチ／３．有酸素運動／他

全て椅子に座ったままでおこなえる、
高齢者のための簡単な『衰え予防』
健康体操シリーズＤＶＤ。

監修 竹内　邦子 製作 株式会社ＧＯＢＯＵ/出演 簗瀬　寛
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2015年 2015年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 10分 130分
7005046 7005046 7005058 MDIPR002

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2009年 2017年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 142分 30分
7005065 PCBE53505 7005052 NPNM01510

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
23分 34分

7005053 NPNM01511 7005054 NPNM01512

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
25分 30分

7005055 NPNM01513 7005056 NPNM01514

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
29分 25分

7005057 NPNM01515 7004851 ESSE004

スポーツ，体育-体操 スポーツ，体育-球技

Ｒ７０ごぼう先生の健康体操　１０
～おにごぼ体操＜０＞編～

ラグビー　ＷＯＲＬＤ　ＣＵＰ　２０１
５　オフィシャルＤＶＤ

全て椅子に座ったままでおこなえる、
高齢者のための簡単な『衰え予防』
健康体操シリーズＤＶＤ。

２０１５年ラグビーワールドカップ決勝
トーナメント全試合収録。日本選手の
トライシーンも収録。

製作 株式会社ＧＯＢＯＵ/出演 簗瀬　寛  

*7005065* 6,000円(税別) *7005052* 19,000円(税別)

ポニーキャニオン 丸善

スポーツ，体育-ドキュメンタリー，記録 教育，学習２-防災，安全，社会教育

チャンピオン伝説【超完全版】　世
界ヘビー級を制した５人の王者た
ち

いのちと死の授業　第１巻／難病
と闘って気づいたこと

死力を尽くして戦い、頂点を極めた５
人のチャンプたちが一堂に会して、
その苦悩と栄光を振り返る

白血病やがん患者たちのコミュニ
ティ、ＮＰＯ法人・ももの木による「い
のちの授業」をＤＶＤ化。

監督 ディミトリ・ロゴテティス/ 制作 丸善/協力 ＮＰＯ法人　血液患者コミュニティ　ももの木

*7005046* 3,000円(税別) *7005058* 6,000円(税別)

株式会社GOBOU 岩波映像

教育，学習２-防災，安全，社会教育 教育，学習２-防災，安全，社会教育

いのちと死の授業　第４巻／学校
における自殺予防教育

いのちと死の授業　第５巻／少年
犯罪をなくすために

いくつかの学校教育の場で実際に
行われている、自殺予防のための取
り組みや参加型授業を紹介する

少年たちが人を傷つけてしまった実
際の事件をもとにした再現ドラマを紹
介し、その背景を考察する

制作 丸善/協力 東京家政大学附属女子中学校・高等学校 制作 丸善/協力 獨協中学校・獨協高等学校　演劇部

*7005053* 19,000円(税別) *7005054* 19,000円(税別)

丸善 丸善

教育，学習２-防災，安全，社会教育 教育，学習２-防災，安全，社会教育

いのちと死の授業　第２巻／殺処
分から救われ　人を助ける犬に

いのちと死の授業　第３巻／いじ
め・自殺を防ぐために

年間１０万頭に及ぶ、犬猫の殺処分
を減らす活動をしている日本レス
キュー協会の現状を紹介する。

学校で起こるいじめなどの問題をドラ
マ仕立てで再現し、その気づきや解
決策等について解説する。

制作 丸善/協力 認定ＮＰＯ法人　日本レスキュー協会 制作 丸善/協力 東京家政大学附属女子中学校・高等学校

*7005057* 19,000円(税別) *7004851* 6,000円(税別)

丸善 K-essence

教育，学習２-防災，安全，社会教育 教育，学習２-幼児，児童

いのちと死の授業　第６巻／流
産・死産経験者からの手紙

えいごとなかよし　色・数・歌　身
近な英語を覚えよう

流産、死産の経験者によるコミュニ
ティの活動の紹介を通し、親の気持
ちや自分の命について考える

ご挨拶「ハローソング」／振り付けで
踊ろう！「スキダマリンク」／他

制作 丸善/協力 加藤　咲都美 監修 野村　和子

*7005055* 19,000円(税別) *7005056* 19,000円(税別)

丸善 丸善
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2017.10.10
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LCS LCST10005 天使のいる図書館 ¥12,000 館内上映権付 聴覚障害者向け日本語字幕

LCS LCST10006 ケアニン／あなたでよかった ¥12,000 館内上映権付 聴覚障害者向け日本語字幕

KADOKAWA DABR-5169 沈黙 -サイレンス- ¥15,000 なし 日本語字幕・聴覚障害者用日本語字幕

KADOKAWA DABR-5139 聖の青春 ¥15,000 なし 日本語ガイド音声/障害者用日本語字幕

KADOKAWA DABR-5122 夏美のホタル ¥15,000 なし 聴覚障害者用日本語字幕

KADOKAWA DABR-5117 ホーンテッド・キャンパス ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-5105 二重生活 ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA ACBR-10954 エヴェレスト 神々の山嶺 ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-4957 グラスホッパー ¥15,000 なし 視覚障害者用ガイド付き音声/聴覚障害者用日本語字幕

KADOKAWA DABR-4953 図書館戦争　THE LAST MISSION ¥15,000 なし 視覚障害者用ガイド付き音声/聴覚障害者用日本語字幕

KADOKAWA DABR-4881 理系の人々 ¥15,000 なし 聴覚障害者用字幕

KADOKAWA DABR-4893 図書館戦争　BOOK OF MEMORIES ¥15,000 なし 聴覚障害者用字幕

KADOKAWA DABR-4877 迷宮カフェ ¥15,000 なし 聴覚障害者用字幕

KADOKAWA DABR-4758 劇場版 零～ゼロ～ ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-4742 世界の果ての通学路 ¥15,000 なし 日本語字幕・日本語版吹替用字幕・英語字幕

KADOKAWA DABR-4753 万能鑑定士Q-モナリザの瞳- ¥15,000 なし 聴覚障害者用日本語字幕

KADOKAWA DABR-4737 キカイダー REBOOT ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-4579 ハダカの美奈子 ¥15,000 なし 聴覚障害者用日本語字幕

KADOKAWA DABR-4557 貞子３Ｄ２　２Dバージョン ＆ スマ４Ｄ（スマホアプリ連動版） ¥15,000 なし 聴覚障害者用日本語字幕

KADOKAWA KABR-10140 初音ミク　マジカルミライ2013 ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-4493 図書館戦争 ¥15,000 なし 視覚障害者用ガイド付き音声/聴覚障害者用日本語字幕

KADOKAWA DABR-4476 体脂肪計タニタの社員食堂 ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-4435 映画　鈴木先生 ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-4332 BUNGO ささやかな欲望　告白する紳士たち編 ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-4333 BUNGO ささやかな欲望　見つめられる淑女たち編 ¥15,000 なし 日本語字幕

バリアフリー（字幕付き）DVD一覧
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KADOKAWA DABR-4302 劇場版東京スカイツリー世界一のひみつ ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-4294 ももへの手紙 ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-4275 貞子３Ｄ　～２Ｄバージョン～ ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-4160 夜明けの街で ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-4127 日輪の遺産 ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-4104 軽蔑 ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-4042 嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-4084 最後の忠臣蔵 ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-0525 旭山動物園物語　ペンギンが空をとぶ ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-0501 もうひとつのどうぶつえん　～絶滅動物ものがたり～　マンモスたちの時代篇 ¥15,000 上映会利用可 読み聞かせモード音声/日本語・英語字幕

KADOKAWA DABR-0500 もうひとつのどうぶつえん　～絶滅動物ものがたり～　ドードーたちの時代篇 ¥15,000 上映会利用可 読み聞かせモード音声/日本語・英語字幕

KADOKAWA DABR-0390 バッテリー ¥15,000 なし 日本語字幕

KADOKAWA DABR-0387 犬神家の一族(2006年版) ¥15,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9930 植物図鑑 運命の恋、ひろいました ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB9884 家族はつらいよ ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB9882 母と暮らせば ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB9775 小さいおうち ¥16,000 なし 難視聴者用日本語音声ガイダンス/日本語字幕

松竹 DB9760 武士の献立 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB9742 はじまりのみち ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB9727 舟を編む ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB9688 ひまわりと子犬の7日間 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB9674 東京家族 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB9497 しあわせ家族計画 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB9460 幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター2010 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB9438 おとうと ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB9270 犬と私の10の約束 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕
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松竹 DB9242 母べえ ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB9054 武士の一分（いちぶん） ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB9042 出口のない海 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8549 男はつらいよ 特別篇／寅次郎ハイビスカスの花（特別篇） ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8548 男はつらいよ 第48作／寅次郎紅の花 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8547 男はつらいよ 第47作／拝啓車寅次郎様 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8546 男はつらいよ 第46作／寅次郎の縁談 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8545 男はつらいよ 第45作／寅次郎の青春 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8544 男はつらいよ 第44作／寅次郎の告白 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8543 男はつらいよ 第43作／寅次郎の休日 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8542 男はつらいよ 第42作／ぼくの伯父さん ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8541 男はつらいよ 第41作／寅次郎心の旅路 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8540 男はつらいよ 第40作／寅次郎サラダ記念日 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8539 男はつらいよ 第39作／寅次郎物語 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8538 男はつらいよ 第38作／知床慕情 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8537 男はつらいよ 第37作／幸福の青い鳥 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8536 男はつらいよ 第36作／柴又より愛をこめて ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8535 男はつらいよ 第35作／寅次郎恋愛塾 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8534 男はつらいよ 第34作／寅次郎真実一路 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8533 男はつらいよ 第33作／夜霧にむせぶ寅次郎 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8532 男はつらいよ 第32作／口笛を吹く寅次郎 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8531 男はつらいよ 第31作／旅と女と寅次郎 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8530 男はつらいよ 第30作／花も嵐も寅次郎 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8529 男はつらいよ 第29作／寅次郎あじさいの恋 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8528 男はつらいよ 第28作／寅次郎紙風船 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8527 男はつらいよ 第27作／浪花の恋の寅次郎 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8526 男はつらいよ 第26作／寅次郎かもめ歌 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕
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松竹 DB8525 男はつらいよ 第25作／寅次郎ハイビスカスの花 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8524 男はつらいよ 第24作／寅次郎春の夢 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8523 男はつらいよ 第23作／翔んでる寅次郎 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8522 男はつらいよ 第22作／噂の寅次郎 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8521 男はつらいよ 第21作／寅次郎わが道をゆく ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8520 男はつらいよ 第20作／寅次郎頑張れ！ ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8519 男はつらいよ 第19作／寅次郎と殿様 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8518 男はつらいよ 第18作／寅次郎純情詩集 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8517 男はつらいよ 第17作／寅次郎夕焼け小焼け ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8516 男はつらいよ 第16作／葛飾立志篇 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8515 男はつらいよ 第15作／寅次郎相合い傘 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8514 男はつらいよ 第14作／寅次郎子守唄 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8513 男はつらいよ 第13作／寅次郎恋やつれ ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8512 男はつらいよ 第12作／私の寅さん ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8511 男はつらいよ 第11作／寅次郎忘れな草 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8510 男はつらいよ 第10作／寅次郎夢枕 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8509 男はつらいよ 第9作／柴又慕情 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8508 男はつらいよ 第8作／寅次郎恋歌 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8507 男はつらいよ 第7作／奮闘篇 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8506 男はつらいよ 第6作／純情篇 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8505 男はつらいよ 第5作／望郷篇 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8504 男はつらいよ 第4作／新・男はつらいよ ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8503 男はつらいよ 第3作／フーテンの寅 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8502 男はつらいよ 第2作／続・男はつらいよ ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DB8501 男はつらいよ 第1作 ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

松竹 DA9204 坂東玉三郎舞踊集 6～藤娘 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（歌詞）

松竹 DA9203 坂東玉三郎舞踊集 5～お夏狂乱 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（歌詞）
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松竹 DA9202 坂東玉三郎舞踊集 4～鏡獅子 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（歌詞）

松竹 DA9200 坂東玉三郎舞踊集 2～鷺娘 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（歌詞）

松竹 DA9201 坂東玉三郎舞踊集 3～楊貴妃 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（歌詞）

松竹 DA9199 坂東玉三郎舞踊集 1～京鹿子娘道成寺 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（歌詞）

松竹 DG9054 歌舞伎名作撰～雪暮夜入谷畦道 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9053 歌舞伎名作撰～一谷嫩軍記 陣門・組打 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9051 歌舞伎名作撰～豊後道成寺・うかれ坊主・女伊達 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9050 歌舞伎名作撰～心中紙屋治兵衛 河庄 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9048 歌舞伎名作撰～近江源氏先陣館 盛綱陣屋 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9047 歌舞伎名作撰～一條大蔵譚 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9046 歌舞伎名作撰～女殺油地獄 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9045 歌舞伎名作撰～盲長屋梅加賀鳶 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9044 歌舞伎名作撰～伽羅先代萩 足利家奥殿の場 床下の場 問注所対決の場 詰所刃傷の場 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9043 歌舞伎名作撰～京鹿子娘二人道成寺 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9041 歌舞伎名作撰～暫 外郎売 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9039 歌舞伎名作撰～露小袖昔八丈 髪結新三 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9038 歌舞伎名作撰～積恋雪関扉 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9036 歌舞伎名作撰～棒しばり／年増／供奴 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9034 歌舞伎名作撰～義経千本桜 渡海屋・大物浦 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9033 歌舞伎名作撰～慙紅葉汗顔見勢 伊達の十役 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9031 歌舞伎名作撰～極付幡随長兵衛 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9030 歌舞伎名作撰～雷神不動北山桜／毛抜，鳴神 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9029 歌舞伎名作撰～壇浦兜軍記／阿古屋 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9028 歌舞伎名作撰～曽我綉〔タテシ〕御所染／御所五郎蔵 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9027 歌舞伎名作撰～新皿屋舗月雨暈／魚屋宗五郎，茨木 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9026 歌舞伎名作撰～助六由縁江戸桜 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9025 歌舞伎名作撰～黒塚 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）
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松竹 DG9024 歌舞伎名作撰～通し狂言仮名手本忠臣蔵／九段目・十一段目 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9023 歌舞伎名作撰～通し狂言仮名手本忠臣蔵／七段目 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9022 歌舞伎名作撰～通し狂言仮名手本忠臣蔵／道行・五段目・六段目 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9021 歌舞伎名作撰～通し狂言仮名手本忠臣蔵／大序・三段目・四段目 上下 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9016 歌舞伎名作撰～勧進帳〔1943年版〕 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9015 歌舞伎名作撰～一本刀土俵入 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9014 歌舞伎名作撰～スーパー歌舞伎／ヤマトタケル ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9013 歌舞伎名作撰～本朝廿四孝・十種香，平家物語・建礼門院 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9012 歌舞伎名作撰～英執着獅子，隅田川 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9011 歌舞伎名作撰～達陀，二人椀久 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9010 歌舞伎名作撰～菅原伝授手習鑑／寺子屋 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9009 歌舞伎名作撰～藤娘・保名・鷺娘 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9008 歌舞伎名作撰～伊勢音頭恋寝刃-野原地蔵前の場から油屋奥庭の場まで ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9007 歌舞伎名作撰～恋飛脚大和往来／封印切 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9006 歌舞伎名作撰～白浪五人男-浜松屋の場から滑川土橋の場まで ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9005 歌舞伎名作撰～天衣紛上野初花河内山 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9004 歌舞伎名作撰～義経千本桜-川連法眼館の場，奥庭の場，蔵王堂花矢倉の場 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9003 歌舞伎名作撰～一谷嫩軍記熊谷陣屋 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9002 歌舞伎名作撰～研辰の討たれ 野田版 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DG9001 歌舞伎名作撰～勧進帳〔1997年版〕 ¥10,000 なし 日本語解説音声/日本語字幕（解説）

松竹 DB9347 ヤッターマン 21 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9346 ヤッターマン 20 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9345 ヤッターマン 19 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9343 ヤッターマン 17 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9344 ヤッターマン 18 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9342 ヤッターマン 16 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9341 ヤッターマン 15 ¥10,000 なし 日本語字幕
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松竹 DB9340 ヤッターマン 14 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9203 ヤッターマン 13 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9202 ヤッターマン 12 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9201 ヤッターマン 11 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9200 ヤッターマン 10 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9199 ヤッターマン 9 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9198 ヤッターマン 8 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9197 ヤッターマン 7 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9196 ヤッターマン 6 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9195 ヤッターマン 5 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9194 ヤッターマン 4 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9193 ヤッターマン 3 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9192 ヤッターマン 2 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9191 ヤッターマン 1 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9224 トミカヒーローレスキューフォース vol．13 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9223 トミカヒーローレスキューフォース vol．12 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9222 トミカヒーローレスキューフォース vol．11 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9221 トミカヒーローレスキューフォース vol．10 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9220 トミカヒーローレスキューフォース vol．9 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9219 トミカヒーローレスキューフォース vol．8 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9218 トミカヒーローレスキューフォース vol．7 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9217 トミカヒーローレスキューフォース vol．6 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9216 トミカヒーローレスキューフォース vol．5 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9215 トミカヒーローレスキューフォース vol．4 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9214 トミカヒーローレスキューフォース vol．3 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9213 トミカヒーローレスキューフォース vol．2 ¥10,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9212 トミカヒーローレスキューフォース vol．1 ¥10,000 なし 日本語字幕
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松竹 DB9429 河童のクゥと夏休み ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9835 闇の狩人 前・後篇 ¥12,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9781 鬼平外伝 老盗流転 ¥12,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9713 鬼平外伝 正月四日の客 ¥12,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9567 鬼平外伝 夜兎の角右衛門 ¥12,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9465 大奥＜男女逆転＞ ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9671 大奥／永遠 右衛門佐・綱吉篇 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9626 わが母の記 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9374 60歳のラブレター ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9279 恋愛寫眞 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9629 RAILWAYS／愛を伝えられない大人たちへ ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9440 RAILWAYS／49歳で電車の運転士になった男の物語 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9831 リトル・フォレスト 冬／春 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9788 リトル・フォレスト 夏／秋 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB0390 誘惑 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB0381 マダムと女房，春琴抄お琴と佐助 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9834 マエストロ ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9283 坊ちゃん ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9855 亡国のイージス ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9606 フラワーズ・オブ・シャンハイ ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9050 二人日和 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9284 復讐するは我にあり ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9787 ヒノキオ ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9011 花よりもなほ ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9366 buy a suit／スーツを買う ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9181 信子 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9863 日本のいちばん長い日 ¥16,000 なし 日本語字幕
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松竹 DB9920 殿、利息でござる ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9315 特命係長只野仁 最後の劇場版 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9660 天地明察 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9469 天国の本屋恋火 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9868 天空の蜂 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9364 つぐみ ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9933 超高速！参勤交代 リターンズ ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9783 超高速！参勤交代 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9787 好きっていいなよ ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9498 親鸞 白い道 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9470 深呼吸の必要 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9777 白ゆき姫殺人事件 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9774 ジャッジ！ ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9894 SHINOBI ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9298 事件 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9314 櫻の園 〔2008年〕 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9293 五番町夕霧楼 〔1980年〕 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9358 この世の外へクラブ進駐軍 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DC9023 子ぎつねヘレン ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9604 好男好女 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9897 恋人たち ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9291 ゲゲゲの鬼太郎／千年呪い歌 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9119 ゲゲゲの鬼太郎 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9922 クリーピー 偽りの隣人 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9756 くじけないで ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9851 クイール ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9496 京都太秦物語 ¥16,000 なし 日本語字幕

9 ページ



2017.10.10

※通常字幕、聴覚障害者用字幕、視覚障害者用音声のあるものをすべて取り上げております。

※今後、メーカよりの連絡をいただき次第、タイトルを増やしてまいります。

販売元 ＤＶＤ品番 タイトル 本体価格 館内上映権 バリアフリー区分（音声/字幕）

バリアフリー（字幕付き）DVD一覧

松竹 DA9452 CASSHERN ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9319 乾いた花 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9356 鴨川ホルモー ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9281 神様のくれた赤ん坊 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9170 顔 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9363 会社物語 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9159 小津の秋 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9617 おかえり、はやぶさ ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9295 江戸川乱歩の陰獣 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9178 按摩と女 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9177 有りがたうさん ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9628 遥かなる山の呼び声 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9683 同胞 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9764 一発大冒険 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9695 馬鹿まるだし ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9697 馬鹿が戦車でやって来る ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9747 虹をつかむ男／南国奮斗篇 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9746 虹をつかむ男 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9716 二階の他人 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9748 なつかしい風来坊 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9225 たそがれ清兵衛 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9684 ダウンタウンヒーローズ ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9717 下町の太陽 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9625 故郷 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9685 九ちゃんのでっかい夢 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9667 キネマの天地 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9765 喜劇一発大必勝 ¥16,000 なし 日本語字幕
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松竹 DA9763 喜劇一発勝負 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9794 十五才・学校4 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9793 学校3 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9792 学校2 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9791 学校 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9624 家族 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9619 隠し剣鬼の爪 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9626 運が良けりゃ ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9696 いいかげん馬鹿 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9192 八月の狂詩曲 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9191 白痴 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9190 醜聞（スキャンダル） ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9287 彼岸花 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9291 晩春 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9286 東京物語 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9295 東京暮色 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9294 早春 デジタルリマスター修復版 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9290 秋刀魚の味 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB0385 風の中の牝鶏 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9288 お早よう ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9211 大人の見る繪本～生れてはみたけれど ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9293 お茶漬の味 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9289 秋日和 デジタルリマスター修復版 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9140 浪人街〔1957年〕 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9141 浪人街〔1990年〕 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9231 壬生義士伝 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9294 北斎漫画 ¥16,000 なし 日本語字幕
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松竹 DB9442 獄（ひとや）に咲く花／吉田松陰の恋 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9142 丹下左膳 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9280 切腹 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9425 釣りバカ日誌 20／ファイナル ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9312 釣りバカ日誌 19／ようこそ！鈴木建設御一行様 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9155 釣りバカ日誌 18／ハマちゃんスーさん瀬戸の約束 ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DB9034 釣りバカ日誌 17／あとは能登なれハマとなれ！ ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9856 釣りバカ日誌 16／浜崎は今日もダメだった ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9471 釣りバカ日誌 15／ハマちゃんに明日はない！？ ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9631 釣りバカ日誌 14／お遍路大パニック！ ¥16,000 なし 日本語字幕

松竹 DA9630 釣りバカ日誌 13／ハマちゃん危機一髪！ ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03995 疾風ロンド ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03985 仮面ライダー平成ジェネレーションズ　Dr.パックマン対エグゼイド&ゴーストwithレジェンドライダー ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03970 劇場版 動物戦隊ジュウオウジャーVSニンニンジャー 未来からのメッセージ from スーパー戦隊 ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03969 映画 魔法つかいプリキュア！奇跡の変身！キュアモフルン！ ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03960 劇場版 仮面ライダーゴースト 100の眼魂とゴースト運命の瞬間 ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03966 ONE PIECE FILM GOLD ¥13,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

東映 DTZD08157 女が眠る時 ≪PG-12≫ ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03931 仮面ライダー1号 ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03926 さらば、あぶない刑事 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03919 映画 プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法！ ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03923 海難1890 ¥16,000 なし 聴覚障害者用日本語字幕

東映 DTTD03899 仮面ライダー×仮面ライダー ゴースト&ドライブ 超MOVIE大戦ジェネシス ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03909 映画 Go! プリンセスプリキュア Go!Go!!豪華3本立て!!! ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03907 手裏剣戦隊ニンニンジャーVSトッキュウジャー THE MOVIE 忍者・イン・ワンダーランド ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03855 王妃の館 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03888 アリのままでいたい ¥16,000 なし 日本語字幕
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東映 DTTD03885 劇場版 仮面ライダードライブ サプライズ・フューチャー ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03863 手裏剣戦隊ニンニンジャー THE MOVIE 恐竜殿さまアッパレ忍法帖！ ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03838 さいはてにて やさしい香りと待ちながら ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03862 おかあさんの木 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03834 スーパーヒーロー大戦GP 仮面ライダー3号 ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTZD08138 ハッピーランディング ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03832 アゲイン 28年目の甲子園 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03827 真夜中の五分前 ¥16,000 なし （中国語）/日本語字幕

東映 DTTD03817 仮面ライダー×仮面ライダー ドライブ&鎧武 MOVIE大戦フルスロットル ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03800 ふしぎな岬の物語 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03833 映画 プリキュアオールスターズ 春のカーニバル♪ ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTZD08095 ストックホルムでワルツを ≪PG-12≫ ¥16,000 なし (スウェーデン語･英語）/日本語字幕

東映 DTTD03785 映画 ハピネスチャージプリキュア！ 人形の国のバレリーナ ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03783 烈車戦隊トッキュウジャーVS キョウリュウジャー THE MOVIE ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTZD08114 幕末高校生 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03772 わたしのハワイの歩きかた ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03774 烈車戦隊トッキュウジャー THE MOVIE ギャラクシーラインSOS ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03771 聖闘士星矢 LEGEND of SANCTUARY ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03762 劇場版 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦！黄金の果実争奪杯！ ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTZD08106 サクラサク ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03753 L♡DK ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTZD08107 FLARE -フレア- ≪R-15≫ ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTZD08093 偉大なる、しゅららぼん ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03746 魔女の宅急便 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03738 平成ライダー対昭和ライダー 仮面ライダー大戦 ｆｅａｔ．スーパー戦隊 ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03740 ＢＵＤＤＨＡ２ 手塚治虫のブッダ‐終わりなき旅‐ ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03732 エレニの帰郷 ≪PG-12≫ ¥16,000 なし （英語）/日本語字幕

13 ページ



2017.10.10

※通常字幕、聴覚障害者用字幕、視覚障害者用音声のあるものをすべて取り上げております。

※今後、メーカよりの連絡をいただき次第、タイトルを増やしてまいります。

販売元 ＤＶＤ品番 タイトル 本体価格 館内上映権 バリアフリー区分（音声/字幕）

バリアフリー（字幕付き）DVD一覧

東映 DTTD03731 映画 プリキュアオールステージ New Stage 3 永遠のともだち ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03725 利休にたずねよ ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

東映 DTTD03719 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目の戦国MOVIE大合戦 ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03706 獣電戦隊キョウリュウジャーＶＳゴーバスターズ 恐竜大決戦！さらば永遠の友よ ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03709 映画 ドキドキ！プリキュア マナ結婚!!?未来につなぐ希望のドレス ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03700 キャプテンハーロック ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTZD08082 ニーナ ローマの夏休み ¥16,000 なし （イタリア語）/日本語字幕

東映 DTTD03703 劇場版 仮面ライダーウィザード イン マジックランド ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03696 劇場版 獣電戦隊キョウリュウジャー ガブリンチョ・オブ・ミュージック ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03686 仮面ライダー×スーパー戦隊×宇宙刑事 スーパーヒーロー大戦Z ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTZD08078 くちづけ ¥16,000 なし 日本語音声ガイド/日本語字幕

東映 DTTD03673 草原の椅子 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03674 ヒンデンブルグ 第三帝国の陰謀 ¥16,000 なし （英語）/日本語字幕

東映 DTTD03669 映画 プリキュアオールスターズ NewStage2 こころのともだち ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03655 ONE PIECE FILM Z ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTZD08070 危険なメソッド ＜PG-12＞ ¥16,000 なし （英語）/日本語字幕

東映 DTZS07430 北のカナリアたち ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03645 仮面ライダー×仮面ライダー ウィザード&フォーゼ MOVIE大戦アルティメイタム 劇場公開版 ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03633 新しい靴を買わなくちゃ ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03622 映画 スマイルプリキュア！ 絵本の中はみんなチグハグ！ ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTZD08066 凍える牙 ¥16,000 なし （韓国語）/日本語字幕

東映 DTTD03601 仮面ライダーフォーゼ THE MOVIE みんなで宇宙キターッ！ ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTZS07325 臨場 劇場版 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03482 僕達急行 A列車で行こう ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03534 はやぶさ 遥かなる帰還 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTZD03515 聨合艦隊司令長官 山本五十六 -太平洋戦争70年目の真実- ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03544 映画 プリキュアオールスターズ New Stage みらいのともだち ¥13,000 なし 日本語字幕
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東映 DTTD03477 映画 スイートプリキュア♪ とりもどせ！心がつなぐ奇跡のメロディ♪ ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03461 海賊戦隊ゴーカイジャー THE MOVIE 空飛ぶ幽霊船 ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTZD08041 小川の辺 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03452 劇場版 仮面ライダーOOO WONDERFUL 将軍と21のコアメダル ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03441 手塚治虫のブッダ -赤い砂漠よ！美しく- ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03435 これでいいのだ!! 映画★赤塚不二夫 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03427 オーズ・電王・オールライダー レッツゴー仮面ライダー ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03380 わさお ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03402 ONE PIECE 麦わらチェイス ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03373 映画 プリキュアオールスターズDX3 未来にとどけ！世界をつなぐ☆虹色の花 ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03401 トリコ 開幕！グルメアドベンチャー!! ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTZS07157 桜田門外ノ変 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03321 君が踊る、夏 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTZS07130 オカンの嫁入り ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03309 春との旅 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03317 仮面ライダーW (ダブル）FOREVER AtoZ 運命のガイアメモリ ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTZD08033 ゼブラーマン -ゼブラシティの逆襲- ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03264 誰かが私にキスをした ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03267 アイガー北壁 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03276 ONE PIECE FILM STRONG WORLD ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03246 今度は愛妻家 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTZD08028 笑う警官 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03225 仮面ライダー×仮面ライダー W (ダブル) &ディケイド MOVIE大戦2010 ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03208 劔岳 撮影の記　‐標高３０００メートル、激闘の８７３日‐ ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03201 火天の城 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03169 侍戦隊シンケンジャー 銀幕版　天下分け目の戦 ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03159 劇場版 仮面ライダーディケイド オールライダー対大ショッカー ¥13,000 なし 日本語字幕

15 ページ



2017.10.10

※通常字幕、聴覚障害者用字幕、視覚障害者用音声のあるものをすべて取り上げております。

※今後、メーカよりの連絡をいただき次第、タイトルを増やしてまいります。

販売元 ＤＶＤ品番 タイトル 本体価格 館内上映権 バリアフリー区分（音声/字幕）

バリアフリー（字幕付き）DVD一覧

東映 DTTD03148 劔岳 点の記 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD03000 ＢＡＢＹ ＢＡＢＹ ＢＡＢＹ！‐ベイビィ ベイビィ ベイビィ‐ ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTZS07051 少年メリケンサック ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD02961 劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 日本爆裂!! ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD02955 仮面ライダーキバ 魔界城の王 ディレクターズカット版 ¥13,000 なし 日本語字幕

東映 DTTD02948 まぼろしの邪馬台国 ¥16,000 なし 日本語字幕

東映 DTZD08530 しあわせのかおり ¥16,000 なし 日本語字幕
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