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癒しの名曲アルバム vol.1～9

館内上映権付 各4,762円（税別）
製作：2011年
Comment
雄大な自然の映像を癒しのクラシックと
ともに楽しむBGVシリーズ。
内容
vol.1 聖なる大地の赤い岩と、

リストの華麗なピアノ曲との饗宴
vol.2 みどりの森と黄色い大地、

ショパンの詩情あふれるピアノ曲
vol.3 大自然の酷薄と優しさ。

スクリャービンのピアノ曲
vol.4 屹立する山野群青色の空と雪、

ラフマニノフのピアノ曲
vol.5 日本の美・東北地方の桜と紅葉、

美しい管弦アンサンブル
vol.6 聖なるマウナケアと、

ラヴェルの詩情あふれるピアノ曲
vol.7 甘く切ないオペレッタとワルツ、

古きよき時代のヨーロッパ
vol.8 大作曲家の歌曲と自然で堪能する、

ヨーロッパの心の故郷
vol.9 チェコの二大作曲家の名曲と、

プラハの街とモルダウ川



DVD 上映権付 DVD

1980年 年
1枚組 1枚組
49分 20分

7005206 NSDR15443 7005377 SA1

上映権付 DVD 上映権付 DVD

年 年
1枚組 1枚組
20分 20分

7005378 SA2 7005379 SA3

上映権付 DVD 上映権付 DVD

年 年
1枚組 1枚組
20分 20分

7005380 SA4 7005381 SA5

上映権付 DVD 上映権付 DVD

年 年
1枚組 1枚組
20分 20分

7005382 SA6 7005383 SA7

上映権付 DVD 上映権付 DVD

年 年
1枚組 1枚組
20分 20分

7005384 SA8 7005385 SA9

*7005384* 5,537円(税別) *7005385* 5,537円(税別)

ＢＢＢ ＢＢＢ

歴史，地理，紀行-歴史 歴史，地理，紀行-歴史

あの日の写真館／名古屋市 あの日の写真館／大阪市

愛知県名古屋市の昭和２１年までの
風景などを音楽にのせて紹介する。

大阪府大阪市の昭和１７年までの風
景などを音楽にのせて紹介する。

*7005382* 5,537円(税別) *7005383* 5,537円(税別)

ＢＢＢ ＢＢＢ

歴史，地理，紀行-歴史 歴史，地理，紀行-歴史

あの日の写真館／横浜市
あの日の写真館／鎌倉、逗子、
葉山

神奈川県横浜市の昭和２１年までの
風景などを音楽にのせて紹介する。

神奈川県鎌倉市、逗子市、葉山町の
昭和１９年までの風景などを音楽に
のせて紹介する。

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録 歴史，地理，紀行-歴史

戦艦大和探索／悲劇の航跡を
追って

あの日の写真館／東京　東部

沖縄へ特攻突入する途中、沈没した
戦艦大和の最後の航跡を辿りなが
ら、今も残る戦争の傷痕を描く

東京都台東区、葛飾区、江東区、江
戸川区の昭和２１年までの風景など
を音楽にのせて紹介していく

編集 ＮＨＫ/協力 三井造船

*7005378* 5,537円(税別) *7005379* 5,537円(税別)

ＢＢＢ ＢＢＢ

歴史，地理，紀行-歴史 歴史，地理，紀行-歴史

あの日の写真館／東京　西部 あの日の写真館／東京　南部

東京都新宿区、文京区、中野区、杉
並区、練馬区の昭和２１年までの風
景などを音楽にのせて紹介。

東京都品川区、目黒区、大田区、渋
谷区の昭和２１年までの風景などを
音楽にのせて紹介していく。

*7005206* 6,800円(税別) *7005377* 5,537円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＢＢＢ

*7005380* 5,537円(税別) *7005381* 5,537円(税別)

ＢＢＢ ＢＢＢ

歴史，地理，紀行-歴史 歴史，地理，紀行-歴史

あの日の写真館／東京　北部 あの日の写真館／東京　三多摩

東京都豊島区、板橋区、北区、足立
区、荒川区の昭和２１年までの風景
などを音楽にのせて紹介する

東京三多摩地区の昭和２０年までの
風景などを音楽にのせて紹介する。
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上映権付 DVD DVD

年 2006年
1枚組 1枚組
20分 日本語字幕付 102分

7005386 SA10 7005399 SDA58

DVD DVD

2006年 2008年
1枚組 2枚組

日本語字幕付 92分 日本語字幕付 154分
7005400 SDA59 7005401 SDA81

DVD DVD

2011年 2009年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 63分 日本語字幕付 73分
7005430 SDA99T 7005545 SDA93

DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
105分 73分

7005549 ANRS72234 7005750 NSDR22941

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
50分 50分

7005525 7004037 7005680 2378

*7005525* 9,259円(税別) *7005680* 7,408円(税別)

岩波映像 ひかりの森

社会科学-ドキュメンタリー，記録 社会科学-社会科学

第三管区「総合訓練」＆第五管
区「訓練展示」

あるっく／Ａ　ＬＯＯＫ

２０１７年５月の「展示総合訓練」と同
年６月に行われた「海上保安庁訓練
展示」の模様を収録する

シーン１　移動介助の基本／シーン
２　食事／シーン３　トイレの案内／
シーン４　入浴介助／他

制作 アートファイブ/ 制作 ひかりの森/ﾅﾚｰﾀｰ 向坂　真弓

*7005549* 10,000円(税別) *7005750* 8,500円(税別)

アネック ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-紀行 歴史，地理，紀行-紀行

水上散歩　東京水辺ライン　ナイ
トクルーズ前方展望

北アルプス　ドローン大縦走

２０１７年７月２２日、さくら号にて撮
影，船内は日本語、英語、中国語に
て放送

夏の北アルプス、登山家憧れのルー
トをドローンで大縦走。山々が最も美
しく輝く瞬間を収めていく
製作 白石　章治/出演 西田　省三

*7005430* 10,000円(税別) *7005545* 10,000円(税別)

シンフォレスト 竹緒

歴史，地理，紀行-紀行 歴史，地理，紀行-紀行案内

イギリス湖水地方／英国一美し
い風景

世界遺産のクリスマス／欧州３国
映像と音楽の旅

年間に１４００万人もの観光客が訪れ
るイングランド有数のリゾート、湖水地
方の映像をＤＶＤ化。

Ｃｈａｐ１　リューベック／Ｃｈａｐ２　ブ
レーメン／Ｃｈａｐ３　クヴェトリンブルク
／他
編集 寺西　善宏/ﾅﾚｰﾀｰ 速水　奨

*7005400* 10,000円(税別) *7005401* 10,000円(税別)

シンフォレスト シンフォレスト

歴史，地理，紀行-紀行案内 歴史，地理，紀行-紀行

韓国百景／世界遺産 地中海　猫の旅　６５００キロ

Ｃｈａｐ１宗廟／Ｃｈａｐ２昌徳宮／Ｃｈａ
ｐ３水原華城／Ｃｈａｐ４石窟庵・仏国
寺／他

［都市編］大陸を渡る猫たち／［島
編］猫と騎士団の物語

監修 ＩＡＷ/ﾅﾚｰﾀｰ 速水　奨 制作 ゼイカンパニー/ﾅﾚｰﾀｰ 黒沼　弘己

*7005386* 5,537円(税別) *7005399* 10,000円(税別)

ＢＢＢ シンフォレスト

歴史，地理，紀行-歴史 歴史，地理，紀行-紀行

あの日の写真館／沖縄県 韓国百景／名所探訪

沖縄県各地の昭和２１年までの風景
などを音楽にのせて紹介する。

Ｃｈａｐ１景福宮／Ｃｈａｐ２王宮守門将
交代儀式／Ｃｈａｐ３崇礼門［南大門］
／他
監修 ＩＡＷ/ﾅﾚｰﾀｰ 速水　奨
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2017年
1枚組 1枚組

英語版 英語・日本語字幕付 99分 117分
7005354 NSDS22616 7005355 NSDS22618

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2013年
1枚組 2枚組
48分 150分

7005367 T303 7005391 7005391

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組
40分 40分

7005419 7005419 7005420 7005420

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組
40分 40分

7005421 7005421 7005422 7005422

上映権付 DVD DVD

2010年 2014年
1枚組 1枚組
40分 82分

7005423 7005423 7005424 SDB16

*7005423* 5,000円(税別) *7005424* 10,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー シンフォレスト

自然科学-幼児，児童 自然科学-動物

動物家族／ライオンの親子 上野動物園の世界

アフリカに棲む様々な動物たちの親
子の生態を子供と一緒に観察できる
ようやさしく編集したＤＶＤ

Ｐａｒｔ．１　プロローグ／Ｐａｒｔ．２　世
界三大珍獣／Ｐａｒｔ．３　アジアの動
物／他

監督 安倍　嵯稚生/ﾅﾚｰﾀｰ 山本　千鶴 ﾅﾚｰﾀｰ 中村　華奈

*7005421* 5,000円(税別) *7005422* 5,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー アイ・ヴィー・シー

自然科学-幼児，児童 自然科学-幼児，児童

動物家族／ゾウの親子 動物家族／チーターの親子

アフリカに棲む様々な動物たちの親
子の生態を子供と一緒に観察できる
ようやさしく編集したＤＶＤ

アフリカに棲む様々な動物たちの親
子の生態を子供と一緒に観察できる
ようやさしく編集したＤＶＤ

監督 安倍　嵯稚生/ﾅﾚｰﾀｰ 山本　千鶴 監督 安倍　嵯稚生/ﾅﾚｰﾀｰ 山本　千鶴

*7005419* 5,000円(税別) *7005420* 5,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー アイ・ヴィー・シー

自然科学-幼児，児童 自然科学-幼児，児童

動物家族／キリンの親子 動物家族／シマウマの親子

アフリカに棲む様々な動物たちの親
子の生態を子供と一緒に観察できる
ようやさしく編集したＤＶＤ

アフリカに棲む様々な動物たちの親
子の生態を子供と一緒に観察できる
ようやさしく編集したＤＶＤ

監督 安倍　嵯稚生/ﾅﾚｰﾀｰ 山本　千鶴 監督 安倍　嵯稚生/ﾅﾚｰﾀｰ 山本　千鶴

*7005367* 9,500円(税別) *7005391* 10,000円(税別)

コンテンツヤード ローランズ・フィルム

自然科学-地球科学 自然科学-生物

絶景ジオパーク　地殻変動から
見る日本列島　第３巻

クラゲドリーム　ＢＯＸ

文部科学省選定，島原半島世界ジ
オパーク／南紀熊野ジオパーク

その優雅な姿にはストレスの低減や
癒しの効果があるといわれるクラゲ。
その魅力を余さず収録する

*7005354* 15,000円(税別) *7005355* 15,000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-宇宙科学

パーティクル・フィーバー／人類
はヒッグス粒子を見た

村山斉の宇宙を巡る大冒険　ｆｒｏ
ｍ　コズミックフロント☆ＮＥＸＴ

ヨーロッパ合同原子核研究機構・ＣＥ
ＲＮが誇る実験装置で、ヒッグス粒子
が発見されるまでを追う

Ｐａｒｔ．１「宇宙の始まりを探る」／Ｐａｒ
ｔ．２「宇宙に終わりはあるのか？」

語り 萩原　聖人
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DVD 上映権付 DVD

2010年 2016年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 62分 49分
7005431 SDA96 7005442 NSDR22425

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2017年
1枚組 1枚組
49分 49分

7005443 NSDR22426 7005672 NSDR22997

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2018年
1枚組 1枚組
49分 49分

7005673 NSDR22998 7005674 NSDR22999

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2018年 2018年
1枚組 1枚組
49分 49分

7005675 NSDR23000 7005676 NSDR23001

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2018年 2018年
1枚組 1枚組
49分 49分

7005677 NSDR23002 7005678 NSDR23003

*7005677* 9,000円(税別) *7005678* 9,000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-生物科学 自然科学-生物科学

人体　神秘の巨大ネットワーク
第６集／”生命誕生”見えた！母
と子…

人体　神秘の巨大ネットワーク
第７集（最終回）／”健康長寿”究
極の…

受精卵というたった一つの細胞を一
人の人間にする細胞たちの会話。そ
の神秘を最新科学で紐解く。

体内を飛び交っている種々多様な
メッセージ物質が生命進化にも関わ
るという最新の研究を解説する

制作 ＮＨＫ/出演 山中　伸弥 制作 ＮＨＫ/出演 山中　伸弥

*7005675* 9,000円(税別) *7005676* 9,000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-生物科学 自然科学-生物科学

人体　神秘の巨大ネットワーク
第４集／万病撃退！”腸”が免疫
の鍵だ…

人体　神秘の巨大ネットワーク
第５集／”脳”すごいぞ！ひらめ
きと記…

現代人に広がっている様々なアレル
ギー症を根本解決すると言われる、
腸と腸内細菌との会話とは？

コンピュータには真似できない「ひら
めき」を生む人間の脳。そのネット
ワークの全容解明に挑む。

制作 ＮＨＫ/出演 山中　伸弥 制作 ＮＨＫ/出演 山中　伸弥

*7005673* 9,000円(税別) *7005674* 9,000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-生物科学 自然科学-生物科学

人体　神秘の巨大ネットワーク
第２集／驚きのパワー！”脂肪と
筋肉”…

人体　神秘の巨大ネットワーク
第３集／”骨”が出す！最高の若
返り物質

「脂肪と筋肉が交わす会話」に着目。
メタボを防ぎ病気から体を守るための
メッセージを解明する。

脳や体を若々しく保つ「秘密のメッ
セージ」は「骨」から全身に送られて
いた！骨が持つ秘密とは？

制作 ＮＨＫ/出演 山中　伸弥 制作 ＮＨＫ/出演 山中　伸弥

*7005443* 8,500円(税別) *7005672* 9,000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-海洋 自然科学-生物科学

ディープオーシャン　超深海　地
球最深（フルデプス）への挑戦

人体　神秘の巨大ネットワーク
第１集／”腎臓”が寿命を決める

「超深海」マリアナ海溝チャレン
ジャー海淵の最深部（フルデプス）を
研究者と共に探査航海する。

腎臓が他臓器とやり取りする「メッ
セージ」に注目し、その仕事が寿命
をも左右することを解明する

企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ/語り 三宅　民夫 制作 ＮＨＫ/出演 山中　伸弥

*7005431* 10,000円(税別) *7005442* 8,500円(税別)

シンフォレスト ＮＨＫエンタープライズ

自然科学-観賞魚 自然科学-海洋

熱帯魚映像図鑑／バーチャル・
アクアリウム

ディープオーシャン　南極　深海
に巨大生物を見た

人気のある熱帯魚１０５種の映像に、
詳細な解説とこだわりのサウンドを加
えてまとめた熱帯魚図鑑

マイナス２度という世界一冷たい南極
の海で、生物が巨大化する秘密に挑
む科学者たちの挑戦を描く

監修 長谷川　秀樹/ﾅﾚｰﾀｰ 鈴木　真弓 企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ/語り 三宅　民夫
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DVD 上映権付 DVD

2012年 2003年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 80分 23分
7005346 SDB07T 7005207 TST30009

上映権付 DVD DVD

2017年 2013年
1枚組 1枚組
43分 74分

7005235 SPD019 7005498 7005498

DVD DVD

2009年 2016年
1枚組 1枚組
36分 日本語字幕付 60分

7005499 7005499 7004714 VKL069

DVD DVD

2016年 2017年
2枚組 1枚組

日本語字幕付 60分 25分
7004715 VKL069P 7005368 7005368

DVD DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
30分 45分

7005369 7005369 7005396 PHVDR601

*7005369* 2,750円(税別) *7005396* 1,980円(税別)

ブルーピーター ピーエスジー

産業-ドキュメンタリー，記録 産業-電車

東京都指定伝統工芸品　江戸指
物

みんな大好き！きたろうれっしゃ

武家や商人、歌舞伎役者向けに作ら
れてきた江戸指物。そのこだわりの
作成方法を丁寧に解説する。

境港で育った水木しげる先生の大人
気マンガ、「ゲゲゲの鬼太郎」の妖怪
たちが列車になって登場！

企画・制作 株式会社ジェイ・クルー/ 企画 緒方　由紀子/ﾅﾚｰﾀｰ 高田　べん

*7004715* 2,667円(税別) *7005368* 2,750円(税別)

ピーエスジー ブルーピーター

産業-鉄道 産業-ドキュメンタリー，記録

ザ・ラストラン　プレミアム／一畑
電車３０００系

東京都指定伝統工芸品　東京三
味線

一畑電車３０００系のラストランイベン
トの本編に加え、付録として前面展
望映像を収録した特別編

「粋」を強調し、独特のものに改良さ
れた細竿三味線の作成工程と職人
の技術を丁寧に紹介していく

企画 一条　重哉/撮影 一条　重哉 企画・制作 株式会社ジェイ・クルー/ 

*7005499* 9,000円(税別) *7004714* 1,980円(税別)

アローウィン ピーエスジー

生活文化，社会教育-老人福祉 産業-鉄道

高齢者のアルコール依存症／回
復へのアプローチ

ザ・ラストラン／一畑電車３０００
系

高齢のアルコール依存症患者につ
いて、その特有の問題を踏まえ回復
のアプローチ事例を紹介する。

２０年間にわたり「ズームカー」という
愛称で親しまれた一畑電車３０００系
のラストランを収録。

監修 安田　美彌子/ 企画 一条　重哉/撮影 一条　重哉

*7005235* 15,000円(税別) *7005498* 18,000円(税別)

WHITE LABEL アローウィン

生活文化，社会教育-健康法 生活文化，社会教育-老人福祉

お家で出来る初めてのアーユル
ヴェーダ

高齢者の「からだ・あたま・こころ」
／その健康の維持と予防

インドの伝承医学「アーユルヴェー
ダ」を日常で活用する方法につい
て、女優・高瀬媛子が解説する

高齢者の豊かな老後を実現するため
の「場」とそこでの「仕掛け」について
実例を交えて解説する。

監修 高瀬　媛子/出演 高瀬　媛子 監修 日本老齢行動科学会/ 

*7005346* 10,000円(税別) *7005207* 16,000円(税別)

シンフォレスト 放送映画製作所　東京支社

技術，工学，工業-化学工業 生活文化，社会教育-保健，育児

花火　サラウンド／自宅で愉しむ
日本屈指の花火大会　厳選８大
会

心の健康とストレス対処

大曲全国花火競技大会／長岡まつ
り大花火大会／土浦全国花火競技
大会／調布市花火大会／他

１．プロローグ／２．ストレスと心身相
関／３．ストレスの影響と心の健康／
他
監修 近藤　卓/協力 福島　昌子
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DVD 上映権付 DVD

2017年 2012年
1枚組 1枚組
35分 英語版 二ｶ国語 48分

7005397 PHVDR602 7005458 JMLCS003

DVD DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
79分 日本語字幕付 66分

7005471 PHVDR202 7005635 VKL077

DVD 上映権付 DVD

2017年 2008年
1枚組 1枚組
79分 100分

7005639 PHVDR201 7005669 7005669

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組
58分 115分

7005670 7005670 7005671 7005671

上映権付 DVD DVD

2015年 2017年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 73分 53分
7005220 TEBE36228 7005250 YRBR91175

*7005220* 15,000円(税別) *7005250* 12,600円(税別)

テイチクエンタテインメント よしもとアール＆シー

芸術-演芸 芸術-演劇

綾小路きみまろ　爆笑！最新ライ
ブベストセレクション１

しまじろうとあそぼう／吉本新喜
劇にきたよ

全国を爆笑の渦に巻き込み続けて１
５年。綾小路きみまろが愛と尊敬を毒
舌に込めた爆笑ライブ集。

２０１７年１月２１日大阪ＹＥＳ　ＴＨＥＡ
ＴＥＲ収録，しまじろうと吉本新喜劇
のコラボ。全４話

企画・制作 株式会社ＴＹクリエイション/出演 綾小路　きみまろ 演出 川畑　泰史/出演 川畑　泰史

*7005670* 7,500円(税別) *7005671* 7,500円(税別)

農山漁村文化協会 農山漁村文化協会

産業-農業 産業-農業

イナ作作業名人になる！　第２巻
秋作業編　収穫から精米まで

イナ作作業名人になる！　第３巻
耕耘　代かき　現場の悩み解決
編

●コンバイン操作／●コンバインのメ
ンテナンス／●乾燥・調製・精米／
●おまけ

・サトちゃんプロフィール／・新潟へ
行った！／・神奈川へ行った！／・
滋賀へ行った！

企画・制作 農山漁村文化協会/出演 佐藤　次幸 企画・制作 農山漁村文化協会/出演 佐藤　次幸

*7005639* 1,980円(税別) *7005669* 7,500円(税別)

ピーエスジー 農山漁村文化協会

産業-電車 産業-農業

乗り物大好き！ＮＥＷてつどうス
ペシャル５０＋じどうしゃスペシャ
ル５０

イナ作作業名人になる！　第１巻
春作業編　育苗から田植えまで

新幹線からＳＬまで選りすぐりの鉄道
と、警察や消防などの色々な車両を
それぞれ５０種類づつ収録

＜育苗＞ハウスでの平置き育苗（・浸
種と脱水／・軽～い培土…管理＋苗
踏み）／＜本田＞

企画 緒方　由紀子/ﾅﾚｰﾀｰ 高田　べん 企画・制作 農山漁村文化協会/出演 佐藤　次幸

*7005471* 1,980円(税別) *7005635* 1,980円(税別)

ピーエスジー ピーエスジー

産業-電車 産業-鉄道

乗り物大好き！ＮＥＷしんかんせ
んスペシャル５０＋ＳＬスペシャル
５０

ザ・メモリアル／ありがとう１０７
系

全国で活躍するしんかんせん５０種
類と、海外でも活躍するＳＬを５０種
類、計１００種類を収録！

１９８８年にＪＲ東日本発足後初の自
社製造車両として登場した１０７系の
ラストランを中心に紹介

企画 緒方　由紀子/ﾅﾚｰﾀｰ 高田　べん 企画 一条　重哉/撮影 一条　重哉

*7005397* 1,980円(税別) *7005458* 6,000円(税別)

ピーエスジー 岩波映像

産業-電車 産業-ドキュメンタリー，記録

みんな大好き！ハローキティでん
しゃ

レクサスＬＦＡ／スーパーファクト
リーのすべて

２０１６年１０月から翌年２月までハ
ローキティがラッピングされた阪堺電
車モ１６１形を紹介する

トヨタ自動車が展開するブランド「レク
サス」が限定生産・販売したスーパー
カー、ＬＦＡのすべて

企画 緒方　由紀子/ﾅﾚｰﾀｰ 高田　べん 協力 ナショナル・ジオグラフィック協会/ 
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2016年
2枚組 1枚組

英語・日本語字幕付 109分 44分
7005406 TTVS0001 7005441 NSDR22782

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1977年 1983年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 168分 日本語字幕付 169分
7005446 NSDR22772 7005447 NSDR22773

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1976年 1981年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 179分 日本語字幕付 179分
7005448 NSDR22774 7005449 NSDR22775

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2015年 2004年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 77分 40分
7005668 TEBE36244 7005216 MWD01

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1956年 1985年
1枚組 1枚組

英語版 86分 チェコ語版 日本語字幕付 103分
7005230 7005230 3001124 IVCF5775

*7005230* 18,000円(税別) *3001124* 20,000円(税別)

モーションプロ アイ・ヴィー・シー

音楽－ポピュラー-音楽 外国映画-ドラマ

ロック・ロック・ロック！ スイート・スイート・ビレッジ

チューズデイ・ウェルド／アラン・フ
リード／チャック・ベリー／他

モントリオール国際映画祭賞，知恵
遅れのお人よし青年を巡る騒動と、
村人達の波紋を描く人間賛歌

監督 ウィル・プライス/出演 チューズデイ・ウェルド 監督 イジー・メンツェル/出演 ヤーノシュ・バーン

*7005668* 15,000円(税別) *7005216* 3,619円(税別)

テイチクエンタテインメント ミカサ通商

芸術-演芸 音楽－邦楽-民族音楽

綾小路きみまろ　爆笑！最新ライ
ブベストセレクション２

沖縄の島唄　「陰」

全国を爆笑の渦に巻き込み続けて１
５年。綾小路きみまろの最強毒舌漫
談ライブセレクション第２集

１．黒島節／２．稲が種子アヨー／
３．いちゅび小（ぐぁ）／４．前田節～
さふえん節～白保節／他

企画・制作 株式会社ＴＹクリエイション/出演 綾小路　きみまろ 製作 若子内　悦郎/歌手 那良伊　千鳥

*7005448* 8,500円(税別) *7005449* 8,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

芸術-演劇 芸術-演劇

紙子仕立両面鑑・心中宵庚申／
人形浄瑠璃文楽名演集

伽羅先代萩・本朝廿四孝／人形
浄瑠璃文楽名演集

「紙子仕立両面鏡」大文字屋の段／
「心中宵庚申」上田村の段、八百屋
の段

「伽羅先代萩」御殿の段／「本朝廿
四孝」勘助住家の段

出演 豊竹　小松太夫 出演 竹本　越路太夫

*7005446* 8,500円(税別) *7005447* 8,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

芸術-演劇 芸術-演劇

艶容女舞衣・染模様妹背門松／
人形浄瑠璃文楽名演集

彦山権現誓助剣・勧進帳／人形
浄瑠璃文楽名演集

「艶容女舞衣」酒屋の段／「染模様
妹背門松」質店の段／「浄瑠璃の女
ごころ」

「彦山権現誓助剣」毛谷村の段／
「勧進帳」

出演 竹本　越路太夫 出演 豊竹　咲太夫

*7005406* 11,400円(税別) *7005441* 8,500円(税別)

シアター・テレビジョン ＮＨＫエンタープライズ

芸術-演劇 芸術-工芸

アンドロイド版　三人姉妹
春日大社　よみがえる黄金の太
刀／平安の名宝に秘められた技

古典作品「三人姉妹」を平田氏が翻
案。ロボット、アンドロイド、人間が共
演し演劇の上演を試みる

２０１６年、春日大社式年造替で注目
されたご神宝「金地螺鈿毛抜形太
刀」の復元に挑む職人の記録

演出 平田　オリザ/出演 アンドロイド「ジェミノイドＦ」 語り 三宅　民夫
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DVD DVD

1939年 1992年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 202分 英語版 二ｶ国語・字幕付 131分
4125814 1000629679 4183531 1000629631

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1937年 1937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 106分
4223812 IVCA18257 4352566 IVCA18259

上映権付 DVD DVD

1987年 1966年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 113分 フランス語版 日本語字幕付 104分
5472215 TCED2285 7005197 BIBF3158

DVD DVD

1975年 1997年
1枚組 2枚組

英語版 英語・日本語字幕付 133分 英語版 二ｶ国語・字幕付 136分
7005198 DLT36222 7005199 RDD80266

DVD DVD

1995年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 95分 英語版 日本語字幕付 122分
7005200 DABR4025 7005208 DABR5132

*7005200* 15,000円(税別) *7005208* 15,000円(税別)

角川書店 角川書店

外国映画-ドラマ 外国映画-ドキュメンタリー，記録

誘惑のアフロディーテ オアシス：スーパーソニック

アカデミー賞；助演女優，他，利発で
ハンサムな可愛い養子の実母探し
が、思わぬ騒動へと発展し…

マンチェスターの悪ガキが、ロック界
の頂点に成り上がるまでの３年間を
描くロック・ドキュメント

監督 ウッディ・アレン/出演 ウッディ・アレン 監督 マット・ホワイトクロス/出演 リアム・ギャラガー

*7005198* 16,000円(税別) *7005199* 16,000円(税別)

ワーナー・ブラザース ソニー・ピクチャーズ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

カッコーの巣の上で セブン・イヤーズ・イン・チベット

アカデミー賞；作品　監督　主演男優
他２部門，刑務所の強制労働を逃れ
る為、男は精神病院へ…

神秘的な禁断の地チベットを舞台に
描く若きダライ・ラマとその実在の師
登山家ハラーとの魂の交流

監督 ミロス・フォアマン/出演 ジャック・ニコルソン 監督 ジャン・ジャック・アノー/出演 ブラッド・ピット

*5472215* 15,000円(税別) *7005197* 12,000円(税別)

ＴＣ　ＥＴ ハピネット

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

エンゼル・ハート 男と女

私立探偵のエンゼルは、破格の報酬
で行方不明となった往年の人気歌手
を探す依頼を受けるのだが…

アカデミー賞，それぞれ伴侶を亡くし
た男と女が出逢い、辛い想い出に引
きずられつつ恋に落ちて…

監督 アラン・パーカー/出演 ミッキー・ローク 監督 クロード・ルルーシュ/出演 ジャン・ルイ・トランティニヤン

*4223812* 15,000円(税別) *4352566* 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

キング・ソロモン ステラ・ダラス

ダイヤを求めてアフリカに来たオブラ
イエンと娘のキャシーは、ソロモンの
秘宝への地図を入手し…

教養もなく育ちも悪い母親が、娘の
ためにと自己を犠牲にして注ぐ愛情
が裏目に出て、娘を困らせる

監督 ロバート・スティーブンソン/出演 ポール・ロブソン 監督 キング・ヴィダー/出演 ジョン・ボールズ

*4125814* 16,000円(税別) *4183531* 16,000円(税別)

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース

外国映画-ミュージカル，ダンス 外国映画-ドラマ

オズの魔法使　〔コレクターズ・エ
ディション〕

許されざる者

アカデミー賞，愛犬トトを抱きしめたま
ま竜巻に巻き上げられたドロシーは
…１０１分の映像特典付

アカデミー賞；作品　監督　助演男優
編集，子供と生活のため、再び銃を
とる元悪名高きガンマン

監督 ビクター・フレミング/出演 レイ・ボルジャー 監督 クリント・イーストウッド/出演 クリント・イーストウッド
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DVD DVD

2014年 2012年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 87分 英語版 日本語字幕付 55分
7005209 BWD02849R 7005210 LCDV81121

DVD DVD

2015年 1998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 53分
7005211 HKRD81081 7005213 7005213

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 1915年
1枚組 1枚組

ロシア語版 日本語字幕付 177分 サイレント版 一部日本語字幕付 152分
7005214 IVCF5714 7005215 IVCA18216

DVD DVD

1932年 1949年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 70分 英語版 日本語字幕付 87分
7005218 BWD3002 7005219 BWD3077

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2010年 2013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 118分
7005221 TDSL008 7005222 TDSL007

*7005221* 20,000円(税別) *7005222* 20,000円(税別)

東風 東風

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

ニューヨーク　ジャンクヤード マナカマナ　雲上の巡礼

ニューヨーク・メッツの新球場の周り
に広がる再開発地域に暮らす、雑多
な人々にスポットを当てる

ネパールの奥深く、ヒンドゥーの聖地
マナカマナ。現在はロープウェイで
登る巡礼の道を辿っていく

監督 ヴェレナ・パラヴェル/ 監督 ステファニー・スプレイ/ 

*7005218* 7,000円(税別) *7005219* 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

十字路の夜 墓地への侵入者

パリ近郊の寂れた十字路にあるガ
レージで、車に乗った男の死体が発
見される。捜査に当たるのは…

ミシシッピ州北部の町・オックスフォー
ドで黒人農夫が白人を背後から射殺
した罪で逮捕されるが…

監督 ジャン・ルノワール/出演 ピエール・ルノワール 監督 クラレンス・ブラウン/出演 デヴィッド・ブライアン

*7005214* 20,000円(税別) *7005215* 15,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー アイ・ヴィー・シー

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-アクション，スペクタクル

神々のたそがれ 國民の創生

地球より文明が遅れたとある惑星の
都市、アルカナル。そこに派遣された
地球人が目にしたものは…

南北戦争によって引き離された、南
部のキャメロン家と、北部のストーン
マン家の家族の身の上に…

監督 アレクセイ・ゲルマン/出演 レオニード・ヤルモルニク 監督 デビッド・Ｗ・グリフィス/出演 リリアン・ギッシュ

*7005211* 16,000円(税別) *7005213* 8,000円(税別)

ソニー・ピクチャーズ アジア太平洋資料センター

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

太陽の下で／真実の北朝鮮
ジャビルカ／私たちの電気がア
ボリジニの大地を壊す

北朝鮮の模範的家族の姿を撮影す
るよう強いられた監督は、ひそかに当
局の「演出」を取り続けて…

世界遺産に指定されているカカドゥ
国立公園内ジャビルカでのウラン鉱
山建設に反対する人々を描く

監督 ヴィタリー・マンスキー/出演 リ・ジンミ 監督 デビッド・ブラッドベリ/ 

*7005209* 8,500円(税別) *7005210* 15,000円(税別)

ブロードウェイ ラインコミュニケーションズ

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

永遠のヨギー／ヨガをめぐる奇跡
の旅

スティーブ・ジョブズの真実

「西洋のヨガの父」として知られるヨガ
ナンダ。その貴重な映像や証言を通
し、ヨガの本質に迫る。

第１章　生い立ち～アップル誕生／
第２章　時代の寵児に／第３章　どん
底からの復活／他

監督 パオラ・ディ・フロリオ/ﾅﾚｰﾀｰ アヌパム・カー 監督 タラ・パーニア/出演 スティーブ・ジョブス
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2009年 2012年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 101分 英語版 日本語字幕付 87分
7005223 TDSL006 7005224 TDSL005

上映権付 DVD DVD

1958年 2011年
1枚組 1枚組

チェコ語版 日本語字幕付 82分 フランス語版 日本語字幕付 78分
7005225 IVCF5778 7005226 KKDL577

DVD DVD

2007年 2013年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 105分 英語版 日本語字幕付 90分
7005227 TWAD1406 7005228 TWAD1403

上映権付 DVD DVD

1950年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 104分 ヒンディー語 日本語字幕付 65分
7005229 7005229 7005232 KKDL719

DVD DVD

2015年 2009年
1枚組 1枚組

イタリア語版 日本語字幕付 102分 英語版 二ｶ国語・字幕付 112分
7005233 PLCD81064 7005234 PCBE73778

*7005233* 16,000円(税別) *7005234* 9,500円(税別)

ソニー・ピクチャーズ 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-ドラマ

ミラノ・スカラ座／魅惑の神殿 ローラーガールズ・ダイアリー

イタリア・オペラの最高峰「ミラノ・スカ
ラ座」。その建築や構造・設備を鮮や
かな映像で紹介する

田舎町で保守的な母親の束縛に飽
き飽きしていた女子高生ブリスは
「ローラーゲーム」に出会って…

監督 ルカ・ルチーニ/出演 リッカルド・ムーティ 監督 ドリュー・バリモア/出演 エレン・ペイジ

*7005229* 20,000円(税別) *7005232* 20,000円(税別)

モーションプロ 紀伊國屋書店

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-ドキュメンタリー，記録

月世界旅行＆月世界征服 聖者たちの食卓

『月世界旅行』１２分／『月世界征服』
９２分

東京国際映画祭，シク教総本山ハリ
マンディル・サーヒブで提供される
「無料食堂」の舞台裏に迫る

監督 ジョルジュ・メリエス/出演 ジョン・アーチャー 監督 フィリップ・ウィチュス/ 

*7005227* 4,700円(税別) *7005228* 4,700円(税別)

トランスワールドアソシエイツ トランスワールドアソシエイツ

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

地球最後の秘境　南極大陸
ライフ・ウィズ・ウォーター／水と
ともに生きる

地球規模の気候変動の調査のた
め、南極大陸に赴く科学者チームの
１５か月に及ぶ過酷な旅を追う。

人が地球で生きるために欠かせない
「水」。世界１０か国に及ぶ水の映像
から、その大切さを訴える

監督 ジャン・ルミール/ 監督 ジェニファー・バイチウォル/ 

*7005225* 20,000円(税別) *7005226* 20,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー 紀伊國屋書店

外国映画-ドラマ 外国映画-ＳＦ，ホラー

悪魔の発明
月世界旅行＆メリエスの素晴らし
き映画魔術

科学者トマ・ロック教授とその助手
アールは、新型爆弾の研究開発中、
何者かに拉致されてしまい…

「映画の父」の一人、メリエスの史上
初のＳＦ『月世界旅行』と、彼のドキュ
メンタリーを同時収録

監督 カレル・ゼマン/出演 アルノシュト・ナヴラーチル 監督 ジョルジュ・メリエス/出演 トム・ハンクス

*7005223* 20,000円(税別) *7005224* 20,000円(税別)

東風 東風

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

モンタナ　最後のカウボーイ リヴァイアサン

アメリカ北西部・モンタナ。年老いた
カウボーイの、２５０キロにも及ぶ最後
の旅をカメラが追う。

かつての捕鯨の中心地、ニューベッ
ドフォードから出港するトロール船の
数週間に及ぶ漁に密着する

監督 イリーサ・バーバッシュ/ 監督 ヴェレナ・パラヴェル/ 
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DVD DVD

2015年 2015年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 80分 英語版 日本語字幕付 80分
7005236 TWRD81050 7005237 GADR1472

DVD 上映権付 DVD

2015年 1975年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 111分 スペイン語版 日本語字幕付 109分
7005238 MX617S 7005239 IVCF5750

DVD 上映権付 DVD

2009年 1961年
1枚組 1枚組

中国語版 二ｶ国語・字幕付 139分 フランス語版 日本語字幕付 88分
7005240 10DRT20575 7005241 IVCF5740

DVD DVD

2009年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 日本語吹替 87分 英語版 日本語吹替 87分
7005244 7005244 7005245 7005245

上映権付 DVD DVD

1963年 2010年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 85分 英語版 二ｶ国語・字幕付 95分
7005246 IVCF5741 7005248 PCBE73753

*7005246* 16,000円(税別) *7005248* 16,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー ポニーキャニオン

外国映画-ドラマ 外国映画-アクション

天使の入江 ダブル・ミッション

カジノで大金を得てニースへと旅
立った男が、以前出会った女性と再
会し、ギャンブルにのめり込む

冴えないセールスマンの裏の顔はＣＩ
Ａ？敏腕エージェントのボブは結婚
のため、引退を決意するが

監督 ジャック・ドゥミ/出演 ジャンヌ・モロー 監督 ブライアン・レヴァント/出演 ジャッキー・チェン

*7005244* 15,000円(税別) *7005245* 15,000円(税別)

アジア太平洋資料センター アジア太平洋資料センター

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

バナナの逆襲　１／敏腕？弁護
士ドミンゲス、現る

バナナの逆襲　２／ゲルテン監
督、訴えられる

米国ドール社に対し、使用禁止農薬
による被害を訴えたニカラグアの農
民達。画期的な裁判の行方は

バナナ農園での健康被害裁判を
追った映画の上映中止を求める企業
側と、米メディア界の暗部を描く

監督 フレドリック・ゲルテン/ 監督 フレドリック・ゲルテン/ 

*7005240* 15,000円(税別) *7005241* 20,000円(税別)

ハピネット アイ・ヴィー・シー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

孫文の義士団／ボディガード＆
アサシンズ

ローラ

清朝末期の香港に極秘来航する孫
文を、西大后が放つ刺客から守るた
め選ばれた八人の義士の物語。

ローラは７年前「必ず帰る」と言った
男を信じて待ち続けていたが、ある
日偶然幼なじみと再会し…

監督 テディ・チャン/出演 ドニー・イェン 監督 ジャック・ドゥミ/出演 アヌーク・エメ

*7005238* 10,000円(税別) *7005239* 16,000円(税別)

マクザム アイ・ヴィー・シー

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドラマ

湾生回家（わんせいかいか） カラスの飼育

戦前、日本統治下の台湾で生まれ
育った日本人「湾生」たちの故郷へ
の旅路を追うドキュメンタリー

カンヌ映画祭賞，母を亡くし、父親と
暮らす幼い３姉妹の次女が、優しく
美しい亡き母を思ううち…

監督 ホァン・ミンチェン/出演 冨永　勝 監督 カルロス・サウラ/出演 コンチ・ペレス

*7005236* 16,000円(税別) *7005237* 15,000円(税別)

ソニー・ピクチャーズ 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

奇跡のピアノ ヒッチコック／トリュフォー

生まれつき目が不自由な少女、イェ
ウンは５歳でショパンの曲を弾きこな
し「天才少女」と言われ…

ヒッチコックとトリュフォーのインタ
ビューに始まる２０年来の友情を感動
的に描くドキュメント。

監督 イム・ソング/ﾅﾚｰﾀｰ パク・ユチョン 監督 ケント・ジョーンズ/出演 マーティン・スコセッシ
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DVD DVD

2001年 2013年
1枚組 1枚組

オランダ語版 日本語字幕付 83分 英語版 日本語字幕付 78分
7005249 OHDR0063 7005252 TCED2658

DVD DVD

2015年 2017年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 106分 英語版 二ｶ国語・字幕付 118分
7005253 GADR1458 7005299 1000649703

上映権付 DVD DVD

2010年 2015年
1枚組 1枚組

英語版 108分 アメリカの諸言語版 日本語字幕付 124分
7005300 FMDR9451 7005304 PCBE75716

DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 98分 フランス語版 日本語字幕付 99分
7005310 PCBP73633 7005313 PCBGL72570

DVD DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 136分 英語版 二ｶ国語・字幕付 130分
7005321 VWDRL6513 7005322 VWDRL6516

*7005321* 18,000円(税別) *7005322* 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-アクション 外国映画-ドラマ

ガーディアンズ・オブ・ギャラク
シー　リミックス

美女と野獣

はみ出し者のチーム”ガーディアン
ズ・ギャラクシー”を率いるピーターの
出生の秘密が明らかに…

魔女の呪いによって野獣の姿に変え
られてしまった王子と、心優しい娘・
ベルのラブ・ストーリー。

監督 ジェームズ・ガン/出演 クリス・プラット 監督 ビル・コンドン/出演 エマ・ワトソン

*7005310* 16,000円(税別) *7005313* 16,000円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

王様のためのホログラム たかが世界の終わり

大手自転車メーカーを解任された元
取締役のアランはＩＴ業界に転職しホ
ログラムの営業を始めるが

自らの死期が近いこと告げるため実
家に帰郷した人気作家のルイだった
が、彼を迎えた家族たちは…

監督 トム・テイクヴァ/出演 トム・ハンクス 監督 グザヴィエ・ドラン/出演 ギャスパー・ウリエル

*7005300* 16,000円(税別) *7005304* 16,000円(税別)

ＡＭＧエンタテインメント ポニーキャニオン

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

くるみ割り人形 彷徨える河

メアリーがおじさんにもらったくるみ割
り人形は、悪いネズミの王に魔法を
かけられた王子様だった

かつて聖なる植物ヤクルナを求める
旅に出たカラマカテ。数十年後、記
憶を失った彼は再び旅に出る

監督 アンドレイ・コンチャロフスキー/出演 エル・ファニング 監督 シーロ・ゲーラ/出演 ヤン・ベイヴート

*7005253* 15,000円(税別) *7005299* 16,000円(税別)

ギャガ ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

９２歳のパリジェンヌ キングコング／髑髏島の巨神

子どもや孫に恵まれ、穏やかな老後
を過ごすマドレーヌは、９２歳の誕生
日に驚くべき発表をする。

太平洋に浮かぶ謎の孤島の調査
チームに、縄張りを侵された島の巨
神・キングコングが襲い掛かる！

監督 パスカル・プザドゥー/出演 サンドリーヌ・ボネール 監督 ジョーダン・ボート＝ロバーツ/出演 トム・ヒドルストン

*7005249* 8,800円(税別) *7005252* 16,000円(税別)

オンリー・ハーツ ＴＣ　ＥＴ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドキュメンタリー，記録

ネコのミヌース 世界一美しいボルドーの秘密

引っ込み思案の新聞記者ティペは、
ある日、木に登って降りられなくなっ
た女の子ミヌースと出会う

世界一と称されるボルドーワイン。そ
の品質と誇りを維持してきたビジネス
の知られざる裏側に迫る

監督 フィンセント・バル/出演 カリス・ファン・ハウテン 監督 デイビッド・ローチ/出演 フランシス・Ｆ・コッポラ
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DVD DVD

2016年 2015年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 119分 英語版 二ｶ国語・字幕付 127分
7005333 DZ9612 7005335 DZ9610

DVD DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 86分 英語版 二ｶ国語・字幕付 118分
7005336 DZ9611 7005347 CPDP12325

DVD DVD

2016年 2010年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 88分 英語版 二ｶ国語・字幕付 125分
7005348 RDD81044 7005356 VWDR1519

DVD DVD

2011年 2009年
1枚組 1枚組

ポーランド語版 日本語字幕付 144分 英語版 二ｶ国語・字幕付 112分
7005357 KWX1192 7005358 1000632092

上映権付 DVD DVD

2012年 2016年
1枚組 1枚組

スペイン語版 日本語字幕付 118分 日本語吹替 82分
7005359 OEDT10132 7005370 CMRD81082

*7005359* 20,000円(税別) *7005370* 16,000円(税別)

オデッサ・エンタテインメント ソニー・ピクチャーズ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドキュメンタリー，記録

ＮＯ／ノー
レオナルド・ダ・ヴィンチ／美と知
の迷宮

１９８８年、南米チリ・ビノチェト政権の
信任を問う国民投票に臨む反対派
が、ＣＭで権力に挑む。

天才、レオナルド・ダ・ヴィンチが残し
た謎を、作品解説を交えつつ紐解い
ていくドキュメンタリー

監督 パブロ・ラライン/出演 ガエル・ガルシア・ベルナル 監督 ルカ・ルチーニ/ 声 武田　広

*7005357* 13,500円(税別) *7005358* 17,000円(税別)

クロックワークス ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ 外国映画-ＳＦ，ホラー

ソハの地下水道 第９地区

下水道の修理と空き巣稼業で生計を
立てるソハは、ある日ドイツ軍から逃
れるユダヤ人を見つけて…

南アメリカに漂着して第９地区で暮ら
す宇宙人に対し、強制立ち退きが計
画されたが…特典映像付き

監督 アグニェシュカ・ホラント/出演 ロベルト・ヴィエンツキェヴィチ 監督 ニール・ブロムカンプ/出演 シャールト・コプリー

*7005348* 16,000円(税別) *7005356* 18,000円(税別)

ソニー・ピクチャーズ ポニーキャニオン

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-ＳＦ，ホラー

ドント・ブリーズ アイアンマン２

大金を隠し持つと噂される盲目の老
人宅に忍び込んだロッキー達。だが
その老人は「異能者」だった

自らアイアンマンであることを告白し
たトニーだが、政府にパワードスーツ
を没収されてしまい…。

監督 フェデ・アルバレス/出演 ジェーン・レヴィ 監督 ジョン・ファヴロー/出演 ロバート・ダウニー・Ｊｒ．

*7005336* 16,000円(税別) *7005347* 16,000円(税別)

松竹 カルチュア・ＰＢ

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-ドラマ

ジェーン・ドゥの解剖 ルーム／ＲＯＯＭ

検死官・トミーと息子のオースティン
が担当した身元不明の女性の遺体
には驚くべき秘密があった。

生まれてからずっと、小さな部屋の中
だけで生活していたジャックは、母と
二人で脱走を企てるが…

監督 アンドレ・ウーヴレダル/出演 エミール・ハーシュ 監督 レニー・アブラハムソン/出演 ブリー・ラーソン

*7005333* 16,000円(税別) *7005335* 16,000円(税別)

松竹 松竹

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

はじまりへの旅 潜入者

アメリカ北西部の大森林で自給自足
をして暮らすベンと６人の子供たち
は、母の死の知らせを受け…

８０年代、アメリカ「麻薬戦争」で潜入
捜査の任についた伝説の捜査官、メ
イザーの回想録を映画化

監督 マット・ロス/出演 ヴィゴ・モーテンセン 監督 ブラッド・ファーマン/出演 ブライアン・クランストン
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DVD DVD

2015年 2016年
1枚組 1枚組

日本語吹替 97分 英語版 二ｶ国語・字幕付 133分
7005371 PLCD81049 7005373 1000642974

DVD DVD

1937年 1973年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 87分 英語版 日本語字幕付 103分
7005376 BWD3004 7005388 BIBF2716

上映権付 DVD DVD

1947年 1935年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 89分 フランス語版 日本語字幕付 111分
7005392 IVCF5782 7005393 JVD3371

上映権付 DVD DVD

1923年 2011年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 47分 英語版 二ｶ国語・字幕付 100分
7005394 IVCA18235 7005395 CPDP10727

DVD DVD

2015年 2015年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 93分 英語版 英語・日本語字幕付 128分
7005398 DZ9583 7005403 RAD80974

*7005398* 16,000円(税別) *7005403* 16,000円(税別)

松竹 ソニー・ピクチャーズ

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

ブラー：ニューワールド・タワーズ ＡＭＹ／エイミー

９９年からバンドを離脱していたグレ
アムが復帰後、４人に戻ったブラー
が新作を完成させるまで。

２０１１年に急逝したエイミー・ワイン
ハウスの未公開映像、未発表曲など
から彼女の生涯を描く。

監督 サム・レンチ/出演 デーモン・アルバーン 監督 アシフ・カバディア/出演 エイミー・ワインハウス

*7005394* 15,000円(税別) *7005395* 16,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー カルチュア・ＰＢ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

キートンの恋愛三代記 マリリン・７日間の恋

映画『イントレランス』の物語を、石器
時代、ローマ時代、現代の３部構成
に置き換えてパロディ化

１９５６年、「王子と踊り子」の撮影をし
ていたマリリンは、自分の演技を認め
ない監督に反発し…

監督 バスター・キートン/出演 バスター・キートン 監督 サイモン・カーティス/出演 ミシェル・ウィリアムス

*7005392* 20,000円(税別) *7005393* 4,666円(税別)

アイ・ヴィー・シー ジュネス企画

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

幸福の設計 かりそめの幸福

カンヌ国際映画祭賞；グランプリ，パ
リでつつましく暮す夫婦に宝くじが二
転三転の混乱をもたらす

現代社会に不満を持った男に狙撃さ
れた女優が、いつしか狙撃犯と恋仲
になるが、男はその関係を…

監督 ジャック・ベッケル/出演 ロジェ・ピゴー 監督 マルセル・レルビエ/出演 ギャビー・モルレー

*7005376* 7,000円(税別) *7005388* 12,000円(税別)

ブロードウェイ ハピネット

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

血に笑う男
ハーダー・ゼイ・カム　ＨＤニュー
マスター版

宝くじで大金を手に入れたキャロル
は自宅を貸し出すことにするが、応
募してきた紳士に一目惚れし

ジャマイカで、スターを夢見て闘う男
の格好いい人生を、レコード界に対
する皮肉も交え痛快に描く

監督 ローランド・Ｖ・リー/出演 アン・ハーディング 監督 ペリー・ヘンゼル/出演 ジミー・クリフ

*7005371* 16,000円(税別) *7005373* 16,000円(税別)

ソニー・ピクチャーズ ワーナー・ブラザース

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ＳＦ，ホラー

フィレンツェ、メディチ家の至宝
ウフィツィ美術館

ファンタスティック・ビーストと魔法
使いの旅

ロレンツォ・デ・メディチをはじめとす
るメディチ家歴代のコレクションを専
門家の解説で紹介する

魔法動物をこよなく愛するニュートは
優秀でおっちょこちょい。そんな彼が
保護する魔法動物達が…

監督 ルカ・ヴィオット/ 声 田中　秀幸 監督 デイビッド・イェーツ/出演 エディ・レッドメイン
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上映権付 DVD DVD

1933年 1964年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 95分 ポルトガル語版 日本語字幕付 118分
7005405 IVCA18260 7005408 BWD2397

DVD DVD

1980年 1962年
1枚組 1枚組

ポルトガル語版 日本語字幕付 151分 ポルトガル語版 日本語字幕付 79分
7005409 BWD2399 7005410 BWD2398

DVD 上映権付 DVD

1981年 1955年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 86分 フランス語版 日本語字幕付 117分
7005411 JVDD1579 7005416 IVCF5791

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1919年 1961年
1枚組 1枚組

サイレント版 一部日本語字幕付 74分 フランス語版 日本語字幕付 142分
7005417 IVCA18168 7005418 IVCF5789

DVD DVD

2013年 2015年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 112分 英語版 二ｶ国語・字幕付 130分
7005429 UPC014 7005432 PJBR1058

*7005429* 30,000円(税別) *7005432* 16,000円(税別)

ユナイテッドピープル ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドラマ

ジェンダー・マリアージュ／全米
を揺るがした同姓婚裁判

マネー・ショート／華麗なる大逆
転

同姓婚の再禁止を人権侵害として訴
訟を起こした人々の５年に渡る闘い
を追ったドキュメンタリー。

米国住宅ローン債権の危険性を予
見し、リーマン・ショックの裏で巨額の
利益を上げた男達を描く。

監督 ベン・コトナー/ 監督 アダム・マッケイ/出演 クリスチャン・ベール

*7005417* 15,000円(税別) *7005418* 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

散り行く花 パリはわれらのもの

１９世紀、ロンドンのスラム街で元ボク
サーの父親におびえて暮らす娘と中
国人の若者の悲恋を描く

パリにやってきた女学生アンヌはシェ
イクスピアの戯曲を上演しようとする
貧乏劇団に参加するが…

監督 デビッド・Ｗ・グリフィス/出演 リチャード・バーセルメス 監督 ジャック・リヴェット/出演 ベティ・シュナイダー

*7005411* 15,000円(税別) *7005416* 20,000円(税別)

ジェイ・ブイ・ディー アイ・ヴィー・シー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

マルグリット・デュラスのアガタ
悪魔のような女　ＨＤニューマス
ター版

兄との禁断の関係を続けてきたアガ
タは、自分の名前が付けられた別荘
で兄との別れの時を迎える。

夫に暴力までふるわれるクリスティー
ナに同情した夫の愛人ニコルは二人
で夫殺害を企てるが…。

監督 マルグリット・デュラス/出演 ビュル・オジェ 監督 アンリ・ジョルジュ・クルーゾー/出演 シモーヌ・シニョレ

*7005409* 10,000円(税別) *7005410* 10,000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

大地の時代 バラベント

バイーア、ブラジリア、リオ・デ・ジャネ
イロを舞台にブラジルの過去と現在
を音と映像で表現する

ブラジル北東部のバイーア地方の漁
村で、都会帰りの青年が民間信仰か
ら人々を解放しようと試みる

監督 グラウベル・ローシャ/出演 マウリシオ・ド・バッレ 監督 グラウベル・ローシャ/出演 アントニオ・ビタンハ

*7005405* 15,000円(税別) *7005408* 10,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー ブロードウェイ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

一日だけの淑女 黒い神と白い悪魔

伯爵と恋に落ちた娘のために、貧し
い母は真実を隠して豪邸に移り住ん
だのだが、それが大騒動に…

貧しい牛飼いマヌエロは邪教の黒人
神父と共に政府軍と戦うが、群盗の
殺し屋アントニオに追われ…

監督 フランク・キャプラ/出演 ウォーレン・ウイリアム 監督 グラウベル・ローシャ/出演 ジェラルド・デル・ヘイ
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 115分 英語版 二ｶ国語・字幕付 91分
7005435 NSDR22760 7005436 NSDR22761

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 92分 英語版 二ｶ国語・字幕付 93分
7005437 NSDR22762 7005438 NSDR22763

DVD DVD

2016年 2014年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 96分 英語版 二ｶ国語・字幕付 131分
7005453 1000636084 7005454 FXBR57384

DVD DVD

2010年 1979年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 107分 英語版 日本語字幕付 101分
7005455 FXBR49805 7005456 FXBR1081

上映権付 DVD DVD

1944年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 70分 英語版 二ｶ国語 116分
7005460 IVCA18192 7005461 DABR5115

*7005460* 15,000円(税別) *7005461* 15,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー 角川書店

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-ドラマ

キャット・ピープルの呪い
グランド・イリュージョン／見破ら
れたトリック

黒豹から変身した猫女が、両親の愛
と理解を得られない少女の前に現れ
て、少女を悪夢の世界に誘う

正義の犯罪者集団”フォー・ホースメ
ン”は、巨大ＩＴ企業による個人情報
売買の暴露を企てるが…

監督 ロバート・ワイズ　他/出演 シモーヌ・シモン 監督 ジョン・Ｍ・チュウ/出演 ジェシー・アイゼンバーグ

*7005455* 12,500円(税別) *7005456* 12,500円(税別)

２０世紀フォックス　ＨＥ ２０世紀フォックス　ＨＥ

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-ドラマ

プレデターズ ヤング・ゼネレーション

突如、謎の光に包まれジャングルに
パラシュート降下したロイスは、そこ
が未知の惑星であると知り

アカデミー賞；脚本，ゴールデン・グ
ローブ賞；作品，友情、恋、悩みを自
転車レースに賭けて走る

監督 ニムロッド・アーントル/出演 エイドリアン・ブロディ 監督 ピーター・イエーツ/出演 デニス・クリストファー

*7005453* 16,000円(税別) *7005454* 12,500円(税別)

ワーナー・ブラザース ２０世紀フォックス　ＨＥ

外国映画-ドラマ 外国映画-ＳＦ，ホラー

ハドソン川の奇跡 猿の惑星　新世紀

ニューヨーク上空で飛行機が制御不
能に陥り、機長・サリーはハドソン川
への不時着を成功させるが

猿のシーザーが反乱を起こしてから
１０年。猿たちと人類にふたたび一触
即発の危機が訪れてしまう

監督 クリント・イーストウッド/出演 トム・ハンクス 監督 マット・リーヴス/出演 アンディ・サーキス

*7005437* 5,500円(税別) *7005438* 5,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

女王ヴィクトリア　愛に生きる　３ 女王ヴィクトリア　愛に生きる　４

第５回　世紀の結婚／第６回　女王
の秘策

第７回　波乱の予感／第８回　誕生

企画 デイジー・グッドウィン/出演 ジェナ・コールマン 企画 デイジー・グッドウィン/出演 ジェナ・コールマン

*7005435* 5,500円(税別) *7005436* 5,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

女王ヴィクトリア　愛に生きる　１ 女王ヴィクトリア　愛に生きる　２

第１回　若き女王／第２回　失えない
味方

第３回　結婚の圧力／第４回　運命
の再会

企画 デイジー・グッドウィン/出演 ジェナ・コールマン 企画 デイジー・グッドウィン/出演 ジェナ・コールマン
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DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 135分 ロシア語版 二ｶ国語・字幕付 124分
7005462 1000632087 7005464 AAC2053R

DVD DVD

2016年 2015年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 111分 英語版 日本語字幕付 95分
7005465 GADR1470 7005466 CFTD455

DVD DVD

2014年 2012年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 129分 オランダ語版 日本語字幕付 126分
7005467 TWRD80695 7005468 TMSD398

DVD DVD

2012年 2015年
1枚組 1枚組

ロシア語版 日本語字幕付 125分 英語版 二ｶ国語・字幕付 119分
7005469 TMSD332 7005473 GNBR3220

DVD DVD

2008年 1933年
1枚組 1枚組

デンマーク語版 日本語字幕付 136分 英語版 日本語字幕付 117分
7005496 JDRB26788 7005497 IVCA18515

*7005496* 8,800円(税別) *7005497* 15,000円(税別)

ＪＳＤＳＳ アイ・ヴィー・シー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

誰がため 若草物語

１９４４年、占領下のデンマーク。反ナ
チス組織のフラメンとシトロンはその
活動に疑問を抱くが…

アカデミー賞；脚本，ベネティア映画
祭賞；女優，４人姉妹の次女が失恋
をバネに作家をめざして…

監督 オーレ・クリスチャン・マセン/出演 トゥーレ・リントハート 監督 ジョージ・キューカー/出演 キャサリン・ヘップバーン

*7005469* 10,000円(税別) *7005473* 16,000円(税別)

トランスフォーマー ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

オルド／黄金の国の魔術師 リリーのすべて

王国「黄金のオルド」君主のディニベ
クが暗殺され、弟のジャニベクが即
位するが、暗殺の犯人は…

画家のアイナーは自分の内にあった
女性的な資質に気づき、「リリー」とし
て生きることを決意する

監督 アンドレイ・プロシュキン/出演 マクシム・スハノフ 監督 トム・フーパー/出演 エディ・レッドメイン

*7005467* 16,000円(税別) *7005468* 10,000円(税別)

ツイン トランスフォーマー

外国映画-アクション 外国映画-ドラマ

パイレーツ
アドベンチャー・キングダム／未
来の勇者と５つの試練

クジラに飲み込まれてしまった朝鮮
建国の証「国印」を巡って、山賊や海
賊、水軍たちが激突する。

国王亡きあと、元老院が治める祖国
を荒廃から救うため、青年シュタハは
王となるための試練に臨む

監督 イ・ソクフン/出演 キム・ナムギル 監督 ベン・ソムボハールド/出演 ミンガス・ダーヘレット

*7005465* 15,000円(税別) *7005466* 16,000円(税別)

ギャガ 彩プロ　他

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

マダム・フローレンス！／夢見る
ふたり

さざなみ

マダム・フローレンスは夫のシンクレ
アと共にソプラノ歌手を目指すが、彼
女の歌唱力は極めて低く

結婚４５周年を迎えた仲睦まじい夫
婦のジェフとケイトだが、ジェフの元
恋人の死体が見つかって…

監督 スティーヴン・フリアーズ/出演 メリル・ストリープ 監督 アンドリュー・ヘイ/出演 シャーロット・ランプリング

*7005462* 17,000円(税別) *7005464* 10,000円(税別)

ワーナー・ブラザース アクセスエー

外国映画-ドラマ 外国映画-アクション，スペクタクル

許されざる者 三銃士／宿命の対決

かつて「人切り」と恐れらながらも刀を
捨てていた男が、昔の仲間から賞金
首の話を持ちかけられ…

１７世紀フランス、銃士になるため田
舎からパリに出てきたダルタニアンは
王妃の侍女に一目惚れし

脚本 李　相日/出演 渡辺　謙 監督 ユーリ・チューシン/出演 ライナル・ムハメトフ
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DVD DVD

2015年 1994年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 114分 英語版 日本語字幕付 90分
7005523 TMSD434 7005524 TCED3435

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1985年 1985年
2枚組 2枚組

フランス語版 日本語字幕付 274分 フランス語版 日本語字幕付 293分
7005539 PCBE60113 7005540 PCBE60113

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2001年 2013年
1枚組 2枚組

フランス語版 日本語字幕付 102分 フランス語版 日本語字幕付 218分
7005541 PCBE60113 7005542 PCBE60113

上映権付 DVD DVD

2010年 1948年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 47分 イタリア語版 日本語字幕付 90分
7005543 TCED2339 7005544 BWD3097

DVD DVD

2015年 1953年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 95分 英語版 日本語字幕付 77分
7005546 PLCD81123 7005555 BWD2947

*7005546* 16,000円(税別) *7005555* 7,000円(税別)

ソニー・ピクチャーズ 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

ヨーヨー・マと旅するシルクロード 凸凹火星探検

チェロ奏者、ヨーヨー・マの膨大なイ
ンタビューや映像とともに、彼のアイ
デンティティを追求する

火星探検ロケットで飛び立ったオー
ヴィルとレスターの珍道中。１９４１年
開始のシリーズ２８作目

監督 モーガン・ネヴィル/出演 ヨーヨー・マ 監督 チャールズ・ラモント/出演 バット・アボット

*7005543* 20,000円(税別) *7005544* 7,000円(税別)

ＴＣ　ＥＴ 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-ドラマ

テイラー・スウィフト　ライフ・アン
ド・ストーリー

神秘の騎士

第５２回グラミー賞をはじめ、数多くの
栄光を手にした歌姫、テイラー・ス
ウィフトのドキュメント

無実の罪で投獄された弟を救うた
め、兄のジャコモはロシア・エカチェ
リーナ二世への手紙を追う。

監督 ジェラルド・レヴィン/出演 テイラー・スウィフト 監督 リッカルド・フレーダ/出演 ヴィットリオ・ガスマン

*7005541* 12,500円(税別) *7005542* 12,500円(税別)

マーメイドフィルム マーメイドフィルム

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

ソビブル、１９４３年１０月１４日午
後４時

不正義の果て

ソビブル収容所で起きた赤軍将校ペ
チェルスキー指揮による集団脱走を
生き残りの証言から紐解く。

ナチスの親衛隊、アイヒマンにより宣
伝された模範的収容所、テレージエ
ンシュタットの真実を描く

監督 クロード・ランズマン/ 監督 クロード・ランズマン/ 

*7005539* 12,500円(税別) *7005540* 12,500円(税別)

マーメイドフィルム マーメイドフィルム

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

ショア　１ ショア　２

ナチスドイツにより行われたユダヤ人
に対する強制収容所や虐殺の全体
像を証言のみで浮彫りにする

ナチスドイツにより行われたユダヤ人
に対する強制収容所や虐殺の全体
像を証言のみで浮彫りにする

監督 クロード・ランズマン/ 監督 クロード・ランズマン/ 

*7005523* 20,000円(税別) *7005524* 20,000円(税別)

トランスフォーマー ＴＣ　ＥＴ

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

ミルピエ／パリ・オペラ座に挑ん
だ男

ホドロフスキーの惑星

パリ・オペラ座の芸術監督に最年少
で抜擢された天才振付師・ミルピエ
の初演を追ったドキュメント

映画を中心に新たな芸術を創作し続
けるアーティスト・ホドロフスキーの人
物像に迫るドキュメント

製作 ステファニー・ショルテール/出演 バンジャマン・ミルピエ 製指 マリー＝アニエス・アスェロス/出演 アレハンドロ・ホドロフスキー
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DVD DVD

2004年 1992年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 136分 スペイン語版 二ｶ国語・字幕付 92分
7005556 KWX228 7005559 TCED3048

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1969年 1947年
1枚組 1枚組

チェコ語版 日本語字幕付 95分 フランス語版 日本語字幕付 87分
7005560 IVCF5776 7005567 IVCF5697

上映権付 DVD DVD

2012年 2011年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 88分 英語版 二ｶ国語・字幕付 100分
7005568 IVCF5672 7005570 FXBR50986

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 104分 英語版 二ｶ国語・字幕付 106分
7005571 FXBR38647 7005589 GNBR2787

DVD DVD

1938年 1999年
1枚組 1枚組

英語版 英語・日本語字幕付 96分 英語版 日本語字幕付 133分
7005590 FXBR1351 7005591 DABR4035

*7005590* 12,500円(税別) *7005591* 16,000円(税別)

２０世紀ＦＯＸ　ＨＥ 角川書店

外国映画-ドラマ 外国映画-ＳＦ，ホラー

シカゴ ナインスゲート

アカデミー賞，兄弟の仲違いがもとで
シカゴ全市に火災が発生。生き残っ
た一家はシカゴ建設を誓う

世界に３冊しかない書物の調査を依
頼された書物探偵、やがて本に関わ
る者が次々と謎の死を遂げる

監督 ヘンリー・キング/出演 タイロン・パワー 監督 ロマン・ポランスキー/出演 ジョニー・デップ

*7005571* 12,500円(税別) *7005589* 16,000円(税別)

２０世紀フォックス　ＨＥ ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン

外国映画-ドラマ 外国映画-ＳＦ，ホラー

ラモーナのおきて アジャストメント

空想が大好きでやんちゃな女の子ラ
モーナは、姉のビーザスや妹、父、
母と楽しく暮らしていたが…

有望な若手政治家のデヴィッドは、
偶然出会ったエリースという美しいバ
レリーナに一目ぼれするが

監督 エリザベス・アレン/出演 ジョ－イ・キング 監督 ジョージ・ノルフィ/出演 マット・デイモン

*7005568* 20,000円(税別) *7005570* 12,500円(税別)

アイ・ヴィー・シー ２０世紀フォックス　ＨＥ

外国映画-政治，経済，社会，文化事情 外国映画-ドラマ

怒れ！憤れ！／ステファン・エセ
ルの遺言

グレッグのおきて

アフリカからヨーロッパに渡り、仕事を
求めて不法入国を繰り返す少女の感
じた不正義を世に問う。

意地悪な兄のロドリックと毎日ケンカ
ばかりのグレッグ。見かねた母親は、
ある「提案」をするが…

監督 トニー・ガトリフ/出演 ベティ 監督 トール・フロイデンタール/出演 ザカリー・ゴードン

*7005560* 20,000円(税別) *7005567* 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

つながれたヒバリ 海の沈黙

チェコで反体制政治犯として労働刑
を受けるパヴェルは、国外脱出を試
み収監されたイトカと出会い

ナチス占領下の仏、ナチスに静かに
抵抗する祖父と孫娘、その家に寄宿
する独軍将校の仏を愛する心

監督 イジー・メンツェル/出演 ヴァーツラフ・ネツカーシュ 監督 ジャン・ピエール・メルヴィル/出演 ハワード・ヴェルノン

*7005556* 16,000円(税別) *7005559* 15,000円(税別)

クロックワークス ＴＣ　ＥＴ

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ＳＦ，ホラー

モンドヴィーノ クロノス

ワイン業界の様々な立場の人々の声
に耳を傾け、業界の流行や価値観が
決まるプロセスを追っていく

メキシコで古物商を営む老人ヘスス
が偶然手に入れた黄金の彫刻は、
永遠の命を得られる機械だった

監督 ジョナサン・ノシター/出演 ミッシェル・ロラン 監督 ギレルモ・デル・トロ/出演 フェデリコ・ルッピ
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DVD DVD

2015年 2014年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 120分 英語版 日本語字幕付 83分
7005593 KKDL731 7005594 KKDL732

上映権付 DVD DVD

1987年 1989年
1枚組 1枚組

ロシア語版 日本語字幕付 87分 英語版 日本語字幕付 100分
7005599 7005599 7005600 DABR4033

DVD DVD

1994年 2008年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 99分 フランス語版 日本語字幕付 117分
7005601 DABR4024 7005607 ACBR10744

上映権付 DVD DVD

2014年 2015年
1枚組 1枚組

トルコ語版 日本語字幕付 97分 英語版 二ｶ国語 118分
7005608 TOBR0113 7005626 RDD80910

DVD DVD

2014年 2017年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 100分 英語版 二ｶ国語・字幕付 129分
7005629 CFTD447 7005632 VWDR6536

*7005629* 16,000円(税別) *7005632* 18,000円(税別)

ＴＣ　ＥＴ 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

マルガリータで乾杯を！
パイレーツ・オブ・カリビアン／最
後の海賊

脳性まひのため生まれつき身体が不
自由なライラ。それをものともせず歌
に恋にと青春を謳歌する。

孤高の海賊ジャック・スパロウの過去
を知る”海の死神”サラザールが復
活。ジャックに復讐を挑む

監督 ショナリ・ボース/出演 カルキ・ケクラン 製作 ジェリー・ブラッカイマー/出演 ジョニー・デップ

*7005608* 15,000円(税別) *7005626* 16,000円(税別)

ＴＯブックス ソニー・ピクチャーズ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

シーヴァス／王子さまになりた
かった少年と負け犬だった闘犬
の物語

マザー・テレサからの手紙

ヴェネチア国際映画祭，少年アスラ
ンは戦いに敗れて打ち捨てられてい
た闘犬シーヴァスと出会う。

１９４６年、カルカッタの修道女テレサ
は、神からの啓示を受けたとしてスラ
ム街で活動を始める。

監督 カアン・ミュジデジ/出演 ドアン・イスジ 監督 ウィリアム・リード　他/出演 マックス・フォン・シドー

*7005601* 15,000円(税別) *7005607* 15,000円(税別)

角川書店 アスミック

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ブロードウェイと銃弾 サガン／悲しみよこんにちは

アカデミー賞；助演女優，ショービジ
ネスの陰にギャングあり、ＮＹでチャ
ンスを掴んだ４人だが…

デビュー作「悲しみよこんにちは」で
成功したサガンの、自由奔放でス
キャンダラスな人生を描く。

監督 ウッディ・アレン/出演 ジョン・キューザック 監督 ディアーヌ・キュリス/出演 シルビー・テステュー

*7005599* 19,600円(税別) *7005600* 15,000円(税別)

パンドラ 角川書店

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドラマ

モスクワ・エレジー／タルコフス
キーに捧ぐ

ドラッグストア・カウボーイ

かつてソクーロフ監督の初作品であ
る『孤独の声』を擁護した巨匠タルコ
フスキーに捧げられた作品

ボブは薬を手に入れるためドラッグス
トアを襲撃していたが、ある事件が日
常を更に悲惨なものに…

監督 アレクサンドル・ソクーロフ/ﾅﾚｰﾀｰ アレクサンドル・ソクーロフ 製指 ガス・ヴァン・サント/出演 マット・ディロン

*7005593* 20,000円(税別) *7005594* 20,000円(税別)

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店

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

ＴＯＭＯＲＲＯＷ／パーマネントラ
イフを探して

ホームレス／ニューヨークと寝た
男

女優・監督業をこなし母親でもあるメ
ラニー・ロランが、未来のために、今
の地球を知る旅に出る。

厳しい競争社会を勝ち抜くため「家
を持たない」暮らしを編み出した、
マーク・レイの人生を追う。

監督 シリル・ディオン/出演 メラニー・ロラン 監督 トーマス・ヴィルテンゾーン/出演 マーク・レイ
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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 104分 英語版 二ｶ国語・字幕付 128分
7005638 KKDL738 7005658 PCBE75709

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 103分 フランス語版 二ｶ国語・字幕付 92分
7005744 PCBE75839 7005745 GADR1637

DVD DVD

2016年 1965年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 100分 102分
7005746 VPBU6048 3000045 DABR0280

上映権付 DVD DVD

1978年 2016年
1枚組 1枚組
75分 英語版 二ｶ国語・字幕付 161分

4782802 4782802 7005138 DABR5169

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1994年 1994年
1枚組 1枚組
176分 132分

7005181 NSDR22635 7005182 NSDR22636

*7005181* 5,500円(税別) *7005182* 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

イキのいい奴　１ イキのいい奴　２

第一回　ゴリラが来た／第二回　死
んだはずだよ／第三回　おいしい話
／第四回　オレは母だ

第五回　花火は火花／第六回　イイ
キ　なまイキ／第七回　ウロコ落ちた
か

演出 大原　誠/出演 小林　薫 演出 大原　誠/出演 小林　薫

*4782802* 9,000円(税別) *7005138* 15,000円(税別)

北星 角川書店

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

こむぎいろの天使 沈黙／サイレンス

内閣総理大臣賞，ガキ大将のサブは
病弱な健一と親を亡くした五羽のス
ズメの雛を育てようとするが

日本で捕らえられ棄教したといわれ
る宣教師フェレイラを追い、弟子のロ
ドリゴとガルベは長崎へ…

監督 後藤　俊夫/出演 松田　洋治 監督 マーティン・スコセッシ/出演 アンドリュー・ガーフィールド

*7005746* 15,000円(税別) *3000045* 15,000円(税別)

バップ 角川映画

外国映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

わたしは、ダニエル・ブレイク 兵隊やくざ

カンヌ国際映画祭，心臓を患い仕事
を続けられなくなったダニエルは、国
の援助を受けようとするが

ヤクザの用心棒だった大宮貴三郎が
軍隊に入りインテリ３年兵の有田上
等兵と男の友情を育んでいく

監督 ケン・ローチ/出演 デイヴ・ジョーンズ 監督 増村　保造/出演 勝　新太郎

*7005744* 25,000円(税別) *7005745* 25,000円(税別)

コムストック ギャガ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ボブという名の猫／幸せのハイ
タッチ

ボン・ボヤージュ／家族旅行は大
暴走

ミュージシャンを目指すも夢破れ薬
物中毒になっていた青年が、足を怪
我した猫と出会ったことで…

待ちに待った夏休み！コックス一家
は「未来のシステム」搭載の新車でバ
カンスへと旅立った！が…

監督 ロジャー・スポティスウッド/出演 ルーク・トレッダウェイ 監督 ニコラ・ブナム/出演 ジョゼ・ガルシア

*7005638* 20,000円(税別) *7005658* 16,000円(税別)

紀伊國屋書店 ポニーキャニオン

外国映画-ドラマ 外国映画-ミュージカル，ダンス

めぐりあう日 ラ・ラ・ランド

匿名で出産した女性を守る法律によ
り生みの親がわからないエリザは、自
身の出生地に引っ越しを…

ロサンゼルスの映画スタジオで働き
ながら女優を目指すミアは、場末の
バーでセバスチャンと出会い

監督 ウニー・ルコント/出演 セリーヌ・サレット 監督 ディミアン・チャゼル/出演 ライアン・ゴズリング
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1994年 1994年
1枚組 1枚組
132分 176分

7005183 NSDR22637 7005184 NSDR22639

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1994年 1994年
1枚組 1枚組
132分 132分

7005185 NSDR22640 7005186 NSDR22641

上映権付 DVD DVD

1994年 2016年
1枚組 1枚組
132分 117分

7005187 NSDR22642 7005196 7005196

DVD DVD

2004年 1962年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 91分 83分
7005212 7005212 7005217 DABR0635

DVD DVD

2015年 2016年
1枚組 1枚組
99分 95分

7005242 PWAD4190 7005251 OEDT10308

*7005242* 12,500円(税別) *7005251* 16,000円(税別)

プライムウェーブ オデッサ・エンタテインメント

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

天王寺おばあちゃんゾウ　春子
最後の夏

カンパイ！／世界が恋する日本
酒

１９５０年、２歳で天王寺動物園に来
園したゾウの春子。６４年間愛され続
けたその最後の姿を映す

世界中で愛されている日本酒の世界
で活躍する３人の活動を通し、その
深遠な世界と魅力を紐解く。

監督 人見　剛史/ﾅﾚｰﾀｰ 鈴木　理加 監督 小西　未来/出演 フィリップ・ハーパー

*7005212* 20,000円(税別) *7005217* 15,000円(税別)

ＢＢＢ 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

ライファーズ／終身刑を超えて 江戸へ百七十里

１５年以上刑務所に服役し「ライ
ファーズ」と呼ばれている人々の考え
や心理、心の奥深くに迫る。

小森家との絶縁を条件に大金を貰い
旅に出た男は、福姫が彼と瓜二つの
小森家嫡男と見合いすると…

製作 ｏｕｔ　ｏｆ　ｆｒａｍｅ/ﾅﾚｰﾀｰ マヤ・ムーア 監督 森　一生/出演 市川　雷蔵

*7005187* 5,500円(税別) *7005196* 16,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ オデッサ・エンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

続・イキのいい奴　４ 古都

第十一回　男のホンネ／第十二回
振れない袖（そで）／最終回　男ひと
すじ

京都の美しい四季を背景に、数奇な
運命のもとに生れた双子の姉妹とそ
れを取り巻く人間模様を描く

演出 大原　誠/出演 小林　薫 監督 Ｙｕｋｉ　Ｓａｉｔｏ/出演 松雪　泰子

*7005185* 5,500円(税別) *7005186* 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

続・イキのいい奴　２ 続・イキのいい奴　３

第五回　金難女難／第六回　辰巳鮨
は不滅です／第七回　女ひとりで飲
む酒は

第八回　永遠（とわ）のにぎり／第九
回　両ほういいのは頬かぶり／第十
回　花も嵐も

演出 大原　誠/出演 小林　薫 演出 大原　誠/出演 小林　薫

*7005183* 5,500円(税別) *7005184* 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

イキのいい奴　３ 続・イキのいい奴　１

第八回　子は心外（しんがい）／第九
回　聖（きよ）しこの鮨／最終回　男
純情

第一回　新猿人類／第二回　鮨だけ
が知っている／第三回　涙の連絡船
／第四回　奇行尾行親孝行

演出 大原　誠/出演 小林　薫 演出 大原　誠/出演 小林　薫
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DVD DVD

2016年 1957年
1枚組 1枚組
90分 118分

7005254 ALBSD2032 7005255 DABR0630

DVD DVD

1960年 1976年
1枚組 1枚組
94分 82分

7005256 DABR0633 7005257 DABR0167

上映権付 DVD DVD

2014年 1954年
1枚組 1枚組
33分 99分

7005259 7005259 7005260 DA9597

DVD DVD

1952年 1979年
1枚組 1枚組
92分 135分

7005261 DA9596 7005262 DTTD03478

DVD DVD

1964年 1966年
1枚組 1枚組
111分 73分

7005263 DTTD02616 7005264 DTTD02413

*7005263* 16,000円(税別) *7005264* 16,000円(税別)

東映 東映

日本映画-ドラマ 日本映画-アクション

越後つついし親不知 黄金バット

伏見大和屋酒造に出稼ぎに来てい
た留吉と権助。出世する留吉に嫉妬
していた権助は一時帰郷の際…

ナゾー博士の地球破壊計画が実行
される時、謎の島で高笑いがこだま
する。現れるのは黄金バット！

監督 今井　正/出演 佐久間　良子 監督 佐藤　肇/出演 千葉　真一

*7005261* 16,000円(税別) *7005262* 16,000円(税別)

松竹 東映

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ひばり姫初夢道中 悪魔が来りて笛を吹く

城主の養子の痴呆症の兄に跡目を
継がせて、青空城乗取りを企む悪家
老の陰謀を知ったひばり姫は…

謎の遺書を残し失踪した子爵。フ
ルートの音とともに起こる連続殺人。
金田一耕助が最大の謎に挑む

監督 大曾根　辰夫/出演 美空　ひばり 監督 斉藤　光正/出演 西田　敏行

*7005259* 65,000円(税別) *7005260* 16,000円(税別)

岩波映像 松竹

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

悩まずアタック！脱・いじめのス
パイラル

七変化狸御殿

ある日突然いじめられだした中学一
年の幸子。思い切って親や教師に事
実を訴えると意外な原因が…

夢と幻想の楽園狸の国で唄のうまい
娘・お花を中心に繰り広げられる夢と
冒険、恋と踊りの絢爛絵巻

監督 高木　裕己/出演 柴田　杏花 監督 大曾根　辰夫/出演 美空　ひばり

*7005256* 15,000円(税別) *7005257* 15,000円(税別)

角川映画 角川映画

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

忠直卿行状記（ただなおきょう
ぎょうじょうき）

ひとごろし

名君松平忠直卿は、突然深い懐疑
に襲われ、以来彼の行動は暴虐非
道を極めた。その半生を描く

剣の達人を上意討ちしなければなら
なくなった臆病侍が、「ひとごろし！」
と叫びつづけてついに…

監督 森　一生/出演 市川　雷蔵 監督 大洲　斎/出演 松田　優作

*7005254* 12,500円(税別) *7005255* 15,000円(税別)

アルバトロス 角川映画

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

風のたより 源氏物語　浮舟

友人たちと東京にカフェを開く計画
を断念したくるみの元に、故郷の祖
父が倒れたという連絡が入る

理想の愛情を求める薫の君と、快楽
を追う匂宮。その対決の中、匂宮に
身を任せてしまった浮舟は…

監督 向井　宗敏/出演 新木　優子 監督 衣笠　貞之助/出演 長谷川　一夫

－23－



DVD DVD

1968年 1957年
1枚組 1枚組
91分 118分

7005265 DTTD02563 7005266 DTTD02665

DVD DVD

1973年 1991年
1枚組 1枚組
104分 113分

7005267 DTTD02880 7005268 DTTD02830

DVD DVD

1980年 1994年
1枚組 1枚組
119分 125分

7005270 DTTD02154 7005271 DTTD03456

DVD DVD

1957年 1987年
1枚組 1枚組
130分 92分

7005272 DTTD02589 7005273 DTTD02201

DVD DVD

1990年 1974年
1枚組 1枚組
114分 99分

7005274 DTTD02682 7005275 DTTD02030

*7005274* 16,000円(税別) *7005275* 16,000円(税別)

東映ビデオ 東映ビデオ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

女帝　春日局 仁義なき戦い／完結篇

徳川三百年の歴史で初めて天皇か
ら「局」の称号を授かり、女帝ともいわ
れた春日局の生涯を描く。

警察による”頂上作戦”により終結し
たかに見えた広島やくざ第２次抗
争。広能は世代交代を感じ…

監督 中島　貞夫/出演 十朱　幸代 監督 深作　欣ニ/出演 菅原　文太

*7005272* 16,000円(税別) *7005273* 16,000円(税別)

東映ビデオ 東映ビデオ

日本映画-ドラマ 日本映画-アクション，スペクタクル

純愛物語 湘南爆走族

ふとしたことから親しくなったミツ子と
貫太郎は二人でスリを働き、別々の
鑑別所に送られてしまう

湘南最強の走り屋にして、手芸の腕
もプロ級の江口洋助が率いる湘南爆
走族の面々による青春活劇。

監督 今井　正/出演 江原　真二郎 監督 山田　大樹/出演 江口　洋介

*7005270* 16,000円(税別) *7005271* 16,000円(税別)

東映ビデオ 東映ビデオ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

四季・奈津子 東雲楼　女の乱

博多の郊外に住む小峰家。四季の
名を持つ四姉妹の次女、奈津子は
平凡なＯＬから未知の世界へと…

かつて九州熊本に日本有数の廓とし
て栄えた「東雲楼」。そこに生きる
様々な女達の波乱万丈を描く

監督 東　陽一/出演 烏丸　せつこ 監督 関本　郁夫/出演 かたせ　梨乃

*7005267* 16,000円(税別) *7005268* 16,000円(税別)

東映ビデオ 東映ビデオ

日本映画-ドラマ 日本映画-アクション

ゴルゴ１３ 新　極道の妻たち

「依頼者との約束は必ず守る」殺しの
プロフェッショナル、デューク東郷が
中近東の犯罪組織に挑む

霊代藤波加奈江が統率する、関西
尼崎の藤波組の若頭・松岡の暗殺に
より、三代目争いが勃発する。

監督 佐藤　純弥/出演 高倉　健 監督 中島　貞夫/出演 岩下　志麻

*7005265* 16,000円(税別) *7005266* 16,000円(税別)

東映 東映

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

喜劇　初詣列車 米（こめ）

国鉄長距離列車の車掌を務める新
作は幼馴染の美和子と偶然出会い、
行方不明の弟探しを手伝うが…

五反百姓の次男坊、次男は対岸の
村の娘、千代に淡い気持ちを抱く
が、その母よねの窮状を知って…

監督 瀬川　昌治/出演 渥美　清 監督 今井　正/出演 江原　真二郎
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DVD DVD

1973年 1974年
1枚組 1枚組
103分 101分

7005276 DTTD02028 7005277 DTTD02029

DVD DVD

1973年 1974年
1枚組 1枚組
100分 98分

7005278 DTTD02027 7005279 DTTD02227

DVD DVD

1976年 1963年
1枚組 1枚組
91分 94分

7005280 DTTD02229 7005281 DTTD02452

DVD DVD

1979年 1978年
1枚組 1枚組
128分 104分

7005282 DTTD02462 7005283 DTTD02818

DVD DVD

1965年 1962年
1枚組 1枚組
94分 83分

7005284 DTTD02576 7005285 DTTD02374

*7005284* 16,000円(税別) *7005285* 16,000円(税別)

東映ビデオ 東映ビデオ

日本映画-アクション 日本映画-ドラマ

日本侠客伝／関東篇 花笠道中

築地魚河岸を独占しようとする漁業
組合とやくざに対抗する女主人を救
うため、男二人が立ち上がる

天下の素浪人、緋鯉の寛太と矢場の
娘、お君は相思相愛の仲。だがある
日、寛太が突然姿を消して…

監督 マキノ　雅弘/出演 高倉　健 監督 河野　寿一/出演 里見　浩太郎

*7005282* 16,000円(税別) *7005283* 16,000円(税別)

東映ビデオ 東映ビデオ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

その後の仁義なき戦い 多羅尾坂内

北九州を本拠とする竜野組の昇治と
啓一は大阪最大の暴力団石黒組の
跡目争いに巻き込まれていく…

日本シリーズのさ中、ホームランを
打った選手が殺される。名探偵・多
羅尾坂内が持つ七つの顔とは

監督 工藤　栄一/出演 根津　甚八 監督 鈴木　則文/出演 小林　旭

*7005280* 16,000円(税別) *7005281* 16,000円(税別)

東映ビデオ 東映ビデオ

日本映画-ドラマ 日本映画-アクション

新仁義なき戦い／組長最後の日 人生劇場　飛車角

日本最大の暴力団・大阪の坂本組と
九州玄竜会系河原組の揉め事はい
つしか大抗争へと発展していく

小金親分への義理から仇敵丈徳を
刺し殺した飛車角が、弟分の奈良平
に親分を殺されたことを知り…

監督 深作　欣ニ/出演 菅原　文太 監督 沢島　忠/出演 鶴田　浩二

*7005278* 16,000円(税別) *7005279* 16,000円(税別)

東映ビデオ ＦＢＣオンパイ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

仁義なき戦い／広島死闘篇 新仁義なき戦い

復員兵の山中はふとしたことから村
岡組に拾われるが、大友組との抗争
の中、いいように利用され…

広島県呉市の極道組織、山守組の
組員、三好は組長の山守と若頭・青
木の争いに巻き込まれていく。

監督 深作　欣ニ/出演 菅原　文太 監督 深作　欣ニ/出演 菅原　文太

*7005276* 16,000円(税別) *7005277* 16,000円(税別)

東映ビデオ 東映ビデオ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

仁義なき戦い／代理戦争 仁義なき戦い／頂上作戦

自分の組を持った広能だったが、敵
対する大組織同士の圧力と、その傘
下の勢力争いに巻き込まれ…

広能組・打本会と山守組の抗争が激
化の一途を辿る中、警察は暴力団壊
滅運動・頂上作戦に踏み切る

監督 深作　欣ニ/出演 菅原　文太 監督 深作　欣ニ/出演 菅原　文太
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DVD DVD

1985年 1986年
1枚組 1枚組
94分 98分

7005286 DTTD02094 7005287 DTTD02129

DVD DVD

1987年 1987年
1枚組 1枚組
93分 91分

7005288 DTTD02163 7005289 DTTD02204

DVD DVD

1988年 1988年
1枚組 1枚組
95分 95分

7005290 DTTD02315 7005291 DTTD02332

DVD DVD

1976年 1990年
1枚組 1枚組
85分 109分

7005292 DTTD02496 7005293 DTTD02750

DVD DVD

1990年 1961年
1枚組 1枚組
124分 日本語字幕付 82分

7005294 DTTD02780 7005295 TDV16201

*7005294* 16,000円(税別) *7005295* 14,000円(税別)

東映ビデオ 東宝

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

オーロラの下で 大学の若大将

１９２５年、アラスカ。伝染病で苦しむ
村に血清を届けた日本人マタギとオ
オカミ犬の友情を描く。

若大将と呼ばれる老舗スキヤキ屋の
御曹司・雄一は澄子を水泳部主催の
パーティーに招待するが…

監督 後藤　俊夫/出演 役所　広司 監督 杉江　敏男/出演 加山　雄三

*7005292* 16,000円(税別) *7005293* 16,000円(税別)

東映ビデオ 東映ビデオ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

暴力教室 遺産相続

名門私立高校に着任した溝口は
早々に不良グループの喜多条らと対
立するが、理事長の汚職を知り…

中小企業の社長、藤島の突然死によ
り、専務を務めていた内縁の妻、喜
久恵は相続争いに巻き込まれ

監督 岡本　明久/出演 松田　優作 監督 降旗　康男/出演 佐久間　良子

*7005290* 16,000円(税別) *7005291* 16,000円(税別)

東映ビデオ 東映ビデオ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ビー・バップ・ハイスクール／高校
与太郎音頭

ビー・バップ・ハイスクール／高校
与太郎完結篇

ヒロシが鑑別所送りになって荒れるト
オルは世代交代を狙う北高維新軍
団の”頭狩り”に巻き込まれ

ヒロシが鑑別所から帰ってきて久々
に全員集合の愛徳一家が、今度は
中坊の縄張り争いに参戦して…

監督 那須　博之/出演 仲村　トオル 監督 那須　博之/出演 仲村　トオル

*7005288* 16,000円(税別) *7005289* 16,000円(税別)

東映ビデオ 東映ビデオ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ビー・バップ・ハイスクール／高校
与太郎行進曲

ビー・バップ・ハイスクール／高校
与太郎狂騒曲

次に留年したら高校除籍が決まるヒ
ロシとトオルだったが、進学校の番
長、腹巻の彼女に騙されて…

停学明けのヒロシとトオル、今日も喧
嘩三昧の日々だったが、なんとヒロシ
が女子大生に恋をして…

監督 那須　博之/出演 清水　宏次朗 監督 那須　博之/出演 清水　宏次朗

*7005286* 16,000円(税別) *7005287* 16,000円(税別)

東映ビデオ 東映ビデオ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ビー・バップ・ハイスクール
ビー・バップ・ハイスクール／高校
与太郎哀歌

不良コンビのヒロシとトオルは揃って
留年するが、学園一の美少女、今日
子と同じクラスになって…

喧嘩三昧の日々を送る愛徳高校のヒ
ロシとトオルに、城東高校の”ボンタ
ン狩り”の魔の手が迫る！

監督 那須　博之/出演 清水　宏次朗 監督 那須　博之/出演 清水　宏次朗
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DVD DVD

1962年 1965年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 94分 日本語字幕付 99分
7005296 TDV16202 7005297 TDV16205

DVD DVD

1969年 2016年
1枚組 1枚組
90分 108分

7005298 TDV16213 7005301 KIBF1437

DVD 上映権付 DVD

2015年 1996年
1枚組 1枚組
98分 32分

7005302 HPBR51 7005303 7005303

DVD DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 120分 191分
7005309 PCBC72566 7005314 PCBEL75721

DVD DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
178分 178分

7005315 PCBEL75722 7005316 PCBEL75723

*7005315* 5,500円(税別) *7005316* 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

おんな城主直虎　完全版　２ おんな城主直虎　完全版　３

第五回『亀之丞帰る』／第六回『初恋
の別れ道』／第七回『検地がやって
きた』／他

第九回『桶狭間に死す』／第十回
『走れ竜宮小僧』／第十一回『さらば
愛しき人よ』／他

原作 森下　佳子/出演 柴咲　コウ 原作 森下　佳子/出演 柴咲　コウ

*7005309* 16,000円(税別) *7005314* 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

本能寺ホテル おんな城主直虎　完全版　１

倉本繭子が泊まった、京都の路地裏
に佇む”本能寺ホテル”は戦国時代
へとつながるホテルだった。

第一回『井伊谷（いいのや）の少女』
／第二回『崖っぷちの姫』／第三回
『おとわ危機一髪』／他

監督 鈴木　雅之/出演 綾瀬　はるか 原作 森下　佳子/出演 柴咲　コウ

*7005302* 12,000円(税別) *7005303* 12,000円(税別)

ハピネット 株式会社シネマ沖縄

日本映画-ドラマ 日本映画-ドキュメンタリー，記録

ポプラの秋 人間の住んでいる島

看護師の仕事に疲れ切った千秋は、
大好きな父を亡くしポプラ荘に越して
きた８歳の頃を思い出し…

沖縄・伊江島に住み、敗戦後の米軍
による用地接収に対して反対運動の
先頭に立った阿波根の生涯。

監督 大森　研一/出演 本田　望結 監督 橘　祐典/出演 阿波根　昌鴻

*7005298* 14,000円(税別) *7005301* 16,000円(税別)

東宝 キングレコード

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

フレッシュマン若大将 海すずめ

日東自動車に入社した雄一は節子と
恋に落ちるが、青大将が割り込んで
きて三角関係になってしまう

宇和島の市立図書館”自転車課”で
日々市民に本を届けている赤松雀
は課の廃止検討案を耳にして…

監督 福田　純/出演 加山　雄三 監督 大森　研一/出演 武田　梨奈

*7005296* 14,000円(税別) *7005297* 14,000円(税別)

東宝 東宝

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

銀座の若大将 海の若大将

拳闘部にスカウトされた雄一は練習
に励むが、父に反対され家を出てレ
ストランに住み込むことに…

水泳部のホープ・雄一は父に勘当さ
れ、航海士として生きていこうと船に
乗り込むが…

監督 杉江　敏男/出演 加山　雄三 監督 古澤　憲吾/出演 加山　雄三
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上映権付 DVD DVD

2012年 2017年
1枚組 1枚組
75分 日本語字幕付 117分

7005317 TOBA0046 7005318 PCBC72567

DVD DVD

2016年 2017年
1枚組 1枚組
95分 日本語字幕付 113分

7005319 PCBE75707 7005327 DB9970

DVD DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
90分 90分

7005328 DB9963 7005329 DB9964

DVD DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
90分 90分

7005330 DB9965 7005331 DB9966

DVD DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
90分 日本語字幕付 116分

7005332 DB9967 7005334 DB9969

*7005332* 10,000円(税別) *7005334* 16,000円(税別)

松竹 松竹

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

釣りバカ日誌　Ｓｅａｓｏｎ２／新米
社員浜崎伝助　第５巻

ピーチガール

入社３年目を迎えた「釣りバカ」社
員、浜崎伝助。本シリーズでは恋人
みち子を狙うイケメンが現れ

派手な外見で誤解されがちな女子
高生・ももは入学以来、さわやか硬派
なとーじに片思いしていたが

監督 朝原　雄三/出演 濱田　岳 監督 神徳　幸治/出演 山本　美月

*7005330* 10,000円(税別) *7005331* 10,000円(税別)

松竹 松竹

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

釣りバカ日誌　Ｓｅａｓｏｎ２／新米
社員浜崎伝助　第３巻

釣りバカ日誌　Ｓｅａｓｏｎ２／新米
社員浜崎伝助　第４巻

入社３年目を迎えた「釣りバカ」社
員、浜崎伝助。本シリーズでは恋人
みち子を狙うイケメンが現れ

入社３年目を迎えた「釣りバカ」社
員、浜崎伝助。本シリーズでは恋人
みち子を狙うイケメンが現れ

監督 朝原　雄三/出演 濱田　岳 監督 朝原　雄三/出演 濱田　岳

*7005328* 10,000円(税別) *7005329* 10,000円(税別)

松竹 松竹

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

釣りバカ日誌　Ｓｅａｓｏｎ２／新米
社員浜崎伝助　第１巻

釣りバカ日誌　Ｓｅａｓｏｎ２／新米
社員浜崎伝助　第２巻

入社３年目を迎えた「釣りバカ」社
員、浜崎伝助。本シリーズでは恋人
みち子を狙うイケメンが現れ

入社３年目を迎えた「釣りバカ」社
員、浜崎伝助。本シリーズでは恋人
みち子を狙うイケメンが現れ

監督 朝原　雄三/出演 濱田　岳 監督 朝原　雄三/出演 濱田　岳

*7005319* 16,000円(税別) *7005327* 16,000円(税別)

ポニーキャニオン 松竹

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

マザーレイク 家族はつらいよ２

少年時代を過ごした琵琶湖に帰って
きた、世界的な写真家の藤居亮介は
２０年前のことを思い出し…

周造と富子の離婚騒動から数年。周
造の衰えを案じた家族達は免許を返
納させようと家族会議を開く

監督 瀬木　直貴/出演 内田　朝陽 監督 山田　洋次/出演 橋爪　功

*7005317* 12,000円(税別) *7005318* 16,000円(税別)

ＴＯブックス ポニーキャニオン

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ノラ サバイバルファミリー

山中で軽トラックひかれ意識を失った
幸雄は、運転手の繁と娘・あかねとの
共同生活をすることに…

ある日突然「電気」が消失し、ライフラ
インを絶たれた鈴木一家は鹿児島の
実家へと避難を始めるが

監督 大庭　功睦/出演 染谷　将太 監督 矢口　史靖/出演 小日向　文世
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DVD 上映権付 DVD

2011年 2015年
1枚組 1枚組

英語・日本語字幕付 90分 114分
7005337 BCDR3649 7005339 AMAD214

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2011年
1枚組 1枚組
39分 93分

7005341 7005341 7005372 1000EYMK

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2016年
2枚組 1枚組
135分 93分

7005374 7005374 7005375 7005375

DVD DVD

2016年 1976年
1枚組 1枚組
91分 78分

7005404 BWD3120 7005407 DTTD03340

DVD DVD

2010年 2014年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 80分 英語版 日本語字幕付 119分
7005412 ULD609 7005413 OOF002

*7005412* 20,000円(税別) *7005413* 20,000円(税別)

アップリンク

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

死なない子供、荒川修作 トークバック／沈黙を破る女たち

奇想天外な作品群で世界に衝撃を
与え続けてきた荒川修作。彼の常識
を超越した言動や作品に迫る。

サンフランシスコを舞台に元受刑者
やＨＩＶ／ＡＩＤＳ陽性の女性達が自
分の人生を芝居にしていく

監督 山岡　信貴/出演 荒川　修作 監督 坂上　香/ 

*7005404* 7,000円(税別) *7005407* 16,000円(税別)

ブロードウェイ 東映ビデオ

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドラマ

映画作家　黒木和雄　非戦と自
由への想い

狂った野獣

２００６年に急逝した映画監督、黒木
和雄の平和への想いをインタビュー
などを交えて辿っていく。

目の病気で会社を首になったテスト
ドライバーの速水は宝石強盗を企て
バスで逃走するが、そこに…

監督 後藤　幸一/出演 黒木　和雄 監督 中島　貞夫/出演 渡瀬　恒彦

*7005374* 20,000円(税別) *7005375* 16,000円(税別)

ＢＢＢ ＢＢＢ

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドラマ

波伝谷に生きる人びと ハルをさがして

宮城県南三陸の小さな漁村、波伝谷
で人々の生活を撮り続けていた若者
が迎えた大震災の日の様子。

冴えない中学３年生のノボルは、秘
かに想いを寄せるチエコから飼い犬
のハルを探すよう頼まれ…

監督 我妻　和樹/ 監督 尾関　玄/出演 小柴　大河

*7005341* 15,000円(税別) *7005372* 20,000円(税別)

アジア太平洋資料センター ＢＢＢ

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

コンビニの秘密／便利で快適な
暮らしの裏で

１０００年の山古志／中越大震災
と闘った小さな村の物語

日本全国に約５万５０００店あるコンビ
ニエンスストア。その問題点を通して
社会のあり方を考える

２００７年に起きた新潟県中越沖地震
で全村が崩壊した山古志村。４年に
わたるその復興の記録映像

監督 土屋　トカチ/ 監督 橋本　信一/ﾅﾚｰﾀｰ 長谷川　初範

*7005337* 18,000円(税別) *7005339* 10,000円(税別)

バンダイビジュアル アムモ

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドラマ

エンディング・ノート 陽光桜

高度経済成長期を「段取り命！」を
モットーに駆け抜けた男が、自らの最
期の段取りをつけるため…

家庭を顧みず新種の桜の開発に没
頭する男、高岡正明。息子にその意
義を問われ、語った過去とは…

製作 是枝　裕和/ 監督 高橋　玄/出演 笹野　高史
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DVD 上映権付 DVD

2015年 2012年
1枚組 1枚組

東洋の諸言語版 日本語字幕付 111分 109分
7005414 MX598S 7005415 TMSD338

DVD DVD

2015年 2016年
1枚組 1枚組
82分 165分

7005427 DTZD08148 7005428 PADR1003

DVD 上映権付 DVD

年 2016年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 98分 145分
7005433 TDV2804R 7005439 NSDR22777

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2017年
1枚組 1枚組
145分 180分

7005440 NSDR22778 7005444 NSDR22587

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 1985年
1枚組 1枚組
180分 89分

7005445 NSDR22588 7005451 NSDR22104

*7005445* 5,500円(税別) *7005451* 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　８

春の波濤　総集編　Ｄｉｓｃ．１　前
編

第１５週「恋、しちゃったのよ」／第１６
週「アイアイ傘とノック」

文明開化の世と歌われた時代、浜田
屋の半玉・貞は恋人の岩崎桃介がア
メリカ留学に旅立つと知り…

原作 岡田　惠和/出演 有村　架純 原作 杉本　苑子/出演 松坂　慶子

*7005440* 8,500円(税別) *7005444* 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

夏目漱石の妻　２
ひよっこ／連続テレビ小説　完全
版　７

第三回　やっかいな客／最終回　た
たかう夫婦

第１３週「ビートルズがやって来る」／
第１４週「俺は笑って生きてっとう！」

脚本 池端　俊策/出演 尾野　真千子 原作 岡田　惠和/出演 有村　架純

*7005433* 14,000円(税別) *7005439* 8,500円(税別)

東宝 ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

酔いどれ天使 夏目漱石の妻　１

闇市のやくざ、松永の傷を手当てし
たことで、彼の結核に気づいた医師
の真田は必死に治療を試みる

第一回　夢見る夫婦／第二回　吾輩
は猫である

監督 黒澤　明/出演 志村　喬 脚本 池端　俊策/出演 尾野　真千子

*7005427* 16,000円(税別) *7005428* 16,000円(税別)

東映 オデッサ・エンタテインメント

日本映画-ＳＦ，ホラー 日本映画-ドキュメンタリー，記録

アウターマン
わたしの自由について／ＳＥＡＬ
Ｄｓ２０１５

日本各地で有毒ガスが噴出する事
件が起き、人気特撮番組「アウターマ
ン」そっくりの巨人が現れる

２０１５年に起きた、安全保障関連法
案への学生達の抗議活動を彼らの
視点で追うドキュメンタリー

監督 河崎　実/出演 塩谷　瞬 監督 西原　孝至/ 

*7005414* 10,000円(税別) *7005415* 20,000円(税別)

マクザム トランスフォーマー

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドラマ

ルンタ ライク・サムワン・イン・ラブ

中国に故郷を奪われたチベットを支
援する建築家、中原一博がチベット
人たちの不屈の精神を伝える

８４歳の大学教授、タカシはデートク
ラブを通して亡き妻の面影のある若
い女、明子と知り合うが…

監督 池谷　薫/出演 中原　一博 監督 アッバス・キアロスタミ/出演 奥野　匡
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1985年 2015年
1枚組 1枚組
89分 106分

7005452 NSDR22105 7005457 TFD1221

DVD 上映権付 DVD

2014年 2015年
1枚組 1枚組
81分 111分

7005459 TOBR0117 7005463 TCED2919

上映権付 DVD DVD

2008年 1995年
1枚組 1枚組
102分 92分

7005492 pike101 7005493 RFR1147

DVD DVD

2016年 2015年
1枚組 1枚組

英語字幕付 110分 105分
7005526 DB9949 7005527 PCBE75720

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2009年
1枚組 1枚組
49分 94分

7005538 TKT003 7005547 7005547

*7005538* 18,000円(税別) *7005547* 20,000円(税別)

DoDo企画 ＢＢＢ

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

子どもに本を‐石井桃子の挑戦
３　かつら文庫

明日へ紡ぎつづけて

児童文学の編集者、作家、翻訳者と
して幅広く活躍し、公共図書館に児
童文庫を広めた石井の生涯。

戦後の主要産業であった繊維工業
で働いていた女性たちによる労働争
議を取り上げたドキュメント。

演出 森　英男/朗読 内藤　直子 監督 山本　洋子/ﾅﾚｰﾀｰ 藤田　弓子

*7005526* 16,000円(税別) *7005527* 12,250円(税別)

松竹 ポニーキャニオン

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

築地ワンダーランド
ビハインド・ザ・コーヴ／捕鯨問
題の謎に迫る

日本の魚食文化の最前線・築地。一
年間の長期取材を通して、その風景
や職人たちの人間模様を描く

日本の鯨食文化を批判する映画
「ザ・コーヴ」に対し反証し、捕鯨問題
の不可解な側面をあぶりだす

監督 遠藤　尚太郎/ 監督 八木　景子/出演 ルイ・シホヨス

*7005492* 20,000円(税別) *7005493* 16,000円(税別)

ＢＢＢ ローランズ・フィルム

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドラマ

≒草間彌生　わたし大好き 東京兄妹

００１　主役登場！／００２　秘密の創
作現場／００３　黄色いカボチャの一
日　≒シリーズ予告編

両親の亡き後、下町で穏やかに暮ら
していた健一と洋子の兄妹だった
が、洋子の同棲をきっかけに…

監督 松本　貴子/出演 草間　彌生 監督 市川　準/出演 緒形　直人

*7005459* 12,000円(税別) *7005463* 14,000円(税別)

ＴＯブックス ＴＣ　ＥＴ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

共に歩く 種まく旅人／くにうみの郷

過去のトラウマ、アルコール依存症、
認知症、それぞれ心に傷を負った
人々の共依存の物語を描く。

地域調査員として淡路島に赴任した
恵子は、父の死をきっかけに仲違い
した兄弟を和解させるため…

監督 宮本　正樹　他/出演 小澤　亮太 監督 篠原　哲雄/出演 栗山　千明

*7005452* 5,500円(税別) *7005457* 15,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ テイチクエンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドキュメンタリー，記録

春の波濤　総集編　Ｄｉｓｃ．２　後
編

夢の実現へ／１０３歳からの挑戦

明治３２年４月。川上音二郎と貞の一
座はサンフランシスコ公演を成功さ
せるが、興行師に騙され…

１００歳を超えてなお現役の医師とし
て活躍した、日野原氏の講演活動を
ドキュメンタリーＤＶＤ化

原作 杉本　苑子/出演 松坂　慶子 出演 日野原　重明
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2014年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 85分 90分
7005550 OGVD903 7005552 7005552

DVD 上映権付 DVD

1999年 2012年
1枚組 1枚組

英語字幕付 100分 104分
7005554 DA9283 7005557 OED10081

上映権付 DVD 上映権付 DVD

年 2016年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 90分 一部日本語字幕付 95分
7005558 TOBR0104 7005562 OEDT10326

DVD DVD

2015年 1998年
1枚組 1枚組

英語字幕付 129分 103分
7005566 KKJL162 7005569 DTTD03357

DVD DVD

2012年 2010年
1枚組 1枚組
66分 107分

7005574 TOBR0059 7005588 7005588

普天間基地の代替施設として政府が
決定している辺野古埋め立てに反対
する人々を描くドキュメント

急性リンパ性白血病の治療で髪が抜
け落ちてしまったあゆみは、学校に
戻る勇気が出せずにいたが…

監督 三上　智恵/ﾅﾚｰﾀｰ ＣＯＣＣＯ 監督 和泉　聖治/出演 三船　美佳

*7005566* 20,000円(税別) *7005569* 16,000円(税別)

ＴＯブックス オデッサ・エンタテインメント

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

涙の数だけ笑おうよ／車椅子の
落語家　林家かん平奮闘記

カメの翼

切符のいい語り口が人気だった林家
かん平が脳溢血で倒れたのは１９９０
年。それからの歩みを描く

須磨で環境保全に取り組む山本氏と
カメの世界的権威ロビッチ氏の交流
を通し、環境問題を考える。

監督 竹藤　恵一郎/ﾅﾚｰﾀｰ 津川　雅彦 監督 田中　幸夫/ 

*7005550* *7005552*
ＢＢＢ ＢＢＢ

日本映画-アクション，スペクタクル 日本映画-ドラマ

御法度 カミハテ商店

幕末の京都、血気盛んな男達の集
団新選組に妖しい美少年が入隊し、
男達は狂気を帯びた混乱に陥る

いつしか自殺の名所となってしまっ
た断崖で古い商店を営む千代と、見
知らぬ訪問者との交流を描く

*7005554* 16,000円(税別) *7005557* 20,000円(税別)

松竹 オデッサ・エンタテインメント

赤い風船に括りつけられたＳＤカード
を見つけた中学生のこずえは、デー
タにあった結婚式に向かう

文部科学省，母親の希望で音楽の
道を志した千華だが、業界の競争に
疲れ家に引きこもってしまう。

12,000円(税別) 7,000円(税別)

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

バルーンリレー アンダンテ／稲の旋律

監督 藤村　享平/出演 刈谷　友衣子 監督 金田　敬/出演 新妻　聖子

*7005574* *7005588*
ＴＯブックス ＧＯＧＯビジュアル

紀伊國屋書店 東映

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

ジャップ★ザ★ロック★リボル
バー

健さん

２００８年に結成２０周年を迎えた手
話ロックバンド「ＢＲＩＧＨＴ　ＥＹＥＳ」
のパフォーマンス

２０１４年１１月１０日に世を去った名
優・高倉健。彼の考え、行動、人生に
迫るドキュメンタリー

監督 大島　渚/出演 ビート　たけし 監督 山本　起也/出演 高橋　惠子

18,000円(税別) 20,000円(税別)

監督 島田　角栄/出演 ＢＲＩＧＨＴ　ＥＹＥＳ 監督 日比　遊一/ 

*7005558* 12,000円(税別) *7005562* 20,000円(税別)

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドラマ

戦場ぬ止み 友情
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 1981年
1枚組 1枚組
28分 100分

7005592 NELD007 7005595 7005595

上映権付 DVD DVD

2017年 2016年
1枚組 1枚組
58分 日本語字幕付 119分

7005602 NSDR22806 7005610 TDV27001

DVD DVD

2016年 2017年
1枚組 1枚組
128分 日本語字幕付 131分

7005611 TDV27045 7005627 1000697625

DVD DVD

2017年 2016年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 101分 英語字幕付 119分
7005628 PCBC75767 7005633 EYBF61357

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
180分 180分

7005681 NSDR22589 7005682 NSDR22590

*7005611* *7005627*
東宝 ワーナー・ブラザース

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

ひよっこ／連続テレビ小説　完全
版　９

ＮＨＫエンタープライズ 東宝

日本映画-ドラマ 日本映画-アクション

後妻業の女 銀魂

父・耕造の全財産を後妻の小夜子に
相続された娘の朋美と尚子は、探偵
を雇って彼女を調査するが…

幕末、宇宙人の「天人」に支配された
江戸。かつての攘夷志士・坂田銀時
は便利屋を営んでいたが…

監督 鶴橋　康夫/出演 大竹　しのぶ 監督 福田　雄一/出演 小栗　旬

ひよっこ／連続テレビ小説　完全
版　１０

第１７週「運命のひと」／第１８週「大
丈夫、きっと」

第１９週「ただいま。おかえり。」／第２
０週「さて、問題です」

原作 岡田　惠和/出演 有村　架純 原作 岡田　惠和/出演 有村　架純

*7005681* 5,500円(税別) *7005682* 5,500円(税別)

監督 河瀬　直美/出演 永瀬　正敏 監督 錦織　良成/出演 青柳　翔

光 たたら侍

音声ガイドの仕事をきっかけに、弱
視の天才カメラマン・雅哉と出会った
美佐子は次第に彼に惹かれ

戦国末期、”玉鋼”を生み出す製鉄
技術「たたら吹き」を守り伝える村の
男が侍にあこがれ旅に出た

*7005628* 16,000円(税別) *7005633* 13,400円(税別)

ポニーキャニオン エイベックス　ＥＴ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

16,000円(税別) 17,000円(税別)

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

加藤一二三という男、ありけり シン・ゴジラ

制作 植松　秀樹/出演 加藤　一二三 脚本 庵野　秀明/出演 長谷川　博己

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ＳＦ，ホラー

「神武以来の天才」と評され、数々の
タイトルを手にしてきた加藤九段の引
退までの半年間を追った

東京湾で確認された巨大不明生物
が都内に上陸する。政府は国の総力
を挙げてこれに立ち向かうが…

*7005602* 8,500円(税別)

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドラマ

広島原爆　魂の撮影メモ／映画
カメラマン　鈴木喜代治の記した
広島

青葉学園物語

原爆被災記録映画のカメラマン、鈴
木喜代治の撮影メモから当時の広島
の惨状と平和の尊さを伝える

戦災孤児の養護施設「青葉学園」で
暮らす男の子たちはブタを売ったお
金で野球道具を買うために…

制作 山内　隆冶/ 監督 大澤　豊/出演 市毛　良枝

*7005592* 10,000円(税別) *7005595* 9,000円(税別)

岩波映像 北星

*7005610* 16,000円(税別)
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 1985年
1枚組 1枚組
180分 97分

7005683 NSDR22591 7005747 NSDR22899

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1984年 1977年
1枚組 1枚組
97分 58分

7005748 NSDR22898 7005749 NSDR22896

DVD DVD

2008年 1978年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 124分 92分
7005247 DTZD08530 7005269 DTTD02047

上映権付 DVD DVD

2001年 2006年
1枚組 1枚組
93分 51分

7005551 ITVD01001 4774100 ANRB2321

DVD DVD

2006年 2006年
1枚組 1枚組
36分 36分

4774101 ANRB2322 4774102 ANRB2323

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

思いでトランプ 毛糸の指輪

原作 向田　邦子/出演 浅丘　ルリ子 原作 向田　邦子/出演 森繁　久彌

*7005748* *7005749*
ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-音楽 動画，人形劇-幼児，児童

東映ビデオ 東映ビデオ

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

第一回「花の名前」／第二回「犬小
屋」／第三回「だらだら坂」／第四回
「かわうそ」／他

第一回「花の名前」／第二回「犬小
屋」／第三回「だらだら坂」／第四回
「かわうそ」／他

8,500円(税別) 8,500円(税別)

*7005683* 5,500円(税別) *7005747* 8,500円(税別)

ひよっこ／連続テレビ小説　完全
版　１１

男どき女どき

第２１週「ミニスカートの風が吹く」／
第２２週「ツイッギーを探せ！」

妻子ある男と不倫関係にある夏子
は、父が倒れたと聞き実家に戻るが、
父母の懸命なリハビリを見て

原作 岡田　惠和/出演 有村　架純 原作 向田　邦子/出演 岸本　加世子

アニプレックス アニプレックス

6,000円(税別) 6,000円(税別)

レジェンド　ＰＣ アニプレックス

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ぜんまいざむらい／あくとり代官
の人生相談

ぜんまいざむらい／うばわれた
だんご剣

三日月池のミカちゃん／バブルンパ
ニック／あこがれのかみちよねーさん
／出た！辻だじゃれ　他

ねこせんべい工場の秘密／段々道
場やぶり／うばわれただんご剣／か
らくり長屋はおおさわぎ　他

監督 やすみ　哲夫/ 声 鈴木　晶子 監督 やすみ　哲夫/ 声 鈴木　晶子

*4774101* *4774102*

不確かなメロディー
ぜんまいざむらい／ぜんまいざ
むらい誕生

監督 杉山　太郎/出演 忌野　清志郎 監督 やすみ　哲夫/ 声 鈴木　晶子

２０００年にデビュー３０周年を迎えた
忌野清志郎によるライブツアーを伝
えるドキュメンタリー。

やぐら寿司の決闘／百八匹ワンコの
謎／髪結床はおおさわぎ／ぱぴぷ
ぺワンダホー／フンふんフン他

*7005551* 20,000円(税別) *4774100* 6,000円(税別)

日本映画-ドラマ 日本映画-アクション

しあわせのかおり 殺人遊戯

ある港町の小さな中華料理店。病に
倒れた老主人を助けようと、幼子を抱
えた貴子は協力を申し出る

一匹狼の殺し屋・鳴海は、抗争中の
勝田組と花井組、それぞれの組長か
ら暗殺を持ち掛けられるが…

監督 三原　光尋/出演 中谷　美紀 監督 村川　透/出演 松田　優作

*7005247* 16,000円(税別) *7005269* 16,000円(税別)

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ
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DVD DVD

2006年 2006年
1枚組 1枚組
36分 36分

4774103 ANRB2324 4774104 ANRB2325

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1978年 1978年
1枚組 1枚組
101分 101分

4797810 BWD3121 4797811 BWD3122

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1978年 1978年
1枚組 1枚組
101分 101分

4797812 BWD3123 4797813 BWD3124

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1978年 1978年
1枚組 1枚組
101分 120分

4797814 BWD3125 4797815 BWD3126

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1978年 1978年
1枚組 1枚組
101分 101分

4797816 BWD3127 4797817 BWD3128

*4774103* 6,000円(税別) *4774104* 6,000円(税別)

アニプレックス アニプレックス

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが日本絵巻　一 まんが日本絵巻　二

花の若武者那須与一／母恋し安寿
と厨子王／岩見重太郎の怪獣ヒヒ退
治／美しき女武者巴御前　他

ちえくらべ曽呂利新左衛門／象に
乗った英雄山田長政／おらんだお
いね／阿倍仲麻呂母を想う　他

監督 石黒　昇/ﾅﾚｰﾀｰ フランキー　堺 監督 石黒　昇/ﾅﾚｰﾀｰ フランキー　堺

監督 やすみ　哲夫/ 声 鈴木　晶子 監督 やすみ　哲夫/ 声 鈴木　晶子

まんが日本絵巻　七 まんが日本絵巻　八

太陽を射落せ！鎮西八郎為朝／ひ
よどり越えの逆襲源義経／哀れ！少
年白虎隊／他

孫悟空もドキッ！？忍者猿飛佐助／
母さん死なないで！先代萩／アンタ
の負け！大相撲ヤマト場所他

監督 石黒　昇/ﾅﾚｰﾀｰ フランキー　堺 監督 石黒　昇/ﾅﾚｰﾀｰ フランキー　堺

*4797816* 8,000円(税別) *4797817* 8,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

妖怪ぬえ退治源頼政／母のおもか
げ中山安兵衛／弥次さん喜多さん
ズッコケ道中／他

おひなさまのゴキブリ退治／仇討ち
哀れ曽我兄弟／海峡探検間宮林蔵
／他

8,000円(税別) 8,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが日本絵巻　五 まんが日本絵巻　六

監督 石黒　昇/ﾅﾚｰﾀｰ フランキー　堺 監督 石黒　昇/ﾅﾚｰﾀｰ フランキー　堺

*4797814* *4797815*
ブロードウェイ ブロードウェイ

ブロードウェイ ブロードウェイ

まんが日本絵巻　三 まんが日本絵巻　四

黒潮に乗った冒険児ジョン万次郎／
落城に散った愛千姫／稲妻に吠え
る竜名工左甚五郎　他

少年徳川吉宗／フランキー落語芝
浜／横綱谷風梶之助／初荷のみか
ん船紀国屋文左衛門／八百屋お七

監督 石黒　昇/ﾅﾚｰﾀｰ フランキー　堺 監督 石黒　昇/ﾅﾚｰﾀｰ フランキー　堺

*4797812* 8,000円(税別) *4797813* 8,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ブロードウェイ ブロードウェイ

*4797810* 8,000円(税別) *4797811* 8,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ぜんまいざむらい／紅白歌じま
ん合戦

ぜんまいざむらい／なめざえもん
のワナ

三日月池のウワサ／おねしょをかく
せ／勝負！泣きぬれせんべい剣／
どろぼう猫の虎次郎　他

あくとり代官修行する／なめざえもん
パパになる！？／大江戸エドワング
ランプリ／豆丸、お手！他
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1978年 1978年
1枚組 1枚組
101分 101分

4797818 BWD3129 4797819 BWD3130

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1978年 1978年
1枚組 1枚組
101分 51分

4797820 BWD3131 7005625 BWD3132

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1981年 1981年
1枚組 1枚組
189分 145分

7005170 NSDR22707 7005171 NSDR22708

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1981年 1981年
1枚組 1枚組
145分 145分

7005172 NSDR22709 7005173 NSDR22710

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1981年 2004年
1枚組 1枚組
189分 88分

7005174 NSDR22711 7005175 NSDR22712

*7005175* 8,500円(税別)

まんが日本絵巻　十一 まんが日本絵巻　十二

弥次さん喜多さん　ハラペコ道中／
壮絶！！白鯨の復しゅう　くじらとり
与五郎／他

独占！長短槍試合　完全中継　木下
藤吉郎／引き裂かれた恋　哀れ唐人
お吉／他

監督 石黒　昇/ﾅﾚｰﾀｰ フランキー　堺 監督 石黒　昇/ﾅﾚｰﾀｰ フランキー　堺

*4797820* *7005625*
ブロードウェイ ブロードウェイ

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

連続人形劇　プリンプリン物語
デルーデル編　ｖｏｌ．１

連続人形劇　プリンプリン物語
デルーデル編　ｖｏｌ．２

スイカはこわい爆弾？（第５１２回～
第５１５回）／他

ツキノヒトミは咲いたか（第５３０回～
第５３４回）／他

8,000円(税別) 8,000円(税別)

原作 石山　透/ 声 石川　ひとみ 原作 石山　透/ 声 石川　ひとみ

連続人形劇　プリンプリン物語
デルーデル編　ｖｏｌ．３

連続人形劇　プリンプリン物語
デルーデル編　ｖｏｌ．４

ツキノヒトミを探る（第５４０回～第５４４
回）／変な花・珍パンジー（第５４５回
～第５４９回）

マカローニの復しゅう（第５５０回～第
５５４回）／変装のカセイジン（第５５５
回～第５５９回）

原作 石山　透/ 声 石川　ひとみ 原作 石山　透/ 声 石川　ひとみ

*7005172* 8,500円(税別) *7005173* 8,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

原作 石山　透/ 声 石川　ひとみ 原作 石山　透/ 声 石川　ひとみ

*7005174* 8,500円(税別)

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

連続人形劇　プリンプリン物語
デルーデル編　ｖｏｌ．５

連続人形劇　プリンプリン物語
アクタ共和国総集編　前編

ジャック草で包め（第５６０回～第５６４
回）／他

独裁者ルチ将軍が治めるアクタ共和
国に連行されたプリンプリンたち。先
代の国王夫婦の秘密とは…

監督 石黒　昇/ﾅﾚｰﾀｰ フランキー　堺 監督 石黒　昇/ﾅﾚｰﾀｰ フランキー　堺

幕末の美剣士沖田総司／トンデル
がま忍者児雷也／ピンクの鬼はサウ
スポー渡辺綱／他

花のお江戸の発明王平賀源内／中
江藤樹の母／ふりむくな！走れ土方
歳三／他

*4797818* 8,000円(税別) *4797819* 8,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

*7005170* 8,500円(税別) *7005171* 8,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

まんが日本絵巻　九 まんが日本絵巻　十

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

－36－



上映権付 DVD 上映権付 DVD

1982年 1982年
1枚組 1枚組
145分 145分

7005176 NSDR22713 7005177 NSDR22714

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1982年 1982年
1枚組 1枚組
145分 145分

7005178 NSDR22715 7005179 NSDR22716

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2004年 1940年
1枚組 1枚組
94分 英語版 二ｶ国語・字幕付 65分

7005180 NSDR22717 7005201 AAM201

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1934年 1940年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 63分 英語版 二ｶ国語・字幕付 63分
7005202 AAM202 7005203 AAM203

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1948年 1942年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 61分 英語版 二ｶ国語・字幕付 61分
7005204 AAM204 7005205 AAM205

*7005202* *7005203*
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

たのしいたのしいアニメコレクショ
ン／ミッキーとあざらし

たのしいたのしいアニメコレクショ
ン／ドナルドのパイロット

１．ミッキーの猛獣狩り／２．ミッキー
とあざらし／３．ミッキーのオーケスト
ラ／他全８話

１．ミッキーの誕生日／２．ミッキーの
お化け退治／３．いたずら子象／他
全８話

6,000円(税別) 6,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

たのしいたのしいアニメコレクショ
ン／ミッキーの芝居見物

たのしいたのしいアニメコレクショ
ン／プルートの泣き虫

１．ミッキーの芝居見物／２．ミッキー
の移動住宅／３．ミッキーの巨人退
治／他全８話

１．ミッキーのハワイ旅行／２．ミッ
キーの不思議な薬／他全８話

連続人形劇　プリンプリン物語
アクタ共和国総集編　後編

たのしいたのしいアニメコレクショ
ン／ミッキーのドキドキ汽車旅行

岩波映像 岩波映像

*7005204* 6,000円(税別) *7005205* 6,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

原作 石山　透/ 声 石川　ひとみ

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-幼児，児童

独裁者ルチ将軍が治めるアクタ共和
国に連行されたプリンプリンたち。先
代の国王夫婦の秘密とは…

１．ミッキーのドキドキ汽車旅行／２．
ミッキーの捕鯨船／３．ミッキーの大
演奏会／他全８話

*7005180* 8,500円(税別) *7005201* 6,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ 岩波映像

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

連続人形劇　プリンプリン物語
ガランカーダ編　ｖｏｌ．３

連続人形劇　プリンプリン物語
ガランカーダ編　ｖｏｌ．４

地下の国　タンガラトントン（第６３７回
～第６４１回）／他

ランカータウンは完成したが（第６４７
回～第６５１回）／他

原作 石山　透/ 声 石川　ひとみ 原作 石山　透/ 声 石川　ひとみ

*7005178* 8,500円(税別) *7005179* 8,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

ガランカーダの姫　（第６１７回～第６
２１回）／他

ガランカーダの地下室（第６２７回～
第６３１回）／他

8,500円(税別) 8,500円(税別)

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

連続人形劇　プリンプリン物語
ガランカーダ編　ｖｏｌ．１

連続人形劇　プリンプリン物語
ガランカーダ編　ｖｏｌ．２

原作 石山　透/ 声 石川　ひとみ 原作 石山　透/ 声 石川　ひとみ

*7005176* *7005177*
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DVD DVD

2006年 2006年
1枚組 1枚組
118分 118分

7005305 PCBP12369 7005306 PCBP12370

DVD DVD

2006年 2006年
1枚組 1枚組
118分 118分

7005307 PCBP12371 7005308 PCBP12372

DVD DVD

2017年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 113分 英語版 二ｶ国語・字幕付 108分
7005311 VWDG5948 7005312 VWDG5952

DVD DVD

年 2014年
1枚組 1枚組
69分 65分

7005320 VWDGL8785 7005323 TDV25281

DVD DVD

2015年 2015年
1枚組 1枚組
65分 65分

7005324 TDV25282 7005325 TDV26130

*7005320* 8,125円(税別) *7005323* 5,000円(税別)

ポニーキャニオン 東宝

ふうせんいぬ　ティニー　２
ふうせんいぬ　ティニー／せかい
いっしゅう！　１

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

監督 稲葉　大樹/ 声 小林　由美子 監督 稲葉　大樹/ 声 小林　由美子

からだに風船を巻きつけた茶色い子
犬・ティニーは、風に飛ばされ雲の上
の世界へ。１４話～２６話

風船で雲の世界に飛んで来た子犬
のティニーが、「金のつけヒゲ」を探し
て大冒険。１話～１３話。

*7005324* 5,000円(税別) *7005325* 5,000円(税別)

東宝 東宝

プライドランドの平和を守る新リー
ダー・カイオン率いる新生ライオン・
ガード達の大活躍を描く。

エレナとアバローの秘密／魔法の戦
い／立派なリーダー

8,125円(税別) 8,125円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ディズニー　ツムツム ふうせんいぬ　ティニー　１

１　クリスマツム／２　ツムと池の氷上
／３　ハチミツムポップコーン／４　ツ
ムはパティシエ／他

からだに風船を巻きつけた茶色い子
犬・ティニーは、風に飛ばされ、雲の
上の世界へ。１話～１３話
監督 稲葉　大樹/ 声 小林　由美子

ライオン・ガード　生命の大地
アバローのプリンセス　エレナ／
ソフィアのペンダント

*7005311* *7005312*
ポニーキャニオン ポニーキャニオン

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

ちびまる子ちゃん「ヒロシの母の
日」の巻

ちびまる子ちゃん「青い瞳のとも
だち」の巻

「マーマレードは大人の味？」の巻／
「ヒロシの母の日」の巻／他

「青い瞳のともだち」の巻／「チャンネ
ルがこわれた！」の巻／「花嫁さんの
ブーケ」の巻／他

製作 本橋　浩一/ 声 ＴＡＲＡＫＯ 製作 本橋　浩一/ 声 ＴＡＲＡＫＯ

*7005307* 2,800円(税別) *7005308* 2,800円(税別)

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

ちびまる子ちゃん「まる子、妖精
に会いたい」の巻

ちびまる子ちゃん「たまえメモリー
が消えた！？」の巻

「アートでしあわせ」の巻／「おかし博
士への道」の巻／「虫にご用心！」の
巻／他

「中野さんとお花見」の巻／「まる子、
お相撲さんに出会う」の巻／他

製作 本橋　浩一/ 声 ＴＡＲＡＫＯ 製作 本橋　浩一/ 声 ＴＡＲＡＫＯ

*7005305* 2,800円(税別) *7005306* 2,800円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童
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DVD 上映権付 DVD

2015年 1987年
1枚組 1枚組
65分 26分

7005326 TDV26179 7005340 7005340

DVD 上映権付 DVD

1992年 1992年
4枚組 1枚組
707分 24分

7005345 BFTD0087 7005349 CKVA0007

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1942年 1941年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 57分 英語版 二ｶ国語・字幕付 62分
7005360 DKLA1119 7005361 DKLA1120

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1940年 1939年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 63分 英語版 二ｶ国語・字幕付 62分
7005362 DKLA1121 7005363 DKLA1122

上映権付 DVD DVD

1938年 2015年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 68分 英語版 二ｶ国語・字幕付 161分
7005364 DKLA1123 7005389 VWDG6454

がんばれスイミー

風船で雲の世界に飛んで来た子犬
のティニーが、「金のつけヒゲ」を探し
て大冒険。１４話～２６話

教育映画祭賞；動画部門作品，小さ
な魚スイミーが、すばらしい海を泳い
でみたいという夢を抱き…

監督 稲葉　大樹/ 声 小林　由美子 製作 村田　耕一/ 

ドナルドダック　２

ドナルドのベルボーイ／ドナルドのパ
イロット／ドナルドの透明人間／他全
８話

ドナルドのお料理／ドナルドのカメラ
大好き／ドナルドの牧場／他全８話

声 高橋　駿太 声 高橋　駿太

ドナルドの南極探検／ドナルドの腕
白教育／ドナルドの腕白時代／ドナ
ルドの昼寝／他全８話

１「新たなヒーロー」／２「小惑星帯へ
突入」／３「ザンダー救出大作戦」／
他

4,800円(税別) 8,125円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-ＳＦ，ホラー

ドナルドダック　５
ＬＥＧＯ　スター・ウォーズ／フリー
メーカーの冒険　シーズン１　１

声 高橋　駿太 制作 エリック・ウィルストラップ/ 声 ニコラス・カントゥ

*7005364* *7005389*
ケイメディア ポニーキャニオン

ケイメディア ケイメディア

*7005362* 4,800円(税別) *7005363* 4,800円(税別)

ケイメディア ケイメディア

*7005345* 22,000円(税別) *7005349* 15,000円(税別)

ＢＢＢ 株式会社シネマ沖縄

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

監督 石黒　昇/ 声 ＴＡＲＡＫＯ 監督 野村　岳也/ 声 本名　陽子

*7005360* 4,800円(税別) *7005361* 4,800円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ドナルドダック　３ ドナルドダック　４

ドナルドの消防隊長／ドナルドの摩
天楼／ドナルドの夏休み／他全８話

ドナルドのポリスマン／ドナルドのサ
インマニア／ドナルドのペンギン／
他全８話

声 高橋　駿太 声 高橋　駿太

*7005326* *7005340*
東宝 北星

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-戦争

みかん絵日記　ＤＶＤ‐ＢＯＸ　デ
ジタルリマスター版

石の声／沖縄戦マラリア地獄の
記憶

人間の言葉を話す不思議なネコ・み
かんと、飼い主の小学生・草凪吐夢
との笑いと涙のストーリー。

第二次大戦末期、沖縄戦のさ中に起
きた住民たちのマラリア罹患による悲
劇をアニメーションで描く

5,000円(税別) 5,000円(税別)

ドナルドダック　１

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ふうせんいぬ　ティニー／せかい
いっしゅう！　２

－39－



DVD DVD

2015年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 138分 英語版 二ｶ国語・字幕付 108分
7005390 VWDG6455 7005425 GNBR3850

上映権付 DVD DVD

年 2016年
1枚組 1枚組
13分 英語版 二ｶ国語・字幕付 51分

7005426 7005426 7005450 FXBR83580

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

日本語吹替 42分 118分
7005470 PCBX10899 7005490 PCBP12378

DVD 上映権付 DVD

2009年 年
1枚組 1枚組
118分 15分

7005491 PCBP12379 7005548 7005548

DVD DVD

2012年 2015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 73分
7005561 RDD80251 7005572 1000699211

北星 ２０世紀フォックス　ＨＥ

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

きかんしゃトーマス　ソドー島ツ
アー／ビックリ！！ハプニング編

ちびまる子ちゃんセレクション　グ
ルメなエピソード　１

貨車ハプニング編／ゴードンの丘編
／いろんなハプニング編／自然のハ
プニング編／他

「たき火で焼きリンゴ」の巻／「お母さ
んがひいき？」の巻／「マスクメロン
が来た！」の巻／他

演出 飯塚　康一/ 声 金光　宣明 製作 本橋　浩一/ 声 ＴＡＲＡＫＯ

*7005470* *7005490*
ポニーキャニオン ポニーキャニオン

ソニー・ピクチャーズ ワーナー・ブラザース

モンスター・ホテル トムとジェリー／スパイ・クエスト

モンスターたちが安心して休暇を過
ごす社交の場、モンスター・ホテルに
人間の若者が迷い込んで…

世界的に有名なスパイ少年のＪＱと知
り合ったトムとジェリーが誘拐された
彼の父を探して大冒険。

監督 ゲンディ・タルタコフスキー/ 声 アダム・サンドラー 製指 サム・レジスター/ 声 肝付　兼太

*7005561* 16,000円(税別) *7005572* 16,000円(税別)

製作 本橋　浩一/ 声 ＴＡＲＡＫＯ 企画 小野　国三/ 

ちびまる子ちゃんセレクション　さ
くら家のエピソード　１

天の岩戸

「おじいちゃんの宝物」の巻／「ケン
カするほど仲がいい」の巻／「親の欲
目」の巻／他

文部科学省，弟スサノヲによる傍若
無人に耐えかねたアマテラスは天の
岩戸に引きこもってしまう。

*7005491* 2,800円(税別) *7005548* 5,000円(税別)

ポニーキャニオン 北星

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-幼児，児童

2,800円(税別) 2,800円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

大男とクリスマスツリー
アイス・エイジ／ショートフィルム・
セレクション

語り 岸田　今日子 製指 カルロス・サルダーニャ/ 声 ジョン・レグイザモ

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-ドラマ

厚生労働省中央児童福祉審議会，
山奥から降りてきた２人の大男はクリ
スマスツリーが欲しくなって

『アイス・エイジ／エッグハント』と『ア
イス・エイジ／クリスマス』の２作品を
収録した短編集。

*7005426* 5,000円(税別)

動画，人形劇-ＳＦ，ホラー 動画，人形劇-ドラマ

ＬＥＧＯ　スター・ウォーズ／フリー
メーカーの冒険　シーズン１　２

ＳＩＮＧ／シング

８「試練のとき」／９「クリスタル争奪
戦」／１０「ゾーの作り主」／１１「ホス
の対決」／他

倒産寸前の劇場を経営するコアラの
バスターは、かつての盛況を取り戻
そうと歌唱コンテストを開く

制作 エリック・ウィルストラップ/ 声 ニコラス・カントゥ 監督 ガース・ジェニングス/ 声 マシュー・マコノヒー

*7005390* 8,125円(税別) *7005425* 16,000円(税別)

ポニーキャニオン ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン

*7005450* 12,500円(税別)
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DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 81分 英語版 二ｶ国語・字幕付 86分
7005573 1000635204 7005606 DC207

DVD DVD

年 2017年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 129分 英語版 二ｶ国語・字幕付 116分
7005612 BCDR3626 7005630 VWDG6549

DVD DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 90分 英語版 二ｶ国語・字幕付 57分
7005631 GNBR4020 7005634 VWDG5956

上映権付 DVD DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
90分 英語版 二ｶ国語・字幕付 102分

7005636 NSDS22954 7005637 1000706310

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005684 BWD2811 7005685 BWD2812

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-幼児，児童

この世界の片隅に カーズ／クロスロード

監督 片渕　須直/ 声 のん 監督 ブライアン・フィー/ 声 土田　大

*7005612* *7005630*
バンダイビジュアル 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

ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン ポニーキャニオン

ワーナー・ブラザース チャンス　イン

１９４４年、１８歳で呉に嫁いだすず。
生活が苦しい中でも毎日の暮らしを
大切に積み重ねていく。

サーキットに君臨する天才レー
サー、ライトニング・マックィーン。だ
が次世代のレーサーが現れ…

16,000円(税別) 16,000円(税別)

*7005573* 16,000円(税別) *7005606* 18,000円(税別)

トムとジェリー／すくえ！魔法の
国オズ

ドラゴンキングダム／魔法の森と
水晶の秘密

魔法の国オズから帰ってきたドロ
シーとトムとジェリーたち。そこに地底
から悪のノーム王が現れて

ドラゴン退治を夢見る少年ニッキー
は大魔法使いの弟子エディと一緒に
魔法の国へ連れていかれて…

製指 サム・レジスター/ 声 佐藤　せつじ 監督 マヌク・デポヤン/ 声 松村　沙友理

ブロードウェイ ブロードウェイ

8,000円(税別) 8,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ワーナー・ブラザース

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．１

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．２

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「おおかみと七ひきの子やぎ」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「はだかの王様」他

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005684* *7005685*

デザインあ
レゴ　ニンジャゴー／ザ・ムー
ビー

製指 佐藤　卓/音楽 コーネリアス 監督 チャーリー・ビーン/出演 松井　恵理子

１．デザインの観察／２．デザインの
見学／３．つくる／４．解散！／５．
思ってたんとちがう／他

悪の帝王ブラックガーマドンの攻撃
からニンジャゴーシティを守るため、
若きニンジャが立ち上がる

*7005636* 12,000円(税別) *7005637* 16,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

怪盗グルーのミニオン大脱走 ラプンツェル／あたらしい冒険

大悪党バルタザールを取り逃がし、
反悪党同盟をクビになったグルー。
そこに双子の兄からの便りが

王宮での慣れない生活にストレスを
ためたラプンツェルは、侍女のカサン
ドラと王宮を抜け出して…

監督 ピエール・コフィン　他/ 声 スティーヴ・カレル 監督 トム・コールフィールド/ 声 マンディ・ムーア

*7005631* 16,000円(税別) *7005634* 10,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-ＳＦ，ホラー
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005686 BWD2813 7005687 BWD2814

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005688 BWD2815 7005689 BWD2816

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005690 BWD2817 7005691 BWD2818

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005692 BWD2819 7005693 BWD2820

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005694 BWD2921 7005695 BWD2922

*7005686* 8,000円(税別) *7005687* 8,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．５

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．６

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「王様の耳はろばの耳」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「金色のがちょう」他

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．１１

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．１２

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「アリババと四十にんの盗賊」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「さるのきも」他

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005694* 8,000円(税別) *7005695* 8,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「ロスタムとソホラーブ」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「町のねずみといなかのねずみ」
他

8,000円(税別) 8,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．９

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．１０

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005692* *7005693*
ブロードウェイ ブロードウェイ

ブロードウェイ ブロードウェイ

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．７

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．８

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「十二の月」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「さまよえるオランダ人」他

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005690* 8,000円(税別) *7005691* 8,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ブロードウェイ ブロードウェイ

*7005688* 8,000円(税別) *7005689* 8,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．３

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．４

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「まほうのソーセージ」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「赤ずきんちゃん」他
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005696 BWD2923 7005697 BWD2924

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005698 BWD2925 7005699 BWD2926

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005700 BWD2927 7005701 BWD2928

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005702 BWD2929 7005703 BWD2930

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005704 BWD2961 7005705 BWD2962

*7005705* 8,000円(税別)

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．１５

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．１６

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「医者になったおひゃくしょうさ
ん」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「なかまはずれのこうもり」他

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005698* *7005699*
ブロードウェイ ブロードウェイ

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．１７

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．１８

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「かめがのろのろあるくわけ」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「オルペウスのたて琴」他

8,000円(税別) 8,000円(税別)

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．１９

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．２０

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「どうしていぬとねこは仲がわる
いか」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「わらと炭とそらまめ」他

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005702* 8,000円(税別) *7005703* 8,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005704* 8,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．２１

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．２２

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「イワンのばか」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「仕事をとりかえたおやじさん」他

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「おばあさんと白熊」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「にじの湖」他

*7005696* 8,000円(税別) *7005697* 8,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ブロードウェイ ブロードウェイ

*7005700* 8,000円(税別) *7005701* 8,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．１３

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．１４

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005706 BWD2963 7005707 BWD2964

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005708 BWD2965 7005709 BWD2966

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005710 BWD2967 7005711 BWD2968

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005712 BWD2969 7005713 BWD2970

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005714 BWD3031 7005715 BWD3032

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005712* *7005713*
ブロードウェイ ブロードウェイ

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．３１

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．３２

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「不思議の国のアリス」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「くるみわり人形」他

8,000円(税別) 8,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．２９

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．３０

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「少女コゼット」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「白鳥の湖」他

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．２７

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．２８

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

ブロードウェイ ブロードウェイ

*7005714* 8,000円(税別) *7005715* 8,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「にんじん」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「ナイチンゲール物語」他

*7005710* 8,000円(税別) *7005711* 8,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．２５

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．２６

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「水の精と少年」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「ありときりぎりす」他

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005708* 8,000円(税別) *7005709* 8,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「きつねのさいばん」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「かぜをひいたうさぎ」他

8,000円(税別) 8,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．２３

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．２４

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005706* *7005707*
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005716 BWD3033 7005717 BWD3034

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005718 BWD3035 7005719 BWD3036

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005720 BWD3037 7005721 BWD3038

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005722 BWD3039 7005723 BWD3040

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005724 BWD3061 7005725 BWD3062

*7005722* 8,000円(税別) *7005723* 8,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．４１

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．４２

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「こうのとりになった王様」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「カエルが鳴くと雨になるわけ」他

*7005724* 8,000円(税別) *7005725* 8,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「うさぎがバターをとる話」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「雲のかじ屋さん」他

8,000円(税別) 8,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．３９

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．４０

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「三色すみれ」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「アルプスの名犬バリー」他

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．３７

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．３８

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005720* *7005721*
ブロードウェイ ブロードウェイ

ブロードウェイ ブロードウェイ

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．３５

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．３６

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「春伊とひきがえる」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「デイックと猫」他

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005718* 8,000円(税別) *7005719* 8,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ブロードウェイ ブロードウェイ

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．３３

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．３４

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「雪だるまの詩」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「マンゴーの実と猿の王様」他

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005716* 8,000円(税別) *7005717* 8,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

－45－



上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005726 BWD3063 7005727 BWD3064

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005728 BWD3065 7005729 BWD3066

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005730 BWD3067 7005731 BWD3068

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005732 BWD3069 7005733 BWD3070

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005734 BWD3081 7005735 BWD3082

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．４４

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「なし売り仙人」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「ねずみの嫁入り」他

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．４８

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「ふしぎなオルガン」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「少年とサメの王様」他

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「赤毛のわんぱく酋長」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「小公女セーラ　第１話」他

8,000円(税別) 8,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．５１

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．５２

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005734* *7005735*
ブロードウェイ ブロードウェイ

ブロードウェイ ブロードウェイ

*7005732* 8,000円(税別) *7005733* 8,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

*7005728* 8,000円(税別) *7005729* 8,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005730* 8,000円(税別) *7005731* 8,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．４９

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．５０

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「星のコスモス」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「星座・白鳥の涙」他

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005726* *7005727*
ブロードウェイ ブロードウェイ

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．４５

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．４６

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「夏至の夜の話」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「ああ無情　第１話」他

8,000円(税別) 8,000円(税別)

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．４７

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．４３

－46－



上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005736 BWD3083 7005737 BWD3084

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005738 BWD3085 7005739 BWD3086

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005740 BWD3087 7005741 BWD3088

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1979年 1979年
1枚組 1枚組
45分 45分

7005742 BWD3089 7005743 BWD3090

上映権付 DVD DVD

2016年 2014年
1枚組 1枚組
33分 90分

7005366 SPD018 7005472 KIMIP003

ブロードウェイ ブロードウェイ

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．５７

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．５８

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「ルパンもびっくり！どろぼうの名
人」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「蛙の王子さま」他

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005740* *7005741*
ブロードウェイ ブロードウェイ

WHITE LABEL キングエイトファクトリー

陰陽ヨガ
簡単！今日から始められる　健
康ケアエクササイズ

１．呼吸法／２．木と火の章／３．土
の章／４．金と水の章

骨盤の歪みや冷え性の改善、免疫
力のアップなど健康な身体作りのた
めのエクササイズを丁寧に解説

監修 斉藤　未知/出演 斉藤　未知 企画 ｋｉｍｉ達プロジェクト/ 

*7005366* 15,000円(税別) *7005472* 5,000円(税別)

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．５９

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．６０

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「小さなヘーベルマン」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「ぶた飼い王子」他

*7005742* 8,000円(税別) *7005743* 8,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

スポーツ，体育-体操 スポーツ，体育-体操

8,000円(税別) 8,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．５５

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．５６

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「小公女セーラ　第１０話」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「クオレ　愛の学校　第２話」他

*7005738* 8,000円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．５３

まんが世界昔ばなし　ＨＤリマス
ター版　ＶＯＬ．５４

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「小公女セーラ　第５話」他

文化庁こども向けテレビ用優秀映画
賞，「小公女セーラ　第８話」他

製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子 製作 丹野　雄二/ 声 宮城　まり子

*7005736* 8,000円(税別) *7005737* 8,000円(税別)

ブロードウェイ ブロードウェイ

*7005739* 8,000円(税別)

－47－



上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
50分 50分

7005603 RFD1230 7005604 RFD1231

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 4枚組
52分 240分

7005605 RFD1232 7005387 7005387

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組
107分 92分

7005342 ADV212 7005343 ADV213

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2016年
1枚組 2枚組
104分 153分

7005344 ADV214 7005577 MPNM16063

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
54分 99分

7005536 MPNM01457 7005537 MPNM01458

スポーツ，体育-ダンス 文芸-詩歌

小学生のためのリズムダンス／
初級編

四季彩万葉集

講師 ＥＧＡ

*7005605* *7005387*
ローランズ・フィルム 株式会社サンフォニックス

教育，学習１-情報科学 教育，学習１-国語

アスク アスク

ローランズ・フィルム ローランズ・フィルム

１．ステップレクチャー／２．ステップ
アップ形式／３．基本＆応用

藍の巻／朱の巻／黄の巻／翠の巻

7,000円(税別) 20,000円(税別)

*7005603* 7,000円(税別) *7005604* 7,000円(税別)

小学生のためのリズムダンス／
基礎編

小学生のためのリズムダンス／
入門編

１．リズム取り／２．ストレッチ／３．ア
イソレーション

１．ダウンとアップ／２．ステップ／３．
コンビネーション

講師 ＥＧＡ 講師 ＥＧＡ

丸善 丸善

0円(税別) 0円(税別)

アスク 丸善

教育，学習１-国語 教育，学習１-国語

漢文篇　第１巻　漢文を読む　史
伝・思想

漢文篇　第２巻　唐詩を詠む

１　漢文の基礎を知る／２　論語／３
十八史略（戦国時代）／４　孟子／５
韓非子／他

１　五言絶句／２　七言絶句／３　五
言律詩／４　七言律詩／５　五言古
詩／６　七言古詩

監修 菅野　雅雄/朗読 高橋　美紀子 監修 菅野　雅雄/朗読 高橋　美紀子

*7005536* *7005537*

いまさら誰にも聞けない！／スマ
ホ＆タブレット　第３巻

漢文篇　全２巻

監修 菅野　雅雄/朗読 高橋　美紀子

第３巻　スマートフォンを活用してみ
よう　こんなこともできる便利なアプリ
編

第１巻　漢文を読む／第２巻　唐詩を
詠む

*7005344* 9,600円(税別) *7005577* 36,000円(税別)

教育，学習１-情報科学 教育，学習１-情報科学

いまさら誰にも聞けない！／スマ
ホ＆タブレット　第１巻

いまさら誰にも聞けない！／スマ
ホ＆タブレット　第２巻

第１巻　これさえ見ればラクラク操作
とてもかんたんなスマホの基本編

第２巻　スマートフォンを使ってみよう
電話・メール・カメラ・ネット編

*7005342* 9,600円(税別) *7005343* 9,600円(税別)

スポーツ，体育-ダンス スポーツ，体育-ダンス

－48－



上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
3枚組 1枚組
229分 90分

7005575 MPNM16061 7005528 MPNM01449

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
74分 65分

7005529 MPNM01450 7005530 MPNM01451

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
5枚組 1枚組
348分 79分

7005576 MPNM16062 7005531 MPNM01452

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
99分 39分

7005532 MPNM01453 7005533 MPNM01454

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2016年 2016年
1枚組 1枚組
47分 84分

7005534 MPNM01455 7005535 MPNM01456

*7005575* 54,000円(税別) *7005528* 0円(税別)

丸善 丸善

教育，学習１-国語 教育，学習１-国語

近・現代文篇　第２巻　現代の小
説を読む

近・現代文篇　第３巻　近現代の
詩歌を詠む

１「富嶽百景」太宰治／２「鞄」安部公
房／３「ナイン」井上ひさし／他

１「一つのメルヘン」中原中也／２
「サーカス」中原中也／３「永訣の朝」
宮沢賢治／他

監修 菅野　雅雄/朗読 高橋　美紀子 監修 菅野　雅雄/朗読 高橋　美紀子

監修 菅野　雅雄/朗読 高橋　美紀子 監修 菅野　雅雄/朗読 高橋　美紀子

古文篇　第４巻　和歌と俳句を詠
む

古文篇　第５巻　日記・紀行・軍
記を読む

１　万葉集／２　古今和歌集／３　新
古今和歌集／４　俳句

１　土佐日記／２　更級日記／３　奥
の細道／４　平家物語

監修 菅野　雅雄/朗読 高橋　美紀子 監修 菅野　雅雄/朗読 高橋　美紀子

*7005534* 0円(税別) *7005535* 0円(税別)

丸善 丸善

１　源氏物語／２　大鏡 １　枕草子／２　方丈記／３　徒然草

0円(税別) 0円(税別)

教育，学習１-国語 教育，学習１-国語

古文篇　第２巻　物語を読む 古文篇　第３巻　随筆を読む

監修 菅野　雅雄/朗読 高橋　美紀子 監修 菅野　雅雄/朗読 高橋　美紀子

*7005532* *7005533*
丸善 丸善

丸善 丸善

古文篇　全５巻
古文篇　第１巻　説話と物語を読
む

第１巻　説話と物語を読む／第２巻
物語を読む／第３巻　随筆を読む／
他

１　今昔物語集／２　宇治拾遺物語
／３　古今著聞集／４　竹取物語／５
伊勢物語

監修 菅野　雅雄/朗読 高橋　美紀子 監修 菅野　雅雄/朗読 高橋　美紀子

*7005576* 90,000円(税別) *7005531* 0円(税別)

教育，学習１-国語 教育，学習１-国語

丸善 丸善

*7005529* 0円(税別) *7005530* 0円(税別)

教育，学習１-国語 教育，学習１-国語

教育，学習１-国語 教育，学習１-国語

近・現代文篇　全３巻
近・現代文篇　第１巻　近代の小
説を読む

第１巻　近代の小説を読む／第２巻
現代の小説を読む／第３巻　近現代
の詩歌を詠む

１「羅生門」芥川龍之介／２「こころ」
夏目漱石／３「舞姫」森鴎外／４「檸
檬」梶井基次郎／他
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DVD 上映権付 DVD

2007年 2009年
1枚組 1枚組
50分 30分

7005231 V1131 7005338 KIC806

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2015年
1枚組 1枚組
85分 二ｶ国語 71分

7005365 7005365 7005434 NSDR22938

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
80分 80分

7005486 NSDS22743 7005487 NSDS22744

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2011年 2017年
1枚組 1枚組
90分 28分

7005488 NSDS22745 7005596 COBC6993

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2017年 2017年
1枚組 1枚組
28分 28分

7005597 COBC6992 7005598 COBC6991

*7005488* 9,000円(税別) *7005596* 8,000円(税別)

教育，学習２-幼児，児童 教育，学習２-幼児，児童

パジャマをきよう！はをみがこ
う！

ママのおてつだいをしよう！

なかなおりできるかな？／ちいさいど
うぶつおおきいどうぶつ／ひとりでね
られるかな？／他全４話

あそんでいいところ、だめなところ／
ママのおてつだいをしよう！／他全４
話

*7005597* 8,000円(税別) *7005598* 8,000円(税別)

ある認定こども園の挑戦ＩＩ　育ち
あう保育　子ども・親・保育者

カズオ・イシグロ　文学白熱教室

１．認定こども園　さざなみの森　誕
生／２．ミニレクチャー／３．０、１、２
歳児の保育／他

２０１７年ノーベル文学賞を受賞した
カズオ・イシグロが、学生に文学を語
る「白熱教室」シリーズ

企画 増田　まゆみ/協力 認定こども園　さざなみの森 講師 カズオ・イシグロ

*7005365* *7005434*
岩波映像 ＮＨＫエンタープライズ

教育，学習２-科学 教育，学習２-科学

大科学実験　１ 大科学実験　２

空飛ぶクジラ／卵の上に立つラクダ
／水深１００００ｍ！？／かなりしょっ
ぱいウェディング／他

太陽で料理しよう／声でコップが割
れる？／静電気でお絵かき／氷でた
き火／忍者になろう／他

日本コロムビア 日本コロムビア

ＮＨＫエンタープライズ 日本コロムビア

*7005486* 9,000円(税別) *7005487* 9,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

教育，学習２-科学 教育，学習２-幼児，児童

大科学実験　３ いろいろなおとをならそう！

リンゴは動きたくない！？／さわらず
に球を動かせ／高速スピンの謎／
ボールは戻ってくる？／他

おもさのふしぎ／おりがみであそぼう
／くっつくものってどんなもの？／他
全４話

18,000円(税別) 9,000円(税別)

監修 ＮＰＯ法人　ガリレオ工房/ﾅﾚｰﾀｰ 細野　晴臣 監修 ＮＰＯ法人　ガリレオ工房/ﾅﾚｰﾀｰ 細野　晴臣

監修 ＮＰＯ法人　ガリレオ工房/ﾅﾚｰﾀｰ 細野　晴臣

製指 辻　信太郎/ 声 林原　めぐみ 声 塾　一久

あいうえおの５０音を、アニメや、パ
ペットによるうたとおどりで、キティ
ちゃんと楽しく学ぼう

愛らしいしぐさが人気の動物のコアラ
やプレーリードック等を、ものしり博士
と一緒に見ていく。

*7005231* 6,000円(税別) *7005338* 5,600円(税別)

サンリオ ケイメディア

教育，学習２-教育 教育，学習２-文学思想

ハローキティのマジカルあいうえ
お

かわいいどうぶつがいっぱい！

教育，学習２-国語 教育，学習２-動物
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館名：　

担当：　

TEL/FAX：

E-MAIL：

No．
ﾒﾃﾞｨｱ
種別

ﾀｲﾄﾙｺｰﾄﾞ又は
品番

枚数 価格 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

発注書送付先　FAX ： 03-5298-1789

映像資料専用注文書映像資料専用注文書映像資料専用注文書映像資料専用注文書

平成　　　年　　　月　　　日

タイトル

御中

住所：　
〒

　　ライブラリー
　　コンテンツサービス（株）

小計

消費税

合計金額
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