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●館外上映・団体貸出可DVD

分類 規格 番号 タイトル 備　　　　考 税込価格 コ　メ　ン　ト

洋画 LCST 1003 シェーン Shane
監督：ジョージ・スティーヴンス　出演：アラン・ラッド、
ヴァン・ヘフリン　アカデミー賞(26回）：１部門受賞、４部
門ノミネート

¥11,000
開拓地ワイオミングのスターレット家に世話になっていた旅人のシェーンは、スターレット家を
目の敵にしている牧場主ライカー一味と対決する。

洋画 LCST 1004 ⾃転⾞泥棒 Ladri Di Biciclette
監督：ヴィットリオ・デ・シーカ　出演：ランベルト・マジョ
ラーニ、エンツォ・スタヨーラ　アカデミー賞(22回）：１部
門受賞、１部門ノミネート

¥11,000
第２次大戦後のローマ。長い失業後やっと映画のポスター貼りの職を得たアントニオは、仕
事に必要な自転車を盗まれてしまう。

洋画 LCST 1005 オズの魔法使い The Wizard of Oz
監督：ヴィクター・フレミング　出演：ジュディ・ガーラン
ド、バート・ラー　アカデミー賞(第12回）：２部門受賞、４
部門ノミネート

¥11,000 カンザスの田舎に住む少女ドロシー（ガーランド）は竜巻に巻き込まれオズの国へ。

洋画 LCST 1006
風と共に去りぬ Gone with ｔhe 
Wind

監督：ヴィクター・フレミング　出演：ヴィヴィアン・リー、
クラーク・ゲイブル　アカデミー賞(第12回）：８部門受
賞、５部門ノミネート

¥11,000
1939年度アカデミー賞８部門受賞の超大作。南北戦争前後のアトランタを舞台に激動の時
代に生きるスカーレット・オハラの炎のような恋と波乱万丈の半生を雄大なスケールで描い
た。

洋画 LCST 1007 シャレード Charade
監督：スタンリー・ドーネン　出演：オードリー・ヘプバー
ン、ケイリー・グラント　アカデミー賞(第36回）：１部門ノ
ミネート

¥11,000
パリと高級リゾート地を舞台に、殺人事件に巻き込まれる未亡人をオードリー・ヘプバーンが
演じるロマンティック・サスペンス作品。

洋画 LCST 1008 駅⾺⾞ Stagecoach
監督：ジョン・フォード　出演：ジョン・ウェイン、トーマス・
ミッチェル　アカデミー賞(第12回）：２部門受賞、５部門
ノミネート

¥11,000
西部劇の第一人者ジョン・フォード監督とジョン・ウェインが組んだ初めての作品にして代表
作。

洋画 LCST 1009 禁じられた遊び Jeux Interdits
監督：ルネ・クレマン　出演：ブリジット・フォッセー、ジョ
ルジュ・プージュリイ　アカデミー賞(第25回）：１部門受
賞　１部門ノミネート

¥11,000 巨匠ルネ・クレマン監督が子供の視線で戦争を描いた反戦映画の不滅の名作。

洋画 LCST 1010
誰が為に鐘は鳴る For Whom the 
Bell Tolls

監督：サム・ウッド　出演：ゲイリー・クーパー、イング
リッド・バーグマン　アカデミー賞(第16回）：１部門受
賞、８部門ノミネート

¥11,000
文豪ヘミングウェイの原作をもとに、サム・ウッド監督がゲイリー・クーパーとイングリッド・バー
グマンの二大スターを迎え、３年もの月日を費やして完成させた珠玉のラブストーリー。

洋画 LCST 1011 ローマの休日 Roman Holiday
監督：ウィリアム・ワイラー　出演：オードリー・ヘプバー
ン、グレゴリー・ペック　アカデミー賞(第26回）：３部門
受賞、７部門ノミネート

¥11,000
ローマに滞在中の某小国の王女アン（ヘプバーン）は公務に疲れ、ある夜自由を夢見て公
邸から脱走する。

洋画 LCST 1012 第三の男 The Third Man
監督：キャロル・リード　出演：ジョセフ・コットン、オーソ
ン・ウェルズ　アカデミー賞(第23回）：１部門受賞、２部
門ノミネート

¥11,000
第２次大戦直後の廃墟と化したウイーンを舞台にキャロル・リード監督がグレアム・グリーンの
世界に挑んだサスペンス映画。

洋画 LCST 1013 若草物語 Little Woman
監督：マーヴィン・ルロイ 　出演：ジューン・アリソン、
マーガレット・オブライエン　アカデミー賞(第22回）：3部
門受賞、1部門ノミネート

¥11,000 映画化。アメリカ北東部の小さな町で暮らすマーチ家の４姉妹。

洋画 LCST 1014 仔⿅物語 The Yearling
監督：クラレンス・ブラウン　出演：グレゴリー・ペック、
ジェーン・ワイマン　アカデミー賞（第19回）　3部門受賞　
5部門ノミネート

¥11,000
フロリダ北部の林で自然と戦いながら農作をするバクスター一家。やせて背の高い父親のペ
ニー（グレゴリー・ペック）と家事に追われる母、息子ジョディの開拓生活と動物たちとのふれ
あいを通じて少年の成長を描いた作品。

洋画 LCST 1015 キング・コング King Kong 監督：メリアン・Ｃ・クーパー、アーネスト・Ｂ・シュード
サック　出演：フェイ・レイ、ロバート・アームストロング

¥11,000 ハリウッドが当時の最大限の特殊効果を駆使して生み出した怪物映画の最高傑作。

洋画 LCST 1016 レベッカ Rebecca
監督：アルフレッド・ヒッチコック　出演：ローレンス・オリ
ヴィエ、ジョーン・フォンテイン　アカデミー賞(第13回）：
２部門受賞、９部門ノミネート

¥11,000
貧しいヒロイン（ジョン・フォンテーン）は英国紳士マキシム（ローレンス・オリヴィエ）にマンダレ
イ屋敷の後妻として迎えられるが・・・

洋画 LCST 1017 雨に唄えば Singin' in the Rain
監督：ジーン・ケリー、スタンリー・ドーネン　出演：ジー
ン・ケリー、デビー・レイノルズ　アカデミー賞(第25回）：
２部門ノミネート

¥11,000
サイレントからトーキーに移行しはじめた時代のハリウッド、人気スターのドンとリーナは１０本
以上の作品に共演する名コンビ。

洋画 LCST 1018 カサブランカ Casablanca
監督：マイケル・カーティス　出演：ハンフリー・ボガー
ト、イングリッド・バーグマン　アカデミー賞(第16回）：３
部門受賞、４部門ノミネート

¥11,000 映画史上に燦然と輝くラブロマンスの決定版。

洋画 LCST 1019 宇宙戦争 The War of the Worldｓ
監督：バイロン・ハスキン　出演：ジーン・バリー、アン・
ロビンソン　アカデミー賞（第26回）　：1部門受賞　2部
門ノミネート

¥11,000 火星人の地球侵略を描いたＨ・Ｇ・ウェルズのＳＦ小説を映画化したＳＦ映画の古典的名作。

洋画 LCST 1020
グレン・ミラー物語 The Glenn 
Miller Story

監督：アンソニー・マン 出演：ジェームズ・スチュワー
ト、ジューン・アリソン　アカデミー賞(第27回）：1部門受
賞　2部門ノミネート

¥11,000
１９４０年代アメリカスイング全盛期、ジャズの歴史に新しいスタイルを確立し、人気を博した名
バンド・リーダー、グレン・ミラー。

洋画 LCST 1021
素晴らしき哉、⼈⽣︕ It's a 
Wonderful Life

監督：フランク・キャプラ　出演：ジェームズ・スチュワー
ト、ドナ・リード　アカデミー賞(第19回）：５部門ノミネート

¥11,000
世界旅行という長年の夢をあきらめて、父の営む良心的な住宅ローン会社を継いだジョージ
（ジェームズ・スチュワート）は、ある陰謀で会社が窮地に追い込まれ、絶望の末に自殺しよう
とする。

洋画 LCST 1022 市⺠ケーン Citizen Kane
監督：オーソン・ウェルズ　出演：オーソン・ウェルズ、
ジョセフ・コットン　アカデミー賞（第14回）：１部門受賞、
８部門ノミネート

¥11,000
“バラのつぼみ”という最後の言葉を残してこの世を去った新聞王ケーン（オーソン・ウェル
ズ）。

洋画 LCST 1023
地上（ここ）より永遠に From 
Here to Eternity

監督：フレッド・ジンネマン　出演：バート・ランカスター、
モンゴメリー・クリフト　アカデミー賞（第26回）：8部門受
賞　4部門ノミネート

¥11,000
日米開戦の数ヶ月前、1941年のホノルルの兵営に上官の命令に背いて降格されたラッパ兵
のブルーが転属してくる所から物語は始まる。

洋画 LCST 1024
海外特派員 Foreign 
Correspondent

監督：アルフレッド・ヒッチコック　出演：ジョエル・マク
リー、ラレイン・デイ　アカデミー賞（第13回）　6部門ノミ
ネート

¥11,000
第二次世界大戦直前の不穏なヨーロッパ情勢を取材する特派員としてニューヨークの新聞
記者ジョン・ジョーンズ（ジョエル・マクリー）が派遣された。

洋画 LCST 1025
アラバマ物語 To Kill a 
Mockingbird

監督：ロバート・マリガン 出演：グレゴリー・ペック、メア
リー・バダム　アカデミー賞（第35回）　4部門受賞　5部
門ノミネート

¥11,000 「ローマの休日」のグレゴリーペックが見事アカデミー賞主演男優賞に輝いた感動の映画。

洋画 LCST 1026
或る夜の出来事 It Happened One 
Night

監督：フランク・キャプラ　出演：クラーク・ゲイブル、ク
ローデット・コルベール　アカデミー賞(第7回）：５部門受
賞

¥11,000 アカデミー賞主要５部門を受賞したフランク・キャプラ監督の古典的恋愛コメディの傑作。

洋画 LCST 1027 マルタの鷹 The Maltese Falcon
監督：ジョン・ヒューストン 出演：ハンフリー・ボガート、
メアリー・アスター　アカデミー賞（第14回）　3部門ノミ
ネート

¥11,000 ダシール・ハメットの原作をジョン・ヒューストン監督が映画化。

洋画 LCST 1028 真昼の決闘 High Noon
監督：フレッド・ジンネマン　出演：ゲイリー・クーパー、
グレイス・ケリー　アカデミー賞(第25回）：４部門受賞、
３部門ノミネート

¥11,000
フレッド・ジンネマン監督が驚くべき低予算で、たった28日で撮った作品。それが奇跡的な傑
作になったのだからすごい。

洋画 LCST 1029
戦場よさらば（武器よさらば） A 
Farewell to Arms

監督：フランク・ボーゼージ　出演：ゲイリー・クーパー、
ヘレン・ヘイズ　アカデミー賞（第６回）　2部門受賞　2
部門ノミネート

¥11,000 ヘミングウェイ原作「武器よさらば」をフランク・ボーゼージ監督が映画化。

洋画 LCST 1030
フランケンシュタイン 
Frankenstein

監督：ジェームズ・ホエール　出演：ボリス・カーロフ、コ
リン・クライヴ

¥11,000 新たなる生命の復活を試みる二人の科学者ヘンリー・フランケンシュタインとその助手。

洋画 LCST 1031 ナイアガラ Niagara 監督：ヘンリー・ハサウェイ　出演：マリリン・モンロー、
ジョセフ・コットン

¥11,000 モンローを売り出すべくチャールズ・ブラケットによって製作されたサスペンス映画。

洋画 LCST 1032 大いなる幻影 La grande illusion
監督：ジャン・ルノワール　出演：ジャン・ギャバン、ピ
エール・フレネー　アカデミー賞（第11回）　1部門ノミ
ネート

¥11,000 映画史に残るジャン・ルノワール監督の傑作。

洋画 LCST 1033
アンデルセン物語 Hans Christian 
Andersen

監督：チャールズ・ヴィダー　出演：ダニー・ケイ、ファー
リー・グレンジャー　アカデミー賞（第25回）　5部門ノミ
ネート

¥11,000
「人魚姫」「親指姫」「裸の王様」「みにくいアヒルの子」など、子供の心の記憶に残る童話作
家ハンス・アンデルセンの物語。

洋画 LCST 1034 嵐が丘 Wuthering Heights
監督：ウィリアム・ワイラー 　出演：ローレンス・オリヴィ
エ、マール・オベロン　アカデミー賞（第12回）　1部門受
賞　7部門ノミネート

¥11,000 Ｅ・ブロンテの名作小説をワイラーが映画化。

洋画 LCST 1035
アフリカの⼥王 The African 
Queen

監督：ジョン・ヒューストン 出演：ハンフリー・ボガート、
キャサリン・ヘプバーン　アカデミー賞（第24回）　1部門
受賞　3部門ノミネート

¥11,000
第1次大戦下の独領東アフリカ。酔いどれ船長チャーリー（ハンフリー・ボガード）と勝気な宣
教師の妹ローズ（キャサリン・ヘプバーン）を乗せておんぼろ蒸気船「アフリカの女王」は川を
下っていく。

洋画 LCST 1036 アンナ・カレニナ Anna Karenina 監督：ジュリアン・デュヴィヴィエ　出演：ヴィヴィアン・
リー、ラルフ・リチャードソン

¥11,000
文豪トルストイの同名小説の映画化。官僚的な世界の高官カレーニン（ラルフ・リチャードソ
ン）と政略結婚させられたアンナ（ヴィヴィアン・リー）は・・・
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分類 規格 番号 タイトル 備　　　　考 税込価格 コ　メ　ン　ト

洋画 LCST 1037
チップス先⽣さようなら Goodbye 
Mr. Chips

監督：サム・ウッド 出演：ロバート・ドーナット、グリア・
ガーソン　アカデミー賞（第12回）　1部門受賞　6部門ノ
ミネート

¥11,000
イギリスの作家ジェームズ・ヒルトンの代表作「グッドバイ・ミスター・チップス」をサム・ウッド監
督が映画化。

洋画 LCST 1038
名⽝ラッシー（家路） Lassie 
Come Home

監督：フレッド・Ｍ・ウィルコックス　出演：ロディ・マクド
ウォール、エリザベス・テイラー　アカデミー賞(16回）：１
部門ノミネート

¥11,000 少年と犬との心の絆を描く感動の物語。ヨークシャのカラクラフ家自慢の犬の名はラッシー。

洋画 LCST 1039
紳⼠は⾦髪がお好き Gentleman 
Prefer Blondes

監督：ハワード・ホークス　出演：マリリン・モンロー、
ジェーン・ラッセル

¥11,000
マリリン・モンロー代表作。金髪のローレライ（マリリン・モンロー）とその親友の黒髪のドロシー
（ジェーン・ラッセル）はニューヨークの人気ダンサー。

洋画 LCST 1040
フィラデルフィア物語 The 
Philadelphia Story

監督：ジョージ・キューカー　出演：キャサリン・ヘプバー
ン、ケイリー・グラント　アカデミー賞（第13回）　2部門
受賞　4部門ノミネート

¥11,000 ニューヨークの舞台で上演された同名舞台劇をジョージ・キューカー監督が映画化。

洋画 LCST 1041 ガス燈 Gas Light
監督：ジョージ・キューカー　出演：シャルル・ボワイエ、
イングリッド・バーグマン　アカデミー賞（第17回）　2部
門受賞　5部門ノミネート

¥11,000
19世紀末、霧深いロンドン。歌手の叔母が殺され、その財産を相続したポーラ（バーグマン）
はイタリアで音楽家のグレゴリー（ボワイエ）と恋におち結婚。

洋画 LCST 1042 わが道を往く Going My Way
監督：レオ・マッケリー　出演：ビング・クロスビー、バ
リー・フィッツジェラルド　アカデミー賞（第17回）　7部門
受賞　2部門ノミネート

¥11,000
NYの下町にある貧しい教会セント・ドミニックを舞台に、老牧師とそこに赴任してきた若い副
牧師オマリー（ビング・クロスビー）が財政困難な教会のために悪戦苦闘する姿を愛と友情を
からめて描いた作品。

洋画 LCST 1043
⻩⾊いリボン She Wore a Yellow 
Ribbon

監督：ジョン・フォード　出演：ジョン・ウェイン、ジョーン・
ドルー　アカデミー賞（第22回）　1部門受賞

¥11,000
名曲「黄色いリボン」があまりにも有名なジョン・フォード監督、騎兵隊シリーズ第２作。ウェイ
ンが老け役に挑戦、退役を数日後に控えた大尉を演じる。

洋画 LCST 1044 アメリカ交響楽 Rhapsody in Blue
監督：アーヴィング・ラパー　出演：ロバート・アルダ、
ジョーン・レスリー　アカデミー賞（第18回）　2部門ノミ
ネート

¥11,000
「ラプソディ・イン・ブリー」「スワニー」「巴里のアメリカ人｣「ボギーとベス」などアメリカを代表す
る作曲家の音楽伝記作品。

洋画 LCST 1045
欲望という名の電⾞ A Streetcar 
Named Desire

監督：エリア・カザン　出演：ヴィヴィアン・リー、マーロ
ン・ブランド　アカデミー賞（第24回）　4部門受賞　8部
門

¥11,000 ピューリッツアー賞受賞のテネシー・ウィリアムズの舞台劇をエリア・カザン監督が映画化。

洋画 LCST 1046 宝島 Treasure Island 監督：バイロン・ハスキン　出演：ボビー・ドリスコル、ロ
バート・ニュートン

¥11,000
イギリスで母親と宿屋を営むジム少年は、ある日宿に泊まっていたボーンズ船長が隠し持っ
ていた地図を手に入れる。

洋画 LCST 1047
我等の⽣涯の最良の年 The Best 
Years of Our Lives

監督：ウィリアム・ワイラー　出演：フレデリック・マーチ、
マーナ・ロイ　アカデミー賞（第19回）　7部門受賞　1部
門ノミネート

¥11,000 第２次大戦が終わり、アメリカ中部の町に３人の復員兵が帰ってきた。

洋画 LCST 1048
わが谷は緑なりき How Green Was 
My Valley

監督：ジョン・フォード　出演：ウォルター・ピジョン、モー
リン・オハラ　アカデミー賞（第14回）　5部門受賞　5部
門ノミネート

¥11,000 人生のすべてを教わった父、愛しい母と兄、そして自分を育んだ故郷への追憶と敬意――

洋画 LCST 1049 ジャンヌ・ダーク Joan of Arc
監督：ヴィクター・フレミング　出演：イングリッド・バーグ
マン、ホセ・ファーラー　アカデミー賞（第21回）　2部門
受賞　6部門ノミネート

¥11,000
フランス“ジャンヌ・ダーク”をイングリッド・バーグマンが演じ、『風と共に去りぬ』のヴィクター・
フレミングを監督に迎えた大作。

洋画 LCST 1050 ハムレット Hamlet
監督：ローレンス・オリヴィエ　出演：ローレンス・オリ
ヴィエ、ジーン・シモンズ　アカデミー賞（第21回） ５部
門受賞３部門ノミネート

¥11,000
シェイクスピア作の悲劇「ハムレット」をローレンス・オリヴィエが監督・製作・脚本・主演で映画
化した。

洋画 LCST 1051
クリスマス・キャロル A Christmas 
Carol

監督：エドウィン・Ｌ・マリン　出演：レジナルド・オーウェ
ン、ジーン・ロックハート

¥11,000
ディケンズの同名小説の映画化。クリスマス・イブの夜、ケチで意地悪な老人スクルージを、３
人の精霊が時間旅行に連れ出す。

洋画 LCST 1052
百万⻑者と結婚する⽅法 How to 
Marry a Millionaire

監督：ジーン・ネグレスコ　出演：マリリン・モンロー、
ローレン・バコール　アカデミー賞（第26回） １部門ノミ
ネート

¥11,000
美人モデルの３人、バツイチで姉御肌のシャッツィ（ローレン・バコール）、ド近眼で間抜けな
ポーラ（マリリン・モンロー）、現実的で計算高いロコ（ベティ・グレイブル）は、幸せになるため
に百万長者と結婚する計画を立てた。

洋画 LCST 1053 スイング・ホテル Holiday Inn
監督：マーク・サンドリッチ　出演：ビング・クロスビー、フ
レッド・アステア　アカデミー賞（第15回）歌曲賞受賞1
部門ノミネート

¥11,000
ダンサー、テッドに恋人を取られた歌手のジムは、田舎で休日だけショーを見せるコテージ
「ホリディ・イン」を開く。

洋画 AFBZ 1244 美⼥と野獣 監督：クリストフ・ガンズ 　出演：ヴァンサン・カッセル、
レア・セドゥ、アンドレ・デュソリエ

¥27,500

バラを盗み、命を差し出せと言われた父の身代わりに、野獣の城に囚われた美しい娘ベル。死を覚悟するも、野獣
はディナーを共にすること以外、何も強要しない。やがてベルは、野獣の恐ろしい姿の下にある、もう一つの姿に
気付き始める。かつてその城で何があったのか、野獣が犯した罪とは？いま、真実の愛が、隠された秘密を解き明
かしていく――。

洋画 ASBXA 5350 おじいさんと草原の小学校 監督：ジャスティン・チャドウィック　出演：ナオミ・ハリ
ス、オリヴァー・リトンド、トニー・キゴロギ

¥27,500

イギリスの植民地支配から独立を勝ち取った３９年後の２００３年、ケニア政府がついに無償教育制度をスタートさ
せる。子供たちが押し掛ける中、ただ一人老人・マルゲの姿があった。そして、かつて祖国解放のために戦い、全
てを失いながらも自由のために戦った戦士・マルゲの情熱が奇跡を起こしていく─。

洋画 ASBXG 5466 ハーバー・クライシス<湾岸危機> 監督：ツァイ・ユエシュン　出演：マーク・チャオ、ホァン・
ボー、Ａｎｇｅｌａｂａｂｙ

¥27,500
台湾で大ヒットしたドラマ「ブラック＆ホワイト」が映画化し、日本にも上陸！ドラマ版より３年前
のハーバー・シティを舞台に、新米刑事のインヒョンが、ひょんな事からチンピラのシュー・
ダーフーとコンビを組み、巨大な陰謀に立ち向かう！

洋画 AFBZ 1242 マダム・イン・ニューヨーク 監督：ガウリ・シンデー　出演：シュリデヴィ、アディル・
フセイン、メーディ・ネブー

¥27,500
初めてのニューヨーク、人生の輝きを取り戻す旅。少しの勇気が、私の世界を変えていくそれはきっと、あなたにも
訪れる物語。ごく普通の主婦が、コンプレックスをはねのけ、ひとりの女性としての誇りと自信を取り戻していく様を、
軽快に、かつ感動的に描く作品。

洋画 LCST 1054
チャップリン・コレクション vol．1
〜モダン・タイムス

監督：チャールス・チャップリン ¥11,000

製鉄工場で働くチャーリーは、ベルトコンベアーを流れる部品にねじを回し続けるという単純作業をさせられたり、
食事時間を節約する自動給食マシーンの実験台にされたりと散々な目に合わされるが、ある勘違いから逮捕され
た刑務所ででパンを盗んだ浮浪少女と出会い、意気投合。2人の家を建てるために一念発起して働き出す。その
後少女が勤め始めたキャバレーでウェイターを始めるが…

洋画 LCST 1055
チャップリン・コレクション vol．2
〜独裁者

監督：チャールス・チャップリン ¥11,000

1918年の第一次大戦末期、トメニアのユダヤ人兵チャーリーは飛行機事故で記憶を失い入院する。それから数年
後のトメニアは独裁者アデノイド・ヒンケルの天下で、ユダヤ人排斥を行っていた。退院したチャーリーは生まれ
育ったユダヤ人街で元の床屋の職に戻るが、ヒンケルの傍若無人ぶりに抵抗を開始するが捕らわれの身に。なぜ
かヒンケル総統の替え玉を演じさせられることになり…

洋画 LCST 1056
チャップリン・コレクション vol．3
〜チャップリンの醜⼥の深情

監督：マック・セネット ¥11,000

ティリー・バンクスはお人好しの農場主の娘。ペテン師チャップリンの詐欺話に乗ってしまったが見事にだまされ、
刑務所に入れられる。その間にチャップリンは昔の女友達であるメーベルとともにティリーからだまし取った金で都
会で遊んでいた。数年後、出所したティリーが大富豪の伯父ダグラス・バンクスの財産を相続することをつかんだ
チャーリーはその財産を狙おうと画策するが。

洋画 LCST 1060

チャップリン・コレクション vol．7〜チャッ
プリン短編集︓ヴェニスの⼦供⾃動⾞競⾛／⼣
⽴／痛ましの恋／他

監督：ヘンリー・リーマン ¥11,000 ヴェニスの子供自動車競争／夕立／痛ましの恋／活動狂／ノックアウト

洋画 LCST 1061

チャップリン・コレクション vol．8〜チャッ
プリン短編集︓メーベルの⾝替り運転／気晴ら
し／他

監督：マーブル・ノーマン ¥11,000
メーベルの身替り運転／気晴らし／チャップリンの転職／恋の傷手／チャップリンのいたず
ら

洋画 LCST 1062

チャップリン・コレクション vol．9〜チャッ
プリン短編集︓チャップリンの駆落／チャップ
リンの夜遊び

監督：チャールス・チャップリン ¥11,000 チャップリンの駆落／チャップリンの夜遊び

洋画 LCST 1063

チャップリン・コレクション vol．10〜チャッ
プリン短編集︓チャップリンの海⽔浴／チャッ
プリンの失恋／他

監督：チャールス・チャップリン ¥11,000 チャップリンの海水浴／チャップリンの失恋／チャップリンの船乗り

洋画 LCST 1064

チャップリン・コレクション vol．11〜チャッ
プリン短編集︓チャップリンの役者／チャップ
リンの拳闘

監督：チャールス・チャップリン ¥11,000 チャップリンの役者／チャップリンの拳闘

洋画 LCST 1065

チャップリン・コレクション vol．12〜チャッ
プリン短編集︓チャップリンのお仕事／チャッ
プリンの珍カルメン

監督：チャールス・チャップリン ¥11,000 チャップリンのお仕事／チャップリンの珍カルメン

洋画 LCST 1066

チャップリン・コレクション vol．13〜チャッ
プリン短編集︓彼の更⽣／チャップリンのお掃
除／他

監督：ギルバート・アンダーソン ¥11,000 彼の更正／チャップリンのお掃除／チャップリンの女装

洋画 LCST 1067

チャップリン・コレクション vol．14〜チャッ
プリン短編集︓チャップリンの寄席⾒物／
チャップリンの改心／他

監督：チャールス・チャップリン ¥11,000 チャップリンの寄席見物／チャップリンの改心／チャップリンの替玉

洋画 LCST 1068

チャップリン・コレクション vol．14〜チャッ
プリン短編集︓チャップリンの消防⼠／チャッ
プリンの浮浪者／他

監督：チャールス・チャップリン ¥11,000 チャップリンの消防士／チャップリンの浮浪者／チャップリンの朝帰り

洋画 LCST 1069

チャップリン・コレクション vol．16〜チャッ
プリン短編集︓チャップリンの伯爵／チャップ
リンの番頭／他

監督：チャールス・チャップリン ¥11,000 チャップリンの伯爵／チャップリンの番頭／チャップリンの舞台裏

洋画 LCST 1070

チャップリン・コレクション vol．17〜チャッ
プリン短編集︓チャップリンのスケート／
チャップリンの勇気／他

監督：チャールス・チャップリン ¥11,000 チャップリンのスケート／チャップリンの勇気／チャップリンの霊泉

洋画 LCST 1071

チャップリン・コレクション vol．18〜チャッ
プリン短編集︓チャップリンの移⺠／チャップ
リンの冒険／他

監督：チャールス・チャップリン ¥11,000 チャップリンの移民／チャップリンの冒険／三つ巴事件
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●館外上映・団体貸出可DVD

分類 規格 番号 タイトル 備　　　　考 税込価格 コ　メ　ン　ト

洋画 SF 7021
映画 de 回想法／カサブランカ（ダイ
ジェスト映画） ¥9,790

認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した名作
映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

洋画 SF 7022
映画 de 回想法／⾃転⾞泥棒（ダイ
ジェスト映画） ¥9,790

認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した名作
映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

洋画 SF 7023
映画 de 回想法／ローマの休日（ダイ
ジェスト映画） ¥9,790

認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した名作
映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

洋画 SF 7024
映画 de 回想法／キング・コング（ダ
イジェスト映画） ¥9,790

認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した名作
映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

洋画 SF 7025
映画 de 回想法／名⽝ラッシー 家路
（ダイジェスト映画） ¥9,790

認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した名作
映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

洋画 SF 7026
映画 de 回想法／ロビンフッドの冒険
（ダイジェスト映画） ¥9,790

認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した名作
映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

洋画 SF 7027
映画 de 回想法／オペラの怪⼈（ダイ
ジェスト映画） ¥9,790

認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した名作
映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

洋画 SF 7028
映画 de 回想法／アリババと四十⼈の
盗賊（ダイジェスト映画） ¥9,790

認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した名作
映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

洋画 SF 7029
映画 de 回想法／踊る大紐育（ダイ
ジェスト映画） ¥9,790

認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した名作
映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

洋画 SF 7030
映画 de 回想法／⻩⾊いリボン（ダイ
ジェスト映画） ¥9,790

認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した名作
映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

洋画 SF 7503
映画 de 回想法 第三集 10巻セット
（ダイジェスト映画） ¥88,000

往年の洋画から10タイトルを厳選した、認知症予防と改善のための回想法DVD10巻セットで
す。※SF7021～7030と同内容

洋画 IVCF 5830
⼈間機械／超絶音響工場労働記録映
画 ¥55,000

著しい経済発展を遂げているインド。北西部グジャラート州にある巨大繊維工場の現実を切
り取る。

洋画 LCST 1054 逃⾛迷路 Saboteur 監督：アルフレッド・ヒッチコック／出演：ロバート・カミン
グス、プリシラ・レイン

¥11,000
カリフォルニアの航空機工場で働くバリーは工場破壊の罪に問われ、潔白を示すために真
犯人を追う

洋画 LCST 1055 疑惑の影 Shadow of a Doubt 監督：アルフレッド・ヒッチコック／出演：テレサ・ライト、
ジョセフ・コットン

¥11,000
カリフォルニアで平穏な毎日を過ごす少女チャーリーのもとに羽振りのいい実業家の叔父が
現れて…

洋画 LCST 1056 バルカン超特急 The Lady Vanishe 監督：アルフレッド・ヒッチコック／出演：マーガレット・
ロックウッド、マイケル・レッドグレーヴ

¥11,000
大陸横断鉄道での旅行を楽しむアイリスは、車内で知り合った老婦人が忽然と消えた事を不
審に思い

洋画 LCST 1057 39夜 The 39 Steps 監督：アルフレッド・ヒッチコック／出演：ロバート・ドー
ナット、マデリーン・キャロル

¥11,000
カナダから帰国した外交官ハネイは国際スパイを名乗る女を助けるが、翌朝、女は殺されて
しまい…

洋画 LCST 1058 ⾒知らぬ乗客 Strangers on a Train 監督：アルフレッド・ヒッチコック／出演：ファーリー・グレ
ンジャー、ロバート・ウォーカー

¥11,000
テニス選手のガイはある日、列車内で自分が妻と別れたがっていることを知る見知らぬ男と
出会い…

洋画 LCST 1059 望郷 Pépé le Moko 監督：ジュリアン・デュヴィヴィエ／出演：ジャン・ギャバ
ン、ミレーユ・バラン

¥11,000
パリ生まれのギャング、ペペは潜伏先の街でギャビーという女に一目惚れし、街を出る彼女を
追う。

洋画 LCST 1060
郵便配達は⼆度ベルを鳴らす 
Ossessione

監督：ルキノ・ヴィスコンティ／出演：マッシモ・ジロッ
ティ、クララ・カラマーイ

¥11,000
年の離れた夫との退屈な日々に飽きたジョヴァンナは、流れ者の運転手ジノと恋に落ちてし
まうが…

洋画 LCST 1061
荒野のガンマン The Deadly 
Companions

監督：サム・ペキンパー／出演：モーリン・オハラ、ブラ
イアン・キース

¥11,000
南北戦争時の敵を探していた元北軍のイエローレッグは、酒場でリンチを受けていた男を助
けるが…

洋画 LCST 1062 ⻩昏 Carrie 監督：ウィリアム・ワイラー／出演：ジェニファー・ジョー
ンズ、ローレンス・オリヴィエ

¥11,000
一流レストランの支配人ハーストウッドは店の金を盗み、田舎娘のキャリーと衝動的に駆落ち
する。

洋画 LCST 1063 奥様は魔⼥ I Married a Witch 監督：ルネ・クレール／出演：フレデリック・マーチ、ヴェ
ロニカ・レイク

¥11,000
稲妻によって封印が解けた魔女・ジェニファーは、自分を陥れた仇敵、ウーリー家の現当主
に近づき

洋画 LCST 1064
巴⾥のアメリカ⼈ An American in 
Paris

監督：ヴィンセント・ミネリ／出演：ジーン・ケリー、レス
リー・キャロン

¥11,000
アカデミー賞，画家の修行を続ける青年ジェリーは、フランス人女性のリズに一目惚れしてし
まう。

洋画 LCST 1065 ショウ・ボート Show Boat 監督：ジョージ・シドニー／出演：キャスリン・グレイソ
ン、ハワード・キール

¥11,000
劇場船コットン・ブロッサム号の座長の娘マグノリアは、賭博師のゲイロードと駆落ちをしてし
まう

洋画 LCST 1066 打撃王 The Pride of the Yankees 監督：サム・ウッド／出演：ゲイリー・クーパー、テレサ・
ライト

¥11,000
アカデミー賞，貧しくとも教育を重んじた家庭に育ち、ヤンキースの伝説となったゲーリッグの
半生

洋画 LCST 1067
キング・ソロモン King Solomon's 
Mines

監督：コンプトン・ベネット、アンドリュー・マートン／出
演：スチュワート・グレンジャー、デボラ・カー

¥11,000
アカデミー賞；撮影　編集，秘宝を求め、アフリカ奥地に姿を消した夫を捜す妻と案内人の探
検の旅

洋画 LCST 1068 モロッコ Morocco 監督：ジョセフ・フォン・スタンバーグ／出演：ゲイリー・
クーパー、マレーネ・ディートリッヒ

¥11,000
アカデミー賞，アフリカ・モロッコの駐屯地で繰り広げられる、外人部隊の若き兵士と旅芸人と
の恋

洋画 LCST 1069 上海特急 Shanghai Express 監督：ジョセフ・フォン・スタンバーグ／出演：マレーネ・
ディートリッヒ、アンナ・メイ・ウォング

¥11,000
アカデミー賞，動乱の中国で謎の美女リリーと、元恋人の乗り合わせた特急に反乱軍が乗り
込んで…

洋画 LCST 1070 赤い靴 The Red Shoes 監督：マイケル・パウエル、エメリック・プレスバーガー
／出演：モイラ・シアラー、アントン・ウォルブルック

¥11,000
アカデミー賞；劇・喜劇映画音楽　美術監督・装置，アンデルセンの童話を題材に描く赤い
靴の宿命

洋画 LCST 1071
ロビンフットの冒険 The 
Adventures of Robin Hood

監督：マイケル・カーティス、ウィリアム・キーリー／出
演：エロール・フリン、オリヴィア・デ・ハヴィランド

¥11,000
アカデミー賞，１２世紀末のイギリス、王を亡き者にしようと企む弟王子らに、ロビンが立ち向
かう

洋画 LCST 1072 荒野の決闘 My Darling Clementine 監督：ジョン・フォード／出演：ヘンリー・フォンダ、リン
ダ・ダーネル

¥11,000
西部史上に名高い“ＯＫ牧場の決闘”で、拳銃に命を託した男たちの逞しさ、哀感を詩情豊
かに綴る

洋画 LCST 1073
アニーよ銃をとれ Annie Get Your 
Gun

監督：ジョージ・シドニー／出演：ベティ・ハットン、ルイ
ス・カルハーン

¥11,000
アカデミー賞，西部劇ショー一座のフランクに一目惚れしたアニーは、一座の興行に飛び入
りして…

洋画 LCST 1074 哀愁 Waterloo Bridge 監督：マーヴィン・ルロイ／出演：ヴィヴィアン・リー、ロ
バート・テイラー

¥11,000
霧深いロンドンを舞台に、戦地に赴く青年将校と、バレリーナとの束の間の恋を通して描く戦
争哀話

洋画 LCST 1075
地上最大のショウ The Greatest 
Show on Earth

監督：セシル・Ｂ・デミル／出演：チャールトン・ヘスト
ン、ベティ・ハットン

¥11,000
アカデミー賞；作品　原作，世界最大のサーカス団に集う人間模様と共に、華麗な“ショウ”を
展開

洋画 LCST 1076 頭上の敵機 Twelve OʻClock High 監督：ヘンリー・キング／出演：グレゴリー・ペック、
ディーン・ジャガー

¥11,000
アカデミー賞；助演男優　録音，激しい戦禍の中で、士気高揚に努めた空軍指揮官の孤軍
奮闘を描く

洋画 LCST 1077
地球の静止する日 The Day the 
Earth Stood Still

監督：ロバート・ワイズ／出演：マイケル・レニー、パトリ
シア・ニール

¥11,000
地球上の闘争が、銀河系の平和を脅かすと警告にきた使者は、地球の機能を３０分だけ静
止させて…
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洋画 LCST 1078 グランド・ホテル Grand Hotel 監督：エドマンド・グールディング／出演：グレタ・ガル
ボ、ジョン・バリモア

¥11,000
アカデミー賞，ベルリンの瀟洒な一流ホテルに投宿する、一見華麗だが孤独な５人の人生模
様を描く

洋画 LCST 1079 ならず者 The Outlaw 監督：ハワード・ヒューズ／出演：ウォルター・ヒュースト
ン、ジェーン・ラッセル

¥11,000
保安官に撃たれたお尋ね者を賭博師が助けて情婦の家に匿うが、彼女は彼を兄の敵と狙っ
ていた…。

洋画 LCST 1080
愛しのシバよ帰れ Come Back, Little 
Sheba

監督：ダニエル・マン／出演：バート・ランカスター、テ
リー・ムーア

¥11,000
アカデミー賞，子供を亡くした中年夫婦のもとに女子学生が下宿し、夫婦は現実を見つめ直
そうと…

洋画 LCST 1081 チャンピオン Champion 監督：マーク・ロブソン／出演：カーク・ダグラス、ルー
ス・ローマン

¥11,000
アカデミー賞，八百長の掟を破ってダンを倒したミッジは、ダンに復讐戦を挑まれ再び倒す
のだが…

洋画 LCST 1082
私を野球につれてって Take Me Out 
to the Ball Game

監督：バスビー・バークレイ／出演：フランク・シナトラ、
ジーン・ケリー

¥11,000
ステージへの夢を諦めきれない野球選手のエディとケリーの前に、新オーナーのキャサリン
が現れ…

洋画 LCST 1083 心の旅路 Random Harvest 監督：マーヴィン・ルロイ／出演：ロナルド・コールマン、
グリア・ガーソン

¥11,000
戦争のショックで過去の記憶を失った男が、ショーの踊り子と出逢い、辿る不思議な宿命の
愛の遍路

洋画 LCST 1084 幌⾺⾞ Wagon Master 監督：ジョン・フォード／出演：ベン・ジョンソン、ジョー
ン・ドルー

¥11,000
新天地を求め西へ向かうモルモン教徒の一団に、見世物小屋の面々や逃走中のギャング等
が加わって

洋画 LCST 1085 革命児サパタ Viva Zapata! 監督：エリア・カザン／出演：マーロン・ブランド、ジー
ン・ピータース

¥11,000
アカデミー賞；助演男優，カンヌ映画祭賞；男優，激動のメキシコを切り拓いたサパタの波乱
の生涯

洋画 LCST 1086 赤い風⾞ Moulin Rouge 監督：ジョン・ヒューストン／出演：ホセ・ファーラー、コ
レット・マルシャン

¥11,000
アカデミー賞；美術監督・装置　衣装デザイン，ベネティア映画祭賞；銀獅子，ロートレックの
生涯

洋画 LCST 1087 美⼥と野獣 La belle et la bête 監督：ジャン・コクトー／出演：ジャン・マレー、ジョゼッ
ト・デイ

¥11,000
ルイ・デリュック賞，心優しく美しい娘と誇り高く孤独な野獣との物語を、めくるめく映像美で描
く

洋画 LCST 1088 キュリー夫⼈ Madame Curie 監督：マーヴィン・ルロイ／出演：グリア・ガーソン、ウォ
ルター・ピジョン

¥11,000
同じ研究室のピエールと結婚したマリーは、未知の放射線元素の分離、発見に情熱を燃や
し続けて…

洋画 LCST 1089 ジュリアス・シーザー Julius Caesar 監督：ジョセフ・Ｌ・マンキウィッツ／出演：マーロン・ブラ
ンド、ルイス・カルハーン

¥11,000
アカデミー賞，終身独裁官となったシーザーに危機感を抱く共和派のカシアスは、彼の暗殺
を企てる

洋画 LCST 1090
イースター・パレード Easter 
Parade

監督：チャールズ・ウォルターズ／出演：フレッド・アス
テア、ジュディ・ガーランド

¥11,000
アカデミー賞，ブロードウェイのスター、ドンはイースター前にパートナーからコンビを解消を
され

洋画 LCST 1091
オペラハット Mr. Deeds Goes to 
Town

監督：フランク・キャプラ／出演：ゲイリー・クーパー、
ジーン・アーサー

¥11,000
アカデミー賞，おじの遺産相続で大金持ちになったディーズには、様々なタカリ屋が近づい
てきて…

洋画 LCST 1092 ⻄部の男 The Westerner 監督：ウィリアム・ワイラー／出演：ゲイリー・クーパー、
ウォルター・ブレナン

¥11,000
アカデミー賞，１８８０年代のテキサスは牧畜業者と入植農民との間で争いが絶えない無法の
街で…

洋画 LCST 1093 白昼の決闘 Duel in the Sun 監督：キング・ヴィダー／出演：グレゴリー・ペック、ジョ
セフ・コットン

¥11,000
両親を亡くしたインディアンと白人の混血の娘パールは、引き取った大牧場主の兄弟の確執
を描く。

洋画 LCST 1094 カルメン The Loves of Carmen 監督：チャールズ・ヴィダー／出演：リタ・ヘイワース、グ
レン・フォード

¥11,000
竜騎兵隊中尉のドン・ホセは、街で出会ったジプシーの踊り子・カルメンに夢中になってし
まって…

洋画 LCST 1095 クレオパトラ Cleopatra 監督：セシル・Ｂ・デミル／出演：クローデット・コルベー
ル、ウォーレン・ウィリアムズ

¥11,000
アカデミー賞，女王クレオパトラは、ローマ将軍の夫シーザーを暗殺されて…。その恋と生涯
を描く

洋画 LCST 1096 美⼥ありき That Hamilton Woman 監督：アレクサンダー・コルダ／出演：ローレンス・オリ
ヴィエ、ヴィヴィアン・リー

¥11,000
アカデミー賞，大英帝国の歴史を築いたネルソン提督と世界を動かした美貌の人妻の不倫
の愛を描く

洋画 LCST 1097 山河遥かなり The Search 監督：フレッド・ジンネマン／出演：イワン・ヤンドル、モ
ンゴメリー・クリフト

¥11,000
第二次大戦直後、収容所から救出されたカレルは、離れ離れになった母親を探し求め一人
旅立つが…

洋画 LCST 1098
そして誰もいなくなった And Then 
There Were None

監督：ルネ・クレール／出演：バリー・フィッツジェラル
ド、ウォルター・ヒューストン

¥11,000
孤島「インディアン島」の屋敷に集められた８人。使用人夫妻を含めた１０人が一人一人殺さ
れて…

洋画 LCST 1099 椿姫 Camille 監督：ジョージ・キューカー／出演：グレタ・ガルボ、ロ
バート・テイラー

¥11,000
１９世紀のパリ社交界。高級娼婦のマルグリットは、青年アルマンによってはじめて真実の恋
を知る

洋画 LCST 1100
オーケストラの少⼥ One Hundred 
Men and a Girl

監督：ヘンリー・コスター／出演：ディアナ・ダービン、ア
ドルフ・マンジュー

¥11,000
アカデミー賞，失業した楽士を父に持つ少女が、世界的指揮者に頼んで父たちとの演奏を
実現させる

洋画 LCST 1101 ⼈⽣模様 Full House
監督：ヘンリー・コスター、ヘンリー・ハサウェイ、ジー
ン・ネグレスコ、ハワード・ホークス、ヘンリー・キング／
出演：チャールズ・ロートン、マリリン・モンロー

¥11,000
警官と讃美歌／クラリオン・コール新聞／最後の一葉／赤い酋長の身代金／賢者の贈り物　
５話収録

洋画 LCST 1102 汚名 Notorious 監督：アルフレッド・ヒッチコック／出演：ケーリー・グラ
ント、イングリッド・バーグマン

¥11,000
スパイ容疑をかけられた父を持つ娘に、ＦＢＩ捜査官が情報収集のため接近するが２人は恋
に落ち…

洋画 LCST 1103 三つ数えろ The Big Sleep 監督：ハワード・ホークス／原作：レイモンド・チャンド
ラー／出演：ハンフリー・ボガード、ローレン・バコール

¥11,000
私立探偵、フィリップ・マーロウは、スターンウッド将軍から娘への脅迫事件の解決を依頼され
る。

洋画 CB 02 ウォーナーの謎のリスト 監督：金髙　謙二／協力：神田古書店連盟 ¥55,000
第二次大戦中、空襲すべきでない日本の地名を挙げた「ウォーナーリスト」。その真偽と背景
を追う

邦画 CLKK 001 いわさきちひろ 〜２７歳の旅⽴ち〜 監督：海南友子　声の出演：檀れい、田中哲司　エグゼ
クティブプロデューサー：山田洋次

¥38,500
誰もが知ってる絵本作家の誰も知らない波乱の人生。いわさきちひろ、初のドキュメンタリー
映画。

邦画 AFBZ 1261 俳優 ⻲岡拓次 監督：横浜聡子　出演：安田顕、麻生久美子、宇野祥
平、新井浩文、染谷奨太　ほか

¥27,500
カメタク３７歳、独身。職業は脇役、趣味はお酒。人呼んで“奇跡を呼ぶ男”ドラマに映画にＣ
Ｍに大ブレイク中！ＴＥＡＭ ＮＡＣＳの安田顕の代表作誕生！

邦画 AFBZ 1250 映画 深夜食堂 監督：松岡錠司　出演：小林薫、高岡早紀、柄本時生、
多部未華子、余貴美子　ほか

¥27,500
マスターの作る味と居心地の良さを求めて、夜な夜なにぎわうめしや。ある日、誰かが店に置
き忘れた骨壺をめぐってマスターは思案顔。詮索好きな常連たちは骨壺をネタに、いつもの
与太話に花を咲かせている…。

邦画 AFBZ 1237 そして父になる 監督：是枝裕和　出演：福山雅治、尾野真千子、真木よ
う子、リリー・フランキー　ほか

¥27,500
学歴、仕事、家庭。自分の能力で全てを手にいれ、自分は人生の勝ち組だと信じて疑って
いなかった良多。ある日病院からの連絡で、6年間育てた息子は病院内で取り違えられた他
人の夫婦の子供だったことが判明する…。

邦画 AFBZ 1248 もういちど 監督：板屋宏幸　出演：林家たい平、福崎那由他、富田
靖子

¥27,500
たい平は落語家修行をあきらめ絶望のうちに独り長屋に流れ着く。そこで出会った心を閉ざ
した少年貞吉にひょんなことから落語を教えることに。

邦画 ASBXC 5706 旅⽴ちの島唄 〜十五の春〜 監督：吉田康弘　出演：三吉彩花、大竹しのぶ、
小林薫

¥27,500
沖縄本島から東へ３６０ｋｍにある絶海の孤島・南大東島。子どもたちは高校進学のため、１５
歳で島を出て家族と離れて暮らさねばならない。実話をもとに練り上げられたオリジナル脚本
から珠玉の感動作！

邦画 ASBXE 5567 横道世之介 監督：沖田修一　出演：高良健吾、吉高由里子、池松
壮亮

¥27,500
長崎県の港町で生まれた横道世之介は、大学進学のために上京したばかりの１８歳。吉田
修一による“青春小説の金字塔”を、沖田修一監督が高良健吾、吉高由里子ら豪華俳優陣
と映画化！

邦画 ASBXA 4830 トロッコ 監督：川口浩史　出演：尾野真千子、原田賢人、
大前喬一

¥27,500
芥川龍之介不朽の名作「トロッコ」を原案に映画化。現代の台湾に舞台を置き換え、家族の
絆と少年の成長を描いた感動のドラマ。尾野真千子、原田賢人、大前喬一ほか出演。

邦画 ASBXA 4828 スープオペラ 監督：瀧本智行　出演：坂井真紀、西島隆弘、加賀まり
こ

¥27,500
阿川佐和子原作「スープ・オペラ」を映画化。“きちんとごはんを作ること”“だれかと一緒に食
べること”を通して、人と人との関係の大切さをほろ苦く描いた大人のファンタジー。
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邦画 ASBXE 4808 信さん・炭坑町のセレナーデ 監督：平山秀幸　出演：小雪、池松壮亮、石田卓也 ¥27,500
辻内智貴原作の「信さん」を映画化。巨匠・平山秀幸監督が昭和３０年代の日々をリアルに
再現し、福岡の炭坑町で生きる人々の恋・友情・家族愛など人間の絆を描いたヒューマン・ド
ラマ。

邦画 ASBXA 4029 Ｌittle DJ 小さな恋の物語 監督：永田琴　出演：神木隆之介、福田麻由子、広末
涼子

¥27,500
ラジオと野球が大好きな少年・太郎。ある日の試合途中で突然倒れ、入院生活を余儀なくさ
れる。痛みと退屈な生活の中、先生が院内放送のＤＪをしてみないかと提案する。

邦画 ASBXE 5427 ポテチ 監督：中村義洋　出演：濱田岳、木村文乃、大森南朋 ¥27,500
宮城・仙台を舞台に、この街で生まれ育ったプロ野球のスター選手と空き巣を生業とする青
年の奇妙な運命を独特のユーモアで描いた感動の人間ドラマ。

邦画 ASBXE 5544 グッモーエビアン︕ 監督：山本透　出演：麻生久美子、大泉洋、三吉彩花 ¥27,500
元バンドのギタリストの母親アキと、しっかり者の中学生・ハツキは対照的だが、親友のように
仲良く暮らしていた。ある日、海外放浪の旅をしていた自由人・ヤグが帰ってきた…。

邦画 ASBXA 5981 過ぐる日のやまねこ
監督/脚本：鶴岡慧子　出演：木下美咲/泉澤祐希/植
木祥平/中川真桜/田中要次/西尾まり/田中隆三 ほ
か

¥27,500
ガールズバーをクビになった２１歳の時子は、ふと思い立ち、幼い頃に暮らしていた長野県
の小さな田舎町を訪れる。彼女は絵描きの父と８歳までこの地で過ごしていたが、ある朝、父
は山猫を探しに山奥へ行き帰らぬ人となったのだった。

邦画 燃える上海 男装の麗⼈ 川島芳⼦ 監督：今泉　善珠 原作：村松　梢風 出演：山村　聡、川
路　龍子 ほか

¥27,500
１９３２年、東洋のマタハリと呼ばれた清朝の王女、川島芳子は王朝の再興に躍起になって
いたが…

邦画 Historica 1／つばめを動かす⼈たち 製作：加藤 秀男 他　演出：関川 秀雄 ¥27,500
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

邦画 Historica 2／よみがえる⾦⾊堂 製作：片田 計一　監督：中村 麟子　ナレーター：平光 
淳之助

¥27,500
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

邦画 Historica 3／雪にいどむ 製作：片田 計一　音楽：伊福部　昭 ¥27,500
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。

邦画 Historica 4／雅楽 製作：石本　統吉　脚本：丸山　章治 ¥27,500
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。

邦画 LCST 10003 神話の国の⼦どもたち 監督：雑賀 俊朗 ¥16,500 EXILE PROFESSIONAL GYM全面協力による、神話をテーマにしたダンス映画。

邦画 AFBZ 1266 映画 続・深夜食堂 監督：松岡 錠司　出演：小林 薫、河井 青葉、佐藤 浩
市、池松 壮亮、キムラ 緑子　ほか

¥27,500
安倍夜郎の人気コミックを小林薫主演で描いたテレビドラマの映画版「深夜食堂」の続編。
路地裏にたたずむ深夜営業の小さな食堂「めしや」を舞台に、個性豊かな客たちが織り成す
悲喜こもごもを描く。

邦画 LCST 10001 加奈⼦のこと 監督：横田 丈実　出演：寺下 貞信／川本 美由紀 ¥11,000
3年の介護の末、妻・加奈子を亡くした田所は一人暮らしの静寂の中、妻の幻を目にするよう
になる

邦画 LCST 10002 大和川慕情 監督：横田 丈実　出演：寺下 貞信／齋藤 誠 ¥13,200
奈良・大和川の写真を撮り続けた祖父の影響を受けて写真家となった祐介だが、祖父の訃
報を聞き…

邦画 AFBZ 1274
ムーミン谷とウィンターワンダーラ
ンド

監督：ヤコブ・ブロンスキ、イーラ・カーペラン　声の出
演：宮沢 りえ、森川 智之、朴 璐美、サラ・オレイン、神
田 沙也加　ほか

¥22,000
長く厳しい冬の間、冬眠するため雪もクリスマスも何も知らないムーミントロールが、今年はな
ぜだか目覚めてしまい、“クリスマスさん”を迎える準備に奮闘する。ムーミン一家が初めて経
験するクリスマスのお話を温かく幸せなタッチで描き出した。

邦画 AFBZ 1272 三度目の殺⼈ 監督:是枝 裕和　出演：福山 雅治、役所 広司、広瀬 す
ず、斉藤 由貴、吉田 鋼太郎　ほか

¥27,500
それは、ありふれた裁判のはずだった。殺人の前科がある三隅が解雇された工場の社長を
殺し、火をつけた容疑で起訴された。犯行も自供し、死刑はほぼ確実だった。その弁護を担
当することになった、重盛…。

邦画 AFBZ 1270 At the terrace テラスにて 監督：山内 ケンジ　出演：石橋 けい、平岩 紙、古屋 隆
太、岩谷 健司、師岡 広明　ほか

¥27,500
それは、笑い声がさざめくいつものパーティのはずだった。東京近郊、とある豪邸のテラス
で、富裕層が集まる宴がそろそろ終わりの時間を迎えようとしている。しかし、人々には帰れ
ない理由があった。

邦画 AFBZ 1268 ＳＣＯＯＰ︕ 監督：大根 仁　出演：福山 雅治、二階堂 ふみ、吉田 
羊、遠藤 賢一、リリー・フランキー　ほか

¥27,500
カメラマンの都城静は、かつて数々の伝説的スクープをモノにしてきたが、今では芸能スキャ
ンダル専門の中年パパラッチとして、借金や酒にまみれた自堕落な生活を送っていた。
（PG12）

邦画 ハルをさがして 監督:尾関 玄　出演：小柴大河、佐藤奈月、小泉凱、橋
本一樹、洞口依子、小沢仁志　ほか

¥41,800
震災後の福島を舞台に、ひと夏の経験を通して少年少女たちの「成長」という普遍的なテー
マを描く。2015年「第2回こども国際映画祭in沖縄」を皮切りに、数々の映画祭で上映。

邦画 CNMA 00002 ⼆宮⾦次郎物語 愛と情熱のかぎり 監督:後藤 秀司　出演：林 泰文、細山田隆人（子役）、
久我 陽子、真野 響子　ほか

¥49,500
百姓を営む二宮家の長男として生まれた金次郎は、父母の教えを胸に様々な業績を成し遂
げていく。

邦画 折鶴 監督・製作：曽原 三友紀　出演：梶野 尊麿、梶野 麗
奈、ジェット ミルズ

¥66,000
原爆の子のモデル、折鶴の少女として有名な佐々木禎子さん。世界平和のシンボルとなっている「禎子鶴」をテー
マにした短編映画。「広島国際映画祭」でのワールドプレミア上映の他、ハリウッドドリームズ国際映画祭など多数
の映画祭で上映。ロサンゼルス日本映画祭最優秀感動作品賞受賞。

邦画 JVDD 1412R 凍える鏡 監督：大嶋 拓　出演：田中 圭、富樫 真、渡辺美佐子、
増沢 望、川口 節子、下條アトム

¥55,000
親から無条件の愛情を与えられなくなった現代人の孤独と再生を描き出したヒューマンドラマ。都会の片隅で自分
の描いた絵を売る青年・瞬と、信州の山荘に一人暮らす童話作家・香澄。親子以上に年の離れた２人はある日、街
の雑踏で出会い、いつしか不思議な絆で結ばれていく…。

邦画 ふたりの旅路
監督：マーリス・マルティンソーンス　出演：桃井 かお
り、イッセー尾形、アルトゥルス・スクラスティウス、アリ
セ・ポラチェンコ、木内 みどり、石倉 三郎

¥66,000
LAを拠点に国内外で活躍する唯一無二の俳優・桃井かおりと、世界の巨匠から熱いラブ
コールを受ける個性派俳優・イッセー尾形の豪華共演が実現。ラトビア出身マーリス・マル
ティンソーンス監督による、”新しい北欧”として注目を集めるラトビアと日本の初の合作。

邦画 SF 7001
映画 de 回想法／そよかぜ-リンゴの
唄-（ダイジェスト映画）

監督：佐々木 康　出演：並木路子／上原 謙 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7002
映画 de 回想法／影を慕いて（ダイ
ジェスト映画）

監督：野村 浩将　出演：上原 謙／山根 寿子 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7003
映画 de 回想法／名探偵アジャパー氏
（ダイジェスト映画）

監督：佐伯 幸三　出演：伴 淳三郎／益田 喜頓 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7004
映画 de 回想法／歌うエノケン捕物帖
（ダイジェスト映画）

監督：渡辺 邦男　出演：榎本 健一／藤山 一郎 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7005
映画 de 回想法／⻘い山脈（ダイジェ
スト映画）

監督：今井 正　出演：原 節子／池部 良 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7006
映画 de 回想法／思ひ出のボレロ（ダ
イジェスト映画）

監督：佐々木 康　出演：高峰 三枝子／若原 雅夫 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7007
映画 de 回想法／アチャコ⻘春⼿帖
（ダイジェスト映画）

監督：野村 浩将　出演：花菱 アチャコ／浪花 千栄子 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7008
映画 de 回想法／勘太郎⽉夜唄（ダイ
ジェスト映画）

監督：田坂 勝彦　出演：長谷川 一夫／乙羽 信子 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7009
映画 de 回想法／芸者ワルツ（ダイ
ジェスト映画）

監督：渡辺 邦男　出演：龍崎 一郎／相馬 千恵子 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7010
映画 de 回想法／銀座カンカン娘（ダ
イジェスト映画）

監督：島 耕二　出演：高峰 秀子／笠置 シヅ子 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7011
映画 de 回想法／弥次喜多道中記（ダ
イジェスト映画）

監督：マキノ 正博　出演：片岡 千恵蔵／杉 狂児 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7012
映画 de 回想法／泣くな小鳩よ（ダイ
ジェスト映画）

監督：毛利 正樹　出演：岡 晴夫／野上 千鶴子 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7013
映画 de 回想法／とんかつ大将（ダイ
ジェスト映画）

監督：川島 雄三　出演：佐野 周二／津島 恵子 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。
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邦画 SF 7014
映画 de 回想法／憧れのハワイ航路
（ダイジェスト映画）

監督：斎藤 寅次郎　出演：岡 晴夫／古川 緑波 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7015
映画 de 回想法／腰抜け⼆⼑流（ダイ
ジェスト映画）

監督：並木 鏡太郎　出演：轟 夕起子／森繁 久彌 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7016
映画 de 回想法／男の涙（ダイジェス
ト映画）

監督：斎藤 寅次郎　出演：岡 晴夫／古川 緑波 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7017
映画 de 回想法／鞍⾺天狗 角兵衛獅
⼦（ダイジェスト映画）

監督：大曾根 辰夫　出演：嵐 寛寿郎／美空 ひばり ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7018
映画 de 回想法／異国の丘（ダイジェ
スト映画）

監督：渡辺 邦男　出演：上原 謙／花井 蘭子 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7019
映画 de 回想法／ひばり捕物帳 唄祭
り八百八町（ダイジェスト映画）

監督：斎藤 寅次郎　出演：美空 ひばり／伴 淳三郎 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7020
映画 de 回想法／カルメン故郷に帰る
（ダイジェスト映画）

監督：木下 恵介　出演：高峰 秀子／小林 トシ子 ¥9,790
認知症の予防や改善につながる回想法のDVDです。かつて多くの人たちが熱狂した、昭和
の名作映画の数々をハイライトシーンを中心にお届けします。

邦画 SF 7501
映画 de 回想法 第一集 10巻セット
（ダイジェスト映画） ¥88,000

昭和の銀幕から10タイトルを厳選した、認知症予防と改善のための回想法DVD10巻セットで
す。※SF7001～7010と同内容

邦画 SF 7502
映画 de 回想法 第⼆集 10巻セット
（ダイジェスト映画） ¥88,000

昭和の銀幕から10タイトルを厳選した、認知症予防と改善のための回想法DVD10巻セットで
す。※SF7011～7020と同内容

邦画 AFBZ 1278 ミッドナイト・バス 監督：竹下　昌男／原作：伊吹　有喜／出演：原田　泰
造

¥27,500
バツイチの高宮利一は長距離バスの運転手。ある日、別れた妻・美雪が彼のバスに偶然乗り
合わせ…

生活文化 ESSE 005
知っていそうで知らなかった 妊娠
中の⽣活⼿引き 監修：野村 和子／監修：田崎 美和子

¥6,600
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。

生活文化 ESSE 006 元気に出産︕ 妊娠中の健康⼿引き 出演：齋藤 吏香／瀬田 季美子 ¥6,600
妊娠中も、出産後も母子共に健康に過ごすための食材選びとボディケアについてやさしく解
説する。

生活文化 ESSE 007
日本の伝統⽂化で⽣活を豊かに/風呂
敷活用術-包み隠さず教えます-

出演：maru／瀬田 季美子 ¥6,600
使う人のアイデアで色々な活用ができる風呂敷。その基本からアレンジまでマスターできる
DVD。

生活文化 ESSE 008
足首･膝･腰･⼿首･肩･首のｹｱとﾄﾚｰﾆﾝ
ｸﾞ

出演：真弓／瀬田 季美子 ¥6,600
年齢を重ねても自分の足で歩き、生活を楽しめますように。保健体育の専門家が丁寧に指
導します！

生活文化 ESSE 009 家族と 友達と おうちパーティー 出演：克子　ロード／瀬田 季美子 ¥6,600
いつもの食卓を素敵に飾るちょっとしたアレンジ。簡単に楽しく季節のパーティー準備をしま
しょう

生活文化 ESSE 014
災害時に役⽴つ知識とサバイバル
クッキング

出演：鈴木　裕子／北本　典子 ¥7,700
災害時の暮らしを乗り切るサバイバル術や常備品で簡単においしい食事を作る方法を実践
指導します

時事 カメジロー〜沖縄の⻘春〜 優秀映画観賞会推薦
日本映像復興会議推薦賞

¥19,800
戦後の沖縄で米軍の土地強奪と事件蹂躙に断固反抗し、「土地代金を払え」「水代を払え」と叫んだ男＜カメジ
ロー＞こと瀬長亀次郎。那覇市長に当選し民主主義を説き人権を守る政策を発表。米軍との攻防の11カ月を涙と
笑いで描くドラマ部分と当時の記録映像で構成するドキュメンタリー。

時事 ⽯の声〜沖縄戦マラリア地獄の記憶 ¥16,500
20万人の尊い生命が奪われた沖縄戦。島民を全て西表島に強制移住させらた。島民の3分
1がマラリアに蘿患した。

時事 戦場ぬ童（いくさばぬわらび） 沖縄戦40周年記念記録映画 ¥16,500
鉄の暴風をかいくぐり、地獄の戦場をさまよった人々の生々しい証言をもとに沖縄戦の実態
を子供たちに的を絞って描いた作品。

時事 ⼈間の住んでいる島 第14回日本映画復興奨励賞受賞 ¥13,200
沖縄本島北部の沖合に浮かぶサンゴ礁に囲まれた島がアメリカ軍と戦い続け、沖縄戦後史
の生き証人であり語りべである阿波根さんのもとに全国の児童生徒や若者が話を聞きに来
る。

時事
美ら海 美ら島
〜沖縄の⾃然遺産シリーズ〜 ¥16,500

琉球放送テレビで1997年から夕方のニュース番組で紹介されてきた豊富な自然映像の中か
ら厳選された、沖縄の自然と生き物たちの映像集です。

児童 AAM 001 ミッキーの消防隊 ¥11,000 みんなが大好きなミッキーマウスがいっぱい！！

児童 AAM 002 ミッキーのがんばれサーカス ¥11,000 みんなが大好きなミッキーマウスがいっぱい！！

児童 AAM 003 ミッキーのお化け退治 ¥11,000 みんなが大好きなミッキーマウスがいっぱい！！

児童 AAM 004 ミッキーのハワイ旅⾏ ¥11,000 みんなが大好きなミッキーマウスがいっぱい！！

児童 AAM 005 ミッキーの誕⽣日 ¥11,000 みんなが大好きなミッキーマウスがいっぱい！！

児童 AAM 006 ミッキーのゴルフ ¥11,000 みんなが大好きなミッキーマウスがいっぱい！！

児童 AAS 001 トムとジェリー 上には上がある ¥11,000 ねこのトムとネズミのジェリー!今日も仲良くケンカ中？！

児童 AAS 002 トムとジェリー 赤ちゃんはいいな ¥11,000 ねこのトムとネズミのジェリー!今日も仲良くケンカ中？！

児童 AAS 003 トムとジェリー 天国と地獄 ¥11,000 ねこのトムとネズミのジェリー!今日も仲良くケンカ中？！

児童 AAS 004 トムとジェリー 星空の音楽会 ¥11,000 ねこのトムとネズミのジェリー!今日も仲良くケンカ中？！

児童 AAS 005 トムとジェリー メリークリスマス ¥11,000 ねこのトムとネズミのジェリー!今日も仲良くケンカ中？！

児童 AAS 006 トムとジェリー 楽しいボーリング ¥11,000 ねこのトムとネズミのジェリー!今日も仲良くケンカ中？！

児童 AAS 007 トムとジェリー ジェリー街へ⾏く ¥11,000 ねこのトムとネズミのジェリー!今日も仲良くケンカ中？！

児童 AAS 008 トムとジェリー バラ⾊の⼈⽣ ¥11,000 ねこのトムとネズミのジェリー!今日も仲良くケンカ中？！

児童 AAS 009
トムとジェリー 夢と消えたバカン
ス ¥11,000 ねこのトムとネズミのジェリー!今日も仲良くケンカ中？！
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児童 AAS 010 トムとジェリー 花火はすごいぞ ¥11,000 ねこのトムとネズミのジェリー!今日も仲良くケンカ中？！

児童 AAM 101 ドナルド・ダッグ ¥11,000 ドナルドとその仲間たちが贈る愉快なお話がいっぱい！！

児童 AAM 102 プルート ¥11,000 ブルートとその仲間たちが贈る愉快なお話がいっぱい！！

児童 AAM 103 チップとデール ¥11,000 チップとデールとその仲間たちが贈る愉快なお話がいっぱい！！

児童 AAM 104 グーフィー ¥11,000 グーフィーとその仲間たちが贈る愉快なお話がいっぱい！！

児童 AAM 105 チップとデール リスの山小屋合戦 他 ¥11,000 チップとデールとその仲間たちが贈る愉快なお話がいっぱい！！

児童 AAM 106
ドナルド・ダッグ ドナルドの磁⽯騒
動 ¥11,000 ドナルドとその仲間たちが贈る愉快なお話がいっぱい！！

児童 AAM 107
ドナルド・ダッグ ドナルドの少年団
⻑ ¥11,000 ドナルドとその仲間たちが贈る愉快なお話がいっぱい！！

児童 AAS 101 ウッディ・ウッドペッカー ¥11,000 キッズコレクション ルーニーキャラクターシリーズ

児童 AAS 102 トゥイーティー ¥11,000 キッズコレクション ルーニーキャラクターシリーズ

児童 AAS 103 バッグス・バニー ¥11,000 キッズコレクション ルーニーキャラクターシリーズ

児童 AAS 104 ルーニー・テューンズ ¥11,000 キッズコレクション ルーニーキャラクターシリーズ

児童 AAS 105 アンディパンダ＆ウッドペッカー ¥11,000 キッズコレクション ルーニーキャラクターシリーズ

児童 AAS 301 みんなのアイドル ベティちゃん ¥11,000 皆が知ってる、あの懐かしいキャラクター達が大集合！

児童 AAS 302 キャスパー ¥11,000 皆が知ってる、あの懐かしいキャラクター達が大集合！

児童 AAS 303 ポパイ ポパイの高いびき ¥11,000
船乗りポパイは可愛いオリーブをブルートから守るため今日もホウレン草を食べてパワーアッ
プ！

児童 AAS 304 ポパイ お化け騒動 ¥11,000
船乗りポパイは可愛いオリーブをブルートから守るため今日もホウレン草を食べてパワーアッ
プ！

児童 AAS 305 ポパイ テレビの⼈気者 ¥11,000
船乗りポパイは可愛いオリーブをブルートから守るため今日もホウレン草を食べてパワーアッ
プ！

児童 AAM 401 フィリックス・ザ・キャット ¥11,000 皆が知ってる、あの懐かしいキャラクター達が大集合！

児童 KNWF 001 世界名作童話集 第1集 トムソーヤの冒険 ¥11,000 子供から大人まで楽しく4カ国語が学べるアニメーションです。

児童 KNWF 002 世界名作童話集 第2集 しらゆきひめ ¥11,000 子供から大人まで楽しく4カ国語が学べるアニメーションです。

児童 KNWF 003 世界名作童話集 第3集 おやひびひめ ¥11,000 子供から大人まで楽しく4カ国語が学べるアニメーションです。

児童 KNWF 004 世界名作童話集 第4集 不思議の国のありす ¥11,000 子供から大人まで楽しく4カ国語が学べるアニメーションです。

児童 KNWF 005 世界名作童話集 第5集 ははをたずねて ¥11,000 子供から大人まで楽しく4カ国語が学べるアニメーションです。

児童 KNWF 006 世界名作童話集 第6集 小公子 ¥11,000 子供から大人まで楽しく4カ国語が学べるアニメーションです。

児童 KNWF 007 世界名作童話集 第7集 赤いくつ ¥11,000 子供から大人まで楽しく4カ国語が学べるアニメーションです。

児童 KNWF 008 世界名作童話集 第8集 オズのまほうつかい ¥11,000 子供から大人まで楽しく4カ国語が学べるアニメーションです。

児童 KNWF 009 世界名作童話集 第9集 にんぎょひめ ¥11,000 子供から大人まで楽しく4カ国語が学べるアニメーションです。

児童 KNWF 010 世界名作童話集 第10集 ロビンフットの冒険 ¥11,000 子供から大人まで楽しく4カ国語が学べるアニメーションです。

児童 KNWF 011 世界名作童話集 第11集 白鳥の王子 ¥11,000 子供から大人まで楽しく4カ国語が学べるアニメーションです。

児童 KNWF 012 世界名作童話集 第12集 ヘンゼルとグレーテル ¥11,000 子供から大人まで楽しく4カ国語が学べるアニメーションです。

児童 KNWF 013 世界名作童話集 第13集 たか島 ¥11,000 子供から大人まで楽しく4カ国語が学べるアニメーションです。

児童 KNWF 014 世界名作童話集 第14集 白鳥のみずうみ ¥11,000 子供から大人まで楽しく4カ国語が学べるアニメーションです。

児童 KNWF 015 世界名作童話集 第15集 3びきの子ぶた ¥11,000 子供から大人まで楽しく4カ国語が学べるアニメーションです。

児童 DJS 002-1 第1巻 イソップものがたり ねずみのそうだん/うさぎとかめ他 ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全６話入・３３分）

児童 DJS 002-2 第2巻 マッチ売りの少⼥ はくちょうの王子/ゆきの女王 ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３１分）
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児童 DJS 002-3 第3巻 アルプスの少⼥ハイジ 三びきの子ぶた/はだかの王様 ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・２１分）

児童 DJS 002-4 第4巻 ⺟をたずねて 小公子/十五少年漂流記 ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３４分）

児童 DJS 002-5 第5巻 ジャックとまめの木 三銃士/王様の耳はロバの耳 ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３４分）

児童 DJS 002-6 第6巻 家なき⼦ ペリーヌ物語/小公女 ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３２分）

児童 DJS 002-7 第7巻 かぐやひめ さるかにがっせん/ぶんぶんちゃがま ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・２４分）

児童 DJS 002-8 第8巻 トムソーヤの冒険 たから島/ロビンフッドの冒険 ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３３分）

児童 DJS 002-9 第9巻 そんごくう きんたろう/ガリバー旅行記 ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３１分）

児童 DJS 002-10 第10巻 フランダースの⽝ 小人とくつや/王子とこじき ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３３分）

児童 DJS 003-1 第11巻 ももたろう いっすんぼうし/いなばの白うさぎ ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３２分）

児童 DJS 003-2 第12巻 一休さん うらしまたろう/花さかじいさん ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３４分）

児童 DJS 003-3 第13巻 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 ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３２分）

児童 DJS 003-4 第14巻 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 ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３１分）

児童 DJS 003-5 第15巻 にんぎょひめ 赤いくつ/すずのへいたいさん ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３２分）

児童 DJS 003-6 第16巻 あかずきん しらゆきひめ/ヘンゼルとグレーテル ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３２分）

児童 DJS 003-7 第17巻 ひみつの花園 ピーターパン/オズのまほうつかい ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３４分）

児童 DJS 003-8 第18巻 足⻑おじさん 若草物語/ふしぎの国のアリス ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３４分）

児童 DJS 003-9 第19巻 おやゆびひめ ピノキオ/みにくいアヒルの子 ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３２分）

児童 DJS 003-10 第20巻 ねむりひめ シンデレラ/ながぐつをはいたねこ ¥11,000 みんなが知ってる 心あたたまるなつかしいお話シリーズ（童話・全３話入・３３分）

建築 TWDT 1003
フランク・ロイド・ライト〜建築と
日本

フランク・ロイド・ライトと日本の深い絆とは ¥33,000
20世紀の最も偉大なアメリカ建築家、フランク・ロイド・ライトが生活し、創作し、そして愛した
国、日本。彼が堂のように日本に影響を与え、また日本からいかに多大な影響をうけたの
か、膨大な資料、写真などで見ていく

健康 WSTV 7001
古道四国八十八ヶ所へんろ道を歩く 
1

ヴァーチャルウォーク　シリーズ　１ ¥11,000
国内の古道、街道を実際にウォーキングしその行程を客観的に見ながら一緒にヴァーチャ
ルウォークしましょう

健康 WSTV 7002 古道鞍⾺街道鞍⾺山を歩く ヴァーチャルウォーク　シリーズ　２ ¥11,000
国内の古道、街道を実際にウォーキングしその行程を客観的に見ながら一緒にヴァーチャ
ルウォークしましょう

健康 WSTV 7003 古道鎌倉七⼝切通を歩く ヴァーチャルウォーク　シリーズ　３ ¥11,000
国内の古道、街道を実際にウォーキングしその行程を客観的に見ながら一緒にヴァーチャ
ルウォークしましょう

健康 WSTV 7004 熊野古道 １ ヴァーチャルウォーク　シリーズ　４ ¥11,000
国内の古道、街道を実際にウォーキングしその行程を客観的に見ながら一緒にヴァーチャ
ルウォークしましょう

健康 WSTV 7005 高尾山を歩く ヴァーチャルウォーク　シリーズ　５ ¥11,000
国内の古道、街道を実際にウォーキングしその行程を客観的に見ながら一緒にヴァーチャ
ルウォークしましょう

健康 WSTV 7006 六甲山を歩く １ ヴァーチャルウォーク　シリーズ　６ ¥11,000
国内の古道、街道を実際にウォーキングしその行程を客観的に見ながら一緒にヴァーチャ
ルウォークしましょう

健康 WSTV 7007 日光杉並木街道を歩く ヴァーチャルウォーク　シリーズ　７ ¥11,000
国内の古道、街道を実際にウォーキングしその行程を客観的に見ながら一緒にヴァーチャ
ルウォークしましょう

健康 WSTV 7008 赤目四十八滝を歩く ヴァーチャルウォーク　シリーズ　８ ¥11,000
国内の古道、街道を実際にウォーキングしその行程を客観的に見ながら一緒にヴァーチャ
ルウォークしましょう

健康 WSTV 7009 四国八十八ヶ所へんろ道を歩く ヴァーチャルウォーク　シリーズ　９ ¥11,000
国内の古道、街道を実際にウォーキングしその行程を客観的に見ながら一緒にヴァーチャ
ルウォークしましょう

健康 WSTV 7010 鎌倉街道七⼝切通を歩く ２ ヴァーチャルウォーク　シリーズ　１０ ¥11,000
国内の古道、街道を実際にウォーキングしその行程を客観的に見ながら一緒にヴァーチャ
ルウォークしましょう

健康 WSTV 7011 京都大⽂字山ウォーキング 1 ヴァーチャルウォーク　シリーズ　１１ ¥11,000
国内の古道、街道を実際にウォーキングしその行程を客観的に見ながら一緒にヴァーチャ
ルウォークしましょう

健康 WSTV 7012 京都大⽂字山ウォーキング 2 ヴァーチャルウォーク　シリーズ　１２ ¥11,000
国内の古道、街道を実際にウォーキングしその行程を客観的に見ながら一緒にヴァーチャ
ルウォークしましょう

芸術 TEBE 35123
綾小路きみまろ爆笑︕最新ライブ名
演集

出演：綾小路きみまろ ¥16,500
毒舌大暴走で大爆笑！綾小路きみまろの最新ライブ３会場でのあのネタこのネタを収録。特
典映像付

芸術 TEBE 38267
綾小路きみまろ爆笑︕エキサイトラ
イブビデオ 第５集

出演：綾小路きみまろ ¥16,500 ２０１４年７月１２日、浅草公会堂にて収録，特典フォトギャラリー付

芸術 TEBE 36206
綾小路きみまろ あれから４０年︕
爆笑︕︕傑作集︕︕︕…

出演：綾小路きみまろ ¥16,500 １．あれから４０年パート１／２．あれから４０年パート２／３．あれから４０年パート３／他

芸術 TEBE 28184
綾小路きみまろの⼈⽣ひまつぶし 
第１巻 奈良・京都編

出演：綾小路きみまろ ¥16,500
１．オープニング／２．奈良　桜井　爆笑！スーパーライブ／３．奈良　桜井　ふれあい旅／
他

芸術 TEBE 28185
綾小路きみまろの⼈⽣ひまつぶし 
第２巻 滋賀・⻘森編

出演：綾小路きみまろ ¥16,500
１．オープニング／２．滋賀　大津　爆笑！スーパーライブ／３．滋賀　大津　ふれあい旅／
他
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芸術 TEBE 28192
綾小路きみまろの⼈⽣ひまつぶし 
第３巻 愛媛・⻑野編

出演：綾小路きみまろ ¥16,500
１．オープニング／２．愛媛　西予　爆笑！スーパーライブ／３．愛媛　西予　ふれあい旅／
他

芸術 TEBE 28193
綾小路きみまろの⼈⽣ひまつぶし 
第４巻 広島・茨城編

出演：綾小路きみまろ ¥16,500
１．オープニング／２．広島　福山　爆笑！スーパーライブ／３．広島　福山　ふれあい旅／
他

芸術 TEBE 36228
綾小路きみまろ 爆笑︕最新ライブ
ベストセレクション１

出演：綾小路きみまろ ¥16,500
全国を爆笑の渦に巻き込み続けて１５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。

芸術 TEBE 36228
綾小路きみまろ 爆笑︕最新ライブ
ベストセレクション２

出演：綾小路きみまろ ¥16,500
全国を爆笑の渦に巻き込み続けて１５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

芸術 NGNR 001
豪華浪曲大全集 第１集 華の平成
６年⼊門組 看板披露 富⼠路⼦

出演：富士路子
セット販売の

み
権太栗毛／慈母観音

芸術 NGNR 002
豪華浪曲大全集 第１集 華の平成
６年⼊門組 看板披露 ⽟川こう福

出演：玉川こう福
セット販売の

み
別れ涙の花舞台／人情あいや節

芸術 NGNR 003
豪華浪曲大全集 第１集 華の平成
６年⼊門組 看板披露 澤順⼦

出演：澤順子
セット販売の

み
蝶々夫人／鶴女房

芸術 NGNR 004
豪華浪曲大全集 第１集 華の平成
６年⼊門組 看板披露 富⼠琴美

出演：富士琴美
セット販売の

み
野口英世　少年時代／赤垣源蔵　徳利の別れ

芸術 NGNR 005
豪華浪曲大全集 第１集 華の平成
６年⼊門組 看板披露 鳳舞⾐⼦

出演：鳳舞衣子
セット販売の

み
三味線やくざ／王将夫婦駒

芸術 NGNR 001-005
豪華浪曲大全集 第１集 華の平成
６年⼊門組 看板披露

出演：富士路子／玉川こう福／澤順子／富士琴美／
鳳舞衣子

¥22,000 富士路子／玉川こう福／澤順子／富士琴美／鳳舞衣子

教育 NSDS 21144
ストップ︕薬物乱用 危険ドラッグの
恐怖

監修：国立研究開発法人国立精神・神経医療研究セン
ター精神保健研究所　薬物依存研究部長　松本俊彦

¥19,800

誘惑の魔の手を断ち切る第一歩。薬物乱用についての正しい知識を身につける！成長期の心と身体に取り返し
のつかないダメージを与える薬物依存の恐ろしさについて、専門医と体験者の証言を交えて学習します。また、新
たに教科書で扱われることになった危険ドラッグについても、これまでの薬物とどう違うのか？なぜ危険なのか？具
体的な事例をもとに解説する。

教育 ESSE 002 苦⼿を克服 チャレンジしよう︕ 出演：真弓／片岡 明美 ¥6,600
逆上がり／でんぐり返し、後ろでんぐり返し／スキップ／なわとび／ボールキャッチ、ボール
投げ

教育 ESSE 003
おやこで体操 楽しみながら⾝体能
⼒を鍛えよう︕

出演：真弓／瀬田 季美子 ¥6,600
家庭でできる親と子のふれあい遊びを通して、自然に身体能力を身に着ける方法をＤＶＤで
紹介する

教育 ESSE 004
えいごとなかよし ⾊・数・歌 ⾝
近な英語を覚えよう 監修：野村 和子／監修：田崎 美和子

¥6,600 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

教育 「三国志」の世界とその魅⼒ 1.二つの三国志 2.菫卓と二袁3.曹操の革新性（前編・
後編）4.江東の自立 5.漢室復興

¥49,500
映画「レッドクリフ」監修者が語る72分の講義映像。「三国志」研究における国内最高峰の第
一人者が解説。学術的にも貴重な映像です。

教育

「特別の教科 道徳」考え⽅と進め⽅ 誰もが取
り組める小学校・中学校授装の実践のポイント 
①総論編

「特別の教科 道徳」の目標・計画・実践のポイント ¥41,800
「特別の教科 道徳」が設置された経緯、目標や評価、指導計画のつくり方、授業のポイント
などについて、図や表を用いたり、2～4巻の授業例も紹介しながら解説しています。（付録25
分付）

教育

「特別の教科 道徳」考え⽅と進め⽅ 誰もが取
り組める小学校・中学校授装の実践のポイント 
②小学校低学年編

役割演技を活用した、友達ち仲良くする心を育む授業 ¥41,800
2巻では低学年で行った役割演技を活用した授業を収録。演者選びのポイント、発言しやす
くするための工夫、集中させるための空間作りなどを紹介しています。複数評価についても
収録しています。（付録81分付）

教育

「特別の教科 道徳」考え⽅と進め⽅ 誰もが取
り組める小学校・中学校授装の実践のポイント 
③小学校高学年編

いのちの大切さについて自我関与を深める授業 ¥41,800
3巻では小学校高学年向けに「なぜ命が大切なのか？」「どのように生きていくべきか？」を課
題として授業を行います。自分の力で深く考えるように仕向け、それを引き出し、級友の多様
な考え方を知り求めていけるよう導く更生、発問、板書を見ていきます。（付録67分付）

教育

「特別の教科 道徳」考え⽅と進め⽅ 誰もが取
り組める小学校・中学校授装の実践のポイント 
④中学校編

いじめについて自分の生き方と関わらせて考える授業 ¥41,800
4巻では中学生対象の、いじめについて考える授業を行います。経験を積み多様な価値観を持つ中学生が今まで
の自分を振り返り、考えを深めこれからの自分を考えるように導いていく。内容に没頭させる振興や、ペアワーク・グ
ループワークの工夫、ワークシートの活用などを見ていきます。（付録43分付）

教育 MPNM 01593
でんじろう先⽣のはぴエネ︕ 第１
巻

出演：米村でんじろう ¥16,500 １「天然ガスを入れるタンクはなぜ丸い？」／２「たくさんのガスを小さくする方法」／他

教育 MPNM 01594
でんじろう先⽣のはぴエネ︕ 第２
巻

出演：米村でんじろう ¥16,500 １「スマートハウスの仕組み」／２「節電に有効！？不思議な○○」／他

教育 MPNM 01595
でんじろう先⽣のはぴエネ︕ 第３
巻

出演：米村でんじろう ¥16,500 １「ノーベル賞　レーザーの発明」／２「ノーベル賞　アルゴンの発見」／他

教育 MPNM 01596
でんじろう先⽣のはぴエネ︕ 第４
巻

出演：米村でんじろう ¥16,500 １「平賀源内　エレキテルって何？」／２「電気盆　静電気をためて運ぶ！？」／他

教育 MPNM 01597
でんじろう先⽣のはぴエネ︕ 第５
巻

出演：米村でんじろう ¥16,500 １「白色ＬＥＤの秘密　光の三原色」／２「光の不思議な性質」／他

技術 ESSE 001
簡単︕楽しい︕世界で一つだけのハ
ンドメイドアクセサリー

出演：古牧 憲子／瀬田 季美子 ¥5,500
レジンやビーズ織りで自分好みのアクセサリーを作る簡単な方法をＤＶＤで分かりやすく紹介
する。

家庭 TWDT 1062 防犯対策 犯罪から身を守る！ ¥33,000 泥棒・ストーカー・盗聴盗撮などの犯罪から身を守るには？

家庭 TWDT 1009 病気にならない体づくり コア・トレーニング ¥33,000 メタボ対策や肩こり、腰痛の改善と予防、そしてダイエットに最適なコア・トレーニングを紹介

家庭
有機野菜DVDシリーズ〜もっと知り
たい野菜作り

¥11,000 上映時間各巻30～50分　17巻発刊

家庭 災害時の食支援 東日本大震災からの学び ¥22,000
災害時に食支援を行った方々の体験談や、それらの考察をもとにした資料をまとめ、授業や
研修会等で教材として活用できる。

家庭
介助する⼈・される⼈ プロが教える 
介助のポイント

協力：境屋 うらら／鈴木 ほがら ¥44,000 第1話 家の中で／第2話 地域で暮らす

家庭 DLL 001 認知症セミナー ⽼化と認知症 監修・出演：斎藤 正彦 ¥19,800
1．老化とは／2．精神機能の老化／3．知能の老化と身体的老化／4．加齢と性格の老化／
他

家庭 DLL 002
認知症セミナー 認知症のケアと原因
疾患

監修・出演：斎藤 正彦 ¥19,800 1．はじめに／2．認知症の生物学的治療／3．認知症の社会心理学的治療（1）／他

家庭 DLL 003 認知症セミナー うつと幻覚・妄想 監修・出演：斎藤 正彦 ¥19,800 1．はじめに／2．うつ・うつ状態とその治療／3．事例／4．まとめ

家庭 DLL 004
認知症セミナー 認知症の薬と権利擁
護

監修・出演：斎藤 正彦 ¥19,800
1．向精神薬とは／2．うつ状態の治療薬／3．不安症の治療薬／4．幻覚・妄想の治療薬／
他

家庭 ESSE 010
わかりやすく︕働き盛り世代の介護
保険制度を学ぼう

出演：井上 百合枝 ¥6,600
まだ介護保険は関係ないと思っている世代にこそ必要な、公的制度の利用や申請の方法を
紹介します

家庭 ESSE 011
わかりやすく︕お年寄り世帯の介護
保険申請⽅法

出演：井上 百合枝 ¥6,600
今、困っているお年寄り世帯はもちろん、周囲からのサポートの参考にもなる制度利用の手
引きです
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家庭 ESSE 012
花を楽しむ／Ｂｏｘフラワーと⽣花
のコサージュ

出演：克子Lord／瀬田季美子 ¥5,500
切り花を持たせるコツや、お祝いの日を飾るコサージュ、プレゼントＢＯＸフラワーの作り方を
紹介

家庭 ESSE 013
こんな時、どうする︖／こども達を
危険から守るには

出演：髙田ゆあ、髙田透羽、箱田友紀 ¥7,700
小学生の普段の行動に潜む危険や、ピンチの時の切り抜け方を小学生２人と実践形式で解
説します。

ドキュメント
海上保安官が⾒た巨大津波と東日本
大震災復興支援

海上保安庁DVDシリーズVol.1 ¥11,000
3月11日の巨大津波が東北地方に襲いかかる映像が海上保安官によって撮影された。被災
と救助、復旧の記録

ドキュメント
広島・⻑崎における原⼦爆弾の影響
（完全版）

EFFECTS of The ATOMIC BOMB on HIROSHIMA and 
NAGASAKI

¥22,000 かっての「幻の原爆フィルム」が完全版としてここに復活

ドキュメント NELD 002 ヒロシマの記憶 幻の原爆フィルムで歩く広島 ¥22,000 修学旅行の事前学習などに活用ください

ドキュメント NELD 003 ⻑崎の記憶 幻の原爆フィルムで歩く長崎 ¥22,000 修学旅行の事前学習などに活用ください

ドキュメント ⽣き抜く 南三陸町 ⼈々の一年 プロデューサー：井本里士　監督：森岡紀人 ¥20,900
大阪・毎日放送（ＭＢＳ）が、８００時間に及ぶ取材映像をまとめたドキュメンタリー映画。テレ
ビでは伝えきれない被災者の素顔、生と死が混在し続ける被災地の現実を静かに映し出す
ドキュメンタリー。

ドキュメント AVBF 74077
ウォーキング with ダイナソー BBC
オリジナルシリーズ Vol.1

ナレーション：ケネス・ブラナー　日本語ナレーション：井
浦新

¥22,000
恐竜ドキュメンタリーの金字塔が莉マスター映像で帰ってきた！政策期間３年、総製作費１２
億円を投じて製作された、恐竜ドキュメンタリーの傑作！

ドキュメント AVBF 74078
ウォーキング with ダイナソー BBC
オリジナルシリーズ Vol.2

ナレーション：ケネス・ブラナー　日本語ナレーション：井
浦新

¥22,000
恐竜ドキュメンタリーの金字塔が莉マスター映像で帰ってきた！政策期間３年、総製作費１２
億円を投じて製作された、恐竜ドキュメンタリーの傑作！

ドキュメント AVBF 74080
ウォーキング with ダイナソー スペ
シャル︓タイムスリップ︕恐⻯時代

ナレーション：ナイジェル・マーヴェン　日本語ナレー
ション：大塚芳忠

¥22,000
映画化された大ヒットシリーズ「ウォーキング with ダイナソー」のスペシャル版！動物学者・冒
険家ナイジェル・マーヴェンが１億年から７５００万年前へタイムスリップして、恐竜たちの謎を
解き明かす！

ドキュメント AVBF 74081
ウォーキング with ダイナソー スペ
シャル︓海の恐⻯たち

ナレーション：ナイジェル・マーヴェン　日本語ナレー
ション：大塚芳忠

¥22,000
映画化された大ヒットシリーズ「ウォーキング with ダイナソー」のスペシャル版！７つの海の７
つの危険に挑め！動物学者・冒険家ナイジェル・マーヴェンが太古の海へタイムスリップし
て、海の恐竜たちに挑む！

ドキュメント AVBF 74082
ウォーキング with ダイナソー スペ
シャル︓伝説の恐⻯ビッグ・アル

ナレーション：ナイジェル・マーヴェン　日本語ナレー
ション：大塚芳忠

¥22,000
映画化された大ヒットシリーズ「ウォーキング with ダイナソー」のスペシャル版！完全な骨格
の化石が発見されたアロサウルス、通称“ビッグ・アル”の謎を解き明かす！

ドキュメント チェルノブイリ 28年目の⼦どもたち Ⅰ．長期低線量被爆の現場から／Ⅱ．命と健康を守る
現場から（2枚組）

¥5,500 チェルノブイリ原発事故から28年経った現在のウクライナを取材。

ドキュメント TENSHIN 01 天心の譜 製作総式：細川 佳代子　監督：小栗 謙一　指揮：小林 
研一郎

¥44,000
心にひろがる宇宙に向かって　いま、自分探しの旅が始まる　2010年、指揮者・小林研一郎
が古希を迎え、障がいがある31名の演奏家を【コバケンとその仲間たちオーケストラ】に加
え、コンサートを企画。

ドキュメント 波伝谷に⽣きる⼈びと 監督：我妻 和樹 ¥66,000
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。

ドキュメント ⻑江にいきる 秉愛(ビンアイ)の物語 製作・監督：フォン・イェン（馮艶）　音響設計：菊池 信
之

¥44,000
中国の国家的プロジェクト三峡ダム建設による移住計画に抵抗する農民女性、秉愛の生き
様を7年間見つめたドキュメンタリー。農作業に励み家族とつつましく暮らす彼女の日常に寄
り添いながら、経済発展から取り残された内陸部農民の暮らしの現実を映し出す。

ドキュメント PN18waru 101
笑う101歳×２ 笹本恒⼦ むのたけ
じ

監督・脚本：河邑 厚徳　出演：笹本 恒子、むの たけじ　
語り：谷原 章介　音楽：加古 隆

¥55,000
日本初の女性報道写真家と伝説のジャーナリスト。女と男。カメラとペン。二人の生き方を見
つめた希望のドキュメンタリー映画

ドキュメント
⼆科会写真部 名誉会員 報道写真家 浜⼝タカシ
が語る ドキュメント日本 [歴史の瞬間] 写真・語り：浜口 タカシ　ディレクター：森田正明 ¥59,400 現場で鬼と化す。その心奥をドキュメンタリーの鬼才・森田正明が抉る

ドキュメント KCWD 9084
ＴＯＫＹＯ １９６４ Ｖｏｌ．１
／東京オリンピック開催に向かって

企画：東京都 ¥22,000 「新東京の顔」／「銀座八丁」／「高速１・４号線」／「かわった形の体育館」／他

ドキュメント KCWD 9085
ＴＯＫＹＯ １９６４ Ｖｏｌ．２
／東京オリンピック開催に向かって

企画：東京都 ¥22,000 「東京１９６３年」／「浅草」／「東京」／「東京の空の下」／「東京２０年」

ドキュメント 7006236
⾃由学園初等部 土と育つ⼦どもた
ち 日々の⽣活と学びの記録

構成：纐纈　あや／撮影：石井　和彦 ¥33,000
東京郊外の豊かな自然の中にある学校、自由学園。そこで育つ子どもたちの日々の生活と
学びの記録

ドキュメント 7005905 ゼロの阿蘇／５００日の記録 撮影：長野　良市／長野　梢人 ¥11,000
２０１６年４月に大地震に襲われてから５００日間、阿蘇を撮り続けた写真家のドキュメンタ
リー。

ドキュメント 7006495
⿊澤 泰＆飯⽥基晴の地域猫活動の
すすめ

監督：飯田　基晴／出演：黒澤　泰 ¥16,500 第１部「黒澤泰による地域猫活動のすすめ」／第２部「地域と猫と人間と」／他

ドキュメント 18V 0006S
みんなで考えるＬＧＢＴｓ／１いろ
いろな性 〜好きになる性〜

監修：日高　庸晴 ¥33,000
本人の意志では選択できないと考えられる性的指向について、ドラマ形式で学習する映像
教材です。

ドキュメント 18V 0007S
みんなで考えるＬＧＢＴｓ／２いろ
いろな性 〜心の性・表現する性〜

監修：日高　庸晴 ¥33,000
自身の性自認について戸惑い、自分の在り方に悩む子供たちのドラマを通して、心の性を
考えます。

ドキュメント 18V 0008S
みんなで考えるＬＧＢＴｓ／３性的
指向と性⾃認（解説編）

監修：日高　庸晴 ¥33,000
性の多様性を解説し、ＬＧＢＴｓを取り巻く社会の動きなどを紹介しながら、その理解を深めま
す。

アニメ アニメ落語館 ⾺の⽥楽〜替わり目 落語ってこんなに面白い!アニメ寄席にご招待 ¥99,000 第1巻～第6巻全セット　DVD3枚組

アニメ ケンタとマイコ Paper Cranes Story ¥18,700 広島国際アニメーションフェスティバル2014「平和のためのアニメーション」部門

アニメ LCST 2001
ふしぎの国のアリス Alice in 
Wonderland

アカデミー賞（第24回） １部門ノミネート ¥11,000
好奇心いっぱいの女の子のアリスは、白ウサギを追いかけているうちに穴に落ちてしまいま
す。穴の中には、なんと“ふしぎの国”があったのです。

アニメ LCST 2002 ダンボ Dumbo アカデミー賞（第14回） １部門受賞１部門ノミネート ¥11,000
サーカス団にコウノトリが赤ちゃんを運んできます。象のジャンボにも赤ちゃんが授かり大喜
び。その子の名前はダンボです。

アニメ LCST 2003 ピーターパン Peter Pan 監督： ハミルトン・ラスケ、クライド・ジェロニミ、ウィルフ
レッド・ジャクソン

¥11,000
ダーリング家の長女ウェンディ、長男ジョン、末っ子のマイケルは
ピーターパンの存在を信じていました。

アニメ LCST 2004 ファンタジア Fantasia
アニメーション監督： ベン・シャープスティーン　動画監
督： ウォード・キンボール　音楽監督： エドワード・Ｈ・プ
ラム

¥11,000
７つのクラシックの名曲をアニメーションで表現。それぞれの曲に
合わせて、物語やイメージが映し出されます。

アニメ LCST 2005
白雪姫 Snow White and the 
Seven Dwarｆs

監督： デヴィッド・ハンド　アカデミー賞（第11回） １部
門ノミネート

¥11,000
幸せに暮らす美しい白雪姫は、突然やさしい母親に先立たれ
てしまいます。新しい母親は実は魔女。

アニメ LCST 2006 シンデレラ Cinderella
監督：ウィルフレッド・ジャクソン、ハミルトン・ラスケ、ク
ライド・ジェロニミ　アカデミー賞（第23回） ３部門ノミ
ネート

¥11,000
やさしい父親と幸せに暮らすシンデレラのもとに新しい母親と２人の姉が迎えられます。父親
が突然亡なってしまうと、シンデレラの美しさをねたむ継母と姉たちはシンデレラを召使いの
ようにこき使います。

アニメ LCST 2007 ピノキオ Pinocchio 監督：ベン・シャープスティーン　アカデミー賞（第13回） 
２部門受賞

¥11,000
糸で動かすあやつり人形の“ピノキオ”を一生懸命作ったゼペットじいさんは、“ピノキオを人
間の子どもに”と星に祈ります。

アニメ LCST 2008 バンビ Bambi 監督：デヴィッド・Ｄ・ハンド　アカデミー賞（第15回） ３部
門ノミネート

¥11,000
緑豊かな春の森に生まれた子鹿のバンビ。王子様の誕生にフクロウやウサギたちは大喜び
です。
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アニメ LCST 2009 三⼈の騎⼠ The Three Caballeros 監督：ノーマン・ファーガソン　アカデミー賞（第18回） ２
部門ノミネート

¥11,000
ある日、ドナルドのもとに大きな小包が届きます。それはメキシコの友人からの誕生日プレゼ
ント。

アニメ LCST 2010
メイク・マイン・ミュージック 
Make Mine Music

『青いさざなみ(Blue bayou)』　『みんなジャズが好き(All 
the Cats join in)』　『あなたなしでは(Without you)』他

¥11,000 1946年公開のウォルト・ディズニー・カンパニー製作9の短編アニメからなるオムニバス映画。

アニメ LCST 2011
ファン＆ファンシーフリー Fun and 
Fancy Free

第１話　子ぐま物語（ボンゴ）　第２話　ミッキーの豆の
木

¥11,000 １９４７年公開のウォルト･ディズニー・カンパニー製作の長編アニメ

アニメ LCST 2012
ガリヴァ―旅⾏記 Gulliver's 
Travels

監督：マックス・フライシャー、デイヴ・フライシャー　アカ
デミー賞（第12回） 2部門ノミネート

¥11,000 ガリヴァーは南に向かう航海の途中で突然の嵐に見舞われ、ある島に漂着します。

アニメ LCST 2013 メロディ・タイム Melody Time 『冬の出来事』『クマンバチ・ブギ』『リンゴ作りのジョ
ニー)』『小さな引き船』他

¥11,000
1948年5月公開のディズニー製作のアニメ映画 7つの独立したアニメからなるオムニバス映
画

アニメ LCST 2014
バッタ君町に⾏く Mr. Bug Goes to 
Town

1941年アメリカ ¥11,000
大都会の片隅。昆虫が平和に暮らす草むらが、マナーの悪い人間たちによって危険にさら
される。

アニメ COBC 6399
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし①「花
さか爺さん」他８話

「花さか爺さん」「一寸法師」「おむすびころりん」「夢を
買った男」「ねずみ経」「牛の嫁入り」「八つ化け頭巾」
「ほれ薬」「猿地蔵」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6340
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし②「浦
島太郎」他８話

「浦島太郎」「金太郎」「力太郎」「うぐいすの里」「平林
(ひらばやし)」「宝くらべ」「いかとするめ」「三人泣き」
「大工と鬼六」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6341
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし③「こ
ぶとり爺さん」他８話

「こぶとり爺さん」「たにし長者」「魚(うお)女房」「ほら吹
き娘」「熊と狐」「和尚と小僧の川渡り」「しっぺい太郎」
「天にのぼった息子」「無精くらべ」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6426
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし④「ぶ
んぶく茶釜」他８話

「ぶんぶく茶釜」「三年寝太郎」「鼻たれ小僧」「最後の
嘘」「うれし、めでたや、ありがたや」「食わず女房」「和
尚と小僧のかみがない」「ふるやのもり」「旅人馬」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6427
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし⑤「織
姫と彦星」他８話

「織姫と彦星」「闇夜にカラス」「髪そり狐」「そそうの相
九郎」「オンバの皮」「いもころがし」「火男」「ねずみの
すもう」「和尚と小僧のぷ~ぷ~ぱたぱた」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6444
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし⑥「わ
らしべ⻑者」他８話

「わらしべ長者」「天の羽衣」「厠の神様」「仁王とどっこ
い」「鷲のさらい子」「こんにゃく問答」「絵姿女房」「おい
てけ堀」「金をひろったら」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6445
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし⑦「か
ぐや姫」他８話

「かぐや姫」「鬼の妹」「まんじゅうこわい」「うばすて山」
「水の神の文使い」「運のよいにわか侍」「海幸彦と山
幸彦」「河童が出てきた日」「閻魔さまの失敗」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6476
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし⑧「三
つの斧」他８話

「三つの斧」「猿の婿どの」「天狗と盗人」「屁ひり嫁」「猫
と茶釜の蓋」「ちゃくりかきふ」「ねずみの婿取り」「小石
の手紙」「だんまりくらべ」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6477
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし⑨「天
狗のかくれもの」他８話

「天狗の隠れみの」「鬼婆さんが仲人」「閻魔様はハチ
ゴロどん」「きき耳ずきん」「犬と猫と宝物」「幽霊の歌よ
み」「たのきゅう」「てえてえ小法師」「にせ地蔵」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6494
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし⑩「鶴
の恩返し」他８話

「鶴の恩返し」「宝ひょうたん」「若返りの水」「猫女房」
「ごんぞう虫」「鼻高扇」「たわらの藤太」「狐のお産」
「取っつく引っつく」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6495
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし⑪「因
幡の白兎」他８話

「因幡の白兎」「嫁の坊主頭」「三枚のお札」「炭焼き長
者」「金のなる木」「お坊さんの手ぬぐい」「三人の兄弟」
「狼の眉毛」「どっこいしょ」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6500
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし⑫「大
江山の⻤退治」他８話

大江山の鬼退治」「小僧とネコの絵」「貧乏神」「馬方山
姥」「えびのお伊勢参り」「なんの病」「山梨とり」「一軒
家の婆さん」「ムカデの医者むかえ」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6501
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし⑬「桃
太郎」他８話

「桃太郎」「はちかつぎ姫」「猫と十二支」「いくさはやめ
た」「大蛇と狩人」「尻尾の釣り」「天福地福」「菜飯八兵
衛」「茗荷女房」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6521
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし⑭「町
のねずみと⽥舎のねずみ」他８話

「町のねずみと田舎のねずみ」「おしらさま」「うさぎとカ
メ」「蛇息子」「カッパとわらぞうり」「そら豆とわらと炭」
「味噌買い橋」「猫檀家」「鳥呑み爺さん」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6522
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし⑮「笠
地蔵」他８話

「笠地蔵」「塩ふき臼」「大年(おおとし)の客」「風の神と
子供たち」「漆の兄弟」「天の邪鬼とわらし」「あとかくし
の雪」「三つの謎かけ」「こおった声」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6543
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし⑯「一
足千⾥のわらじ」他８話

「一足千里のわらじ」「山伏と白い狼」「月日のたつのは
早い」「七羽の白鳥」「謎の恋歌」「「お」は難しい」「尻鳴
りべら」「涙を流した鬼の面」「星の火」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6544
ふるさと再⽣ 日本の昔ばなし⑰「ヤ
マタノオロチ」他５話

「ヤマタノオロチ」「サトリ女と桶屋」「匂いのお返し」「闇
を裂く雄叫び」「タコほねなし」「元犬」

¥8,800
こどもたちの未来のために今だからこそ伝えたい、私たちの住む日本の昔ばなし。
ふるさとの地域に根付いた民話や昔話を描く、決定版「昔ばなし」セレクション。今、アニメに
できることは何か、日本のアニメを支える作家の１人１人が考え、表現し、伝えてゆきます。

アニメ COBC 6780
げんきげんきノンタン①コロコロこ
とば いえるかな︖

♪テーマ「げんきげんき ノンタン」 ●おはなし コロコロ
ことば いえるかな？ ★やってみよう コロコロことば 他

¥8,800
元気いっぱいノンタンが 絵本から飛び出してみんなのおうちにやって来た！ 友達との遊び
の中から色々なことを学ぶ子ども達。 そんな姿がノンタンストーリーの中にいっぱい詰まって
ます。

アニメ COBC 6781
げんきげんきノンタン②だいすきＡ
ＢＣ

♪テーマ「げんきげんき ノンタン」 ●おはなし だいすき
ＡＢＣ ★やってみよう すきなたべものなあに？ 他

¥8,800
元気いっぱいノンタンが 絵本から飛び出してみんなのおうちにやって来た！ 友達との遊び
の中から色々なことを学ぶ子ども達。 そんな姿がノンタンストーリーの中にいっぱい詰まって
ます。

アニメ COBC 6782
げんきげんきノンタン③まいごはだ
あ〜れ︖

♪テーマ「げんきげんき ノンタン」 ●おはなし まいごは
だあ～れ？ ★やってみよう しりとりあそび 他

¥8,800
元気いっぱいノンタンが 絵本から飛び出してみんなのおうちにやって来た！ 友達との遊び
の中から色々なことを学ぶ子ども達。 そんな姿がノンタンストーリーの中にいっぱい詰まって
ます。

アニメ COBC 6783
げんきげんきノンタン④はっぱカル
タ だれのこえ︖

♪テーマ「げんきげんき ノンタン」 ●おはなし はっぱカ
ルタ だれのこえ？ ★やってみよう えいごで なきごえ 
他

¥8,800
元気いっぱいノンタンが 絵本から飛び出してみんなのおうちにやって来た！ 友達との遊び
の中から色々なことを学ぶ子ども達。 そんな姿がノンタンストーリーの中にいっぱい詰まって
ます。

アニメ COBC 6784
げんきげんきノンタン⑤はみがき 
しゅこしゅこ

♪テーマ「げんきげんき ノンタン」 ●おはなし はみが
き しゅこしゅこ ★やってみよう いろいろなあじ 他

¥8,800
元気いっぱいノンタンが 絵本から飛び出してみんなのおうちにやって来た！ 友達との遊び
の中から色々なことを学ぶ子ども達。 そんな姿がノンタンストーリーの中にいっぱい詰まって
ます。

アニメ COBC 6785
げんきげんきノンタン⑥うたおう︕
クリスマス

♪日本語のうた 風も雪もともだちだ 他 ♪英語のうた 
Frosty The Snowman 他 ●おはなし ノンタン！サンタ
クロースだよ

¥8,800
元気いっぱいノンタンが 絵本から飛び出してみんなのおうちにやって来た！ 友達との遊び
の中から色々なことを学ぶ子ども達。 そんな姿がノンタンストーリーの中にいっぱい詰まって
ます。

アニメ COBC 6786
げんきげんきノンタン⑦がんばるも
ん

♪テーマ「げんきげんき ノンタン」 ●おはなし がんばる
もん ★やってみよう なんでも がんばるもん 他

¥8,800
元気いっぱいノンタンが 絵本から飛び出してみんなのおうちにやって来た！ 友達との遊び
の中から色々なことを学ぶ子ども達。 そんな姿がノンタンストーリーの中にいっぱい詰まって
ます。

アニメ COBC 6787
げんきげんきノンタン⑧いたいのと
んでけ〜☆

♪テーマ「げんきげんき ノンタン」 ●おはなし いたいの
とんでけ～☆ ★やってみよう いろんな のりもの 他

¥8,800
元気いっぱいノンタンが 絵本から飛び出してみんなのおうちにやって来た！ 友達との遊び
の中から色々なことを学ぶ子ども達。 そんな姿がノンタンストーリーの中にいっぱい詰まって
ます。

アニメ COBC 6788
げんきげんきノンタン⑨でかでか あ
りがとう

♪テーマ「げんきげんき ノンタン」 うた ノンタン、タータ
ンおはよう 他 ●おはなし でかでか ありがとう ★おま
け ノンタン えかきうた 他

¥8,800
元気いっぱいノンタンが 絵本から飛び出してみんなのおうちにやって来た！ 友達との遊び
の中から色々なことを学ぶ子ども達。 そんな姿がノンタンストーリーの中にいっぱい詰まって
ます。

アニメ COBC 6789
げんきげんきノンタン⑩スプーン た
んたん

♪テーマ「げんきげんき ノンタン」 ●おはなし スプーン 
たんたん ★やってみよう いろんなたべもの 他

¥8,800
元気いっぱいノンタンが 絵本から飛び出してみんなのおうちにやって来た！ 友達との遊び
の中から色々なことを学ぶ子ども達。 そんな姿がノンタンストーリーの中にいっぱい詰まって
ます。

アニメ BWD 3121 まんが日本絵巻 一 監督：石黒 昇 ¥8,800
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

アニメ BWD 3122 まんが日本絵巻 ⼆ 監督：石黒 昇 ¥8,800
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

アニメ BWD 3123 まんが日本絵巻 三 監督：石黒 昇 ¥8,800
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
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アニメ BWD 3124 まんが日本絵巻 四 監督：石黒 昇 ¥8,800
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

アニメ BWD 3125 まんが日本絵巻 五 監督：石黒 昇 ¥8,800 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

アニメ BWD 3126 まんが日本絵巻 六 監督：石黒 昇 ¥8,800 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

アニメ BWD 3127 まんが日本絵巻 七 監督：石黒 昇 ¥8,800 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

アニメ BWD 3128 まんが日本絵巻 八 監督：石黒 昇 ¥8,800
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

アニメ BWD 3129 まんが日本絵巻 九 監督：石黒 昇 ¥8,800 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

アニメ BWD 3130 まんが日本絵巻 十 監督：石黒 昇 ¥8,800 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

アニメ BWD 3131 まんが日本絵巻 十一 監督：石黒 昇 ¥8,800 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

アニメ BWD 3132 まんが日本絵巻 十⼆ 監督：石黒 昇 ¥8,800 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

アニメ BWDM 1049
まんが世界昔ばなし DVD-BOX 1 HD
リマスター版

製作：丹野 雄二 ¥44,000
文化庁こども向けテレビ用優秀映画賞，世界各地の民話・伝説を題材にした大ヒットアニメシ
リーズ

アニメ BWDM 1050
まんが世界昔ばなし DVD-BOX 2 HD
リマスター版

製作：丹野 雄二 ¥44,000
文化庁こども向けテレビ用優秀映画賞，世界各地の民話・伝説を題材にした大ヒットアニメシ
リーズ

アニメ BWDM 1055
まんが世界昔ばなし DVD-BOX 3 HD
リマスター版

製作：丹野 雄二 ¥44,000
文化庁こども向けテレビ用優秀映画賞，世界各地の民話・伝説を題材にした大ヒットアニメシ
リーズ

アニメ BWDM 1056
まんが世界昔ばなし DVD-BOX 4 HD
リマスター版

製作：丹野 雄二 ¥44,000
文化庁こども向けテレビ用優秀映画賞，世界各地の民話・伝説を題材にした大ヒットアニメシ
リーズ

アニメ BWDM 1065
まんが世界昔ばなし DVD-BOX 5 HD
リマスター版

製作：丹野 雄二 ¥44,000
文化庁こども向けテレビ用優秀映画賞，世界各地の民話・伝説を題材にした大ヒットアニメシ
リーズ

アニメ BWDM 1066
まんが世界昔ばなし DVD-BOX 6 HD
リマスター版

製作：丹野 雄二 ¥44,000
文化庁こども向けテレビ用優秀映画賞，世界各地の民話・伝説を題材にした大ヒットアニメシ
リーズ

アニメ BWDM 1077
まんが世界昔ばなし DVD-BOX 7 HD
リマスター版

製作：丹野 雄二 ¥44,000
文化庁こども向けテレビ用優秀映画賞，世界各地の民話・伝説を題材にした大ヒットアニメシ
リーズ

アニメ BWDM 1078
まんが世界昔ばなし DVD-BOX 8 HD
リマスター版

製作：丹野 雄二 ¥44,000
文化庁こども向けテレビ用優秀映画賞，世界各地の民話・伝説を題材にした大ヒットアニメシ
リーズ

アニメ BWDM 1089
まんが世界昔ばなし DVD-BOX 9 HD
リマスター版

製作：丹野 雄二 ¥44,000
文化庁こども向けテレビ用優秀映画賞，世界各地の民話・伝説を題材にした大ヒットアニメシ
リーズ

アニメ BWDM 1090
まんが世界昔ばなし DVD-BOX 10 
HDリマスター版

製作：丹野 雄二 ¥44,000
文化庁こども向けテレビ用優秀映画賞，世界各地の民話・伝説を題材にした大ヒットアニメシ
リーズ

アニメ BWDM 1091
まんが世界昔ばなし DVD-BOX 11 
HDリマスター版

製作：丹野 雄二 ¥44,000
文化庁こども向けテレビ用優秀映画賞，世界各地の民話・伝説を題材にした大ヒットアニメシ
リーズ

アニメ BWDM 1092
まんが世界昔ばなし DVD-BOX 12 
HDリマスター版

製作：丹野 雄二 ¥44,000
文化庁こども向けテレビ用優秀映画賞，世界各地の民話・伝説を題材にした大ヒットアニメシ
リーズ

アニメ UEF 18001
サッカー⽔滸伝 〜決戦︕宋江VS高球 
炎の神州カップ編〜

監督・脚本：河邑 厚徳　出演：笹本 恒子、むの たけじ　
語り：谷原 章介　音楽：加古 隆

¥52,800
日本でも人気のある中国の歴史物語”水滸伝”をモチーフに、設定をサッカーに置き換えた
香港アニメ。日本語キャストには豪華声優陣が登場！

アニメ DJS 0022 マッチ売りの少⼥ ¥11,000 マッチ売りの少女／はくちょうの王子／ゆきの女王

アニメ DJS 0023 アルプスの少⼥ハイジ ¥11,000 アルプスの少女ハイジ／三びきの子ぶた／はだかの王様

アニメ DJS 0024 ⺟をたずねて ¥11,000 母をたずねて／小公子／十五少年漂流記

アニメ DJS 0025 ジャックとまめの木 ¥11,000 ジャックとまめの木／三銃士／王様の耳はロバの耳

アニメ DJS 0026 家なき⼦ ¥11,000 家なき子／ペリーヌ物語／小公女

アニメ DJS 0027 かぐやひめ ¥11,000 かぐやひめ／さるかにがっせん／ぶんぶくちゃがま

アニメ DJS 0028 トムソーヤの冒険 ¥11,000 トムソーヤの冒険／たから島／ロビンフッドの冒険

アニメ DJS 0029 そんごくう ¥11,000 そんごくう／きんたろう／ガリバー旅行記

アニメ DJS 00210 フランダースの⽝ ¥11,000 フランダースの犬／小人とくつや／王子とこじき

アニメ DJS 0031 ももたろう ¥11,000 ももたろう／いっすんぼうし／いなばの白うさぎ

アニメ DJS 0032 一休さん ¥11,000 一休さん／うらしまたろう／花さかじいさん

アニメ DJS 0033 おおかみと七ひきの⼦やぎ ¥11,000 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

アニメ DJS 0034 アラジンとまほうのランプ ¥11,000 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

アニメ DJS 0035 にんぎょひめ ¥11,000 にんぎょひめ／赤いくつ／すずのへいたいさん
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アニメ DJS 0036 あかずきん ¥11,000 あかずきん／しらゆきひめ／ヘンゼルとグレーテル

アニメ DJS 0037 ひみつの花園 ¥11,000 ひみつの花園／ピーターパン／オズのまほうつかい

アニメ DJS 0038 おやゆびひめ ¥11,000 おやゆびひめ／ピノキオ／みにくいアヒルの子

アニメ DJS 00310 ねむりひめ ¥11,000 ねむりひめ／シンデレラ／ながぐつをはいたねこ

アニメ AAM 201
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 ¥11,000 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

アニメ AAM 202
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 ¥11,000 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

アニメ AAM 203
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 ¥11,000 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

アニメ AAM 204
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 ¥11,000 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

アニメ AAM 205
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 ¥11,000 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

アニメ COBC 6954 ぴったんこ︕ ねこざかな １ 監督：のなかかずみ／原作：わたなべゆういち／声：佐
藤はな

¥8,800 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

アニメ COBC 6955 ぴったんこ︕ ねこざかな ２ 監督：のなかかずみ／原作：わたなべゆういち／声：佐
藤はな

¥8,800 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１０話

アニメ COBC 7000 ぴったんこ︕ ねこざかな ３ 監督：のなかかずみ／原作：わたなべゆういち／声：佐
藤はな

¥8,800 第２１話「ねこざかなとカメじいさん」／第２２話「ねこざかなのたからさがし」／他全１０話

アニメ COBC 7001 ぴったんこ︕ ねこざかな ４ 監督：のなかかずみ／原作：わたなべゆういち／声：佐
藤はな

¥8,800 第３１話「ねこざかなにでしいり！？」／第３２話「まいごのこねことねこざかな」／他全１０話

アニメ COBC 7002 ぴったんこ︕ ねこざかな ５ 監督：のなかかずみ／原作：わたなべゆういち／声：佐
藤はな

¥8,800 第４１話「ねこざかなのさとがえり」／第４２話「ねこざかなのおまつり」／他全１０話

アニメ COBC 6938
アルプスの少⼥ハイジ／⻑編アニ
メーション映画

演出：高畑勲／原作：ヨハンナ・スピリ ¥9,900
推薦：日本ＰＴＡ全国協議会，アルプスの大自然の中、祖父とともに健やかに暮らすハイジの
物語。

アニメ COBC 6937
アルプスの少⼥ハイジ／ハイジとク
ララ

演出：高畑勲／原作：ヨハンナ・スピリ ¥9,900
足が不自由で外に出たがらなかったクララは、ハイジの話を聞くうちに、アルムへ行きたいと
思い…

アニメ COBC 6936 アルプスの少⼥ハイジ／アルムの山 演出：高畑勲／原作：ヨハンナ・スピリ ¥9,900
アルプスの山でおじいさんと暮すハイジは、ある日、山羊の乳の出をよくする薬草を取りに岩
場へ…

BGV 7006846
映像セラピー 苔王国／もののけの
森 ¥26,400

日本初！見るサプリメント。４Ｋカメラでとらえられた映像美があなたの疲れた心と目を癒しま
す。

BGV 7006847 映像セラピー 聖なる神秘の花／蓮 ¥26,400
日本初！見るサプリメント。４Ｋカメラでとらえられた映像美があなたの疲れた心と目を癒しま
す。

BGV 7006848
映像セラピー 南太平洋の楽園／
ニューカレドニア ¥26,400

日本初！見るサプリメント。４Ｋカメラでとらえられた映像美があなたの疲れた心と目を癒しま
す。

BGV 7006849
映像セラピー １２世紀から続く／
貴婦⼈たちのバラ ¥26,400

日本初！見るサプリメント。４Ｋカメラでとらえられた映像美があなたの疲れた心と目を癒しま
す。

BGV 7006850
映像セラピー 梅／湯河原梅林ハイ
キング ¥26,400

日本初！見るサプリメント。４Ｋカメラでとらえられた映像美があなたの疲れた心と目を癒しま
す。

BGV 7006851 映像セラピー 桜／伊⾖⾥山散歩 ¥26,400
日本初！見るサプリメント。４Ｋカメラでとらえられた映像美があなたの疲れた心と目を癒しま
す。

BGV 7006852
映像セラピー 横浜三渓園／美の楽
園 ¥26,400

日本初！見るサプリメント。４Ｋカメラでとらえられた映像美があなたの疲れた心と目を癒しま
す。

BGV 7006853
映像セラピー 横浜ファンタジー／
そよぐ海風 ¥26,400

日本初！見るサプリメント。４Ｋカメラでとらえられた映像美があなたの疲れた心と目を癒しま
す。

BGV 7006854 映像セラピー 秋／印象派の風景 ¥26,400
日本初！見るサプリメント。４Ｋカメラでとらえられた映像美があなたの疲れた心と目を癒しま
す。

BGV 7006854 映像セラピー 雪／絶景散歩 ¥26,400
日本初！見るサプリメント。４Ｋカメラでとらえられた映像美があなたの疲れた心と目を癒しま
す。

【ご注⽂について】

 ご注⽂は「N-LAMS」⼜は、巻末の「映像資料専用注⽂書」をご利用ください。

【お問い合わせ】

 電話 ０３－５２９８－１７８８ ライブラリーコンテンツサービス株式会社 DVD担当
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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

令和　　　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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