


AVライブラリーのご案内 

 

1. AVライブラリーについて 

AV ライブラリーに掲載の作品（DVD）につきましては、図書館向けに館外貸出（個人視聴用）

の許諾を受けたものです。 

上映権付 DVD：図書館等における非営利、無償上映用のソフトとしてご利用いただけます。 

 

2. ご発注について 

「N-LAMS」又は、本書綴じ込みの「注文書」にて発注ができます。 

「N-LAMS」のご利用に際しては、ID・パスワードを発行させていただきますので、E メールに

て貴館名、住所・電話番号・Eメールアドレス・ご担当者名を弊社（info@lib-con.jp）宛にお送り

ください。 

「注文書」をご使用の場合には、必ず「タイトルコード（7 桁）」又は、品番をご記入ください。

タイトルコードは、各作品の左下隅、品番は右下隅に記載しています。 

 

3. MARCについて 

AV ライブラリー掲載の作品は、MARC の提供が可能です。仕様・価格についてはお問い合わせ

ください。 

 

4. 使用範囲明示シールについて 

ライブラリーコンテンツサービスよりご購入いただいた映像資料は、使用範囲を明記した許諾シ

ールをジャケットスリーブに貼った状態で納品いたします。 

 

5. 商品の取り換え・返品について 

破損・不良品・誤納の場合は、電話・FAX・メールにてご連絡をお願い致します。 

注文書に基づきメーカーが納品した資料の取替・返品は、メーカー側に起因する場合を除いて受

け付けられません。ご発注時に以下の点についてご注意ください。 

●VHS、DVD 等の資料種別 ●館内上映、館外貸出 ●R指定等 

 

6. 「個人弁償」について 

個人弁償は、ご入金を確認後の納品になります。郵便振替用紙を先にお送りいたしますので、ご

発注の際に、必ず「個人弁償」とご記入ください。また、MARC・装備が必要な際にはその旨を

ご記入ください。 

個人弁償でご発注いただいた作品がメーカーの在庫切れ等で納品できない場合があります。その

際には、同額程度の代替商品を選定していただく場合がありますのでご了承ください。 

 

7. 送料について 

商品発送時の合計金額が 10,000円（税抜）に満たない場合は、送料のご負担をお願いする場合が

ございますので、ご了承ください。 

※小口のご注文をまとめての納品させていただいたり、メール便を利用するなど図書館様の負担

にならないよう最大限の配慮はいたします。 

  



インデックス 

 

AVライブラリーは、以下の分野順に作品を掲載しています。 

1. 歴史、地理、紀行 

2. 社会科学 

3. 医学 

4. 生活文化、社会教育 

5. 産業 

6. 芸術 

7. 音楽 

8. 外国映画 

9. 日本映画 

10. 動画 

11. スポーツ、体育 

12. 諸芸、娯楽 

13. 教育、学習１ 

14. 教育、学習２ 

 

AV ライブラリーの活用法 

 

1. AV ライブラリーは、N-LAMS と連携してご活用

いただけるよう、作品ごとにタイトルコードを付

与しております。タイトルコードは作品ごとにバ

ーコードでも表示しておりますので、お手持ちの

バーコードリーダーで読み取ることによって、「メ

モ帳」等に書き込むことができます。 

 

2. 「メモ帳」等に書き込んだタイトルコードを一度

保存して、N-LAMSの「外部リストをウィッシュ

リストに一括登録する」の「ファイル読み込む」

で取り込むことによって、N-LAMSでの注文リス

ト（ウィッシュリスト）を一括して作成すること

ができます。 

※「メモ帳」はマイクロソフトウィンドウズの「スタート」

－「すべてのプログラム」－「アクセサリ」にあります。 

 

                        

 

 

 

 

 

 

お問合せ 

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 20番地 1 神保ビル 3F 

Library Contents Service 株式会社（略称：LCS） TEL：03-5298-1788 FAX：03-5298-1789 

Eメールアドレス：info@lib-con.jp  ホームページ http://www.lib-con.jp/ 



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



■Descending Dragon
ヴィルタス・クヮルテット
ヴィルタス・クヮルテットは主要オケのコンサート
マスター経験者を含めた室内楽の経験も豊富
な実力派たちが集い、2008年に結成された。

ALCD-7182　税抜価格2,800円（税込3,024円）

【収録曲】
平野義久：Descending Dragon（2012）
初録音
武満徹：ア・ウェイ・ア・ローン（1980）
幸松肇：弦楽四重奏のための日本民
謡組曲第３番（2011）初録音
箱根八里（滝廉太郎）
佐渡おけさ（新潟県民謡）
最上川舟唄（山形県民謡）
鹿児島おはら節（鹿児島県民謡）

〈録音〉和光市民文化センター　サン
アゼリア　2013年7月17-19日

■ハイドンと18世紀を彩った鍵盤
楽器たち
山名敏之（フォルテピアノ、クラヴィ
コード、チェンバロ）
クラヴィコードとチェンバロからフォルテピアノへ
と、発音原理の異なる新しい楽器が登場した時
代に活躍した大作曲家、ハイドン。それぞれの
楽器が持つ特性は、演奏表現上の違いのみな
らず作品の着想にも大きな違いをもたらた。
ALCD-9138　税抜価格2,800円（税込3,024円）

コジマ録音
日本人により独自の音楽にこだわってきた今年で40周年を迎えたコジマ録音。

現代音楽とフィル―ジャズ、そして古楽を3本柱とする独自性の溢れたアルバムを出し続けています。

〈録音〉彩の国さいたま芸術劇場
2013年10月7-8日

■A. ステッファーニ ２声のための
室内カンタータ集
阿部早希子（ソプラノ）　古楽アンサン
ブル ファンタジアス
二重唱における最も傑出した作曲家と呼ばれ
ているアゴスティーノ・ステッファーニ（1654-
1728）は、作曲家、歌手、そして聖職者、外交官
と遍歴しオペラ作曲家としての名声も得た。
ALCD-1143　税抜価格2,800円（税込3,024円）

【収録曲】
私は嘲笑う Io mi rido (ソプラノ＆アル
ト)
私のことを惜しみ嘆くだろう M’hai da
piangere (ソプラノ＆アルト)
貴女はとても風変わり Siete il più
bizzarro umore (ソプラノ＆バス)
草原から持ち去るこの花は Questo
fior ch’involo al prato (ソプラノ＆テ
ノール)
望まない、望まない、恋するのなら No,
no, no, non voglio se devo amare (アル

嵐のような旋風が Turbini tempestosi
(ソプラノ＆アルト)
愛神に呪いあれ！ Sia maledetto
Amor! (アルト＆バス)
私は去ります Io mi parto (ソプラノ＆
テノール)
ああ、あなたの言うことは正しい Oh,
che voi direste bene (ソプラノ＆バス)
甘い唇、愛すべき口は Dolce labbro,
amabil bocca (ソプラノ＆アルト)

■ウェーバー　クラリネット協奏曲
全集
小倉清澄（クラリネット）
佐藤博（指揮）幕張総合高等学校シンフォ

ニックオーケストラ部
クラリネット奏者たちにとって欠かせないレパー
トリーとなっているウェーバーの「クラリネットの
ための小協奏曲と２つの協奏曲」を日本のクラ
リネット界を牽引する小倉清澄と千葉県立幕張
総合高等学校シンフォニックオーケストラ部と共
演。

【収録曲】
クラリネット小協奏曲 変ホ長調 作品
26
クラリネット協奏曲第1番 ヘ短調 作品
73
クラリネット協奏曲第2番 変ホ長調 作

品74

ALCD-3099　税抜価格2,800円（税込
3,024円）

〈録音〉幕張総合高等学校　2013年7
月23-24日

■ 松平頼則　ピアノ作品選集
野平一郎（ピアノ）
近年ますます評価の高まる孤高の作曲家・松
平頼則（まつだいらよりつね）のピアノ作品集。
西洋のあらゆるモダニズムの影響下に独自の
音楽を追求した作曲した20代から40代はじめに
かけての重要作品に加え、雅楽の旋律線とトー
タル・クロマティックの融合を実現した1975年の
「6つの前奏曲　主題と変奏の形式による」を収

録
 ALCD-89　税抜価格2,800円（税込3,024円）

【収録曲】
前奏曲 ニ調（1934）
前奏曲 ト調（1940）
6つの田園舞曲（ca.1939-45）
リードⅠ（呂旋法による）（作曲年代不
明）
リードⅡ（律旋法による）（作曲年代不
明）
ピアノ・ソナタ（1949）
6つの前奏曲　主題と変奏の形式によ
る（1975）

〈録音〉富士見市民文化会館
キラリふじみ　2010年7月14-16日

■ドビュッシー 前奏曲集 第１巻
＆第２巻
 菅野潤（ピアノ）
豊かな色彩と煌めく音の輝きに満ちたドビュッ
シーの前奏曲集。パリを拠点に活躍するピアニ
スト菅野潤（かんのじゅん）は、様々な作曲技法
が凝縮されたドビュッシーの音楽を、そのフラン
スの薫りに満ちた色彩的なタッチで染め上げ、
卓抜したバランス感覚によって感性と知性の高
度な結晶を創り出す。ALCD-7179　税抜価格
2,800円（税込3,024円）

【収録曲】
前奏曲集 第1巻
 デルフォイの舞姫
 帆　/　 野を渡る風
 音と香りは夕暮れの大気に漂う
 アナカプリの丘　/　 雪の上の足跡
 西風の見たもの
 亜麻色の髪の乙女
 遮られたセレナード
 沈める寺　/　 パックの踊り
 ミンストレル

前奏曲集 第2巻
  霧　/　  枯葉
  ビーノの門
  妖精たちはあでやかな踊り子
  ヒースの荒野
  風変わりなラヴィーヌ将軍
  月の光が降りそそぐテラス
  水の精
  ピックウィック卿をたたえて
  カノープ　/　交代する三度　/　花火

【収録曲】
[1] カプリッチョ　ト長調 《豚の去勢にゃ
８人がかり》 Hob. XVII/1 (1765年作
曲、1788年初版) [フォルテピアノ]
 ソナタ　変ホ長調　Hob. XVI/52(1794
年)  [クラヴィコードによる演奏]
 [2] I. Allegro
 [3] II. Adagio
 [4] III. Finale. Presto
 [5] カプリッチョ　ト長調　Capriccio in
G Hob. XVII/1 [チェンバロによる演奏]

■バルトーク　ピアノ曲集II
　　　　　　　　ルーマニア民俗舞曲
田代慎之介（ピアノ）
バルトークの名を知らない人でも聞いたことの
ある人気曲「ルーマニア民俗舞曲」をはじめ、民
族、文化、言語の十字路に位置し、激動の時代
を生き抜いたバルトークの魅力が、田代の強靭
な音楽性によって21世紀に刻印される。

ALCD-9140　税抜価格2,800円（税込3,024円）

【収録曲】
  2つのエレジー op.8b
  3つのブルレスク op.8c
  2つのルーマニア舞曲 op.8a
  ソナチネ
  ルーマニア民俗舞曲
  ハンガリー農民歌による即興曲
op.20

ソナタ　ハ短調 Hob. XVI/20（1771
年） [クラヴィコードによる演奏]
 [6] I. (Allegro) Moderato
 [7] II. Andante con moto
 [8] III. Finale. Allegro
 [9] カプリッチョ　ト長調　Capriccio in
G Hob. XVII/1 [クラヴィコードによる
演奏]



■ 輪舞（ロンド）〜モーツァルトの
輝き〜
小倉貴久子（フォルテピアノ）
フォルテピアノの第一人者小倉貴久子が万感
の思いを込めて贈る、息を呑むようなモーツァ
ルト！モーツァルトと同時代の楽器であるアント
ン・ヴァルター・モデルから引き出される軽い
タッチ、鋭敏な反応、明晰な響きは、これまでと
これからのモーツァルトファンに新鮮な驚きを届
けるはず！
ALCD-1142　税抜価格2,800円（税込3,024円）

【収録曲】
クラヴィーア・ソナタ ニ長調 KV311
   ロンド ニ長調 KV485
   クラヴィーア・ソナタ イ短調 KV310
   ロンド イ短調 KV511
   クラヴィーア・ソナタ イ長調 KV331

　　　　　　　　　　《トルコ行進曲付き》

〈録音〉相模湖交流センター 2012年3
月26-28日
〈使用楽器〉Fortepiano made by
Chris Maene after Anton Walter

(1795)

■J・P・スヴェーリンク 鍵盤作品
集
渡邊孝（オルガン＆ミュゼラー）
ドイツ北部タンガーミュンデの聖シュテファン教
会に現存するH・シェラーJr.の手になる1624年
建造のオルガンで演奏した、17世紀初頭、オラ
ンダのスヴェーリンクの作品。ルネサンスから
バロックへの転換期にあって、さまざまな鍵盤
音楽の語法を開拓した作曲家スヴェーリンクの
真価を余すところなく伝える。 　　ALCD-1140
税抜価格2,800円（税込3,024円）

【収録曲】
ヤン・ピーテルスゾーン・スヴェーリンク
　半音階的ファンタジア
　 SwWV 258
  わが青春の日は既に過ぎたり
　　 SwWV 324
  スパニョレッタ
　　　　　　　　　　作曲者不詳（16−17世

紀）

  我ライン川に漕ぎ出し SwWV 322
  イギリスの定め「もしも運命の女神に
愛されるなら」 SwWV 320

  緑の菩提樹の下で SwWV 325
　ポーランドのアルマンド「そうでなく
　　　ては」 SwWV 330
  涙のパヴァーヌ（ジョン・ダウランド）
　　　 SwWV 328
  第9旋法によるトッカータ SwWV 297
  暁の星はいと美しきかな
　　　　　　　　作曲者不詳（1650年以降）

  暁の星はいと美しきかな
  ウト・レ・ミ・ファ・ソ・ラによる
　　　　　　　　ファンタジア

■平尾貴四男作品集IV
生誕100年記念演奏会ライヴ
日本作曲界の草分けであり、作曲家として、ま
た教育者として将来を嘱望されつつも46歳で早
逝した平尾貴四男の生誕１００年記念演奏会ラ
イヴ。遺作となったオーボエ・ソナタ（１９５１）を
冒頭に、没後に毎日音楽賞を受賞した木管五
重奏曲（1950）、ヴァイオリン・ソナタ（1947）な
ど、晩年の重要室内楽曲を収める。
ALCD-9136/7　税抜価格3,600円（税込3,888
円）
　　　　　　　　　　　2枚組

【収録曲】
　DISC 1
  オーボエ・ソナタ (1951)
  子守唄 (1945)
  　　辻功（オーボエ）平尾はるな（ピア
ノ）
　ヴァイオリン・ソナタ (1947)
   　　千々岩英一（Vn）

　　　 平尾はるな（ピアノ）

DISC 2
　木管五重奏曲(1950)
   　倉田優（フルート）辻功（オーボエ）
　　 板倉康明（クラリネット）有馬純晴（ホ
ルン）

　　 井上俊次（ファゴット）

   フルート・ソナチネ (1941)
  　 野口龍（フルート）平尾はるな（ピアノ）

   フルート三重奏曲 (1949)
   　野口龍（フルート）千々岩英一（Vn）

　　 平尾はるな（ピアノ）

■ シューマン　幻想曲／森の情
景
エフゲニー・ザラフィアンツ（ピアノ）
然自若とした佇まいから紡ぎ出される壮大なロ
マンティシズム。思索を重ねながらゆったりと歩
みを進めるピアニストの抒情の世界。天与のお
おらかさとオーラに満ちたスケールの大きなピ
アノの世界を構築するピアニスト：ザラフィアン
ツが、シューマンの打ち立てた記念碑的作品に

みずみずしい生命をあたえる。
 ALCD-7180　税抜価格2,800円（税込3,024円）

【収録曲】
ロベルト・シューマン
  幻想曲　ハ長調 op. 17
  森の情景 op. 82

〈録音〉五反田文化センター　2012年
11月5-7日

■ ベートーヴェン　ヴァイオリンソ
ナタ第５番《春》&第６番&第７
ジェラール・プーレ（ヴァイオリン）川島余
里（ピアノ）
世界的巨匠ジェラール・プーレが75歳を超えた
今、改めて対峙するベートーヴェンの金字塔、
ヴァイオリン・ソナタ。第5番《春》など中期の傑
作を奏でる。パートナーはピアニスト川島余里。

ALCD-7181　税抜価格2,800円（税込3,024円）

【収録曲】
ベートーヴェン：
   ヴァイオリン・ソナタ第７番 ハ短調
Op. 30-2
   ヴァイオリン・ソナタ第６番 イ長調
Op. 30-1
   ヴァイオリン・ソナタ第５番 ヘ長調
《春》 Op. 24

〈録音〉相模湖交流センター　２０１1
年4月30日、7月3、9、27日

■ プロイセンの宮廷音楽   〜サン
スーシ宮殿 フリードリヒ大王の居室にて
〜
古楽アンサンブル ムジカ・レセルヴァータ
栄華を極めたサンスーシ宮殿では、高度に洗
練された音楽史上でも指折りの音楽文化が花
開いた。バッハ親子の作品の他、近年新たな注
目を浴びているグラウン、ヤニチュ、シャフラー
トの美しき佳品まで、フリードリヒ大王の愛した
音楽が、21世紀に再び響きわたる。
ALCD-1139　税抜価格2,800円（税込3,024円）

【収録曲】
J. G. グラウン：トリオ・ソナタ　変ホ長
調　WVA:XV:8
J. G. ヤニチュ：トリオ・ソナタ ホ短調
C. シャフラート：トリオ・ソナタ へ長調
J. S. バッハ：６声のリチェルカーレ 〜
《音楽の捧げもの》　BWV1079より
C. P. E. バッハ：トリオ・ソナタ 変ロ長調

Wq 161/2, H.578

〈録音〉秩父ミューズパーク音楽堂
2013年3月4-6日

■ ウィングス 〜マリンバ連弾に
よるオーケストラの名曲〜
マリンバデュオ　ウィングス（吉岡孝悦×
塩浜玲子）
大人気マリンバ奏者、吉岡孝悦と塩浜玲子によ
るマリンバ・デュオのファーストアルバム。「剣の
舞」、「アイーダ」「美しく青きドナウ」から「チャー
ルダーシュ」に至るまで、誰もが知っているオー
ケストラの名曲の数々が華麗なマリンバ連弾作
品に生まれ変わります。
ALCD-7169　税抜価格2,800円（税込3,024円）

【収録曲】
ハチャトゥリアン：剣の舞〜組曲《ガイーヌ》
より
ハチャトゥリアン：子守歌 〜組曲《ガイーヌ》
より
ハチャトゥリアン：バラの乙女たちの踊り 〜
組曲《ガイーヌ》より
ハチャトゥリアン：レズギンカ 〜組曲《ガイー
ヌ》より
エルガー：愛の挨拶
ヨハン・シュトラウスⅡ：雷鳴と稲妻
ヨハン・シュトラウスⅡ：アンネン・ポルカ

ヨハン・シュトラウスⅡ：トリッチ＝トラッチ・
ポルカ
ヨハン・シュトラウスⅡ：ピチカート・ポルカ
ヨハン・シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ
ヴェルディ：凱旋行進曲 〜歌劇《アイー
ダ》より
ミーチャム：アメリカン・パトロール
ブラームス：ハンガリー舞曲第５番 ト短調
他
〈録音〉五反田交流センター　2013年5月
21-23日



　ＣＤ  　龍馬の手紙を読む
　　　　　－聞こえるあの声－
　  　    龍馬から姉　乙女への手紙
　　　＜朗読：小林綾子／音楽：西村直記＞
　　＊　企画・制作・販売 ： 坂本龍馬記念館
 　 ＊　監修　：　龍馬記念館・館長 森健志郎
    ＊　発売   ：　（有）風 樂
　　＊　発売日 ：　平成２１年１１月１４
 　 ＊　定価　 :　\２,０５７-( 税抜き価格\１９０５- )
 　 ＊　現代語訳付：　解説書５６P
 　 ＊　Ｃ Ｄ番号：　ＮＯＯＩ－ ５０0６　録音時間：68分19秒

「坂本龍馬」３３歳。短い生涯に多くの手紙を書き、残された手紙は、１４０通。
その中で、家族や肉親に宛てた手紙が５０通、うち２０通が三つ違いの姉「乙女」宛です。
幼くして母を亡くした龍馬にとって、姉・乙女は単なる姉というだけでなく、時には母親代わりであり、何でもいえる無二の親友でも
あったと思われます。そのような乙女にあてた手紙は、数多く残り、
家族に宛てた私信ですから、あらゆることを率直に素直に書き綴っています。まさに龍馬の心の表れと言えるでしょう。
また、同時に「龍馬の生きた幕末の時代」がここに語られています。
このＣＤは、龍馬が敬愛する姉乙女に宛てた重要な１０通の手紙を
“龍馬が送った手紙を、乙女自身が読んでいる”という構成になっています。
乙女役は“おしん”でおなじみの女優小林綾子さん、音楽は高知県の童謡の里として知られる“畑山”の地に拠点をおき、世界的な
活動を続けている、作曲家＆シンセサイザー奏者西村直記さんです。
また、龍馬から乙女への手紙の他にファンから龍馬への手紙６通も収録されています。これは坂本龍馬記念館を訪れた人たちが
天国の龍馬に書いた手紙やメッセージの中から選んだものです。
混迷を続ける今の日本に龍馬待望論が沸き起っています。
そして、龍馬の声が聞こえます。「日本を今一度洗濯いたし申候・・・」

風楽　朗読CD

NOOI-5001　30分49秒

朗読と歌：小林綾子
　　　　　　　ＮＨＫ「おしん」の名演技で大ヒット後、女優として
　　　　　　　｢渡る世間は鬼ばかり｣｢剣客商売｣など着々と
　　　　　　　キャリアを積み、ナレーターとしても、大いに活躍中。
音楽：西村直記
　　　　　　　童謡作曲家。シンセサィザー奏者。
　　　　　　　NHK・DVD「世界遺産」の作曲家
協力：金子みすゞ著作保存会
　　　　金子みすゞ記念館
監修：矢崎節夫
各CD　1,028円（税込）

NOOI-5002　30分15秒  「みんなちがって、みんないい」の詩
「私と小鳥と鈴と」、「朝焼小焼だ大漁だ～」

の詩」などで知られる童謡詩人<金子みすゞ>の
没後５３年目、彼女の詩に心打たれた

児童文学者・矢崎節夫氏によって
「みすゞの世界」は詩集としてよみがえり、

現代の人々に深い感動を呼び起こしました。
人間中心の世の中にあって、

小さきものたちの命を静かに見つめ、
力弱きもの達の喜びと、

悲しみのこころをうたった彼女の視点は、
現代に生きる私達の心に新鮮で、

なおかつ強く訴える力をもっています。

――甦る「金子みすゞ」の世界 朗読と歌―― 
 



＜ 年 月～ 年 月 響林社オーディオブック 新刊のご案内＞

響林社は、二つのブランドのオーディオブックを発行しています。「＜声を便りに＞オーディオブ

ック」は、女性朗読家の 氏による純文学を中心としたもので、透明感のある声でスクリーン

を見るような味わい深い作品風景を表現しています。 「しみじみ朗読文庫」は、高性能の合

成音声で肉声に近い自然さで抑揚や間なども調整しました。

●＜声を便りに＞オーディオブック （朗読 ）

作 家 名 作 品 名 定価 税込 ／（本体価格）

川端康成 【朗読 】雪国 ６枚組 ／（ ）

川端康成 【朗読 】伊豆の踊子 ２枚組 ／（ ）

内田百閒 【朗読 】特別阿房列車 ２枚組 ／（ ）

内田百閒 【朗読 】ノラや （ ２枚組） ／（ ）

夏目漱石 【朗読 】吾輩は猫である＜第２巻＞（ ４枚組） ／

●しみじみ朗読文庫（朗読：響林せいじ（自然な高性能合成音声））

作 家 名 作 品 名 定価 税込 ／（本体価格）

夏目漱石 【朗読 】道草（下） （ 枚組） ／（ ）

夏目漱石
【朗読 】夏目漱石幻の大連講演（付）韓満所感

（ １枚組）
／（ ）

森田草平 【朗読 】漱石先生の思い出（ ２枚組） ／（ ）

太宰 治
【朗読 】太宰治自伝（１）「思い出」「わが半生を

語る」（ ２枚組）
／（ ）

豊島与志雄

坂口安吾

【朗読 】「太宰治との一日」「太宰治情死考」他

（ ２枚組）
／（ ）

中谷宇吉郎
【朗読 】中谷宇吉郎随筆選 第１集「日本のこ

ころ」「原子爆弾雑話」他 （ ２枚組）
／（ ）

永井荷風
【朗読 】つゆのあとさき（上）―昭和初期の風俗

小説 （ ２枚組）
／（ ）

池田亀鑑 【朗読 】源氏物語全あらすじ （ ２枚組） ／（ ）

国木田独歩 【朗読 】「武蔵野」「詩想」 （ １枚組） ／（ ）

原民喜
【朗読 】原爆文学選（一）「夏の花」三部作 他

（ ３枚組）
／（ ）

坂口安吾
【朗読 】黒田如水－秀吉側近の智将 （ 枚

組）
／（ ）

下村海南
【朗読 】超一級の実録「終戦秘史（抄）」第 巻

（ ２枚組） （注）第 巻を先行発売です。
／（ ）

菊池寛
【朗読 】「真珠夫人－川端康成も激賞した大正

通俗小説の傑作」第 巻（ ５枚組） ／

しみじみ

朗読文庫編

【朗読 】朗読 日本のことわざ千五百 いろはか

るた 枚組
／（ ）

 



　　　　　　　　ラテン・パラダイス・ハイライト
2大ラテン名門レーベル RCA & Columbia音源による夢のラテン全集！
　　●マンボ・ブームを極めたペレス・プラード、ラテン・トリオ・コーラス
　　　　の雄トリオ・ロス・パンチョス、イージー・リスニングの
　　　　巨匠パーシー・フェイスなどのラテンヒットの名曲名演を110曲収録。

　　　　SOSC-0165  10,800円（税込）　CD5枚組

朗読　日本童謡名作選「でんでんむしのかなしみ」
【朗読キャスト】岸田今日子、加藤登紀子、さだまさし、

　　　　　　　　　　　安田祥子、由紀さおり、小椋佳、森山良子
　【原作者】芥川龍之介、宮沢賢治、有島武郎、新美南吉、

　　　　　　　小川未明、浜田廣介、椋　鳩十、坪田譲治、今西祐行

親から子供へ、子から孫へ・・・。聴き継いでいただきたい日本童話の傑作たち、48話を朗読
しました。世代を超えて愛される名作童話の素晴らしさを、豪華朗読陣による朗読で、かつ

てない感動をお届けいたします。
SNOC-2117　20,366円（税込）

　　　　　　　向田邦子作品集-岸田今日子朗読シリーズより
どこにでもある、どこか懐かしい日常生活を織り成すさまざまな人々の、男あり、
女あり、子供あり、大人あり・・・。　それぞれの心に温かい、しかし執拗な光を投げ
かけて「心のひだ」を描き続けた作家・向田邦子。　1981年8月22日の急逝から20
数年。今もその切り口の鮮明さ、人間や出来事を見つめる視点の独創性は変わ
らず私たちの記憶に新しい。その数々の優しさと辛さに満ちた傑作群から、さらに
人気の高い作品を選び、女優・岸田今日子の情感溢れる朗読でお届けします。
ANYC-173　30,240円（税込）　BOX　CD版　CD14枚組＋別冊解説書（A4判／40P）

　　　　　　　　　　　　　　藤沢周平 傑作選
　江戸の情景が目の前に活き活きと浮かび上がる、それが朗読。
　【朗読キャスト】篠田三郎、柳家小三治、奈良岡朋子、辻萬長、柳家小さん、
　　　　　　　　　　柳家花緑、笹野高史、中村梅雀、樫山文枝、すまけい
　　　　　　　　　　倍賞千恵子、竹下景子
藤沢文学の魅力が際立つ珠玉の１４篇。心にしみる朗読で贈る、聴く傑作選。映画の原案と
なった「たそがれ清兵衛」や「祝い人助八」をはじめとした名作を厳選。
　　　SOSC-0046　28,080円（税込）
　　　 CD12巻（14枚）組 特製収納ケース 各巻解説書付

　　　　　　　　　　　　　　昭和ジャズ伝説大全
昭和が輝いていた時代！日本のジャズが熱かった時代！
　　　　　　　　～日本のジャズから見た昭和のアーカイヴ～
　　　●渡辺貞夫、日野皓正、秋吉敏子…
　　　　　昭和40～50年代の昭和ジャズ黄金時代を築いた
　　　　　人気ジャズメンが続々と登場。
　　　●旧CBS /SONY、RCAとスリー・ブラインド・マイスの貴重な音源から
　　　　　厳選して構成。
　　　　SOCO-0164　10,800円（税込）　CD5枚組

　　　　　　　　　　　　　　　　日本音声保存

　　　ＮＨＫ名曲アルバム～名曲で彩られた夢の世界へ
おなじみの長寿人気番組NHK「名曲アルバム」で放送された世界の名曲をテーマ
ごとに選びぬいたＣＤ集。
心癒される音楽の数々は寛ぎの時間を心地よく演出します。
　　●演奏：東京フィルハーモニー交響楽団、ＮＨＫ交響楽団 他
　　●指揮：秋山和慶、尾高忠明、小泉ひろし、外山雄三、沼尻竜典 他
　　●歌唱：大野光彦、島田祐子、錦織　健、東京混声合唱団 他
　　　SOSC-0167　15,552円（税込）　CD10枚組



上映権付 DVD DVD

2003年 2012年
1枚組 2枚組

日本語字幕付 43分 209分
4011239 NSDR19513 7000849 NSDS19412

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
209分 209分

7000850 NSDS19412A 7000851 NSDS19412B

DVD DVD

2012年 2012年
2枚組 1枚組
183分 183分

7000852 NSDS19450 7000853 NSDS19450A

DVD DVD

2012年 1977年
1枚組 10枚組
183分 632分

7000854 NSDS1945B 7000856 NSDS17889

DVD DVD

1977年 1977年
1枚組 1枚組
58分 58分

7000857 NSDR17891 7000858 NSDR17892

ＮＨＫエンタープライズ

*7000856*

*7000858*

籔内佐斗司流　仏像拝観手引
第一集／仏さまの世界　入門編

6,800円(税別)
出演 薮内　佐斗司

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

プロジェクトＸ／挑戦者たち　駅伝
日本一運命のたすきをつなげ

今では高校駅伝最強の「西脇工業高
校」。学校に誇りを取り戻す為闘った
１人の教師と生徒達の物語

第１回　ほとけさまの長い長い旅路／
第２回　籔内流　仏像拝観の基本／
他

歴史，地理，紀行-仏教

7,000円(税別)*7000849*

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

日本の戦後　ＤＶＤ‐ＢＯＸ

戦後日本の運命を決定づけた１０の
出来事に焦点を当て、その瞬間を描
き出した再現ドキュメント。
語り 江守　徹
38,000円(税別)*7000854*

Ｖｏｌ．２　地域に根ざしたほとけさま

*7000857*

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

日本の戦後　第１回　日本分割
／知られざる占領計画

戦後日本の運命を決定づけた１０の
出来事に焦点を当て、その瞬間を描
き出した再現ドキュメント。
語り 江守　徹

*7000850*

籔内佐斗司流　仏像拝観手引
第二集／日本列島巡礼編　Ｖｏｌ．
２

0円(税別)

歴史，地理，紀行-仏教

*7000852*

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-仏教

協力 日本放送出版協会/出演 渡辺　公二

ＮＨＫエンタープライズ

0円(税別)

*7000851*

*4011239*

歴史，地理，紀行-仏教 歴史，地理，紀行-仏教

籔内佐斗司流　仏像拝観手引
第一集／仏さまの世界　入門編
Ｖｏｌ．２

籔内佐斗司流　仏像拝観手引
第一集／仏さまの世界　入門編
Ｖｏｌ．１
Ｖｏｌ．１：”ほとけさま”が教えてくれる
世界

出演 薮内　佐斗司

Ｖｏｌ．２：「伝世古（でんせいこ）」古い
ものを人が代々伝えていく

出演 薮内　佐斗司

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本の戦後　第２回　サンルーム
の２時間／憲法ＧＨＱ案の衝撃

戦後日本の運命を決定づけた１０の
出来事に焦点を当て、その瞬間を描
き出した再現ドキュメント。
語り 江守　徹

0円(税別)

籔内佐斗司流　仏像拝観手引
第二集／日本列島巡礼編

第１回　ほとけの世界観を知る／第２
回　異形のほとけさま／第３回　密教
のほとけさま／他
出演 薮内　佐斗司

出演 薮内　佐斗司

0円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

籔内佐斗司流　仏像拝観手引
第二集／日本列島巡礼編　Ｖｏｌ．
１

ＮＨＫエンタープライズ

Ｖｏｌ．１“衆生（しゅじょう）救済（きゅう
さい）”のほとけさま

出演 薮内　佐斗司

*7000853*7,000円(税別)

歴史，地理，紀行-仏教

－10－



DVD DVD

1977年 1977年
1枚組 1枚組
58分 57分

7000859 NSDR17893 7000860 NSDR17894

DVD DVD

1977年 1977年
1枚組 1枚組
58分 58分

7000861 NSDR17895 7000862 NSDR17896

DVD DVD

1977年 1977年
1枚組 1枚組
58分 58分

7000863 NSDR17897 7000864 NSDR17898

DVD DVD

1977年 1977年
1枚組 1枚組
58分 69分

7000865 NSDR17899 7000866 NSDR17890

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
2枚組 1枚組
177分 88分

7000965 NSDR19332 7000966 NSDR19334

*7000859*

*7000861*

*7000863*

*7000865*

*7000860*

*7000862*

6,800円(税別)

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

*7000966*

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

零戦ニ欠陥アリ

日本海軍最強の戦闘機として伝説と
言われた零式艦上戦闘機の実像を
機密資料によって明らかにする
企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ/出演 柳田　邦男

*7000866*

語り 江守　徹
6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

日本の戦後　第１０回　オペラハ
ウスの日章旗／サンフランシスコ
講和会議
戦後日本の運命を決定づけた１０の
出来事に焦点を当て、その瞬間を描
き出した再現ドキュメント。
語り 江守　徹

*7000864*

日本の戦後　第６回　くにのあゆ
み／戦後教育の幕あき

戦後日本の運命を決定づけた１０の
出来事に焦点を当て、その瞬間を描
き出した再現ドキュメント。
語り 江守　徹

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

日本の戦後　第８回　審判の日
／極東国際軍事裁判

戦後日本の運命を決定づけた１０の
出来事に焦点を当て、その瞬間を描
き出した再現ドキュメント。

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

6,800円(税別)

日本の戦後　第４回　それは晩餐
から始まった／財閥解体への道

戦後日本の運命を決定づけた１０の
出来事に焦点を当て、その瞬間を描
き出した再現ドキュメント。
語り 江守　徹

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

ＮＨＫエンタープライズ

9,800円(税別)*7000965*

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

6,800円(税別)

零戦　搭乗員たちが見つめた太
平洋戦争

日本軍の主力戦闘機であった零戦
の栄光と悲劇的な結末を、搭乗員の
証言や日記で浮き彫りにする。
出演 小林　ユウキチ

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

6,800円(税別)

日本の戦後　第９回　老兵は死な
ず／マッカーサー解任

戦後日本の運命を決定づけた１０の
出来事に焦点を当て、その瞬間を描
き出した再現ドキュメント。
語り 江守　徹

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

6,800円(税別)

日本の戦後　第７回　退陣の朝
／革新内閣の九ヶ月

戦後日本の運命を決定づけた１０の
出来事に焦点を当て、その瞬間を描
き出した再現ドキュメント。
語り 江守　徹

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

6,800円(税別)

日本の戦後　第５回　一歩退却
二歩前進／２・１スト前夜

戦後日本の運命を決定づけた１０の
出来事に焦点を当て、その瞬間を描
き出した再現ドキュメント。
語り 江守　徹

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

日本の戦後　第３回　酒田紀行
／農地改革の軌跡

戦後日本の運命を決定づけた１０の
出来事に焦点を当て、その瞬間を描
き出した再現ドキュメント。
語り 江守　徹
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
174分 174分

7000967 NSDR18369 7000968 NSDR18370

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
174分 174分

7000969 NSDR18371 7000970 NSDR18380

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2013年
1枚組 2枚組
174分 178分

7000971 NSDR18381 7000984 NSDR17979

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
174分 174分

7001081 NSDR19382 7001082 NSDR19383

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2013年
1枚組 1枚組
174分 117分

7001083 NSDR19384 7001164 NSDR18975

*7000968*

*7000970*

*7000984*

*7001082*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

*7001164*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-紀行

大沢たかお　神秘の北極圏　光と
闇の旅　第１夜

第１夜：奇跡のオーロラ大爆発，俳
優・大沢たかお、極寒の北極圏を巡
る壮大な旅
出演 大沢　たかお

9,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-紀行

関東周辺の山　２

尾瀬・至仏山／浅間山／草津・白根
山／富士山／蓼科山／八ヶ岳

企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ/語り 鈴木　麻里子

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

巨大戦艦　大和　乗組員たちが
見つめた生と死

昭和２０年４月７日、坊ノ岬沖に沈ん
だ戦艦大和の全貌を乗組員の証言
と迫真のドラマで描き出す。
出演 津川　雅彦

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-紀行

関東周辺の山　１

谷川岳／男体山／赤城山／筑波山
／両神山／丹沢

企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-紀行

中部・日本アルプスの山　１

鹿島槍ヶ岳・五竜岳／剣岳／穂高岳
／常念岳／御嶽山

企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ

ＮＨＫエンタープライズ

6,800円(税別)*7001083*

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-紀行

6,800円(税別)

中部・日本アルプスの山　３

白馬岳／水晶岳・鷲羽岳／槍ヶ岳／
空木岳／聖岳／荒島岳

企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ/語り 鈴木　麻里子

*7001081*

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-紀行

6,800円(税別)

東日本の山　２

トムラウシ山／十勝岳／岩木山／尾
瀬・燧ヶ岳／磐梯山

企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ/語り 鈴木　麻里子

*7000971*

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-紀行

6,800円(税別)

中部・日本アルプスの山　２

雨飾山／木曽駒ヶ岳／甲斐駒ケ岳
／北岳　間ノ岳／光岳／白山

企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7000969*

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-紀行

6,800円(税別)

西日本の山　１

大台ケ原山／大山／石鎚山／くじゅ
う連山／阿蘓山／屋久島　宮之浦岳

企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7000967*

歴史，地理，紀行-紀行

東日本の山　１

羅臼岳／大雪山／八甲田山／岩手
山／早池峰山／月山

企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ
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上映権付 DVD DVD

2013年 2011年
1枚組 1枚組
117分 92分

7001165 NSDR18976 7000793 MX1427R

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
52分 78分

7000757 DABR0687 7000758 DABR0688

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
52分 78分

7000759 DABR0689 7000760 DABR0690

DVD 上映権付 DVD

2011年 2013年
1枚組 1枚組
78分 63分

7000761 DABR0691 7000764 OXOA00022

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組
108分 171分

7000765 OXOA00024 7000766 OXOA00022A

15,000円(税別)

仙台放送

*7000766*

9,000円(税別)

仙台放送

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

みやぎの祭り　其ノ壱＆其ノ弐

昭和４０年代の動く七夕パレードや仕
掛け物、昔の七夕行事など宮城の記
録映像を収録した保存版。
企画・制作 仙台放送  他

*7000764*

8,000円(税別)

角川映画

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

みやぎの祭り　其ノ壱

お正月／小正月／火伏せ／農事の
祈り／春まつり

企画・制作 仙台放送  他

*7000760*

8,000円(税別)

角川映画

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

森村誠一　謎の奥の細道をたど
る　第四巻

ミステリー作家、森村誠一が松尾芭
蕉「おくのほそ道」の謎と真実に迫
る、推理行脚テレビシリーズ
出演 森村　誠一

*7000758*

10,000円(税別)

マクザム

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

森村誠一　謎の奥の細道をたど
る　第二巻

ミステリー作家、森村誠一が松尾芭
蕉「おくのほそ道」の謎と真実に迫
る、推理行脚テレビシリーズ
出演 森村　誠一

*7000793*

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

311

東日本大震災からわずか１５日後の
被災地を訪れ、被災地と被災地を撮
る自分達を映すドキュメント
監督 森　達也/出演 森　達也

仙台放送

9,000円(税別)*7000765*

角川映画

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

8,000円(税別)

みやぎの祭り　其ノ弐

春から初夏へ／夏まつり１／七夕ま
つり／夏まつり２／鹿踊り／秋まつり

企画・制作 仙台放送  他

*7000761*

角川映画

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

8,000円(税別)

森村誠一　謎の奥の細道をたど
る　第五巻

ミステリー作家、森村誠一が松尾芭
蕉「おくのほそ道」の謎と真実に迫
る、推理行脚テレビシリーズ
出演 森村　誠一

*7000759*

角川映画

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

8,000円(税別)

森村誠一　謎の奥の細道をたど
る　第三巻

ミステリー作家、森村誠一が松尾芭
蕉「おくのほそ道」の謎と真実に迫
る、推理行脚テレビシリーズ
出演 森村　誠一

*7000757*

ＮＨＫエンタープライズ

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

6,800円(税別)

森村誠一　謎の奥の細道をたど
る　第一巻

ミステリー作家、森村誠一が松尾芭
蕉「おくのほそ道」の謎と真実に迫
る、推理行脚テレビシリーズ
出演 森村　誠一

*7001165*

歴史，地理，紀行-紀行

大沢たかお　神秘の北極圏　光と
闇の旅　第２夜

第２夜：幻想の夜明けブルーライト／
王者ホッキョクグマを追う

出演 大沢　たかお
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DVD DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組
106分 109分

7000824 PQDC008 7000825 PQDC009

DVD DVD

2013年 2004年
1枚組 1枚組
99分 英語版 日本語字幕付 48分

7000826 PQDC010 7001031 OPSDCO26

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2011年
1枚組 1枚組
90分 90分

7000780 NSDR19047 7000855 NSDR19042

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 47分 日本語字幕付 47分
7001148 NSDR18790 7001149 NSDR18791

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 47分 日本語字幕付 47分
7001150 NSDR18792 7001151 NSDR18793

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

*7001151*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

社会科学-ドキュメンタリー，記録

プロフェッショナル仕事の流儀
介護福祉士　和田行男の仕事

認知症グループホームで、「人として
の尊厳」を守るため鍵のない介護を
実践する和田の覚悟に密着
製指 山本　隆之/出演 和田　行男

*7001149*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

社会科学-ドキュメンタリー，記録

プロフェッショナル仕事の流儀
心臓外科医　天野篤の仕事

天皇陛下のバイパス手術の執刀医と
しても知られる外科医・天野篤の手
術に全てを捧げる姿に密着。
製指 山本　隆之/出演 天野　篤

*7000855*

4,200円(税別)

エスピーオー

社会科学-ドキュメンタリー，記録

１００年インタビュー／王貞治

「世界の王」が培ってきた人生哲学、
野球の未来像などについて有働由
美子アナがインタビューする
出演 王　貞治

*7001031*

15,000円(税別)

ポルケ

社会科学-動物

アニマル探偵　Ｆｉｌｅ　ｗｉｔｈ　ナイ
ジェル・マーヴェン

完全犯罪かと思われる犯罪であって
も自然界の動植物たちに残された証
拠を見つける方法を紹介する
製作 コラム・マクレイ/ 声 安原　義人

*7000825*

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

日本人の来た道　ヒマラヤ～日
本１５０００キロ（南方ルート編）

日本人の祖先の足跡を探検家、関
野吉晴がたどる「新グレートジャー
ニー」第二弾。南方ルート編。
演出 山田　和也/出演 関野　吉晴

ＮＨＫエンタープライズ

6,800円(税別)*7001150*

ＮＨＫエンタープライズ

社会科学-ドキュメンタリー，記録

6,800円(税別)

プロフェッショナル仕事の流儀
天ぷら職人　早乙女哲哉の仕事

一見シンプルな天ぷら料理で「食材
をナマ以上のものに仕立てる」と評さ
れる名人芸を紹介していく
製指 山本　隆之/出演 早乙女　哲哉

*7001148*

ＮＨＫエンタープライズ

社会科学-ドキュメンタリー，記録

6,800円(税別)

プロフェッショナル仕事の流儀
日本料理人　山本征治の仕事

伝統の日本料理を、さらなる高みへ
と”進化”させるため、挑戦し続ける料
理人の覚悟の姿に密着。
製指 山本　隆之/出演 山本　征治

*7000780*

ポルケ

社会科学-ドキュメンタリー，記録

15,000円(税別)

１００年インタビュー／やなせたか
し

アンパンマンの生みの親、やなせた
かしにキャラクター誕生の裏話や秘
めた思いをインタビューする
出演 やなせ　たかし

*7000826*

ポルケ

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

15,000円(税別)

～最終章～人類、日本列島へ
海上ルート４７００キロ（海上ルー
ト編）
日本人の祖先の足跡を探検家、関
野吉晴がたどる「新グレートジャー
ニー」最終章。海上ルート編。
演出 山田　和也/出演 関野　吉晴

*7000824*

歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

日本人の来た道（北方ルート編）

日本人の祖先の足跡を探検家、関
野吉晴がたどる「新グレートジャー
ニー」第一弾。北方ルート編。
演出 山田　和也/出演 関野　吉晴
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2008年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 47分 90分
7001152 NSDR18794 7001172 NSDR19044

上映権付 DVD DVD

2011年 2012年
1枚組 1枚組
90分 60分

7001173 NSDR19045 7000896 LPDF4R

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
60分 60分

7000897 LPDF5R 7000898 LPDF6R

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組
58分 49分

7000818 NSDR18563 7000981 NSDR19416

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2000年
1枚組 1枚組
49分 日本語字幕付 43分

7000983 NSDR17848 7001153 NSDR19516

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

*7001153*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

自然科学-ドキュメンタリー，記録

プロジェクトＸ／挑戦者たち　パン
ダが日本にやってきた

カンカン重病・知られざる１１日間；パ
ンダフィーバーの中、その命を救うた
め男たちは奔走した。
企画・制作 日本放送出版協会/出演 国井　雅比古

*7000981*

9,500円(税別)

リバプール

自然科学-植物

足元の小宇宙　生命を見つめる
植物写真家

身の周りの何気ない自然にひしめく
小さな植物たちを写真に撮り続ける
埴沙萠氏のドキュメンタリー
出演 埴　沙萠

*7000898*

9,500円(税別)

リバプール

社会科学-国防，軍事

知っておきたい！航空自衛隊

制作協力：防衛省・航空自衛隊，日
本の空を護ってきた、歴代航空自衛
隊の戦闘機を完全網羅する。
監修 岡部　いさく/ﾅﾚｰﾀｰ 天神　英貴

*7000896*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

社会科学-国防，軍事

知っておきたい！陸上自衛隊

制作協力：防衛省・陸上自衛隊，陸
上自衛隊最精鋭部隊である、レン
ジャーの過酷な訓練に密着取材
監修 岡部　いさく/ﾅﾚｰﾀｰ 天神　英貴

*7001172*

社会科学-ドキュメンタリー，記録

１００年インタビュー／鈴木敏文

コンビニ誕生の理由／アメリカとの交
渉／一号店の苦労／常識破りの工
夫／「単品管理」とは／他
出演 鈴木　敏文

ＮＨＫエンタープライズ

6,800円(税別)*7000983*

ＮＨＫエンタープライズ

自然科学-農業

6,800円(税別)

クニ子おばばと不思議の森

今なお秘境と呼ばれる宮城県椎葉
村で、焼畑農業をして暮らす椎葉ク
ニ子さんのドキュメンタリー。
出演 椎葉　クニ子

*7000818*

リバプール

自然科学-海洋

9,500円(税別)

世界初撮影！深海の超巨大イカ

小笠原沖を舞台に、伝説の超巨大ダ
イオウイカの撮影に挑戦するテレビ
史上最大級のプロジェクト。
企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7000897*

ＮＨＫエンタープライズ

社会科学-国防，軍事

6,800円(税別)

知っておきたい！海上自衛隊

制作協力：防衛省・海上自衛隊，世
界屈指の練度を誇る海上自衛隊潜
水艦部隊の実像をカメラが追う
監修 岡部　いさく/ﾅﾚｰﾀｰ 天神　英貴

*7001173*

ＮＨＫエンタープライズ

社会科学-ドキュメンタリー，記録

6,800円(税別)

１００年インタビュー／立花隆

７０代を迎えて／スーパーコンピュー
ターの可能性／「引き揚げ」の記憶
／放浪する心／他
出演 立花　隆

*7001152*

社会科学-ドキュメンタリー，記録

プロフェッショナル仕事の流儀
小学校教師　菊池省三の仕事

認知症グループホームで、「人として
の尊厳」を守るため鍵のない介護を
実践する和田の覚悟に密着
製指 山本　隆之/出演 菊池　省三
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2000年 2013年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 43分 58分
7001154 NSDR19521 7001155 NSDR18566

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
13枚組 15枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 732分 英語版 二ｶ国語・字幕付 810分
7000786 NNGD3501 7000787 NNGD3502

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
14枚組 14枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 820分 英語版 二ｶ国語・字幕付 742分
7000788 NNGD3504 7000789 NNGD3505

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
15枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 782分 英語版 二ｶ国語・字幕付 49分
7000831 NNGD3509 7000832 NNGD3509A

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 45分 英語版 二ｶ国語・字幕付 46分
7000833 NNGD3509B 7000834 NNGD3509C

0円(税別)

紀伊國屋書店

*7000834*

0円(税別)

紀伊國屋書店

自然科学-ドキュメンタリー，記録

ブレインゲーム／イエスと言わせ
る「心理操作」

多くの人が、ある一方の答えを選択
する訳は？２つのゲームで人の脳の
癖を知り、心理操作を探る。
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

*7000832*

150,000円(税別)

紀伊國屋書店

自然科学-ドキュメンタリー，記録

海の変な生き物

地球最後のフロンティア、「海」の中
で暮らす奇妙な生き物たちの不思議
でゆかいな生態を映像で！
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

*7000789*

150,000円(税別)

紀伊國屋書店

自然科学-ドキュメンタリー，記録

ナショナルジオグラフィックライブ
ラリー　第４期　全１５巻セット

地理学普及と調査資金獲得の為の
非営利団体ナショナルジオグラフィッ
ク協会のドキュメンタリー集
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

*7000787*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

自然科学-ドキュメンタリー，記録

ナショナルジオグラフィックライブ
ラリー　第２期　全１５巻セット

地理学普及と調査資金獲得の為の
非営利団体ナショナルジオグラフィッ
ク協会のドキュメンタリー集
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

*7001155*

自然科学-海洋

謎の深海サメ王国

世界でも類のない深海ザメの宝庫で
ある駿河湾・相模湾に広がる海底大
峡谷にＮＨＫカメラが初潜入
企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ

紀伊國屋書店

0円(税別)*7000833*

紀伊國屋書店

自然科学-ドキュメンタリー，記録

150,000円(税別)

最強！アニマル決定戦／究極の
ファイター編

決着がつくまで続く、動物のオス同士
の死闘。「究極のファイター」トップ１０
をカウントダウン！
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

*7000831*

紀伊國屋書店

自然科学-ドキュメンタリー，記録

140,000円(税別)

ナショナルジオグラフィックライブ
ラリー　第８期　全１５巻セット

地理学普及と調査資金獲得の為の
非営利団体ナショナルジオグラフィッ
ク協会のドキュメンタリー集
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

*7000788*

紀伊國屋書店

自然科学-ドキュメンタリー，記録

130,000円(税別)

ナショナルジオグラフィックライブ
ラリー　第３期　全１４巻セット

地理学普及と調査資金獲得の為の
非営利団体ナショナルジオグラフィッ
ク協会のドキュメンタリー集
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

*7000786*

ＮＨＫエンタープライズ

自然科学-ドキュメンタリー，記録

6,800円(税別)

ナショナルジオグラフィックライブ
ラリー　第１期　全１３巻セット

地理学普及と調査資金獲得の為の
非営利団体ナショナルジオグラフィッ
ク協会のドキュメンタリー集
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

*7001154*

自然科学-ドキュメンタリー，記録

プロジェクトＸ／挑戦者たち　宇宙
ロマンすばる

１４０億光年　世界一の望遠鏡；構想
～完成まで１０年以上をかけた一大
プロジェクトすばるの物語
企画・制作 日本放送出版協会/出演 国井　雅比古
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 50分 英語版 二ｶ国語・字幕付 40分
7000835 NNGD3509D 7000836 NNGD3509E

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 45分 英語版 二ｶ国語・字幕付 90分
7000837 NNGD3509F 7000838 NNGD3509G

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 45分 英語版 二ｶ国語・字幕付 45分
7000839 NNGD3509H 7000840 NNGD3509I

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 45分 英語版 二ｶ国語・字幕付 48分
7000841 NNGD3509J 7000842 NNGD3509K

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 44分 英語版 二ｶ国語・字幕付 47分
7000843 NNGD3509L 7000844 NNGD3509M

0円(税別)

紀伊國屋書店

*7000844*

0円(税別)

紀伊國屋書店

自然科学-ドキュメンタリー，記録

ランボルギーニ・アヴェンタドール
／スーパーファクトリーのすべて

ランボルギーニ史上最速の加速性能
を誇る無敵の車、「アヴェンタドール」
誕生の瞬間に立ち会う！
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

*7000842*

0円(税別)

紀伊國屋書店

自然科学-ドキュメンタリー，記録

レクサスＬＦＡ／スーパーファクト
リーのすべて

５万人から選ばれた精鋭１７５人の
「匠」が作り出す”走る芸術”レクサス
ＬＦＡの製造現場に潜入
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

*7000840*

0円(税別)

紀伊國屋書店

自然科学-ドキュメンタリー，記録

ジャックダニエル／伝統の製法と
味に迫る

伝統のテネシーウィスキー「ジャック
ダニエル」。昔ながらの味の秘密を守
る蒸留所にカメラが潜入
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

*7000838*

0円(税別)

紀伊國屋書店

自然科学-ドキュメンタリー，記録

沿海域戦闘艦　フリーダム／イン
ディペンデンス

沿海脅威に立ち向かう高速戦闘艇フ
リーダムと無人潜水艇等を駆使する
インディペンデンスを紹介。
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

*7000836*

自然科学-ドキュメンタリー，記録

フライング・モンスター

史上最大の空飛ぶ生き物「翼竜」を
フルＣＧで再現！Ｄ・アッテンボロー
の特別インタビュー付き。
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

紀伊國屋書店

0円(税別)*7000843*

紀伊國屋書店

自然科学-ドキュメンタリー，記録

0円(税別)

ポルシェ９１１／スーパーファクト
リーのすべて

設計を根底から見直した「ポルシェ９
１１」の巨大工場にカメラが潜入。開
発プロジェクトに密着。
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

*7000841*

紀伊國屋書店

自然科学-ドキュメンタリー，記録

0円(税別)

ブルジュ・ハリファ／世界一高い
ビルへの挑戦

総工費１５億ドル。施工期間６年。１６
０階建てと、まさに規格外の超高層ビ
ルの建設現場に密着。
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

*7000839*

紀伊國屋書店

自然科学-ドキュメンタリー，記録

0円(税別)

ボディガード／大統領暗殺未遂
の裏側

見えない敵から大統領を守る人々。
シークレットサービスやＦＢＩの人々の
知られざる活躍に迫る。
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

*7000837*

紀伊國屋書店

自然科学-ドキュメンタリー，記録

0円(税別)

ドルのすべて／通貨を支える舞
台裏

世界の基軸通貨「ドル」を支える「連
邦準備制度」。通過を守る現場の中
枢にカメラが初潜入する！
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

*7000835*

自然科学-ドキュメンタリー，記録

記憶力の不思議

見聞きしたことを２０秒で忘れる。２０
人の顔と名前を一瞬で覚える。人の
記憶力を徹底チェック！
製作 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 2013年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 47分 英語版 二ｶ国語・字幕付 96分
7000845 NNGD3509N 7000846 NNGD3509O

DVD DVD

2014年 2013年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 216分 35分
7001112 SDB13 7000963 ENC20100R

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
58分 87分

7000985 NSDR19197 7000986 NSDR19198

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
44分 58分

7000987 NSDR19199 7000988 NSDR19200

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
85分 83分

7000989 NSDR19201 7000990 NSDR19202

1,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

*7000990*

1,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

ここが聞きたい！名医にＱ　ここ
まで進んだ！糖尿病治療の最前
線
糖尿病はどんな病気？／インクレチ
ン関連薬の効果と特長／インスリン
の早期使用／他
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7000988*

1,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

きょうの健康　糖尿病　進歩する
治療法

血糖、きめ細かく管理／新しい薬、
注目の効果／早期にもつかうインスリ
ン／他
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7000986*

2,500円(税別)

映日クリエイト

医学-基礎医学

ここが聞きたい！名医にＱ　早く
気づこう！認知症

認知症　早期発見のメリット／認知症
早期発見のために／治療の３つの柱
／適切なサポート
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7000963*

0円(税別)

紀伊國屋書店

自然科学-動物

八ヶ岳アルパカ牧場　赤ちゃん誕
生物語

八ヶ岳アルパカ牧場で生まれた、長
野県では初となる赤ちゃんアルパカ
飼育の奮闘ドキュメンタリー
制作 映日クリエイト/ 

*7000846*

自然科学-ドキュメンタリー，記録

地球消滅の日／その時、人類
は・・・

ある日、中性子星が大接近！その
時、人類は？科学者の研究を基に
人類存続の可能性をシミュレート
製作 ナショナル・ジオグラフィック協会

ＮＨＫエンタープライズ

1,500円(税別)*7000989*

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

1,500円(税別)

ここが聞きたい！名医にＱ　必ず
続く！糖尿病対策

「無理はしない」／「測って効果を実
感する」／「仲間を作る」／マルチオ
ピニオン
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7000987*

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

1,500円(税別)

チョイス＠病気になったとき　認
知症をくい止めろ

認知症をくい止めろ／重大な分かれ
道　発症前の自覚／認知機能を保
つ秘訣
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7000985*

竹緒

医学-基礎医学

3,800円(税別)

きょうの健康　認知症　あなたは
まだよく知らない

認知症、どんな病気？／アルツハイ
マー病の治療／認知症と分かったと
きのケア／進行した時のケア
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7001112*

紀伊國屋書店

自然科学-野鳥

0円(税別)

日本百名鳥　２０２

日本の野鳥２０２種をこだわりの音と
映像でまとめた映像図鑑。質量とも
にまさに究極の野鳥作品！
監修 佐藤　進

*7000845*

自然科学-ドキュメンタリー，記録

エアバスＡ３８０／超巨大旅客機
開発の現場

史上初オール２階建て、５００を超え
る座席数。超巨大旅客機エアバスＡ
７００の初飛行までを取材
製作 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

2012年 2012年
1枚組 1枚組
57分 58分

7000991 NSDR19203 7000992 NSDR19204

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
77分 43分

7000993 NSDR19205 7000994 NSDR19206

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
58分 57分

7000995 NSDR19207 7000996 NSDR19208

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
98分 86分

7000997 NSDR19209 7000998 NSDR19210

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
58分 98分

7000999 NSDR19211 7001000 NSDR19212

1,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

*7001000*

1,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

ここが聞きたい！名医にＱ　中高
年の目の病気

白内障／緑内障／加齢黄斑変性／
マルチオピニオン

企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7000998*

1,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

ここが聞きたい！名医にＱ　ダイ
エットがカギ！ひざ痛　徹底対策

なぜ起こる？ひざの痛み／痛みを軽
減させる運動／痛みを軽減させるダ
イエット／マルチオピニオン
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7000996*

1,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

きょうの健康　ひざ痛克服
ウォーキングに挑戦！

ひざが変だと思ったら／手術は必
要？／負担を減らす工夫／ストレッ
チ＆筋トレで効果アップ
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7000994*

1,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

チョイス＠病気になったとき　心
筋梗塞を見逃すな

心筋梗塞とは／早期発見！「狭心
症」を見つける／狭心症を治療

企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7000992*

医学-基礎医学

きょうの健康　心臓を守る！狭心
症対策

早期発見のサイン／タイプ別、薬の
使い方／カテーテルと手術、治療の
選択／他
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

ＮＨＫエンタープライズ

1,500円(税別)*7000999*

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

1,500円(税別)

きょうの健康　実は危険！気にな
る目の病気

緑内障／加齢黄斑変性／角膜感染
症／まぶたの病気

企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7000997*

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

1,500円(税別)

ここが聞きたい！名医にＱ　自分
で治す！腰痛

運動で治す！／生活で治す！／考
え方で治す！／マルチオピニオン

企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7000995*

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

1,500円(税別)

きょうの健康　早めにチェック！
腰痛を徹底改善

腰の痛み、原因は？／足のしびれに
要注意！／ストレスも関係！／運動
療法、最新情報
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7000993*

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

1,500円(税別)

ここが聞きたい！名医にＱ　心臓
を守ろう！狭心症の意外なサイ
ン
狭心症・心筋梗塞とは？／狭心症の
再発を防ぐ「心臓リハビリテーション」
／他
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7000991*

医学-基礎医学

きょうの健康　脳卒中　最新情報

症状に早く気づこう／脳梗塞になっ
たとき／くも膜下出血・脳出血になっ
たとき／他
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
41分 43分

7001001 NSDR19213 7001002 NSDR19214

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
87分 44分

7001003 NSDR19215 7001004 NSDR19216

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
44分 44分

7001005 NSDR19217 7001006 NSDR19218

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
44分 58分

7001007 NSDR19219 7001008 NSDR19220

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
43分 98分

7001009 NSDR19221 7001010 NSDR19222

1,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

*7001010*

1,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

ここが聞きたい！名医にＱ　つら
くない治療を！がん緩和ケア

緩和ケアとは？／心のつらさと緩和
ケア／がんのリハビリ／マルチオピニ
オン
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7001008*

1,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

きょうの健康　大腸がん　早期発
見で徹底治療

こんなひとはぜひ検査を／負担軽
い、内視鏡手術／手術で生活の質を
下げない工夫
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7001006*

1,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

きょうの健康　胃がんとピロリ　菌
最新情報

ピロリ感染胃炎／胃がんを早期発見
／内視鏡治療の特徴

企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7001004*

1,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

きょうの健康　女性に多い排せつ
の悩み

女性も多い！痔（じ）の悩み「恥ずか
しがらずに受診を」／他

企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7001002*

医学-基礎医学

きょうの健康　あきらめない！尿
トラブル改善

進行すると怖い！尿もれ／最新手術
で改善／突然起こる尿意には

企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

ＮＨＫエンタープライズ

1,500円(税別)*7001009*

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

1,500円(税別)

きょうの健康　進む　乳がん治療

手術の選択／個別化する薬物治療
／再発と上手につきあう

企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7001007*

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

1,500円(税別)

チョイス＠病気になったとき　胃
がんとわかったとき

腹くう鏡手術と開腹手術／抗がん剤
のしくみ／ステージ４の胃がん

企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7001005*

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

1,500円(税別)

きょうの健康　増える肺がん

検査、最新情報／早期の肺がん治
療／進行がんの薬物治療

企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7001003*

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

1,500円(税別)

ここが聞きたい！名医にＱ　お
しっこの悩み　頻尿・尿もれ

過活動ぼうこうの原因は？／骨盤低
筋体操で改善／膀胱訓練／他

企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7001001*

医学-基礎医学

チョイス＠病気になったとき　目
がかすんだとき

視野を失う緑内障／緑内障　早期発
見／白内障治療

企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
43分 43分

7001011 NSDR19223 7001012 NSDR19224

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
44分 43分

7001013 NSDR19227 7001014 NSDR19226

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組
49分 49分

7001168 NSDR19093 7001169 NSDR19094

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組
49分 49分

7001170 NSDR19095 7001171 NSDR19096

上映権付 DVD DVD

2014年 2011年
1枚組 1枚組
40分 62分

7001113 SDV002 7001036 DAST2101

5,000円(税別)

アドメディア

*7001036*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

医学-マッサージ

いつでも簡単ツボ健康法　１　女
性・男性の悩み別編

首、肩こりには／肌荒れ、老化防止
には／肥満体質には／精力減退に
は
監修 黒須　幸男

*7001171*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

医学-ドキュメンタリー，記録

病の起源　心臓病　～高性能ポ
ンプの落とし穴～

脳の巨大化と二足歩行。人類が進化
と引き換えにした心臓病のリスクにど
う向き合い防ぐのかを探る
企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ/出演 谷村　新司

*7001169*

1,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

医学-ドキュメンタリー，記録

病の起源　脳卒中　～早すぎた
進化の代償～

人類はなぜ脳卒中になるのか、どう
すればその発症を防げるのか。人類
の進化からその秘密に迫る。
企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ/出演 室井　滋

*7001014*

1,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

きょうの健康　運動で健康　たる
みにサヨナラ！

たるみにサヨナラ！すっきり上半身／
たるみにサヨナラ！すっきり下半身／
他
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7001012*

医学-基礎医学

きょうの健康　食で健康　正しい
ダイエット　三大栄養素をおいしく
とろう
ダイエットするなら、炭水化物！／良
質のたんぱく質をとろう！／あぶらを
上手にとろう！
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

日本サンテ

5,800円(税別)*7001113*

ＮＨＫエンタープライズ

医学-骨粗鬆症

6,800円(税別)

骨粗鬆症／骨から元気！！健康
ライフのススメ

骨粗鬆症と更年期／骨粗鬆症ってど
んな病気？／骨粗鬆症にかかるとど
んなことが起こるの？／他
企画 日本ＮＳＰ

*7001170*

ＮＨＫエンタープライズ

医学-ドキュメンタリー，記録

6,800円(税別)

病の起源　うつ病　～防衛本能
がもたらす宿命～

深刻な社会問題となっている「うつ
病」を進化の過程から分析し、それを
手掛かりとして治療する。
企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ/出演 橋爪　功

*7001168*

ＮＨＫエンタープライズ

医学-ドキュメンタリー，記録

1,500円(税別)

病の起源　がん　～人類進化が
生んだ病～

自然界の動物にはほとんど見られ
ず、人類にとってのみ脅威の病「が
ん」。この発生の原因を探る。
企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ/出演 陣内　孝則

*7001013*

ＮＨＫエンタープライズ

医学-基礎医学

1,500円(税別)

チョイス＠病気になったとき　ひざ
が痛いとき

変形性ひざ関節症／人工関節によ
る治療／悪循環を断ち切る！

企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル

*7001011*

医学-基礎医学

きょうの健康　食で健康　バラン
ス食のススメ

バランス食の基本の「き」／お手軽！
栄養バランスメニュー／バランス食の
ススメ
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル
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DVD 上映権付 DVD

2011年 2012年
1枚組 1枚組
58分 79分

7001037 DAST2102 7000785 7000785

DVD DVD

2009年 2013年
1枚組 2枚組
30分 139分

7000867 7000867 7000932 7000932

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2014年
1枚組 1枚組
26分 23分

7001117 12975-620 7001118 12975-640

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2003年
1枚組 1枚組
23分 日本語字幕付 43分

7001119 12975-650 4011238 NSDR19515

上映権付 DVD DVD

2003年 2014年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 43分 日本語字幕付 35分
4011334 NSDR19518 7001120 GTCE21

3,800円(税別)

竹緒

*7001120*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

技術，工学，工業-写真

銀塩モノクロプリントの手引き

モノクロプリントの魅力／プリント使用
機材説明／実践モノクロプリント／プ
リントに変化をつける
日本語版監修 渡辺　達生

*4011238*

19,000円(税別)

放送映画製作所

技術，工学，工業-ドキュメンタリー，記録

プロジェクトＸ／挑戦者たち　醤油
アメリカ市場を開拓せよ

戦後まもなく存亡の危機に陥った醤
油メーカー。日本の味を世界に広め
た人々の、知られざるドラマ
協力 日本放送出版協会/出演 遠藤　篤

*7001118*

16,000円(税別)

からだ総研

医学-保健，育児

パパもいっしょに見たい！聞きた
い！はじめての赤ちゃんのこと
第２巻
赤ちゃんの生活・健康・安全：赤ちゃ
んのバイオリズム／オムツかぶれの
予防／熱が出た時の対応他
企画・制作 ビデオ・パック・ニッポン

*7000932*

18,000円(税別)

日本士業協会

医学-マッサージ

今日からできる松浦英世のスペ
シャリスト育成プログラム　２

針治療の方法／十二正経の関連法
則／灸治療での壮数について／鍼
灸治療（運動器系疾患）／他
監修 松浦　英世/出演 

*7000785*

医学-看護，介護，救急法

患者・利用者・家族の心に届く接
遇マナー研修

医療・介護の業界で働くということ／
接遇・マナーの本質／医療・介護の
世界／ほか
出演 三塚　浩二

ＮＨＫエンタープライズ

6,800円(税別)*4011334*

放送映画製作所

技術，工学，工業-ドキュメンタリー，記録

19,000円(税別)

プロジェクトＸ／挑戦者たち　食洗
機１００万台への死闘

赤字部署の４０年；製品開発以来、普
及に長時間を要した食器洗い機。担
当部署の苦闘の日々を描く
企画・制作 日本放送出版協会/出演 谷口　裕

*7001119*

放送映画製作所

医学-保健，育児

19,000円(税別)

パパもいっしょに見たい！聞きた
い！はじめての赤ちゃんのこと
第３巻
パパの育児と祖父母との関わりかた：
大切なパパの協力／パパでもできる
ミルクのつくりかた／他
企画・制作 ビデオ・パック・ニッポン

*7001117*

コリトレール株式会社

医学-保健，育児

8,000円(税別)

パパもいっしょに見たい！聞きた
い！はじめての赤ちゃんのこと
第１巻
もうすぐ出産～生まれてすぐ：入院の
準備／妊娠後期の身体の変化／妊
婦体操／おしるしについて他
企画・制作 ビデオ・パック・ニッポン

*7000867*

アドメディア

医学-東洋医学，漢方医学

5,000円(税別)

新・美容鍼　基本テクニック

西洋医学的理論に東洋医学的理論
を融合させた鍼灸治療の技を、初心
者にもわかりやすく解説する。
監修 劉　勇

*7001037*

医学-マッサージ

いつでも簡単ツボ健康法　２　日
常での症状別編

イライラには／頭痛、頭重には／不
眠症には／のどの痛みには

監修 黒須　幸男
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 181分 日本語字幕付 82分
5001817 OXOA00018 7000763 OXOA00023

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

英語版 日本語吹替 50分 英語版 日本語吹替 50分
7000737 7000737 7000738 7000738

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

英語版 日本語吹替 50分 英語版 日本語吹替 50分
7000739 7000739 7000740 7000740

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

英語版 日本語吹替 50分 英語版 日本語吹替 50分
7000741 7000741 7000742 7000742

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

英語版 日本語吹替 50分 英語版 日本語吹替 50分
7000743 7000743 7000744 7000744

35,000円(税別)

放送映画製作所

*7000744*

35,000円(税別)

放送映画製作所

技術，工学，工業-ドキュメンタリー，記録

ＢＢＣ　世界の建築遺産　第８巻
楽園

建築史学者ダン・クルックシャンが世
界３２ヶ所を巡り、人々を魅了し続け
る建築物の真実に迫る。
出演 ダン・クルックシャン

*7000742*

35,000円(税別)

放送映画製作所

技術，工学，工業-ドキュメンタリー，記録

ＢＢＣ　世界の建築遺産　第６巻
死と向き合う

建築史学者ダン・クルックシャンが世
界３２ヶ所を巡り、人々を魅了し続け
る建築物の真実に迫る。
出演 ダン・クルックシャン

*7000740*

35,000円(税別)

放送映画製作所

技術，工学，工業-ドキュメンタリー，記録

ＢＢＣ　世界の建築遺産　第４巻
権力の証

建築史学者ダン・クルックシャンが世
界３２ヶ所を巡り、人々を魅了し続け
る建築物の真実に迫る。
出演 ダン・クルックシャン

*7000738*

4,750円(税別)

仙台放送

技術，工学，工業-ドキュメンタリー，記録

ＢＢＣ　世界の建築遺産　第２巻
美しき芸術

建築史学者ダン・クルックシャンが世
界３２ヶ所を巡り、人々を魅了し続け
る建築物の真実に迫る。
出演 ダン・クルックシャン

*7000763*

技術，工学，工業-建築

卒業設計日本一決定戦／せんだ
いデザインリーグ２０１３

描け！僕らの未来地図；毎年３月に
仙台で開催される建築学科学生の
卒業設計コンテストをＤＶＤ化
出演 アンガールズ

放送映画製作所

35,000円(税別)*7000743*

放送映画製作所

技術，工学，工業-ドキュメンタリー，記録

35,000円(税別)

ＢＢＣ　世界の建築遺産　第７巻
悲しみを乗り越えて

建築史学者ダン・クルックシャンが世
界３２ヶ所を巡り、人々を魅了し続け
る建築物の真実に迫る。
出演 ダン・クルックシャン

*7000741*

放送映画製作所

技術，工学，工業-ドキュメンタリー，記録

35,000円(税別)

ＢＢＣ　世界の建築遺産　第５巻
出会い

建築史学者ダン・クルックシャンが世
界３２ヶ所を巡り、人々を魅了し続け
る建築物の真実に迫る。
出演 ダン・クルックシャン

*7000739*

放送映画製作所

技術，工学，工業-ドキュメンタリー，記録

35,000円(税別)

ＢＢＣ　世界の建築遺産　第３巻
夢のかたち

建築史学者ダン・クルックシャンが世
界３２ヶ所を巡り、人々を魅了し続け
る建築物の真実に迫る。
出演 ダン・クルックシャン

*7000737*

仙台放送

技術，工学，工業-ドキュメンタリー，記録

7,000円(税別)

ＢＢＣ　世界の建築遺産　第１巻
華麗なる建物たち

建築史学者ダン・クルックシャンが世
界３２ヶ所を巡り、人々を魅了し続け
る建築物の真実に迫る。
出演 ダン・クルックシャン

*5001817*

技術，工学，工業-建築

卒業設計日本一決定戦／せんだ
いデザインリーグ２０１２

僕らが描く未来の街；仙台で開催さ
れた、学生の卒業設計の日本一を決
める大会の模様を紹介する。
出演 アンガールズ
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DVD 上映権付 DVD

2005年 2012年
1枚組 1枚組
50分 43分

7001089 WACD543 7000745 NSDR18134

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
43分 43分

7000746 NSDR18135 7000747 NSDR18136

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
43分 43分

7000748 NSDR18137 7000749 NSDR18138

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
43分 43分

7000750 NSDR18139 7000751 NSDR18140

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
43分 43分

7000752 NSDR18141 7000753 NSDR18142

2,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

*7000753*

2,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

証言記録　東日本大震災　第９
回

福島県三春町　～ヨウ素剤・決断に
至る４日間～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7000751*

2,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

証言記録　東日本大震災　第７
回

岩手県山田町　～それでも海に生き
る～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7000749*

2,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

証言記録　東日本大震災　第５
回

宮城県石巻市　～北上川を遡った大
津波～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7000747*

2,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

証言記録　東日本大震災　第３
回

福島県南相馬市　～原発危機　翻弄
された住民～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7000745*

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

証言記録　東日本大震災　第１
回

岩手県陸前高田市　～消防団が見
た巨大津波～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

ＮＨＫエンタープライズ

2,000円(税別)*7000752*

ＮＨＫエンタープライズ

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

2,000円(税別)

証言記録　東日本大震災　第８
回

宮城県山元町　～“ベッドタウン”を
襲った津波～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7000750*

ＮＨＫエンタープライズ

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

2,000円(税別)

証言記録　東日本大震災　第６
回

福島県大熊町　～１万１千人が消え
た町～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7000748*

ＮＨＫエンタープライズ

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

2,000円(税別)

証言記録　東日本大震災　第４
回

岩手県大槌町　～津波と火災におそ
われた町～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7000746*

ワック

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

8,000円(税別)

証言記録　東日本大震災　第２
回

宮城県女川町　～静かな港を襲った
津波～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7001089*

技術，工学，工業-航空機

ブルーインパルス全史

日本が世界に誇る航空自衛隊・アク
ロバットチーム「ブルーインパルス」の
軌跡のすべてを明かす！
協力 航空自衛隊
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
43分 43分

7000754 NSDR18143 7000755 NSDR18144

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2013年
1枚組 1枚組
43分 43分

7000756 NSDR18145 7001071 NSDR19424

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組
43分 43分

7001072 NSDR19425 7001073 NSDR19426

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組
43分 43分

7001074 NSDR19427 7001075 NSDR19428

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2014年
1枚組 1枚組
43分 90分

7001076 NSDR19429 7001114 SANDV001

8,800円(税別)

日本サンテ

*7001114*

2,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

生活文化，社会教育-動物

プードルのしつけ方法とお手入れ

プードルの魅力／プードルとの生活
を満喫するために何を教えるべきか
…２つの視点／他
企画・制作 日本サンテ

*7001075*

2,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

証言記録　東日本大震災　第１７
回

宮城県東松島市　～指定避難所を
襲った大津波～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7001073*

2,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

証言記録　東日本大震災　第１５
回

福島県葛尾村　～全村避難を決断し
た村～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7001071*

2,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

証言記録　東日本大震災　第１３
回

岩手県釜石市　～津波で孤立した港
町～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7000755*

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

証言記録　東日本大震災　第１１
回

宮城県気仙沼市　～津波火災と闘っ
た島～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

ＮＨＫエンタープライズ

2,000円(税別)*7001076*

ＮＨＫエンタープライズ

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

2,000円(税別)

証言記録　東日本大震災　第１８
回

福島県飯舘村　～逃げるか留まるか
迫られた選択～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7001074*

ＮＨＫエンタープライズ

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

2,000円(税別)

証言記録　東日本大震災　第１６
回

岩手県野田村　～”祭り”を奪った津
波～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7001072*

ＮＨＫエンタープライズ

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

2,000円(税別)

証言記録　東日本大震災　第１４
回

宮城県南三陸町　～高台の学校を
襲った津波～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7000756*

ＮＨＫエンタープライズ

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

2,000円(税別)

証言記録　東日本大震災　第１２
回

福島県浪江町　～津波と原発事故に
引き裂かれた町～

制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7000754*

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録

証言記録　東日本大震災　第１０
回

岩手県宮古市　～三陸鉄道を襲った
大津波～

制作 ＮＨＫエンタープライズ
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2014年 2014年
1枚組 1枚組
54分 87分

7001115 7001115 7001116 7001116

DVD DVD

2013年 2012年
1枚組 1枚組
59分 日本語字幕付 23分

7001099 7001099 7000816 7000816

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2002年 2002年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 69分 日本語字幕付 43分
4011007 NSDR19512 4011010 NSDR19517

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2002年 2002年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 69分 日本語字幕付 43分
4011012 NSDR19510 4011128 NSDR19519

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2003年 2005年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 43分 日本語字幕付 43分
4011335 NSDR19511 4011508 NSDR19520

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

*4011508*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

産業-水産業

プロジェクトＸ／挑戦者たち　海の
ダイヤ世界初クロマグロ完全養
殖
日本人が愛する魚・マグロ。不可能と
いわれたクロマグロの完全養殖に挑
んだ研究者たちの３２年間
企画・制作 日本放送出版協会/出演 熊井　英水

*4011128*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

産業-ドキュメンタリー，記録

プロジェクトＸ／挑戦者たち　運命
の最終テスト

ワープロ・日本語に挑んだ若者たち；
累計３千万台を売り上げ、国民的商
品となった執念の開発物語
協力 日本放送出版協会/出演 森　健一

*4011010*

9,000円(税別)

スタジオ彩

産業-ドキュメンタリー，記録

プロジェクトＸ／挑戦者たち　家電
元年最強営業マン立つ

勝負は洗濯機；高性能で安価、家庭
でも使える製品開発をめざし日本の
家電時代を切り開いた男たち
協力 日本放送出版協会/出演 山下　友一

*7000816*

8,800円(税別)

日本サンテ

生活文化，社会教育-災害，安全管理

音のない３．１１～被災地にろう
者もいた～

災害時に得ることができる情報につ
いて、ろう者が体験した東日本大震
災の取材から明らかにする。
製作 今村　彩子

*7001116*

生活文化，社会教育-動物

犬は知的にしつける　２　実践編

犬のしつけで本当に必要な、科学的
根拠に基づく３つの原理・原則をわ
かりやすく紹介していきます
監修 西川　文二

ＮＨＫエンタープライズ

6,800円(税別)*4011335*

ＮＨＫエンタープライズ

産業-ドキュメンタリー，記録

6,800円(税別)

プロジェクトＸ／挑戦者たち　大阪
万博史上最大の警備作戦

高度成長期を象徴する史上最大のイ
ベントを支え、後のイベント警備の原
点を形づくった人々の奮闘
企画・制作 日本放送出版協会/出演 小館　徳衛

*4011012*

ＮＨＫエンタープライズ

産業-ドキュメンタリー，記録

6,800円(税別)

プロジェクトＸ／挑戦者たち　料理
人たち炎の東京オリンピック

選手村の空前の規模の食事…。東
京オリンピックを支えた料理人たち
の、知られざる料理作りを描く
協力 日本放送出版協会/出演 村上　信夫

*4011007*

アローウィン

産業-ドキュメンタリー，記録

18,000円(税別)

プロジェクトＸ／挑戦者たち　桜
ロード巨木輸送作戦

日本人にとって特別な花・桜。「絶対
不可能」と言われた移植工事を成し
遂げた人々の奇跡の物語
協力 日本放送出版協会/出演 内藤　重明

*7001099*

日本サンテ

生活文化，社会教育-老人福祉

8,800円(税別)

高齢者のレクリエーション支援
～遊びが福祉を豊かにする～

様々な施設で行われている取り組み
を通して、高齢者のレクリエーション
の全体像を紹介するＤＶＤ
監修 薗田　碩哉

*7001115*

生活文化，社会教育-動物

犬は知的にしつける　１　知識編

犬のしつけで本当に必要な、科学的
根拠に基づく３つの原理・原則をわ
かりやすく紹介していきます
監修 西川　文二
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1985年 1985年
2枚組 1枚組

日本語字幕付 211分 日本語字幕付 211分
7000828 NSDR17735 7000829 NSDR17735A

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1985年 2013年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 211分 日本語字幕付 117分
7000830 NSDR17735B 7001158 NSDR18771

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1975年 1956年
2枚組 2枚組

日本語字幕付 158分 日本語字幕付 268分
7001159 NSDR17736 7001160 NSDR17737

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1984年 2013年
2枚組 1枚組

日本語字幕付 335分 49分
7001161 NSDR19630 7001162 NSDR19479

DVD DVD

1986年 2004年
1枚組 1枚組
177分 108分

7000732 DG9033 7000733 DG9034

10,000円(税別)

松竹

*7000733*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

芸術-演劇

義経千本桜　渡海屋・大物浦

三大名作といわれる義経千本桜の二
段目、『渡海屋』と『大物浦』。平成１６
年歌舞伎座にて収録。
監修 永山　武臣/出演 片岡　仁左衛門

*7001162*

9,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

芸術-芸能

新生　歌舞伎座　檜舞台にかけ
る男たち

日本が世界に誇る伝統芸能の舞台、
東京歌舞伎座。３年に渡る建設と新
開場の柿葺落興業を密着取材
企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ/ 

*7001160*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

芸術-演劇

新版歌祭文／人形浄瑠璃文楽
名演集

Ｄｉｓｃ．１：座摩社の段／野崎村の段
Ｄｉｓｃ．２：長町の段／油屋の段／蔵
場の段／他
出演 竹本　伊達太夫

*7001158*

4,900円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

芸術-日本舞踊

坂東三津五郎

一、長唄　楠公／二、長唄　大江戸
両国花火／三、清元　流星　日月星
昼夜織分／他
出演 坂東　三津五郎

*7000829*

芸術-演劇

夏祭浪花鑑／人形浄瑠璃文楽
名演集　Ｄｉｓｃ．１

Ｄｉｓｃ１：住吉鳥居前の段／内本町道
具屋の段／道行妹背の走書／三婦
内の段／長町裏の段
出演 竹本　越路大夫

松竹

10,000円(税別)*7000732*

ＮＨＫエンタープライズ

芸術-演劇

9,800円(税別)

慙紅葉汗顔見勢　伊達の十役

猿之助が息をもつかせぬ緊迫感と壮
大なスケールで観衆を魅了する。昭
和６１年歌舞伎座にて収録。
監修 永山　武臣/出演 市川　猿之助

*7001161*

ＮＨＫエンタープライズ

芸術-演劇

9,800円(税別)

名場面選集　国立文楽劇場の３
０年／人形浄瑠璃文楽

「寿式三番叟」／「国言詢音頭」五人
伐の段／「芦屋道満大内鑑」保名物
狂の段／他
出演 竹本　文字大夫

*7001159*

ＮＨＫエンタープライズ

芸術-演劇

4,900円(税別)

冥途の飛脚／人形浄瑠璃文楽
名演集

淡路町の段／封印切りの段／道行
相合かご（改作）／道行相合かご（原
作）
出演 竹本　伊達太夫

*7000830*

ＮＨＫエンタープライズ

芸術-演劇

9,800円(税別)

夏祭浪花鑑／人形浄瑠璃文楽
名演集　Ｄｉｓｃ．２

Ｄｉｓｃ２：田島町団七内の段

出演 竹本　越路大夫

*7000828*

芸術-演劇

夏祭浪花鑑／人形浄瑠璃文楽
名演集　２枚組

Ｄｉｓｃ１：住吉鳥居前の段／他，Ｄｉｓｃ
２：田島町団七内の段

出演 竹本　越路大夫
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DVD 上映権付 DVD

2004年 2013年
1枚組 1枚組
76分 60分

7000734 DG9036 7000819 7000819

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組
60分 60分

7000820 7000820 7000821 7000821

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組
55分 50分

7000822 7000822 7000823 7000823

DVD DVD

2002年 2001年
2枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 170分 フランス語版 日本語字幕付 164分
7000807 COBO6211 7000808 COBO5954

DVD DVD

2003年 2004年
2枚組 2枚組

ドイツ語版 二ｶ国語 163分 イタリア語版 日本語字幕付 169分
7000809 COBO6203 7000810 COBO6218

3,400円(税別)

日本コロムビア

*7000810*

3,400円(税別)

日本コロムビア

音楽－クラシック-クラシック

ヴェルディ：歌劇《ドン・カルロ》
ネーデルラント・オペラ２００４

２００４年、シャイーとコンセルトヘボウ
管の蜜月時代に収録されたヴェル
ディの《ドン・カルロ》
指揮 リッカルド・シャイー/出演 ロバート・ロイド

*7000808*

15,000円(税別)

日経映像

音楽－クラシック-クラシック

マスネ：歌劇《マノン》パリ・オペラ
座２００１年

２００１年７月２・５・７日、パリ・オペラ
座（バスティーユ）におけるライヴ収
録。
指揮 ヘスス・ロペス・コボス/出演 ルネ・フレミング

*7000823*

15,000円(税別)

日経映像

芸術-美術

「美人画と物語絵画」美人に見ほ
れ物語に見ほれ

国内外で高い人気を誇る伊藤若冲
を中心に収集した、プライス夫妻のコ
レクションの代表作を紹介。
監修 辻　惟雄

*7000821*

15,000円(税別)

日経映像

芸術-美術

「若冲と江戸絵画」絵の中の四
季・いのちの彩り

国内外で高い人気を誇る伊藤若冲
を中心に収集した、プライス夫妻のコ
レクションの代表作を紹介。
監修 辻　惟雄

*7000819*

芸術-美術

「若冲と江戸絵画」伊藤若冲・み
んなみんな生きている

国内外で高い人気を誇る伊藤若冲
を中心に収集した、プライス夫妻のコ
レクションの代表作を紹介。
監修 辻　惟雄

日本コロムビア

3,400円(税別)*7000809*

日本コロムビア

音楽－クラシック-クラシック

3,400円(税別)

モーツァルト：歌劇《魔笛》英国ロ
イヤル・オペラ２００３

英国コヴェント・ガーデンで２００３年
に収録された、コリン・デイヴィス指揮
による《魔笛》
指揮 サー・コリン・デイヴィス/ 

*7000807*

日経映像

音楽－クラシック-クラシック

15,000円(税別)

ビゼー：歌劇≪カルメン≫グライ
ンドボーン音楽祭２００２

２００２年８月１７日、グラインドボーン
歌劇場（イギリス）におけるライヴ収録

指揮 フィリップ・ジョルダン/出演 アンネ・ゾフィー・フォン・オッター

*7000822*

日経映像

芸術-美術

15,000円(税別)

「若冲と江戸絵画」どうぶつたち
の生きる力とユーモア

国内外で高い人気を誇る伊藤若冲
を中心に収集した、プライス夫妻のコ
レクションの代表作を紹介。
監修 辻　惟雄

*7000820*

松竹

芸術-美術

10,000円(税別)

「若冲と江戸絵画」ようこそ！プラ
イスさんの世界へ

国内外で高い人気を誇る伊藤若冲
を中心に収集した、プライス夫妻のコ
レクションの代表作を紹介。
監修 辻　惟雄

*7000734*

芸術-演劇

棒しばり／年増／供奴

棒しばり：平成１６年／年増：平成１４
年／棒しばり：昭和５９年／それぞれ
歌舞伎座にて収録。
監修 永山　武臣/出演 中村　富十郎
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DVD DVD

2003年 2003年
2枚組 1枚組

イタリア語版 日本語字幕付 181分 フランス語版 日本語字幕付 181分
7000811 COBO5934 7000812 COBO5973

DVD DVD

1999年 2014年
2枚組 1枚組

ドイツ語版 日本語字幕付 158分 日本語字幕付 28分
7000813 COBO5919 7000960 7

DVD DVD

2014年 2014年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 38分 日本語字幕付 28分
7000961 8 7000962 9

DVD DVD

2009年 2009年
1枚組 1枚組
63分 64分

7001090 DLVD401 7001091 DLVD402

DVD DVD

2009年 2010年
1枚組 1枚組
60分 63分

7001092 DLVD403 7001093 DLVD501

1,800円(税別)

デラ

*7001093*

1,800円(税別)

デラ

音楽－ポピュラー-音楽

Ａｎｔａｒｃｔｉｃａ～Ｐｅｎｇｕｉｎｓ

Ａｎｔａｒｃｔｉｃ　Ｓｕｍｍｅｒ／Ｇｅｎｔｏｏ
＆　Ａｄｅｌｉｅ　Ｐｅｎｇｕｉｎｓ／他

企画・制作 デラ

*7001091*

2,762円(税別)

ブルーピーター

音楽－ポピュラー-音楽

せせらぎ

新緑の清流／水の煌めき／水の戯
れ／静寂の世界／富士の湧水／秋
の風景／生命の水／他
企画・制作 デラ

*7000962*

2,762円(税別)

ブルーピーター

音楽－ポピュラー-歌謡曲

カラオケＤＶＤ　懐かしの名曲集
３

青い山脈／野菊／銀座カンカン娘
／夏は来ぬ／ここに幸あり／春の唄
／あざみの唄／他
 

*7000960*

3,400円(税別)

日本コロムビア

音楽－ポピュラー-歌謡曲

カラオケＤＶＤ　懐かしの名曲集
１

リンゴの唄／みかんの花咲く丘／花
／靴が鳴る／夏の思い出／里の秋
／赤とんぼ／ゴンドラの歌／他
 

*7000812*

音楽－クラシック-クラシック

ロッシーニ：歌劇《モーゼとファラ
オ》ミラノ・スカラ座２００３年

２００３年１２月２１日、アルチンボル
デッィ劇場（ミラノ）での収録。演出：
ルカ・ロンコーニ
指揮 リッカルド・ムーティ/出演 イルダール・アブドラザコフ

デラ

1,800円(税別)*7001092*

デラ

音楽－ポピュラー-音楽

1,800円(税別)

Ａｑｕａ

Ｓｈｉｎｅ／Ｏａｓｉｓ／Ｓｍａｌｌ　Ｗｏｒｌｄ／Ｓ
ｎｏｗ　Ｆｌａｋｅｓ／Ｃａｖｅ／他

企画・制作 デラ

*7001090*

ブルーピーター

音楽－ポピュラー-音楽

2,762円(税別)

Ｆｏｒｅｓｔ

新緑の朝／森林浴／雨上がりの森
／静寂の森／木漏れ日の森／Ｍｉｓｔ
／光の風景／神秘の森／他
企画・制作 デラ

*7000961*

日本コロムビア

音楽－ポピュラー-歌謡曲

3,400円(税別)

カラオケＤＶＤ　懐かしの名曲集
２

瀬戸の花嫁／愛燦燦／カチューシャ
の唄／浜千鳥／いい日旅立ち／白
い花の咲く頃／椰子の実／他
 

*7000813*

日本コロムビア

音楽－クラシック-クラシック

3,400円(税別)

ウェーバー：歌劇《魔弾の射手》
チューリヒ歌劇場１９９９年

１９９９年２月９・１１日、チューリヒ歌劇
場におけるライヴ収録。

指揮 ニコラウス・アーノンクール/出演 マッティ・サルミネン

*7000811*

音楽－クラシック-クラシック

モーツァルト：歌劇《フィガロの結
婚》フィレンツェ歌劇場２００３年

２００３年１０月２・１５・１８日、フィレン
ツェ歌劇場（テアトロ・コムナーレ）に
おける収録。
指揮 ズービン・メータ/出演 ジョルジョ・スーリアン
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DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組
58分 56分

7001094 DLVD502 7001095 DLVD503

DVD DVD

2011年 2012年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 124分 英語版 二ｶ国語・字幕付 151分
7000927 FXBR52215 7000933 FXBR55487

DVD DVD

1991年 2010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 85分
7000954 MGBR56379 7001077 FXBR41777

DVD DVD

2013年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 120分 英語版 日本語吹替 120分
7000934 TCED1945 7000778 10DRT20626

DVD DVD

2007年 2012年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 94分 英語版 二ｶ国語 158分
7000905 10DRJ20561 7000715 GNBR3109

16,000円(税別)

ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン

*7000715*

15,000円(税別)

ハピネット

外国映画-ドラマ

レ・ミゼラブル

アカデミー賞，パンを盗んだ罪で１９
年間投獄されたジャン・バルジャンの
波乱に満ちた生涯を描く
監督 トム・フーパー/出演 ヒュー・ジャックマン

*7000778*

12,500円(税別)

２０世紀フォックス　ＨＥ

外国映画-ドラマ

ジェーン・エア

孤児院育ちの女性ジェーン・エアが
その境遇に屈さず、信念と知性で人
生を切り開いていく姿を描く
監督 キャリー・ジョージ・フクナガ/出演 ミア・ワシコウスカ

*7001077*

12,500円(税別)

２０世紀フォックス　ＨＥ

外国映画-ＳＦ，ホラー

ガリバー旅行記

小心者の新聞社勤め・ガリバーは海
で遭難し小人の国へ迷い込んでしま
う。始めは人気者だったが…
監督 ロブ・レターマン　他/出演 ジャック・ブラック

*7000933*

1,800円(税別)

デラ

外国映画-ドラマ

リンカーン

南北戦争が激化する１８６５年。多く
の若者の命が失われる中、危機に立
ち向かうリンカーンを描く
監督 スティーブン・スピルバーグ/出演 ダニエル・デイ・ルイス

*7001095*

音楽－ポピュラー-音楽

Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ

Ｍｏｏｎ　Ｊｅｌｌｙ／Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ　Ｌａｋｅ／Ｈ
ａｉｒ　ｏｆ　Ｍｅｄｕｓａ／他

企画・制作 デラ

ハピネット

15,000円(税別)*7000905*

アスミック・エース　ＥＴ

外国映画-ドラマ

15,000円(税別)

リトル・ランボーズ

娯楽を禁止されていた１１歳の少年
ウィルは、問題児カーターと初めて映
画を観て・・・。ＰＧ１２
監督 ガース・ジェニングス/出演 

*7000934*

２０世紀フォックス　ＨＥ

外国映画-アクション，スペクタクル

12,500円(税別)

エンド・オブ・ホワイトハウス

ホワイトハウスがテロリストにより陥
落！最強のセキュリティを誇る要塞に
一人の男が立ち向かう。
監督 アントワーン・フークア/出演 ジェラルド・バトラー

*7000954*

２０世紀フォックス　ＨＥ

外国映画-ＳＦ，ホラー

12,500円(税別)

アダムス・ファミリー

不気味な屋敷に住む妖怪ファミリー
の面々が、財産乗っ取りの陰謀に対
し、一家団結して立ち向かう
監督 バリー・ソンネンフェルド/出演 ラウル・ジュリア

*7000927*

デラ

外国映画-ドラマ

1,800円(税別)

幸せへのキセキ

最愛の妻を亡くした男が新しい人生
を始めようと郊外に家を買うが、そこ
には動物園が付いていて…
監督 キャメロン・クロウ/出演 マット・デイモン

*7001094*

音楽－ポピュラー-音楽

Ａｌａｓｋａ

Ｓｏｕｔｈｅａｓｔ　Ａｌａｓｋａ／Ｍｉｓｔｙ　Ｆｏｒ
ｅｓｔ／他

企画・制作 デラ
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DVD DVD

2012年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 127分 ドイツ語版 日本語字幕付 104分
7001084 GNBF1307 7000779 PCBE74106

DVD DVD

1973年 2012年
1枚組 1枚組

フランス語版 二ｶ国語・字幕付 185分 二ｶ国語 170分
4183240 DLR11134 7000899 1000391573

DVD DVD

2012年 2013年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 122分 英語版 二ｶ国語 142分
7000946 1000464913 7000948 1000425551

DVD 上映権付 DVD

1969年 1944年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 155分 ロシア語版 日本語字幕付 184分
7000953 DLR56236 4223207 IVCA18041

上映権付 DVD DVD

1947年 1966年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 173分 フランス語版 日本語字幕付 104分
5000666 IVCA18503 4492207 KKDL647

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

*4492207*

15,000円(税別)

アイ・ヴィー・シー

外国映画-ドラマ

男性・女性

ベルリン映画祭男優賞，若者の恋
愛・ＳＥＸ・政治を一組のカップルを通
し自由奔放に描く青春白書
監督 ジャク・リュック・ゴダール/出演 ジャン・ピエール・レオー

*4223207*

16,000円(税別)

ワーナー・ブラザース

外国映画-アクション，スペクタクル

イワン雷帝

１６世紀中頃、露史上初めて“ツァー”
の称号で、祖国を統一した専制君主
イワン雷帝の半生を描く
監督 セルゲイ・エイゼンシュテイン/出演 セラフィマ・ビルマン

*7000948*

16,000円(税別)

ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ

華麗なるギャツビー

毎晩、豪華なパーティーを開く大富
豪、ジェイ・ギャツビーだが、彼の正
体を知る者は誰もおらず…
監督 バズ・ラーマン/出演 レオナルド・ディカプリオ

*7000899*

15,000円(税別)

ポニーキャニオン

外国映画-ＳＦ，ホラー

ホビット　思いがけない冒険

大ヒット作「ロード・オブ・ザ・リング」の
６０年前を舞台に描く冒険ファンタ
ジー３部作の第１部
監督 ピーター・ジャクソン/出演 イアン・マッケラン

*7000779*

外国映画-ドキュメンタリー，記録

ｐｉｎａ／ピナ・バウシュ　踊り続け
るいのち

世界中に熱狂的なファンを持つ天才
舞踊家ピナ・バウシュの世界を捉え
たダンス・ドキュメンタリー
監督 ヴィム・ヴェンダース/出演 ピナ・バウシュ

アイ・ヴィー・シー

15,000円(税別)*5000666*

ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ

3,800円(税別)

パルムの僧院　（完全版）

１９世紀、恋敵を殺してしまった青年
は城砦に幽閉され、そこで牢番の娘
と愛し合うようになるが…
監督 クリスチャン・ジャック/出演 ジェラール・フィリップ

*7000953*

ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ

16,000円(税別)

チップス先生さようなら（１９６９）

教育熱心のあまり生徒から嫌われて
いたチップス先生が、美人妻の出現
で、カドが取れ慕われるが…
監督 ハーバート・ロス/出演 ピーター・オトゥール

*7000946*

ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ

3,800円(税別)

ランナウェイ／逃亡者

３０年前に連続爆破事件を起こし、そ
の後忽然と姿を消した過激派「ウェ
ザーマン」の真実とは…？
監督 ロバート・レッドフォード/出演 ロバート・レッドフォード

*4183240*

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

16,000円(税別)

映画に愛をこめて　アメリカの夜
特別版

アカデミー賞，映画をこよなく愛するト
リュフォー監督が、自らの映画製作の
内幕を描いた情熱作！
監督 フランソワ・トリュフォー/出演 ジャン・ピエール・オーモン

*7001084*

外国映画-アクション，スペクタクル

スノーホワイト

父王を後妻のラヴェンナ女王に殺さ
れ、国を乗っ取られたスノーホワイト
は抵抗軍を組織し反攻する
監督 ルパート・サンダース/出演 シャーリーズ・セロン
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DVD DVD

1967年 1966年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 87分 フランス語版 日本語字幕付 85分
4492208 KKDL649 7001023 KKDL636

DVD DVD

1965年 1958年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 100分 ポーランド語版 日本語字幕付 84分
7001034 KKDL644 7001039 KKDL634

DVD DVD

1960年 1966年
1枚組 1枚組

ポーランド語版 日本語字幕付 86分 ポーランド語版 日本語字幕付 80分
7001079 KKDL641 7001088 KKDL487

DVD DVD

1978年 1960年
1枚組 1枚組

スウェーデン語版 日本語字幕付 92分 ポーランド語版 日本語字幕付 113分
7001121 KKDL652 7001122 KKDL637

DVD DVD

1960年 1957年
1枚組 1枚組

ポーランド語版 日本語字幕付 83分 ポーランド語版 日本語字幕付 85分
7001123 KKDL638 7001125 KKDL635

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

*7001125*

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

外国映画-ドラマ

鉄路の男

元鉄道技師が列車に轢かれて死ぬ
という事件が発生し、事故の調査の
ため３人の鉄道員が召喚される
監督 アンジェイ・ムンク/出演 カジミェシュ・オパリンスキ

*7001122*

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

外国映画-ドラマ

不運

「不運」に取りつかれた男の数奇な半
生を皮肉と悲哀が交錯した視点で描
き出した風刺喜劇の傑作。
監督 アンジェイ・ムンク/出演 ボグミウ・コビェラ

*7001088*

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

外国映画-ドラマ

バリエラ

個人と社会、旧世代と新世代、男と
女などの様々な障壁（バリエラ）を乗
り越えていく青年の物語。
監督 イエジー・スコリモフスキ/出演 ヨアンナ・シュチェルビツ

*7001039*

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

外国映画-ドラマ

エロイカ

スタヴィンスキが自作小説『ハンガ
リー人たち』と『脱走』を翻案した脚本
に基づく二部構成の作品
監督 アンジェイ・ムンク/出演 エドヴァルト・ジェヴォンスキ

*7001023*

外国映画-ドラマ

メイド・イン・Ｕ．Ｓ．Ａ．

元婚約者の死の真相を確かめに陰
謀渦巻く街にやって来たポーラ、彼
女はついに真実を見つけるが…
監督 ジャン・リュック・ゴダール/出演 アンナ・カリーナ

紀伊國屋書店

20,000円(税別)*7001123*

紀伊國屋書店

外国映画-ドラマ

20,000円(税別)

沈黙の声

第二次大戦後、ワルシャワ蜂起に参
加した元国内軍兵士のボジェクは軍
紀違反により追われていた…
監督 カジミェシュ・クッツ/出演 ヘンルィク・ボウコウォフスキ

*7001121*

紀伊國屋書店

外国映画-ドラマ

20,000円(税別)

秋のソナタ

全米批評家協会賞，有名ピアニスト
の母親とコンプレックスを抱く娘。再
会した母娘の葛藤を描く
監督 イングマール・ベルイマン/出演 イングリット・バーグマン

*7001079*

紀伊國屋書店

外国映画-ドラマ

20,000円(税別)

さよなら、また明日

劇団に所属するポーランド青年ヤ
ツェクとフランス人娘マルゲリートの出
会いとぎこちない恋を描く
監督 ヤヌシュ・モルゲンシュテルン/出演 ズビグニェフ・ツィブルスキ

*7001034*

紀伊國屋書店

外国映画-ＳＦ，ホラー

20,000円(税別)

アルファヴィル

ベルリン映画祭賞，コンピュータに支
配された未来都市。人間は感情を捨
てなければ生きられない…
監督 ジャン・リュック・ゴダール/出演 エディ・コンスタンティーヌ

*4492208*

外国映画-ドラマ

彼女について私が知っている二、
三の事柄

トリュフォー製作、雑誌掲載の主婦実
態調査を原案に平凡な人妻の売春
行為をドキュメント風に描く
監督 ジャン・リュック・ゴダール/出演 マリナ・ヴラディ，ロジェ・モンソレ
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DVD DVD

1961年 2012年
1枚組 1枚組

ポーランド語版 日本語字幕付 95分 ルーマニア語版 日本語字幕付 152分
7001128 KKDL640 7001129 KKDL653

DVD DVD

1959年 1993年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 82分 フランス語版 日本語字幕付 84分
7001130 KKDL639 7001132 KKDL645

DVD DVD

1965年 1963年
1枚組 1枚組

ポーランド語版 日本語字幕付 183分 ポーランド語版 日本語字幕付 102分
7001133 KKDL642 7001134 KKDL643

DVD DVD

2011年 2010年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 80分 英語版 日本語吹替 108分
7000720 DZ9479 7000721 DZ9477

DVD DVD

2012年 2010年
1枚組 1枚組

スペイン語版 日本語吹替 84分 英語版 日本語字幕付 99分
7000722 DZ9475 7000723 DZ9478

16,000円(税別)

松竹

*7000723*

16,000円(税別)

松竹

外国映画-ドラマ

ザ・ウォーター・ウォー

ボリビアでの水道事業を巡る現地と
外資との紛争に巻き込まれた映画撮
影クルーを描く社会派ドラマ
監督 イシアル・ボジャイン/出演 ルイス・トサル

*7000721*

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

外国映画-ＳＦ，ホラー

ディラン・ドッグ　デッド・オブ・ナイ
ト

闇の世界と通じる唯一の人間である
私立探偵ディラン・ドッグはある美術
品を巡る争いに身を投じる
監督 ケヴィン・マンロー/出演 ブランドン・ラウス

*7001134*

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

外国映画-ドラマ

愛される方法

サンフランシスコ国際映画祭，国民
的人気女優が第二次大戦下のポー
ランド占領を回想していく物語
監督 ヴォイチェフ・イエジー・ハス/出演 バルバラ・クラフトゥヴナ

*7001132*

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

外国映画-ドラマ

ゴダールの決別

アムピトリュオーンの寓話を下敷きに
しながら、スイス・レマン湖畔の怪事
件を追う編集者を描く。
監督 ジャク・リュック・ゴダール/出演 ジェラール・ドゥパルデュー

*7001129*

外国映画-ドラマ

汚れなき祈り

カンヌ国際映画祭，かつて同じ孤児
院で暮らしたアリーナとヴォイキツァ
だが、アリーナは心を病み
監督 クリスティアン・ムンジウ/出演 コスミナ・ストラタン

松竹

16,000円(税別)*7000722*

松竹

外国映画-ドラマ

16,000円(税別)

俺たちサボテン・アミーゴ

老後のためにメキシコの父の牧場に
移住したアルマンドは、麻薬ビジネス
に手を染めるハメになり…
監督 マット・ピードモント/出演 ウィル・フェレル

*7000720*

紀伊國屋書店

外国映画-ＳＦ，ホラー

20,000円(税別)

アパートメント：１４３

不可解な現象が多発するアパートメ
ントの調査に来た超心理学科学者
チームが体験する超自然現象！
監督 カルレス・トレンス/出演 カイ・レノックス

*7001133*

紀伊國屋書店

外国映画-ドラマ

20,000円(税別)

サラゴサの写本

ナポレオン戦争時代、サラゴサの宿
屋でスペイン人将校が見つけた写本
は自分の祖父の物語であった
監督 ヴォイチェフ・イエジー・ハス/出演 ズビグニェフ・ツィブルスキ

*7001130*

紀伊國屋書店

外国映画-ドラマ

20,000円(税別)

学生たちの道

学生のアントワーヌは人妻イヴェットと
同棲しながら、闇市の商売に手を染
め大人を気取っていたが
監督 ミシェル・ボワロン/出演 アラン・ドロン

*7001128*

外国映画-ドラマ

列車の中の人々

初老の駅長によるナチス占領期の回
想を背景とした、ある列車に乗り合わ
せた人々の人間模様を描く
監督 カジミェシュ・クッツ/出演 イエジー・ブロツク
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DVD DVD

2013年 2012年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 110分 英語版 日本語字幕付 105分
7000913 DZ9485 7001022 DZ9493

DVD DVD

1943年 1940年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 135分 英語版 日本語字幕付 83分
4223046 BWD1376R 7000937 BWD2266

DVD DVD

1947年 1950年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 92分 英語版 日本語字幕付 83分
7000938 BWD2434 7000939 BWD2437

DVD DVD

1940年 1941年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 64分 英語版 日本語字幕付 105分
7000940 BWD2433 7000943 BWD1375R

DVD DVD

2010年 1953年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 111分 イタリア語版 日本語字幕付 91分
7001080 TDV22179R 3009384 WBOC1014

9,500円(税別)

コンテンツヤード

*3009384*

8,500円(税別)

ブロードウェイ

外国映画-ドラマ

パンと恋と夢

銀リボン賞，ハンサムな警察署長と気
の強い娘マリアと内気な巡査、祭の
宵に咲かせた恋の行方は…
監督 ルイジ・コメンチーニ/出演 ビィットリオ・デ・シーカ

*7000943*

7,000円(税別)

ブロードウェイ

外国映画-ドラマ

マンハント

ヒトラーにライフルの照準を合わせた
ためにゲシュタポに狙われる世界的
ハンター・アランの逃避行
監督 フリッツ・ラング/出演 ウォルター・ピジョン

*7000939*

7,000円(税別)

ブロードウェイ

外国映画-ドラマ

サイド・ストリート

郵便配達員のジョーは弁護士事務
所から金を盗むが、それは悪徳弁護
士が恐喝で得たものであった。
監督 アンソニー・マン/出演 ファーリー・グレンジャー

*7000937*

16,000円(税別)

松竹

外国映画-ドラマ

偉大なるマッギンティ

アカデミー脚本賞，不正により次々と
選挙に当選していくマッギンティは自
分の行為に疑問を持ち…
監督 プレストン・スタージェス/出演 ブライアン・ドンレヴィ

*7001022*

外国映画-ドラマ

終戦のエンペラー

敗戦後、崩壊した日本の新たなる礎
は如何にして築かれたのか、日本の
運命を決定づけた物語を描く
監督 ピーター・ウェーバー/出演 マシュー・フォックス

東宝

15,000円(税別)*7001080*

ブロードウェイ

外国映画-ドラマ

7,000円(税別)

サラの鍵

東京国際映画祭，アメリカ人女性記
者が１９４２年のパリでのユダヤ人一
斉検挙を取材するうちに…
監督 ジル・パケ・ブレネル/ クリスティン・スコット・トーマス

*7000940*

ブロードウェイ

外国映画-ドラマ

7,000円(税別)

３階の見知らぬ男

殺人容疑のかかったタクシー運転手
の証言者となった新聞記者のマイケ
ルは真実を突き止めようと…
監督 ボリス・イングスター/出演 ピーター・ローレ

*7000938*

ブロードウェイ

外国映画-ドラマ

8,500円(税別)

生まれながらの殺し屋

協議離婚が成立したヘレンは実家に
戻る最後の夜を楽しむため、賭博場
を訪れ、そこでサムと出会う
監督 ロバート・ワイズ/出演 ローレンス・ティアニー

*4223046*

松竹

外国映画-ドラマ

16,000円(税別)

死刑執行人もまた死す

独軍占領下のプラハ、ゲシュタポは
暗殺犯が捕まるまで市民を無差別に
処刑し…。反ナチ映画の秀作
監督 フリッツ・ラング/出演 ブライアン・ドンレヴィ

*7000913*

外国映画-ドラマ

コズモポリス

若干２８歳にして巨万の富を動かす
投資家の栄光と破滅の２４時間を描く
極上サスペンス・スリラー
監督 デイヴィッド・クローネンバーグ/出演 ロバート・パティンソン
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DVD DVD

1956年 2013年
1枚組 1枚組

イタリア語版 日本語字幕付 104分 英語版 二ｶ国語・字幕付 97分
3009391 WBOC1037 7000941 DABA4552

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 106分 英語版 二ｶ国語・字幕付 144分
7000945 DABR4531 7000773 MGBR55113

DVD DVD

2012年 1972年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語 105分 英語版 二ｶ国語・字幕付 121分
7000774 FXBR52498 4054083 PDSV235

DVD DVD

2010年 2012年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 109分 フランス語版 日本語字幕付 127分
7000767 DABR4234 7001096 DABR4473

DVD DVD

2011年 1952年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 113分 フランス語版 日本語字幕付 83分
7000736 ASBX5444 7000935 JVD3232

4,800円(税別)

ジュネス企画

*7000935*

15,000円(税別)

角川書店

外国映画-ドラマ

夜ごとの美女

ベネティア映画祭賞；国際批評家連
盟，現実に嫌気のさした音楽教師
が、夢の世界での陶酔の後に…
監督 ルネ・クレール/出演 ジェラール・フィリップ

*7001096*

10,000円(税別)

パラマウントホームエンタテインメントジャパン

外国映画-ドラマ

愛、アムール

パリに暮らす老夫婦の妻が難病に侵
されるが、夫は最後まで共に暮らすこ
とを願う妻に寄り添って…
監督 ミヒャエル・ハネケ/出演 ジャン・ルイ・トランティニャン

*4054083*

12,500円(税別)

２０世紀ＦＯＸ　ＨＥ

外国映画-ドラマ

ブラザー・サン　シスター・ムーン

１３世紀初め、裕福な商人の息子とし
て生まれた、後の聖人フランチェスコ
の愛と苦悩の青春を謳う
監督 フランコ・ゼフィレッリ/出演 グラハム・フォークナー

*7000773*

15,000円(税別)

角川映画

外国映画-アクション，スペクタクル

００７／スカイフォール

ＭＩ６から奪われた極秘ファイルを
追っていたボンドは、味方の誤射を
受けて谷底に落下してしまう
監督 サム・メンデス/出演 ダニエル・クレイグ

*7000941*

外国映画-アクション，スペクタクル

ファントム／開戦前夜

冷戦時代、消息を絶った核ミサイル
搭載のソ連潜水艦を巡って繰り広げ
られる米ソの情報戦を描く。
監督 トッド・ロビンソン/出演 エド・ハリス

ギャガ

15,000円(税別)*7000736*

角川書店

外国映画-ドラマ

15,000円(税別)

最強のふたり

ＰＧ１２，首から下が麻痺した大富豪
と、スラムの黒人青年との友情を描い
たヒューマンコメディ。
監督 エリック・トレダノ/出演 フランソワ・クリュゼ

*7000767*

２０世紀ＦＯＸ　ＨＥ

外国映画-ドラマ

12,500円(税別)

ルート・アイリッシュ

親友のフランキーをイラク”ルート・ア
イリッシュ”で失ったファーガスはその
死の真相を探るが…
監督 ケン・ローチ/出演 マーク・ウォーマック

*7000774*

角川映画

外国映画-ＳＦ，ホラー

15,000円(税別)

リンカーン／秘密の書

厳しい修行を重ねハンターとなったリ
ンカーンは大統領として民衆と共に
ヴァンパイアに戦いを挑む
制作 ティム・バートン　他/出演 ベンジャミン・ウォーカー

*7000945*

コンテンツヤード

外国映画-ドラマ

9,500円(税別)

２５年目の弦楽四重奏

ベートーヴェンが亡くなる半年前に
完成させた「弦楽四重奏曲第１４番」
を人生に重ねた人間ドラマ
監督 ヤーロン・ジルバーマン/出演 フィリップ・シーモア・ホフマン

*3009391*

外国映画-ドラマ

女ともだち

ベネティア映画祭賞，恋、仕事、芸
術を巡って自分本位の生き方を貫く
５人の女たちの人生を描く…
監督 ミケランジェロ・アントニオーニ/出演 エレオノラ・ロッシ・ドラゴ
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DVD DVD

1953年 1952年
1枚組 1枚組

イタリア語版 日本語字幕付 113分 フランス語版 日本語字幕付 93分
7000936 JVD3240 7000951 JVD3292

DVD 上映権付 DVD

2009年 2006年
1枚組 1枚組

ポーランド語版 日本語字幕付 87分 ドイツ語版 二ｶ国語・字幕付 110分
7001124 KKDL633 5287984 GAYR1300

DVD DVD

2007年 2012年
1枚組 1枚組
128分 120分

7000775 ASBX4029 7000776 ASBXE5468

DVD DVD

2012年 2013年
1枚組 1枚組
68分 160分

7000777 ASBXF5427 7000795 ASBX5567

DVD DVD

2012年 2011年
1枚組 1枚組
112分 日本語字幕付 145分

7000930 ASBX5696 7000724 10DRJ30290

15,000円(税別)

アスミック・エース　ＥＴ

*7000724*

15,000円(税別)

アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ

のぼうの城

秀吉が東国攻めにおいて唯一落と
せなかった武州忍城の城代、”のぼう
様”成田長親の活躍を描く。
監督 樋口　真嗣/出演 野村　萬斎

*7000795*

15,000円(税別)

アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ

横道世之介

人の頼みを断れないお人好しな青
年・横道世之介と彼を取り巻く人々の
８０年代の青春模様を描く。
監督 沖田　修一/出演 高良　健吾

*7000776*

18,000円(税別)

ギャガ　ＣＭ

日本映画-ドラマ

１１．２５自決の日　三島由紀夫と
若者たち

１９７０年、人気絶頂期にあった三島
由紀夫は若者達と「盾の会」を結成、
有事の際の訓練に励むが
監督 若松　孝二/出演 井浦　新

*5287984*

4,800円(税別)

ジュネス企画

外国映画-ドラマ

４分間のピアニスト

刑務所内で問題児の天才ピアニスト
の少女と、才能を見抜き、残りの人生
をかける女教師の魂の共鳴
監督 クリス・クラウス/出演 ハンナー・ヘルツシュプルング

*7000951*

外国映画-歴史

ボルジア家の毒薬

兄・チェーザレによって政略結婚させ
られたルクレチア。それは彼女の不
幸な人生の始まりだった…
監督 クリスチャン・ジャック/出演 マルティーヌ・キャロル

アミューズソフトエンタテインメント

15,000円(税別)*7000930*

アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ

15,000円(税別)

人生、いろどり

高齢化と過疎化が進む徳島県の上
勝町で生まれた“つまもの”ビジネス
が成功するまでの軌跡を描く
監督 御法川　修/出演 吉行　和子

*7000777*

アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ

15,000円(税別)

ポテチ

同じ生年月日、同じ仙台の街に生ま
れ育った２人の対照的な青年の奇妙
な縁を独特なユーモアで描く
監督 中村　義洋/出演 濱田　岳

*7000775*

紀伊國屋書店　他

日本映画-ドラマ

20,000円(税別)

ＬＩＴＴＬＥ　ＤＪ　小さな恋の物語

ラジオと野球の好きな少年、太郎は
入院先の病院で治療の一環として始
めたＤＪにのめりこんでいく
監督 永田　琴/出演 神木　隆之介

*7001124*

ジュネス企画

外国映画-ドラマ

4,800円(税別)

菖蒲

第二次大戦中のワルシャワ蜂起で二
人の子供を失い、距離ができた夫婦
の悔恨と青春への憧憬を描く
監督 アンジェイ・ワイダ/出演 クリスティナ・ヤンダ

*7000936*

外国映画-ドラマ

ヨーロッパ一九五一年

イタリアに駐在している商社マンの婦
人アイリーンは社交生活に忙殺され
るうちに息子を自殺で失う
監督 ロベルト・ロッセリーニ/出演 イングリッド・バーグマン
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DVD DVD

2009年 2012年
1枚組 1枚組
133分 115分

7000717 BCDT2651 7001087 KIBF1153

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 116分 日本語字幕付 126分
7000790 PCBC72161 7000791 PCBC72187

DVD 上映権付 DVD

1993年 1985年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 160分 100分
7001033 KKJL140 7000949 NSDR18000

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1982年 1980年
1枚組 1枚組
65分 90分

7000950 NSDR17999 7000955 NSDR19401

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1980年 1981年
1枚組 1枚組
90分 135分

7000956 NSDR19402 7000957 NSDR19403

5,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

*7000957*

5,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

続あ・うん　上

主人公と父親の親友の家庭の交友
を通して、やさしさを問う名作「あ、う
ん」の第二弾
演出 深町　幸男/出演 フランキー　堺

*7000955*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

あ・うん　上

昭和十年、水田仙吉一家五人は転
勤で五年ぶりに懐かしい東京へ戻
り、親友の門倉は暖かく迎えて…
演出 深町　幸男/出演 フランキー　堺

*7000949*

16,000円(税別)

ポニーキャニオン

日本映画-ドラマ

冬構え

笠智衆演じる死を決意した老人が、
旅に出て様々な人々と出会う中で自
身の老いと向かい合っていく
原作 山田　太一/出演 笠　智衆

*7000791*

16,000円(税別)

キングレコード

日本映画-ドラマ

踊る大捜査線　ＴＨＥ　ＦＩＮＡＬ／
新たなる希望

湾岸署管内で誘拐事件が発生し、数
時間後に被害者が警察が押収した
拳銃での射殺体で発見される。
監督 本広　克行/出演 織田　裕二

*7001087*

日本映画-ドラマ

ぱいかじ南海作戦

会社をリストラされ、妻には離婚され
た佐々木は人生に疲れ西表島へ向
かうが、そこで全財産を失う
監督 細川　徹/出演 阿部　サダヲ

ＮＨＫエンタープライズ

5,500円(税別)*7000956*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

6,800円(税別)

あ・うん　下

仙吉がふさぎ込んでいる中、門倉の
妻がさと子の見合い話を持ってくる
が、仙吉は断って欲しいと…
演出 深町　幸男/出演 フランキー　堺

*7000950*

ポニーキャニオン

日本映画-ドラマ

20,000円(税別)

ながらえば

寝たきりの妻を名古屋に残し、富山
に転勤する息子一家と暮すことに
なった老人が妻に会うために…
原作 山田　太一/出演 笠　智衆

*7001033*

ポニーキャニオン

日本映画-ドキュメンタリー，記録

16,000円(税別)

あらかわ／続・あらかわ～水の
共同体をもとめて～

荒川を上流から下流まで辿りながら、
この水系にかかわる人々の生活や抱
える問題を浮き彫りにする
監督 萩原　吉弘/ﾅﾚｰﾀｰ 加賀美　幸子

*7000790*

バンダイビジュアル

日本映画-ドラマ

16,000円(税別)

ＢＲＡＶＥ　ＨＥＡＲＴＳ／海猿

吉岡の恋人でキャビンアテンダントの
美香が搭乗する旅客機のエンジンが
炎上し、飛行困難に陥る…
監督 羽住　英一郎/出演 伊藤　英明

*7000717*

日本映画-ドラマ

風が強く吹いている

三浦しをんの小説を映画化。素人同
然の寄せ集め陸上部が箱根駅伝出
場を目指し奮闘する青春群像劇
監督 大森　寿美男/出演 小出　恵介
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1981年 1987年
1枚組 1枚組
90分 90分

7000958 NSDR19404 7000959 NSDR19405

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 1988年
1枚組 1枚組
113分 90分

7000964 NSDR19340 7000982 NSDR18001

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1983年 1983年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 128分 日本語字幕付 128分
7001040 NSDR10608 7001041 NSDR10609

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1983年 1983年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 128分 日本語字幕付 128分
7001042 NSDR18610 7001043 NSDR18611

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1983年 1983年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 142分 日本語字幕付 142分
7001044 NSDR18612 7001045 NSDR18613

3,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

*7001045*

3,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第６巻　デジタ
ルリマスター

第４７～５６回。深く傷いて帰った故
郷でおしんは姉の死にあい、髪結い
になるため東京へ旅立つ…
演出 小林　平八郎/出演 田中　裕子

*7001043*

3,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第４巻　デジタ
ルリマスター

第２８～３６回。一時は心暖まる日々
を過ごせたおしんだが、やがて窮ま
る貧しさから再び奉公へ…
演出 小林　平八郎/出演 小林　綾子

*7001041*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第２巻　デジタ
ルリマスター

第１０～１８回。東北の貧しい寒村に
生まれ育ったおしんは、幼いながらも
辛い奉公へ出ることに…
演出 小林　平八郎/出演 小林　綾子

*7000982*

5,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

今朝の秋

一人息子の死が近いことを知らされ
た老人が、駆け付けた病院で２０年
前に別れた妻と再会するが…
原作 山田　太一/出演 笠　智衆

*7000959*

日本映画-ドラマ

父の詫び状

人間同士がお互いの立場や境遇を
認め合いながら、生活を勤しんでい
た時代の一家族のエピソード集
監督 深町　幸男/出演 杉浦　直樹

ＮＨＫエンタープライズ

3,500円(税別)*7001044*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

3,500円(税別)

おしん　完全版　第５巻　デジタ
ルリマスター

第３７～４６回。おしんは１６歳になっ
たが、農民運動に携わる浩太を忘れ
られず加賀屋を辞める…
演出 江口　浩之/出演 田中　裕子

*7001042*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

3,500円(税別)

おしん　完全版　第３巻　デジタ
ルリマスター

第１９～２７回。親元から離れた奉公
先で、世の荒波にもまれながらも、人
とのふれあいもあって…
演出 江口　浩之/出演 小林　綾子

*7001040*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

10,000円(税別)

おしん　完全版　第１巻　デジタ
ルリマスター

第１～９回。明治末から現代まで、時
代のうねりの中を懸命に生きぬいた
おしんの山形での少女時代
演出 江口　浩之/出演 乙羽　信子

*7000964*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-食品，料理

5,500円(税別)

天のしずく　辰巳芳子　”いのちの
スープ”

料理研究家・辰巳芳子が病床の父の
ために工夫を凝らしながら作り続けた
「いのちのスープ」の物語
監督 河邑　厚徳/出演 辰巳　芳子

*7000958*

日本映画-ドラマ

続あ・うん　下

主人公と父親の親友の家庭の交友
を通して、やさしさを問う名作「あ、う
ん」の第二弾
演出 深町　幸男/出演 フランキー　堺
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1983年 1983年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 142分 日本語字幕付 142分
7001046 NSDR18614 7001047 NSDR18615

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1983年 1983年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 142分 日本語字幕付 142分
7001048 NSDR18616 7001049 NSDR18617

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1983年 1983年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 142分 日本語字幕付 142分
7001050 NSDR18618 7001051 NSDR18619

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1983年 1983年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 142分 日本語字幕付 142分
7001052 NSDR18620 7001053 NSDR18621

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1983年 1983年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 142分 日本語字幕付 142分
7001054 NSDR18622 7001055 NSDR18623

3,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

*7001055*

3,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第１６巻　デジタ
ルリマスター

第１４７～１５６回。幼い雄を連れて佐
賀の田倉を出たおしんは、髪結いの
師匠・たかを訪ねるが…
演出 吉村　文孝/出演 田中　裕子

*7001053*

3,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第１４巻　デジタ
ルリマスター

第１２７～１３６回。大怪我を負ったお
しんに姑は一層辛くあたる。竜三は
かばおうとするのだが…
演出 竹本　稔/出演 田中　裕子

*7001051*

3,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第１２巻　デジタ
ルリマスター

第１０７～１１６回。田倉商会の経営も
安定し、長男を出産し幸せだったお
しんを関東大震災が襲う
演出 吉村　文孝/出演 田中　裕子

*7001049*

3,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第１０巻　デジタ
ルリマスター

第８７～９６回。取引先が倒産、火の
車になった家計を支えるためおしん
は再び髪結いの仕事をする
演出 江口　浩之/出演 田中　裕子

*7001047*

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第８巻　デジタ
ルリマスター

第６７～７６回。おしんは浩太に加代
の祝言が済んだ事を伝える。姿を消
した浩太の部屋に警察が…
演出 竹本　稔/出演 田中　裕子

ＮＨＫエンタープライズ

3,500円(税別)*7001054*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

3,500円(税別)

おしん　完全版　第１５巻　デジタ
ルリマスター

第１３７～１４６回。竜三がおしんをか
ばう程、姑はおしんに辛くあたる。そ
んな中陣痛が始まり…
演出 江口　浩之/出演 田中　裕子

*7001052*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

3,500円(税別)

おしん　完全版　第１３巻　デジタ
ルリマスター

第１１７～１２６回。震災で全てを失
い、佐賀の夫の実家へ身を寄せたお
しんに姑の清は辛くあたる
演出 小林　平八郎/出演 田中　裕子

*7001050*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

3,500円(税別)

おしん　完全版　第１１巻　デジタ
ルリマスター

第９７～１０６回。竜三は商会再建の
ため奮闘し、おしんは子供服の専門
店として事業を再開させる
演出 吉村　文孝/出演 田中　裕子

*7001048*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

3,500円(税別)

おしん　完全版　第９巻　デジタ
ルリマスター

第７７～８６回。付ききりで看病する竜
三に、心を開いていったおしんは彼
との結婚を決心する…
演出 江口　浩之/出演 田中　裕子

*7001046*

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第７巻　デジタ
ルリマスター

第５７～６６回。髪結いの師匠のもと
から洋髪の出髪に行くおしんに、先
輩たちの風当たりは強く…
演出 江口　浩之/出演 田中　裕子
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1983年 1983年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 142分 日本語字幕付 142分
7001056 NSDR18624 7001057 NSDR18625

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1983年 1983年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 128分 日本語字幕付 142分
7001058 NSDR18626 7001059 NSDR18627

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1983年 1983年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 142分 日本語字幕付 142分
7001060 NSDR18628 7001061 NSDR18629

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1984年 1984年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 142分 日本語字幕付 128分
7001062 NSDR18630 7001063 NSDR18631

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1984年 1984年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 127分 日本語字幕付 127分
7001064 NSDR18632 7001065 NSDR18633

3,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

*7001065*

3,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第２６巻　デジタ
ルリマスター

第２４４～２５２回。仁は百合を捨て金
持ちの娘と結婚、おしんはお嬢様育
ちの嫁と考えが合わず…
演出 江口　浩之/出演 乙羽　信子

*7001063*

3,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第２４巻　デジタ
ルリマスター

第２２６～２３４回。戦争で竜三と雄を
失い、子供たちと戦後を歩き出した
おしんは初子を捜し出す
演出 江口　浩之/出演 乙羽　信子

*7001061*

3,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第２２巻　デジタ
ルリマスター

第１９６～２０５回。昭和１６年日本は
遂に大戦争に突入、徐々に戦況は
悪化し息子達も戦地へと…
演出 望月　良雄/出演 田中　裕子

*7001059*

3,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第２０巻　デジタ
ルリマスター

第１８６～１９５回。加賀屋が倒産し、
おしんは場末のカフェで客をとって
働く加代を見つける…
演出 竹本　稔/出演 田中　裕子

*7001057*

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第１８巻　デジタ
ルリマスター

第１６７～１７６回。伊勢で魚の行商を
始め苦労するおしんのもとに、佐賀
にいた夫の竜三が現れる
演出 江口　浩之/出演 田中　裕子

ＮＨＫエンタープライズ

3,500円(税別)*7001064*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

3,500円(税別)

おしん　完全版　第２５巻　デジタ
ルリマスター

第２３５～２４３回。戦死した雄の戦友
の川村が急死、驚くおしんのもとに川
村からの手紙が届く…
演出 竹本　稔/出演 乙羽　信子

*7001062*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

3,500円(税別)

おしん　完全版　第２３巻　デジタ
ルリマスター

第２１６～２２５回。雄の戦死の公報が
届き、昭和２０年８月、おしん達は玉
音放送で終戦を知る…
演出 吉村　文孝/出演 田中　裕子

*7001060*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

3,500円(税別)

おしん　完全版　第２１巻　デジタ
ルリマスター

第１９６～２０５回。拷問の後釈放され
た浩太を見て、おしんは強力な権力
が日本を覆ってると知る
演出 小林　平八郎/出演 田中　裕子

*7001058*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

3,500円(税別)

おしん　完全版　第１９巻　デジタ
ルリマスター

第１７７～１８５回。おしんは竜三と魚
屋を営み、次男を出産するが、母の
死が近いことを知り…
演出 望月　良雄/出演 田中　裕子

*7001056*

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第１７巻　デジタ
ルリマスター

第１５７～１６６回。加賀屋の女主人が
なくなり、加代の世話でおしんは船乗
り相手の飯屋を開く…
演出 望月　良雄/出演 田中　裕子
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1984年 1984年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 127分 日本語字幕付 128分
7001066 NSDR18634 7001067 NSDR18635

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1984年 1984年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 128分 日本語字幕付 128分
7001068 NSDR18636 7001069 NSDR18637

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1984年 2013年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 128分 73分
7001070 NSDR18638 7001086 NSDR19463

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 88分 日本語字幕付 90分
7001136 NSDR19459 7001137 NSDR19460

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
88分 88分

7001138 NSDR18357 7001139 NSDR18358

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

*7001139*

6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

梅ちゃん先生　総集編　後編

戦後すぐの東京・蒲田で優秀な姉兄
にコンプレックスを持ちつつも町医者
として活躍した梅子の物語
製作 岩谷　可奈子/出演 堀北　真希

*7001137*

5,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

あまちゃん　総集編・後編「おらた
ち、熱いよね！」

アイドルになると決意したアキは東京
で大女優・鈴鹿ひろ美の付き人となり
映画主演に抜擢されるが
製作 宮藤　官九郎/出演 能年　玲奈

*7001086*

3,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

はじまりの歌

カメラマンの航はかつて恋人だった
幼馴染に頼まれ合唱コンクールのピ
アノ伴奏をすることになり…
原作 荒井　修子/出演 松本　潤

*7001069*

3,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第３０巻　デジタ
ルリマスター

第２８０～２８８回。仁の強気の経営が
功を奏しスーパーたのくらは１６店舗
を持つ企業となるが…
演出 吉村　文孝/出演 乙羽　信子

*7001067*

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第２８巻　デジタ
ルリマスター

第２６２～２７０回。おしんの娘・禎は
大学を辞め、伊勢に戻ってまじめに
働く辰則と結婚する
演出 竹本　稔/出演 乙羽　信子

ＮＨＫエンタープライズ

6,800円(税別)*7001138*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

6,800円(税別)

梅ちゃん先生　総集編　前編

戦後すぐの東京・蒲田で優秀な姉兄
にコンプレックスを持ちつつも町医者
として活躍した梅子の物語
製作 岩谷　可奈子/出演 堀北　真希

*7001136*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

3,500円(税別)

あまちゃん　総集編・前編「おら、
この海が好きだ！」

東京の生活についていけなかった天
野アキは母の実家北三陸で祖母・夏
に出会い、海女にあこがれる
製作 宮藤　官九郎/出演 能年　玲奈

*7001070*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

3,500円(税別)

おしん　完全版　第３１巻　デジタ
ルリマスター

第２８９～２９７回（最終回）。大手スー
パーが進出しスーパーたのくらは倒
産の危機に襲われる…
演出 小林　平八郎/出演 乙羽　信子

*7001068*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

3,500円(税別)

おしん　完全版　第２９巻　デジタ
ルリマスター

第２７１～２７９回。スーパーも店を増
やし、希望たちが新居に引っ越す前
日、百合は交通事故で…
演出 吉村　文孝/出演 乙羽　信子

*7001066*

日本映画-ドラマ

おしん　完全版　第２７巻　デジタ
ルリマスター

第２５３～２６１回。窯元で修行してい
た希望は、百合と結婚することをおし
んに報告する
演出 小林　平八郎/出演 乙羽　信子
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上映権付 DVD DVD

2012年 1952年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 80分 129分
7001156 NSDR19622 5160112 KKJL112

DVD DVD

1950年 1953年
1枚組 1枚組
112分 138分

5160196 KKJL127 5160306 KKJL130

DVD DVD

1955年 1951年
1枚組 1枚組
95分 103分

5160380 KKJL132 5160453 KKJL136

DVD DVD

1954年 1959年
1枚組 1枚組
97分 144分

5160457 KKJL134 5160463 KKJL121

DVD DVD

1959年 1952年
1枚組 1枚組
145分 136分

5160467 KKJL120 5160479 KKJL131

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

*5160479*

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

日本映画-ドラマ

箱根風雲録

商人で科学者の友野与右衛門は箱
根用水の開通を計画するが、威信失
墜を恐れる江戸幕府は妨害する
監督 山本　薩夫/出演 河原崎　長十郎

*5160463*

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

日本映画-ドラマ

荷車の歌

山村の小作の娘が明治から昭和の
時代に辛い労働、姑のいびり、戦争
の日々を逞しく生きる姿を描く
監督 山本　薩夫/出演 三國　連太郎

*5160453*

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

日本映画-ドラマ

どっこい生きてる

不況で失業し、妻子を実家に帰した
男はやっと仕事に就くことができた
が、給料日に金を盗まれて…
監督 今井　正/出演 河原崎　長十郎

*5160306*

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

日本映画-ドラマ

女ひとり大地を行く

夫を爆発事故で失い、炭鉱労働者と
なった女と息子たちを中心に、労働
者の生活と組合の闘いを描く
監督 亀井　文夫/出演 宇野　重吉

*5160112*

日本映画-ドラマ

真空地帯

陸軍刑務所から連隊に戻った一等
兵を主人公に、兵教育の残忍さや軍
隊の不条理を告発した反戦映画
監督 山本　薩夫/出演 木村　功

紀伊國屋書店

20,000円(税別)*5160467*

紀伊國屋書店

日本映画-ドラマ

20,000円(税別)

人間の壁

毎日映画コンクール賞，共稼ぎを理
由に辞職を強要された女教師が、
様々な妨害にも屈せず戦いぬく
監督 山本　薩夫/出演 香川　京子

*5160457*

紀伊國屋書店

日本映画-ドラマ

20,000円(税別)

ともしび

貧しい農村の小学校を舞台に、環境
に負けず明るい学校生活を築きあげ
た松熊先生と子供たちを描く
監督 家城　巳代治/出演 内藤　武敏

*5160380*

紀伊國屋書店

日本映画-ドラマ

20,000円(税別)

姉妹

両親のもとを離れ都会の学校に通う
１０代の姉妹が、さまざまな体験を通
して成長してゆく姿を描く
監督 家城　巳代治/出演 野添　ひとみ

*5160196*

ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ

6,800円(税別)

暴力の街

警察、町議まで手を回して町を支配
する大ボス。その不正にペンを武器
に敢然と立ち向かう記者たち
監督 山本　薩夫/出演 志村　喬

*7001156*

日本映画-ドキュメンタリー，記録

ひろしま　石内　都　遺されたもの
たち

写真家・石内都が撮った４８点に及
ぶ、広島の原爆犠牲者の遺品写真
展を伝えるドキュメンタリー。
監督 リンダ・ホーグランド/写真 石内　都
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DVD DVD

1969年 1969年
2枚組 1枚組
267分 127分

5160620 KKJL116 5160621 KKJL116

DVD DVD

1970年 1972年
1枚組 1枚組
140分 107分

5160622 KKJL117 5160624 KKJL137

DVD DVD

1963年 2013年
1枚組 1枚組
94分 日本語字幕付 115分

5464426 KKJL135 7001126 KKJL139

DVD DVD

1981年 2012年
1枚組 3枚組
107分 英語字幕付 342分

7001127 KKJL138 7001131 KKJL141

DVD DVD

2012年 2011年
1枚組 1枚組
82分 108分

7001135 KKJL143 7001147 KKJL144

*7001147*

*7001131* 20,000円(税別)

紀伊國屋書店

日本映画-ドキュメンタリー，記録

医すものとして

文部科学省，信州、佐久地域に農村
医療の礎を築いた若槻俊一の記録
映像集が一本の映画として甦る
監督 鈴木　正義/語り 山崎　樹範

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

日本映画-ドキュメンタリー，記録

演劇１／演劇２

Ｄｉｓｃ．１『演劇１』：平田オリザの世界
を徹底解剖／Ｄｉｓｃ．２『演劇２』平田
オリザと世界
監督 想田　和弘/出演 平田　オリザ

*7001126*

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

日本映画-ドキュメンタリー，記録

自転車でいこう

文部科学省選定，大阪、生野に住む
重度の知的障害者の李は毎日自転
車で福祉作業営業を続けている
監督 杉本　信昭/出演 李　複明

*5160624*

20,000円(税別)

紀伊國屋書店

日本映画-ドラマ

どぶ川学級

大学生の須藤はグレかけている中学
生たち１２人の家庭教師となり、学校
のやり方に抗議するが…
監督 橘　祐典/出演 山本　亘

*5160621*

日本映画-ドラマ

橋のない川　第１部

貧しい未解放部落で暮らす人々は
改めて部落差別に対する怒りが込み
上げ…。部落問題をズバリ描く
監督 今井　正/出演 北林　谷栄

紀伊國屋書店

20,000円(税別)*7001135*

紀伊國屋書店

日本映画-ドキュメンタリー，記録

20,000円(税別)

季節、めぐり　それぞれの居場所

文部科学省選定，各地にある有料老
人ホームなどの活動を通して、老いと
死に向かい合う人々を描く
監督 大宮　浩一/ 

*7001127*

紀伊國屋書店

日本映画-ドラマ

20,000円(税別)

マノン

恋多き女、劇団研究生のみつこはサ
ラ金の経営者と関係を持っていた
が、ある夜、無鉄砲な青年と…
監督 東　陽一/出演 烏丸　せつこ

*5464426*

紀伊國屋書店

日本映画-ドラマ

20,000円(税別)

みんなわが子

文部省，推薦；優秀映画鑑賞会，山
梨に疎開をした子どもたちの体験か
ら、戦争の意味を問いかける
監督 家城　巳代治/出演 桑山　正一

*5160622*

紀伊國屋書店

日本映画-ドラマ

40,000円(税別)

橋のない川　第２部

真の部落解放を願う人々は、はじめ
ての人間宣言と言われる水平社創立
への第一歩を踏み出す
監督 今井　正/出演 伊藤　雄之助

*5160620*

日本映画-ドラマ

橋のない川　上下

貧しい未解放部落で暮らす人々は
改めて部落差別に対する怒りが込み
上げ…。部落問題をズバリ描く
監督 今井　正/出演 北林　谷栄

20,000円(税別)

紀伊國屋書店
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上映権付 DVD DVD

1982年 2012年
1枚組 1枚組
103分 114分

7001157 KKJL146 7000718 DB9660

DVD DVD

2012年 1992年
1枚組 1枚組
133分 142分

7000719 DB9662 7000731 DB9609

DVD DVD

1989年 2013年
1枚組 1枚組
135分 日本語字幕付 117分

7000735 DB9608 7000910 DB9688

DVD DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 133分 日本語字幕付 96分
7000911 DB9727 7000912 DB9742

DVD DVD

2012年 2013年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 124分 日本語字幕付 146分
7000974 DZ9671 7000976 DB9674

*7000719*

*7000735*

*7000911*

日本映画-ドラマ

松竹

日本映画-ドラマ

豪姫

*7000976*

太閤秀吉をして、男なら関白を譲っ
たと言わしめた秀吉の養女、豪姫を１
８歳の若き宮沢理恵が熱演

*7000718*

*7000910*

*7000912*

16,000円(税別)

松竹

16,000円(税別)

松竹

監督 原　恵一/出演 加瀬　亮

16,000円(税別)

東京家族

瀬戸内で暮らす周吉と妻のとみ子は
子供達に会いに上京するが、都会で
暮らす子供達との溝を感じ…
監督 山田　洋次/出演 橋爪　功

はじまりのみち

稀代のヒットメーカーであり、世界が
再注目する名匠・木下惠介監督の若
き日の挫折と再起を描く。

松竹

日本映画-ドラマ

ひまわりと子犬の７日間

監督 滝田　洋二郎/出演 岡田　准一

16,000円(税別)

16,000円(税別)*7000731*
監督 勅使河原　宏/出演 宮沢　りえ

松竹

16,000円(税別)*7000974*

松竹

日本映画-ドラマ

16,000円(税別)

大奥／永遠　右衛門佐・綱吉篇
＜男女逆転＞

謎の疫病により男の人口が４分の１に
減少した江戸時代、女将軍綱吉の後
継者を巡る派閥争いを描く
監督 金子　文紀/出演 堺　雅人

松竹

日本映画-ドラマ

16,000円(税別)

舟を編む

２０１２年本屋大賞第一位！三浦しを
んのベストセラーを映画化。辞書編
纂に携わる人々の感動物語
監督 石井　裕也/出演 松田　龍平

松竹

日本映画-ドラマ

16,000円(税別)

利休

モントリオール世界映画祭，信長、秀
吉の茶頭、千利休の生涯を草月流
家元勅使河原宏監督が描く。
監督 勅使河原　宏/出演 三國　連太郎

紀伊國屋書店

日本映画-ドラマ

20,000円(税別)

希望の国

東日本大震災による原発事故の避
難区域指定を巡り、隣り合った家族
たちの生活が激変する様を描く
監督 園　子温/出演 夏八木　勲

*7001157*

日本映画-動物

マタギ

文部省，長年の相棒犬を失った老マ
タギ・平蔵は孫とともにチビ犬を育て
あげ、大熊との決戦に向う
監督 後藤　俊夫/出演 西村　晃

松竹

日本映画-ドラマ

日本映画-ドラマ

人間の仕打ちに心を閉ざしてしまっ
た母子犬と彼らを守ると決めた保健
所職員の実話をもとに映画化
監督 平松　恵美子/出演 堺　雅人

天地明察

日本独自の暦作りという一大事業に
取り組んだ天文学者・安井算哲の挑
戦と彼を支えた妻の愛を描く
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DVD DVD

1986年 1983年
1枚組 1枚組
130分 128分

7000977 DA9743 7000978 DB9744

DVD DVD

1963年 1951年
1枚組 1枚組
83分 108分

7000979 DB9745 7001015 DB9746

DVD DVD

1948年 1946年
1枚組 1枚組
67分 75分

7001016 DB9747 7001017 DB9748

DVD DVD

1962年 2012年
1枚組 1枚組
82分 78分

7001018 DB9749 7001021 DB9713

DVD DVD

2012年 2010年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 109分 日本語字幕付 139分
7000797 TDV23010 7000798 TDV20222

*7001018*

*7000797*
東宝

日本映画-ドラマ

日本映画-ドラマ

松竹

日本映画-ドラマ

わが恋せし乙女

実の兄妹ではないと知った兄が、妹
の幸せを祈りつつも自らの感情を押
さえ切れず苦悩する様を描く
監督 木下　惠介/出演 原　保美

監督 中村　義洋/出演 堺　雅人

松竹

松竹

日本映画-ドラマ

ゴールデンスランバー

*7000798* 16,000円(税別)

東宝

友人・森田から首相暗殺事件の現場
付近に呼び出された青柳は、突然現
れた警官に拳銃を向けられ…

新聞記者・三國は上司の中沼から、
政治家の妻である伊都子が失踪した
事件を追うように命じられる
監督 木下　恵介/出演 森　雅之

16,000円(税別)

松竹

12,000円(税別)

*7001017*

*7001015*

16,000円(税別)

*7001021*

*7000978*

この子を残して

原爆で妻を失い自らも被爆した隆
は、残されてゆく二人の幼な子に、人
間の尊厳と愛を伝えようと…
監督 木下　惠介/出演 加藤　剛

16,000円(税別)

日本映画-アクション，スペクタクル

鬼平外伝　正月四日の客

監督 木下　惠介/出演 岡田　茉利子

松竹

日本映画-ＳＦ，ホラー

アナザー　Ａｎｏｔｈｅｒ

地方の中学校に転校した１５歳の少
年が、眼帯をした謎の美少女をめぐ
る事件に巻き込まれていく。
監督 古澤　健/出演 山崎　賢人

16,000円(税別)

松竹

日本映画-ドラマ

16,000円(税別)

女

ダンサーの敏子は、恋人でもあるやく
ざ稼業の正に箱根へと連れて行かれ
るが、彼から逃れられず…
監督 木下　惠介/出演 水戸　光子

*7000979*

松竹

松竹

日本映画-ドラマ

16,000円(税別)

死闘の伝説

昭和２０年８月、北海道の寒村に疎
開して来た黄枝子に村長の息子・剛
一との縁談が持ち上がるが…
監督 木下　惠介/出演 岩下　志麻

*7000977*

日本映画-ドラマ

新　喜びも悲しみも幾歳月

『喜びも悲しみも幾歳月』から約３０
年、木下惠介監督が再び灯台守夫
婦の不変の愛を大らかに描く
監督 木下　惠介/出演 加藤　剛

16,000円(税別)

16,000円(税別)

日本映画-ドラマ

今年の恋

銀座の小料理屋の息子・一郎の姉・
美加子と、一郎の親友である光の
兄・正は互いに惹かれあい…。

善魔

本所・枕橋の蕎麦屋「さなだや」で正
月四日にだけ出される蕎麦を目当て
にやってくる男の正体は…
監督 井上　昭/出演 松平　健

*7001016*
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DVD DVD

2009年 2009年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 131分 日本語字幕付 134分
7000799 TDV20134 7000800 TDV20113

DVD DVD

2010年 1962年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 126分 日本語字幕付 96分
7000801 TDV20290 7000802 TDV16203

DVD DVD

1979年 2012年
1枚組 1枚組
154分 日本語字幕付 134分

7001020 TDV24170 7001100 TDV23124G

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 111分 日本語字幕付 129分
7001101 TDV23056G 7001102 TDV23079G

DVD DVD

1983年 2012年
1枚組 1枚組
107分 96分

7001085 ALBD6890 7001111 AMAD206

*7001085*

*4130057*

*7000801*

*7001020*

日本映画-ドラマ

あゝ野麦峠

なくもんか

幼い頃に生き別れた兄弟の偶然の
出会いから巻き起こる予測不可能な
出来事を笑いと涙を交えて描く
監督 水田　伸生/出演 阿部　サダヲ

*4130058* 16,000円(税別)

日本映画-ドラマ

東宝

日本映画-ドラマ

日本一の若大将

合宿の食事代にも困っているマラソ
ン部の部長・雄一は水上スキー大会
で優勝、賞金を手に入れるが
監督 福田　純/出演 加山　雄三

*7000802* 14,000円(税別)

東宝

日本映画-ドラマ

任侠ヘルパー

元暴力団の翼はコンビニ強盗に金を
渡した罪で刑務所に送られるが、出
所後再び裏の仕事に手を染め
制作 亀山　千広/出演 草彅　剛

*7001100* 16,000円(税別)

東宝

日本映画-ドラマ

悪の教典

Ｒ１５＋，他人への共感能力を全く持
たないサイコパスの蓮実は「教師の
鑑」の仮面を守るために…
監督 三池　崇史/出演 伊藤　英明

*7001102* 16,000円(税別)

東宝

日本映画-ドラマ

紲（きずな）　～庵治石の味

故郷の高松に帰省した翔太は石職
人の源次郎と出会い、特産の「庵治
石」に魅了され彼の弟子になる
監督 片岡　秀明/出演 佐藤　貴広

*7001111* 3,800円(税別)

アムモ

日本映画-ドラマ

東宝

スパルタの海

監督 西河　克己/出演 伊東　四朗

１９８０年代に訓練生の死亡事故が相
次ぎ、社会問題となった戸塚ヨットス
クールの実態を映画化。

明治後期、製糸工場で働く河合村の
みねは優等工女となるが、悪化する
労働環境の中で結核に罹り…
監督 山本　薩夫/出演 大竹　しのぶ

16,000円(税別)

東宝

東宝

日本映画-ドラマ

14,000円(税別)

あなたへ

刑務所の指導技官・倉島は、自分に
届いた亡き妻からの２枚の絵手紙の
真意を探るため妻の故郷へ…

*7001101*
監督 降旗　康男/出演 高倉　健

日本映画-ドラマ

16,000円(税別)

東宝

16,000円(税別)

12,500円(税別)

アルバトロス

日本映画-ドラマ

ボックス！

幼馴染の天才ボクサー・カブに憧
れ、ボクシングを始めた気弱なユウキ
は段々とカブに近づいていく
監督 李　闘士男/出演 市原　隼人

監督 犬童　一心/出演 広末　涼子

ゼロの焦点（２００９年）

結婚式から７日後。鵜原禎子の夫・
憲一は以前の勤務地・金沢に戻り、
そのまま謎の失踪を遂げる。
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上映権付 DVD DVD

1953年 2011年
1枚組 1枚組
109分 英語字幕付 140分

5000961 HK008 7000902 FXBA54530

DVD DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 125分 日本語字幕付 128分
7000792 DABR4435 7000893 DABR4493

DVD DVD

2011年 1985年
1枚組 1枚組
117分 105分

7000768 DTTD03538 7000769 DTZD08045

DVD DVD

1996年 2011年
1枚組 1枚組
106分 95分

7000770 DTTD03458 7000771 DTTD03505

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
73分 二ｶ国語 22分

7000772 DTTD03516 7000874 FXBR52880

*5000961*

*7000792*

*7000768*

*7000770*

*7000772*

日本映画-アクション，スペクタクル

日本映画-ドラマ

はやぶさ

ＪＡＸＡ全面協力による、小惑星探査
機「はやぶさ」の７年に及ぶ帰還まで
のストーリーをドラマ化
監督 堤　幸彦/出演 竹内　結子

*7000902* 12,500円(税別)

２０世紀ＦＯＸ　ＨＥ

日本映画-ドラマ

図書館戦争

メディアを取り締まる「メディア良化
法」下で、読書の自由を守る図書館
の自衛組織の奮闘を描く。
監督 佐藤　信介/出演 岡田　准一

*7000893* 15,000円(税別)

角川書店

日本映画-ドラマ

生きているうちが花なのよ　死ん
だらそれまでよ党宣言

日本アカデミー賞，様々な社会集団
からのはみ出し者たちが、逞しく生き
る中で巻き起こす悲喜劇。
監督 森崎　東/出演 倍賞　美津子

*7000769* 16,000円(税別)

東映

日本映画-アクション，スペクタクル

仮面ライダー×仮面ライダー
フォーゼ＆オーズ　ＭＯＶＩＥ大戦

仮面ライダー生誕４０周年を飾る劇場
版ＭＯＶＩＥ大戦シリーズの第３弾。伝
説のライダーが集結！
原作 石ノ森　章太郎/出演 三浦　涼介

*7000771* 13,000円(税別)

東映ビデオ

動画，人形劇-ＳＦ，ホラー

レゴ　スター・ウォーズ　パダワ
ン・メナス

「スター・ウォーズ」のキャラクターや
背景などを、ＬＥＧＯブロックで再現し
たアニメーション。
脚本 マイケル・プライス/ 声 根本　圭子

*7000874* 12,500円(税別)

２０世紀フォックス　ＨＥ

２０１１年夏の大ヒット映画のディレク
ターズカット版。仮面ライダーオーズ
と将軍吉宗が悪を成敗

毎日映画コンクール撮影賞：昭和初
期、蟹工船の労働者は牛馬以下の
過酷な労働を強いられていた。
監督 山村　聰/出演 山村　聰

原作 石ノ森　章太郎/出演 渡部　秀

映画　鈴木先生

常識はずれの教育理論を駆使して、
理想のクラスを作ろうと奮闘する教
師・鈴木先生の活躍を描く。

霧の子午線

劇場版仮面ライダーＯＯＯ　ＷＯ
ＮＤＥＲＦＵＬ　将軍と２１のコアメ
ダル

東映ビデオ

僕達急行　Ａ列車で行こう

鉄道という共通の趣味を持つ小町と
子玉は仕事も趣味も順調な毎日だ
が、恋愛だけはうまくゆかず…
監督 森田　芳光/出演 松山　ケンイチ

東映

16,000円(税別)

13,000円(税別)

学生運動のさなかに固い友情で結
ばれた二人の女性が、過去と同じよう
に一人の男性を愛してしまう
原作 高樹　のぶ子/出演 岩下　志麻

東映

15,000円(税別)

角川書店

日本映画-ドラマ

日本映画-ドラマ

16,000円(税別)

9,000円(税別)

蟹工船

監督 河合　勇人/出演 長谷川　博己

日本映画-ドラマ

北星

日本映画-ドラマ
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DVD DVD

2009年 2009年
1枚組 1枚組
77分 77分

7000725 BCDR2720 7000726 BCDR2721

DVD DVD

2009年 2009年
1枚組 1枚組
77分 77分

7000727 BCDR2722 7000728 BCDR2723

DVD DVD

2009年 2009年
1枚組 1枚組
77分 56分

7000729 BCDR2724 7000730 BCDR2725

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
69分 69分

7000882 COBC6399 7000883 COBC6400

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
69分 69分

7000884 COBC6401 7000885 COBC6426

動画，人形劇-幼児，児童

6,400円(税別)

動画，人形劇-ＳＦ，ホラー

怪談レストラン　２

オオカミのひかる目／死神キラー／
つぎはおまえだ／こわーい学校／と
うげの一けん家／他
原作 松谷　みよ子/出演 白石　涼子

*7000726* 6,400円(税別)

バンダイビジュアル

動画，人形劇-ＳＦ，ホラー

怪談レストラン　４

亡者道／海にただよっていた鏡／丑
の刻参り／カタリン／あたしをかえし
て！／リプレイ／他
原作 松谷　みよ子/出演 白石　涼子

*7000728* 6,400円(税別)

バンダイビジュアル

動画，人形劇-ＳＦ，ホラー

怪談レストラン　６

うで／あらしの夜／もうひとりの先生
／コンビニののろいグッズ／怪談レス
トラン最初の客
原作 松谷　みよ子/出演 白石　涼子

*7000730* 6,400円(税別)

バンダイビジュアル

動画，人形劇-幼児，児童

ふるさと再生　日本の昔ばなし
浦島太郎　ほか

浦島太郎／金太郎／力太郎／うぐい
すの里／平林／宝くらべ／いかとす
るめ／三人泣き／他
 声 柄本　明

*7000883* 8,000円(税別)

日本コロムビア

動画，人形劇-幼児，児童

ふるさと再生　日本の昔ばなし
ぶんぶく茶釜　ほか

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／他
 声 柄本　明

*7000885* 8,000円(税別)

日本コロムビア

動画，人形劇-ＳＦ，ホラー

6,400円(税別)

バンダイビジュアル

こぶとり爺さん／たにし長者／ほら吹
き娘／熊と狐／和尚と小僧の川渡り
／しっぺい太郎／他

日本コロムビア

*7000729*

ふるさと再生　日本の昔ばなし
花さか爺さん　ほか

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／他
 声 柄本　明

日本コロムビア

動画，人形劇-幼児，児童

*7000882*

*7000884*

バンダイビジュアル

怪談レストラン　５

怪談レストラン　１

怪談レストラン／キキーモラ人形／
行ってしまった女の子／猫、学校へ
行く／池のふちの道／他

*7000727*

*7000725*

怪談レストラン　３

動画，人形劇-ＳＦ，ホラー

8,000円(税別)

8,000円(税別)

ふるさと再生　日本の昔ばなし
こぶとり爺さん　ほか

 声 柄本　明

きもだめし／おかえり、あなた！／す
ごい手相／憑き物／生まれ変わり／
子育て幽霊／他
原作 松谷　みよ子/出演 白石　涼子

バンダイビジュアル

動画，人形劇-ＳＦ，ホラー

6,400円(税別)

自分の葬式をみた／水の精のおくり
もの／モロッコで消えた新妻／青い
炎の館／白い家の少女／他
原作 松谷　みよ子/出演 白石　涼子

原作 松谷　みよ子/出演 白石　涼子
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
69分 69分

7000886 COBC6427 7000887 COBC6444

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2007年
1枚組 1枚組
69分 30分

7000888 COBC6445 7000917 KIBR1438

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2007年 2007年
1枚組 1枚組
35分 35分

7000918 KIBR1439 7000919 KIBR1440

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2007年 2007年
1枚組 1枚組
30分 30分

7000920 KIBR1441 7000921 KIBR1442

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2007年 2007年
1枚組 1枚組
30分 35分

7000922 KIBR1443 7000923 KIBR1444

動画，人形劇-幼児，児童

ふるさと再生　日本の昔ばなし
わらしべ長者　ほか

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／他
 声 柄本　明

*7000887* 8,000円(税別)

日本コロムビア

動画，人形劇-幼児，児童

うっかりペネロペ　ひとりでできる
よ編

ひとりでふくをきる／おやすみなさ
い、ペネロペ／ペネロペ、じてんしゃ
にのる／ほか
脚本 島田　満/ 声 工藤　あかり

*7000917* 4,000円(税別)

キングレコード

動画，人形劇-幼児，児童

うっかりペネロペ　家族っていい
な編

おじいちゃんのおたんじょうび／ペネ
ロペのおかたづけ／ペネロペ、スケッ
チをする／ほか
脚本 島田　満/ 声 工藤　あかり

*7000919* 4,000円(税別)

キングレコード

動画，人形劇-幼児，児童

うっかりペネロペ　ともだちがいっ
ぱい編

ペネロペのおたんじょうび／ペネロ
ペ、プールであそぶ／おおきくなっ
たらなんになる？／ほか
脚本 島田　満/ 声 工藤　あかり

*7000921* 4,000円(税別)

キングレコード

動画，人形劇-幼児，児童

うっかりペネロペ　家族といっしょ
編

てをつなごうね、ペネロペ／ママのす
てきなおたんじょうび／いいゆめをみ
るおまじない／ほか
脚本 島田　満/ 声 工藤　あかり

*7000923* 4,000円(税別)

キングレコード

8,000円(税別)

脚本 島田　満/ 声 工藤　あかり

4,000円(税別)

*7000888*

うっかりペネロペ　おもしろいこと
大好き編

ペネロペ、なまえをかんがえる／ペネ
ロペ、つりをする／ペネロペのたのし
いハロウィン／ほか

キングレコード

*7000922*

4,000円(税別)

キングレコード

動画，人形劇-幼児，児童

*7000918*

*7000920*

かぐや姫／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／他
 声 柄本　明

日本コロムビア

動画，人形劇-幼児，児童

動画，人形劇-幼児，児童

動画，人形劇-幼児，児童

ふるさと再生　日本の昔ばなし
かぐや姫　ほか

*7000886*

4,000円(税別)

8,000円(税別)

うっかりペネロペ　みんなともだち
編

うっかりペネロペ　楽しくて大忙し
編

ペネロペ、うみへいく／ペネロペの
カーニバル／サンタさんのプレゼント
／ほか
脚本 島田　満/ 声 工藤　あかり

ようちえんへいく／ペネロペのいろあ
そび／ペネロペ、クッキーをやく／ほ
か
脚本 島田　満/ 声 工藤　あかり

キングレコード

日本コロムビア

動画，人形劇-幼児，児童

 声 柄本　明

ふるさと再生　日本の昔ばなし
織姫と彦星　ほか

織姫と彦星／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／他
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2007年 2007年
1枚組 1枚組
35分 30分

7000924 KIBR1445 7000925 KIBR1446

上映権付 DVD DVD

2007年 2013年
1枚組 1枚組
35分 英語版 二ｶ国語・字幕付 98分

7000926 KIBR1447 7001019 GNBR2689

DVD DVD

2010年 2011年
1枚組 1枚組

日本語版 30分 英語版 二ｶ国語・字幕付 97分
7000716 PCBP72850 7000890 VWDG5672

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組

二ｶ国語 87分 英語版 二ｶ国語・字幕付 75分
7000891 VWDR2710 7000892 VWDG5836

DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
82分 49分

7000928 PCBP73048 7000804 NSDR18283

*7000926*

*7000716*

動画，人形劇-幼児，児童

うっかりペネロペ　うたおう、あそ
ぼう編

ペネロペのはる、なつ、あき、ふゆ／
ペネロペ、なわとびをする／ペネロ
ペ、ちきゅうをまもる／他

ねずみくんのチョッキ、ぴょーん
ほか全５編

ねずみくんのチョッキ／りんごがたべ
たい　ねずみくん／ねずみくん　うみ
へいく／しりとり／他
原作 なかえよしを

*7000928* 12,500円(税別)

ポニーキャニオン

動画，人形劇-幼児，児童

うっかりペネロペ　大好き！ター
タ、フィーフィ編

ペネロペ、おねえさんになる／なか
ないで、タータ、フィーフィ／ほか

脚本 島田　満/ 声 工藤　あかり

*7000925* 4,000円(税別)

キングレコード

動画，人形劇-幼児，児童

怪盗グルーのミニオン危機一髪

反悪党同盟のルーシーから、突然変
異を起こす薬を盗んだ犯人を突き止
めるよう依頼されたグルーは
監督 ピエール・コフィン　他/ 声 スティーヴ・カレル

*7001019* 16,000円(税別)

ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン

動画，人形劇-幼児，児童

ミッキーマウスクラブハウス／か
ぞえてみよう

すうじをつかまえよう／ほか　映像特
典：ボーナスエピソード

 

出演 片田　敏孝

*7000890* 8,125円(税別)

ポニーキャニオン

動画，人形劇-幼児，児童

ティンカー・ベルと輝く羽の秘密

ティンカー・ベルを主人公に「冬」を
テーマにしたディズニーアニメ第４
弾。双子の妖精の出会い。
監督 ペギー・ホームズ/ 声 メイ・ウィットマン

*7000892* 8,125円(税別)

ポニーキャニオン

動画，人形劇-防災，安全，社会教育

釜石の”奇跡”～子どもたちが語
る３．１１～

東日本大震災の発生当時、帰宅して
いた釜石小学校の１８４人がどのよう
に生き延びたのかを紐解く

*7000804* 7,500円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

監督 岩崎　知子/ 声 山寺　宏一

*7000891*

動画，人形劇-幼児，児童

映画かいけつゾロリ　だ・だ・だ・
だいぼうけん！

謎の伝染病“しましま病”に掛かった
子供たちを救うため、ゾロリが仲間た
ちと大冒険に出発する。

動画，人形劇-幼児，児童

脚本 島田　満/ 声 工藤　あかり

*7000924*
キングレコード

18,000円(税別)

3,750円(税別)

フランケンウィニー

ポニーキャニオン

動画，人形劇-幼児，児童

監督 ティム・バートン/ 声 キャサリン・オハラ

ポニーキャニオン

孤独な少年・ヴィクターと愛犬・ス
パーキーが巻き起こす大事件を描い
たモノクロアニメーション。

キングレコード

動画，人形劇-絵本

4,000円(税別)

うっかりペネロペ　たくさんおぼえ
たよ編

ペネロペ、かたちをおぼえる／ペネロ
ペ、スケートをする／ねるじかんだ
よ、ペネロペ／ほか
脚本 島田　満/ 声 工藤　あかり

4,000円(税別)
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組

日本語吹替 100分 日本語吹替 100分
7000875 NSDR18555 7000876 NSDR18556

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組

日本語吹替 100分 日本語吹替 110分
7000877 NSDR18557 7000878 NSDR18558

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組

日本語吹替 90分 98分
7000879 NSDR18559 7001027 NSDR17711

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
98分 98分

7001028 NSDR17712 7001029 NSDR17713

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組
98分 98分

7001030 NSDR19482 7001140 NSDR19483

*7000875*

*7000877*
ＮＨＫエンタープライズ

動画，人形劇-幼児，児童

監督 マリア・リンドバーグ/語り 松　たか子

6,800円(税別)

ムーミン（パペット・アニメーショ
ン）　パパの青春の巻／ムーミン
パパの
ムーミンパパの思い出／竜のエド
ワード／ある夜のできごと／あらしと
オーケストラ号／ほか
監督 マリア・リンドバーグ/語り 松　たか子

*7000879* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

動画，人形劇-ドラマ

ファイ・ブレイン　神のパズル／オ
ルペウス・オーダー編　５

第１７話～第２０話を収録；ピノクルの
覚悟／その男、ヘルベルトにつき／
覚醒／愚者のパズル再び
監督 遠藤　広隆/ 声 浅沼　晋太郎

*7001028* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

動画，人形劇-ドラマ

ファイ・ブレイン　神のパズル／宿
敵！レイツェル編　１

第１話～第４話を収録；レイツェル・・・
／君は何も知らない／それでも俺は
信じる／他
監督 遠藤　広隆/ 声 浅沼　晋太郎

*7001030* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

ムーミン（パペット・アニメーショ
ン）　魔法の巻／飛行おにの魔法

魔法の帽子とジャングル／トフスラン
とビフスラン／ムーミン谷の裁判／さ
よならスナフキン／ほか
監督 マリア・リンドバーグ/語り 松　たか子

動画，人形劇-幼児，児童

ムーミン（パペット・アニメーショ
ン）　冬の巻／ムーミン谷の冬

冬のスポーツ大会／ムーミン谷の冬
／リトルミイ／スキーが得意なヘムレ
ンさん／ほか
監督 マリア・リンドバーグ/語り 松　たか子

動画，人形劇-幼児，児童

*7000878* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

動画，人形劇-ドラマ

ファイ・ブレイン　神のパズル／オ
ルペウス・オーダー編　４

第１３話～第１６話を収録；禁断の果
実／帰ってきた悪魔／つぐない／憎
しみの欠片（ピース）
監督 遠藤　広隆/ 声 浅沼　晋太郎

*7001027* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

動画，人形劇-ドラマ

ファイ・ブレイン　神のパズル／オ
ルペウス・オーダー編　６

第２１話～第２５話を収録；悲しき道
化師／盤上の支配者／神の誤算／
閉じた世界／他
監督 遠藤　広隆/ 声 浅沼　晋太郎

*7001029* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

動画，人形劇-ドラマ

ファイ・ブレイン　神のパズル／宿
敵！レイツェル編　２

第５話～第８話を収録；そんな気がす
る／レイレイはネコ友／あなたもお花
いかが？／他
監督 遠藤　広隆/ 声 浅沼　晋太郎

*7001140* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

動画，人形劇-幼児，児童

*7000876* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

黄金のしっぽ／消えたムーミン一家
／迷子の火星人／スナフキンの反乱
／ほか

ムーミン（パペット・アニメーショ
ン）　ママの巻／ムーミンママの
庭

ムーミン（パペット・アニメーショ
ン）　友情の巻／世界でいちばん
最後の

ムーミンは占い師／ジャングルになっ
たムーミン谷／ムーミンママの庭／バ
ンパイアはどこ？／ほか
監督 マリア・リンドバーグ/語り 松　たか子

ＮＨＫエンタープライズ

6,800円(税別)

動画，人形劇-幼児，児童
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組
98分 98分

7001141 NSDR19484 7001142 NSDR19485

上映権付 DVD DVD

2013年 2012年
1枚組 1枚組
98分 28分

7001143 NSDR19486 7000714 DB9637

DVD DVD

2012年 1983年
1枚組 1枚組
28分 英語版 二ｶ国語・字幕付 23分

7000975 DB9638 7001035 1000238983

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組
31分 32分

7000880 ACBT10808 7000881 ACBT10807

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
97分 97分

7000868 AVBA57627 7000869 AVBA57628

動画，人形劇-ドラマ

ファイ・ブレイン　神のパズル／宿
敵！レイツェル編　３

第９話～第１２話を収録；行きましょ
う、あの場所へ／本当の夢はなん
だ？／他
監督 遠藤　広隆/ 声 浅沼　晋太郎

*7001141* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

動画，人形劇-ドラマ

ファイ・ブレイン　神のパズル／宿
敵！レイツェル編　５

第１７話～第２０話を収録；ファイ・ブ
レインとなれ／私、パズルが解けなく
てもいい／他
監督 遠藤　広隆/ 声 浅沼　晋太郎

*7001143* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

動画，人形劇-ＳＦ，ホラー

黒魔女さんが通る　８

オカルト好きの小学生チョコとインスト
ラクター黒魔女ギューピッドの巻き起
こすおかしな大騒動。
原作 石崎　洋司/ 声 折笠　富美子

*7000975* 7,600円(税別)

松竹

動画，人形劇-絵本

こびと観察入門／カブト　タケノ
ノミビョウタン編

なばたとしたか原作「こびとづかん」を
ＤＶＤ化。不思議な生き物「こびと」の
カブト等３匹を紹介
原作 なばた　としたか

*7000880* 20,000円(税別)

アスミック

動画，人形劇-動物

しろくまカフェ　Ｒ－７

シロクマが店長を務めるカフェに集う
動物たちや人間たちの交流を描く同
名コミックのアニメ第七巻
原作 ヒガ　アロハ/ 声 櫻井　孝宏

*7000868* 11,400円(税別)

エイベックス・マーケティング・コミュニケーションズ

動画，人形劇-ドラマ

ファイ・ブレイン　神のパズル／宿
敵！レイツェル編　４

第１３話～第１６話を収録；こいつは
底が浅すぎる／あのころの僕たちな
ら／他
監督 遠藤　広隆/ 声 浅沼　晋太郎

*7001142* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

動画，人形劇-ＳＦ，ホラー

黒魔女さんが通る　７

オカルト好きの小学生チョコとインスト
ラクター黒魔女ギューピッドの巻き起
こすおかしな大騒動。
原作 石崎　洋司/ 声 折笠　富美子

*7000714* 7,600円(税別)

松竹

動画，人形劇-幼児，児童

いたずらはやめて！スヌーピー

いたずらはやめて！スヌーピー／安
心な毛布／ペパーミント　パティ／リ
ラン／他
監督 サム・ジェイムス

*7001035* 2,000円(税別)

ワーナー・ブラザース

動画，人形劇-絵本

こびと観察入門／マモリ　アマク
リ　シシャワ編

なばたとしたか原作「こびとづかん」を
ＤＶＤ化。不思議な生き物「こびと」の
マモリ等３匹を紹介
原作 なばた　としたか

*7000881* 20,000円(税別)

アスミック

動画，人形劇-動物

しろくまカフェ　Ｒ－８

シロクマが店長を務めるカフェに集う
動物たちや人間たちの交流を描く同
名コミックのアニメ第八巻
原作 ヒガ　アロハ/ 声 櫻井　孝宏

*7000869* 11,400円(税別)

エイベックス・マーケティング・コミュニケーションズ
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DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
97分 97分

7000870 AVBA57629 7000871 AVBA57630

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
97分 97分

7000872 AVBA57631 7000873 AVBA57632

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 90分 105分
7000889 DDSZ118933 7000929 DRTD03530

DVD 上映権付 DVD

2012年 2013年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 108分 日本語字幕付 53分
7000931 DRTD03655 7000907 TFD1209

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 55分 日本語字幕付 55分
7000908 TFD1210 7000909 TFD1211

動画，人形劇-動物

しろくまカフェ　Ｒ－９

シロクマが店長を務めるカフェに集う
動物たちや人間たちの交流を描く同
名コミックのアニメ第九巻
原作 ヒガ　アロハ/ 声 櫻井　孝宏

*7000870* 11,400円(税別)

エイベックス・マーケティング・コミュニケーションズ

動画，人形劇-動物

しろくまカフェ　Ｒ－１１

シロクマが店長を務めるカフェに集う
動物たちや人間たちの交流を描く同
名コミックのアニメ十一巻
原作 ヒガ　アロハ/ 声 櫻井　孝宏

*7000872* 11,400円(税別)

エイベックス・マーケティング・コミュニケーションズ

動画，人形劇-幼児，児童

長ぐつをはいたネコ

捨て猫のプスはハンプティ・ダンプ
ティを助けようとしたが、無実の罪を
着せられ故郷を追われる…
監督 クリス・ミラー/ 声 アントニオ・バンデラス

*7000889* 16,000円(税別)

パラマウントホームエンタテインメントジャパン

動画，人形劇-漫画

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＦＩＬＭ　Ｚ

原作者の尾田栄一郎が自ら総合プ
ロデューサーを務め、劇場版では初
めてとなる“新世界編”を描く
監督 長峯　達也/ 声 田中　真弓

*7000931* 13,000円(税別)

東映ビデオ

スポーツ，体育-体操

エンカサイズ　Ｖｏｌ．２／月がとっ
ても青いから

舟歌（立位・手ぬぐい使用）／舟歌
（座位・手ぬぐい使用）／月がとって
も青いから（立位）／ほか
監修 金子　嘉徳/実演 長谷川　千里

*7000908* 10,000円(税別)

テイチクエンタテインメント

動画，人形劇-動物

しろくまカフェ　Ｒ－１０

シロクマが店長を務めるカフェに集う
動物たちや人間たちの交流を描く同
名コミックのアニメ第十巻
原作 ヒガ　アロハ/ 声 櫻井　孝宏

*7000871* 11,400円(税別)

エイベックス・マーケティング・コミュニケーションズ

動画，人形劇-動物

しろくまカフェ　Ｒ－１２

シロクマが店長を務めるカフェに集う
動物たちや人間たちの交流を描く同
名コミックのアニメ十二巻
原作 ヒガ　アロハ/ 声 櫻井　孝宏

*7000873* 11,400円(税別)

エイベックス・マーケティング・コミュニケーションズ

動画，人形劇-ＳＦ，ホラー

虹色ほたる　～永遠の夏休み～

１９７０年代にダムに沈んだはずの山
奥の村にタイムスリップした少年の体
験を描くファンタジー。
監督 宇田　鋼之介/出演 武井　証

*7000929* 13,000円(税別)

東映ビデオ

スポーツ，体育-体操

エンカサイズ　Ｖｏｌ．１／東京五輪
音頭

道頓堀人情（立位）／東京五輪音頭
（立位）／東京五輪音頭（座位）／ほ
か
監修 金子　嘉徳/実演 長谷川　千里

*7000907* 10,000円(税別)

テイチクエンタテインメント

スポーツ，体育-体操

エンカサイズ　Ｖｏｌ．３／あゝ人生
に涙あり

岸壁の母（座位）／あゝ人生に涙あり
（立位）／夜霧よ今夜も有難う（立位・
手ぬぐい使用）／ほか
監修 金子　嘉徳/実演 長谷川　千里

*7000909* 10,000円(税別)

テイチクエンタテインメント
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組
50分 49分

7000973 NSDR19465 7001163 NSDR19606

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組
49分 70分

7001166 NSDR18968 7001167 NSDR19705

DVD 上映権付 DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組
60分 48分

7000944 7000944 7000781 GE271

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組
48分 48分

7000782 GE272 7000783 GE273

上映権付 DVD DVD

2005年 2011年
1枚組 1枚組
116分 75分

7000784 KKCS23 7000806 7000806

スポーツ，体育-体操

ロコモが気になる人にも押して元
気にツボ体操

加齢により下半身の運動機能の衰
え、通称「ロコモ」を抑え体の機能を
活性化させるツボ体操を解説
企画・制作 ＮＨＫエデュケーショナル/講師 柳本　真弓

*7000973* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

スポーツ，体育-スキー

厳冬・利尻　究極のスキー大滑
降

日本を代表する山岳スキーヤー・
佐々木大輔が最大斜度５０度、標高
差１４００ｍの大滑降に挑む！
製作 服部　泰年/出演 佐々木　大輔

*7001166* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

スポーツ，体育-ダンス

タマオキルーティン

スタンダード＆ラテン１０種目の基礎
を学習する秘伝のプログラムを全国
ダンス愛好家のために解禁
監修 玉置　朝啓

*7000944* 3,790円(税別)

ブルーピーター

スポーツ，体育-トレーニング

プロフェッショナル・レッスン／宅
島美香プロ＆橋本大地コーチ篇

ＣＳで放送中の「ゴルフネットワーク」
の人気番組「プロフェッショナル・レッ
スン」をＤＶＤ化。
出演 宅島　美香

*7000782* 7,000円(税別)

エネット

スポーツ，体育-ドキュメンタリー，記録

青木功　生涯ゴルフの方程式

一生ゴルフと付き合っていきたい全
てのゴルファー必見。青木功が明か
す「生涯ゴルフの方程式」。
出演 青木　功

*7000784* 10,000円(税別)

エネット

スポーツ，体育-ドキュメンタリー，記録

東北楽天　被災地に誓った初優
勝

東日本大震災で大きな被害を受けた
宮城を本拠地とする楽天ゴールデン
イーグルス初優勝への軌跡。
企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ

*7001163* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

スポーツ，体育-ドキュメンタリー，記録

三浦　雄一郎　終わりなき冒険
～８０歳　エベレストに挑む～

２０１３年５月、世界初となる８０歳での
エベレスト登頂を成功させた、三浦雄
一郎の登山の全貌。
企画・制作 ＮＨＫエンタープライズ/出演 三浦　雄一郎

*7001167* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

スポーツ，体育-トレーニング

プロフェッショナル・レッスン／北
田瑠依プロ＆谷将貴コーチ篇

ＣＳで放送中の「ゴルフネットワーク」
の人気番組「プロフェッショナル・レッ
スン」をＤＶＤ化。
出演 北田　瑠依

*7000781* 7,000円(税別)

エネット

スポーツ，体育-トレーニング

プロフェッショナル・レッスン／藤
本麻子プロ＆ケンゴ本田コーチ
篇
ＣＳで放送中の「ゴルフネットワーク」
の人気番組「プロフェッショナル・レッ
スン」をＤＶＤ化。
出演 藤本　麻子

*7000783* 7,000円(税別)

エネット

スポーツ，体育-体操

～ロングブレスダイエット～美木
良介式　呼吸しっかり２分間ダイ
エット！
ＴＶ、雑誌で話題沸騰！食べてもＯ
Ｋ、道具も使わない呼吸だけの究極
エクササイズついにＤＶＤ化
出演 美木　良介

*7000806* 2,143円(税別)

スクロール

－54－



DVD DVD

2013年 2012年
1枚組 1枚組
52分 61分

7000827 CHO008 7000817 CPDM10501

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
30分 30分

7000903 7000903 7000904 7000904

上映権付 DVD DVD

2007年 2009年
1枚組 1枚組
48分 30分

7000980 7000980 7000805 7000805

DVD 上映権付 DVD

2003年 2013年
1枚組 1枚組
53分 26分

7001024 VWDS4758 7001144 NSDR18501

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2013年 2013年
1枚組 1枚組
27分 25分

7001145 NSDR18502 7001146 NSDR18503

スポーツ，体育-サッカー

ＵＥＦＡ公式ＤＶＤ　欧州サッカー
ベストゴール

ＵＥＦＡチャンピオンズリーグ・ＥＵＲＯ
から厳選されたスーパーゴールと
スーパープレイを収録。
制作 コスミック出版

*7000827* 2,800円(税別)

コスミック出版

スポーツ，体育-ダンス

ＨＡＷＡＩＩＡＮ　ＢＥＡＵＴＹ　美しく
なるためのフラレッスン

基本ステップ／１：カホロ／２：カオ／
３：レレ／４：アミ／５：ヘラ

監修 田澤　富士子

*7000903* 3,000円(税別)

汎企画

文芸-映像集

宮沢賢治　銀河鉄道の夜

２００６年に全国のプラネタリウムで上
演され大ヒットした宮沢賢治の「銀河
鉄道の夜」をＤＶＤ化
原作 宮沢　賢治/朗読 桑島　法子

*7000980* 12,000円(税別)

放送映画製作所　東京支社

教育，学習２-英語

Ｍａｇｉｃ　Ｅｎｇｌｉｓｈ／時計と一日

ディズニーの仲間と一緒に、楽しく英
語を学ぼう；ショータイム／ソング／
ゲーム／ワード・プレイ
 

*7001024* 8,125円(税別)

ポニーキャニオン

教育，学習２-職業教育

こどものための　お仕事図鑑　ｖｏ
ｌ．２

子供達に人気の職業を楽しく紹介す
るエデュテイメントＤＶＤ第２弾：消防
士／花屋／他
協力 東京消防庁

*7001145* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

スポーツ，体育-スポーツ

そろそろ走ろっ！

ランニングを習慣にするために。最大
の関門である「玄関を出る！」ための
お手伝いをするＤＶＤ。
出演 あきた　いねみ

*7000817* 8,000円(税別)

カルチュア・ＰＢ

スポーツ，体育-ダンス

ＴＡＨＩＴＩＡＮ　ＢＥＡＵＴＹ　美しくな
るためのタヒチアンダンスレッ

基本ステップ／１：タイリタマウ／２：ア
ミ／３：ファァラプ／４：アファタ／５：
ヴァル
監修 田澤　富士子

*7000904* 3,000円(税別)

汎企画

教育，学習１-社会

「ホームレス」と出会う子どもたち

東京都教職員研修センター／人権
教育資料センター

製作 飯田　基晴

*7000805* 11,429円(税別)

ホームレス問題の授業づくり全国ネット

教育，学習２-職業教育

こどものための　お仕事図鑑　ｖｏ
ｌ．１

子供達に人気の職業を楽しく紹介す
るエデュテイメントＤＶＤ第１弾：白バ
イ隊員／美容師／他
協力 警視庁

*7001144* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

教育，学習２-職業教育

こどものための　お仕事図鑑　ｖｏ
ｌ．３

子供達に人気の職業を楽しく紹介す
るエデュテイメントＤＶＤ第３弾：パ
ティシエ／看護師／他
協力 パティスリーキャロリーヌ

*7001146* 6,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ

－55－



DVD 上映権付 DVD

2013年 2012年
1枚組 1枚組
50分 72分

7000972 1 7000906 D0110

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
63分 55分

7001097 D0114 7001098 D0119

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
122分 90分

7000895 LPDF7R 7000814 CPDM10503

DVD

2012年
1枚組
88分

7000815 CPDM10500

教育，学習２-歴史

昭和の扉

昭和の時代の「遊び」「食」「衣服」を
テーマに、当時の写真資料を使って
構成された回想ＤＶＤ。
 

*7000972* 2,762円(税別)

ブルーピーター

教育，学習２-社員研修

新人・若手職員のための仕事の
進め方、研修（医療介護従事者
向け）
報連相／タイムマネジメント／ほか

講師 三塚　浩二

*7001097* 20,000円(税別)

日本士業協会

教育，学習２-防災，安全，社会教育

３．１１　東日本大震災　自衛隊
災害派遣　キズナノキオク

文部科学省選定作品（社会教育　青
年・成人向き）

日本語版監修 岡部　いさく/語り 山寺　宏一

*7000895* 9,500円(税別)

リバプール

ＤＶＤ-心理学

「もうイライラしたくない！」と思っ
たら観るＤＶＤ

なんで自分ばっかり損をするのか？
人間関係に困ったあなたへ、長引く
怒りを止める３４の法則。
出演 心屋　仁之助

*7000815* 8,000円(税別)

カルチュア・ＰＢ

教育，学習２-社員研修

新人・若手職員のためのコミュニ
ケーション研修（医療介護従事者
向け）
医療介護従事者としてのプロ意識を
持とう／コミュニケーション（基礎）／
ほか
講師 三塚　浩二

*7000906* 20,000円(税別)

日本士業協会

教育，学習２-社員研修

新人・若手職員のためのストレス
マネジメント研修（医療介護従事
者向け）
メンタルヘルスの基本／ストレスに気
付こう／セルフケアストレスの対処法
／他
講師 三塚　浩二

*7001098* 20,000円(税別)

日本士業協会

ＤＶＤ-心理学

人間関係が「しんどい！」と思っ
たら観るＤＶＤ

いつもいつも頑張って生きているけ
ど、どうにも「しんどい！」。そんなあ
なたを楽にする処方箋。
出演 心屋　仁之助

*7000814* 8,000円(税別)

カルチュア・ＰＢ
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赤の点線を実際に歩きました

〒１０１-００３５ 
東京都千代田区神田紺屋町２０番地１神保ビル３F

TEL：０３-５２９８-１７８８ http:lib-com.jp

お問い合わせ

新発売新発売第２期の６作品第２期の６作品

第１期の６作品第１期の６作品

赤目四十八滝を歩く

【本体価格】７２００円(税込)【収録時間】約１１６分

三 重

＜近鉄赤目口駅～荷担滝
　　　　　　　　　　　　　～岩窟滝までを収録＞

新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売新発売作品作品作品作品作品作品作品作品
鎌倉街道 七口切通を歩くⅡ

【本体価格】７２００円(税込)【収録時間】約６３分

神奈川

＜亀ヶ谷坂切通 ・ 化粧坂切通
　　　　 　　　名越切通 ・ 極楽寺切通を収録＞

京都大文字山ウォーキングⅡ

【本体価格】７２００円(税込)【収録時間】約９９分

＜七福思案処３～大文字火床
 　　　        　　　　　　　～銀閣寺までを収録＞

京 都

期第２第２第２第２第２第２第２期期期期期 作品作品作品作品作品作品作品作品
日光杉並木街道を歩く

【本体価格】７２００円(税込)【収録時間】約９８分

栃 木

＜東武日光線下今市駅
　　　　　 ～野口小学校前バス停までを収録＞

四国八十八ヶ所 へんろ道を歩くⅡ

【本体価格】７２００円(税込)【収録時間】約９７分

徳 島

＜四番札所 大日寺
          ～七番札所 十楽寺までを収録＞

京都大文字山ウォーキングⅠ

【本体価格】７２００円(税込)【収録時間】約１０２分

京 都

＜蹴上駅～日向大神宮
　　　　　　　 ～七福思案処３までを収録＞

和歌山

【収録時間】約８３分

【本体価格】７２００円(税込)

熊野古道Ⅰ＜大門坂＞を歩く
＜大門坂駐車場前バス停
     ～那智大社～那智の大滝までを収録＞

【収録時間】約９３分

【本体価格】７２００円(税込)

四国八十八ヶ所 へんろ道を歩くⅠ
＜JR板東駅～一番札所 霊山寺
　　　　　　　～四番札所 大日寺までを収録＞

徳 島

【収録時間】約６３分

【本体価格】７２００円(税込)

鞍馬街道・鞍馬山を歩く
＜叡山電鉄　鞍馬駅～鞍馬寺本殿金堂
　　　　　　　　～貴船神社奥宮までを収録＞

京 都

【収録時間】約６３分

【本体価格】７２００円(税込)

鎌倉街道 七口切通を歩くⅠ

＜朝夷奈切通・大仏切通 を収録＞

神奈川

【収録時間】約４９分

【本体価格】７２００円(税込)

高 尾 山 を 歩 く
＜高尾山口駅～飯縄権現堂
　　　　　　　　　 ～高尾山山頂までを収録＞

東 京

【収録時間】約７５分

【本体価格】７２００円(税込)

六 甲 山 を 歩 く Ⅰ
＜阪急芦屋川バス停～東お多福山
 　　　～本庄橋跡手前の清流までを収録＞

兵 庫

ウォーキングコースを

　　　  歩いた映像を体験！

ウォーキングコースを

　　　  歩いた映像を体験！

月間５００万ＰＶを誇る専門サイトからリリース

一人歩きの方にもグループ歩きの方にもおすすめ！！

実写版

歴史街道・古道

東武
鬼怒
川線

東武
鬼怒
川線

東武
鬼怒
川線

【許諾範囲】館内視聴・館外貸出・館内上映・館外上映

【制作・著作】株式会社アークス

ウォーカーステーションＴＶ　http://www.wstv.jp/

【販売元】株式会社ネオノーツ

バーチャルウォークシリーズＤＶＤバーチャルウォークシリーズＤＶＤ






