
●バリアフリーDVD作品リスト

タイトル
コード

タイトル 品番 発売年
再生
時間

定価
館内
上映

内容 バリアフリー機能

7000380 源氏物語　千年の謎 TDV22197 2012 136 ¥16,000
時の権力者、藤原道長は娘の彰子に帝の心を向
かわせようと、女官の紫式部に物語を書くよう促
す。

※日本語音声字幕、聴覚障害者用
日本語字幕付

7000724 のぼうの城 10DRJ30290 2013 145 ¥15,000
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。

※聴覚障害者用字幕付／映像特典

7000791
踊る大捜査線　ＴＨＥ　ＦＩＮＡＬ／新たな
る希望

PCBC72187 2013 126 ¥16,000
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。

※日本語音声字幕付

7000893 図書館戦争　ＬＩＢＲＡＲＹ　ＷＡＲＳ DABR4493 2013 128 ¥15,000
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。

※視聴覚障害者用字幕付き

7000911 舟を編む DB9727 2014 133 ¥16,000
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

※聴覚障害者用日本語字幕付き

7000974 大奥／永遠　右衛門佐・綱吉篇 DB9671 2013 124 ¥16,000
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

※聴覚障がい者用日本語字幕つき

7001033
あらかわ／続・あらかわ～水の共同体
をもとめて～

KKJL140 2013 160 ¥20,000
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

※聴覚障害者対応日本語字幕付

7001588 犬と猫と人間と　２　動物たちの大震災 KKJL152 2014 104 ¥15,000
東日本大震災で被災した人とペットや家畜などの
動物たちを取材したドキュメンタリー。特典映像付

※特典映像６５分／視覚障害者向
け日本語字幕付

7001671
貞子３Ｄ２　２Ｄバージョン　＆　スマ４Ｄ
（スマホアプリ連動版）

DABR4557 2014 96 ¥15,000
“呪いの動画”事件から５年、茜と孝則の間には一
人娘・凪が生まれたが、凪の周りで自殺が続き…

※ガイダンス（5分）／聴覚障害者用
日本語字幕

7001750 夏の終り KWX1466 2014 113 ¥13,500
妻子ある年上の作家・小杉慎吾と長年一緒に暮ら
している知子のもとにかつての恋人・涼太が現れ
…

※聴覚障害者用字幕付

7001753 ペコロスの母に会いに行く TCED2172 2014 113 ¥10,000
夫の死を契機に認知症を発症し始めた母・みつえ
の面倒を見ていた団塊サラリーマンのゆういちは
…

※視覚障障害者対応ガイド／聴覚
障害者向け音声付

7002009 永遠の０ TDV24320R 2015 144 ¥16,000
ふとしたことから自分の実の祖父・宮部久蔵の存
在を知った健太郎は、彼のルーツを追い求めるが
…

※特典映像／聴覚障害者用日本語
字幕／2015年1月発売

7002442 万能鑑定士Ｑ　‐モナ・リザの瞳‐ DABR4753 2015 119 ¥15,000
驚異的な観察眼と記憶力を持つ“天才鑑定家”凜
田莉子は、ある日ルーブル美術館から依頼を受け
…

※聴覚障害者用日本語字幕／特典
映像：予告編

7002982 くちびるに歌を PCBE74900 2015 132 ¥15,000
臨時の音楽教師として、故郷の五島列島に赴任し
た柏木ユリは、嫌々ながらも合唱部の顧問となり
…

※聴覚障害者用字幕

7003342 ホストタウン　エイブル２ able02 2012 101 ¥14,286
上映
可

スペシャルオリンピックスのホストタウンとなった
ニューブリッジに暮らすダウン症の少女の物語。

※特典映像／聴覚障害者用字幕

7003467
逃げ遅れる人々　東日本大震災と障
害者

7003467 2012 74 ¥9,524
上映
可

東日本大震災で被災した障害者とそこに関わる
人々の証言を福島県を中心にまとめたドキュメン
ト。

※聴覚障害者用字幕付

7003922
図書館戦争　ＴＨＥ　ＬＡＳＴ　ＭＩＳＳＩＯ
Ｎ

DABR4953 2016 120 ¥15,000
図書隊解散を狙う手塚の兄、慧によって「図書館
法規要覧」の一般展示がメディア良化隊に襲撃さ
れ

※聴覚障害者用日本語字幕付き

7003957 龍三と七人の子分たち BCDR3418 2016 111 ¥16,000
かつて”鬼の龍三”と言われた元やくざの龍三は、
オレオレ詐欺に引っかかってしまったことから…

※聴覚障害者用字幕付き／2016年
8月1日発売

7003958 百日紅　～Ｍｉｓｓ　ＨＯＫＵＳＡＩ～ BCDR3332 2016 90 ¥16,000
父であり師匠でもある葛飾北斎とともに暮らす浮
世絵師、お栄は喜怒哀楽に満ちた江戸を描き続け
る

※障害者用字幕、音声付／2016年
8月1日発売／特典映像３分

7003995 迷宮カフェ DABR4877 2015 112 ¥15,000
そこを訪れる客が次々に失踪するという謎のカフェ
を追い、記者の榎木田は店主・マリコに近づくが

※聴覚障害者用字幕付

7004013 ピンクとグレー DABR4996 2016 119 ¥15,000
俳優・白木蓮吾の死後、その遺書を伝記として綴
り、一躍時の人となった蓮吾の親友、河田だった
が

※聴覚障害者用日本語字幕付

7004298 エール！ ALBSD1985 2016 106 ¥12,500
耳が聴こえない家族の中で唯一の健常者・ポーラ
は歌手になることを夢見るが、家族の反対にあい
…

※障害者用字幕付

7004310 犬に名前をつける日 SHBP001 2016 107 ¥20,000
愛犬を亡くしたテレビディレクターの久野かなみ
は、犬の命をテーマにした映画を撮り始める内に
…

※視覚、聴覚障害者向けバリアフ
リー版／特典１２４分

7004385 東野圭吾ドラマシリーズ　”笑” ACBR10885 2014 84 ¥15,000
第１笑「モテモテ・スプレー」／第２笑「あるジーサン
に線香を」／第３笑「誘拐電話網」

※聴覚障害者用字幕付

7004598 日輪の遺産 DABR4127 2012 134 ¥15,000
大戦末期、陸軍の真柴少佐は軍がマッカーサーか
ら奪取した財宝を極秘に隠匿する密命を遂行する
が

※聴覚障害者用字幕付き

7004850 天使のいる図書館 LCST10004 2017 108 ¥12,000
上映
可

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

※聴覚障害者向けバリアフリー対応
／2017年10月3日発売

7004853 聖の青春 DABR5139 2017 124 ¥15,000
かつて「東の羽生、西の村山」と称された男・村山
聖。病魔に蝕まれつつも将棋にかけた人生を描く

※聴覚障害者用字幕付き

7004854 湯を沸かすほどの熱い愛 KWX1890 2017 125 ¥16,000
銭湯「幸の湯」を営む幸野家は父親が出奔して休
業状態。母の双葉はパートで生計を立てていたが
…

※視覚障害者用音声／聴覚障害者
用字幕つき

7005004 ケアニン／あなたでよかった LCST10005 2017 105 ¥12,000
上映
可

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

※バリアフリー字幕／2017年10月3
日発売

7005138 沈黙／サイレンス DABR5169 2017 161 ¥15,000
日本で捕らえられ棄教したといわれる宣教師フェレ
イラを追い、弟子のロドリゴとガルベは長崎へ…

※聴覚障害者用字幕付

7005337 エンディング・ノート BCDR3649 2017 90 ¥18,000
高度経済成長期を「段取り命！」をモットーに駆け
抜けた男が、自らの最期の段取りをつけるため…

※特典映像２分／視覚・聴覚障害
者対応字幕付

7005406 アンドロイド版　三人姉妹 TTVS0001 2016 109 ¥11,400
上映
可

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

※特典１２７分／聴覚障害者向け字
幕付き

7005550
涙の数だけ笑おうよ／車椅子の落語
家　林家かん平奮闘記

OGVD903 2017 85 ¥18,000
上映
可

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

※聴覚障害者対応日本語字幕付き

7005588 アンダンテ／稲の旋律 7005588 2011 107 ¥7,000
文部科学省，母親の希望で音楽の道を志した千
華だが、業界の競争に疲れ家に引きこもってしま
う。

※聴覚障害者用字幕あり／特典約
６０分／上映権付は￥25,000

7005612 この世界の片隅に BCDR3626 2018 129 ¥16,000
１９４４年、１８歳で呉に嫁いだすず。生活が苦しい
中でも毎日の暮らしを大切に積み重ねていく。

※2018/5/1発売　聴覚障害者対応
日本語字幕付

7005631 怪盗グルーのミニオン大脱走 GNBR4020 2018 90 ¥16,000
大悪党バルタザールを取り逃がし、反悪党同盟を
クビになったグルー。そこに双子の兄からの便りが

※聴覚障害者対応字幕つき

7005846 ＦＡＫＥ　ディレクターズカット版 PADR1001 2017 128 ¥16,000
「ゴーストライター騒動」で世間を賑わせた佐村河
内守氏に密着。社会に虚と実の本質を問いかける

※聴覚障害者向け日本語字幕付き

AV Library バリアフリー資料リスト / 2022年版

バリアフリー字幕や音声ガイドなど、聴覚・視覚に障害をもつ方でも楽しめるDVDです。
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7005853 もうろう　を　いきる SG099HD 2017 91 ¥20,000
上映
可

文部科学省，目と耳が不自由な「盲ろう」の人々
が、地域で支えあいながら暮らす様子を取材す
る。

※特典映像１４分／視覚・聴覚障害
者対応音声字幕／大規模上映不可

7006208 赤毛のアン 80DRJ20790 2017 89 ¥12,000
プリンス・エドワード島に住むマシュウとマリラ兄妹
の家に、赤毛の少女・アンがやってくることに

※バリアフリー対応

7006212 夢売るふたり BCDR3107 2018 137 ¥16,000
夫婦で営んでいた小料理店を火事で失った市澤
里子は、夫の貫也を利用した結婚詐欺を計画する
が…

※映像特典3分／障害者対応日本
語字幕付

7006253
毎日がアルツハイマー　ザ・ファイナル
／最期に死ぬ時。

KKJL164 2018 72 ¥15,000
自宅で母を介護し続けていた関口監督が自身の
入院・手術を経験し、死のあり方について考察す
る。

※特典（劇場予告編）／視覚聴覚障
害者対応日本語字幕・ガイド

7006281 カメラを止めるな！ VPBT6049 2018 96 ¥15,000
とある自主映画の撮影隊によるゾンビ映画の撮影
中に、本物のゾンビが出現しスタッフに襲い掛かる

※オーディオコメンタリ―２編収録／
バリアフリー日本語字幕・音声ガイド

7006309 ３月のライオン【前編】 TDV27296 2018 139 ¥16,000
両親を事故で失い東京の下町で一人暮らしをする
桐山零は、中学生でプロ棋士としてデビューする。

※視覚障害者用音声ガイド

7006310 ３月のライオン【後編】 TDV27301 2018 140 ¥16,000
中学生でプロ棋士の桐山零は川本家の三姉妹と
出会い心の拠り所を得るが、彼女たちの父親が現
れ…

※視覚障害者用音声ガイド

7006366 東京喰種　トーキョーグール DB9980 2018 119 ¥16,000
人の姿をしながら人を食らう「喰種」が潜む東京。
大学生カネキは喰種・リゼの臓器を移植されて…

※特典映像約2分／聴覚障害者用
字幕付

7006373 曇天に笑う DASH9013 2018 92 ¥16,000
「どんな時でも笑っていられる強い男」が信条の曇
家の長兄、天火は弟の空丸を風魔一族にさらわれ

※特典映像約２分／聴覚障害者用
日本語字幕

7006424 イソップ村影絵にっき J002 2010 75 ¥12,000
カエルのさいなん／よくばりなかりうど／ロバとヤ
ギ／こいをしたネコ／アリとセミ／他

※聴覚障害者字幕入り

7006425 おもしろ影絵あそび J003 2010 60 ¥12,000
にわとりといぬときつね／きつねのおやこ／うさご
とかめ／サバンナのいちにち／他

※聴覚障害者字幕入り

7006506
発達障害へのアプローチ　第１巻／解
説編

7006506 2011 45 ¥9,000
上映
可

（１）自閉的な特徴がある＝自閉症スペクトラム＝
【４つの特徴】

※代表的な発達障害及び基本的な
対応

7006507
発達障害へのアプローチ　第２巻／実
践編

7006507 2011 43 ¥9,000
上映
可

（１）自分の思い通りになると思っている／（２）理由
がわからない／他

※発達障害のある子が示しやすい
１０の特徴と指導法

7006516 三池／終わらない炭鉱の物語 SG069HD 2008 103 ¥20,000
１５０年以上にわたる三池炭鉱の歴史と向き合う
べく、炭鉱関係者や家族からの証言を映像化す
る。

※特典５５分／聴覚障害者対応字
幕／視覚障害者対応音声ガイド

7006576 斉木楠雄のψ難 RJD81245 2018 97 ¥16,000
生まれながらの超能力者、斉木楠雄の願いは「普
通に生きること」。だが周りの人間はそれを許さず

※聴覚障害者用日本語字幕

7006925 沈黙の春を生きて KKJL107 2012 87 ¥20,000
上映
可

ベトナム戦争時、米軍の散布する枯葉剤に含まれ
ていた、ダイオキシンの影響に苦しむ人々を追う。

※聴覚障害者対応日本語字幕

7006935 夜間もやってる保育園 KKJL168 2019 111 ¥20,000
家庭事情の複雑化や社会の変容により、夜間の
乳幼児保育を必要とする親のための保育園を取
材する

※特典映像２分／バリアフリー対応
音声ガイド＆日本語字幕

7007045 太陽の塔 MX656S 2019 112 ¥15,000
岡本太郎から影響を受けた人々へのインタビュー
を通して、”太陽の塔”の謎を解き明かしていく。

※特典３分／視覚・聴覚障害者対
応音声字幕付き

7007090 筑波海軍航空隊 MX573S 2015 99 ¥10,000
訓練部隊であった「筑波海軍航空隊」で特攻隊員
として訓練された人々の証言を集めたドキュメント

※特典21分／聴覚障害者対応日本
語字幕

7007105 海よりもまだ深く BCDR3542 2019 117 ¥16,000
上映
可

自称作家のダメ男・良多は、たまたま母の家で離
婚した妻子と顔を合わせるが、台風で帰れなくなり

※特典映像４分／聴覚障害者対応
日本語字幕

7007387 居眠り磐音 DASH9053 2020 121 ¥16,000
幼馴染二人を失い、許嫁との暮らしも捨てて脱藩
した坂崎磐音は浪人となり、江戸で暮らし始める。

※特典映像約3分／バリアフリー日
本語字幕

7007536 ねぼけ IKI001 2018 111 ¥20,000
上映
可

うだつの上がらない落語家の三語郎は、懸命に自
分を支えてくれた恋人の真海が姿を消したことで
…

※聴覚障害者対応日本語字幕付

7007605 イーちゃんの白い杖 7007605 2020 108 ¥12,000
上映
可

イーちゃんは生まれつき目が見えない。でも重度
障害者の弟、息吹君といつだって強く生きている。

※バリアフリー仕様／音声ガイド付
き

7007613 新聞記者 DABR5627 2019 113 ¥15,000
新聞記者の吉岡は匿名情報をもとに大学新設計
画を巡る闇を追うが、情報は政権にコントロールさ
れ

※特典7分／バリアフリー字幕

7007651 グローリー／明日への行進 GADR1195 2016 128 ¥25,000
上映
可

アカデミー賞主題歌賞，１９６５年、黒人の選挙権
を求めるキング牧師はセルマからデモ行進を始め

※日本語デカ字幕付

7007659 オン・ザ・ハイウェイ／その夜、８６分 ALBSD1928 2016 86 ¥12,500
妻や二人の子と順風満帆の生活を送っていたアイ
ヴァン。だが、１本の電話が彼に人生の決断を迫
る

※デカ字幕付き

7007660
ハローキティといっしょにお勉強／おみ
せやさん　なにやさん？

V1124 2013 40 ¥6,000
クッキーをつくろう／おみせやさん　なにやさん？
／あさがおさいた／かたちであそぼ／他全５話

※聴覚障がい者用字幕付き

7007661
ハローキティといっしょにお勉強／かげ
であそぼう

V1121 2013 40 ¥6,000
かげであそぼう／ふしぎなふくろ／おはなしをつく
ろう／こわれたロボット／他全５話

※聴覚障がい者用字幕付き

7007662
ハローキティといっしょにお勉強／ごは
んはたのしく！

V1125 2013 40 ¥6,000
つみきののりもの／ごはんはたのしく！／どうろの
ルール／キティとミミィのえほん／他全５話

※聴覚障がい者用字幕付き

7007673 ヲタクに恋は難しい PCBC72749 2020 114 ¥16,000
２６歳ＯＬの桃瀬鳴海は隠れ腐女子。転職先の会
社で幼馴染の二枚目ゲームヲタ・二藤と再会して
…

※バリアフリー日本語字幕付

7007674 最後まで行く ALBD8420 2015 111 ¥12,500
突然の監査が入り、自身の横領の証拠を隠すた
め職場に向かっていた刑事ゴンスは人を轢いてし
まう

※デカ字幕付き

7007691 こどもしょくどう VPBT6066 2020 93 ¥15,000
食堂を営む両親と暮らすユウトはある日、幼馴染
のタカシとともに河原で車中泊をする姉妹と出会う

※バリアフリー日本語字幕／音声ガ
イド

7007693 決算！忠臣蔵 80DRJ30421 2020 125 ¥12,000
藩主・浅野内匠頭の狼藉により取り潰しとなった赤
穂藩。藩士が切望する仇討ちにかかる金額とは…

※バリアフリー日本語字幕／音声ガ
イド

7007694 生きてるだけで、愛。 80DRJ30409 2019 109 ¥12,000
鬱状態で引きこもっている寧子と同棲して三年に
なる津名木の前に、かつての恋人・安堂が現れて
…

※バリアフリー日本語字幕

7007695 五億円のじんせい AFBZ1286 2020 112 ¥25,000
上映
可

かつて五億円の募金により難病から救われた高
月望来は、マスコミに晒され続ける生活に嫌気が
さし

※バリアフリー日本語字幕

7007700 記憶にございません！ PCBC72729 2020 127 ¥16,000
数々の暴言と尊大な態度で「史上最悪のダメ総
理」と言われる黒田は、群衆からの投石が頭に当
たり

※特典映像／バリアフリー日本語
字幕／音声ガイド

7007701 人間失格／太宰治と３人の女たち PCBP74216 2020 120 ¥16,000
妻とふたりの子どもがいながら、自殺未遂と浮気を
繰り返す天才作家・太宰治。その破天荒な日々。

※バリアフリー日本語字幕／音声ガ
イド

7007703 沖縄スパイ戦史 KKJL174 2020 114 ¥20,000
上陸米軍との激しい戦闘が行われた沖縄戦で、今
まで語られてこなかった「秘密戦」の実態を追う。

※特典映像73分／バリアフリー対
応日本語字幕

7007744
男はつらいよ　第５０作／お帰り　寅さ
ん

DASH9074 2020 115 ¥16,000
念願の小説家になった満男は、亡くなった妻の７
回忌に久々に葛飾の実家を訪れて昔話に花を咲
かす

※バリアフリー日本語音声ガイドつ
き
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●バリアフリーDVD作品リスト

タイトル
コード

タイトル 品番 発売年
再生
時間

定価
館内
上映

内容 バリアフリー機能

7007761 スパイダーマン：スパイダーバース RDD81499 2020 117 ¥16,000
高架下でグラフィティをしていた少年・マイルズは、
蜘蛛にかまれたことでスパイダーマンになり…

※バリアフリー日本語字幕

7007771 ドラゴンクエスト　ユアストーリー TDV29387 2020 103 ¥16,000
少年リュカは魔物にさらわれた母マーサを取り戻
す旅を続けていたが、旅の途中で父パパスを失い
…

※バリアフリー音声ガイド／字幕

7007781 アルキメデスの大戦 TDV29325 2020 130 ¥16,000
昭和八年、海軍省の進める巨大戦艦建造計画に
反対派する少佐、山本五十六はある数学者に目
をつけ

※バリアフリー音声ガイド／字幕

7007846
皇室アルバム　絆、そして祈り／昭和
から平成　天皇ご一家の全記録

TCED4890T 2020 260 ¥30,000
第１巻　昭和のアルバム／第２巻　平成のアルバ
ム／第３巻　鮮やかによみがえるアルバム

※バリアフリー日本語字幕

7007883 引っ越し大名 DASH9066 2020 120 ¥16,000
江戸時代の姫路藩。書庫で本を読んでばかりの片
桐は、藩から突然引っ越し奉行に任命されてしま
い

※特典映像約2分／バリアフリー日
本語音声ガイド／字幕

7007884 海獣の子供 5DMPBA105 2020 111 ¥15,000
学校にも家にも居場所のない中学生の琉花は、父
親が働いている水族館で不思議な兄弟と出会って
…

※特典映像約２２分／バリアフリー
日本語字幕･音声ガイド

7007911 蜜蜂と遠雷 TDV30028R 2020 119 ¥16,000
国際コンクールで出会った４人のピアニストたち。
それぞれの想いをかけ、天才たちの闘いが始まる

※映像特典２分／バリアフリー日本
語音声ガイド＆字幕

7007918 Ｆｕｋｕｓｈｉｍａ　５０／フクシマフィフティ DABR5715 2020 122 ¥15,000
東日本大震災による津波のため全電源を喪失し
た福島第一原子力発電所は、炉内を冷やせなくな
り…

※バリアフリー日本語字幕

7007919 あの日のオルガン OED10646 2020 119 ¥16,000
大戦末期、戸越保育所の主任保母・板倉は、子供
たちを空襲から守るため、疎開先を探していたが
…

※特典映像約15分／バリアフリー
日本語字幕・音声ガイド

7007920 大河ドラマ　麒麟がくる　完全版　１ NSDR24598 2020 164 ¥5,500
第１回「光秀、西へ」／第２回「道三の罠（わな）」／
第３回「美濃の国」

※バリアフリー日本語字幕

7007921 大河ドラマ　麒麟がくる　完全版　２ NSDR24599 2020 178 ¥5,500
第４回「尾張潜入指令」／第５回「伊平次を探せ」
／第６回「三好長慶襲撃計画」／他

※バリアフリー日本語字幕

7007922 大河ドラマ　麒麟がくる　完全版　３ NSDR24600 2020 134 ¥5,500
第８回「同盟のゆくえ」／第９回「信長の失敗」／第
１０回「ひとりぼっちの若君」

※バリアフリー日本語字幕

7007923 大河ドラマ　麒麟がくる　完全版　４ NSDR24601 2020 178 ¥5,500
第１１回「将軍の涙」／第１２回「十兵衛の嫁」／第
１３回「帰蝶のはかりごと」／他

※バリアフリー日本語字幕

7007924 大河ドラマ　麒麟がくる　完全版　５ NSDR24602 2020 134 ¥5,500
第１５回「道三、わが父に非ず」／第１６回「大きな
国」／第１７回「長良川の対決」

※バリアフリー日本語字幕

7007925 大河ドラマ　麒麟がくる　完全版　６ NSDR24603 2021 178 ¥5,500
第１８回「越前へ」／第１９回「信長を暗殺せよ」／
第２０回「家康への文」／他

※バリアフリー日本語字幕

7007926 大河ドラマ　麒麟がくる　完全版　７ NSDR24604 2021 134 ¥5,500
第２２回「京よりの使者」／第２３回「義輝、夏の終
わりに」／第２４回「将軍の器」

※バリアフリー日本語字幕

7007927 大河ドラマ　麒麟がくる　完全版　８ NSDR24605 2021 134 ¥5,500
第２５回「羽運ぶ蟻（あり）」／第２６回「三淵の奸計
（かんけい）」／第２７回「宗久の約束」

※バリアフリー日本語字幕

7007928 大河ドラマ　麒麟がくる　完全版　９ NSDR24606 2021 133 ¥5,500
第２８回「新しき幕府」／第２９回「摂津晴門の計
略」／第３０回「朝倉義景を討て」

※バリアフリー日本語字幕／
20210326発売

7007929 大河ドラマ　麒麟がくる　完全版　１０ NSDR24607 2021 178 ¥5,500
第３１回「逃げよ信長」／第３２回「反撃の二百挺
（ちょう）」／他

※バリアフリー日本語字幕／
20210326発売

7007930 大河ドラマ　麒麟がくる　完全版　１１ NSDR24608 2021 178 ¥5,500
第３５回「義昭、まよいの中で」／第３６回「訣別（け
つべつ）」／他

※バリアフリー日本語字幕／
20210326発売

7007931 大河ドラマ　麒麟がくる　完全版　１２ NSDR24609 2021 133 ¥5,500
第３９回「本願寺を叩（たた）け」／第４０回「松永久
秀の平蜘蛛（ひらぐも）」／他

※バリアフリー日本語字幕／
20210423発売

7007932 大河ドラマ　麒麟がくる　完全版　１３ NSDR24610 2021 149 ¥5,500
第４２回「離れゆく心」／第４３回「闇に光る樹（き）」
／第４４回「本能寺の変」

※バリアフリー日本語字幕／
20210423発売

7007933 連続テレビ小説　エール　完全版　１ NSDR24566 2020 150 ¥5,500
第１週　「初めてのエール」／第２週　「運命のかぐ
や姫」

※バリアフリー日本語字幕

7007934 連続テレビ小説　エール　完全版　２ NSDR24567 2020 150 ¥5,500 第３週　「いばらの道」／第４週　「君はるか」 ※バリアフリー日本語字幕

7007935 連続テレビ小説　エール　完全版　３ NSDR24568 2020 150 ¥5,500 第５週　「愛の狂騒曲」／第６週　「ふたりの決意」 ※バリアフリー日本語字幕

7007936 連続テレビ小説　エール　完全版　４ NSDR24569 2020 150 ¥5,500 第７週　「夢の結婚生活」／第８週　「紺碧の空」 ※バリアフリー日本語字幕

7007937 連続テレビ小説　エール　完全版　５ NSDR24570 2020 150 ¥5,500 第９週　「東京恋物語」／第１０週　「響きあう夢」 ※バリアフリー日本語字幕

7007938 連続テレビ小説　エール　完全版　６ NSDR24571 2021 150 ¥5,500
第１１週　「家族のうた」／第１２週　「アナザース
トーリー」

※バリアフリー日本語字幕

7007939 連続テレビ小説　エール　完全版　７ NSDR24572 2021 150 ¥5,500
第１３週　「スター発掘オーディション！」／第１４週
「弟子がやって来た！」

※バリアフリー日本語字幕

7007940 連続テレビ小説　エール　完全版　８ NSDR24573 2021 150 ¥5,500 第１５週　「先生のうた」／第１６週　「不協和音」 ※バリアフリー日本語字幕

7007941 連続テレビ小説　エール　完全版　９ NSDR24574 2021 150 ¥5,500 第１７週　「歌の力」／第１８週　「戦場の歌」 ※バリアフリー日本語字幕

7007942 連続テレビ小説　エール　完全版　１０ NSDR24575 2021 150 ¥5,500
第１９週　「鐘よ響け」／第２０週　「栄冠は君に輝
く」

※バリアフリー日本語字幕
/20210326発売

7007943 連続テレビ小説　エール　完全版　１１ NSDR24576 2021 150 ¥5,500
第２１週　「夢のつづきに」／第２２週　「ふるさとに
響く歌」

※バリアフリー日本語字幕
/20210326発売

7007944 連続テレビ小説　エール　完全版　１２ NSDR24577 2021 150 ¥5,500 第２３週　「恋のメロディ」／第２４週　「エール」
※バリアフリー日本語字幕
/20210326発売

7007947 空海　ＫＵ‐ＫＡＩ／美しき王妃の謎 DABR5430 2018 132 ¥15,000
遣唐使として日本から唐に渡った若き天才僧侶・
空海は、長安の都で怪事件に巻き込まれてしま
う。

※特典約５分／バリアフリー日本語
字幕＆音声ガイド

7007948 コンフィデンスマンＪＰ／ロマンス編 PCBC72727 2019 115 ¥16,000
華麗に大胆に人を騙し続けるコンフィデンスマンの
３人組。次のターゲットは香港マフィアの女帝？

※特典映像／バリアフリー日本語
字幕

7007949 柘榴坂の仇討 BCDR3346 2020 119 ¥15,000
安政七年、主君・井伊直弼を失った志村金吾は、
十三年後、追い続けていた仇をようやく探し出すが

※映像特典３分／聴覚障害者対応
日本語字幕

7007998 先生と迷い猫 KWX1787 2016 107 ¥16,000
偏屈で堅物の元校長先生、森衣はいつも亡妻の
仏壇にやってきていた三毛猫のミイがいなくなって
…

※聴覚障害者用字幕

7008019 しがらきから吹いてくる風 SG089HD 2011 91 ¥20,000
上映
可

優秀映画鑑賞会，他，窯業の里信楽の町で、知恵
おくれと呼ばれる人たちのおおらかに働く姿を追う

※視覚障害者対応副音声／聴覚障
害者対応日本語字幕付
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上映

内容 バリアフリー機能

7008037 がんと生きる／言葉の処方箋 7008037 2021 90 ¥12,000
上映
可

患者の苦しみを言葉で癒す「言葉の処方箋」を処
方する、がん哲学外来に集う人々のドキュメント。

※バリアフリー日本語字幕／音声ガ
イド

7008041 ４６１個のお弁当 80DRJ30099 2020 98 ¥12,000
長年連れ添った妻と別れて、息子・虹輝との２人暮
らしを始めた鈴本一樹は、彼とある約束をする。

※バリアフリー日本語字幕／音声ガ
イド

7008083 わたしたち OED10666 2020 94 ¥20,000
上映
可

１０歳の小学生ソンは転校生のジアと仲良くなる
が、新学期になるとジアは別の子と仲良くなって…

※バリアフリー日本語音声ガイド

7008142 春を告げる町 KKJL175 2021 130 ¥20,000
東日本大震災の直後から全長避難を余儀なくされ
た福島県双葉郡広野町。それから１０年の町の
姿。

※特典映像13分／バリアフリー音
声ガイド・字幕

7008143 新解釈　三國志 VPBT6082 2021 114 ¥15,000
中華統一を巡り、魏・呉・蜀の三国が争う時代。民
の平穏を願う一人の男、劉備玄徳が立ち上がる。

※バリアフリー日本語字幕・音声ガ
イド

7008152
スパイダーマン／ファー・フロム・ホー
ム

RDD81557 2019 129 ¥16,000
スパイダーマンことピーター・パーカーは、ＭＪや
ネッド達と夏休みのヨーロッパ旅行に出かけるが

7008153 スパイダーマン／ホームカミング RDD81167 2017 133 ¥16,000
憧れのトニー・スタークから貰ったスーツで町の平
和を守るピーターは、トニーの宿敵に戦いを挑み

※聴覚障害者用字幕

7008183 バースデーワンダーランド ANLB11595 2020 115 ¥18,000
上映
可

自分に自信の持てないアカネは、突然現れた大錬
金術師によってワンダーランドに連れて行かれて
…

※バリアフリー日本語字幕

7008185
終わりのない原子力災害／３．１１東
日本大震災から１０年

M1047667 2021 43 ¥15,000
上映
可

東日本大震災による原発事故から１０年。未だに
収束の見えない暮らしを余儀なくされる人々を追う

※バリアフリー字幕

7008190 翔んで埼玉 DTZS10104 2019 106 ¥16,000
娘の結納のため、埼玉から東京に向かう菅原家の
カーラジオから流れ出したのは、ある伝説の物語。

※バリアフリー字幕

7008191
かぞくいろ／ＲＡＩＬＷＡＹＳ　わたしたち
の出発

DASH9035 2019 120 ¥16,000
夫を突然なくした奥薗晶は、残された子供と共に
夫の故郷の鹿児島に住む義父・節夫に会いに行
く。

※バリアフリー字幕

7008272 この世界の（さらにいくつもの）片隅に BCDR3781 2021 168 ¥16,000
嫁ぎ先の呉の街中で道に迷ってしまったすずは、
遊郭の女性・リンと出会い、心を通わせていくが…

※2021/6/1発売　聴覚障害者対応
日本語字幕付

7008276
映画クレヨンしんちゃん／爆盛！カン
フーボーイズ～拉麺大乱～

BCDR03699 2021 109 ¥14,000
食べたら病み付きになる謎のラーメン・ブラックパ
ンダラーメンを食べた春日部の人々が狂暴化し…

※聴覚障害者用字幕付

7008280 影裏 ANLB10181 2020 134 ¥18,000
転勤先の盛岡で同僚の日浅と親しくなった今野。
だがある日、日浅が行方不明になったとの知らせ
が

※バリアフリー日本語音声、字幕付

7008283 おとなの事情／スマホをのぞいたら RJD81706 2021 101 ¥16,000
「スマホに届くメールと電話を全て公開する」ゲー
ムを始めた７人の男女。着信のたびに修羅場が…

※バリアフリー字幕／音声ガイド

7008290 楽園 80DRJ30420 2020 129 ¥12,000
地方都市で起きた少女失踪事件をきっかけに知り
合った孤独な青年・豪士と、その少女の親友・紡。

※バリアフリー音声、字幕あり

7008291 ロマンスドール 80DRJ30422 2020 123 ¥12,000
一目惚れから結婚した園子と幸せな日常を送る哲
雄は、ラブドール職人である事を隠し続けていた。

※バリアフリー字幕あり

7008295 愛唄／約束のナクヒト 80DRJ30411 2019 127 ¥12,000
平凡な毎日をなんとなく過ごしていたトオルだがあ
る日、人生のタイムリミットを突然告げられる。

※バリアフリー日本語字幕あり

7008401 一度死んでみた DASH9077 2020 93 ¥16,000
父親のことが大嫌いで、未だに反抗期を引きずっ
ている女子大生・七瀬は、本当に父が死んだと聞
き

※バリアフリー日本語音声ガイド、
日本語字幕あり

7008402 弱虫ペダル DASH9085 2021 112 ¥16,000
千葉から秋葉原にママチャリで通う小野田坂道
は、その走りを見た同級生の今泉から勝負を挑ま
れ…

※バリアフリー日本語音声、字幕あ
り

7008403 さくら DASH9088 2021 119 ¥16,000
兄・ハジメの死をきっかけにバラバラになった長谷
川家。次男の薫は二年ぶりに実家へと向かうが…

※バリアフリー日本語音声、字幕あ
り

7008405 星屑の町 DTTD20358 2020 104 ¥16,000
売れないコーラスグループ「山田修とハローナイ
ツ」は、地方回りで東北の田舎娘・愛と出会って…

※バリアフリー日本語字幕あり

7008412 カンフー・ラビット IF160828 2016 88 ¥15,000
ウサギのフーは、お菓子を売りに行った先の村
で、サルのおじいさんに娘のペニーを探すよう頼ま
れ

※日本語デカ字幕あり

7008413 ねむれ思い子　空のしとねに IF160837 2016 50 ¥15,000
生まれてすぐに両親を事故で失った１９歳の織音
は、ある事件で警察に追われる身となっていたが
…

※聴覚障害者対応日本語字幕、デ
カ字幕あり

7008414
ファインディング　ベイビーパンダ／く
しゃみパンダを探せ！

IF170846 2017 89 ¥15,000
マーニーは超有名な動物園で働く生物学者。しか
し動物園は冬の時代で、経営は行き詰まるばか
り。

※日本語デカ字幕あり

7008415 おじいさんと子猫の魔法の家 IF190913 2019 85 ¥15,000
飼い主に捨てられたかわいそうな子猫のサンダー
は、マジシャンのおじいさん・ローレンスと出会い

※日本語デカ字幕あり

7008416 ディープ IF180887 2018 92 ¥15,000
２１００年の地球。そこは人間のせいで陸地が海に
沈み、生き物の住めない惑星に変わりつつあった

※日本語デカ字幕あり

7008445 夏美のホタル DABR5122 2017 108 ¥15,000
将来の夢や恋人の慎吾との関係に悩んでいた夏
美は、父が遺したバイクで思い出の森へと向かっ
て…

※特典約２分／聴覚障害者用日本
語字幕付き

7008463 さよならの朝に約束の花をかざろう BCDR03685 2019 115 ¥15,000
１０代半ばの外見のまま数百年の時を生きるイオ
ルフの民の少女、マキアは仲間と帰る場所を失い
…

※バリアフリー字幕

7008482 ＲｅＬＩＦＥ／リライフ CPDP13005 2018 120 ¥16,000
就職に失敗し続けていた海崎は、謎の男から一年
だけ高校生活をやり直すプログラムにスカウトされ

※特典３分／視覚障害者用音声ガ
イド／聴覚障害者用字幕

7008555
生命のことづけ／死亡率２倍　障害の
ある人たちの３．１１

7008555 2013 37 ¥10,000
上映
可

東日本大震災で被災した障害のある人の証言を
中心に、自治体や支援団体の取り組みの在り方を
探る

※字幕、音声解説、手話

7008559 コンフィデンスマンＪＰ／プリンセス編 PCBC72750 2020 124 ¥16,000
世界有数の大富豪レイモンド・フウの遺産相続を
巡り、ダー子たちはコンゲームを仕掛け始めるが
…

※特典映像／バリアフリー日本語
字幕

7008571 グランドフィナーレ GADR1330 2016 124 ¥15,000
ヨーロッパ映画賞受賞，世界的音楽家フレッドにあ
る日英国女王からの依頼が舞込むがなぜか断り
…

※日本語デカ字幕あり

7008576 レディ・ブレイド／復讐の刃 ADX1144S 2021 90 ¥16,000
上映
可

フライトナイト映画祭受賞，母子家庭ながらも幸せ
に暮らしていたバーカーは、ある日妹を殺され…

※日本語デカ字幕あり

7008600 トロールズ／ミュージック☆パワー DRBR1033 2021 91 ¥16,000
毎日楽しく暮らすポップ村のトロールたちの女王・
ポピーのもとに、ロック村の女王から手紙が届き

※聴覚障害者対応英語字幕

7008609 スーパーローカルヒーロー MX676S 2021 91 ¥20,000
上映
可

身銭を切ってインディーズミュージシャンをライブに
呼び続ける、情熱の人「ノブエさん」の活動。

※特典７７分／ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ日本語字幕

7008616
ジャイビーム！／インドとぼくとお坊さ
ん

MX675S 2021 77 ¥20,000
上映
可

３２歳でインドに渡り、５０年以上をインドの仏教復
興に捧げてきた僧侶・佐々井秀嶺の素顔に迫る

※特典89分／バリアフリー日本語
字幕

7008629 奥様は、取り扱い注意 VPBT6083 2021 119 ¥15,000
ある出来事から記憶を失った元特殊工作員の主
婦・菜美は、国家公安の夫・勇輝と暮らしていたが
…

※バリアフリー日本語音声、字幕付
き

7008654 ＨＯＫＵＳＡＩ 80DRJ30147 2021 129 ¥12,000
時は江戸。幕府によって表現者たちが自由を奪わ
れていた時代に、画を描き続けた一人の絵師がい
た

※バリアフリー日本語音声ガイド、
日本語字幕あり
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7008663 破門／ふたりのヤクビョーガミ DBG9948 2017 120 ¥16,000
イケイケヤクザとぐーたらビンボーの凸凹コンビが
儲け話に騙された！二人のハチャメチャ追走劇！

※障害者用日本語字幕、ガイド音声
あり

7008673 フライト・ゲーム 10DRJ20731 2015 107 ¥15,000
大西洋上空の機内で脅迫メールの予告通りに始
まった２０分に１度の連続殺人。乗客全員が容疑
者―

※日本語デカ字幕あり

7008723
ピーター・ラビット２／バーナバスの誘
惑

RDD81711 2021 93 ¥16,000
優しい画家のピアと暮らしていたウサギのピー
ター。だが、ピアが動物嫌いのマグレガーと結婚し
て

※バリアフリー日本語字幕付

7008765
ザ・ファブル／絶対に殺してはいけな
い殺し屋

DASH9058 2019 123 ¥16,000
「どんな相手でも６秒以内に殺す」。謎の殺し屋”
ファブル”は一般人として暮らすよう命じられて

※バリアフリー日本語字幕付

7008826 生きうつしのプリマ GADR1384 2017 101 ¥15,000
一年前に亡くなった最愛の母エヴェリンに生きうつ
しの女性を見つけたゾフィは、手掛かりを求めて

※日本語デカ字幕あり

7008835 島にて／Ｔｏｂｉｓｈｉｍａ KKJL177 2021 99 ¥20,000
山形県の有人離島、飛島。過疎化と高齢化が進
む島の人々の一年間の暮らしを追ったドキュメン
ト。

※バリアフリー対応音声ガイド、バリ
アフリー対応日本語字幕あり

7008845 ひつじ村の兄弟 GADR1279 2016 93 ¥15,000
アイスランド辺境の村に暮らす羊飼いの郎兄弟グ
ミーとキディーは、４０年間も絶縁状態だったが…

※日本語デカ字幕あり

7008858 真夏の夜の夢／さんかく山のマジルー BCDR2461 2021 105 ¥15,000
上映
可

故郷の世嘉冨島に戻ってきたゆり子は、子供の頃
に話ができた精霊・キジムンのマジルーと再会し
…

※映像特典３２分／視覚障害者対応日本語音声ガイド

7008886 太陽の蓋 OEDT10294 2017 130 ¥20,000
上映
可

東日本大震災直後、原発事故が起きた３月１１日
からの５日間の真相を追う新聞記者のリアルを描
く

※特典映像４１分／音声ガイド・バリアフリー字幕付

7008933 青くて痛くて脆い VPBT6078 2021 118 ¥15,000
人に不用意に近づきすぎないことを信条としてい
た大学生の楓は、周りから浮いていた寿乃と出会
い

※バリアフリー日本語ガイド／日本語字幕

7008941 ある天文学者の恋文 GADR1444 2017 122 ¥25,000
上映
可

天文学者が、恋人の行く先々に遺した手紙。そこ
には、壮大な物語へと導く謎が秘められていた―。

※日本語デカ字幕あり

7008958 太陽は動かない VPBT6085 2021 110 ¥15,000
定時連絡をしないと爆死する装置を体内に埋め込
まれた鷹野と田岡。今、命がけの頭脳戦が始ま
る。

※バリアフリー日本語字幕・音声ガ
イド

7008963 君は月夜に光り輝く TDV29229R 2019 101 ¥16,000
不治の病を患う渡良瀬まみずのために、代行体験
を行うことになった岡田卓也。だが、彼女の時間は

7008964 今日から俺は！！　劇場版 VPBT6079 2021 114 ¥15,000
転校を機にツッパリデビューを果たした三橋貴志
は、同じ日に転校してきた伊藤真司とコンビを組み

※バリアフリー日本語字幕・音声ガ
イド

7008967 なぜ君は総理大臣になれないのか MX680S 2021 119 ¥15,000
衆議院議員・小川淳也。政治意識が高く、見どころ
のある若手政治家と周囲から期待されていたが…

※特典約６０分／バリアフリー日本
語字幕・音声ガイド

7008974 大河ドラマ　青天を衝け　完全版　１ NSDR25034 2021 148 ¥5,500
第一回「栄一、目覚める」／第二回「栄一、踊る」／
第三回「栄一、仕事始め」

※バリアフリー日本語字幕／特典１
０分

7008975 大河ドラマ　青天を衝け　完全版　２ NSDR25035 2021 133 ¥5,500
第四回「栄一、怒る」／第五回「栄一、揺れる」／第
六回「栄一、胸騒ぎ」

※バリアフリー日本語字幕／特典１
０分

7008976 大河ドラマ　青天を衝け　完全版　３ NSDR25036 2021 133 ¥5,500
第七回「青天の栄一」／第八回「栄一の祝言」／第
九回「栄一と桜田門外の変」

※バリアフリー日本語字幕／特典１
０分

7008977 大河ドラマ　青天を衝け　完全版　４ NSDR25037 2021 133 ¥5,500
第十回「栄一、志士になる」／第十一回「横濱焼き
討ち計画」／第十二回「栄一の旅立ち」

※バリアフリー日本語字幕／特典１
１分

7008980 きみの瞳が問いかけている GADR2288 2021 123 ¥25,000
上映
可

目は不自由だが明るく生きる明香里と、罪を犯し
未来を閉ざした塁。偶然出会った二人は惹かれあ
い

※バリアフリー日本語字幕

7008981 きみの瞳が問いかけている GADR2288 2021 123 ¥15,000
目は不自由だが明るく生きる明香里と、罪を犯し
未来を閉ざした塁。偶然出会った二人は惹かれあ
い

※バリアフリー日本語字幕

7009001 犬部！ VPBT6094 2022 115 ¥15,000
獣医学部の大学生・颯太は、同級生の涼介らとと
もに動物保護活動サークル「犬部」を立ち上げる。

※バリアフリー日本語字幕

7009036 ブルゴーニュで会いましょう ALBSD2103 2017 97 ¥12,500
家族という名の大地に実るのは、幸せをもたらす１
本のワイン…。心が離れた家族の再生を描く―。

※デカ字幕あり

7009039 余命９０分の男 ALBSD1847 2015 84 ¥12,500
いつも怒ってばかりのヘンリーに突然下された、残
り９０分の余命宣告！彼がたどりつく幸せとは？

※デカ字幕あり

7009066 唐櫃／千年の旅路 T600 2021 52 ¥13,000
上映
可

文部科学省，木彫刻師・三代目南部白雲が、高野
山奥之院で使われる工芸品「唐櫃」つくりに挑む。

※バリアフリー日本語字幕

7009069 １１歳の君へ／いろんなカタチの好き 7009069 2018 76 ¥20,000
上映
可

【第一部】それぞれの”生き方”と”好き”／【第二
部】もっと知ろう

※日本語手話・字幕付

7009097 ザ・ファブル／殺さない殺し屋 DASH9091 2021 131 ¥16,000
伝説の殺し屋”ファブル”は佐藤アキラという偽名
で、「プロの普通」を極めるため奮闘していたが

※バリアフリー音声ガイド／字幕

7009104 さよならくちびる CPDP13998 2019 116 ¥25,000
上映
可

互いに孤独だったハルとレオは音楽に向き合い、
デュオとして注目を集めるが、付き人のシマが現
れ

※バリアフリー日本語字幕／音声ガ
イド

7009109 浅田家！ TDV31086R 2021 127 ¥16,000
自らの家族写真が賞を受賞し、写真家として独り
立ちしかけていた政志は、東日本大震災に遭って
…

※映像特典3分/バリアフリー日本
語字幕＆音声ガイド

7009120 ドライブ・マイ・カー CPDP15475 2022 179 ¥18,000
上映
可

アカデミー賞国際長編映画賞，妻を喪った演出家
の家福は、みさきという女性ドライバーと出会う。

※R15／バリアフリー日本語音声ガ
イド・字幕

7009121 ＭＩＮＡＭＡＴＡ／ミナマタ CPDP15441 2022 115 ¥18,000
かつてアメリカを代表する写真家と言われたユー
ジンは、熊本県水俣市の公害被害の撮影を始め
るが

※特典映像／バリアフリー日本語
音声・字幕

7009133 哀愁しんでれら CPD15380R 2022 115 ¥16,000
上映
可

児童相談所で働く小春は、母に捨てられた過去を
抱えながらも、実家で平凡な毎日を送っていたが
…

※バリアフリー日本語（音声ガイド）
あり

7009140
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリ
ウッド

RDD81579 2020 161 ¥16,000
アカデミー賞，落ち目の俳優リックと、彼の親友で
付き人のクリフ。再び輝きを取り戻すため２人は

※バリアフリー日本語字幕

7009257 悲熊 NSDR24960 2021 50 ¥12,000
第１話　悲熊は働く／第２話　悲熊はぜいたくをす
る／第３話　悲熊はシャケを売る／他全１０話

※バリアフリー日本語音声ガイド

7009267 護られなかった者たちへ ASBX6546 2022 134 ¥15,000
日本アカデミー賞，東日本大震災から１０年目の
仙台で相次いだ殺人事件。刑事の笘篠は容疑者
を…

※特典映像７分／障がい者対応音声ガイド

7009279 夏への扉／キミのいる未来へ 80DRJ30149 2021 118 ¥12,000
１９９５年、将来を嘱望されていた科学者の宗一郎
は、何者かの罠にかかって冷凍冬眠されてしまう

※バリアフリー日本語字幕付
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