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AVLibrary　vol.67

DVD 上映権付 DVD

2012年 2011年
1枚組 1枚組
104分 89分

3015405 KHBV1203 5001777 NSDR17289

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
89分 89分

5001778 NSDR17290 5001779 NSDR17291

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
58分 90分

5001875 NSDR17420 5001863 5001863

上映権付 DVD DVD

2011年 2012年
1枚組 1枚組
90分 45分

5001864 5001864 5001702 5001702

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
57分 72分

3015297 PCBE74004 3015298 PCBE74005

制作 東日本放送  出演 阿部　力

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

心に残るあの頃の風景／みやぎ海岸線物語
長江　天と地の大紀行　第１回／チベット大峡谷
と理想郷

街を襲った津波はふるさとの景色を
一変させた…震災前の宮城の海岸
沿いの風景を収めた映像集。

俳優・阿部力がチベットの理想郷とい
われる、壮大な自然・景観と変わらぬ
人々の暮らしに触れる。

6,800円(税別) 6,800円(税別)

3,000円(税別) 6,800円(税別)

東日本放送 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 歴史，地理，紀行-ドキュメンタリー，記録

*3015405* *5001777*

長江　天と地の大紀行　第２回／今を生きる少数
民族の女たち

長江　天と地の大紀行　第３回／三峡ダムが中国
を変えた

中流域に暮す母系社会モソ人の女
たちは、入ってきた都会の習慣と村
の掟との狭間で悩まされてる。

中国の国家プロジェクトで２００９年に
完成した三峡ダムとその周辺の自然
や人々の変化を追う。

 出演 阿部　力  出演 阿部　力

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 歴史，地理，紀行-紀行

原爆投下／活かされなかった極秘情報 上野ＳＴＡＴＩＯＮから谷中・天王寺

受賞：文化庁芸術祭賞，広島・長崎
への原爆投下から６６年を経て、その
真実に迫り実態を解明する

日本通のキャンベル教授が、９０分
間ノーカットの街歩きに初挑戦！
ルートは上野駅から谷中まで。

 語り 伊東　敏恵  出演 ロバート・キャンベル
6,800円(税別) 8,000円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＶｉＶｉＡ

歴史，地理，紀行-紀行 歴史，地理，紀行-戸外レクリエーション

下御隠殿橋から団子坂下・根津神社 日本百名山かんたん　１　（ガイドブック＋ＤＶＤ）

ニューヨーク出身で日本文学博士の
キャンベル先生が、９０分ノンストップ
で谷根千を歴史散策する

日本百名山の中でも憧れの名峰と、
登りやすい２５山の、効率の良いか
んたんなルートを紹介する。

 出演 ロバート・キャンベル   
8,000円(税別) 1,900円(税別)

ＶｉＶｉＡ パウダーガイド社

社会科学-ドキュメンタリー，記録 社会科学-ドキュメンタリー，記録

未解決事件／グリコ・森永事件　第１部：劇場型
犯罪の衝撃

未解決事件／グリコ・森永事件　第２部：消えた
“かい人２１面相”

事件発生後のスクープ合戦と犯人追
跡の様子を、再現ドラマに当時の映
像を交えて描く。特典映像付

脅迫状を巧みに利用した犯罪の様子
と、脅迫電話の音声の再分析から浮
かび上がった犯人像を解説。

演出 池添　博　他/出演 上川　隆也 演出 池添　博　他/出演 上川　隆也

4,750円(税別) 4,750円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

*5001778* *5001779*

*5001875* *5001863*

*5001864* *5001702*

*3015297* *3015298*
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DVD DVD

2011年 2012年
1枚組 1枚組
72分 147分

3015299 PCBE74006 3015403 KHBV1206

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2011年 1937年
1枚組 1枚組
82分 サイレント版 日本語字幕付 17分

5001776 JCG002 5001803 5001803

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1998年 1998年
1枚組 1枚組
25分 30分

5001654 5001654 5001655 5001655

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1998年 2012年
1枚組 1枚組
36分 25分

5001656 5001656 5001631 5001631

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
26分 24分

5001632 5001632 5001633 5001633

演出 池添　博　他/出演 上川　隆也 製作 東日本放送 
4,750円(税別) 3,000円(税別)

社会科学-ドキュメンタリー，記録 社会科学-ドキュメンタリー，記録

未解決事件／グリコ・森永事件　第３部：目撃者
たちの告白

３．１１を語り継ぐ／民話の語り手たちの大震災

禁酒法解禁から４年後に製作。醸造
工場に麦芽が運び込まれ、ビールに
なるまでの工程を解説する。

制作 アートファイブ/出演 高尾　一三   
9,524円(税別) 18,000円(税別)

ポニーキャニオン 東日本放送

社会科学-ドキュメンタリー，記録 社会科学-ドキュメンタリー，記録

南極観測船「宗谷」と巡視船「そうや」

*5001654* *5001655*

ジュリエット・アルファ モーションプロ

社会科学-看護，介護，救急法 社会科学-看護，介護，救急法

福祉レクリエーション　１／福祉レクリエーション
の役割と方法

福祉レクリエーション　２／高齢者のレクリエー
ション－生き生きと暮らす

福祉レクリエーションの意義やアプ
ローチの仕方、援助のプロセス等を
解説、現場の実践風景も紹介

長い余暇を楽しく、生き生きと過ご
す、高齢者の施設におけるレクリ
エーション援助の実践例を紹介

監修 一番ヶ瀬　康子/ﾅﾚｰﾀｰ 外崎　明彦 監修 一番ヶ瀬　康子/ﾅﾚｰﾀｰ 外崎　明彦

18,000円(税別) 18,000円(税別)

*5001656* *5001631*

ゆまに書房 ゆまに書房

社会科学-看護，介護，救急法 社会科学-社会

福祉レクリエーション　３／障害者のレクリエー
ション－なんでもやりたい

パワハラになる時ならない時　１／パワーハラス
メント４つの判断基準

楽しいことを一緒にやる、障害者のレ
クリエーションの可能性の数々を、研
究会の事例を中心に紹介

パワハラの定義と要件…ジャッジの
ポイント／「業務の範囲を超える」と
は？／「人権侵害」とは？

監修 一番ヶ瀬　康子/ﾅﾚｰﾀｰ 外崎　明彦 企画 職場のハラスメント研究所 

18,000円(税別) 40,000円(税別)

*5001632* *5001633*

ゆまに書房 アスパクリエイト

社会科学-社会 社会科学-社会

パワハラになる時ならない時　２／事例で考える
パワハラ・グレーゾーン

働く人の睡眠と健康　１／あなたの睡眠、足りてま
すか？

パワハラになり得るコトバとは？／事
例　人事評価について意見が食い
違ったとき　他

睡眠不足による心身の健康への影
響や睡眠障害について、データを用
いて分かりやすく解説していく

企画 職場のハラスメント研究所 監修 田ヶ谷　浩邦 
40,000円(税別) 40,000円(税別)

アスパクリエイト アスパクリエイト

*3015299* *3015403*

*5001776* *5001803*

高尾一三氏が語る南極観測船「宗
谷」／巡視船「そうや」の改装と東日
本大震災時の任務　ほか

ビールはこうして作られた

極秘の犯人追跡捜査と、時効後もな
お犯人を追い続ける元捜査員達の
思いを伝える。特典映像付き。

あの日あの時何が起こったのか…６
人の民話の語り手たちが心に深く刻
まれた壮絶な被災体験を語る

－2－



AVLibrary　vol.67

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2005年
1枚組 1枚組
24分 30分

5001634 5001634 5001648 5001648

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2005年 2005年
1枚組 1枚組
32分 33分

5001649 5001649 5001650 5001650

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2002年 2002年
2枚組 1枚組
85分 45分

5001651 5001651 5001652 5001652

上映権付 DVD DVD

2002年 2012年
1枚組 1枚組
40分 129分

5001653 5001653 3015404 KHBV1205

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1971年 1980年
1枚組 1枚組
34分 35分

5001663 5001663 5001664 5001664

*5001634* *5001648*

社会科学-社会 社会科学-社会

働く人の睡眠と健康　２／快眠習慣のための１０
の方法

２１世紀の命を守る仕事／救急救命士・救急隊員
編

睡眠のメカニズムを紐解き、より良い
睡眠のための生活習慣や、夜勤の
人のための情報などを解説。

救急活動の第一線で活躍する人々
を取材し、的確な状況把握と、 適
な処置で人の命を救う姿を紹介

監修 田ヶ谷　浩邦 監督 天王地　俊幸/ﾅﾚｰﾀｰ 竹田　えり

40,000円(税別) 10,000円(税別)

*5001649* *5001650*

アスパクリエイト ゆまに書房

社会科学-社会 社会科学-社会

２１世紀の命を守る仕事／消防官・レスキュー隊
員編

２１世紀の命を守る仕事／海上保安官・山岳救助
隊員・ライフセーバー編

火災現場で消化活動にあたる消防
隊や入校した新人消防官、救助活動
を職務とする特別救助隊を紹介

海上保安官と山岳救助隊員の仕事
や訓練の他、水難救助の民間ボラン
ティア・ライフセーバーを紹介

監督 天王地　俊幸/ﾅﾚｰﾀｰ 竹田　えり 監督 天王地　俊幸/ﾅﾚｰﾀｰ 竹田　えり

10,000円(税別) 10,000円(税別)

*5001651* *5001652*

ゆまに書房 ゆまに書房

社会科学-社会 社会科学-社会

２１世紀の福祉のまちづくり　全２枚＋指導用マ
ニュアル

２１世紀の福祉のまちづくり　Ｄｉｓｃ１

人にやさしい家づくり／人にやさしい
道づくり／人にやさしい街づくり／誰
もが使いやすい道具

人にやさしい家づくり／人にやさしい
道づくり；全ての人にとって暮らしや
すい住宅について考える

監修 一番ヶ瀬　康子 監修 一番ヶ瀬　康子 
49,000円(税別) 49,000円(税別)

*5001653* *3015404*

ゆまに書房 ゆまに書房

社会科学-社会 社会科学-地域開発

２１世紀の福祉のまちづくり　Ｄｉｓｃ２
東北ビジネス 前線／東北経済復興への課題と
提言

人にやさしい街づくり／誰もが使いや
すい道具；全ての人にとって暮らしや
すい街とはを考えます。

東日本大震災からの復興計画、課
題、東北経済発展の可能性につい
て、政財界を代表する人々が語る

監修 一番ヶ瀬　康子 製作 東日本放送/出演 平野　達男

セット価格 3,000円(税別)

*5001663* *5001664*

ゆまに書房 東日本放送

自然科学-生物科学 自然科学-生物科学

心臓／搏動を探る カエル／遺伝発生学の開拓

文部省選定，心臓は生命の始まりか
ら 期まで搏動を続ける。内視鏡が
とらえた心臓の内部映像とは

科学技術映画祭，遺伝発生学の実
験動物・カエル開拓の歴史と広島大
学理学部両生類研究施設の歩み

演出 武田　純一郎/指導 木村　登 監督 武田　純一郎/ﾅﾚｰﾀｰ 伊藤　惣一

20,000円(税別) 20,000円(税別)

アイカム アイカム

－3－
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上映権付 DVD DVD

1975年 2012年
1枚組 1枚組

二ｶ国語 34分 69分

5001668 5001668 3015306 PCBGL11147

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1996年 2011年
1枚組 1枚組
28分 95分

5001665 5001665 5001697 NSDR17179

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2011年 2012年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 181分 49分

5001817 OXOA00018 5001703 INV007

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
43分 90分

5001508 NSDR16886 5001861 5001861

上映権付 DVD DVD

2011年 2004年
1枚組 1枚組
90分 英語版 65分

5001862 5001862 3015506 ECOS01

*5001668* *3015306*

自然科学-生物科学 自然科学-天文学

染色体に書かれたネズミの歴史 １／４００の奇跡　２１世紀の皆既日食・金環日食

シカゴ国際映画祭，ネズミの染色体
の核型分析により、ネズミの種の成り
立ちや人間の歴史をたどる

選定：文部省，今世紀に入って世界
各地で観測、撮影された皆既日食と
金環日食の美しい映像を収録

企画 文部省/ﾅﾚｰﾀｰ 伊藤　惣一  ＣＧ 池下　章裕
20,000円(税別) 3,800円(税別)

*5001665* *5001697*

アイカム ポニーキャニオン

医学-感染症 技術，工学，工業-ドキュメンタリー，記録

肺炎／Ｐｎｅｕｍｏｃｏｃｃａｌ　Ｐｎｅｕｍｏｎｉａ
スペースシャトル　その成功と挫折／世界を変え
た宇宙開発

科学技術映像祭，肺炎の原因菌・肺
炎球菌。健康マウスへの感染実験に
よって感染メカニズムに迫る

開発の舞台裏や宇宙飛行士のシャト
ル内での暮らし、シャトルが成功させ
たミッションなどを紹介。

演出 武田　純一郎/指導 生方　公子   
20,000円(税別) 6,800円(税別)

*5001817* *5001703*

アイカム ＮＨＫエンタープライズ

技術，工学，工業-建築 生活文化，社会教育-エクササイズ

卒業設計日本一決定戦／せんだいデザインリー
グ２０１２

ＭａｙＳｔｙｌｅのちょこっとダイエット／ちょこっとだか
らカンタン。

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。

母娘４人家族の一日を通じて、簡単・
短時間で飽きずにすぐできる「ちょ
こっとダイエット」を紹介

 出演 アンガールズ 制作 中川　真由子 
7,000円(税別) 4,400円(税別)

*5001508* *5001861*

仙台放送 インフォビュー

生活文化，社会教育-ドキュメンタリー，記録 生活文化，社会教育-家政，生活

赤ちゃん／運動発達の神秘
中山章子がリアルタイムで伝える”和”のおもてな
し　おせち料理

寝返り・はいはい・二足歩行など、１
年間で驚異の成長を遂げる赤ちゃん
の運動能力の秘密に迫る。

発明料理研究家の中山章子が「和」
のおもてなしを伝授！今までに無
かったノーカットの料理ＤＶＤ

制作 ＮＨＫエンタープライズ/出演 古田　敦也  実演 中山　章子
6,800円(税別) 8,000円(税別)

*5001862* *3015506*

ＮＨＫエンタープライズ ＶｉＶｉＡ

生活文化，社会教育-家政，生活 産業-家畜

中山章子がリアルタイムで伝えるみんなが喜ぶ
パエリアから温野野菜の…

猫のためのＤＶＤ／あなたがいないときのために

時間内に何品まで料理が完成する
か、中山章子がリアルタイムキッチン
に挑戦するシリーズ第二弾。

作曲家のブラッドリー・ジョゼフと獣医
師が共同で制作した、留守番猫が快
適に過ごすためのＤＶＤ

 実演 中山　章子   
8,000円(税別) 2,000円(税別)

ＶｉＶｉＡ ＭＰＤ
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DVD DVD

2004年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 65分 65分

3015507 ECOS02 3015250 VWDGL5688

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
68分 96分

3015251 VWDGL5690 3015061 TEBD38116

DVD DVD

2011年 2012年
1枚組 1枚組
91分 105分

3015062 TEBD38117 3015239 TEBD38120

DVD DVD

2012年 1995年
1枚組 1枚組
137分 60分

3015240 TEBD38126 3015241 TEBD18121

DVD DVD

1989年 1991年
1枚組 1枚組
40分 83分

3015242 TEBD18123 3015243 TEBD18125

*3015507* *3015250*

産業-家畜 産業-観光

犬のためのＤＶＤ／あなたがいないときのために
東京ディズニーシーマジカル１０ＹＥＡＲＳ　レギュ
ラーショー編

作曲家のブラッドリー・ジョゼフと獣医
師が共同制作した、留守番の犬が快
適に過ごすためのＤＶＤ

ディズニーシーの１０年間を彩った１
５のレギュラーショーを美しい映像と
音で紹介していく。

   ﾅﾚｰﾀｰ 山寺　宏一
2,000円(税別) 8,125円(税別)

*3015251* *3015061*

ＭＰＤ ポニーキャニオン

産業-観光 産業-鉄道

東京ディズニーシーマジカル１０ＹＥＡＲＳ　スペ
シャルイベント編

新快速上り　Ｖｏｌ．１（姫路～京都）

特別な年や季節にだけ開催された、
１５のショーやスペシャルイベントをダ
イジェストで紹介する。

姫路から京都までの運転室展望の
ほかに、リニューアルした大阪駅の
景観や、走行シーンなどを収録

 ﾅﾚｰﾀｰ 山寺　宏一 企画・制作 テイチクエンタテインメント 

8,125円(税別) 3,800円(税別)

*3015062* *3015239*

ポニーキャニオン テイチクエンタテインメント

産業-鉄道 産業-鉄道

新快速上り　Ｖｏｌ．２（京都～敦賀）湖西線経由
西武新宿線ＮＲＡ特急小江戸（西武新宿～本川
越～西武新宿）

京都から敦賀までの運転室展望・走
行シーンや、新型車両２２５系の車両
紹介などを収録している。

新宿線「小江戸」の運転室展望。西
武新宿駅と本川越との往復映像や、
走行シーン・車両紹介を収録

企画・制作 テイチクエンタテインメント 企画・制作 テイチクエンタテインメント 

3,800円(税別) 3,800円(税別)

*3015240* *3015241*

テイチクエンタテインメント テイチクエンタテインメント

産業-鉄道 産業-鉄道

東武スペーシア　きぬ（鬼怒川温泉～浅草） ＪＲ西日本のＳＬたち

スカイツリー開業に合わせリニューア
ルした、特急「きぬ」の鬼怒川温泉～
浅草の上り方向を撮影。

ＳＬやまぐち号添乗、梅小路の蒸機
引き出しなど、ＪＲ西日本保有の旧国
鉄蒸気機関車の総てを紹介

企画・制作 テイチクエンタテインメント 企画・制作 テイチクエンタテインメント 

3,800円(税別) 1,714円(税別)

*3015242* *3015243*

テイチクエンタテインメント テイチクエンタテインメント

産業-鉄道 産業-鉄道

旧嵯峨野線の消える日（ＪＲ西日本／山陰本線
京都駅～園部駅）

ＪＲ北海道　車両集（特急・急行・快速・普通ｅｔｃ）

園部駅１３時２４分発特急『あさしお６
号』、急流奇岩で知られる保津峡沿
いの風景と走行中の実況

冬の北海道を走る各列車（２４形式１
０３列車）を網羅した車両コレクショ
ン。支線主要駅の発着等

企画・制作 テイチクエンタテインメント 企画・制作 テイチクエンタテインメント 

1,714円(税別) 1,714円(税別)

テイチクエンタテインメント テイチクエンタテインメント
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AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2011年 2010年
1枚組 1枚組
40分 30分

3015359 VKL017 3015360 VKL018

DVD DVD

2011年 2012年
1枚組 1枚組
40分 30分

3015361 VKL019 3015362 VKL020

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
40分 70分

3015363 VKL021 3015364 VKL022

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
70分 40分

3015365 VKL023 3015366 VKL024

DVD DVD

2009年 2009年
1枚組 1枚組
40分 40分

3015368 PSSD204 3015369 PSSD205

*3015359* *3015360*

産業-鉄道 産業-鉄道

ザ・ラストラン／キハ２８・５８高山線
ザ・ラストラン／４８５系特急にちりん・ひゅうが・き
りしま　日豊本線

２０１１年に定期運行を終了した急行
用気動車キハ２８・５８のラストランを
含む走行シーンを収録

２０１１年に定期運行を終了した九州
の特急列車４８５系車両のラストラン
を含む走行シーンを収録

    
1,980円(税別) 1,980円(税別)

*3015361* *3015362*

ピーエスジー ピーエスジー

産業-鉄道 産業-鉄道

ザ・ラストラン／東北特急・快速 ザ・ラストラン／１１３系横須賀色

特急かもしか・いなほ・つがる・スー
パー白鳥・白鳥、快速きらきらみちの
く下北の走行を収録する

横須賀線等で活躍し、「スカ色」の通
称で親しまれた直流近郊形電車１１
３系のラストランを収録。

    
1,980円(税別) 1,980円(税別)

*3015363* *3015364*

ピーエスジー ピーエスジー

産業-鉄道 産業-鉄道

ザ・ラストラン／４８９系ボンネット型車両 ザ・ラストラン／寝台特急日本海

後に残された４８９系Ｈ０１編成に
よるラストランのほかに、定期運行時
代の映像も収録している

長年にわたり大阪と青森を結び活躍
したブルートレインの、関西発着 後
のラストラン映像を収録。

    
1,980円(税別) 1,980円(税別)

*3015365* *3015366*

ピーエスジー ピーエスジー

産業-鉄道 産業-鉄道

ザ・ラストラン／夜行急行能登・きたぐに ザ・ラストラン／１００系新幹線

多客臨時化された夜行急行「きたぐ
に」の定期運行および廃止された「能
登」のラストランを収録。

東海道新幹線での走行からラストラ
ンとなった「臨時ひかり４４５号」まで、
走行シーン中心に収録

    
1,980円(税別) 1,980円(税別)

*3015368* *3015369*

ピーエスジー ピーエスジー

産業-鉄道 産業-鉄道

鐵路の響煙／釧網本線ＳＬ冬の湿原号１ 鐵路の響煙／内房線・外房線・京葉線

２０００年から運行が開始された釧網
線「ＳＬ冬の湿原号」の走行シーンを
ハイビジョン映像で紹介

ＳＬちばＤＣ号、ＳＬ南房総号、ＳＬ春
さきどり号が花の房総路を走行する
姿をハイビジョンで紹介

    
2,667円(税別) 2,667円(税別)

ピーエスジー ピーエスジー
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AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組
40分 40分

3015370 PSSD210 3015371 PSSD211

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
40分 75分

3015372 PSSD401 3015373 PSSD402

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
70分 45分

3015376 VKB008 3015484 VKL025

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2009年 2010年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 131分 日本語字幕付 83分

5001841 5001841 5001842 5001842

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1984年 2011年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 60分 日本語字幕付 87分

5001843 5001843 5001844 5001844

*3015370* *3015371*

産業-鉄道 産業-鉄道

鐵路の響煙／中央本線・ＳＬ山梨号　ＳＬ山梨桃
源郷号　ＳＬやまなし

鐵路の響煙／磐越西線１　ＳＬばんえつ物語

２００８年４月と２０１０年６月に中央線
を走ったＤ５１の雄姿を、ハイビジョン
映像で紹介する。

９９年から「ＳＬばんえつ物語」号とし
て磐越西線で定期運行されているＣ
５７－１８０の姿を収録

    
2,667円(税別) 2,667円(税別)

*3015372* *3015373*

ピーエスジー ピーエスジー

産業-鉄道 産業-鉄道

復活！Ｃ６１　２０ 復活！Ｃ６１　２０　ｐｔ．２

３８年ぶりに復活した蒸気機関車「Ｃ
６１　２０」。初日の走行シーンやＤ５１
との競演等を収録。

Ｃ６１とＤ５１の離合やＤ５１・Ｃ５８との
重連運転、里帰りを果たした１１月の
伊勢崎線等を収録

    
2,980円(税別) 2,980円(税別)

*3015376* *3015484*

ピーエスジー ピーエスジー

産業-鉄道 産業-鉄道

蒸気機関車ベストセレクション　ｖｏｌ．５ ザ・ラストラン／３００系新幹線

シリーズ第５弾、日本各地の蒸気機
関車を紹介。勇ましい走行シーンと
風光明媚な景色を収録する。

およそ２０年間にわたる活躍を終え
多くの人に見送られた３００系新幹線
のラストランを収録！

    
1,980円(税別) 1,980円(税別)

*5001841* *5001842*

ビジュアル・ケイ ピーエスジー

産業-鉄道 産業-鉄道

北近畿タンゴ鉄道宮津線・夏／豊岡駅～西舞鶴
駅

山陰本線／豊岡駅～浜坂駅

ＫＴＲ７００形で行く各駅停車の旅。豊
岡駅から西舞鶴駅までの１３１分間
を、ノーカットで紹介。

緑豊かな山間を縫うようにして走るキ
ハ４０、山陰本線屈指の名所である
余部鉄橋の光景等を映像化

制作 キャメル 制作 キャメル 
2,857円(税別) 2,857円(税別)

*5001843* *5001844*

ブルーピーター ブルーピーター

産業-鉄道 産業-鉄道

北近畿タンゴ鉄道　宮福線　福知山駅～宮津駅 ＪＲ播但線／姫路駅～和田山駅

福知山駅から宮津駅までの６０分
間、ノンストップ、ノーカットで、前面
展望の車窓風景を映像化。

クモハ１０３系、キハ４０系による、姫
路駅～寺前駅、寺前駅～和田山駅
までの車窓風景を映像化。

制作 キャメル 制作 キャメル 
2,857円(税別) 2,857円(税別)

ブルーピーター ブルーピーター
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AVLibrary　vol.67

上映権付 DVD DVD

2011年 1993年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 85分 97分

5001845 5001845 3015112 PCBPL12032

DVD DVD

1993年 1993年
1枚組 1枚組
144分 157分

3015113 PCBPL12033 3015114 PCBPL12034

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 1999年
1枚組 1枚組
120分 45分

5001877 NSDR17418 5001856 D016

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1999年 2012年
1枚組 1枚組
45分 81分

5001857 D017 5001840 5001840

DVD DVD

2006年 2010年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 74分 英語版 日本語字幕付 92分

3015057 TWAD4263 3015258 TWAD4274

*5001845* *3015112*

産業-鉄道 芸術-演芸

北条鉄道／北条町駅～粟生駅 立川談志　落語のピン　其の７

北条鉄道「前面展望」初の映像化。フ
ラワ２０００形式が走る初秋の風景を
ノンストップで楽しめる

１９９３年フジテレビで放送された伝
説の落語番組；権兵衛狸／野ざらし
／勘定板

制作 キャメル 企画 小川　晋一/出演 立川　談志

2,857円(税別) 3,000円(税別)

*3015113* *3015114*

ブルーピーター ポニーキャニオン

芸術-演芸 芸術-演芸

立川談志　落語のピン　其の８ 立川談志　落語のピン　其の９

１９９３年フジテレビで放送された伝
説の落語番組；三人旅／堀之内／源
平盛衰記／金玉医者

１９９３年フジテレビで放送された伝
説の落語番組；紺屋高尾／二人旅／
へっつい幽霊／風呂敷

企画 小川　晋一/出演 立川　談志 企画 小川　晋一/出演 立川　談志

3,000円(税別) 3,000円(税別)

*5001877* *5001856*

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

芸術-博物館 芸術-美術

２時間で回る大英博物館　究極の完全ガイド 書・現代作家の技法　第１巻／制作の基礎・楷書

２時間という限られた時間の中で、大
英博物館をじっくり味わう究極の鑑賞
テクニックを紹介する。

書道界 前線の技法を紹介；柳碧
蘚、渡部半溟、有岡〔シュン〕崖、宮
崎葵光、片岡重和らの作品。

協力 テレビマンユニオン/語り 段田　安則 製作 比田井　和子/出演 片岡　重和

6,800円(税別) 3,500円(税別)

*5001857* *5001840*

ＮＨＫエンタープライズ 天来書院

芸術-美術 音楽－邦楽-邦楽

書・現代作家の技法　第２巻／行書・草書 宮中雅楽

書道界 前線の技法を紹介；江口大
象、金子卓義、大石千世、劉蒼居、
吉川蕉仙、川村龍洲らの作品

２０１２年２月５日浅草公会堂にて収
録；盤渉調音取／青海波／松根／越
殿楽／春庭花／貴徳急

製作 比田井　和子/出演 金子　卓義 製作 吉村　隆/演奏 宮内庁式部職楽部

3,500円(税別) 14,000円(税別)

*3015057* *3015258*

天来書院 文化堂

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-ＳＦ，ホラー

侵略決戦／エイリアン・パニック ワールドエンド２０１２

仲間と共にクルージングを楽しんで
いたヘザーは、緑色に輝く不気味な
隕石が落下するのを目撃する

２００９年、映画の撮影クルーが謎の
失踪を遂げる事件が発生し、撮影途
中のフィルムも失われて…

監督 スティーヴ・キャッスル/出演 ハンク・トランス 監督 Ｒ・クリスチャン・アンダーソン　他/出演 ライケン・ゼイン

12,000円(税別) 12,000円(税別)

トランスワールドアソシエイツ トランスワールドアソシエイツ
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AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2007年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 116分 英語版 二ｶ国語・字幕付 114分

3015295 MX1288R 3015326 DLRN8635

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 85分 英語版 二ｶ国語・字幕付 88分

3015396 DZ9451 3015418 RDD80213

DVD DVD

2011年 2007年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 116分 英語版 日本語字幕付 75分

3015424 RDD80151 3015501 TWAD4281

DVD DVD

2011年 2007年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 106分 フランス語版 日本語字幕付 151分

3015619 VWDRL2520 3015678 OPSDT1833

DVD DVD

2007年 2007年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 148分 フランス語版 日本語字幕付 144分

3015679 OPSDT1834 3015680 OPSDT1835

*3015295* *3015326*

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-ＳＦ，ホラー

ヘンゼルとグレーテル ザ・ライト／エクソシストの真実

ポルト国際映画祭，山道を運転中に
事故に遭ったウンスは一人の少女に
遭遇し、古い洋館に導かれる

神学生のマイケルはエクソシスト養
成講座を受講し、異端だが一流の神
父・ルーカスと出会うが…。

監督 イム・ピルソン/出演 チョン・ジョンミョン 監督 ミカエル・ハフストローム/出演 アンソニー・ホプキンス

9,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015396* *3015418*

マクザム ワーナー・ブラザース

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-ＳＦ，ホラー

装甲兵機　メタルハンター ホステル３

石油会社が運営する街でロボットと
人間が平和に共存していたが、ある
日ロボットが暴走し始めて…

独身 後のパーティーでラスベガス
に来た男４人は、美女達に誘われ拷
問ができる会員制クラブへ…

監督 クリストファー・ハットン/出演 ゾーイ・ネイラー 監督 スコット・スピーゲル/出演 ブライアン・ハリセイ

10,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015424* *3015501*

松竹 ソニー・ピクチャーズ

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-ＳＦ，ホラー

世界侵略：ロサンゼルス決戦 テリトリー

エイリアンの攻撃で世界中の都市が
陥落する中、逃げ遅れた民間人を救
うため海兵隊が街に侵入する

森に入った記者・ジェリーは未知の
生命体を見つけシャッターを切るも、
怪物の攻撃にさらされる。

監督 ジョナサン・リーベスマン/出演 アーロン・エッカート 監督 ブレット・ケリー/出演 アナスタシア・キメット

16,000円(税別) 12,000円(税別)

*3015619* *3015678*

ソニー・ピクチャーズ トランスワールドアソシエイツ

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-ＳＦ，ホラー

フライトナイト／恐怖の夜 ＳＰＡＣＥＲ（スペーサー）１７　ｖｏｌ．１／啓示

チャーリーは隣男性人が吸血鬼であ
ることを知って、愛する彼女・エイミー
を守ろうと立ち上がる。

飛行機事故とミステリーサークルの
関係は？第１話：出現／第２話：深ま
る謎／第３話：裏切り

監督 クレイグ・ギレスピー/出演 アントン・イェルチン 監督 ディディエ・アルベール/出演 トワネット・ラキエール

18,000円(税別) 7,650円(税別)

*3015679* *3015680*

ポニーキャニオン エスピーオー

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-ＳＦ，ホラー

ＳＰＡＣＥＲ（スペーサー）１７　ｖｏｌ．２／約束 ＳＰＡＣＥＲ（スペーサー）１７　ｖｏｌ．３／再会

第３話：謎の少女／第４話：奇妙な一
致／第５話：宇宙から来た物体

第７話：確信／第８話：復讐／第９
話：抵抗

監督 ディディエ・アルベール/出演 トワネット・ラキエール 監督 ディディエ・アルベール/出演 トワネット・ラキエール

7,650円(税別) 7,650円(税別)

エスピーオー エスピーオー
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DVD 上映権付 DVD

2007年 1925年
1枚組 1枚組

フランス語版 日本語字幕付 151分 サイレント版 日本語字幕付 60分

3015681 OPSDT1836 5001689 5001689

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1927年 1936年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 78分 英語版 日本語字幕付 93分

5001737 5001737 5001794 5001794

上映権付 DVD DVD

1960年 2009年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 72分 英語版 日本語字幕付 76分

5001831 5001831 3015235 TWAD4266

DVD DVD

2007年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 80分 英語版 二ｶ国語・字幕付 110分

3015238 TWAD4272 3015249 VWDRL2372

DVD DVD

2011年 2010年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 110分 英語版 二ｶ国語・字幕付 125分

3015320 DLRY28812 3015321 DLRY26424

*3015681* *5001689*

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-ＳＦ，ホラー

ＳＰＡＣＥＲ（スペーサー）１７　ｖｏｌ．４／終結 ロスト・ワールド

第１０話：宿命／第１１話：父の告白
／第１２話：空へ

怪獣映画の古典的名作。動物学者
がアマゾン河上流に前世紀の怪獣が
いると確信して探検隊を作り…

監督 ディディエ・アルベール/出演 トワネット・ラキエール 監督 ハリー・Ｏ・ホイト/出演 ベッシー・ラヴ

7,650円(税別) 18,000円(税別)

*5001737* *5001794*

エスピーオー モーションプロ

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-ＳＦ，ホラー

サイレント映画傑作全集　２　Ｄｉｓｃ３／猫とカナリ
ヤ

究極の美術セット　Ｄｉｓｃ３／来るべき世界

奇人・ウェスト氏の死後、唯一の相続
人となった遠縁のアナベル嬢の身
に、奇怪な事件が降りかかる

英国の架空都市エブリタウンを舞台
に、戦争、独裁、地下都市の建設な
ど、人類の未来の歴史を描く

監督 パウル・レニ/出演 ローラ・ラプラント 監督 ウィリアム・キャメロン・メンジース/出演 レイモンド・マッセイ

セット価格 セット価格

*5001831* *3015235*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ＳＦ，ホラー 外国映画-アクション

リトル・ショップ・オブ・ホラーズ トレジャー・オブ・スネークアイランド

花屋の孤独な店員が、憧れの女性
の名前を付けて育てていた不思議な
植物は、なんと食肉植物で…。

無敵のキャプテン・カッターが率いる
一行は、宝の地図を手に入れ、巨大
ヘビが住む島に向かうが…

監督 ロジャー・コーマン/出演 ジョナサン・ヘイズ 監督 ブレット・ケリー/出演 アマンダ・リー

18,000円(税別) 12,000円(税別)

*3015238* *3015249*

モーションプロ トランスワールドアソシエイツ

外国映画-アクション 外国映画-アクション

ＳＥＸＩＮＡ　セクシーナ アイ・アム・ナンバー４

人気絶頂のアイドル・セクシーナが、
極秘捜査官として活躍。音楽業界に
はびこる悪を裁いていく。

特殊能力を持つ９人の若者達が命を
狙われる。平穏な生活を捨てて仲間
と共に謎の敵に立ち向かう！

監督 エリック・シャーキー/出演 ローレン・ダヴェラ 監督 Ｄ・Ｊ・カルーソ/出演 アレックス・ペティファー

12,000円(税別) 18,000円(税別)

*3015320* *3015321*

トランスワールドアソシエイツ ポニーキャニオン

外国映画-アクション 外国映画-アクション

エンジェルウォーズ ザ・タウン

愛する者を奪われ施設に監禁された
少女達が、賢者の協力を得ながら自
由を求めて戦いを繰り広げる

銀行強盗をなりわいにするダグは、
ある日襲撃した銀行の支店長・クレ
アを人質に取る羽目になり…

監督 ザック・スナイダー/ エミリー・ブラウニング 監督 ベン・アフレック/出演 ジェレミー・レナー

16,000円(税別) 16,000円(税別)

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース
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DVD DVD

2009年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 0分 韓国語版 二ｶ国語・字幕付 143分

3015329 1000232066 3015337 1000298600

DVD DVD

2011年 2010年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 129分 英語版 二ｶ国語・字幕付 124分

3015390 1000304337 3015392 DZ9448

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 94分 英語版 日本語吹替 123分

3015423 RDD80211 3015467 90DRT20601

DVD DVD

2011年 2009年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 84分 英語版 日本語字幕付 95分

3015483 10DRN10118 3015499 TWAD4279

DVD DVD

2010年 2004年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 97分 中国語版 日本語字幕付 94分

3015500 TWAD4280 3015509 MX1290R

*3015329* *3015337*

外国映画-アクション 外国映画-アクション

ロシアン・ルーレット マイウェイ　１２，０００キロの真実

電気工の青年や囚人、瀕死の兄を
連れた謎の男ら１７人が、勝率１％の
ロシアン・ルーレットに挑む

日本占領下の朝鮮で出会ったふたり
の少年が、日本、ソ連、ドイツの軍服
を着て戦った運命を描く。

監督 ゲラ・バブルアニ/出演 サム・ライリー 監督 カン・ジェギュ/出演 オダギリ　ジョー

16,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015390* *3015392*

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース

外国映画-アクション 外国映画-アクション

シャーロック・ホームズ／シャドウゲーム ＢＵＮＲＡＫＵ　ブンラク

世界中で起こる未解決事件の黒幕、
モリアーティ教授が、ホームズとワト
ソンに巧妙な罠を仕掛ける

人間が戦争を繰り返した末に灰から
生まれた新しい世界に謎めいた流れ
者と侍・ヨシがやって来る。

監督 ガイ・リッチー/出演 ロバート・ダウニー・Ｊｒ． 監督 ガイ・モシェ/出演 ジョシュ・ハートネット

16,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015423* *3015467*

ワーナー・ブラザース 松竹

外国映画-アクション 外国映画-アクション

キリング・ゲーム 英雄の証明

妻を亡くして自暴自棄のデヴィッド
は、どちらかが死ぬまで戦う「デス・
ゲーム」に足を踏み入れ…

ローマ侵略を狙う敵国のリーダー・
オーフィディアスは愛する国民のた
め、幾度も攻撃を行うが…。

監督 ジョナ・ループ/出演 サミュエル・Ｌ・ジャクソン 監督 レイフ・ファインズ/出演 レイフ・ファインズ

16,000円(税別) 15,000円(税別)

*3015483* *3015499*

ソニー・ピクチャーズ ハピネット

外国映画-アクション 外国映画-アクション

セットアップ メカニカル

幼馴染のワル仲間３人は、５００万ド
ル相当のダイヤ強奪計画を企て成功
したかのように思えたが…

ＣＩＡで暗殺任務を遂行していたポー
ルは、ある事件により離脱するが、再
び銃を手にとることに…

監督 マイク・ガンサー/出演 カーティス“５０セント”ジャクソン 監督 ジェイソン・ファーレイト/出演 デイモン・リパリ

15,000円(税別) 12,000円(税別)

*3015500* *3015509*

ハピネット トランスワールドアソシエイツ

外国映画-アクション 外国映画-アクション

ドライブ・ファースター 侠影仙踪（きょうえいせんそう）　ｖｏｌ．１

デイビッドは不審な車を調査中に少
女に助けを求められ、事情を聞いて
いるところを襲われるが…。

第１話～第２話；東晋時代の中国。
戦火、災害、飢饉が広がる中、皇帝
は金華山に霊狐がいると聞く

監督 ラウル・サンチャス・イングリス/出演 ルー・ダイアモンド・フィリップス 監督 ジュ・ジュエリァン/出演 ジョウ・ジエ

12,000円(税別) 9,000円(税別)

トランスワールドアソシエイツ マクザム
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DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 96分 中国語版 日本語字幕付 96分

3015510 MX1291R 3015511 MX1292R

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 95分 中国語版 日本語字幕付 96分

3015512 MX1293R 3015513 MX1294R

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 95分 中国語版 日本語字幕付 95分

3015514 MX1295R 3015515 MX1296R

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 95分 中国語版 日本語字幕付 96分

3015516 MX1297R 3015517 MX1298R

DVD DVD

2002年 2002年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 93分 中国語版 日本語字幕付 92分

3015524 MX1305R 3015525 MX1306R

*3015510* *3015511*

外国映画-アクション 外国映画-アクション

侠影仙踪（きょうえいせんそう）　ｖｏｌ．２ 侠影仙踪（きょうえいせんそう）　ｖｏｌ．３

第３話～第４話；皇帝は金華山に行く
が、霊狐の噂は皇帝暗殺を謀る魏の
太祖の末裔・曹安の罠で…

第５話～第６話；皇帝一行は山道で
刺客に囲まれる。その頃、医者の息
子・黄楚明も金華山にいて…

監督 ジュ・ジュエリァン/出演 ジョウ・ジエ 監督 ジュ・ジュエリァン/出演 ジョウ・ジエ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015512* *3015513*

マクザム マクザム

外国映画-アクション 外国映画-アクション

侠影仙踪（きょうえいせんそう）　ｖｏｌ．４ 侠影仙踪（きょうえいせんそう）　ｖｏｌ．５

第７話～第８話；柳一夕と遊ぶ幼帝。
上官絶と劉公公は、鬼ごっこの邪魔
だと追い払われてしまう。

第９話～第１０話；突然、柳一夕は幼
帝に掴み掛かり首を絞め始める。護
衛は遊びと勘違いして…

監督 ジュ・ジュエリァン/出演 ジョウ・ジエ 監督 ジュ・ジュエリァン/出演 ジョウ・ジエ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015514* *3015515*

マクザム マクザム

外国映画-アクション 外国映画-アクション

侠影仙踪（きょうえいせんそう）　ｖｏｌ．６ 侠影仙踪（きょうえいせんそう）　ｖｏｌ．７

第１１話～第１２話；不審に思った皇
后が駆け付けると、気を失った柳一
夕と何かに怯える幼帝が…

第１３話～第１４話；伊人剣法の修練
を続ける黄楚明だが、柳一石の身を
案じ、成果が上がらず…。

監督 ジュ・ジュエリァン/出演 ジョウ・ジエ 監督 ジュ・ジュエリァン/出演 ジョウ・ジエ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015516* *3015517*

マクザム マクザム

外国映画-アクション 外国映画-アクション

侠影仙踪（きょうえいせんそう）　ｖｏｌ．８ 侠影仙踪（きょうえいせんそう）　ｖｏｌ．９

第１５話～第１６話；薬で操られてい
たと気付く柳一石だが、黄楚明の命
は上官剣侍が握っていて…

第１７話～第１８話；曹安の兵力は皇
太后とほぼ互角に。そんな中、曹安
の前に趙国からの密使が…

監督 ジュ・ジュエリァン/出演 ジョウ・ジエ 監督 ジュ・ジュエリァン/出演 ジョウ・ジエ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015524* *3015525*

マクザム マクザム

外国映画-アクション 外国映画-アクション

飛刀問情（ひとうもんじょう）　１ 飛刀問情（ひとうもんじょう）　２

第１話～第２話：婿取りの宴で花嫁が
何者かの飛刀によって殺され、遺体
発見者の龍小雲が疑われ…

第３話～第４話：捕らわれた龍小雲
は、死罪を宣告された。亡き両親の
因縁が彼の人生を狂わせる。

製指 タン・ユエンタオ　他/出演 ジャオ・エンジュン 製指 タン・ユエンタオ　他/出演 ジャオ・エンジュン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

マクザム マクザム
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DVD DVD

2002年 2002年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 94分 中国語版 日本語字幕付 93分

3015526 MX1307R 3015527 MX1308R

DVD DVD

2002年 2002年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 97分 中国語版 日本語字幕付 97分

3015528 MX1309R 3015529 MX1310R

DVD DVD

2002年 2002年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 95分 中国語版 日本語字幕付 96分

3015530 MX1311R 3015531 MX1312R

DVD DVD

2010年 2009年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 114分 韓国語版 二ｶ国語・字幕付 118分

3015549 OPSDC064 3015552 OPSDR1004

DVD DVD

2009年 2009年
1枚組 1枚組

韓国語版 二ｶ国語・字幕付 119分 韓国語版 日本語字幕付 114分

3015553 OPSDR1005 3015554 OPSDR984

*3015526* *3015527*

外国映画-アクション 外国映画-アクション

飛刀問情（ひとうもんじょう）　３ 飛刀問情（ひとうもんじょう）　４

第５話～第６話：処刑の日、龍小雲
が首を斬られようとした瞬間、どこか
らともなく飛刀が放たれ…

第７話～第８話：龍小雲の処刑は阻
止された。野次馬をかきわけて“小李
飛刀”の李尋歓が登場する

製指 タン・ユエンタオ　他/出演 ジャオ・エンジュン 製指 タン・ユエンタオ　他/出演 ジャオ・エンジュン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015528* *3015529*

マクザム マクザム

外国映画-アクション 外国映画-アクション

飛刀問情（ひとうもんじょう）　５ 飛刀問情（ひとうもんじょう）　６

第９話～第１０話：龍小雲は関天翔と
梅思影に両親の姿を重ねるが、李尋
歓には心を閉ざしたまま…

第１１話～第１２話：江怜月の襲撃に
備える李尋歓を、何とか龍小雲は追
い出そうとして画策する。

製指 タン・ユエンタオ　他/出演 ジャオ・エンジュン 製指 タン・ユエンタオ　他/出演 ジャオ・エンジュン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015530* *3015531*

マクザム マクザム

外国映画-アクション 外国映画-アクション

飛刀問情（ひとうもんじょう）　７ 飛刀問情（ひとうもんじょう）　８

第１３話～第１４話；鏡月湖へ龍小雲
と出掛けた江鈴鈴だが、冷月宮に連
れ戻され、江怜月と会う。

第１７話～第１８話；江怜月は口論の
末に、娘に手を掛けようとして、楊孤
鴻に命がけで阻まれる。

製指 タン・ユエンタオ　他/出演 ジャオ・エンジュン 製指 タン・ユエンタオ　他/出演 ジャオ・エンジュン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015549* *3015552*

マクザム マクザム

外国映画-アクション 外国映画-アクション

処刑剣　１４ＢＬＡＤＥＳ 亀、走る

明王朝の秘密警察の青龍は出動命
令を受けて大臣宅へ急行するが、謎
の集団に襲われ部隊は全滅し…

妻の金で博打で大儲けするも、強盗
に金を奪われた刑事・ピルソン。その
強盗犯は指名手配中だった

監督 ダニエル・リー/出演 ドニー・イェン 監督 イ・ヨンウ/出演 キム・ユンソク

5,700円(税別) 15,000円(税別)

*3015553* *3015554*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-アクション 外国映画-アクション

マリン・ボーイ ７級公務員

元水泳選手・チョンスはパラオ島の
生活を夢みて働く日々。ところが賭博
で莫大な借金を負うハメに

国家情報院要員のスジは正体を明
かせないため、彼氏から別れを告げ
られるが、３年後に再会する。

監督 ユン・ジョンソク/出演 キム・ガンウ 監督 シン・テラ/出演 カン・ジファン

15,000円(税別) 15,000円(税別)

エスピーオー エスピーオー
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DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 二ｶ国語・字幕付 64分 韓国語版 二ｶ国語・字幕付 131分

3015562 OPSDT1944 3015563 OPSDT1945

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 二ｶ国語・字幕付 130分 韓国語版 二ｶ国語・字幕付 133分

3015564 OPSDT1946 3015565 OPSDT1947

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 二ｶ国語・字幕付 65分 韓国語版 二ｶ国語・字幕付 66分

3015566 OPSDT1948 3015567 OPSDT1949

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 二ｶ国語・字幕付 131分 韓国語版 二ｶ国語・字幕付 131分

3015568 OPSDT1950 3015569 OPSDT1951

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 66分 韓国語版 二ｶ国語・字幕付 65分

3015570 OPSDT1952 3015571 OPSDT1953

*3015562* *3015563*

外国映画-アクション 外国映画-アクション

シティーハンター　ｉｎ　Ｓｅｏｕｌ　ｖｏｌ．１ シティーハンター　ｉｎ　Ｓｅｏｕｌ　ｖｏｌ．２

第１話：宿命を背負って生まれた子，
特典映像：特命！シティハンター情
報局パート１

第２話：宿命を背負って生まれた子
／第３話：シティハンター誕生

監督 チン・ヒョク/出演 イ・ミンホ 監督 チン・ヒョク/出演 イ・ミンホ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015564* *3015565*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-アクション 外国映画-アクション

シティーハンター　ｉｎ　Ｓｅｏｕｌ　ｖｏｌ．３ シティーハンター　ｉｎ　Ｓｅｏｕｌ　ｖｏｌ．４

第４話：母のいない２人／第５話：助
けてくれたひと

第６話：ワケありの同居生活／第７
話：四角関係の誤解

監督 チン・ヒョク/出演 イ・ミンホ 監督 チン・ヒョク/出演 イ・ミンホ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015566* *3015567*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-アクション 外国映画-アクション

シティーハンター　ｉｎ　Ｓｅｏｕｌ　ｖｏｌ．５ シティーハンター　ｉｎ　Ｓｅｏｕｌ　ｖｏｌ．６

第８話：愛する人の銃弾，特典映像：
特命！シティハンター情報局パート２

第９話：突然のキス，特典映像：特
命！シティハンター情報局パート３

監督 チン・ヒョク/出演 イ・ミンホ 監督 チン・ヒョク/出演 イ・ミンホ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015568* *3015569*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-アクション 外国映画-アクション

シティーハンター　ｉｎ　Ｓｅｏｕｌ　ｖｏｌ．７ シティーハンター　ｉｎ　Ｓｅｏｕｌ　ｖｏｌ．８

第１０話：シティーハンターの正体／
第１１話：愛せない宿命

第１２話：ナナの窮地／第１３話：守る
ための強さ

監督 チン・ヒョク/出演 イ・ミンホ 監督 チン・ヒョク/出演 イ・ミンホ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015570* *3015571*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-アクション 外国映画-アクション

シティーハンター　ｉｎ　Ｓｅｏｕｌ　ｖｏｌ．９ シティーハンター　ｉｎ　Ｓｅｏｕｌ　ｖｏｌ．１０

第１４話：母子の再会，特典映像：特
命！シティハンター情報局パート４

第１５話：愛していると言えず…，特
典映像：特命！シティハンター情報
局パート５

監督 チン・ヒョク/出演 イ・ミンホ 監督 チン・ヒョク/出演 イ・ミンホ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

エスピーオー エスピーオー
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DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 二ｶ国語・字幕付 131分 韓国語版 二ｶ国語・字幕付 129分

3015572 OPSDT1954 3015573 OPSDT1955

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 二ｶ国語・字幕付 67分 韓国語版 日本語字幕付 66分

3015574 OPSDT1956 3015682 OPSDT1975

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 68分 韓国語版 日本語字幕付 70分

3015683 OPSDT1976 3015684 OPSDT1977

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 94分 英語版 二ｶ国語・字幕付 92分

3015700 VWDRL2510 3015328 1000239468

DVD 上映権付 DVD

2011年 1953年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 88分 英語版 日本語字幕付 83分

3015393 DZ9449 5001750 5001750

*3015572* *3015573*

外国映画-アクション 外国映画-アクション

シティーハンター　ｉｎ　Ｓｅｏｕｌ　ｖｏｌ．１１ シティーハンター　ｉｎ　Ｓｅｏｕｌ　ｖｏｌ．１２

第１６話：別れの決意／第１７話：大
統領の秘密

第１８話：愛する人のために／第１９
話：衝撃の事実

監督 チン・ヒョク/出演 イ・ミンホ 監督 チン・ヒョク/出演 イ・ミンホ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015574* *3015682*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-アクション 外国映画-アクション

シティーハンター　ｉｎ　Ｓｅｏｕｌ　ｖｏｌ．１３ 美少女キラーＫ　ｖｏｌ．１

終話：守るべき人は…，特典映像：
特命！シティハンター情報局パート６

Ｒ１８指定，女子高生・ヨンジンは偶
然銃の密輸現場を目撃し、追われる
身となり、母を拉致される

監督 チン・ヒョク/出演 イ・ミンホ 監督 キム・ジョンヒョン/出演 ハン・グル

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015683* *3015684*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-アクション 外国映画-アクション

美少女キラーＫ　ｖｏｌ．２ 美少女キラーＫ　ｖｏｌ．３

Ｒ１８指定，母を殺され、自らも死ん
だはずのヨンジンはソヨンという名
で、秘密組織の殺し屋に…

Ｒ１８指定，ソヨンは室長に殺しをや
めたいと告白。 後に殺した相手か
ら彼女が渡された物は…。

監督 キム・ジョンヒョン/出演 ハン・グル 監督 キム・ジョンヒョン/出演 ハン・グル

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015700* *3015328*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-アクション 外国映画-アクション，スペクタクル

ミッション：８ミニッツ メカニック

列車爆破犯を突き止めるために、乗
客が死ぬ直前の意識に潜入する任
務を与えられた米軍大尉は…。

Ｒ１５指定，凄腕の殺し屋が、彼の前
に現れた向こう見ずな若者に殺しの
テクニックを教え込むが…

監督 ダンカン・ジョーンズ/出演 ジェイク・ギレンホール 監督 サイモン・ウェスト/出演 ジェイソン・ステイサム

18,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015393* *5001750*

ポニーキャニオン ワーナー・ブラザース

外国映画-アクション，スペクタクル 外国映画-アクション，スペクタクル

スパイキッズ４／ワールド・タイム・ミッション 銃を持つ男

時間を止められる「クロノスサファイ
ア」を取り戻すため、元スパイの母と
双子の姉弟が大活躍する

過去を捨てる為にアリゾナに来たラ
ンドルフは、馬車強盗事件に巻き込
まれ、銃撃戦を繰り広げる。

監督 ロバート・ロドリゲス/出演 ジェシカ・アルバ 監督 アンドレ・デトス/出演 ランドルフ・スコット

16,000円(税別) 18,000円(税別)

松竹 モーションプロ
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1947年 1924年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 100分 サイレント版 日本語字幕付 132分

5001751 5001751 5001793 5001793

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1951年 1916年
1枚組 2枚組

英語版 日本語字幕付 91分 サイレント版 日本語字幕付 172分

5001829 5001829 5001833 5001833

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
160分 156分

3015301 PCBE74008 3015302 PCBE74009

DVD DVD

2011年 2010年
1枚組 1枚組
154分 フランス語版 日本語吹替 103分

3015303 PCBE74010 3015425 ASBXC4989

DVD DVD

2008年 2010年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 119分 中国語版 日本語字幕付 118分

3015430 ASBXD4878 3015488 KKDL560

*5001751* *5001793*

外国映画-アクション，スペクタクル 外国映画-アクション，スペクタクル

拳銃無宿 究極の美術セット　Ｄｉｓｃ１／バグダッドの盗賊

牧場主トーマスは倒れていた男を助
け、家へ連れて行くが、その男は西
部きっての荒くれ男だった。

バグダッドの町を荒らして回る盗賊
が、王宮で見た姫に一目惚れし、
偽って婿選びに名乗りを上げる

監督 ジェームス・エドワード・グラント/出演 ジョン・ウェイン 監督 ラオール・ウォルシュ/出演 ダグラス・フェアバンクス

18,000円(税別) 38,000円(税別)

*5001829* *5001833*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-アクション，スペクタクル 外国映画-アクション，スペクタクル

二世部隊 イントレランス

第二次世界大戦下、日系二世の志
願兵制度が許可され、多くの若者が
日系人収容所から集結して…。

時代を異にする四つのエピソードを、
同時進行させ絡ませながら、人間の
不寛容さが齎す悲劇を描く

監督 ロバート・ピロシュ/出演 ヴァン・ジョンソン 監督 Ｄ・Ｗ・グリフィス/出演 リリアン・ギッシュ

18,000円(税別) 18,000円(税別)

*3015301* *3015302*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドキュメンタリー，記録

淀川長治の名画解説ＤＸ／夢見る瞳に乾杯篇 淀川長治の名画解説ＤＸ／明日への希望篇

淀川長治の解説映像をジャンル別に
収録。サスペンス、ミュージカル、ロ
マンス等の作品を紹介する

淀川長治の解説映像をジャンル別に
収録。本作ではコメディ、パニック、
ファミリー等の作品を紹介

 解説 淀川　長治  解説 淀川　長治
8,125円(税別) 8,125円(税別)

*3015303* *3015425*

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドキュメンタリー，記録

淀川長治の名画解説ＤＸ／真理と感慨編 ちいさな哲学者たち

淀川長治の解説映像をジャンル別に
収録。本作ではＳＦ、戦争、歴史等の
ジャンルの作品を紹介する

文科省選定，世界初の試みとしてフ
ランスの幼稚園で２年間にわたり実
施された哲学の授業の記録。

 解説 淀川　長治 監督 ジャン・ピエール・ポッツィ　他 

8,125円(税別) 15,000円(税別)

*3015430* *3015488*

ポニーキャニオン アミューズソフトエンタテインメント

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドキュメンタリー，記録

ＧＯＮＺＯ／ならず者ジャーナリスト、ハンター・Ｓ・
トンプソンのすべて

亡命

伝説のジャーナリストが自殺するま
でを、録音テープや当時を知る人物
のインタビュー等からたどる

亡命中の中国の知識人、芸術家、政
治活動家の発言を通して中国の民
主化の意味や人間の尊厳を問う

監督 アレックス・ギブニー/出演 ジョニー・デップ 監督 翰　光/出演 鄭　義
15,000円(税別) 20,000円(税別)

アミューズソフトエンタテインメント 紀伊國屋書店
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DVD DVD

2009年 2010年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 76分 英語版 日本語字幕付 86分

3015496 LCDV81108 3015497 LCDV81109

DVD DVD

2009年 2009年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 98分 韓国語版 日本語字幕付 113分

3015557 OPSDT1657 3015558 OPSDT1658

DVD DVD

2009年 2009年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 108分 韓国語版 日本語字幕付 100分

3015559 OPSDT1659 3015560 OPSDT1660

DVD DVD

2009年 1970年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 107分 イタリア語版 日本語字幕付 92分

3015561 OPSDT1661 3015690 KKDL563

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1954年 1940年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 56分 サイレント版 日本語字幕付 11分

5001635 5001635 5001637 5001637

*3015496* *3015497*

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドキュメンタリー，記録

マイケル・ジャクソン「永遠のキング・オブ・ポップ」
ブルース・リー　 後の伝説／生誕７０周年記念
ＤＶＤ

マイケル・ジャクソンの５０年間の軌
跡を貴重なプライベート映像を含め
紹介するドキュメンタリー

ブルース・リーの生い立ちから突然
の死までの過程を、幼少時代の映像
や愛息の談話を交えて紹介。

 出演 マイケル・ジャクソン 監督 トビー・ラッセル/出演 ブルース・リー

15,000円(税別) 15,000円(税別)

*3015557* *3015558*

ラインコミュニケーションズ ラインコミュニケーションズ

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドキュメンタリー，記録

冬のソナタ 終章／奇跡が生まれた１００日間の
全記録　ｖｏｌ．１

冬のソナタ 終章／奇跡が生まれた１００日間の
全記録　ｖｏｌ．２

ドラマ『冬のソナタ』のクランクインか
ら撮影終了までの約１００日間を追っ
たドキュメンタリー。

ドラマ『冬のソナタ』のクランクインか
ら撮影終了までの約１００日間を追っ
たドキュメンタリー。

演出 ユン・ソクホ/出演 チェ・ジウ 演出 ユン・ソクホ/出演 チェ・ジウ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015559* *3015560*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドキュメンタリー，記録

冬のソナタ 終章／奇跡が生まれた１００日間の
全記録　ｖｏｌ．３

冬のソナタ 終章／奇跡が生まれた１００日間の
全記録　ｖｏｌ．４

ドラマ『冬のソナタ』のクランクインか
ら撮影終了までの約１００日間を追っ
たドキュメンタリー。

ドラマ『冬のソナタ』のクランクインか
ら撮影終了までの約１００日間を追っ
たドキュメンタリー。

演出 ユン・ソクホ/出演 チェ・ジウ 演出 ユン・ソクホ/出演 チェ・ジウ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015561* *3015690*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドキュメンタリー，記録

冬のソナタ 終章／奇跡が生まれた１００日間の
全記録　ｖｏｌ．５

フェリーニの道化師

ドラマ『冬のソナタ』のクランクインか
ら撮影終了までの約１００日間を追っ
たドキュメンタリー。

撮影隊を率いてパリへ行き、存命中
の偉大な道化師達を取材。往時の映
像や故人の記録フィルムも。

演出 ユン・ソクホ/出演 チェ・ジウ 監督 フェデリコ・フェリーニ/出演 フェデリコ・フェリーニ

7,650円(税別) 20,000円(税別)

*5001635* *5001637*

エスピーオー 紀伊國屋書店　他

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドキュメンタリー，記録

自衛隊の誕生 産業火災の原因

警察予備隊　誕生の背景（１９５２年）
／警察予備隊から自衛隊へ（１９５４
年）

製造工場内で発生する様々な火災
の原因を詳解。埃、静電気、化学薬
品による火事などを取り上げる

製作 米軍   
28,000円(税別) 18,000円(税別)

モーションプロ モーションプロ
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1927年 2006年
1枚組 1枚組

サイレント版 62分 韓国語版 日本語字幕付 105分

5001688 5001688 5001694 5001694

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2007年 1928年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 100分 サイレント版 日本語字幕付 37分

5001695 5001695 5001802 5001802

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1927年 1922年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 11分 サイレント版 日本語字幕付 75分

5001804 5001804 5001839 5001839

DVD DVD

2007年 2007年
1枚組 1枚組

中国語版 二ｶ国語・字幕付 92分 中国語版 二ｶ国語・字幕付 92分

3015011 MX1182R 3015012 MX1183R

DVD DVD

2007年 2007年
1枚組 1枚組

中国語版 二ｶ国語・字幕付 92分 中国語版 二ｶ国語・字幕付 93分

3015013 MX1184R 3015014 MX1185R

*5001688* *5001694*

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドキュメンタリー，記録

伯林－大都会交響楽
私たちは風の中に立つ／韓国・東一紡織労組１９
７２～２００６

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

１９７２年、韓国の東一紡織の女性労
働者は韓国史上初の女性支部長を
選出するが弾圧を受ける。

監督 ヴァルター・ルットマン 監督 イ・ヘラン 
50,000円(税別) 20,381円(税別)

*5001695* *5001802*

モーションプロ ビデオ工房ＡＫＡＭＥ

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドキュメンタリー，記録

ＯＵＴ／１０代のレズビアン・ストーリー ＧＭ世界の旅

ソウル在住、恋にセクシュアリティー
に学校に家族に悩むレズビアンの高
校生がカメラの前で語る。

工場のある大阪など、世界の主要都
市を巡りながら、大手自動車メーカー
による世界戦略が描かれる

制作 女性映像集団ＷＯＭ 製作 ゼネラル・モーターズ 

20,381円(税別) 18,000円(税別)

*5001804* *5001839*

ビデオ工房ＡＫＡＭＥ モーションプロ

外国映画-ドキュメンタリー，記録 外国映画-ドキュメンタリー，記録

レモン史と栽培 極北の怪異

レモンの歴史と栽培法までを詳細に
解説。害虫に弱いレモンの木を多く
の実がなるように育てていく

極寒の地、カナダ北東部アンガヴァ
半島に暮すイヌイットのナヌーク一家
を追うドキュメンタリー。

製作 キャッスルフィルム 監督 ロバート・Ｊ・フラハティ/出演 ナヌーク

18,000円(税別) 18,000円(税別)

*3015011* *3015012*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

流星剣侠伝　大人物　１１ 流星剣侠伝　大人物　１２

第２１～２２話収録。田思思は錦繍山
荘の存続を危ぶむ。流星閣では岳環
山が三大門派打倒を宣言。

第２３～２４話収録。烏鴉幇への奇襲
失敗から、田心に間者の疑いが。彼
女の後をつけた田思思は…

監督 アマン・チェン/出演 ニコラス・ツェー 監督 アマン・チェン/出演 ニコラス・ツェー

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015013* *3015014*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

流星剣侠伝　大人物　１３ 流星剣侠伝　大人物　１４

第２５～２６話収録。鉄仮面は各派の
奥義の融合を目論むのか？鉄仮面
の一団が流星閣に現れて…。

第２７～２８話収録。羅守耀は亡き楊
国正のため、少林寺へ旅立つ。一
方、深手を負った楊凡は…。

監督 アマン・チェン/出演 ニコラス・ツェー 監督 アマン・チェン/出演 ニコラス・ツェー

9,000円(税別) 9,000円(税別)

マクザム マクザム
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DVD DVD

2007年 1999年
1枚組 1枚組

中国語版 二ｶ国語・字幕付 46分 中国語版 日本語字幕付 91分

3015016 MX1187R 3015033 MX1210R

DVD DVD

1999年 1999年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 92分 中国語版 日本語字幕付 93分

3015034 MX1211R 3015035 MX1212R

DVD DVD

1999年 1999年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 92分 中国語版 日本語字幕付 92分

3015036 MX1213R 3015037 MX1214R

DVD DVD

1999年 1999年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 94分 中国語版 日本語字幕付 94分

3015038 MX1215R 3015039 MX1216R

DVD DVD

1999年 1999年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 94分 中国語版 日本語字幕付 94分

3015040 MX1217R 3015041 MX1218R

*3015016* *3015033*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

流星剣侠伝　大人物　１６ 小李飛刀（しょうりひとう）　１１

終話収録。脱獄した岳環山の狙い
を知り、秦歌の身を案じる楊凡たち
…魔の手は田思思にも迫る！

第２１話～２２話を収録，瀕死の状態
で見つかった李尋歓を阿飛と莫蘭は
名医のもとに運び込むが…

監督 アマン・チェン/出演 ニコラス・ツェー 監督 ユエン・ウーピン/出演 ジャオ・エンジュン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015034* *3015035*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

小李飛刀（しょうりひとう）　１２ 小李飛刀（しょうりひとう）　１３

第２３話～２４話を収録，梨園で暮ら
す李尋歓のもとに上京の勅命が。そ
れを聞いた上官金虹は…。

第２５話～２６話を収録，楊艶らの襲
撃を図る上官金虹。一方、李尋歓は
金月光の元愛妾のもとへ…

監督 ユエン・ウーピン/出演 ジャオ・エンジュン 監督 ユエン・ウーピン/出演 ジャオ・エンジュン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015036* *3015037*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

小李飛刀（しょうりひとう）　１４ 小李飛刀（しょうりひとう）　１５

第２７話～２８話を収録，上官金虹は
李尋歓の排除を考えはじめ、上官飛
と荊無命に相談するが…。

第２９話～３０話を収録，李尋歓は雲
王府に乗り込み、金子光を救出する
が、それは巧妙な罠だった

監督 ユエン・ウーピン/出演 ジャオ・エンジュン 監督 ユエン・ウーピン/出演 ジャオ・エンジュン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015038* *3015039*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

小李飛刀（しょうりひとう）　１６ 小李飛刀（しょうりひとう）　１７

第３１話～３２話を収録，金子光への
拷問を知り、怒る李尋歓。一方、龍小
雲は孫小紅を救出し…。

第３３話～３４話を収録，上官金虹は
襲撃阻止を説く荊無命を軟禁。だ
が、襲撃計画の情報が漏れ…

監督 ユエン・ウーピン/出演 ジャオ・エンジュン 監督 ユエン・ウーピン/出演 ジャオ・エンジュン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015040* *3015041*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

小李飛刀（しょうりひとう）　１８ 小李飛刀（しょうりひとう）　１９

第３５話～３６話を収録，李尋歓の根
城に乗り込む上官金虹だが、杏児と
龍小雲に激しくなじられ…

第３７話～３８話を収録，息子の上官
飛が生きていると知り、動揺した上官
金虹は、雲王府へ向かう

監督 ユエン・ウーピン/出演 ジャオ・エンジュン 監督 ユエン・ウーピン/出演 ジャオ・エンジュン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

マクザム マクザム
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DVD DVD

1999年 2006年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 95分 英語版 二ｶ国語・字幕付 88分

3015042 MX1219R 3015056 TWAD4262

DVD DVD

2003年 2003年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 86分 英語版 二ｶ国語・字幕付 87分

3015100 1000262870 3015101 1000262864

DVD DVD

2003年 2003年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 88分 英語版 二ｶ国語・字幕付 87分

3015102 1000262862 3015103 1000262860

DVD DVD

2003年 2003年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 84分 英語版 二ｶ国語・字幕付 85分

3015104 1000262518 3015105 1000262516

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 98分 韓国語版 日本語字幕付 96分

3015146 MX1227R 3015147 MX1228R

*3015042* *3015056*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

小李飛刀（しょうりひとう）　２０ ザ・アイデンティティー

第３９話～４０話を収録，上官飛に命
を狙われる上官金虹。李尋歓は勤皇
軍を指揮すると宣言する。

アフリカの病院のベッドの上で目を覚
ましたジョンは記憶を失い、スパイの
疑いをかけられるが…。

監督 ユエン・ウーピン/出演 ジャオ・エンジュン 監督 アミール・マン/出演 ニック・チンランド

9,000円(税別) 12,000円(税別)

*3015100* *3015101*

マクザム トランスワールドアソシエイツ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ワン・トゥリー・ヒル　＜ファースト・シーズン＞　１ ワン・トゥリー・ヒル　＜ファースト・シーズン＞　２

全米が共感した大ヒット青春恋愛ドラ
マ，第１話：ワン・オン・ワン／第２話：
チームメイト

全米が共感した大ヒット青春恋愛ドラ
マ，第３話：バーニング・ボート／第４
話：ベスト・カップル

製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ 製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ

13,500円(税別) 13,500円(税別)

*3015102* *3015103*

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ワン・トゥリー・ヒル　＜ファースト・シーズン＞　３ ワン・トゥリー・ヒル　＜ファースト・シーズン＞　４

全米が共感した大ヒット青春恋愛ドラ
マ，第５話：消えない想い／第６話：
ある夜の出来事

全米が共感した大ヒット青春恋愛ドラ
マ，第７話：君の心が欲しい／第８
話：旅立ち

製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ 製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ

13,500円(税別) 13,500円(税別)

*3015104* *3015105*

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ワン・トゥリー・ヒル　＜ファースト・シーズン＞　５ ワン・トゥリー・ヒル　＜ファースト・シーズン＞　６

全米が共感した大ヒット青春恋愛ドラ
マ，第９話：プレッシャー／第１０話：
ジェイクの秘密

全米が共感した大ヒット青春恋愛ドラ
マ，第１１話：迷い道／第１２話：嵐の
夜に…

製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ 製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ

13,500円(税別) 13,500円(税別)

*3015146* *3015147*

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．８ それでも好き　ｖｏｌ．９

第２２話：戻らないテジュ／第２３話：
警告／第２４話：ヌリへの就職

第２５話：すれ違い／第２６話：卑劣
な策／第２７話：壊れた信頼

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

マクザム マクザム
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DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 103分 韓国語版 日本語字幕付 108分

3015148 MX1229R 3015149 MX1230R

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 98分 韓国語版 日本語字幕付 99分

3015150 MX1231R 3015151 MX1232R

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 100分 韓国語版 日本語字幕付 97分

3015152 MX1233R 3015153 MX1234R

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 95分 韓国語版 日本語字幕付 96分

3015154 MX1235R 3015155 MX1236R

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 94分 韓国語版 日本語字幕付 95分

3015156 MX1237R 3015157 MX1238R

*3015148* *3015149*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．１０ それでも好き　ｖｏｌ．１１

第２８話：別れ／第２９話：相いれな
い２人／第３０話：はずされた指輪

第３１話：あふれる涙／第３２話：完
全なる愛の終止符／第３３話：ソッピ
ン、入社

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015150* *3015151*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．１２ それでも好き　ｖｏｌ．１３

第３４話：突然のピンチヒッター／第３
５話：未練／第３６話：さよなら

第３７話：当たり屋被害／第３８話：罪
は消えない／第３９話：気を失った母

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015152* *3015153*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．１４ それでも好き　ｖｏｌ．１５

第４０話：献身的な愛／第４１話：ソグ
に好きな人が？／第４２話：会長の
推測

第４３話：告白／第４４話：さらけ出し
た真実／第４５話：譲り受けた指輪

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015154* *3015155*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．１６ それでも好き　ｖｏｌ．１７

第４６話：受け入れる資格／第４７
話：ユン家訪問／第４８話：婚約

第４９話：邪魔する女／第５０話：結
婚できない理由／第５１話：愛してま
せん

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015156* *3015157*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．１８ それでも好き　ｖｏｌ．１９

第５２話：届いた想い／第５３話：この
瞬間の愛を／第５４話：母への紹介

第５５話：言っていなかった言葉／第
５６話：門出／第５７話：“ミョンジ”と
いう名

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

マクザム マクザム
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DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 97分 韓国語版 日本語字幕付 97分

3015158 MX1239R 3015159 MX1240R

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 97分 韓国語版 日本語字幕付 97分

3015160 MX1241R 3015161 MX1242R

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 96分 韓国語版 日本語字幕付 98分

3015162 MX1243R 3015163 MX1244R

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 97分 韓国語版 日本語字幕付 97分

3015164 MX1245R 3015165 MX1246R

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 97分 韓国語版 日本語字幕付 97分

3015166 MX1247R 3015167 MX1248R

*3015158* *3015159*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．２０ それでも好き　ｖｏｌ．２１

第５８話：募る夫への疑惑／第５９
話：はち合わせ／第６０話：乳母と家
政婦？

第６１話：それぞれのクリスマス／第
６２話：浮気の証拠／第６３話：流産

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015160* *3015161*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．２２ それでも好き　ｖｏｌ．２３

第６４話：盗作騒動／第６５話：ソッ
キョンの死／第６６話：姿を消した
ジュンベ

第６７話：気力をなくしたソグ／第６８
話：綴られていた秘密／第６９話：買
収、そして姻戚関係へ

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015162* *3015163*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．２４ それでも好き　ｖｏｌ．２５

第７０話：暴かれた離婚暦／第７１
話：盗作の真犯人／第７２話：崩れた
シナリオ

第７３話：あなたの不倫相手は…／
第７４話：ミョンジをかばう理由／第７
５話：妹の代わりに

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015164* *3015165*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．２６ それでも好き　ｖｏｌ．２７

第７６話：広がる誤解／第７７話：離
れた心／第７８話：ジュンベ、復讐開
始

第７９話：失った居場所／第８０話：帰
らないソグ／第８１話：傷ついたプラ
イド

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015166* *3015167*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．２８ それでも好き　ｖｏｌ．２９

第８２話：絶体絶命／第８３話：もう君
を愛せない／第８４話：はがれた化け
の皮

第８５話：ソッキョンの仇／第８６話：
憎まれても大事な家族／第８７話：落
とし物

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

マクザム マクザム
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DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 98分 韓国語版 日本語字幕付 98分

3015168 MX1249R 3015169 MX1250R

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 97分 韓国語版 日本語字幕付 98分

3015170 MX1251R 3015171 MX1252R

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 98分 韓国語版 日本語字幕付 98分

3015172 MX1253R 3015173 MX1254R

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 98分 韓国語版 日本語字幕付 98分

3015174 MX1255R 3015175 MX1256R

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 98分 韓国語版 日本語字幕付 98分

3015176 MX1257R 3015177 MX1258R

*3015168* *3015169*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．３０ それでも好き　ｖｏｌ．３１

第８８話：まさかの一致／第８９話：危
機一髪／第９０話：予期せぬ再会

第９１話：孤立／第９２話：次なる策／
第９３話：見つかった韓服

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015170* *3015171*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．３２ それでも好き　ｖｏｌ．３３

第９４話：不倫疑惑／第９５話：目撃
情報／第９６話：我慢の限界

第９７話：悪魔の指令／第９８話：目
覚めないソグ／第９９話：ひき逃げ犯
の手がかり

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015172* *3015173*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．３４ それでも好き　ｖｏｌ．３５

第１００話：娘をダメにした責任／第１
０１話：許されざる想像／第１０２話：

悪の結果

第１０３話：ヒョウン妊娠／第１０４話：
奇跡の回復／第１０５話：あなたは他
人

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015174* *3015175*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．３６ それでも好き　ｖｏｌ．３７

第１０６話：報復の時／第１０７話：
ジュンベの決断／第１０８話：離婚し
ない

第１０９話：追い出されたミョンジ／第
１１０話：私の娘…／第１１１話：認知
症との診断結果

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015176* *3015177*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．３８ それでも好き　ｖｏｌ．３９

第１１２話：むごい仕打ち／第１１３
話：受け入れがたい現実／第１１４
話：消えたミョンジ

第１１５話：１人で生きる覚悟／第１１
６話：倒れ込んだミョンジ／第１１７
話：神への祈り

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

マクザム マクザム
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DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 98分 韓国語版 日本語字幕付 97分

3015178 MX1259R 3015179 MX1260R

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 98分 韓国語版 日本語字幕付 97分

3015180 MX1261R 3015181 MX1262R

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 97分 韓国語版 日本語字幕付 97分

3015182 MX1263R 3015183 MX1264R

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 96分 英語版 二ｶ国語・字幕付 86分

3015184 MX1265R 3015234 TWAD4265

DVD DVD

2011年 2008年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 138分 英語版 二ｶ国語・字幕付 107分

3015252 VWDRL5770 3015257 TWAD4273

*3015178* *3015179*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．４０ それでも好き　ｖｏｌ．４１

第１１８話：ソッキンの復讐？／第１１
９話：鬼と化した男／第１２０話：不渡
り説浮上

第１２１話：まさかの鑑定結果／第１
２２話：容赦なき制裁／第１２３話：離
婚

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015180* *3015181*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．４２ それでも好き　ｖｏｌ．４３

第１２４話：残酷な運命／第１２５話：
ビョルは俺の子？／第１２６話：親と
しての資格

第１２７話：引き離された母子／第１２
８話：娘は外国に？／第１２９話：ソ
グ、社長就任

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015182* *3015183*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．４４ それでも好き　ｖｏｌ．４５

第１３０話： 期の手紙／第１３１話：
親心／第３１２話：母の頼み

第１３３話：母さんと呼ばせて／第１３
４話：残されたメッセージ／第３１５
話：ソッピンの去就

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015184* *3015234*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

それでも好き　ｖｏｌ．４６ ブラッド・ダイアリー

第１３６話：愛だけは真実／第１３７
話：出発前日／第３１８話：憎しみに
勝るもの

突如発生した連続殺人事件。捜査が
難航する中、犯人が書いたと思われ
る日記の切れ端が見つかり…

演出 キム・ウソン/出演 キム・ジホ 監督 アンディ・ハースト/出演 クロエ・スナイダー

9,000円(税別) 12,000円(税別)

*3015252* *3015257*

マクザム トランスワールドアソシエイツ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ツリー・オブ・ライフ デッド・レーン

カンヌ国際映画祭 高賞，厳格な父
と優しい母との間で葛藤しながら育っ
た男が、過去を振り返る。

旅行帰りのメルとジュールスが乗っ
たシャトルバスは、残忍なドライバー
が支配する閉鎖空間だった

監督 テレンス・マリック/出演 ブラッド・ピット 監督 エドワード・アンダーソン/出演 ペイトン・リスト

18,000円(税別) 12,000円(税別)

ポニーキャニオン トランスワールドアソシエイツ
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DVD DVD

1957年 1998年
1枚組 7枚組

チェコ語版 日本語字幕付 82分 チェコ語版 日本語字幕付 575分

3015259 BWD1515 3015260 BWD2032

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 96分 中国語版 日本語字幕付 95分

3015268 MX1270R 3015269 MX1271R

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 94分 中国語版 日本語字幕付 89分

3015270 MX1272R 3015271 MX1273R

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 90分 中国語版 日本語字幕付 92分

3015272 MX1274R 3015273 MX1275R

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 93分 中国語版 日本語字幕付 94分

3015274 MX1276R 3015275 MX1277R

*3015259* *3015260*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

幻想の魔術師カレル・ゼマン　悪魔の発明 カレル・ゼマン　プレミアムＤＶＤ－ＢＯＸ

ロック教授と助手のハルトは、強力な
爆発物の研究中、海賊に誘拐されて
しまう。

７枚組セット，ＤＩＳＣ１：クラバート／Ｄ
ＩＳＣ２：ホンジークとマジェンカ　他

監督 カレル・ゼマン/出演 アルノシュト・ナヴラーチル 監督 カレル・ゼマン 
8,500円(税別) 28,000円(税別)

*3015268* *3015269*

ブロードウェイ ブロードウェイ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

織姫の祈り　１ 織姫の祈り　２

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第１話：母の死／第２話：七夕の
誓い

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第３話：腕比べ／第４話：錦繍房
の危機

監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン 監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015270* *3015271*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

織姫の祈り　３ 織姫の祈り　４

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第５話：宮中のおきて／第６話：友
情の始まり

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第７話：ぬれぎぬ／第８話：師弟
の絆

監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン 監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015272* *3015273*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

織姫の祈り　５ 織姫の祈り　６

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第９話：籠の鳥／第１０話：織姫と
彦星

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第１１話：行き場のない思い／第１
２話：女の争い

監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン 監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015274* *3015275*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

織姫の祈り　７ 織姫の祈り　８

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第１３話：約束／第１４話：凶報

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第１５話：絶体絶命／第１６話：む
ごい宣告

監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン 監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

マクザム マクザム
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DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 93分 中国語版 日本語字幕付 93分

3015276 MX1278R 3015277 MX1279R

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 93分 中国語版 日本語字幕付 95分

3015278 MX1280R 3015279 MX1281R

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 93分 中国語版 日本語字幕付 92分

3015280 MX1282R 3015281 MX1283R

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 90分 中国語版 日本語字幕付 94分

3015282 MX1284R 3015283 MX1285R

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 94分 中国語版 日本語字幕付 94分

3015284 MX1286R 3015285 MX1287R

*3015276* *3015277*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

織姫の祈り　９ 織姫の祈り　１０

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第１７話：決意／第１８話：運命の
いたずら

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第１９話：それぞれの願い／第２０
話：二つの顔

監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン 監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015278* *3015279*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

織姫の祈り　１１ 織姫の祈り　１２

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第２１話：それぞれの願い／第２２
話：二つの顔

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第２３話：母と娘／第２４話：臨安
開城

監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン 監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015280* *3015281*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

織姫の祈り　１３ 織姫の祈り　１４

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第２５話：再会／第２６話：二人の
師匠

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第２７話：先生の恋／第２８話：風
先生の過去

監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン 監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015282* *3015283*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

織姫の祈り　１５ 織姫の祈り　１６

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第２９話：さよなら寧／第３０話：綿
との出会い

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第３１話：宋の滅亡／第３２話：め
ぐりあい

監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン 監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015284* *3015285*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

織姫の祈り　１７ 織姫の祈り　１８

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第３３話：王への直訴／第３４話：
それぞれの人生

「中国織物の母」黄道婆の生涯を描
く。第３５話：王への直訴／第３６話：
それぞれの人生

監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン 監督 ウェイ・ハンタオ　他/出演 チャン・チュンニン

9,000円(税別) 9,000円(税別)

マクザム マクザム
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DVD DVD

2009年 2010年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 120分 フランス語版 日本語字幕付 105分

3015287 THDT20491 3015288 THDT20541

DVD DVD

2008年 2005年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 93分 スペイン語版 日本語字幕付 116分

3015292 THDT20441 3015293 THDT20141

DVD DVD

2009年 2009年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 108分 ポーランド語版 二ｶ国語・字幕付 71分

3015294 MX1289R 3015307 TWAD1275

DVD DVD

2009年 2007年
1枚組 1枚組

ポーランド語版 二ｶ国語・字幕付 74分 エストニア語 日本語字幕付 90分

3015308 TWAD1276 3015309 TWAD4278

DVD DVD

1981年 2010年
1枚組 1枚組

フランス語版 二ｶ国語・字幕付 117分 英語版 二ｶ国語・字幕付 115分

3015319 BBBF8697 3015322 DLRY28795

*3015287* *3015288*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

重量ガールズ／キングコングを持ち上げろ！ ハートブレイカー

ソウル五輪で金メダルを逃した重量
挙げの選手が、田舎の女子中学校
で監督を務めることになるが…

別れさせ屋のアレックスは、新たな
ターゲットである令嬢・ジュリエットが
滞在するモナコに向かう

監督 パク・ゴニョン/出演 イ・ボムス 監督 パスカル・ショメイユ/出演 ヴァネッサ・パラディ

16,000円(税別) 20,000円(税別)

*3015292* *3015293*

オデッサ・エンタテインメント オデッサ・エンタテインメント

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

嘘つきは恋の始まり ネイキッドアサシン

遺書代筆サービス業に携わるエヴァ
ンは、顧客の葬儀でその妹のシャー
ロットと出会い、恋をする。

麻薬問題に揺れる８０年代のコロン
ビア。女暗殺者のロサリオは、次々と
要人を抹殺していくが…。

監督 ジェフリー・ハーレー/出演 ウィノナ・ライダー 監督 エミリオ・マイレ/出演 フローラ・マルティネス

20,000円(税別) 20,000円(税別)

*3015294* *3015307*

オデッサ・エンタテインメント オデッサ・エンタテインメント

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

イン・ハー・スキン バンディット　前編／義賊ヤノシークの誕生

ミラノ映画祭，１５歳の少女・レイチェ
ルが謎の失踪を遂げる。その背後に
は戦慄の真相があった。

スロバキアのロビン・フッドと呼ばれ
る義賊ヤノシークの半生を綴った、ス
ペクタクル歴史ドラマ。

監督 シモーヌ・ノース/出演 ガイ・ピアース 監督 アニエスカ・ホランド/出演 ヴァーツラフ・イラチェック

9,000円(税別) 4,700円(税別)

*3015308* *3015309*

マクザム トランスワールドアソシエイツ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

バンディット　後編／英雄の 期 １７　ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ

スロバキアのロビン・フッドと呼ばれ
る義賊ヤノシークの半生を綴った、ス
ペクタクル歴史ドラマ。

スラム街で暮らしながら医者を目指
す１７歳のラスは、麻薬を売りさばい
て大金を手に入れるが…。

監督 アニエスカ・ホランド/出演 ヴァーツラフ・イラチェック 監督 レネ・ヴィルブレ/出演 ラスマス・カリュジャーブ

4,700円(税別) 12,000円(税別)

*3015319* *3015322*

トランスワールドアソシエイツ トランスワールドアソシエイツ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ディーバ／製作３０周年記念ＨＤリマスター・エ
ディション

かぞくはじめました

セザール賞，オペラ歌手の歌を盗み
録りした青年が、地下組織が絡む不
可解な事件に巻き込まれ…。

レストラン経営を夢見るホリーは、ス
ポーツ番組のディレクターを目指すエ
リックとデートするが…

監督 ジャン・ジャック・ベネックス/出演 ウィルヘルメニア・フェルナンデス 監督 グレッグ・バーランティ/出演 キャサリン・ハイグル

10,000円(税別) 13,500円(税別)

ハピネット ワーナー・ブラザース
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DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 100分 英語版 二ｶ国語・字幕付 118分

3015327 1000240192 3015332 1000279130

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 110分 英語版 二ｶ国語・字幕付 118分

3015333 1000281066 3015334 1000291170

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 113分 英語版 二ｶ国語・字幕付 137分

3015335 1000291178 3015336 1000298604

DVD DVD

2005年 2005年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 88分 英語版 二ｶ国語・字幕付 88分

3015338 1000262514 3015339 1000262512

DVD DVD

2005年 2005年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 88分 英語版 二ｶ国語・字幕付 88分

3015340 1000262855 3015341 1000262868

*3015327* *3015332*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

赤ずきん ラブ・アゲイン

村の少女・ヴァレリーは、親が決めた
結婚から逃げるため恋人のピーター
と共に村を出ようとする。

妻から突然離婚を切り出された真面
目な中年男が、もう一度妻の愛を取
り戻すべくモテ男に変身する

監督 キャサリン・ハードウィック/出演 アマンダ・サイフリッド 監督 グレン・フィカーラ　他/出演 スティーブ・カレル

16,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015333* *3015334*

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ミスター・アーサー ニューイヤーズ・イブ

財閥の御曹子アーサーは乳母のホ
ブソンを頼って生きる放蕩息子だが、
父から政略結婚を命じられ…

大晦日のニューヨークを舞台に、大
切な人との絆を取り戻そうとする人々
の恋模様を描いた群像劇。

監督 ジェイソン・ウィナー/出演 ラッセル・ブランド 監督 ゲイリー・マーシャル/出演 サラ・ジェシカ・パーカー

13,500円(税別) 16,000円(税別)

*3015335* *3015336*

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

イルカと少年 Ｊ・エドガー

尾びれを失ったイルカのために人工
の義尾を作ろうとする人々の奮闘と、
イルカと少年との絆を描く

ＦＢＩ初代長官が築き上げた強大な権
力と黒い疑惑、スキャンダラスな噂
を、実話をもとに描き出す

監督 チャールズ・マーティン・スミス/出演 ハリー・コニック・Ｊｒ 監督 クリント・イーストウッド/出演 レオナルド・ディカプリオ

13,500円(税別) 16,000円(税別)

*3015338* *3015339*

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ワン・トゥリー・ヒル　＜ファースト・シーズン＞　７ ワン・トゥリー・ヒル　＜ファースト・シーズン＞　８

全米が共感した大ヒット青春恋愛ドラ
マ，第１３話：動き出す運命／第１４
話：祈りのとき

全米が共感した大ヒット青春恋愛ドラ
マ，第１５話：全てが変わる瞬間／第
１６話：初めての傷

製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ 製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ

13,500円(税別) 13,500円(税別)

*3015340* *3015341*

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ワン・トゥリー・ヒル　＜ファースト・シーズン＞　９
ワン・トゥリー・ヒル　＜ファースト・シーズン＞　１
０

全米感動の大ヒットドラマ，第１７話：
譲れないチア対決／第１８話：デート
ボーイ・オークション

全米が共感した大ヒット青春恋愛ドラ
マ，第１９話：衝撃の告白／第２０話：
パーティーを取り返せ

製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ 製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ

13,500円(税別) 13,500円(税別)

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース
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DVD DVD

2005年 2004年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 88分 英語版 二ｶ国語・字幕付 130分

3015342 1000262866 3015343 1000262550

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 87分 英語版 二ｶ国語・字幕付 86分

3015344 1000262547 3015345 1000262545

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 88分 英語版 二ｶ国語・字幕付 86分

3015346 1000262543 3015347 1000262541

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 86分 英語版 二ｶ国語・字幕付 87分

3015348 1000262539 3015349 1000262537

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 87分 英語版 二ｶ国語・字幕付 86分

3015350 1000262537 3015351 1000261001

*3015342* *3015343*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ワン・トゥリー・ヒル　＜ファースト・シーズン＞　１
１

ワン・トゥリー・ヒル　＜セカンド・シーズン＞　１

全米感動の青春ドラマ，第２０話：そ
れぞれの決意／第２１話：ワタリガラ
ス（レイヴン）の群れ

全米が共感した大ヒット青春恋愛ドラ
マ，第１話：再出発／第２話：ウェディ
ング・パーティー

製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ 製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ

13,500円(税別) 13,500円(税別)

*3015344* *3015345*

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ワン・トゥリー・ヒル　＜セカンド・シーズン＞　２ ワン・トゥリー・ヒル　＜セカンド・シーズン＞　３

全米が共感した大ヒット青春恋愛ドラ
マ，第３話：危険な誘惑／第４話：嵐
を呼ぶ男

全米が共感した大ヒット青春恋愛ドラ
マ，第５話：チャレンジ・ゲーム／第６
話：星の降る夜に

製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ 製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ

13,500円(税別) 13,500円(税別)

*3015346* *3015347*

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ワン・トゥリー・ヒル　＜セカンド・シーズン＞　４ ワン・トゥリー・ヒル　＜セカンド・シーズン＞　５

全米が共感した大ヒットドラマ，第７
話：オープニング・ナイト／第８話：朝
までガールズ・トーク

全米が共感した大ヒット青春恋愛ドラ
マ，第９話：ひとりぼっちのプロム／
第１０話：心のカギ

製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ 製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ

13,500円(税別) 13,500円(税別)

*3015348* *3015349*

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ワン・トゥリー・ヒル　＜セカンド・シーズン＞　６ ワン・トゥリー・ヒル　＜セカンド・シーズン＞　７

全米が共感した大ヒット青春恋愛ドラ
マ，第１１話：予期せぬ再会／第１２
話：自分の道

全米が共感した大ヒット青春恋愛ドラ
マ，第１３話：苦渋の選択／第１４話：
生徒会長選挙

製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ 製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ

13,500円(税別) 13,500円(税別)

*3015350* *3015351*

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ワン・トゥリー・ヒル　＜セカンド・シーズン＞　８ ワン・トゥリー・ヒル　＜セカンド・シーズン＞　９

全米が共感した大ヒット青春ドラマ，
第１５話：タイム・カプセル／第１６話：
愛と嘘のはざまで

全米が共感した大ヒット青春ドラマ，
第１７話：失意の旅立ち／第１８話：
ジェイクの決意

製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ 製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ

13,500円(税別) 13,500円(税別)

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース
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AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 86分 英語版 二ｶ国語・字幕付 86分

3015352 1000262553 3015353 1000262551

DVD DVD

2008年 1995年
1枚組 2枚組

イタリア語版 日本語字幕付 81分 セルビア・クロアチア語版 二ｶ国語・字幕付 240分

3015355 KKDL557 3015356 KKDL556

DVD DVD

1995年 1995年
1枚組 1枚組

セルビア・クロアチア語版 二ｶ国語・字幕付 150分 セルビア・クロアチア語版 二ｶ国語・字幕付 90分

3015357 KKDL556A 3015358 KKDL556B

DVD DVD

2011年 2010年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 129分 英語版 二ｶ国語・字幕付 109分

3015389 1000311673 3015391 DZ9452

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 91分 英語版 二ｶ国語・字幕付 83分

3015406 RDD80217 3015407 RDD80214

*3015352* *3015353*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ワン・トゥリー・ヒル　＜セカンド・シーズン＞　１０ ワン・トゥリー・ヒル　＜セカンド・シーズン＞　１１

全米が共感した大ヒット青春ドラマ，
第１９話：悪夢のサーキット／第２０
話：もしも…

全米が共感した大ヒットドラマ，第２１
話：ただの友達／第２２話：かなわぬ
望み／第２３話：暗雲

製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ 製指 マーク・シュワーン　他/出演 チャド・マイケル・マーレイ

13,500円(税別) 13,500円(税別)

*3015355* *3015356*

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

プッチーニの愛人 アンダーグラウンド　Ｄｉｓｃ１＆２

プッチーニの愛人と疑われたメイドが
自殺し、遺族は彼の妻を訴える。本
当の愛人は誰だったのか？

カンヌ映画祭賞，ユーゴスラビアで５
０年間にわたり、終戦を地下で待ち
続けた人々の一大群像劇。

監督 パオロ・ベンヴェヌーティ/出演 タニア・スクイッラーリオ 監督 エミール・クストリッツァ/出演 ラザル・リストヴスキ

20,000円(税別) 20,000円(税別)

*3015357* *3015358*

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　他

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

アンダーグラウンド　Ｄｉｓｃ１ アンダーグラウンド　Ｄｉｓｃ２〔特典〕

カンヌ映画祭賞，「アンダーグラウン
ド」本編を収録。

カンヌ映画祭賞，特典映像を収録：ス
タッフ、キャストインタビュー、撮影風
景、日本版予告編など

監督 エミール・クストリッツァ/出演 ラザル・リストヴスキ 監督 エミール・クストリッツァ/出演 ラザル・リストヴスキ

20,000円(税別) セット価格

*3015389* *3015391*

紀伊國屋書店　他 紀伊國屋書店　他

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ものすごくうるさくて、ありえないほど近い フェイク・クライム

９．１１により父を失ったオスカーは、
父の遺品の中から一本の鍵を見つ
け、鍵穴を探す旅に出る。

無実の罪で服役したヘンリーは、刑
務所内で詐欺師のマックスに出会
い、銀行強盗を働くことに…。

監督 スティーヴン・ダルドリー/出演 トム・ハンクス 監督 マルコム・ベンビル/出演 キアヌ・リーブス

16,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015406* *3015407*

ワーナー・ブラザース 松竹

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

永遠の僕たち ピザボーイ／史上 凶のご注文

特攻隊員の幽霊が見える少年・イー
ノックは、ある日他人の葬儀に紛れ
込み、一人の少女に出会う。

自堕落な生活を送るピザ屋の店員・
ニックは、配達先で二人の男に拉致
され銀行強盗を強要される。

監督 ガス・ヴァン・サント/出演 ヘンリー・ホッパー 監督 ルーベン・フライシャー/出演 ジェシー・アイゼンバーグ

16,000円(税別) 16,000円(税別)

ソニー・ピクチャーズ ソニー・ピクチャーズ

－30－



AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 110分 英語版 二ｶ国語・字幕付 105分

3015412 RDD80215 3015417 RAD80209

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 133分 英語版 二ｶ国語・字幕付 109分

3015419 RDD80216 3015420 RDD80206

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 92分 英語版 二ｶ国語・字幕付 192分

3015421 RDD80212 3015422 RDD80089

DVD DVD

2009年 2008年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 126分 イタリア語版 日本語字幕付 137分

3015431 ASBXD4871 3015486 KKDL558

DVD DVD

2010年 1925年
1枚組 1枚組

フランス語版 二ｶ国語・字幕付 111分 サイレント版 日本語字幕付 89分

3015487 KKDL559 3015489 KKDL460

*3015412* *3015417*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

わらの犬 リミットレス

静かな環境を求めて田舎に引越した
脚本家のデヴィッドは地元の荒くれ
者たちを敵に回してしまい…

作家志望のエディは脳を活性化する
薬を入手し、傑作を書き上げるが、恐
ろしい副作用に襲われて…

監督 ロッド・ルーリー/出演 ジェームズ・マースデン 監督 ニール・バーガー/出演 ブラッドリー・クーパー

16,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015419* *3015420*

ソニー・ピクチャーズ ソニー・ピクチャーズ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

マネーボール ステイ・フレンズ

低迷する野球チームを常勝チームに
変身させた実在のゼネラルマネー
ジャー、ビリー・ビーンの物語

恋愛感情ナシのＳＥＸフレンドに進展
したひと組の男女が、恋と友情のは
ざまで揺れ動く様を描く。

監督 ベネット・ミラー/出演 ブラッド・ピット 監督 ウィル・グラック/出演 ジャスティン・ティンバーレイク

16,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015421* *3015422*

ソニー・ピクチャーズ ソニー・ピクチャーズ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

小悪魔はなぜモテる ４デイズ

彼氏がいると嘘をついた女子高生・
オリーブは、モテない男達から偽装
エッチの依頼を受けるが…。

Ｒ１５指定，テロリストから爆弾の設
置場所を聞き出そうと苦闘する尋問
スペシャリストの姿を描く

監督 ウィル・グラック/出演 エマ・ストーン 監督 グレゴール・ジョーダン/出演 サミュエル・Ｌ・ジャクソン

16,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015431* *3015486*

ソニー・ピクチャーズ ソニー・ピクチャーズ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

愛する人 ゴモラ

３７年間お互いの顔も名前も知らず
にいた母娘が、ある出来事をきっか
けに会うことを決意するが…

受賞：カンヌ国際映画祭，抗争の絶
えない地域で育った少年トトは、ある
犯罪組織の一員となるが…

監督 ロドリゴ・ガルシア/出演 ナオミ・ワッツ 監督 マッテオ・ガッローネ/出演 サルヴァトーレ・アブルツェーゼ

15,000円(税別) 20,000円(税別)

*3015487* *3015489*

アミューズソフトエンタテインメント 紀伊國屋書店　他

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

さすらいの女神（ディーバ）たち あるじ／カール・Ｔｈ・ドライヤー　Ｃ．Ｅ．

Ｒ１５指定，カンヌ映画祭賞，落ち目
のプロデューサーがダンサー達と共
にパリでの公演を目指すが

フランセン家の主人ヴィクトアの暴君
ぶりに妻は実家に帰ってしまうと手伝
いのマース婆さんが現れ

監督 マチュー・アマルリック/出演 マチュー・アマルリック 監督 カール・Ｔｈ・ドライヤー/出演 ヨハンネス・マイヤー

20,000円(税別) 20,000円(税別)

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店

－31－



AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

フランス語版 二ｶ国語・字幕付 108分 韓国語版 二ｶ国語・字幕付 114分

3015498 TWAD4278 3015550 OPSDR1001

DVD DVD

2006年 2010年
1枚組 1枚組

韓国語版 二ｶ国語・字幕付 99分 韓国語版 日本語字幕付 107分

3015551 OPSDR1002 3015575 OPSDT1939

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 100分 韓国語版 日本語字幕付 99分

3015576 OPSDT1940 3015577 OPSDT1941

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 101分 韓国語版 日本語字幕付 101分

3015578 OPSDT1942 3015579 OPSDT1943

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 97分 韓国語版 日本語字幕付 98分

3015580 OPSDT1978 3015581 OPSDT1979

*3015498* *3015550*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

フライト２３６ パパは女の人が好き

実際の航空事故を映像化。エンジン
が停止した飛行機の機長が、空軍基
地への着陸を決断するが…。

絶世の美女が実は一児のパパだっ
た？！美人写真家、ソン・ジヒョンの
知られざる過去が明らかに！

監督 シルヴェイン・アルシャンボール/出演 ミシェル・コート 監督 イ・グァンジェ/出演 イ・ナヨン

12,000円(税別) 15,000円(税別)

*3015551* *3015575*

トランスワールドアソシエイツ エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

アラン　阿娘 神のクイズ　ｖｏｌ．１

女刑事・ソヨンは新米刑事と変死事
件の捜査を開始したが、被害者の友
人も変死体で発見されて…。

第１話：ドラキュラの悲劇／第２話：失
われたアイドルの都市

監督 アン・サンフン/出演 ソン・ユナ 演出 イ・ジュンヒョン/出演 リュ・ドックァン

15,000円(税別) 7,650円(税別)

*3015576* *3015577*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

神のクイズ　ｖｏｌ．２ 神のクイズ　ｖｏｌ．３

天才神経外科医が不審死の謎に迫
る。第３話：アサシン／第４話：紙が
降りた娘

天才神経外科医が不審死の謎に迫
る。第５話：たんぱく質チェイサー／
第６話：ファン・デス

演出 イ・ジュンヒョン/出演 リュ・ドックァン 演出 イ・ジュンヒョン/出演 リュ・ドックァン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015578* *3015579*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

神のクイズ　ｖｏｌ．４ 神のクイズ　ｖｏｌ．５

天才神経外科医が不審死の謎に迫
る。第７話：紙人形／第８話： 後の
プレゼント

天才神経外科医が不審死の謎に迫
る。第９話：タナトス（前編）／第１０
話：タナトス（後編）

演出 イ・ジュンヒョン/出演 リュ・ドックァン 演出 イ・ジュンヒョン/出演 リュ・ドックァン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015580* *3015581*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

神のクイズ　シーズン２　ｖｏｌ．１ 神のクイズ　シーズン２　ｖｏｌ．２

第１話：リストカット・シンドローム（前
編）／第２話：リストカット・シンドロー
ム（後編）

第３話：エレファント・マン／第４話：ラ
ブシック

演出 イ・ジュンヒョン/出演 リュ・ドックァン 演出 イ・ジュンヒョン/出演 リュ・ドックァン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

エスピーオー エスピーオー

－32－



AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2010年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 96分 韓国語版 日本語字幕付 100分

3015582 OPSDT1980 3015583 OPSDT1981

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 99分 韓国語版 日本語字幕付 109分

3015584 OPSDT1982 3015585 OPSDT1983

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 124分 韓国語版 日本語字幕付 122分

3015586 OPSDT1762 3015587 OPSDT1763

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 125分 韓国語版 日本語字幕付 125分

3015589 OPSDT1765 3015590 OPSDT1766

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 122分 韓国語版 日本語字幕付 125分

3015591 OPSDT1767 3015592 OPSDT1768

*3015582* *3015583*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

神のクイズ　シーズン２　ｖｏｌ．３ 神のクイズ　シーズン２　ｖｏｌ．４

第５話：サイコパスの定義／第６話：
マニアック

第７話：耳の中の爆弾／第８話：ホワ
イト

演出 イ・ジュンヒョン/出演 リュ・ドックァン 演出 イ・ジュンヒョン/出演 リュ・ドックァン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015584* *3015585*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

神のクイズ　シーズン２　ｖｏｌ．５ 神のクイズ　シーズン２　ｖｏｌ．６

第９話：血の代価／第１０話：モンス
ター

第１１話： 後の聖戦（前編）／第１２
話： 後の聖戦（後編）

演出 イ・ジュンヒョン/出演 リュ・ドックァン 演出 イ・ジュンヒョン/出演 リュ・ドックァン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015586* *3015587*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

愛を信じます　ｖｏｌ．１ 愛を信じます　ｖｏｌ．２

キム家の一男三女が“愛の形”を模
索する。第１話：それぞれの暮らし／
第２話：ヨンヒの大失態

第３話：ユニの涙／第４話：ウジンの
帰国

監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン 監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015589* *3015590*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

愛を信じます　ｖｏｌ．４ 愛を信じます　ｖｏｌ．５

第７話：ふたつの夫婦ゲンカ／第８
話：ヨンヒの決意

第９話：大家族に困惑！／第１０話：
ヘジンの夢

監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン 監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015591* *3015592*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

愛を信じます　ｖｏｌ．６ 愛を信じます　ｖｏｌ．７

第１１話：スター誕生？／第１２話：別
居生活終了！

第１３話：ユニとウジンの対決／第１
４話：新たな契約書

監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン 監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

エスピーオー エスピーオー

－33－



AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 124分 韓国語版 日本語字幕付 116分

3015593 OPSDT1769 3015594 OPSDT1770

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 123分 韓国語版 日本語字幕付 123分

3015595 OPSDT1771 3015596 OPSDT1772

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 120分 韓国語版 日本語字幕付 122分

3015597 OPSDT1773 3015598 OPSDT1774

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 121分 韓国語版 日本語字幕付 122分

3015599 OPSDT1775 3015600 OPSDT1776

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 121分 韓国語版 日本語字幕付 121分

3015601 OPSDT1777 3015602 OPSDT1778

*3015593* *3015594*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

愛を信じます　ｖｏｌ．８ 愛を信じます　ｖｏｌ．９

第１５話：母子の断絶／第１６話：ウ
ジンの帰宅

第１７話：一時休戦／第１８話：ご飯ま
だですか

監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン 監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015595* *3015596*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

愛を信じます　ｖｏｌ．１０ 愛を信じます　ｖｏｌ．１１

第１９話：愛は不可抗力／第２０話：
女はつらいよ

第２１話：脚本家の誕生／第２２話：
ユニの素顔

監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン 監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015597* *3015598*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

愛を信じます　ｖｏｌ．１２ 愛を信じます　ｖｏｌ．１３

第２３話：すれ違う心／第２４話：お見
合い作戦

第２５話：渡せないプレゼント／第２６
話：きまずい二人

監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン 監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015599* *3015600*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

愛を信じます　ｖｏｌ．１４ 愛を信じます　ｖｏｌ．１５

第２７話：好事魔多し！／第２８話：女
の嫉妬

第２９話：ヘジンの限界／第３０話：７
年ぶりの大ゲンカ

監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン 監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015601* *3015602*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

愛を信じます　ｖｏｌ．１６ 愛を信じます　ｖｏｌ．１７

第３１話：元彼登場／第３２話：引き
裂かれた仲

第３３話：ヒビの入ったガラス／第３４
話：ウソの研修旅行

監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン 監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

エスピーオー エスピーオー

－34－



AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 122分 韓国語版 日本語字幕付 118分

3015603 OPSDT1779 3015604 OPSDT1780

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 120分 韓国語版 日本語字幕付 119分

3015605 OPSDT1781 3015606 OPSDT1782

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 119分 韓国語版 日本語字幕付 120分

3015607 OPSDT1783 3015608 OPSDT1784

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 121分 韓国語版 日本語字幕付 122分

3015609 OPSDT1785 3015610 OPSDT1786

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 120分 韓国語版 日本語字幕付 122分

3015611 OPSDT1787 3015612 OPSDT1788

*3015603* *3015604*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

愛を信じます　ｖｏｌ．１８ 愛を信じます　ｖｏｌ．１９

第３５話：解けない誤解／第３６話：
恋人候補出現

第３７話：伯父の帰国／第３８話：勇
気を出して

監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン 監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015605* *3015606*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

愛を信じます　ｖｏｌ．２０ 愛を信じます　ｖｏｌ．２１

第３９話：あとは俺に任せろ／第４０
話：踊る心臓

第４１話：特別なクッパ／第４２話：ミョ
ンヒの決意

監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン 監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015607* *3015608*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

愛を信じます　ｖｏｌ．２２ 愛を信じます　ｖｏｌ．２３

第４３話：結婚できていいよな／第４
４話：決心の日

第４５話：禁じられた恋／第４６話：ふ
たつの別れ

監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン 監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015609* *3015610*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

愛を信じます　ｖｏｌ．２４ 愛を信じます　ｖｏｌ．２５

第４７話：ユニの選択／第４８話：クー
ルな解決法

第４９話：ウジンの決意／第５０話：幸
せになってもいいですか

監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン 監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015611* *3015612*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

愛を信じます　ｖｏｌ．２６ 愛を信じます　ｖｏｌ．２７

第５１話：戻ってきたユニ／第５２話：
せつなすぎるウソ

第５３話：母の遺言状／第５４話：ファ
ヨンの決意

監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン 監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

エスピーオー エスピーオー

－35－
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DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 121分 韓国語版 日本語字幕付 120分

3015613 OPSDT1789 3015614 OPSDT1790

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 121分 韓国語版 日本語字幕付 123分

3015615 OPSDT1791 3015616 OPSDT1792

DVD DVD

2011年 2004年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 127分 韓国語版 日本語字幕付 116分

3015618 VWDRL1351 3015621 OPSDT1619

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 110分 韓国語版 日本語字幕付 113分

3015622 OPSDT1620 3015623 OPSDT1621

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 109分 韓国語版 日本語字幕付 109分

3015624 OPSDT1622 3015625 OPSDT1623

*3015613* *3015614*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

愛を信じます　ｖｏｌ．２８ 愛を信じます　ｖｏｌ．２９

第５５話：黙ってついてこい！／第５６
話：ユニの覚悟

第５７話：ギチャンの本領発揮／第５
８話：生きるって面白い

監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン 監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015615* *3015616*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

愛を信じます　ｖｏｌ．３０ 愛を信じます　ｖｏｌ．３１

第５９話：脚本家はつらいよ／第６０
話：私なりのビジョン

第６１話：出発のとき／第６０話：新た
な暮らし

監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン 監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015618* *3015621*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

リアル・スティール 名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．１

元ボクサーが息子との絆を深めなが
ら、旧式ロボットで史上 強のロボッ
トとの格闘技に挑むが…。

朝鮮王朝末期。名家出身の女性の、
波乱の人生を描く。第１話：お前は誰
だ／第２話：心の中の地獄

製指 スティーブン・スピルバーグ　他/出演 ヒュー・ジャックマン 演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ

18,000円(税別) 7,650円(税別)

*3015622* *3015623*

ポニーキャニオン エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．２ 名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．３

朝鮮王朝末期。名家出身の女性の、
波乱の人生を描く。第３話：母上を返
して／第４話：毒蛇

朝鮮王朝末期。名家出身の女性の、
波乱の人生を描く。第５話：嫉妬にか
られて／第６話：人間狩り

演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ 演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015624* *3015625*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．４ 名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．５

朝鮮王朝末期。名家出身の女性の、
波乱の人生を描く。第７話：血の絆／
第８話：真夜中の火事

朝鮮王朝末期。名家の女性の、波乱
万丈を描く。第９話：クィニョの野心／
第１０話：欲望の果てに

演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ 演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

エスピーオー エスピーオー

－36－



AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 112分 韓国語版 日本語字幕付 111分

3015626 OPSDT1624 3015627 OPSDT1625

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 115分 韓国語版 日本語字幕付 110分

3015628 OPSDT1626 3015629 OPSDT1627

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 114分 韓国語版 日本語字幕付 116分

3015630 OPSDT1628 3015631 OPSDT1629

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 113分 韓国語版 日本語字幕付 111分

3015632 OPSDT1630 3015633 OPSDT1631

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 113分 韓国語版 日本語字幕付 114分

3015634 OPSDT1632 3015635 OPSDT1633

*3015626* *3015627*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．６ 名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．７

朝鮮王朝末期。名家出身の女性の
波乱万丈を描く。第１１話：罪の代償
／第１２話：愛と情欲

朝鮮王朝末期。名家出身の女性の
波乱万丈を描く。第１３話：息吹く命
／第１４話：はやり病

演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ 演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015628* *3015629*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．８ 名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．９

朝鮮王朝末期。名家出身の女性の
波乱万丈を描く。第１５話：祖母の死
／第１６話：深まる対立

朝鮮王朝末期。名家の女性の波乱
万丈を描く。第１７話：土地の権利書
／第１８話：孤立するソヒ

演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ 演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015630* *3015631*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．１０ 名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．１１

朝鮮王朝末期。名家の女性の波乱
万丈を描く。第１９話：命をかけた争
い／第２０話：逃避行

朝鮮王朝末期。名家の女性の波乱
万丈を描く。第２１話：新たな出発／
第２２話：憎しみの連鎖

演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ 演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015632* *3015633*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．１２ 名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．１３

朝鮮王朝末期。名家の女性の人生
を描く。第２３話：行き場を失う人々／
第２４話：ギルサンの苦悩

朝鮮王朝末期。名家の女性の人生
を描く。第２５話：ソヒの涙／第２６話：
心の通わない結婚

演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ 演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015634* *3015635*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．１４ 名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．１５

朝鮮王朝末期。名家の女性の人生
を描く。第２７話：帰るべき故郷／第２
８話：復讐の始まり

朝鮮王朝末期。名家の女性の人生
を描く。第２９話：息子の出産／第３０
話：執念

演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ 演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

エスピーオー エスピーオー
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DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 114分 韓国語版 日本語字幕付 111分

3015636 OPSDT1634 3015637 OPSDT1635

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 114分 韓国語版 日本語字幕付 110分

3015638 OPSDT1636 3015639 OPSDT1637

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 113分 韓国語版 日本語字幕付 113分

3015640 OPSDT1638 3015641 OPSDT1639

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 114分 韓国語版 日本語字幕付 114分

3015642 OPSDT1640 3015643 OPSDT1641

DVD DVD

2004年 2004年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 113分 韓国語版 日本語字幕付 113分

3015644 OPSDT1642 3015645 OPSDT1643

*3015636* *3015637*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．１６ 名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．１７

朝鮮王朝末期。名家の女性の人生
を描く。第３１話：故郷への道／第３２
話： 後の闘い

朝鮮王朝末期。名家の女性の人生
を描く。第３３話：復讐を遂げて／第３
４話：遠い春

演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ 演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015638* *3015639*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．１８ 名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．１９

朝鮮王朝末期。名家の女性の人生
を描く。第３５話：殺人者の息子／第
３６話：愛と罪

朝鮮王朝末期。名家の女性の人生
を描く。第３７話：命をかける男達／
第３８話：恨（ハン）の深さ

演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ 演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015640* *3015641*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．２０ 名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．２１

朝鮮王朝末期。名家の女性の人生
を描く。第３９話：生きる目的／第４０
話：息子達の試練

朝鮮王朝末期。名家の女性の人生
を描く。第４１話：生きる目的／第４２
話：息子達の試練

演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ 演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015642* *3015643*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．２２ 名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．２３

朝鮮王朝末期。名家の女性の人生
を描く。第４３話：守るべきもの／第４
４話：母の悲しみ

朝鮮王朝末期。名家の女性の人生
を描く。第４５話：祖国のために／第４
６話：信念

演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ 演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015644* *3015645*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．２４ 名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．２５

朝鮮王朝末期。名家の女性の人生
を描く。第４７話：憐憫／第４８話：自
由へのあこがれ

朝鮮王朝末期。名家の女性の人生
を描く。第４９話：陸地の魚／第５０
話：親子

演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ 演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ

7,650円(税別) 7,650円(税別)

エスピーオー エスピーオー
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DVD DVD

2004年 2011年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 118分 中国語版 日本語字幕付 96分

3015646 OPSDT1644 3015647 OPSDT1855

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 95分 中国語版 日本語字幕付 96分

3015648 OPSDT1856 3015649 OPSDT1857

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 96分 中国語版 日本語字幕付 96分

3015650 OPSDT1858 3015651 OPSDT1859

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 96分 中国語版 日本語字幕付 96分

3015652 OPSDT1860 3015653 OPSDT1861

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 98分 中国語版 日本語字幕付 98分

3015654 OPSDT1862 3015655 OPSDT1863

*3015646* *3015647*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

名家（ミョンガ）の娘ソヒ　ｖｏｌ．２６
王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．１

朝鮮王朝末期。名家の女性の人生
を描く。第５１話：愛と憎しみと／第５
２話：土地は命

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
１話：拝金主義ｏｒ上昇志向？／２話：

高級のキャビア！？

演出 イ・ジョンハン/出演 キム・ヒョンジュ 演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015648* *3015649*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．２

王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．３

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
３話：愛のブレスレット／４話：愛して
いるは言えない

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
５話：まさかの再会！？／６話：ウソ
の理由

演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー 演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015650* *3015651*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．４

王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．５

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
７話：カイミンからの招待状／８話：
ユージンの楽譜

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
９話：愛は説明できない／１０話：市
場のリニューアル作戦

演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー 演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015652* *3015653*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．６

王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．７

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
１１話：イケてる市場／１０話：私は拝
金女王よ！

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
１３話：母との再会／１４話：別の世界
に行こう

演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー 演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015654* *3015655*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．８

王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．９

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
１５話：これが私の生きる道／１６話：
やっと気づいた気持ち

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
１７話：失意の中の再会／１８話：ジ
アハオの復讐

演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー 演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー

7,650円(税別) 7,650円(税別)

エスピーオー エスピーオー

－39－



AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 99分 中国語版 日本語字幕付 100分

3015656 OPSDT1864 3015657 OPSDT1865

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 99分 中国語版 日本語字幕付 98分

3015658 OPSDT1866 3015659 OPSDT1867

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 98分 中国語版 日本語字幕付 97分

3015660 OPSDT1868 3015661 OPSDT1869

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 96分 中国語版 日本語字幕付 48分

3015662 OPSDT1870 3015663 OPSDT1871

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 96分 中国語版 日本語字幕付 93分

3015664 OPSDT1562 3015665 OPSDT1563

*3015656* *3015657*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．１０

王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．１１

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
１９話：初恋の思い／２０話：昔の俺と
は違うんだ

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
２１話：揚げパン豆乳の仲／２２話：
キスの衝動

演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー 演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015658* *3015659*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．１２

王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．１３

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
２３話：愛している、さようなら／２４
話：チュマンの新生活

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
２５話：しぶとい女／２６話：君に勇気
をあげる

演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー 演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015660* *3015661*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．１４

王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．１５

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
２７話：隠された愛／２８話：偽りの祝
福

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
２９話：誓いの言葉／３０話：チュマン
はもういない

演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー 演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015662* *3015663*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．１６

王子様の条件／Ｑｕｅｅｎ　Ｌｏｖｅｓ　Ｄｉａｍｏｎｄｓ　ｖ
ｏｌ．１７

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
３１話：素顔のままで／３２話：貧しく
も美しい暮らし

拝金主義の美女と貧乏音大生の恋。
３３話（ 終話）：もうダイヤはいらな
い

演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー 演出 チェン・フイリン/出演 ヴァネス・ウー

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015664* *3015665*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

君には絶対恋してない！／Ｄｏｗｎ　ｗｉｔｈ　Ｌｏｖｅ
ｖｏｌ．１

君には絶対恋してない！／Ｄｏｗｎ　ｗｉｔｈ　Ｌｏｖｅ
ｖｏｌ．２

お気楽女子が辣腕弁護士の家政婦
に？！　１話： 悪の出会い／２話：
辞められない家政婦

お気楽女子が辣腕弁護士の家政婦
に？！３話：恋なんかしてない／４
話：秘密の恋の経験は？

演出 コ・ハンチェン/出演 ジェリー・イェン 演出 コ・ハンチェン/出演 ジェリー・イェン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

エスピーオー エスピーオー

－40－
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DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 94分 中国語版 日本語字幕付 93分

3015666 OPSDT1564 3015667 OPSDT1565

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 93分 中国語版 日本語字幕付 92分

3015668 OPSDT1566 3015669 OPSDT1567

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 92分 中国語版 日本語字幕付 92分

3015670 OPSDT1568 3015671 OPSDT1569

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 92分 中国語版 日本語字幕付 92分

3015672 OPSDT1570 3015673 OPSDT1571

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 92分 中国語版 日本語字幕付 93分

3015674 OPSDT1572 3015675 OPSDT1573

*3015666* *3015667*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

君には絶対恋してない！／Ｄｏｗｎ　ｗｉｔｈ　Ｌｏｖｅ
ｖｏｌ．３

君には絶対恋してない！／Ｄｏｗｎ　ｗｉｔｈ　Ｌｏｖｅ
ｖｏｌ．４

お気楽女子が辣腕弁護士の家政婦
に？！５話：邪念よ消えろ！／６話：
勇敢な口移し

お気楽女子が辣腕弁護士の家政婦
に？！７話：それぞれの家族／８話：
ユーピンの変化

演出 コ・ハンチェン/出演 ジェリー・イェン 演出 コ・ハンチェン/出演 ジェリー・イェン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015668* *3015669*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

君には絶対恋してない！／Ｄｏｗｎ　ｗｉｔｈ　Ｌｏｖｅ
ｖｏｌ．５

君には絶対恋してない！／Ｄｏｗｎ　ｗｉｔｈ　Ｌｏｖｅ
ｖｏｌ．６

お気楽女子が辣腕弁護士の家政婦
に？！９話：普通の恋愛修行！／１０
話：父との再会

お気楽女子が辣腕弁護士の家政婦
に？！１１話：父はトラブルメーカー
／１２話：見せないやさしさ

演出 コ・ハンチェン/出演 ジェリー・イェン 演出 コ・ハンチェン/出演 ジェリー・イェン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015670* *3015671*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

君には絶対恋してない！／Ｄｏｗｎ　ｗｉｔｈ　Ｌｏｖｅ
ｖｏｌ．７

君には絶対恋してない！／Ｄｏｗｎ　ｗｉｔｈ　Ｌｏｖｅ
ｖｏｌ．８

お気楽女子が辣腕弁護士の家政婦
に？！１３話：杭州の出来事／１４
話：ふたつの恋人宣言

お気楽女子が辣腕弁護士の家政婦
に？！１５話：パーティでのハプニン
グ／１６話：母の苦悩

演出 コ・ハンチェン/出演 ジェリー・イェン 演出 コ・ハンチェン/出演 ジェリー・イェン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015672* *3015673*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

君には絶対恋してない！／Ｄｏｗｎ　ｗｉｔｈ　Ｌｏｖｅ
ｖｏｌ．９

君には絶対恋してない！／Ｄｏｗｎ　ｗｉｔｈ　Ｌｏｖｅ
ｖｏｌ．１０

お気楽女子が辣腕弁護士の家政婦
に？！１７話：眠れぬ一夜／１８話：
ユーピンの本気

お気楽女子が辣腕弁護士の家政婦
に？！１９話：いざこざの整理屋／２
０話：一方通行の心

演出 コ・ハンチェン/出演 ジェリー・イェン 演出 コ・ハンチェン/出演 ジェリー・イェン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015674* *3015675*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

君には絶対恋してない！／Ｄｏｗｎ　ｗｉｔｈ　Ｌｏｖｅ
ｖｏｌ．１１

君には絶対恋してない！／Ｄｏｗｎ　ｗｉｔｈ　Ｌｏｖｅ
ｖｏｌ．１２

お気楽女子が辣腕弁護士の家政婦
に？！２１話：平行線の運命／２２
話：偽りの恋

お気楽女子が辣腕弁護士の家政婦
に？！２３話：見つかった魔法の玉／
２４話：僕にチャンスを！

演出 コ・ハンチェン/出演 ジェリー・イェン 演出 コ・ハンチェン/出演 ジェリー・イェン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

エスピーオー エスピーオー

－41－
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DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 92分 中国語版 日本語字幕付 94分

3015676 OPSDT1574 3015677 OPSDT1575

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 90分 中国語版 日本語字幕付 90分

3015685 MX1321R 3015686 MX1322R

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 91分 中国語版 日本語字幕付 91分

3015687 MX1323R 3015688 MX1324R

DVD DVD

2010年 2006年
1枚組 1枚組

中国語版 日本語字幕付 91分 フランス語版 日本語字幕付 104分

3015689 MX1325R 3015691 KKDL568

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1913年 1909年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 17分 サイレント版 日本語字幕付 15分

5001636 5001636 5001641 5001641

*3015676* *3015677*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

君には絶対恋してない！／Ｄｏｗｎ　ｗｉｔｈ　Ｌｏｖｅ
ｖｏｌ．１３

君には絶対恋してない！／Ｄｏｗｎ　ｗｉｔｈ　Ｌｏｖｅ
ｖｏｌ．１４

お気楽女子が辣腕弁護士の家政婦
に？！２５話：恋って不思議／２６話：
偽の婚約者

お気楽女子が辣腕弁護士の家政婦
に？！２７話：本物の恋人／２８話：
愛に必要な時間

演出 コ・ハンチェン/出演 ジェリー・イェン 演出 コ・ハンチェン/出演 ジェリー・イェン

7,650円(税別) 7,650円(税別)

*3015685* *3015686*

エスピーオー エスピーオー

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ハッピー・カラーズ／ぼくらの恋は進行形　１ ハッピー・カラーズ／ぼくらの恋は進行形　２

ファッション・ＴＶ・音楽業界を舞台に、
夢と現実の間で揺れる若者達を描
く。第１話～第２話収録

夏紅果はあこがれのファッション雑誌
フェミナの編集部でバイトするこにな
り…　第３・４話収録

製指 タン・チンチン　他/出演 フー・ゴー 製指 タン・チンチン　他/出演 フー・ゴー

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015687* *3015688*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ハッピー・カラーズ／ぼくらの恋は進行形　３ ハッピー・カラーズ／ぼくらの恋は進行形　４

夏紅果らが共同生活するマンション
に謝非凡が引っ越してくることになり
…　第５話・第６話収録

夏紅果は有名女優・季潔の撮影衣装
の候補を集めるが、気に入ってもらえ
ず…　第７話・第８話収録

製指 タン・チンチン　他/出演 フー・ゴー 製指 タン・チンチン　他/出演 フー・ゴー

9,000円(税別) 9,000円(税別)

*3015689* *3015691*

マクザム マクザム

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ハッピー・カラーズ／ぼくらの恋は進行形　５ サルトルとボーヴォワール／哲学と愛

夏紅果は撮影用の衣装を破いてしま
い会社の規則で弁償することになっ
たが…　第９話第１０話収録

哲学者サルトルとボーヴォワール。
時代の寵児となったふたりの半生を
描く知られざる愛憎の物語。

製指 タン・チンチン　他/出演 フー・ゴー 監督 イラン・デュラン・コーエン/出演 アナ・ムグラリス

9,000円(税別) 20,000円(税別)

*5001636* *5001641*

マクザム 紀伊國屋書店

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

米国人の誕生 田舎の医者

欧州からの移民青年に、米国の鉄鋼
産業を紹介する。付録：移民の上陸
（１９０３年、エジソン社）

田舎に家族と暮らす開業医は我が子
を治療中、往診に呼ばれる。帰宅し
た彼を待っていた悲劇とは？

監督 カール・グレゴリー/出演 ハリー・ベンハム 監督 Ｄ・Ｗ・グリフィス/出演 フランク・パウエル

18,000円(税別) 10,000円(税別)

モーションプロ モーションプロ

－42－
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1910年 1910年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 17分 サイレント版 日本語字幕付 17分

5001642 5001642 5001643 5001643

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1911年 2010年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 15分 スペイン語版 日本語字幕付 120分

5001644 5001644 5001673 TOBR0034

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1921年 1922年
4枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 353分 サイレント版 日本語字幕付 72分

5001676 5001676 5001677 5001677

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1919年 1921年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 83分 サイレント版 日本語字幕付 91分

5001678 5001678 5001679 5001679

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1926年 1912年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 107分 サイレント版 日本語字幕付 15分

5001680 5001680 5001681 5001681

*5001642* *5001643*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ラモナ 閉ざされた家／南北戦争

スペイン人の富豪の養女ラモナが先
住民の青年に恋をし結婚する。夜逃
げした二人は子供を産むが…

戦場を放棄した兄の代わりに、文書
を 前線に届けた妹が戦死。母は家
名が傷つくことを恐れて…。

監督 Ｄ・Ｗ・グリフィス/出演 メアリー・ピックフォード 監督 Ｄ・Ｗ・グリフィス/出演 ヘンリー・Ｂ・ウォルソール

10,000円(税別) 10,000円(税別)

*5001644* *5001673*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

少女のいたずら グッド・ハーブ

可愛い娘と二人で暮らす男やもめ
が、娘をしつけるために雇った家庭
教師を好きになってしまうが…

ローマ国際映画祭，シングルマザー
のダリアとハーブ研究者で認知症を
発症した母ララとの絆を描く

 出演 ジョン・バニー 監督 マリア・ノバロ/出演 オフェリア・メディーナ

10,000円(税別) 12,000円(税別)

*5001676* *5001677*

モーションプロ ＴＯブックス

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

サイレント映画傑作全集　Ｄｉｓｃ１～４
サイレント映画傑作全集　Ｄｉｓｃ１／オリヴァ・ツイ
スト

４作品収録：オリヴァ・ツイスト／足な
がおじさん　孤児の生涯／乗合馬車
／滅び行く民族

救貧院にいた少年オリヴァは、引き
取られた葬儀屋でつらい仕事をさせ
られ、そこを逃げ出すが…。

監督 フランク・ロイド/出演 ジャッキー・クーガー 監督 フランク・ロイド/出演 ジャッキー・クーガー

38,000円(税別) 38,000円(税別)

*5001678* *5001679*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

サイレント映画傑作全集　Ｄｉｓｃ２／足ながおじさ
ん　孤児の生涯

サイレント映画傑作全集　Ｄｉｓｃ３／乗合馬車

貧しくも明るく生きる孤児ジュディは、
まだ見ぬ慈善活動家の援助を受け
て大学に入る事ができた。

乗合馬車の運転手に憧れるデヴィッ
ドは家族と平和に暮らしていたが、脱
獄犯が逃げ込んできて…。

監督 マーシャル・ニーラン/出演 メアリー・ピックフォード 監督 ヘンリー・キング/出演 リチャード・バーセルメス

セット価格 セット価格

*5001680* *5001681*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

サイレント映画傑作全集　Ｄｉｓｃ４／滅び行く民族 赤十字印紙物語

アメリカ先住民たちが白人達から受
けた迫害、苦しみ、今日に至るまでを
インディアンの側から描く

結婚間際の女性が結核になったが、
父や婚約者には知らせず、都会の病
院でひそかに闘病生活を送る

監督 ジョージ・Ｂ・サイツ/出演 リチャード・ディックス 製作 エジソン社　他/出演 ガートルード・マッコイ

セット価格 18,000円(税別)

モーションプロ モーションプロ
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1918年 1926年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 15分 サイレント版 日本語字幕付 12分

5001682 5001682 5001683 5001683

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1909年 1912年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 17分 サイレント版 日本語字幕付 12分

5001684 5001684 5001685 5001685

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1913年 1924年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 11分 サイレント版 日本語字幕付 132分

5001686 5001686 5001690 5001690

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1919年 1940年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 113分 英語版 日本語字幕付 110分

5001691 5001691 5001692 5001692

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1919年 1921年
1枚組 4枚組

サイレント版 日本語字幕付 74分 サイレント版 日本語字幕付 409分

5001733 5001733 5001734 5001734

*5001682* *5001683*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

完全なる米国人 月の国へ

第一次大戦時のプロパガンダ映画。
浪費家の乙女が演説を聞いて節約
に努め、公債を買うようになる

月世界を想像しながら眠りについた
少年のもとに、「月男」が現れて、少
年と犬を月に呼び寄せる。

監督 アーサー・ロッスン/出演 メアリー・ピックフォード 製作 ニール・マクガイア/出演 ミッキー・マクバン

18,000円(税別) 10,000円(税別)

*5001684* *5001685*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ヴァイオリンの声 極貧からの身投げ

音楽教師がある家の爆破計画に加
わる。だが、その家には、彼が恋する
資産家の娘が住んでいて…。

極貧に苦しむ男が投身自殺を試みあ
る女性に阻止される。やがて男は父
の跡を継いで裕福になるが…

監督 Ｄ・Ｗ・グリフィス/出演 アーサー・Ｖ・ジョンソン 監督 セオドア・ホワートン/出演 Ｈ・Ｅ・カルヴァート

10,000円(税別) 10,000円(税別)

*5001686* *5001690*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

サスペンス バグダッドの盗賊

世界初の女性監督によるサスペンス
映画。夫の留守中に強盗が押し入
り、妻は夫に電話するが…

魔法のロープで宮殿に潜入した盗賊
が、姫君に一目ぼれ。姫と結婚する
ために、宝探しの旅に出る。

監督 ロイス・ウェバー/出演 ヴァレンタイン・ポール 監督 ラオール・ウォルシュ/出演 ダグラス・フェアバンクス

10,000円(税別) 18,000円(税別)

*5001691* *5001692*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

男性と女性 カンサス騎兵隊

ヨット航海に出た英国貴族たちは無
人島に漂着。すると使用人達が力を
握ってすべてが逆転するが…

南北戦争勃発の一因にもなった、奴
隷解放を主張する政治家・ブラウンと
騎兵隊の戦いを描き出す。

監督 セシル・Ｂ・デミル/出演 グロリア・スワンソン 監督 マイケル・カーティス/出演 エロール・フリン

18,000円(税別) 18,000円(税別)

*5001733* *5001734*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ロイドめがね傑作集　２ サイレント映画傑作全集　２　Ｄｉｓｃ１～４

ロイドの偽教授／ロイドの二丁拳銃
／ロイドのホテル支配人／ロイドの
詐欺師　ほか全６作品を収録

Ｄ１：オペラの怪人／Ｄ２：ノートルダ
ムの男／Ｄ３：猫とカナリア／Ｄ４：嵐
の孤児

監督 ハル・ローチ/出演 ハロルド・ロイド 監督 ルパート・ジュリアン/出演 ロン・チャニー

20,000円(税別) 38,000円(税別)

モーションプロ モーションプロ
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1925年 1923年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 86分 サイレント版 日本語字幕付 97分

5001735 5001735 5001736 5001736

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1921年 1922年
1枚組 2枚組

サイレント版 日本語字幕付 148分 英語版 日本語字幕付 150分

5001738 5001738 5001739 5001739

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1935年 1922年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 78分 サイレント版 日本語字幕付 72分

5001740 5001740 5001741 5001741

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1919年 1917年
2枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 138分 サイレント版 日本語字幕付 25分

5001742 5001742 5001743 5001743

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1919年 1911年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 113分 サイレント版 日本語字幕付 12分

5001744 5001744 5001745 5001745

*5001735* *5001736*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

サイレント映画傑作全集　２　Ｄｉｓｃ１／オペラの
怪人

サイレント映画傑作全集　２　Ｄｉｓｃ２／ノートルダ
ムの男

パリのオペラ座に幽霊が出ると噂さ
れ、プリマドンナが病で降板し、新人
が抜擢され成功を収める。

ノートルダム寺院の鐘楼守クアシモド
は、怪奇醜悪な外貌で嘲笑され、淋
しい日々を送っていた…。

監督 ルパート・ジュリアン/出演 ロン・チャニー 監督 ウォーレス・ワースリー/出演 ロン・チャニー

38,000円(税別) セット価格

*5001738* *5001739*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

サイレント映画傑作全集　２　Ｄｉｓｃ４／嵐の孤児 チャールズ・ディケンズ映画集　Ｄｉｓｃ１～２

平民と貴族の間に生まれ捨てられた
娘は、拾われた貧しい平民の家の娘
と姉妹のように育てられ…。

Ｄｉｓｃ１：クリスマス・キャロル／Ｄｉｓｃ
２：オリヴァ・ツイスト（サイレント）

監督 Ｄ・Ｗ・グリフィス/出演 リリアン・ギッシュ 監督 ヘンリー・エドワーズ/出演 シーマー・ヒックス卿

セット価格 23,000円(税別)

*5001740* *5001741*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

チャールズ・ディケンズ映画集　Ｄｉｓｃ１／クリスマ
ス・キャロル

チャールズ・ディケンズ映画集　Ｄｉｓｃ２／オリ
ヴァ・ツイスト

クリスマスの精霊に自分の現在・過
去・未来を見せられたスクルージは、
心を入れ替えようとする。

救貧院にいた少年オリヴァは、引き
取られた葬儀屋でつらい仕事をさせ
られ、そこを逃げ出すが…。

監督 ヘンリー・エドワーズ/出演 シーマー・ヒックス卿 監督 フランク・ロイド/出演 ジャッキー・クーガン

23,000円(税別) セット価格

*5001742* *5001743*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

グロリア・スワンソン主演作品集　Ｄｉｓｃ１～２
グロリア・スワンソン主演作品集　Ｄｉｓｃ１／雨中
の逃亡

Ｄｉｓｃ１：雨中の逃亡／Ｄｉｓｃ２：男性と
女性

グロリアはボビーを愛していた。ボ
ビーもグロリアを愛していながらも他
の女性にも惚れてしまい…

 出演 グロリア・スワンソン 製作 マック・セネット/出演 グロリア・スワンソン

20,000円(税別) 20,000円(税別)

*5001744* *5001745*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

グロリア・スワンソン主演作品集　Ｄｉｓｃ２／男性と
女性

アルカリ・アイクの自動車

ヨット航海に出た英国貴族たちは無
人島に漂着。すると使用人達が力を
握ってすべてが逆転するが…

自転車が登場して間もない頃のアメ
リカ。カウボーイが女性の心を射止
めようと自転車を手に入れる

監督 セシル・Ｂ・デミル/出演 グロリア・スワンソン 監督 ギルバート・Ｍ・アンダーソン/出演 オーガスタス・カーニー

セット価格 10,000円(税別)

モーションプロ モーションプロ
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1912年 1929年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 13分 サイレント版 日本語字幕付 15分

5001746 5001746 5001747 5001747

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1917年 1918年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 13分 サイレント版 日本語字幕付 19分

5001748 5001748 5001749 5001749

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1931年 1931年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 82分 英語版 日本語字幕付 19分

5001752 5001752 5001753 5001753

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1951年 1936年
4枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 333分 英語版 日本語字幕付 102分

5001785 5001785 5001786 5001786

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1939年 1939年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 93分 英語版 日本語字幕付 69分

5001787 5001787 5001788 5001788

*5001746* *5001747*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ポーカー中毒治療法 ルピノ・レインの一人百役

酒とバクチが好きなぐうたら亭主のバ
ニーは、もうポーカーはやらないと恐
妻フローラに誓うが…。

「キートンの一人百役」から着想を得
た作品。子供から女性にいたるま
で、すべて一人で演じている

監督 ローレンス・トリンブル/出演 ジョン・バニー 監督 ルピノ・レイン/出演 ルピノ・レイン

10,000円(税別) 10,000円(税別)

*5001748* *5001749*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

間違いフォックス氏 アウトウエスト

往年の名脇役ヴィクター・ムーアによ
るコメディ。売れない役者が神父と間
違われ、喜劇が起こる。

列車から落とされた男がある西部の
町でバーテンダーとなり、救世軍の
女性を悪漢の手から救い出す

監督 ハリー・ジャクソン/出演 ヴィクター・ムーア 監督 ロスコー・アーバックル/出演 バスター・キートン

10,000円(税別) 10,000円(税別)

*5001752* *5001753*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

悪魔スヴェンガリ 消えた宝石

１９世紀のパリ、ヴァイオリン弾きの
スヴェンガリは、可憐な歌姫を魔力で
自分の意のままに操り…

女優・ノーマ・シアラーの宝石が盗ま
れ、刑事がハリウッドスターたちに対
して捜査を開始するが…

監督 アーチー・メイヨ/出演 ジョン・バリモア 監督 ウィリアム・Ｃ・マッギャン/出演 ウォーレス・ビアリー

18,000円(税別) 18,000円(税別)

*5001785* *5001786*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

少年少女名作集　Ｄｉｓｃ１～４ 少年少女名作集　Ｄｉｓｃ１／小公子

小公子／テンプルちゃんの小公子／
少女探偵ナンシー・ドルー／名犬ラッ
シー彩られた丘

米国でやさしい母と暮らす少年に伯
爵家の世継ぎの話が来るが、真の世
継ぎと名乗る少年が現れて…

監督 ジョン・クロムウェル/出演 フレディ・バーソロミュー 監督 ジョン・クロムウェル/出演 フレディ・バーソロミュー

38,000円(税別) 38,000円(税別)

*5001787* *5001788*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

少年少女名作集　Ｄｉｓｃ２／テンプルちゃんの小
公女

少年少女名作集　Ｄｉｓｃ３／少女探偵ナンシー・ド
ルー

祖国に戻ってきたクルー大尉は、娘
のセーラを名門の寄宿学校に預け
て、新しい任地へ向かうが…。

映画スターの不可解な死の謎を解明
するため、ハリウッドにやってきた高
校生・ナンシーが活躍する

監督 ウォルター・ラング/出演 シャーリー・テンプル 監督 ウィリアム・クレメンス/出演 ボニータ・グランヴィル

セット価格 セット価格

モーションプロ モーションプロ
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1951年 1942年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 69分 英語版 日本語字幕付 106分

5001789 5001789 5001791 5001791

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1940年 1940年
4枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 330分 英語版 日本語字幕付 90分

5001792 5001792 5001795 5001795

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1927年 1946年
1枚組 3枚組

サイレント版 日本語字幕付 15分 英語版 日本語字幕付 330分

5001796 5001796 5001797 5001797

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1941年 1943年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 123分 英語版 日本語字幕付 91分

5001798 5001798 5001799 5001799

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1946年 1920年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 116分 サイレント版 日本語字幕付 25分

5001800 5001800 5001805 5001805

*5001789* *5001791*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

少年少女名作集　Ｄｉｓｃ４／名犬ラッシー　彩られ
た丘

ジャングル・ブック

黄金を掘り当てようと山に篭る老人
ジョナサンとその犬シェップは、つい
に金を発見したのだが…。

父を人食い虎に殺され狼に育てられ
た少年は、人食い虎と決着をつける
べくジャングルへ赴くが…。

監督 ハロルド・Ｆ・クレス/出演 Ｆ・ゲイリー・グレイ 監督 ゾルタン・コルダ/出演 サブー

セット価格 18,000円(税別)

*5001792* *5001795*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

究極の美術セット／ウィリアム・キャメロン・メン
ジースの世界　４枚組

究極の美術セット　Ｄｉｓｃ３／我等の町

バグダッドの盗賊（サイレント）／来る
ベき世界／我等の町／ゼロの愛（サ
イレント）

地方の小さな町に住む、隣同士の医
師の長男と新聞発行人の長女との
結婚を通し、生と愛と死を描く

監督 ラオール・ウォルシュ 監督 サム・ウッド/出演 ウィリアム・ホールデン

38,000円(税別) セット価格

*5001796* *5001797*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

究極の美術セット　Ｄｉｓｃ４／ゼロの愛 バーバラ・スタンウィック主演作集　Ｄｉｓｃ１～３

フローレイ監督初のドイツ表現派の
影響を受けた前衛ドラマ。音楽家が
隣人の女性に恋をするが…。

Ｄｉｓｃ１：群集／Ｄｉｓｃ２：バーレスクの
女／Ｄｉｓｃ３：マーサ・アイヴァースの
奇妙な愛

監督 ロベール・フローレイ/出演 ジョセフ・マリ  出演 バーバラ・スタンウィック

セット価格 30,000円(税別)

*5001798* *5001799*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

バーバラ・スタンウィック主演作集　Ｄｉｓｃ１／群集
バーバラ・スタンウィック主演作集　Ｄｉｓｃ２／バー
レスクの女

クビになりかけた女性記者・アンが一
人の架空の自殺志願者を創り出し、
その動向を記事にするが…

ダンス劇場で殺人事件が起きる。被
害者は皆、それぞれの腰ヒモで首を
絞められていた。犯人は…。

監督 フランク・キャプラ/出演 バーバラ・スタンウィック 監督 ウィリアム・Ａ・ウェルマン/出演 バーバラ・スタンウィック

30,000円(税別) セット価格

*5001800* *5001805*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

バーバラ・スタンウィック主演作集　Ｄｉｓｃ３／マー
サ・アイヴァース…

ロイドの替玉王子

厳格に育てられた少女マーサ、家庭
教師のエリート息子、不良少年。三
人は大人になり再会して…。

喜劇王ハロルド・ロイドによる傑作喜
劇。本のセールスマンが王子の替え
玉として送り込まれるが…

監督 ルイス・マイルストン/出演 ヴァン・ヘフリン 監督 ハル・ローチ/出演 ハロルド・ロイド

セット価格 10,000円(税別)

モーションプロ モーションプロ
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1912年 1911年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 15分 サイレント版 日本語字幕付 40分

5001806 5001806 5001807 5001807

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1932年 1939年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 90分 英語版 日本語字幕付 93分

5001809 5001283 5001810 5001810

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1941年 1954年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 123分 英語版 日本語字幕付 116分

5001821 5001821 5001822 5001822

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1938年 1934年
2枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 96分 英語版 日本語字幕付 83分

5001823 5001823 5001824 5001824

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1945年 1934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 75分

5001825 5001825 5001826 5001826

*5001806* *5001807*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

夕焼けの向こうの世界 初期イタリア映画作品集

新聞売りの少年は内緒で参加した遠
足でお伽話を聞かされ、その物語と
同じように小舟に乗り込む。

ネロ、ローマの陥落（一部ステンシル
カラー）／リア王／ベニスの商人（一
部ステンシルカラー）

監督 ハロルド・Ｍ・ショー/出演 マーティン・フラー   
10,000円(税別) 100,000円(税別)

*5001809* *5001810*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

武器よさらば テンプルちゃんの小公女

アカデミー賞，アメリカ人のイタリア兵
フレデリックと、イタリア人の看護婦
キャサリンとの恋愛。

祖国に戻ってきたクルー大尉は、娘
のセーラを名門の寄宿学校に預け
て、新しい任地へ向かうが…。

監督 フランク・ボーゼイジ/出演 ゲーリー・クーパー 監督 ウォルター・ラング/出演 シャーリー・テンプル

18,000円(税別) 18,000円(税別)

*5001821* *5001822*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

群衆 雨の朝巴里に死す

地方の新聞社で経営者交替による
大量馘首が行われ、記者アンもその
犠牲者に。彼女は憤慨して…。

アメリカからパリに着いたチャールズ
は、カフェの壁に描かれた女性の絵
を見て、記憶を甦らせる。

監督 フランク・キャプラ/出演 ゲーリー・クーパー 監督 リチャード・ブルックス/出演 エリザベス・テイラー

18,000円(税別) 18,000円(税別)

*5001823* *5001824*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ピグマリオン 痴人の愛

アカデミー賞，言語学者のヒギンズ
は花売りのイライザの田舎訛りを矯
正し、レディに仕立て上げる

医学校に通うフィリップは、ウェイトレ
スのミルドレッドに夢中になるのだ
が、彼女は浮気者で…。

監督 アンソニー・アスキス　他/出演 レスリー・ハワード 監督 ジョン・クロムウェル/出演 ベティ・デイヴィス

18,000円(税別) 18,000円(税別)

*5001825* *5001826*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

南部の人 麦秋（むぎのあき）

ヴェネチア映画祭賞，アメリカ南部で
土地を借り、綿花を栽培する小作農
民たちの生活ぶりを描く。

世界恐慌を背景に、ジョンとメアリー
という一組の夫婦を中心として、農場
で働く人々の姿を描く。

監督 ジャン・ルノワール/出演 ザカリー・スコット 監督 キング・ヴィダー/出演 トム・キーン

18,000円(税別) 18,000円(税別)

モーションプロ モーションプロ
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1946年 1954年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 96分 英語版 日本語字幕付 73分

5001827 5001827 5001828 5001828

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1943年 1915年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 116分 サイレント版 日本語字幕付 178分

5001830 5001830 5001832 5001832

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1919年 1920年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 89分 サイレント版 日本語字幕付 135分

5001834 5001834 5001835 5001835

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1923年 1927年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 62分 サイレント版 日本語字幕付 65分

5001836 5001836 5001837 5001837

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1928年 2009年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 69分 英語版 日本語字幕付 92分

5001838 5001838 5001865 THDT20601

*5001827* *5001828*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ストレンジャー 三人の狙撃者

政府の役人が、偽名を使ったナチの
侵入者を追跡し、正体を暴き死に至
らしめるまでの日々を描く。

片田舎の町を訪れる大統領。厳戒態
勢のなか、ＦＢＩになりすましたスナイ
パーが暗殺を謀る。

監督 オーソン・ウェルズ/出演 エドワード・Ｇ・ロビンソン 監督 ルイス・アレン/出演 フランク・シナトラ

18,000円(税別) 18,000円(税別)

*5001830* *5001832*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

ならず者 國民の創生

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

南北戦争によって、南部のキャメロン
家と北部のストーマン家、親しかった
２家族は敵対関係に…。

監督 ハワード・ヒューズ/出演 ジェーン・ラッセル 監督 Ｄ・Ｗ・グリフィス/出演 リリアン・ギッシュ

18,000円(税別) 18,000円(税別)

*5001834* *5001835*

アイ・ヴィー・シー モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

散り行く花 東への道

酒浸りの元ボクサーの父親に虐待を
受けていた娘と、彼女に思いを寄せ
る純真な中国人青年の悲恋。

貧しい田舎娘のアンナは男に騙され
て妊娠し、産んだ子供も病気で亡くし
て、行き場が無くなり…。

監督 Ｄ・Ｗ・グリフィス/出演 リリアン・ギッシュ 監督 Ｄ・Ｗ・グリフィス/出演 リリアン・ギッシュ

18,000円(税別) 18,000円(税別)

*5001836* *5001837*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

キートンの恋愛三代記 キートンの大学生

石器時代、古代ローマ、そして禁酒
法時代のアメリカ、三つの時代を行き
来しながら描く恋愛模様。

運動神経ゼロで女の子に全く相手に
されない優等生のロナルドは、憧れ
の女の子の気を引こうと…。

監督 バスター・キートン/出演 バスター・キートン 監督 ジェームス・Ｗ・ホーン/出演 バスター・キートン

18,000円(税別) 18,000円(税別)

*5001838* *5001865*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

キートンの蒸気船 ボイスメール

ポンコツ蒸気船の船長の元に、長年
会っていない息子から再会の電報が
届き、喜ぶ船長だったが…。

シナリオライターの講師・ジョエルが
留守電を再生すると、恐怖に怯える
見知らぬ男の叫び声が…。

監督 チャールズ・Ｆ・レイスナー/出演 バスター・キートン 監督 ロブ・コーワン/出演 マシュー・リラード

18,000円(税別) 20,000円(税別)

モーションプロ オデッサ・エンタテインメント
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2011年 2007年
1枚組 1枚組

スペイン語版 日本語字幕付 83分 英語版 日本語字幕付 97分

5001866 THDT20641 5001867 THDT20621

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1951年 1908年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 94分 サイレント版 日本語字幕付 49分

5001693 5001693 5001645 5001645

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1901年 1905年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 48分 サイレント版 日本語字幕付 40分

5001646 5001646 5001647 5001647

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1931年 1924年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 52分 サイレント版 日本語字幕付 15分

5001638 5001638 5001639 5001639

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1932年 1933年
1枚組 1枚組

サイレント版 20分 サイレント版 8分

5001640 5001640 5001687 5001687

*5001866* *5001867*

外国映画-ドラマ 外国映画-ドラマ

キリングビューティー／７回殺された女 恋の終わりの始め方

女は見知らぬ男の部屋で目を覚ま
し、首を絞められて息絶えるが、次の
瞬間、時間が巻き戻って…。

マンハッタンの出版社で働くブレット
は恋も仕事も絶不調だが、名編集
者・アーチーと出会って…。

監督 ミゲル・ウルティア/出演 アンドレア・モンテネグロ 監督 マーク・クライン/出演 サラ・ミシェル・ゲラー

20,000円(税別) 20,000円(税別)

*5001693* *5001645*

オデッサ・エンタテインメント オデッサ・エンタテインメント

外国映画-ミュージカル，ダンス 外国映画-作品集

銀の靴
アメリカ映画の原典　エドウィン・Ｓ・ポーター作品
集

歌劇団の踊り子ジャネットは遅刻を
逃れる為に、通りかかった大富豪の
運転手の車に乗せてもらい…

ロマンス列車／陽気な靴屋／アメリ
カ消防夫の生活／アンクルトムの小
屋／窃盗狂　ほか

監督 ブルース・ハンバーストーン/出演 ヴェラ・エレン 監督 エドウィン・Ｓ・ポーター 

18,000円(税別) 100,000円(税別)

*5001646* *5001647*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-作品集 外国映画-作品集

フランス映画の原典　フェルディナン・ゼッカ作品
集

初期フランス映画作品集

夢と現実／鍵穴を通して／ある犯罪
の物語／モンマルトルのミステリー／
徒刑場で／放れ馬　ほか

ロシア革命／パンを取りに行く／金
の甲虫／真珠採りの漁師／赤い悪
魔／輪廻　ほか

監督 フェルディナン・ゼッカ 監督 リュシアン・ノンゲ　他 

100,000円(税別) 100,000円(税別)

*5001638* *5001639*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-実験映画 外国映画-実験映画

青年の肖像 幕間

海や雲、機械等をモチーフに、青年
の内面を表現。物質への共鳴や理
解によって人間の性質を描く。

バレエの幕間用に製作された。断片
的なシーンが重なり合う多様な手法
を盛り込んだ前衛的作品。

監督 ヘンウォー・ロダキーウィッツ 監督 ルネ・クレール/出演 マルセル・デュシャン

18,000円(税別) 50,000円(税別)

*5001640* *5001687*

モーションプロ モーションプロ

外国映画-実験映画 外国映画-実験映画

詩８ 現実への脚注

自然と人工物と女性を交えて描く映
像詩。布をまとった女性の不思議な
ダンスが印象的な前衛映画。

字幕無し。女性の顔をＮＹの光景に
多数挟み込み、酔っ払い、デモ、電
車、失業者などを映し出す。

監督 エムレン・エティング/出演 メアリー・ビニー・モンゴメリー 監督 ルイス・ジェイコブス 
18,000円(税別) 18,000円(税別)

モーションプロ モーションプロ
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DVD 上映権付 DVD

2011年 1961年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 93分 ドイツ語版 二ｶ国語・字幕付 60分

3015617 VWDRL2512 5001846 5001846

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1957年 1964年
1枚組 1枚組

ドイツ語版 二ｶ国語・字幕付 70分 ドイツ語版 二ｶ国語・字幕付 64分

5001847 5001847 5001848 5001848

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1962年 1964年
1枚組 4枚組

ドイツ語版 二ｶ国語・字幕付 72分 ドイツ語版 二ｶ国語・字幕付 266分

5001849 5001849 5001850 5001850

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1961年 1957年
1枚組 1枚組

ドイツ語版 二ｶ国語・字幕付 60分 ドイツ語版 二ｶ国語・字幕付 70分

5001851 5001851 5001852 5001852

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1964年 1962年
1枚組 1枚組

ドイツ語版 二ｶ国語・字幕付 64分 ドイツ語版 二ｶ国語・字幕付 72分

5001853 5001853 5001854 5001854

*3015617* *5001846*

外国映画-幼児，児童 外国映画-幼児，児童

トレジャー・バディーズ／小さな５匹の大冒険 ＤＥＦＡメルヘンシリーズ　１／白雪姫

元考古学者のトーマスは財宝探しに
エジプトへ。５匹の子犬「バディーズ」
も彼に密かに同行し…。

実写版グリム童話。お妃の願いが
叶って、色白で可愛い女の子が生ま
れ、白雪姫と名付けられるが…

監督 ロバート・ヴィンス/ 声 スカイラー・ジソンド 監督 ゴットフリート・コルディツ/出演 ドーリス・ヴァイコヴ

18,000円(税別) 15,000円(税別)

*5001847* *5001848*

ポニーキャニオン 丸善

外国映画-幼児，児童 外国映画-幼児，児童

ＤＥＦＡメルヘンシリーズ　２／歌をうたう木 ＤＥＦＡメルヘンシリーズ　３／金のがちょう

カルカッタ国際映画祭賞，我儘な王
女と結婚したい王子は、魔法の国で
「歌を歌う木」を見つける。

ＧＩＪＯＮ国際児童映画祭賞，靴職人
のクラウスは親切にした老女から黄
金のがちょうをもらうが…

監督 フランチェスコ・シュテファニ/出演 クリステル・ボーデンシュタイン 監督 ジークフリート・ハルトマン/出演 カスパー・アイヒェル

15,000円(税別) 15,000円(税別)

*5001849* *5001850*

丸善 丸善

外国映画-幼児，児童 外国映画-幼児，児童

ＤＥＦＡメルヘンシリーズ　４／赤ずきん ＤＥＦＡメルヘンシリーズ　４巻セット

グリム童話集の「赤ずきん」とソ連の
脚本家が書いた同名戯曲をもとに、
ＤＥＦＡが制作した劇映画

グリム童話の実写版・４作品を収録；
白雪姫／歌をうたう木／金のがちょう
／赤ずきん

監督 ジークフリート・ハルトマン/出演 カスパー・アイヒェル 監督 ゴットフリート・コルディツ/出演 ドーリス・ヴァイコヴ

15,000円(税別) 54,000円(税別)

*5001851* *5001852*

丸善 丸善

外国映画-幼児，児童 外国映画-幼児，児童

ＤＥＦＡメルヘンシリーズ　１／白雪姫 ＤＥＦＡメルヘンシリーズ　２／歌をうたう木

実写版グリム童話。お妃の願いが
叶って、色白で可愛い女の子が生ま
れ、白雪姫と名付けられるが…

カルカッタ国際映画祭賞，我儘な王
女と結婚したい王子は、魔法の国で
「歌を歌う木」を見つける。

監督 ゴットフリート・コルディツ/出演 ドーリス・ヴァイコヴ 監督 フランチェスコ・シュテファニ/出演 クリステル・ボーデンシュタイン

54,000円(税別) セット価格

*5001853* *5001854*

丸善 丸善

外国映画-幼児，児童 外国映画-幼児，児童

ＤＥＦＡメルヘンシリーズ　３／金のがちょう ＤＥＦＡメルヘンシリーズ　４／赤ずきん

ＧＩＪＯＮ国際児童映画祭賞，靴職人
のクラウスは親切にした老女から黄
金のがちょうをもらうが…

グリム童話集の「赤ずきん」とソ連の
脚本家が書いた同名戯曲をもとに、
ＤＥＦＡが制作した劇映画

監督 ジークフリート・ハルトマン/出演 カスパー・アイヒェル 監督 ジークフリート・ハルトマン/出演 カスパー・アイヒェル

セット価格 セット価格

丸善 丸善
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AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
45分 63分

3015058 TWAD1264 3015236 TWAD1267

上映権付 DVD DVD

2012年 年
1枚組 1枚組
115分 93分

5001819 TOBR0044 3015466 80DRT30281

DVD 上映権付 DVD

2011年 2012年
1枚組 1枚組
114分 82分

3015472 10DRJ30280 5001820 TOBR0043

DVD DVD

1990年 1990年
1枚組 1枚組
108分 106分

3015399 DB9558 3015400 DB9559

DVD DVD

1984年 1986年
1枚組 1枚組
133分 106分

3015401 DB9556 3015402 DB9557

*3015058* *3015236*

日本映画-ＳＦ，ホラー 日本映画-ＳＦ，ホラー

女子高生ミステリーサークル／身代わり人形アリ
ア

東京心霊ナイト／アイドル恐怖伝説

魔術マニアの女子高生達がある日
未来占いを試したところ、池のほとり
で誰かが死ぬ悪夢を見て…。

怖いけど可愛いがコンセプトのホ
ラーシリーズ；呪信ＪＵＳＩＮ／心霊ア
イドル　ゆうれい子

監督 ＭｉｚｕｎｅＴ/出演 小林　麗菜 監督 ＭｉｚｕｎｅＴ/出演 小田　あさ美

2,800円(税別) 2,800円(税別)

*5001819* *3015466*

トランスワールドアソシエイツ トランスワールドアソシエイツ

日本映画-ＳＦ，ホラー 日本映画-アクション

岸部町奇談　探訪編　完全版 忍道／ＳＨＩＮＯＢＩＤＯ

教育実習の高柳先生に不信感を抱く
「怪奇特別探偵」の２人組。やがて先
生の過去が明らかになり…

忍の里で女忍として育てられたお甲
は、忍の壊滅を企む隠密組織の情報
を得るため町に派遣される。

監督 林　一嘉/出演 水沢　奈子 監督 森岡　利行/出演 佐津川　愛美

12,000円(税別) 12,000円(税別)

*3015472* *5001820*

ＴＯブックス ハピネット

日本映画-アクション 日本映画-アクション

スマグラー／おまえの未来を運べ ローン・チャレンジャー

俳優志望のフリーター・砧涼介は、借
金返済のため秘密の運送屋（スマグ
ラー）の仕事をする事に…

爆弾テロ事件の現場にいた仮面の
少女・カンナを利用しようと人々が暗
躍する中、謎の青年が現れ…

監督 石井　克人/出演 妻夫木　聡 監督 林　一嘉/出演 林　由莉恵

15,000円(税別) 12,000円(税別)

*3015399* *3015400*

ハピネット ＴＯブックス

日本映画-アクション，スペクタクル 日本映画-アクション，スペクタクル

リメインズ／美しき勇者たち われに撃つ用意あり

大正末期の北海道を舞台に巨大人
食い熊を追う若きマタギと熊に家族
を殺され復讐を誓った女の戦い

元国際都市・新宿。スナックのマス
ター郷田克彦の前に、ヤクザに追わ
れている台湾人の女が現れ…

監督 千葉　真一/出演 真田　広之 監督 若松　孝二/出演 原田　芳雄

16,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015401* *3015402*

松竹 松竹

日本映画-アクション，スペクタクル 日本映画-アクション，スペクタクル

海燕ジョーの奇跡 南へ走れ、海の道を！

親友の屈辱を晴らすため、暴力団の
親分を射殺。混血児ジョーの息もつ
かせぬ逃亡また逃亡の活劇。

沖縄の澄み切った海を夕日が照ら
す。暴力団に弟を殺された男が復讐
に燃えるハードアクション映画

監督 藤田　敏八/出演 時任　三郎 監督 和泉　聖治/出演 岩城　滉一

16,000円(税別) 16,000円(税別)

松竹 松竹
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AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2011年 2010年
1枚組 1枚組
168分 96分

3015300 PCBE74007 3015354 KKJL106

DVD DVD

2011年 2010年
1枚組 1枚組
73分 日本語版 二ｶ国語・字幕付 75分

3015620 VWDGL8156 3015692 KKJL110

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2005年 2001年
1枚組 1枚組
145分 106分

5001669 TOBR0030 5001670 TOBR0029

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2011年 2010年
1枚組 1枚組
115分 日本語字幕付 135分

5001671 TOBR0028 5001870 KKJL109

DVD DVD

1983年 1990年
1枚組 1枚組
104分 96分

3015216 DB9555 3015290 THDT20581

*3015300* *3015354*

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドキュメンタリー，記録

淀川長治の名画解説ＤＸ／熱き血潮篇 ただいま　それぞれの居場所

淀川長治の貴重な解説映像をジャン
ル別に収録。本作ではアクション、ス
ポーツの作品を紹介する。

文部科学省特別選定，福祉施設の
取材をもとに、介護の現場で日夜奮
闘するスタッフ達の姿を描く。

 解説 淀川　長治 監督 大宮　浩一 
8,125円(税別) 20,000円(税別)

*3015620* *3015692*

ポニーキャニオン 紀伊國屋書店

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドキュメンタリー，記録

ＮＨＫふたり／コクリコ坂・父と子の３００日戦争～
宮崎駿×宮崎吾朗～

Ｐｅａｃｅ（ピース）

映画『コクリコ坂から』の制作現場に
ＮＨＫ取材班が密着。宮崎駿・吾朗の
親子の衝突と情熱を描く

香港国際映画祭，義理の両親の日
常を通して福祉の現場を見つめ、野
良猫達との交流を描いた作品。

監督 荒川　格/出演 宮崎　駿 監督 想田　和弘 
18,000円(税別) 20,000円(税別)

*5001669* *5001670*

ポニーキャニオン 紀伊國屋書店

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドキュメンタリー，記録

９．１１－８．１５　日本心中
日本心中／針生一郎・日本を丸ごと抱え込んでし
まった男。

美術家による異色ドキュメンタリー。
アメリカ同時多発テロとの関連から、
現代日本を見つめ直す。

ＪＳＣ賞，針生が日本と韓国を往還し
ながら自らの半生を語る。映像を交
えて戦後日本を振り返る。

監督 大浦　信行/出演 針生　一郎 監督 大浦　信行/出演 針生　一郎

12,000円(税別) 12,000円(税別)

*5001671* *5001870*

ＴＯブックス ＴＯブックス

日本映画-ドキュメンタリー，記録 日本映画-ドキュメンタリー，記録

天皇ごっこ／見沢知廉・たった一人の革命 ミツバチの羽音と地球の回転

新左翼から三里塚闘争を経て新右
翼に転じ、４６歳で自死した作家・見
沢知廉の孤高の生き様に迫る

瀬戸内海の島に原発建設計画が持
ち上がる！エネルギー問題の矛盾と
持続可能な社会の実現を説く。

監督 大浦　信行/出演 あべ　あゆみ 監督 鎌仲　ひとみ 
12,000円(税別) 30,000円(税別)

*3015216* *3015290*

ＴＯブックス 紀伊國屋書店

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

きつね 櫻の園　ＨＤリマスター版

北海道を舞台に、不治の病に侵され
た１４歳の少女と科学者のはかない
純愛を描いたラブロマンス。

毎日映画コンクール賞，創立記念日
恒例の「櫻の園」の上演を控えた女
子高生達の揺れる想いを描く

監督 仲倉　重郎/出演 岡林　信康 監督 中原　俊/出演 中島　ひろ子

16,000円(税別) 20,000円(税別)

松竹 オデッサ・エンタテインメント
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AVLibrary　vol.67

DVD DVD

1991年 2011年
1枚組 1枚組
115分 86分

3015291 THDT20561 3015296 PCBGL71937

DVD DVD

2011年 1998年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 114分 100分

3015388 ACBR10849 3015394 DB9604

DVD DVD

1998年 1973年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 95分 87分

3015395 DB9605 3015397 DB9602

DVD DVD

1985年 2011年
1枚組 1枚組
108分 135分

3015398 DB9603 3015408 RJD80218

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
100分 100分

3015409 RJD80219 3015410 RJD80220

*3015291* *3015296*

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

１２人の優しい日本人　ＨＤリマスター版 行け！男子高校演劇部

文化庁優秀映画賞，殺人事件の陪
審員１２人全員が無罪の決を出し、
審議は早々に終わるはずが…。

高校に入った小笠原とカジは女子に
モテる部活を探していたが、廃部寸
前の演劇部に入る羽目に…。

監督 中原　俊/出演 塩見　三省 監督 英　勉/出演 中村　蒼

20,000円(税別) 9,800円(税別)

*3015388* *3015394*

オデッサ・エンタテインメント ポニーキャニオン

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

天国からのエール あ、春

沖縄で小さな弁当屋を営む陽は、バ
ンドの練習場所がない高校生のため
に、無料音楽スタジオを作る

ベルリン国際映画祭賞，結婚して順
風満帆な人生を歩んでいた男の前
に、死んだはずの父親が現れる

監督 熊澤　誓人/出演 阿部　寛 監督 相米　慎二/出演 佐藤　浩市

15,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015395* *3015397*

アスミック 松竹

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

コキーユ／貝殻 ダメおやじ

報知映画賞，離婚後、田舎で娘とス
ナックを開いた直子は、同窓会で初
恋の相手・達也と再会し…。

万年ヒラ社員の大助は平凡な暮らし
に満足していたが、妻の冬子は他人
の夫が昇進したのを嫉妬し…

監督 中原　俊/出演 小林　薫 監督 野村　芳太郎/出演 三波　伸介

16,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015398* *3015408*

松竹 松竹

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

哀しい気分でジョーク パンドラ３／革命前夜　ｖｏｌ．１

妻に去られたコメディアンは息子が
不治の病であと数ヶ月の命と知り、
息子の母に会いに旅に出る…

脳科学者の鈴木は自殺予防治療法
を官房長官に施すが、予想外の事態
が起きる。第１～３話収録。

監督 瀬川　昌治/出演 ビートたけし 監督 河毛　俊作　他/出演 江口　洋介

16,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015409* *3015410*

松竹 ソニー・ピクチャーズ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

パンドラ３／革命前夜　ｖｏｌ．２ パンドラ３／革命前夜　ｖｏｌ．３

会見の途中で倒れた官房長官・湯田
に鈴木は駆け寄り即座に処置を施す
が…　第３話・第４話収録

鈴木は湯田の暴走を見過ごせず未
認可治療による悪影響を公表しよう
とするが　第５話・第６話収録

監督 河毛　俊作　他/出演 江口　洋介 監督 河毛　俊作　他/出演 江口　洋介

16,000円(税別) 16,000円(税別)

ソニー・ピクチャーズ ソニー・ピクチャーズ
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AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
100分 117分

3015411 RJD80221 3015429 ASBXD4910

DVD DVD

2009年 2010年
1枚組 1枚組

日本語版 二ｶ国語・字幕付 116分 119分

3015432 ASBXB4830 3015433 ASBXB4828

DVD DVD

2010年 2008年
1枚組 1枚組
108分 59分

3015434 ASBXF4808 3015437 ASBXA4249

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組
59分 59分

3015438 ASBXA4250 3015439 ASBXA4251

DVD DVD

2008年 2008年
1枚組 1枚組
59分 59分

3015440 ASBXA4252 3015441 ASBXA4253

*3015411* *3015429*

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

パンドラ３／革命前夜　ｖｏｌ．４ 紙風船

クーデターを目論む湯田を阻止する
ため、鈴木は太刀川にある依頼をす
る。　第７話・ 終話収録

劇作家・岸田國士の短編戯曲を映画
化，紙風船／あの星はいつ現はれる
か／命を弄ぶ男ふたり　他

監督 河毛　俊作　他/出演 江口　洋介 監督 秋野　翔一/出演 仲村　トオル

16,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015432* *3015433*

ソニー・ピクチャーズ アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

トロッコ スープ・オペラ

芥川龍之介の名作「トロッコ」を元
に、家族の絆と少年の成長を現代の
台湾を舞台に描いた感動作。

３０代の独身女性・ルイが叔母と暮ら
していた家に、初老男性とバイト青年
が転がり込んできて…。

監督 川口　浩史/出演 尾野　真千子 監督 瀧本　智行/出演 坂井　真紀

15,000円(税別) 15,000円(税別)

*3015434* *3015437*

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

信さん・炭坑町のセレナーデ ＮＨＫドラマ　監査法人　１

昭和３８年の福岡の炭坑町を舞台
に、貧しくもたくましく生きる人々の日
常と、過酷な運命を描く。

ジャパン監査法人の若杉健司は、監
査に入る北陸建設工業に関する密
告電話を受ける。　第１話収録

監督 平山　秀幸/出演 小雪 監督 渡辺　一貴/出演 塚本　高史

15,000円(税別) 9,800円(税別)

*3015438* *3015439*

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ＮＨＫドラマ　監査法人　２ ＮＨＫドラマ　監査法人　３

健司が監査を務める食品会社の倉
庫で火事が起こったが、財務諸表に
は火災損失がなく…第２話収録

システム開発会社の監査を担当する
健司は、架空循環取引による粉飾を
発見するが…第３話を収録。

監督 渡辺　一貴/出演 塚本　高史 監督 渡辺　一貴/出演 塚本　高史

9,800円(税別) 9,800円(税別)

*3015440* *3015441*

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ＮＨＫドラマ　監査法人　４ ＮＨＫドラマ　監査法人　５

東都銀行の監査を承認しなかった健
司は吉野の失踪や銀行役員の自殺
を目の当たりにし…第４話収録

急成長を遂げたエスペランサ監査法
人。優良企業を厚遇する方針に、健
司は疑問を感じ…第５話収録

監督 渡辺　一貴/出演 塚本　高史 監督 渡辺　一貴/出演 塚本　高史

9,800円(税別) 9,800円(税別)

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

－55－



AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2008年 2010年
1枚組 1枚組
59分 178分

3015442 ASBXA4254 3015443 ASBXB4727

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組
178分 178分

3015444 ASBXB4728 3015445 ASBXB4729

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組
133分 178分

3015446 ASBXB4730 3015447 ASBXB4731

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組
178分 89分

3015448 ASBXB4732 3015449 ASBXB4733

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組
89分 178分

3015450 ASBXB4734 3015451 ASBXB4735

*3015442* *3015443*

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ＮＨＫドラマ　監査法人　６ 龍馬伝／ＮＨＫ大河ドラマ　Ｄｉｓｃ５　Ｓｅａｓｏｎ２

粉飾をしたプレシャスドーナツの株価
は急落。健司は監査法人を辞めて再
起を図るが…　第６話収録

第１４回：お尋ね者龍馬／第１５回：
ふたりの京／第１６回：勝麟太郎／
第１７話：怪物、容堂

監督 渡辺　一貴/出演 塚本　高史 演出 大友　啓史　他/出演 福山　雅治

9,800円(税別) 9,800円(税別)

*3015444* *3015445*

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

龍馬伝／ＮＨＫ大河ドラマ　Ｄｉｓｃ６　Ｓｅａｓｏｎ２ 龍馬伝／ＮＨＫ大河ドラマ　Ｄｉｓｃ７　Ｓｅａｓｏｎ２

第１８話：海軍を作ろう！／第１９回：
攘夷決行／第２０回：収二郎、無念
／第２１話：故郷の友よ

第２２回：龍という女／第２３回：池田
屋に走れ／第２４回：愛の蛍／第２５
話：寺田屋の母

演出 大友　啓史　他/出演 福山　雅治 演出 大友　啓史　他/出演 福山　雅治

9,800円(税別) 9,800円(税別)

*3015446* *3015447*

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

龍馬伝／ＮＨＫ大河ドラマ　Ｄｉｓｃ８　Ｓｅａｓｏｎ２ 龍馬伝／ＮＨＫ大河ドラマ　Ｄｉｓｃ９　Ｓｅａｓｏｎ３

第２６回：西郷吉之助／第２７回：龍
馬の大芝居／第２８回：武市の夢

第２９回：新天地長崎／第３０回：龍
馬の秘策／第３１回：西郷はまだか
／第３２回：狙われた龍馬

演出 大友　啓史　他/出演 福山　雅治 演出 大友　啓史　他/出演 福山　雅治

9,800円(税別) 9,800円(税別)

*3015448* *3015449*

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

龍馬伝／ＮＨＫ大河ドラマ　Ｄｉｓｃ１０　Ｓｅａｓｏｎ３ 龍馬伝／ＮＨＫ大河ドラマ　Ｄｉｓｃ１１　Ｓｅａｓｏｎ３

３３回：亀山社中の大仕事／３４回：
侍、長次郎／３５回：薩長同盟ぜよ／
３６回：寺田屋騒動

第３７回：龍馬の妻／第３８回：霧島
の誓い

演出 大友　啓史　他/出演 福山　雅治 演出 大友　啓史　他/出演 福山　雅治

9,800円(税別) 9,800円(税別)

*3015450* *3015451*

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

龍馬伝／ＮＨＫ大河ドラマ　Ｄｉｓｃ１２　ＦＩＮＡＬ　Ｓ
ＥＡＳＯＮ

龍馬伝／ＮＨＫ大河ドラマ　Ｄｉｓｃ１３　ＦＩＮＡＬ　Ｓ
ＥＡＳＯＮ

３９回：馬関の奇跡／４０回：清風亭
の対決／第４１回：さらば高杉晋作／
第４２回：いろは丸事件

第４３回：船中八策／第４４回：雨の
逃亡者／第４５回：龍馬の休日／第
４６回：土佐の大勝負

演出 大友　啓史　他/出演 福山　雅治 演出 大友　啓史　他/出演 福山　雅治

9,800円(税別) 9,800円(税別)

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

－56－



AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2010年 2011年
1枚組 1枚組
117分 162分

3015452 ASBXB4736 3015453 ASBXC4896

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
178分 178分

3015454 ASBXC4897 3015455 ASBXC4898

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
178分 178分

3015456 ASBXC4899 3015457 ASBXC4900

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
178分 89分

3015458 ASBXC4901 3015459 ASBXC4902

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
178分 178分

3015460 ASBXC4903 3015461 ASBXC4904

*3015452* *3015453*

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

龍馬伝／ＮＨＫ大河ドラマ　Ｄｉｓｃ１４　ＦＩＮＡＬ　Ｓ
ＥＡＳＯＮ

江　姫たちの戦国　完全版１

第４７回：大政奉還／第４８回：龍の
魂

戦国の姫たちの数奇な人生を描く。
第１回：湖国の姫／第２回：父の仇／
第３回：信長の秘密

演出 大友　啓史　他/出演 福山　雅治 監督 伊勢田　雅也/出演 上野　樹里

9,800円(税別) 8,800円(税別)

*3015454* *3015455*

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

江　姫たちの戦国　完全版２ 江　姫たちの戦国　完全版３

第４回：本能寺へ／第５回：本能寺の
変／第６回：光秀の天下／第７回：母
の再婚

第８回：初めての父／第９回：義父の
涙／第１０回：わかれ／第１１回：猿
の人質

監督 伊勢田　雅也/出演 上野　樹里 監督 伊勢田　雅也/出演 上野　樹里

8,800円(税別) 8,800円(税別)

*3015456* *3015457*

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

江　姫たちの戦国　完全版４ 江　姫たちの戦国　完全版５

第１２回：茶々の反乱／第１３回：花
嫁の決意／第１４回：離縁せよ／第１
５回：猿の正体

第１６回：関白秀吉／第１７回：家康
の花嫁／第１８回：恋しくて／第１９
回：初の縁談

監督 伊勢田　雅也/出演 上野　樹里 監督 伊勢田　雅也/出演 上野　樹里

8,800円(税別) 8,800円(税別)

*3015458* *3015459*

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

江　姫たちの戦国　完全版６ 江　姫たちの戦国　完全版７

第２０回：茶々の恋／第２１回：豊臣
の妻／第２２回：父母の肖像／第２３
回：人質秀忠

第２４回：利休切腹／第２５回：愛の
嵐

監督 伊勢田　雅也/出演 上野　樹里 監督 伊勢田　雅也/出演 上野　樹里

8,800円(税別) 8,800円(税別)

*3015460* *3015461*

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

江　姫たちの戦国　完全版８ 江　姫たちの戦国　完全版９

第２６回：母になる時／第２７回：秀勝
の遺言／第２８回：秀忠に嫁げ／第２
９回： 悪の夫

第３０回：愛しき人よ／第３１回：秀吉
死す／第３２回：江戸の鬼／第３３
回：徳川の嫁

監督 伊勢田　雅也/出演 上野　樹里 監督 伊勢田　雅也/出演 上野　樹里

8,800円(税別) 8,800円(税別)

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

－57－



AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
178分 178分

3015462 ASBXC4905 3015463 ASBXC4906

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
178分 71分

3015464 ASBXC4907 3015465 ASBXC4908

DVD DVD

2012年 2011年
1枚組 1枚組
144分 114分

3015471 10DRN10117 3015473 10DRJ30277

DVD DVD

2009年 2008年
1枚組 1枚組

日本語吹替 127分 英語・日本語字幕付 107分

3015474 BCDR2476 3015481 BCDR2286

DVD DVD

2010年 2011年
1枚組 1枚組
100分 48分

3015482 BCDR2812 3015490 DB9597

*3015462* *3015463*

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

江　姫たちの戦国　完全版１０ 江　姫たちの戦国　完全版１１

第３４回：姫の十字架／第３５回：幻
の関ケ原／第３６回：男の覚悟／第３
７回：千姫の婚礼

第３８回： 強の乳母／第３９回：運
命の対面／第４０回：親の心／第４１
回：姉妹激突！

監督 伊勢田　雅也/出演 上野　樹里 監督 伊勢田　雅也/出演 上野　樹里

8,800円(税別) 8,800円(税別)

*3015464* *3015465*

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

江　姫たちの戦国　完全版１２ 江　姫たちの戦国　完全版１３

第４２回：大坂冬の陣／第４３回：淀、
散る／第４４回：江戸城騒乱／第４５
回：息子よ

戦国の姫たちの数奇な人生を描く。
第４６回（ 終話）：希望

監督 伊勢田　雅也/出演 上野　樹里 監督 伊勢田　雅也/出演 上野　樹里

8,800円(税別) 8,800円(税別)

*3015471* *3015473*

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

恋の罪 うさぎドロップ

Ｒ１８指定，ラブホテル街の古アパー
トで女性の死体が発見される。事件
の裏側にある真実とは…。

ダイキチが祖父のお葬式で出会っ
た、孤独で悲しげな少女はなんと、お
じいちゃんの隠し子だった！

監督 園　子温/出演 水野　美紀 監督 ＳＡＢＵ/出演 松山　ケンイチ

15,000円(税別) 15,000円(税別)

*3015474* *3015481*

ハピネット ハピネット

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ディア・ドクター 青い鳥

日本アカデミー賞，山あいの小さな
村で、唯一の医師として慕われてい
たひとりの医師が失踪した。

いじめ問題に揺れる中学校に赴任し
た吃音の教師が、心に傷を負った生
徒達と真正面から向き合う。

監督 西川　美和/出演 笑福亭　鶴瓶 監督 中西　健二/出演 阿部　寛

16,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015482* *3015490*

バンダイビジュアル バンダイビジュアル

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

劇場版　怪談レストラン １１人もいる！　１

人々が突然姿を消す事件が続く山桜
市で、怪奇現象専門の中学生探偵・
天野ハルの妹がいなくなり…

第１話～第２話収録：両親の収入が
ないのに子供が８人。そして亡くなっ
た先妻の幽霊まで加わり…

監督 落合　正幸/出演 工藤　綾乃 演出 片山　修　他/出演 神木　隆之介

16,000円(税別) 10,000円(税別)

バンダイビジュアル 松竹

－58－



AVLibrary　vol.67

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
48分 韓国語版 日本語字幕付 121分

3015491 DB9598 3015588 OPSDT1764

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 109分 109分

3015693 PCBC72066 3015694 PCBE74059

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2010年 2005年
1枚組 1枚組

一部日本語字幕付 98分 91分

5001672 TOBR0027 5001674 TOBR0033

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2009年 2012年
1枚組 1枚組
90分 99分

5001675 TOBR0032 5001696 NSDR17175

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2011年 2009年
1枚組 1枚組
117分 日本語版 二ｶ国語・字幕付 116分

5001772 ASBXC4910 5001773 ASBXA4830

*3015491* *3015588*

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

１１人もいる！　２ 愛を信じます　ｖｏｌ．３

第３話～第４話収録：アイドルに憧れ
る次女の三子が男性誌のミスコンの
書類審査に合格するが…

第５話：母娘の微妙な距離／第６話：
運命の再会？

演出 片山　修　他/出演 神木　隆之介 監督 イ・ジェサン/出演 イ・ジェリョン

10,000円(税別) 7,650円(税別)

*3015693* *3015694*

松竹 エスピーオー

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

アンフェア／ｔｈｅ　ａｎｓｗｅｒ ハラがコレなんで

殺人事件の容疑者となった人物が次
に殺される前代未聞の予告殺人が
発生。雪平が容疑者にされるが

妊娠９ヵ月でお腹の子供の父親と別
れ、金も家もない光子だが、長屋の
人々を救うために立ち上がる

監督 佐藤　嗣麻子/出演 篠原　涼子 監督 石井　裕也/出演 仲　里依紗

16,000円(税別) 16,000円(税別)

*5001672* *5001674*

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ピンク・スバル ふるり

ゆうばり国際ファンタスティック映画
祭，紛争地に住む男が盗まれた愛車
を取り戻すべく奔走する。

派遣ＯＬの千奈津は幼い頃の夢を諦
め、退屈な毎日を過ごしていたが、あ
る日不思議な少年が現れ…

監督 小川　和也/出演 アクラム・テラウィ 監督 小出　正雪/出演 小山田　サユリ

12,000円(税別) 12,000円(税別)

*5001675* *5001696*

ＴＯブックス ＴＯブックス

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

僕らは歩く、ただそれだけ 野田ともうします。　シーズン２

恋人と別れた少女がカメラを手に故
郷の町へと赴く。様々な人々と逢うう
ちに少女の心情に変化が…

超ポジティブで好奇心旺盛、ひとりわ
が道を行く女子大生「野田さん」を巡
る連載マンガの実写版。

監督 廣木　隆一/出演 安藤　サクラ 演出 田中　健一　他/出演 江口　のりこ

12,000円(税別) 6,800円(税別)

*5001772* *5001773*

ＴＯブックス ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

紙風船 トロッコ

劇作家・岸田國士の短編戯曲を映画
化，紙風船／あの星はいつ現はれる
か／命を弄ぶ男ふたり　他

芥川龍之介の名作「トロッコ」を元
に、家族の絆と少年の成長を現代の
台湾を舞台に描いた感動作。

監督 秋野　翔一/出演 仲村　トオル 監督 川口　浩史/出演 尾野　真千子

25,000円(税別) 25,000円(税別)

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

－59－



AVLibrary　vol.67

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組
119分 108分

5001774 ASBXA4828 5001775 ASBXE4808

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
87分 73分

5001781 NSDR17261 5001782 NSDR17262

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
73分 89分

5001783 NSDR17263 5001784 NSDR17264

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2010年 2011年
1枚組 1枚組
74分 60分

5001818 TOBR0045 5001868 KBCDVDT111

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
88分 88分

5001876 NSDR17427 5001878 NSDR17422

*5001774* *5001775*

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

スープ・オペラ 信さん・炭坑町のセレナーデ

３０代の独身女性・ルイが叔母と暮ら
していた家に、初老男性とバイト青年
が転がり込んできて…。

昭和３８年の福岡の炭坑町を舞台
に、貧しくもたくましく生きる人々の日
常と、過酷な運命を描く。

監督 瀧本　智行/出演 坂井　真紀 監督 平山　秀幸/出演 小雪

25,000円(税別) 25,000円(税別)

*5001781* *5001782*

アミューズソフトエンタテインメント アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

開拓者たち　１ 開拓者たち　２

戦前に旧満州で過酷な生活を体験、
帰国後に農地の開拓に励んだ人々
の物語。第１回：新天地へ

戦前に旧満州で過酷な生活を体験、
帰国後に農地の開拓に励んだ人々
の物語。第２回：逃避行

演出 岸　善幸/出演 満島　ひかり 演出 岸　善幸/出演 満島　ひかり

6,800円(税別) 6,800円(税別)

*5001783* *5001784*

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

開拓者たち　３ 開拓者たち　４

戦前に旧満州で過酷な生活を体験、
帰国後に農地の開拓に励んだ人々
の物語。第３回：帰国

戦前に旧満州で過酷な生活を体験、
帰国後に農地の開拓に励んだ人々
の物語。第３回：夢（ 終話）

演出 岸　善幸/出演 満島　ひかり 演出 岸　善幸/出演 満島　ひかり

6,800円(税別) 6,800円(税別)

*5001818* *5001868*

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

ある夜のできごと 福岡恋愛白書　６／ふたつのＬｏｖｅ　Ｓｔｏｒｙ

中学の同窓生の男女５人が、学生時
代によく集まっていた居酒屋の店主
の訃報をきっかけに再会し…

視聴者の実体験が原作の２話オムニ
バスドラマ，ＥＰ１：つり革の距離／Ｅ
Ｐ２：花火の架け橋

監督 鈴木　聖史/出演 秦　秀明 監督 芝崎　弘記/出演 土屋　巴瑞季

12,000円(税別) 15,000円(税別)

*5001876* *5001878*

ＴＯブックス オデッサ・エンタテインメント

日本映画-ドラマ 日本映画-ドラマ

真珠湾からの帰還／軍神と捕虜第一号 家で死ぬということ　完全版

真珠湾へ特攻した１０人の中で一人
生き残り捕虜第一号となった酒巻少
尉の心情を描いた戦争ドラマ

ガンで余命３ケ月と宣告された、ひさ
子は自宅で死にたいと、一人で岐阜
県白川村に戻っていたが…

演出 松浦　善之助/出演 青木　崇高 演出 佐藤　譲/演出 高橋　克典

6,800円(税別) 6,800円(税別)

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

2011年 2011年
2枚組 1枚組
116分 54分

5001660 MX1268R(9) 5001661 MX1268R

上映権付 DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
62分 100分

5001662 MX1269R 3015426 ASBXG4949

上映権付 DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
100分 96分

5001770 ASBXF4949 3014097 DB9482

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
96分 96分

3014098 DB9483 3014099 DB9484

DVD DVD

2011年 1977年
1枚組 1枚組
96分 チェコ語版 日本語字幕付 84分

3014100 DB9485 3015261 BWD2032A

*5001660* *5001661*

日本映画-仏教 日本映画-仏教

こころの宇宙　般若心経　前後編 こころの宇宙　般若心経　前編

男女３人の物語を通して「般若心経」
の教えを学ぶ。前大正大学学長・小
峰彌彦による解説を収録。

男女３人の物語を通して「般若心経」
の教えを学ぶ。前大正大学学長・小
峰彌彦による解説を収録。

監督 大串　利一/出演 東　加奈子 監督 大串　利一/出演 東　加奈子

18,000円(税別) 18,000円(税別)

*5001662* *3015426*

マクザム マクザム

日本映画-仏教 日本映画-幼児，児童

こころの宇宙　般若心経　後編 忍たま乱太郎　＜実写版＞

男女３人の物語を通して「般若心経」
の教えを学ぶ。前大正大学学長・小
峰彌彦による解説を収録。

忍術学園に入学した乱太郎は仲間と
楽しい学園生活を送っていたが、学
園生の家に刺客が現れて…。

監督 大串　利一/出演 東　加奈子 監督 三池　崇史/出演 加藤　清史郎

セット価格 16,000円(税別)

*5001770* *3014097*

マクザム アミューズソフトエンタテインメント

日本映画-幼児，児童 動画，人形劇-ドラマ

忍たま乱太郎　＜実写版＞ べるぜバブ　第７巻

忍術学園に入学した乱太郎は仲間と
楽しい学園生活を送っていたが、学
園生の家に刺客が現れて…。

第２３話～第２６話収録：ほんまかい
／ただいまかい／新学期はじまりま
した　他

監督 三池　崇史/出演 加藤　清史郎 監督 高本　宣弘/ 声 小西　克幸

25,000円(税別) 10,000円(税別)

*3014098* *3014099*

アミューズソフトエンタテインメント 松竹

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

べるぜバブ　第８巻 べるぜバブ　第９巻

第２７話～第３０話収録：魔法少女と
呼ばれて／身体測定してみましょう
／六騎聖って何ですか？他

第３１話～第３４話収録：決着、つき
ませんでした／転校少女にナニが起
こりましたか？　他

監督 高本　宣弘/ 声 小西　克幸 監督 高本　宣弘/ 声 小西　克幸

10,000円(税別) 10,000円(税別)

*3014100* *3015261*

松竹 松竹

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

べるぜバブ　第１０巻
カレル・ゼマン　プレミアムＤＶＤ－ＢＯＸ／クラ
バート

第３５話～第３８話収録：試合開始の
時間です／決着、やっとつきました／
その男、先生でした　他

カンヌ映画祭賞，クラバート伝説を下
敷きにした児童文学の傑作を映像
化。「クリスマスの夢」併録

監督 高本　宣弘/ 声 小西　克幸 演出 カレル・ゼマン/音楽 フランチシェック・ベルフィーン

10,000円(税別) 28,000円(税別)

松竹 ブロードウェイ
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DVD DVD

1980年 1955年
1枚組 1枚組

チェコ語版 日本語字幕付 79分 チェコ語版 日本語字幕付 100分

3015262 BWD2032B 3015263 BWD2032C

DVD DVD

1970年 1952年
1枚組 1枚組

チェコ語版 日本語字幕付 82分 チェコ語版 日本語字幕付 73分

3015264 BWD2032D 3015265 BWD2032E

DVD DVD

1964年 1981年
1枚組 1枚組

チェコ語版 日本語字幕付 91分 チェコ語版 日本語字幕付 36分

3015266 BWD2032F 3015267 BWD2032G

DVD DVD

1996年 2009年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 95分 100分

3015286 THDT20471 3015310 38DRT50071

DVD DVD

2009年 2009年
1枚組 1枚組
100分 100分

3015311 38DRT50072 3015312 38DRT50073

*3015262* *3015263*

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

カレル・ゼマン　プレミアムＤＶＤ－ＢＯＸ／ホン
ジークとマジェンカ

カレル・ゼマン　プレミアムＤＶＤ－ＢＯＸ／前世紀
探検

受賞：ギフォニ青年国際映画祭グラ
ンプリ　他，「ハムスター」「幸運の蹄
鉄」併録

ヴェネチア国際映画祭賞，少年達４
人が時間の川をボートで遡る。「プロ
コウク氏家作りの巻」併緑

演出 カレル・ゼマン/ 声 オタカル・ブロウセク 演出 カレル・ゼマン/出演 ヴラジミール・ベイヴァル

セット価格 セット価格

*3015264* *3015265*

ブロードウェイ ブロードウェイ

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

カレル・ゼマン　プレミアムＤＶＤ－ＢＯＸ／彗星に
乗って

カレル・ゼマン　プレミアムＤＶＤ－ＢＯＸ／鳥の島
の財宝

ヴェネチア青年映画祭，謎の彗星が
地球に急接近し…。「プロコウク氏映
画制作の巻」併緑

カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭賞
他，「王様の耳はロバの耳」併録

演出 カレル・ゼマン/出演 エミル・ホルヴァート・ジュニアー 演出 カレル・ゼマン/音楽 ズデニュック・リシュカ

セット価格 セット価格

*3015266* *3015267*

ブロードウェイ ブロードウェイ

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

カレル・ゼマン　プレミアムＤＶＤ－ＢＯＸ／狂気の
クロニクル

カレル・ゼマン　プレミアムＤＶＤ－ＢＯＸ／カレル・
ゼマンと子供たち

受賞：サンフランシスコ国際映画祭
他，「プロコウク氏発明の巻」併録

７０歳のゼマンの発言やトリック・フィ
ルムの製作秘話等、今も子供たちを
魅了する夢の世界に迫る

演出 カレル・ゼマン/出演 ペトル・コストゥカミロスラフ  出演 カレル・ゼマン
セット価格 セット価格

*3015286* *3015310*

ブロードウェイ ブロードウェイ

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

ブラック・ジャック　ＦＩＮＡＬ 新・三銃士　１／ＮＨＫ連続人形活劇

ピノコの出生に秘められた秘密と
は？　「おとずれた思い出」／「美しき
報複者」　２話収録

国王ルイ１３世に代わって実権を握
るリシュリー枢機卿。王妃はそれに
反発し…第１話～５話を収録

監修 出崎　統/ 声 大塚　明夫 原作 アレクサンドル・デュマ/ 声 池松　壮亮

20,000円(税別) 6,000円(税別)

*3015311* *3015312*

オデッサ・エンタテインメント ハピネット

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

新・三銃士　２／ＮＨＫ連続人形活劇 新・三銃士　３／ＮＨＫ連続人形活劇

銃士隊の復活と共に見習いとして三
銃士と共同生活を始めたダルタニア
ンは…第６話～１０話を収録

親衛隊と剣を交えた三銃士はリシュ
リュー枢機卿から国家反逆の罪を問
われ…第１１～１５話を収録

原作 アレクサンドル・デュマ/ 声 池松　壮亮 原作 アレクサンドル・デュマ/ 声 池松　壮亮

6,000円(税別) 6,000円(税別)

ハピネット ハピネット
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DVD DVD

2009年 2009年
1枚組 1枚組
100分 100分

3015313 38DRT50074 3015314 38DRT50075

DVD DVD

2009年 2009年
1枚組 1枚組
99分 100分

3015315 38DRT50076 3015316 38DRT50077

DVD DVD

2009年 2009年
1枚組 1枚組
102分 47分

3015317 38DRT50078 3015318 68DRJ60136

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 100分 日本語字幕付 70分

3015331 1000280068 3015413 RJD80052

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
70分 70分

3015414 RJD80053 3015415 RJD80054

*3015313* *3015314*

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

新・三銃士　４／ＮＨＫ連続人形活劇 新・三銃士　５／ＮＨＫ連続人形活劇

アンヌ王妃の首飾りを取り戻すため、
ダルタニアンたちはロンドンへ向かう
…第１６～２０話を収録

三銃士が宮殿に出掛けている間、下
宿にポルトスの恋人を名乗る女が現
れて…第２１～２５話を収録

原作 アレクサンドル・デュマ/ 声 池松　壮亮 原作 アレクサンドル・デュマ/ 声 池松　壮亮

6,000円(税別) 6,000円(税別)

*3015315* *3015316*

ハピネット ハピネット

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

新・三銃士　６／ＮＨＫ連続人形活劇 新・三銃士　７／ＮＨＫ連続人形活劇

アラミスに助け出されたコンスタンス
は、教会に身を隠すことになるが…
第２６～第３０話を収録。

反乱軍の立て篭もる要塞へ向かう政
府軍。ダルタニアン達はひと足先に
着き…第３１～３５話を収録

原作 アレクサンドル・デュマ/ 声 池松　壮亮 原作 アレクサンドル・デュマ/ 声 池松　壮亮

6,000円(税別) 6,000円(税別)

*3015317* *3015318*

ハピネット ハピネット

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

新・三銃士　８／ＮＨＫ連続人形活劇 蜘蛛の糸，地獄変

オルレアン公擁立を企む枢機卿。そ
の時ルイ１３世がダルタニアンと帰還
し…第３６～４０話を収録

芥川龍之介の短編小説２編を、ある
王が統治する異国情緒あふれる国
家の出来事として描く。

原作 アレクサンドル・デュマ/ 声 池松　壮亮 監督 いしづか　あつこ/ 声 宮野　真守

6,000円(税別) 10,200円(税別)

*3015331* *3015413*

ハピネット ハピネット

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

ハッピー　フィート２　踊るペンギンレスキュー隊 ブレイド　ｖｏｌ．１

息子エリックとの関係に悩むダンス
の達人ペンギン・マンブルが、ペンギ
ン界の大危機に立ち向かう

ヴァンパイアハンター、ブレイドの前
に四本牙のヴァンパイア、フロストが
現れ…　第１～３話収録

監督 ジョージ・ミラー/ 声 イライジャ・ウッド 監督 増原　光幸/ 声 大塚　明夫

16,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015414* *3015415*

ワーナー・ブラザース ソニー・ピクチャーズ

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

ブレイド　ｖｏｌ．２ ブレイド　ｖｏｌ．３

ヘルシング救出の為スラム街で情報
を集めるブレイドは少年時代を思い
出し…　第４話～第６話収録

ギャングに襲撃されたブレイドの前に
旧知のミュータント・ローガンが現れ
…　第７話～第９話収録

監督 増原　光幸/ 声 大塚　明夫 監督 増原　光幸/ 声 大塚　明夫

16,000円(税別) 16,000円(税別)

ソニー・ピクチャーズ ソニー・ピクチャーズ
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DVD DVD

2011年 1980年
1枚組 1枚組
70分 153分

3015416 RJD80055 3015495 LCDV81110

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2011年 2012年
1枚組 1枚組
98分 98分

5001521 NSDR16965 5001780 NSDR16966

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1936年 1946年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 50分 英語版 日本語字幕付 47分

5001790 5001790 5001801 5001801

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 1937年
1枚組 5枚組
98分 英語版 日本語字幕付 477分

5001879 NSDR16968 5001704 KKAL41(5)

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1937年 1935年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 98分 英語版 日本語字幕付 105分

5001705 KKAL41 5001706 KKAL42

*3015416* *3015495*

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

ブレイド　ｖｏｌ．４ あしたのジョー　劇場版

フロストにより研究施設へ連行された
ブレイドは彼の過去と野望を知る。
第１０話～第１２話収録

主人公・矢吹丈ｖｓ力石の一戦、葉子
が、段平が、そして伝説のラストシー
ンが鮮やかに蘇る！！

監督 増原　光幸/ 声 大塚　明夫 製指 梶原　一騎/ 声 あおい　輝彦

16,000円(税別) 15,000円(税別)

*5001521* *5001780*

ソニー・ピクチャーズ ラインコミュニケーションズ

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

ファイ・ブレイン　神のパズル　４ ファイ・ブレイン　神のパズル　５

第１０話：女王の国へようこそ／第１
１話：女王様の逆襲／第１２話：再会
のパズルタイム　ほか

第１４話：友情の資格／第１５話：蒼
い太陽、緋い月／第１６話：断罪の迷
宮／第１７話：真実

監督 佐藤　順一/ 声 浅沼　晋太郎 監督 佐藤　順一/ 声 浅沼　晋太郎

6,800円(税別) 6,800円(税別)

*5001790* *5001801*

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-ドラマ

アカデミー賞アニメ・ノミネート全集 これがパペトゥーンだ

ポパイ対シンドバッド／ロバのスパン
キー／三匹の子豚／チューリップ村
への侵入者　ほか全５作品

人形アニメの傑作を６作品収録：眠
れる森の美女／チューリップ村への
侵入者　ほか

監督 デイブ・フライシャー 製作 ジョージ・パル 
28,000円(税別) 20,000円(税別)

*5001879* *5001704*

モーションプロ モーションプロ

動画，人形劇-ドラマ 動画，人形劇-作品集

ファイ・ブレイン　神のパズル　７ 世界アニメーション映画史　１１～１５

第２２話：志を継ぐもの／第２３話：残
された選択肢／第２４話：永遠の存
在　他、全４話

本格的カラ－時代をむかえて一大産
業として成長した、黄金期のアニメー
ションの傑作を多数網羅。

監督 佐藤　順一/ 声 浅沼　晋太郎 構成 なみき　たかし 
6,800円(税別) 200,000円(税別)

*5001705* *5001706*

ＮＨＫエンタープライズ 紀伊國屋書店

動画，人形劇-作品集 動画，人形劇-作品集

世界アニメーション映画史　１１／アブ・アイワーク
ス

世界アニメーション映画史　１２／マックス＆デイ
ブ・フライシャーⅢ

「フィリップの音楽会」他、計１３作品
収録

「ビン坊の列車強盗」他、計１３作品
収録

構成 なみき　たかし 構成 なみき　たかし 
200,000円(税別) セット価格

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1943年 1943年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 93分 英語版 日本語字幕付 106分

5001707 KKAL43 5001708 KKAL44

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1943年 1946年
1枚組 5枚組

英語版 日本語字幕付 75分 英語版 日本語字幕付 464分

5001709 KKAL45 5001710 KKAL46(50)

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1946年 1946年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 75分 英語版 日本語字幕付 106分

5001711 KKAL46 5001712 KKAL47

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1953年 1939年
1枚組 1枚組

英語版 日本語字幕付 81分 英語版 日本語字幕付 106分

5001713 KKAL48 5001714 KKAL49

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1946年 2006年
1枚組 5枚組

英語版 日本語字幕付 96分 サイレント版 日本語字幕付 426分

5001715 KKAL49 5001716 KKAL51(55)

*5001707* *5001708*

動画，人形劇-作品集 動画，人形劇-作品集

世界アニメーション映画史　１３／マックス＆デイ
ブ・フライシャーⅣ

世界アニメーション映画史　１４／ヒュー・マン＆
ルドルフ・アイジング

「ス－パ－マン対破壊光線」他、計１
１作品

「フォクシ－の怪電車」他、計１３作品

構成 なみき　たかし 構成 なみき　たかし 
セット価格 セット価格

*5001709* *5001710*

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店

動画，人形劇-作品集 動画，人形劇-作品集

世界アニメーション映画史　１５／ポール・テリー 世界アニメーション映画史　１６～２０

「動物オリンピック」他、計１２作品 本格的カラ－時代をむかえて一大産
業として成長した、黄金期のアニメー
ションの傑作を多数網羅。

構成 なみき　たかし 構成 なみき　たかし 
セット価格 200,000円(税別)

*5001711* *5001712*

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店

動画，人形劇-作品集 動画，人形劇-作品集

世界アニメーション映画史　１６／ボブ・クランペッ
ト

世界アニメーション映画史　１７／テックス・アヴェ
リー

「ポ－キ－の金持ちになろう」他、計
１３作品

「グロ－リ－嬢を迎えよう」他、計１３
作品

構成 なみき　たかし 構成 なみき　たかし 
200,000円(税別) セット価格

*5001713* *5001714*

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店

動画，人形劇-作品集 動画，人形劇-作品集

世界アニメーション映画史　１８／チャック・ジョー
ンズ

世界アニメーション映画史　１９／マックス＆デイ
ブ・フライシャーⅤ

「ウサギの魔術師」他、計１０作品 「船乗りポパイ」他、計１５タイトル

構成 なみき　たかし 構成 なみき　たかし 
セット価格 セット価格

*5001715* *5001716*

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店

動画，人形劇-作品集 動画，人形劇-作品集

世界アニメーション映画史　２０／ジュージ・パル 世界アニメーション映画史　２１～２５

「天空の船」他、計１３タイトル 本格的カラ－時代をむかえて一大産
業として成長した、黄金期のアニメー
ションの傑作を多数網羅。

構成 なみき　たかし 構成 なみき　たかし 
セット価格 200,000円(税別)

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2006年 2006年
5枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 82分 サイレント版 日本語字幕付 83分

5001717 KKAL51 5001718 KKAL52

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2006年 2006年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 89分 サイレント版 日本語字幕付 91分

5001719 KKAL53 5001720 KKAL54

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2006年 2006年
1枚組 5枚組

サイレント版 日本語字幕付 81分 サイレント版 日本語字幕付 445分

5001721 KKAL55 5001722 KKAL56(61)

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2006年 2006年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 78分 サイレント版 日本語字幕付 90分

5001723 KKAL56 5001724 KKAL57

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2006年 2006年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 88分 サイレント版 日本語字幕付 84分

5001725 KKAL58 5001726 KKAL59

*5001717* *5001718*

動画，人形劇-作品集 動画，人形劇-作品集

世界アニメーション映画史　２１／マックス＆デイ
ブ・フライシャーⅥ

世界アニメーション映画史　２２／アブ・アイワーク
スⅡ

ノアの箱舟／チャイナタウン・マイ・
チャイナタウン／木こりは甘くない
ほか全１１話を収録

ウィリーのちびっこターザン／ジャッ
ク・フロスト／ハートの女王　ほか全１
１話を収録

構成 なみき　たかし 構成 なみき　たかし 
200,000円(税別) セット価格

*5001719* *5001720*

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店

動画，人形劇-作品集 動画，人形劇-作品集

世界アニメーション映画史　２３／テックス・アヴェ
リーⅡ

世界アニメーション映画史　２４／フレッツ・フレー
リング

おかしな赤頭巾／狼とシンデレラ／
ジャーキィターキィ／太りっこ競争
他全１２話を収録

何がなんだかわからない／よちよち
踊ろう！／虫のナイトクラブ／日曜日
は教会へ　他全１２話収録

構成 なみき　たかし 構成 なみき　たかし 
セット価格 セット価格

*5001721* *5001722*

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店

動画，人形劇-作品集 動画，人形劇-作品集

世界アニメーション映画史　２５／マックス＆デイ
ブ・フライシャーⅦ

世界アニメーション映画史　２６～３０

ベティの大統領選挙／花形ベティ／
ベティのお伽の国訪問／ベティの波
乗り越えて　他全１１話収録

本格的カラ－時代をむかえて一大産
業として成長した、黄金期のアニメー
ションの傑作を多数網羅。

構成 なみき　たかし 構成 なみき　たかし 
セット価格 200,000円(税別)

*5001723* *5001724*

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店

動画，人形劇-作品集 動画，人形劇-作品集

世界アニメーション映画史　２６　／マックス＆デ
イブ・フライシャーⅧ

世界アニメーション映画史　２７／フランク・タシュ
リンとワーナーの俊英

ベティとグランピー／ベティの愛犬の
洗濯／ベティの舞台演出家／ベティ
の都落ち　他全１２話収録

かわいい貴婦人／アニメーターの悪
夢／ハゲタカ軍団をやっつけろ！
ほか全１２話を収録。

構成 なみき　たかし 構成 なみき　たかし 
200,000円(税別) セット価格

*5001725* *5001726*

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店

動画，人形劇-作品集 動画，人形劇-作品集

世界アニメーション映画史　２８／ウォルト・ディズ
ニーⅡ

世界アニメーション映画史　２９／テックス・アヴェ
リーⅢ

骸骨の踊り／地獄の閻魔退治／エ
ジプトの夢／魔法使いの森　ほか全
１２話を収録。

呪いの黒猫／いたずらもぐら／腹話
術は楽し／財産を狙え／スポーツの
王様　ほか全１２話を収録。

構成 なみき　たかし 構成 なみき　たかし 
セット価格 セット価格

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店

－66－



AVLibrary　vol.67

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2006年 1944年
1枚組 1枚組

サイレント版 日本語字幕付 105分 英語版 日本語字幕付 64分

5001727 KKAL59 5001808 5001808

DVD DVD

1998年 1998年
1枚組 1枚組
118分 118分

3015244 PCBPL12056 3015245 PCBPL12057

DVD DVD

1988年 1999年
1枚組 1枚組
118分 118分

3015246 PCBPL12058 3015247 PCBPL12059

DVD DVD

1999年 2011年
1枚組 1枚組
118分 英語版 二ｶ国語・字幕付 63分

3015248 PCBPL12060 3015253 VWDGL5764

DVD DVD

2011年 2012年
1枚組 1枚組
26分 英語版 二ｶ国語・字幕付 96分

3015254 VWDGL5762 3015255 VWDGL5766

*5001727* *5001808*

動画，人形劇-作品集 動画，人形劇-作品集

世界アニメーション映画史　３０／ウォルト・ディズ
ニーのプロパガンダ

戦時下のアニメーション

しまりや子豚／フライパンから／総統
の顔／特攻教育／理性と感情／１９
４３年の精神　他７話収録

東京／チューリップ村への侵入者／
スーパーマン「ジャポターズ」　他、全
８作品収録

構成 なみき　たかし 監督 ノーマン・マッカーベ　他 

セット価格 20,000円(税別)

*3015244* *3015245*

紀伊國屋書店 モーションプロ

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ちびまる子ちゃん／さくらももこ脚本集「山田はど
こだ」の巻

ちびまる子ちゃん／さくらももこ脚本集「理科の実
験は大さわぎ」の巻

ヒロシのつりざお折れる／こわい話
大会／お母さんの失敗／町内の秋
祭り／山田はどこだ

理科の実験は大さわぎ／ロマンチッ
クな季節／未知の巨大生物／お母さ
んの給食袋　ほか全５話収録

監督 須田　裕美子/ 声 ＴＡＲＡＫＯ 監督 須田　裕美子/ 声 ＴＡＲＡＫＯ

2,800円(税別) 2,800円(税別)

*3015246* *3015247*

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ちびまる子ちゃん／さくらももこ脚本集「まる子お
りヅルに感動する」の巻

ちびまる子ちゃん／さくらももこ脚本集「おかあさ
んカゼで寝込む」の巻

まる子おりヅルに感動する／世界の
ヘビ展を見に行く／なんかついてい
ない日　ほか　全５話を収録

ノストラダムスの大予言の年／おか
あさんカゼで寝込む／カゼの予防を
しよう　ほか全５話収録

監督 須田　裕美子/ 声 ＴＡＲＡＫＯ 監督 須田　裕美子/ 声 ＴＡＲＡＫＯ

2,800円(税別) 2,800円(税別)

*3015248* *3015253*

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ちびまる子ちゃん／さくらももこ脚本集「佐々木の
じいさんの花を…」の巻

くまのプーさん

まる子春休みの計画をたてる／佐々
木のじいさんの花を見に行く／春休
みのおみやげ　他全５話収録

消えたイーヨーのしっぽをみんなで探
しているうちに、クリストファー・ロビン
が失踪…特典映像付

監督 須田　裕美子/ 声 ＴＡＲＡＫＯ 監督 スティーブン・アンダーソン/ 声 ジム・カミングス

2,800円(税別) 12,500円(税別)

*3015254* *3015255*

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ファイアボール　チャーミング ミッキーマウスクラブハウス／ミニーにむちゅう

ロボット貴族のお嬢様と、執事ロボッ
トのおかしな日常を描いた短編ギャ
グアニメ。　全１３話収録

ミニーとデイジーのフラワーショー／
ミニーのおたんじょうびパーティー
ほか全４話収録

監督 荒川　航/ 声 川庄　美雪   
8,125円(税別) 8,125円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン
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DVD DVD

2012年 1940年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 72分 英語版 二ｶ国語・字幕付 117分

3015256 VWDGL5768 3015304 VWDGL5202

DVD DVD

2000年 2010年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 75分 英語版 二ｶ国語・字幕付 80分

3015305 VWDGL04392 3015323 DLRY28801

DVD DVD

2011年 1985年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 46分 英語版 二ｶ国語・字幕付 23分

3015324 DLRY28940 3015325 DLRY30559

DVD DVD

1985年 2011年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 22分 78分

3015330 1000238983 3015427 ASBXG4859

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
118分 118分

3015695 PCBP12072 3015696 PCBP12073

*3015256* *3015304*

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

リトル・アインシュタイン／うちゅうでレース ファンタジア

とびらをあけてたからものをみつけよ
う／もうスピード！！／ことしもやって
きたそらのだいレース

クラシックの名曲の数々とアニメー
ションの融合！名だたる楽曲に合わ
せて、奔放な空想世界を展開

   演奏 フィラデルフィア交響楽団

8,125円(税別) 10,000円(税別)

*3015305* *3015323*

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ファンタジア２０００ ヨギ＆ブーブー　わんぱく大作戦

１９４０年制作の「ファンタジア」のリメ
イク。クラシックの名曲の数々とアニ
メーションの融合！

熊のヨギとブーブーは公園に来る人
の弁当を頂戴することに余念がない
が、公園閉鎖の危機に瀕し…

製指 ロイ・エドワード・ディズニー/演奏 シカゴ交響楽団 監督 エリック・ブレヴィグ/ 声 ダン・エイクロイド

10,000円(税別) 13,500円(税別)

*3015324* *3015325*

ポニーキャニオン ワーナー・ブラザース

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

スヌーピーと幸せのブランケット スヌーピーと豆の木

青い毛布を手放せずにいるライナ
ス。おばあちゃんが心配していると知
り、毛布を卒業しようと…。

スヌーピーは豆の木を登って忍び込
んだ城の中で、大男につかまってい
たウッドストックを助ける。

監督 アンディ・ベル/ 声 成海　璃子 監督 フィル・ローマン 
2,000円(税別) 2,000円(税別)

*3015330* *3015427*

ワーナー・ブラザース ワーナー・ブラザース

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

スヌーピーとクリスマスのお芝居
劇場版アニメ　忍たま乱太郎／忍術学園全員出
動！の段

スヌーピーとクリスマスのお芝居／バ
ブーちゃんとバレンタイン／作文書こ
うよ、スヌーピー！

忍術学園の夏休みが終わり、乱太郎
たちが登校すると、喜三太がいない
と大騒ぎになってしまい…。

監督 フィル・ローマン 監督 藤森　雅也/ 声 高山　みなみ

2,000円(税別) 16,000円(税別)

*3015695* *3015696*

ワーナー・ブラザース アミューズソフトエンタテインメント

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ちびまる子ちゃん　「まる子が生まれた日」の巻 ちびまる子ちゃん　「驚きの顔写真展」の巻

まる子が生まれた日／牛乳ヒゲ戦争
／春の遠足／学級文庫係の苦労
他、全５話を収録

花輪くんの香水／お母さんブルー
チップをためる／ハチの巣を見にい
こう　他、全５話収録

監督 須田　裕美子/ 声 ＴＡＲＡＫＯ 監督 須田　裕美子/ 声 ＴＡＲＡＫＯ

2,800円(税別) 2,800円(税別)

ポニーキャニオン ポニーキャニオン
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DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
118分 118分

3015697 PCBP12074 3015698 PCBP12078

DVD 上映権付 DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
118分 78分

3015699 PCBP12079 5001771 ASBXF4859

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1952年 1941年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 55分 英語版 二ｶ国語・字幕付 64分

5001811 PSDA207 5001812 PSDA208

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1936年 1938年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 70分 英語版 二ｶ国語・字幕付 67分

5001813 PSDA209 5001814 PSDA210

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1939年 1940年
1枚組 1枚組

英語版 二ｶ国語・字幕付 62分 英語版 二ｶ国語・字幕付 62分

5001815 PSDA211 5001816 PSDA212

*3015697* *3015698*

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ちびまる子ちゃん　「お母さんがいない夏休みの
一日」の巻

ちびまる子ちゃん　「丸尾くん学級委員の座危う
し」の巻

前田さんの傘／あやとりをしよう／テ
レビがこわれた／お母さんがいない
夏休み／妖怪あずきとぎ

化石堀のロマン／浴衣で夏祭り／丸
尾くん学級委員の座危うし　他、全５
話収録

監督 須田　裕美子/ 声 ＴＡＲＡＫＯ 監督 須田　裕美子/ 声 ＴＡＲＡＫＯ

2,800円(税別) 2,800円(税別)

*3015699* *5001771*

ポニーキャニオン ポニーキャニオン

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ちびまる子ちゃん　「料理を作ろう」の巻
劇場版アニメ　忍たま乱太郎／忍術学園全員出
動！の段

お姉ちゃん放送当番になる／まる子
時間割りを間違える／料理を作ろう
他、全５話収録

忍術学園の夏休みが終わり、乱太郎
たちが登校すると、喜三太がいない
と大騒ぎになってしまい…。

監督 須田　裕美子/ 声 ＴＡＲＡＫＯ 監督 藤森　雅也/ 声 高山　みなみ

2,800円(税別) 25,000円(税別)

*5001811* *5001812*

ポニーキャニオン アミューズソフトエンタテインメント

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ミッキーマウス　１ ミッキーマウス　２

プルートの誕生祝い／ミッキーのあ
らいぐまを探せ／プルートのユートピ
ア　ほか全８話収録

ミッキーの芝居見物／プルートのクリ
スマスツリー／ミッキーのつむじ風
他、全８作品収録

    
12,000円(税別) 12,000円(税別)

*5001813* *5001814*

放送映画製作所　東京支社 放送映画製作所　東京支社

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ミッキーマウス　３ ドナルドダック　１

ミッキーの夢物語／ミッキーのがん
ばれサーカス／いたずら子象　ほか
全８話収録

ドナルドの磁石騒動／ドナルドのメキ
シカン・ドライブ／ドナルドと博物館
ほか全８話を収録

    
12,000円(税別) 12,000円(税別)

*5001815* *5001816*

放送映画製作所　東京支社 放送映画製作所　東京支社

動画，人形劇-幼児，児童 動画，人形劇-幼児，児童

ドナルドダック　２ ドナルドダック　３

ドナルドの少年団長／ドナルドのキ
ツネ狩り／ドナルドのゴルフデー　ほ
か全８話を収録

ドナルドのペンギン／ドナルドのサイ
ンマニア／ドナルドのおまわりさん
ほか全８話収録

    
12,000円(税別) 12,000円(税別)

放送映画製作所　東京支社 放送映画製作所　東京支社
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DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
50分 65分

3015508 HIME0003 3015485 TKYD0007

DVD DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
90分 100分

3015475 3015475 3015476 5015476

DVD DVD

2011年 2009年
1枚組 1枚組
80分 フランス語版 二ｶ国語・字幕付 40分

3015477 5015477 3015478 DLTH1

DVD DVD

2010年 2010年
1枚組 1枚組

フランス語版 二ｶ国語・字幕付 53分 フランス語版 二ｶ国語・字幕付 48分

3015479 DLTH2 3015480 DLTH3

DVD DVD

2009年 2009年
1枚組 1枚組

韓国語版 日本語字幕付 117分 韓国語版 日本語字幕付 114分

3015555 OPSDR979 3015556 OPSDR980

*3015508* *3015485*

スポーツ，体育-エクササイズ スポーツ，体育-ダンス

顔面ウォーク＆ダンチュー リズムダンス　基本編

姿勢は正され、スタイルはよくなる！
変な顔をしながらキレイに歩く顔面
ウォークでエクササイズ。

文科省の新学習指導要領で小・中・
高の体育授業導入が決定したリズム
ダンスのレクチャーＤＶＤ。

監督 津川　今日子/出演 太陽　ＭＥＧＵＲＵ  出演 ＥＧＡ
1,429円(税別) 2,380円(税別)

*3015475* *3015476*

ＭＰＤ ＭＰＤ

諸芸，娯楽-ダンス 諸芸，娯楽-ダンス

三輪嘉広・知子の新・勝てる東大式　ワルツ／２７
段階学習法

三輪嘉広・知子の新・勝てる東大式　タンゴ／２７
段階学習法

ワルツの基本テクニックとスピード上
達のコツを、２７段階にわけて解説。
ダンスの基本５カ条　他

タンゴの基本テクニックとスピード上
達のコツを、２７段階にわけて解説。
ダンスの基本５カ条　他

企画 クレアポート/実演 三輪　嘉広 企画 クレアポート/実演 三輪　嘉広

3,315円(税別) 3,315円(税別)

*3015477* *3015478*

ブルーピーター ブルーピーター

諸芸，娯楽-ダンス 諸芸，娯楽-ダンス

三輪嘉広・知子の新・勝てる東大式　スローフォッ
クストロット／２７段…

楽しく踊ろうタヒチアンダンス　Ｖｏｌ．１

スローフォックストロットの基本テク
ニックと上達のコツを解説。英国の
新ダンス理論を網羅。

衣装紹介・パレオの巻き方・楽器紹
介／基本スタンス＆ウォームアップ
／基本の動き／課題曲　他

企画 クレアポート/実演 三輪　嘉広   
3,315円(税別) 3,800円(税別)

*3015479* *3015480*

ブルーピーター ブルーピーター

諸芸，娯楽-ダンス 諸芸，娯楽-ダンス

楽しく踊ろうタヒチアンダンス　Ｖｏｌ．２ 楽しく踊ろうタヒチアンダンス　Ｖｏｌ．３

ベーシックなステップとアフロア、アオ
アリマの課題曲を丁寧な解説と実践
振付で分かりやすく学ぶ

ベーシックなステップとアフロア、アオ
アリマの課題曲を丁寧な解説と実践
振付で分かりやすく学ぶ

 講師 マエヴァ・グー  講師 マエヴァ・グー
4,000円(税別) 4,000円(税別)

*3015555* *3015556*

ブルーピーター ブルーピーター

諸芸，娯楽-バラエティー 諸芸，娯楽-バラエティー

ＫＡＲＡＦＵＬＬ　ｖｏｌ．１／ＫＡＲＡベーカリー編
ＫＡＲＡＦＵＬＬ　ｖｏｌ．２／ニコルのキャンパスライ
フ編

ＫＡＲＡがパン屋をプロデュース。資
金調達から市場調査まで、お店の
オーナーとして大奮闘する。

アメリカ帰りのニコルが大学に入学。
面接試験から修了式まで、キャンパ
スライフを追った。

 出演 ＫＡＲＡ  出演 ＫＡＲＡ
7,650円(税別) 7,650円(税別)

エスピーオー エスピーオー
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2012年 1996年
1枚組 1枚組
59分 59分

5001869 KKCL245 5001657 5001657

上映権付 DVD 上映権付 DVD

1996年 1996年
1枚組 1枚組
59分 70分

5001658 5001658 5001659 5001659

上映権付 DVD DVD

2011年 2012年
1枚組 3枚組

日本語版 二ｶ国語 104分 242分

5001858 5001858 3015502 OHB0069

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
81分 90分

3015503 OHB0069A 3015504 OHB0069B

DVD 上映権付 DVD

2012年 1986年
1枚組 1枚組
71分 30分

3015505 OHB0069C 5001666 5001666

*5001869* *5001657*

文芸-ドキュメンタリー，記録 文芸-日本文学史

詩人　谷川俊太郎 ものがたり日本文学史　第１巻／上代篇・中古篇

詩人・谷川俊太郎に密着取材。自作
の詩を朗読し、絵本作りを楽しみ、長
年の創作活動を振り返る。

日本文学史の要点をわかりやすく解
説，古事記／日本書紀／万葉集／
源氏物語／枕草子／更級日記

製作 ポルケ/出演 谷川　俊太郎（詩人）   
25,000円(税別) 18,000円(税別)

*5001658* *5001659*

紀伊國屋書店 ゆまに書房

文芸-日本文学史 文芸-日本文学史

ものがたり日本文学史　第２巻／中世篇・近世篇
ものがたり日本文学史　第３巻／近代篇１・近代
篇２・現代篇

日本文学史の要点をわかりやすく解
説，新古今和歌集／方丈記／徒然
草／奥の細道／好色一代男

日本文学史の要点をわかりやすく解
説；坪内逍遥／二葉亭四迷／森鴎外
／夏目漱石／宮沢賢治　他

    
18,000円(税別) 18,000円(税別)

*5001858* *3015502*

ゆまに書房 ゆまに書房

教育，学習１-ドキュメンタリー，記録 教育，学習１-英語

Ｗｅ　ａｒｅ　ａｌｌ　ＳＴＡＲＳ！！　アメラジアンスクー
ルの挑戦

世界一わかりやすい英語の授業１　３巻セット

アメラジアンスクールならではの英語
教育の実践例。生徒が作った映像作
品を通して学ぶ多文化共生

世界一わかりやすい英文法の授業
／世界一わかりやすい英文法の授
業２／世界一わかりやすい英作文

監督 翁長　良  出演 関　正生
5,714円(税別) 11,700円(税別)

*3015503* *3015504*

アメラジアン映像ＰJ ＭＰＤ

教育，学習１-英語 教育，学習１-英語

世界一わかりやすい英文法の授業 世界一わかりやすい英文法の授業　２

予備校講師・関正生による累計３０
万部突破の参考書「世界一わかりや
すい」シリーズをＤＶＤ化。

予備校講師・関正生による累計３０
万部突破の参考書「世界一わかりや
すい」シリーズをＤＶＤ化。

 出演 関　正生  出演 関　正生
11,700円(税別) セット価格

*3015505* *5001666*

ＭＰＤ ＭＰＤ

教育，学習１-英語 教育，学習１-科学教育

世界一わかりやすい英作文の授業 バイオ博士の科学絵本　第１巻

予備校講師・関正生による累計３０
万部突破の参考書「世界一わかりや
すい」シリーズをＤＶＤ化。

文部省選定，いのちの話大きさくらべ
／遺伝子のはたらき／遺伝子くみか
え

 出演 関　正生 演出 川村　智子/ 声 高木　均

セット価格 20,000円(税別)

ＭＰＤ アイカム
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

1987年 2012年
1枚組 1枚組
35分 日本語字幕付 19分

5001667 5001667 5001613 EV370012

上映権付 DVD 上映権付 DVD

2009年 2009年
1枚組 1枚組
22分 20分

5001859 5001859 5001860 5001860

上映権付 DVD DVD

2011年 2007年
1枚組 1枚組

英語字幕付 60分 35分

5001698 5001698 3015377 PSGTR3

DVD DVD

2007年 2007年
1枚組 1枚組
35分 35分

3015378 PSGTR4 3015379 PSGTR5

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
20分 20分

3015380 PSGTR101 3015381 PSGTR102

*5001667* *5001613*

教育，学習１-科学教育 教育，学習１-社会

バイオ博士の科学絵本　第２巻 マザーズハンド／お母さんの仕事

文部省選定，植物のバイオ／細胞を
ふやす／２０１１年バイオの夢

文部科学省選定，清掃員として働く
母の姿を目にした主人公は、自分が
もつ差別意識に気づき始める

演出 川村　智子/ 声 高木　均   
20,000円(税別) 50,000円(税別)

*5001859* *5001860*

アイカム 放送映画製作所　東京支社

教育，学習１-生物科学 教育，学習２-公害，環境

解剖のススメ／指導用ＤＶＤ ごみ・３Ｒを学ぼう／指導用ＤＶＤ

解剖授業が始めての先生のための
入門教材。費用や衛生面を考え、ア
ジ、イカ、アサリの解剖を収録

学校授業用の教材。ごみ処理の様
子や校外でのグループ学習など、課
外授業の参考になる映像を収録

監修 内山　裕之 監修 服部　美佐子 
6,000円(税別) 6,000円(税別)

*5001698* *3015377*

星の環会 星の環会

教育，学習２-室外遊び 教育，学習２-乗り物

地球をだっこ　きせつをみっけ！ かっこいいぞ！にっぽんのれっしゃ　グー

季節ごとの草花や遊びを紹介。一年
を通じて身近な自然を探す。一部英
語字幕とナレーション付き。

新幹線（東北・秋田・山形・上越）、特
急、私鉄特急、ＳＬ、通勤電車などを
幅広く収録している。

監修 江川　多喜雄（板橋区立蓮根第二小学校教諭   
24,000円(税別) 1,500円(税別)

*3015378* *3015379*

放送映画製作所　東京支社 ピーエスジー

教育，学習２-乗り物 教育，学習２-乗り物

かっこいいぞ！にっぽんのれっしゃ　チョキ かっこいいぞ！にっぽんのれっしゃ　パー

東海道新幹線と長野新幹線の他に、
特急、私鉄特急、ＳＬ、モノレール、
ジョイフルトレインを収録

山陽新幹線と九州新幹線のほかに、
特急、私鉄特急、ＳＬ、路面電車、寝
台特急などを幅広く収録。

    
1,500円(税別) 1,500円(税別)

*3015380* *3015381*

ピーエスジー ピーエスジー

教育，学習２-乗り物 教育，学習２-乗り物

わくわくＤＶＤずかん　１　いろいろな新幹線編 わくわくＤＶＤずかん　２　いろいろな列車編

物凄いスピードで日本中を北から南
まで駆け抜ける新幹線が大集合。楽
しい「新幹線クイズ」も収録

ＳＬや特急列車など、日本各地で活
躍する速くてカッコイイ列車が大集
合。「列車クイズ」も収録。

    
1,500円(税別) 1,500円(税別)

ピーエスジー ピーエスジー
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DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
20分 20分

3015382 PSGTR103 3015384 PSGTR105

DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
20分 20分

3015385 PSGTR106 3015386 PSGTR107

DVD 上映権付 DVD

2011年 2012年
1枚組 1枚組
60分 48分

3015435 PHVD105 5001607 DEHS5101

上映権付 DVD DVD

2012年 2012年
1枚組 1枚組
46分 20分

5001608 DEHS5102 3015383 PSGTR104

DVD DVD

2012年 2011年
1枚組 1枚組
20分 60分

3015387 PSGTR108 3015436 PHZD101

*3015382* *3015384*

教育，学習２-乗り物 教育，学習２-乗り物

わくわくＤＶＤずかん　３／いろいろな建設車両編 わくわくＤＶＤずかん　５／いろいろな警察車両編

ショベルやダンプなど、建設現場で
活躍するさまざまな建設車が大集
合。「建設車クイズ」も収録。

パトカーや白バイなど、日本の安全
を守るさまざまな警察車両が大集
合。「警察車両クイズ」も収録

    
1,500円(税別) 1,500円(税別)

*3015385* *3015386*

ピーエスジー ピーエスジー

教育，学習２-乗り物 教育，学習２-乗り物

わくわくＤＶＤずかん　６／いろいろな消防車両編 わくわくＤＶＤずかん　７／いろいろな乗り物編

ポンプ車やはしご車など、火災現場
で活躍する消防車両が大集合。「消
防車両クイズ」も収録した。

鉄道から自動車、船、飛行機まで、さ
まざまなカッコイイ乗り物が大集合。
「乗り物クイズ」も収録

    
1,500円(税別) 1,500円(税別)

*3015435* *5001607*

ピーエスジー ピーエスジー

教育，学習２-乗り物 教育，学習２-乗り物

乗り物大好き！ハイビジョンＮＥＷ／とっきゅうス
ペシャル１００

はたらく車総集編　１／きんきゅうじどうしゃ　高速
道路の車たち

日本各地で活躍する、子供たちが大
好きな特急列車の姿を１００種類収
録　「おたのしみ映像」付

消防車やはしご車等の緊急自動車
や、パトロールカーやクレーン車等の
高速道路の作業車を紹介。

   協力 東京消防庁
1,980円(税別) 4,000円(税別)

*5001608* *3015383*

ピーエスジー アドメディア

教育，学習２-乗り物 教育，学習２-動物

はたらく車総集編　２／こうじげんばの車たち　ろ
せんバス・サファリバス

わくわくＤＶＤずかん　４／いろいろな動物編

ブルドーザーやダンプカーなど、工事
現場の車や、ライオンバスなどのサ
ファリバスを紹介する。

パンダやキリン、イルカなど、皆が大
好きな可愛らしい動物たちが大集
合。「動物クイズ」も収録。

 協力 東京都交通局   
4,000円(税別) 1,500円(税別)

*3015387* *3015436*

アドメディア ピーエスジー

教育，学習２-動物 教育，学習２-動物

わくわくＤＶＤずかん　８／いろいろなワンちゃん編
動物大好き！ハイビジョンＮＥＷ／どうぶつスペ
シャル１００

小さいワンちゃんから大きいワンちゃ
んまで、可愛い犬たちが大集合。「ワ
ンちゃんクイズ」も収録

スリランカ、中国、日本、オーストラリ
ア、アメリカほか世界各地で撮影した
動物１００種類を収録

    
1,500円(税別) 1,980円(税別)

ピーエスジー ピーエスジー
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上映権付 DVD 上映権付 DVD

2011年 2011年
1枚組 1枚組
60分 60分

5001699 5001699 5001700 5001700

上映権付 ﾌﾞﾙｰﾚｲ 上映権付 ﾌﾞﾙｰﾚｲ

2011年 2012年
1枚組 1枚組
95分 99分

6000036 NSBR17181 6000029 NSBR17177

ﾌﾞﾙｰﾚｲ 上映権付 ﾌﾞﾙｰﾚｲ

1980年 2006年
1枚組 1枚組
153分 109分

6000037 LCBD52001 6000030 NSBR17234

上映権付 ﾌﾞﾙｰﾚｲ 上映権付 ﾌﾞﾙｰﾚｲ

2006年 2006年
1枚組 1枚組
109分 109分

6000031 NSBR17235 6000032 NSBR17236

上映権付 ﾌﾞﾙｰﾚｲ 上映権付 ﾌﾞﾙｰﾚｲ

2006年 2006年
1枚組 1枚組
109分 109分

6000033 NSBR17237 6000034 NSBR17238

*5001699* *5001700*

教育，学習２-幼児，児童 教育，学習２-幼児，児童

季節をさがしに　１／あそびかた発見！春夏秋冬 季節をさがしに　２／学びかた発見！春夏秋冬

屋外では四季折々の草花を見つけ
て自然に親しみ、室内では自然物を
使って色々なものを作って遊ぶ

季節ごとに見つけた草花や木を通じ
て、日本の行事や慣わしを覚える。ヨ
モギの草だんごなどを紹介

監修 江川　多喜雄（板橋区立蓮根第二小学校教諭 監修 江川　多喜雄（板橋区立蓮根第二小学校教諭 

18,000円(税別) 18,000円(税別)

*6000036* *6000029*

放送映画製作所　東京支社 放送映画製作所　東京支社

ブルーレイ-ドキュメンタリー，記録 ブルーレイ-ドラマ

スペースシャトル　その成功と挫折／世界を変え
た宇宙開発

野田ともうします。　シーズン２

開発の舞台裏や宇宙飛行士のシャト
ル内での暮らし、シャトルが成功させ
たミッションなどを紹介。

超ポジティブで好奇心旺盛、ひとりわ
が道を行く女子大生「野田さん」を巡
る連載マンガの実写版。

  演出 田中　健一　他/出演 江口　のりこ

7,800円(税別) 7,800円(税別)

*6000037* *6000030*

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

ブルーレイ-ドラマ ブルーレイ-紀行

あしたのジョー　劇場版 日本の名峰　北アルプス

主人公・矢吹丈ｖｓ力石の一戦、葉子
が、段平が、そして伝説のラストシー
ンが鮮やかに蘇る！！

穂高岳／白馬岳／黒部源流鷲羽岳
／槍ヶ岳／常念岳／鹿島槍ヶ岳／
立山／剱岳，映像特典付

製指 梶原　一騎/ 声 あおい　輝彦 企画・制作 ＮＨＫグローバルメディアサービス 

20,000円(税別) 7,800円(税別)

*6000031* *6000032*

ラインコミュニケーションズ ＮＨＫエンタープライズ

ブルーレイ-紀行 ブルーレイ-紀行

日本の名峰　中央・南アルプス、関東周辺の山々 日本の名峰　北海道・東北の山々

北岳／八ヶ岳／甲斐駒ヶ岳／木曽
駒ヶ岳／尾瀬　至仏山／御嶽山／赤
石岳，映像特典付

知床　羅臼岳／鳥海山／利尻山／
大雪山／月山／八甲田山／早池峰
山／飯豊山，特典映像付

企画・制作 ＮＨＫグローバルメディアサービス 企画・制作 ＮＨＫグローバルメディアサービス 

7,800円(税別) 7,800円(税別)

*6000033* *6000034*

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

ブルーレイ-紀行 ブルーレイ-紀行

日本の名峰　富士山・西の山々 日本の名峰　日本一の山々

富士山／石鎚山／白山／霧島山／
大峰山／大山／屋久島　宮之浦岳，
特典映像付

間ノ岳／大台ケ原山／谷川岳／朝
日岳／阿蘇山／高尾山／乗鞍岳／
日高幌尻岳，特典映像付

企画・制作 ＮＨＫグローバルメディアサービス 企画・制作 ＮＨＫグローバルメディアサービス 

7,800円(税別) 7,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ
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上映権付 ﾌﾞﾙｰﾚｲ 上映権付 ﾌﾞﾙｰﾚｲ

2006年 2010年
1枚組 1枚組
109分 日本語字幕付 89分

6000035 NSBR17239 6000038 NSBR17448

上映権付 ﾌﾞﾙｰﾚｲ 上映権付 ﾌﾞﾙｰﾚｲ

2010年 2010年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 89分 日本語字幕付 89分

6000039 NSBR17449 6000040 NSBR17450

上映権付 ﾌﾞﾙｰﾚｲ 上映権付 ﾌﾞﾙｰﾚｲ

2011年 2012年
1枚組 1枚組

日本語字幕付 89分 日本語字幕付 19分

6000041 NSBR17451 6000027 EV370013

ブルーレイ-紀行 ブルーレイ-紀行

日本の名峰　ふるさとの富士
世界の名峰グレートサミッツ　モンブラン／アルプ
スの白き女王

氷河・メールドグラスやミディ針峰な
ど、アルプスの絶景を楽しみながら、
白き頂を目指していく。

企画・制作 ＮＨＫグローバルメディアサービス 企画・制作 ＮＨＫグローバルメディアサービス/語り 滑川　和男

7,800円(税別) 7,800円(税別)*6000035* *6000038*

7,800円(税別)*6000039* *6000040*

ＮＨＫエンタープライズ ＮＨＫエンタープライズ

ブルーレイ-紀行 ブルーレイ-紀行

世界の名峰グレートサミッツ　マッターホルン／天
を突く孤高の頂

世界の名峰グレートサミッツ　アイガー／栄光と
友情の山

ＮＨＫエンタープライズ

ブルーレイ-紀行 ブルーレイ-社会

世界の名峰グレートサミッツ　グロースグロック
ナー／アルプスの聖なる頂

マザーズハンド／お母さんの仕事

“魔の山”と呼ばれたマッターホル
ン。激しい初登頂争いの舞台裏には
さまざまなドラマがあった。

初登はんに成功した日本人・槇有恒
の栄光と友情の物語をたどりなが
ら、東山稜より頂上を目指す。

企画・制作 ＮＨＫグローバルメディアサービス/語り 滑川　和男 企画・制作 ＮＨＫグローバルメディアサービス/語り 滑川　和男

7,800円(税別)

ＮＨＫエンタープライズ 放送映画製作所　東京支社

豪州の 高峰で初登頂と同じルート
をたどりつつ、古い歴史と信仰から生
まれた山岳文化も紹介する

文部科学省選定，清掃員として働く
母の姿を目にした主人公は、自分が
もつ差別意識に気づき始める

企画・制作 ＮＨＫグローバルメディアサービス/語り 滑川　和男   
7,800円(税別) 68,000円(税別)*6000041* *6000027*

ＮＨＫエンタープライズ

羊蹄山／岩木山／磐梯山／男体山
／岩手山／蓼科山／妙高山／開聞
岳，特典映像付
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