名作映画6作（DVD3枚） 先着
名
様 限定
100
プレゼント!!
インターネットでも
誌面がご覧頂けます

『マクリントック』

2019 年 Vol.253

新春号

『キリマンジャロの雪』

胸滾る西部劇

◆アラン・ラッド主演
『悪人の土地』
◆アラン・ドロン初出演
『テキサス』
◆ジョン・ウェイン主演の名作多数
◆マカロニ・ウエスタン傑作選

回転式液晶画面
SDカード、USBメモリー可

『アンナ・カレニナ』
●出演：ヴィヴィアン・リー
／ラルフ・リチャードソン／キーロン・ムーア
（1948年作・モノクロ・110分・日本語字幕）

『マクリントック』
●出演：ジョン・ウェイン／
モーリン・オハラ／パトリック・ウェイン
（1963
年作・カラー・126分・日本語字幕）

『オリヴァ・ツイスト』
●出演：ディッキー・ムー
ア／アーヴィング・ピシェル／ドリス・ロイド
（1933年作・カラー・71分・日本語字幕）

『キリマンジャロの雪』
●出演：グレゴリー・ペ
ック／エヴァ・ガードナー／スーザン・ヘイワ
ード
（1952年作・カラー・117分・日本語字幕）

『ヤング・オーナーズ』
●出演：パトリック・ウェ
イン／イヴォンヌ・クレイグ／デニス・ホッパー
（1959年作・カラー・89分・日本語字幕）
※ケース・パッケージは付きません。

782g の 軽 量 ボ デ ィ、
インチの液晶画面で、いつ
で も DVD を 楽 し め る
DVD プ レ ー ヤ ー。 地 デ
ジ を 録 画 し た DVD も 再
生でき、音楽 CDを聴けた
りと、これ 台でいろいろ
楽しめて実に便利。持ち運
びも楽々なので、自分の部
屋で、独りでゆっくり楽し
むことができる。

何度も見たい荒野の男の生き様

『アンナ・カレニナ』

『黄金の腕』
●出演：フランク・シナトラ／エリ
ノア・パーカー／キム・ノヴァク
（1955年作・モ
ノクロ・115分・日本語字幕）

1

便利なリモコン付
仕 様 ／ ● サ イ ズ：2 5 8×1 8 2×
45mm●重量：782g●画面：9イン
チ 液 晶 ● 再 生 可 能 メ デ ィ ア：
DVD、DVD-R／RW、CD、CD-R
／RW、USB、SD／MMC●入出
力端子：電源入力、USB、SD／
MMC、AV出力、
デジタル音声出
力、
イヤホン出力●付属品：リモコ
ン
（単4電池別売）
、ACアダプター、
車載用12Vアダプター●中国製●
1年保証付※バッテリー付

9

180°
90°

※仕様は製品の改善・品質向上のため
予告なく変更する場合があります。

9インチ ポータブル
液晶DVDプレーヤー

爽快！痛快！チャンバラ時代劇
英傑たちの雄姿に胸昂ぶる史劇
名作揃い！世界と日本の感動作

商品番号
ご愛用者価格

※画面はハメ込み
合成写真です

送料950円
（税別）

※録画機能は付いていません

※この商品は代金引換払いとなります。
（代金引換手数料500円
〈税別〉
加算）

※ ご注文専用電話は年中無休

お問い合わせ専用電話は 2019 年1月4日より通常営業
（土・日・祝日は休業、
但し1月5日
（土）
は臨時営業いたします）

メールマガジン配信中！ メルマガだけの大特価情報や限定商品をご紹介。

お申込み
方法

お問合せ
電 話

商品は
完全包装で
密送します

ネットでのご注文なら300円分のポイント進呈。次回お買い上げで使用可。有効期限は2ヶ月です。

03-3863-5972
☎0570-096-111

【受付時間】
年中無休／ 24 時間
（年中無休）

年金支給月払いもOK
下記のカードにてクレジットカード支払いができます

【受付時間】年中無休 午前 8 時～午後 10 時

午前 9 時 30 分～
☎03-5823-1370 【受付時間】
午後 6 時（土日祝休み）

●パソコン・スマートフォン・タブレットで

映像と音の友社

と入力して

検索

してください。

←

インターネット

安 心の商品先 渡し、代 金 後 払い。ご注文は下記か同封ハガキで

※携帯電話の種類によって、手順が異なります。 携帯のバーコード
docomoはLife Kit 、auとソフトバンクはカメラ機能の リーダーから
中にあります。ご不明の際は、
お問い合わせください。 ご注文

カード専用
ご注文電話

03-5823-1370

【受付時間】
午前 9 時 30 分～午後 6 時
（土日祝休み）

●商品のお届けは在庫状況により、10〜14日前後かかる場合がございます。
●送料は何点でも880円税別。但し沖縄・島しょは1,320円別途加算
（税別）
（ただし機器類は個別表記のとお
り）
。●お支払は同封の振込用紙でコンビニ・郵便局から8日以内で。
（振込手数料別途）
●年金支給月にお支払
い希望の方は注文時にお申し付けください。●配達時の代金引換払い、
郵便局留めの代金引換払いもできま
す。手数料500円
（税別）
別途加算。●ご不満の場合は未開封に限り8日以内返品可能
（返送料お客様ご負担）
※弊社与信基準外は代金引換払いのお願いをすることもございます。■掲載商品の価格表示はすべて外税です。

カタログ有効期限
2019 年4 月20日
まで
係番号 7901

※当社は、責任を持ってお客様の個人情報を厳重に管理致します。又、今後お客様に対して当社及び当社が加入しております光ネット商工協同組合の組合員、賛助会員より
「商品」
や
「サービス情報」
等のご案内を送付する場合がございます。もし、
それ等が不要の場合、
当社へご連絡があり次第、
以降のご案内を中止致します。
※当社の個人情報保護指針
（プライバシーポリシー）
は、
http://eizo-oto.jp/privacy.htmlに掲載しておりますのでご確認ください。

（株）A＆E

〒 103-0004 東京都中央区東日本橋 2-2-6
光ネット商工協同組合会員

商品を手に取って
確認できる
ショールーム
横山町・馬喰町
問屋街で営業中

ご注文専用
電 話

喜劇・お笑い映画特集

12,800 円

リモコン付

❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖

ご注文専用
FAX

抱腹絶倒の名作が一堂に

31158

自分だけの液晶 DVDプレーヤー

画面が 7インチから 9インチに大きくなりました

液晶 DVD プレーヤーをご購入された方に

光ネットショールーム
※ショールームでも
お買い求めいただけます

（在庫をご確認の上、ご来店ください）

電話番号

03-6661-9355
東京都中央区東日本橋 3-9-1

営業時間：午前10時～午後6時（土日祝休）
東日本橋駅
徒歩 ●都営浅草線
●都営新宿線 馬喰横山駅
4分 ●総武線快速 馬喰町駅

➡ご注文以外のお問合せ

03-5823-1370

午前9時30分～午後6時（土日祝休み）

『クレージー大作戦』

カラー作品 『クレージーだよ天下無敵』 カラー作品

『日本一の色男』

クレージーキャッツ
商品番号

53764

月づき 3,360 円× 5 回
（分割払価格 16,800 円）
ご愛用者価格

16,000円

©1963-1966 TOHO.
CO.,LTD

クレージーキャッツ

大作戦ボックス
DVD 3枚組
商品番号

53765

月づき 2,500 円× 5 回
（分割払価格 12,500 円）
ご愛用者価格

3

12,000円

©1964, 1966, 1967
TOHO.CO.,LTD

カラー作品
『日本一のゴマすり男』◆雑用係へ回されて
しまった等は、
実力だけでは出世できないとゴ
マをすってすってすりまくる。●出演：植木等
／浜美枝／中尾ミエ
（S40年作・95分）
『日本一のゴリガン男』◆ケガの治療ついで
に頭の中を掃除してもらった等はモーレツ男に
大変身。何でも売りまくる。●出演：植木等／
浜美枝／野川由美子
（S41年作・93分）

セット内容 ●全てカラー
『無責任遊侠伝』◆バクチの 『クレージー大作戦』
◆泥棒・ 『クレージーだよ天下無敵』
天才ヒトシは、
ふとしたことか 石川五郎が天才金庫破りの ◆代々ライバル同士の猿飛家
らサラリーマンへ転身。だが、 力を借りて暗黒街のボスから と犬丸家。その子孫、
三郎と
商談相手に契約金を持ち逃げ 10億円を奪い取ろうと画策。 丸夫も電器会社の産業スパ
され、
一同マカオに殴り込み。 ギャングが集まる大取引で7 イとしてしのぎを削っていた。
ギャンブル対決へ挑む。●出 人組が大作戦を敢行。●出 植木と谷の爆笑スパイ合戦。
演：植木等／浜美枝／白冰 演：植木等／ハナ肇／谷啓 ●出演：植木等／谷啓／ハナ
（S39年作・87分）
（S41年作・100分）
肇
（S42年作・95分）

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

『駅前女将』

カラー作品
『駅前団地』

カラー作品
カラー作品

『駅前温泉』

『駅前弁当』

カラー作品
『駅前茶釜』

カラー作品
『駅前飯店』

喜劇駅前シリーズ DVD
商品番号

日本一ボックス
DVD 4枚組

セット内容 ●全てカラー
『日本一の色男』
◆教師をクビになった等は早
速、
化粧品会社に再就職。口八丁手八丁でト
ップのセールスマンになっていく。●出演：植
木等／団令子／浜美枝
（S38年作・93分）
『日本一のホラ吹き男』◆ケガで五輪出場を
断念した等は、
増益電器へ就職。先祖に倣い
ホラを吹きまくって出世街道を驀進。●出演：
植木等／浜美枝／中真千子
（S39年作・93分）

カラー作品

24

森繁久彌、伴淳三郎、フランキー堺の 人が様々
な珍騒動を巻き起こす 姿 が実に愉快だった…。
舞台は高度経済成長の象徴である駅前。上野駅
前の旅館を手始めに、駅前の駅弁屋さんや団地で、

『日本一のゴリガン男』 カラー作品 『無責任遊侠伝』

カラー作品

三人が絶妙に掛け合いをし、演技合戦。全 作
が作られた人気喜劇シリーズは、日本中を笑い
の渦に巻き込んだ。昭和を代表する喜劇人たち
の芸で平成最後の正月を楽しく笑って過ごしたい。

高度成長期、笑いで明日へ
の希望と活力を与えてくれ
たクレージーキャッツ。彼
らのお馴染みの歌とギャグ

をたっぷりと堪能できるＤ
ＶＤボックスの登場。お色
気、ごり押しなんでもござ
れ。植木等扮する口八丁手
八丁のお気楽サラリーマン
が、あれよあれよと大出世
する
「 日 本 一 」シ リ ー ズ。
様々な困難をハチャメチャ
だが見事なチームワークで
乗り越えていく
「大作戦」
シ
リーズ。めでたいお正月は
クレージー映画で大爆笑。

『日本一のホラ吹き男』 カラー作品 『日本一のゴマすり男』

3

53727
53728
53729
53730
53731
53732
53733

ご愛用者価格

駅前旅館
喜劇 駅前団地
喜劇 駅前弁当
喜劇 駅前温泉
喜劇 駅前飯店
喜劇 駅前茶釜
喜劇 駅前女将
各 4,500 円

カラー作品
©1958, 1961-1964 TOHO.CO.,LTD

●主演：

森繁久彌／伴淳三郎／フランキー堺

『駅前旅館』◆井伏鱒二の小説 『喜劇 駅前団地』
◆
『駅前旅館』 『喜劇 駅前弁当』
◆浜松駅前の
を基にした文芸喜劇の傑作。観 から3年、
駅前シリーズの実質上 駅弁屋に事業拡張の話が持ち込
光客で賑わう東京・上野。駅前 のスタートとなった記念すべき まれた。未亡人の店主は亡き夫
の老舗旅館を舞台に、
悲喜こも 作品。マンモス団地の近隣に住 の友人たちに相談するが…。喜
ごもの人間模様が展開する。● む外科医がそばに新しく病院を 劇界からアチャコら大物が出演。
共演：淡島千景／淡路恵子
（S33 建てようと目論む。●共演：坂本 ●共演：淡島千景／淡路恵子
年作・カラー・109分）
九
（S36年作・カラー・88分）
（S36年作・カラー・88分）

『喜劇 駅前温泉』
◆駅前温泉街の 『喜劇 駅前飯店』
◆横浜中華街で 『喜劇 駅前茶釜』
◆伝説の呑福茶 『喜劇 駅前女将』◆駅前の酒屋と
旅館、
福屋と極楽荘の主人は犬猿 てんやわんやの大騒動。駅前トリ 釜のおかげで呑福寺は大繁盛だっ 寿司屋の主人は義兄弟。酒屋がバ
の仲。豪華ホテルに客を取られた オが片言で話す中国人に扮して珍 たが、
ある日、
本物の茶釜が見つか ーのマダムにベッドをプレゼントし
2人があの手この手の策を練るが 演技！巨人軍の王選手が特別出演 り…。三木のり平扮する狸が爆笑 たことから騒動が持ち上がる。佐
…。●共演：淡島千景／淡路恵子 している。●共演：淡島千景／淡路 を誘う。●共演：ジャイアント馬場 田乃山、
栃の海ら人気力士も登場。
（S37年作・カラー・102分）
恵子
（S37年作・カラー・94分）
（S38年作・カラー・95分）
（S39年作・カラー・89分）

★DVDソフトの送料は何点でも一律880円（税別）です。但し、沖縄・島しょは1,320円（税別）別途加算です。★表示価格は税別です。

森繁、
伴淳、
フランキー堺が日本中を笑いの渦に包んだ

思いきり笑ってホロリと 泣いて─爆笑＆人情喜劇映画・TV特集
植木等ら懐かしの面々が歌にギャグに大活躍！

特
集

2

カラー作品

『ジャンケン娘』

『ロマンス娘』
『ひばり・チエミ・いづみ 三人よれば』

美空ひばり／江利チエミ／雪村いづみ

●主演：

©1955, 1956, 1964 TOHO.CO.,LTD

商品番号

三人娘シリーズ DVD
53766
53745
53746

商品番号

53748

ご愛用者価格

4,500 円

●出演：中尾ミエ／宝田明／
池内淳子
（S37年作・カラー・
89分） ©1962 TOHO CO., LTD.

夢で逢いましょ
商品番号

53749

ご愛用者価格

5

4,500 円

母親と大喧嘩して家を飛び出し、東京の
芸能プロに勤める姉の元へ身を寄せる少
女…。田舎娘があれよあれよという間に
スターへの階段を昇っていく姿を歌にの
せて描くスター誕生物語。人気歌手や豪
華スター総出演。映画デビュー直後の中
尾ミエが初々しい。

カラー作品

3

『続 若い季節』

『若い季節』カラー作品

カラー作品

セット内容 ●全てカラー
©1962, 1964 TOHO.CO.,LTD

若い季節／続 若い季節
DVD 2枚組
商品番号

53747

ご愛用者価格

8,000円

『若い季節』
●出演：クレージーキ
ャッツ／坂本九／淡路恵子／ジュ
リー藤尾
（S37年作・88分）
『続 若い季節』
●出演：中尾ミエ／
園まり／伊東ゆかり／淡路恵子／
三橋達也
（S39年作・82分）

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

『ハワイの若大将』

『エレキの若大将』

『銀座の若大将』 『アルプスの若大将』

©1961-1963, 1965-1968 TOHO.CO.,LTD

若大将シリーズ DVD

商品番号

貸間あり

人気スター勢揃いの若さ溢れる青春喜劇

●出演：フランキー堺／淡島千
景／乙羽信子
（S34年作・モノ
クロ・112分）

銀座の化粧品会社を舞台に、九ちゃんやクレー
ジーキャッツらが歌って踊り、若さとエネルギー
を振りまいた…。ＮＨＫの人気ドラマを基に大
勢の豪華スターを起用して作られた大型青春喜
劇。続編では、主役を中尾ミエらスパーク 人
娘にバトンタッチ。元気をもらえる楽しい映画。

大阪にある一風変わったアパートを舞台
に、個性豊かな住人たちが騒動を繰り広
げる。主演のフランキー堺らによるドタ
バタ劇の連続
の中に、独特
のペーソスが
漂う。井伏鱒
二の小説を大
胆にアレンジ
して映画化。

©1959 TOHO.CO.,LTD

おかしな間借り人たちの日常 田舎娘のサクセスストーリー

ご愛用者価格

ジャンケン娘
ロマンス娘
ひばり・チエミ・いづみ 三人よれば
各 4,500 円

『ジャンケン娘』◆東京に住 『ロマンス娘』◆三人娘が夏 『ひばり・チエミ・いづみ 三
む女子高生・ルリと由美の元 休みに自転車旅行を計画。旅 人よれば』
◆今やOLとなった
に、
修学旅行先の京都で知り 費のため、
デパートでアルバ 三人娘。高校の恩師から結婚
合った舞妓の雛菊が悩みを抱 イトを始めた三人だったが会 相手を世話すると言われて大
えてやって来る。三人娘が初 長に気に入られ…。歌に踊り 騒動を巻き起こす。歌あり踊
共演したミュージカル仕立て に、
恋する娘たちが元気に飛 りありの、
面白可笑しい恋愛
の青春ラブコメディ。
（S30年 び跳ねる青春歌謡篇。
（S31年 合戦。三人娘最後の共演作。
作・カラー・92分）
作・カラー・97分）
（S39年作・カラー・91分）

『ゴー ! ゴー ! 若大将』

スポーツ万能で頭が切れ、歌も上手いし、友情にも厚い、若大将は若者なら誰もが憧
れるヒーローだった。マリンスポーツにスキー、なんでもこなし、生き生きと歌う若
大将の姿が眩しかった。星由里子扮するヒロイン・澄子へ歌いかける
「君といつまでも」
をはじめ数々の挿入歌に当時の女性たちはメロメロになった。いつも横恋慕する田中
邦衛の青大将や孫に甘い飯田蝶子のばあちゃんたち、個性的な脇役も忘れがたい。

ひばり、チエミ、いづみの
三人娘が所属事務所の垣根
を越えて夢の競演。いづみ
の恋を応援するためにひば
りとチエミが奔走する初顔
合わせ作品
『ジャンケン
娘』
、三 人 娘 の デ パ ー ト ガ
ール姿が眩しい
『 ロマンス
娘』
。 年ぶりに作られた
最終作
『三人よれば』
では成
長した三人娘の恋模様が綴
られる。明朗快活、歌と踊
りが満載のミュージカルで
青春時代の興奮を再び。
7

『南太平洋の若大将』

53734
53735
53736
53737
53738
53739
53740
53741
53742
53743
53744

ご愛用者価格

大学の若大将
銀座の若大将
日本一の若大将
ハワイの若大将
海の若大将
エレキの若大将
●出演：加山雄三／星由里子／田中邦衛
アルプスの若大将
レッツゴー ! 若大将 『大学の若大将』◆大学の水泳 『銀座の若大将』◆軽音部に在 『日本一の若大将』◆芦ノ湖で
南太平洋の若大将 部のエースでバンドリーダーの 籍しながら、教授の頼みでボクシ 行われたマラソン部の合宿で青
雄一はOLの澄子と知り合う。ス ング部へ入った雄一が、
城東大 春を謳歌する若大将たち。主将
ゴー ! ゴー ! 若大将 ポーツ万能、
歌もうまいし、
おまけ 学との対抗戦に出ることに。銀 の雄一の元へマネージャーとし
リオの若大将
に女の子にモテモテのナイスガ 座の街角で、澄子に贈る歌
「星 て来た青大将だったが、
部活そっ
イ雄一に澄子はヤキモキする。 空」
を唄うシーンがロマンチック。 ちのけで澄子にちょっかいを出
各 4,500 円
（S36年作・カラー・82分）

（S37年作・カラー・94分）

し…。
（S37年作・カラー・95分）

『ハワイの若大将』◆ハワイの大 『海の若大将』◆水泳、
クルージン 『エレキの若大将』◆飲酒運転で 『アルプスの若大将』◆スイスの
学の編入試験に失敗し、
遊び惚け グ、
ダイビングと加山雄三お得意の 事故を起こした青大将は雄一に身 マッターホルンを大滑走する若大
ている青大将を連れ戻してほしい マリンスポーツと共に、
愛船・光進 代わりを頼み込む。車の修理代の 将。歌声はアルプスにこだまし、
ス
と頼まれた若大将は一路ハワイへ 丸も初披露。海と若大将の魅力満 ため2人は賞金目当てにエレキ合戦 チュワーデスの澄子との恋が燃え
と向かう。
（S38年作・カラー・94分） 載。
（S40年作・カラー・99分）
に出場。
（S40年作・カラー・94分）
上がる。
（S41年作・カラー・94分）
『レッツゴー!若大将』◆サッカー 『南太平洋の若大将』◆南海の楽 『ゴー!ゴー!若大将』◆若大将が 『リオの若大将』
◆太陽とビキニが
の全日本メンバーに選ばれ香港へ 園タヒチに一大ロケを敢行。柔道 今度はカーラリーに挑戦。スピー まぶしいブラジルのリオ・デジャネ
遠征にやって来た雄一が、
青大将 部主将の雄一が、
ダイビング、
水上 ドとスリルに満ちたレースを展開。 イロ。情熱のサンバやボサノバの
の引き起こした騒動に巻き込まれ スキー、
カヌーで南の海を満喫す 鈴鹿サーキットではF3マシンで颯 リズムを背景に、
恋に歌に燃える若
る。
（S42年作・カラー・91分）
る。
（S42年作・カラー・106分）
爽と登場。
（S42年作・カラー・89分） 大将。
（S43年作・カラー・103分）

★商品のお届けは在庫状況により、10 ～ 14 日前後かかる場合がございます。★表示価格は税別です。

恋にスポーツに歌に青春を謳歌する若大将・加山雄三

思いきり笑ってホロリと 泣いて─爆笑＆人情喜劇映画・TV特集
元祖三人娘が友情や恋に大忙し
ひばりの笑顔に青春時代が甦る

特
集

4

歌と踊りとアクション満載！ 美人でチャキチャキの下町娘 大スターが唄い踊って恋をする
青春人情喜劇 楽しさ溢れる和製ミュージカル
ひばり・チエミの愉しい時代劇 若尾文子主演、

『喜劇 急行列車』

2

『花くらべ狸道中』

ラジオから人気に火が付き、テレビ放映が開始
された公開バラエティ。動物声帯模写の江戸家
猫八、講談師の一龍齋貞鳳、落語家の三遊亭小
金馬の息の合った掛け合いが今でも語り草と
なっている、笑いと人情が溢れる物語。NHKに
残されていた貴重な番組映像を集めた保存版。

津山藩の世継ぎを巡る大騒動。ニセの若君
とお見合い相手のじゃじゃ馬姫が手に手を
取 り 合 っ て、東
海道はお江戸へ
向 か う、陰 謀 破
り の 痛 快 道 中。
主 演・市 川 雷 蔵
と嵯峨三智子が
魅せた歌あり恋
あり剣ありの痛
快明朗時代劇。

昭和 年から全 作が作られた松
竹の人気シリーズ
『 二等兵物語 』
。
その記念すべき第 作のDVD。
アジャパーでお馴染みの伴淳とア
チャコ、ズッコケ名コンビの繰り
広げる爆笑軍隊喜劇。思い出すあ
のトンチンカンな兵隊姿。
●出演：伴淳三郎／花菱アチャ
コ／宮城野由美子／関千恵子
（S30年作・モノクロ・95分）

●出演：市川雷蔵／瑳峨三智子／
中村鴈治郎
（二代目）／五月みど
り
（S37年作・カラー・83分）
女と兵隊
蚤と兵隊

二等兵物語

商品番号

高度成長期の日本で一世を風靡した、歌あり
コントありの伝説的バラエティ。番組後期で
司会も務めた黒柳徹子や当時売り出し中だっ
た渥美清らレギュラー陣のコントが楽しく、
カッコいいジャズ演奏や坂本九の歌に魅了さ
れた。放送のある土曜の夜が待ち遠しかった。

30

1

10

5,600円

2,500円

アチャコの名コンビが
歌と笑いが誘う夢のひととき 伴淳、
誰もが魅了されたバラエティ 爆笑の渦に巻き込む軍隊喜劇

セット内容 ●全てカラー●主演：渥美清
カラー作品
『喜劇 急行列車』
●共演：佐久間良子／
西村晃／小沢昭一
（S42年作・90分）
『喜劇 団体列車』
●共演：佐久間良子／
Wけんじ／ミヤコ蝶々（S42年作・91分）
『喜劇 初詣列車』
●共演：佐久間良子／
中村玉緒／川崎敬三
（S43年作・91分）

ご愛用者価格

市川雷蔵、勝新太郎、若尾文子たちが歌って
踊って化かし合い、恋を謳歌する…。カラフ
ルで幻想的なセットに、彼らの若さが弾ける
和製ミュージカル
「 狸御殿 」シリーズの中か
ら、集大成とも言える 作をセットに。大い
に笑い元気をもらえる楽しい作品。

©KADOKAWA

若尾文子ほか豪華キャスト集結

3

三兄弟が巻き起こす恋の旋風
父は誰ひとり呉服屋を継がないことに不満だっ
たが、 人の息子たちは近所で大評判。しかし
近所の娘たちがモーションをかけても 人は相
手にしない。なぜなら 人とも絶世の美女に一
目惚れしてしまったのだから。スポーツマン兄
弟が巻き起こす恋と笑いの明朗青春篇。
『初春狸御殿』

父親の仕立て屋が流行らず、代わりに娘がおにぎり屋を
歌や映画で国民的な人気者だった 人娘、美空ひばり、
始めたところ、これが連日の大賑わい。想いを寄せる
江利チエミ、雪村いづみ。ひばりとチエミのコンビでは
人の男性もやきもきし始
本の映画が作られ大ヒット、底抜けに明るい演技を披
めた。おにぎり屋の看板
露してくれた。男勝りの町娘が絶妙の掛け合いを見せる
娘の恋愛物語を軸に、下
『弥次喜多道中』
、着物姿が艶やかな
『おしどり千両傘』
。
町で暮らす市井の生活を
歌や踊り、大立ち回りなどの見せ場が豊富な痛快娯楽作。
活写した人情喜劇。

カラー作品

渥美清演じるよろめき車掌 人の絶妙な掛け合いに大笑い 水もしたたる市川雷蔵の若様
笑いと涙を乗せて突っ走る 下町を舞台にした人情コメディ じゃじゃ馬姫との痛快道中記

3

1959
1961

江戸へ百七十里

53614

商品番号

渥美清が人情味溢れる車掌に扮し、列車で日本各地を行
ったり来たり。てんやわんやの珍道中を繰り広げた喜劇
列車シリーズ。マドンナ佐久間良子と共に泣いて笑って
喧 嘩 し て、
面白可笑し
な人情話が
甦 る。今 は
見られなく
なったあの
頃の日本の
風景もお楽
しみに。
『喜劇 初詣列車』

6
★詳しいお申込み方法は、最終ページをご覧ください。★表示価格は税別です。
★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

7

3

セット内容 ●全てカラー ●主演：市川雷蔵／勝新太郎／若尾文子
『花くらべ狸道中』
●共演：小林勝彦／中田康子
（Ｓ36年作・79分）
『初春狸御殿』
●共演：中村玉緒／中村鴈治郎
（Ｓ34年作・84分）

50908
商品番号

4,000円

ご愛用者価格

ご愛用者価格

3,800 円
ご愛用者価格

©KADOKAWA 1962

『ひばり・チエミの弥次喜多道中』

3

50896
商品番号

2,500 円

ご愛用者価格

51143
商品番号

東京おにぎり娘
●出演：若尾文子／江波杏子／本
郷功次郎／川崎敬三
（S36年作・
カラー・94分）

銀座っ子物語

53758
商品番号

3,800 円

ご愛用者価格 2,500 円

©KADOKAWA 1961
©2001 NHK

●出演：江戸家猫八／一竜斎貞鳳
／三遊亭小金馬／楠トシエ
（S39
年、S41年作・モノクロ・72分）

50883

ご愛用者価格

8,400円

商品番号

商品番号

51305

51132
ご愛用者価格

©東映

喜劇列車シリーズ
DVD 3作セット

お笑い三人組

夢であいましょう

©1955 松竹株式会社

カラー作品

2

『ひばり・チエミのおしどり千両箱』

3

セット内容 ●全てカラー●主演：
美空ひばり／江利チエミ
（単品販売
もしています。各2,000円）
『ひばり・チエミのおしどり千両傘』
●共演：水原弘／安井昌二
（S38年
作・86分）©東映 商品番号 51136
『ひばり・チエミの弥次喜多道中』
●
出演：東千代之介
（S37年作・85分）
©東映 商品番号 51638

ひばり・チエミの
青春時代劇
DVD 2作セット

●出演：若尾文子／叶順子／川
崎敬三／川口浩
（S36年作・カ
ラー・91分） ©KADOKAWA 1961
©2003 NHK

●出演：黒柳徹子／E・H・エリッ
ク／岡田眞澄／田辺靖雄／ミスタ
ー珍
（S38年、S41年作・モノク
ロ・59分）
商品番号

2,800 円

3

©KADOKAWA
狸御殿
DVD 2作セット

50403

ご愛用者価格

思いきり笑ってホロリと 泣いて─爆笑＆人情喜劇映画・TV特集
特
集

／歌子

★年金支給月払いもできます。ご希望の方はハガキのお支払い方法に○をつけるか、ご注文時にお申し付け下さい。

男はつらいよを彩った美しいマドンナたち

吉永小百合

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

／美春子・真知子

9

●出演：車寅次郎…渥美清／さくら…倍賞千恵子／諏訪博…前田吟／満男…中村はやと
（2〜26作）
、
吉岡秀隆
（27〜48作）／おいちゃん…森川信
（1〜8作）
、
松村達雄
（9〜13作）
、
下條正巳
（14〜48作）
／おばちゃん…三崎千恵子／御前様…笠智衆 ●監督：山田洋次
©1967-1997松竹株式会社

第9作

出演作品
第9作
『柴又慕情』
◆娘を手放せ
ない父と、
本当の幸せについて悩
む娘・歌子。そんな歌子が柴又を
訪ねてきた。
（S47年作・108分）
第13作『寅次郎恋やつれ』◆
夫が他界し、
夫の実家で肩身の狭
い思いの歌子を懸命に励まそうと
する寅。
（S49年作・104分）

栗原小巻

ご愛用者価格 72,500 円

恋い焦がれた我らがマドンナ、
吉永小百合。憧れの彼女が演じ
た、真摯に人生に立ち向かう歌
子を守ってあげたいと思わずに
はいられない。寅さんが歌子に
惚れたように、我らも心をがっ
ちりと掴まれた…。今でも想い
出す父と娘の和解の場面。

初回金 14,200円
（分割払価格 81,700 円）

単品で買うよりも

15,700 円も
お得！

／りつ子

4,500円×15 回

出演作品
第12作
『私の寅さん』
◆旧友・文彦の妹りつ
子と大喧嘩。翌日、悪
口を言っている寅の前
に当のりつ子が現れた。
（S48年作・108分）

岸 惠子

月々

第36作
『柴又より愛をこめて』
◆家出したタコ社長の娘を連れ
戻しに向かった寅は、
式根島行の
船中で小学校の先生・真知子と出
会う。
（S60年作・105分）

『 男 はつ ら い よ 』出 演 時 に は す で に
大女優であった彼女。気位の高い反
面、精神的な脆さを持つりつ子を実
にあっけらかんと、魅力的に演じて
見せた。りつ子に最後に会う場面で
流れる別れの曲はとても切なかった。

DVDボックス 49枚組
商品番号
50431

／ぼたん

男はつらいよ

出演作品
第17作
『寅次郎夕焼け小焼
け』
◆もらった絵の騒動がもとで
旅に出た寅。が、
その画家と再
会、
接待の席で芸者ぼたんと意気
投合する。
（S51年作・109分）

太地喜和子

従来価格 150,000 円から大幅値下げ！

全巻 BOX好評発売中

／千代

※第5作以降、
“男はつらいよ”
は省略しています。

出演作品
第4作
『新 男はつらいよ』
◆旅
行の金を持ち逃げされ失意の寅
は旅に出た。柴又に戻ると二階
には幼稚園の先生・春子が下宿
していた。
（S45年作・92分）

第46作
『寅次郎の縁談』
◆家を
飛び出した満男を迎えに寅は瀬
戸内へ。ところが満男の居候先
の娘・葉子に一目惚れしてしま
う。
（H5年作・104分）

演技力にも定評があった栗原小巻。
『新 男はつらいよ』
では一つ屋根の下、思わせぶりな態度で寅さんと一緒
になって焼きもきさせられた。
『 柴 又 よ り 愛 をこめて 』
ではタコ社長の娘そっちのけで、小学校の先生・真知子
に一目惚れ。自分の魅力に無自覚なのが心憎かった。

出演作品
第10作
『寅次郎夢枕』◆自分
の部屋が無断で貸され寅はお
冠。また旅に出ようとするが幼
馴染みの千代と再会し、
結局留
まることに。
（S47年作・98分）

第4作

八千草薫

第18作
『 寅次郎純情
詩集』
◆信州で警察の
厄介になり、
猛省しなが
ら戻って来た寅は常連
客だった綾と再会する。
（S51年作・103分）

出演作品 ●全てカラー
第27作
『浪花の恋の寅次郎』
◆
大阪の芸者ふみには生き別れた
弟がいた。それを知った寅は弟
を探し出し、2人で会いに行く
のだった。
（S56年作・104分）

／綾

出演作品

京マチ子

第6作
『純情篇』
◆旅先
から帰って来た寅は、
家
で美しい間借り人の夕
子と出会った。彼女は
夫 と 別 居 中 だ っ た。
（S46年作・90分）

／ふみ・葉子

出演作品

松坂慶子

マドンナ

光本幸子
佐藤オリエ
新珠三千代
栗原小巻
長山藍子
若尾文子
榊原るみ
池内淳子
吉永小百合
八千草薫
浅丘ルリ子
岸惠子
吉永小百合
十朱幸代
浅丘ルリ子
樫山文枝
太地喜和子
京マチ子
真野響子
藤村志保
木の実ナナ
大原麗子
桃井かおり
香川京子
浅丘ルリ子
伊藤蘭
松坂慶子
音無美紀子
いしだあゆみ
田中裕子
都はるみ
竹下景子
中原理恵
大原麗子
樋口可南子
栗原小巻
志穂美悦子
竹下景子
秋吉久美子
三田佳子
竹下景子
後藤久美子
後藤久美子
後藤久美子
後藤久美子
松坂慶子
かたせ梨乃
浅丘ルリ子
浅丘ルリ子

／夕子

男 は つ ら い よ
続 ・男 は つ ら い よ
男はつらいよ フーテンの寅
新 ・男 は つ ら い よ
望
郷
篇
純
情
篇
奮
闘
篇
寅 次 郎 恋 歌
柴
又
慕
情
寅 次 郎 夢 枕
寅次郎忘れな草
私 の 寅 さ ん
寅次郎恋やつれ
寅 次 郎 子 守 唄
寅次郎相合い傘
葛 飾 立 志 篇
寅次郎夕焼け小焼け
寅次郎純情詩集
寅 次 郎 と 殿 様
寅 次 郎 頑 張 れ！
寅次郎わが道をゆく
噂 の 寅 次 郎
翔んでる寅次郎
寅 次 郎 春 の 夢
寅 次 郎 ハ イビ スカスの 花
寅次郎かもめ歌
浪花の恋の寅次郎
寅 次 郎 紙 風 船
寅次郎あじさいの恋
花も嵐も寅次郎
旅と女と寅次 郎
口 笛 を 吹く寅 次 郎
夜霧にむせぶ寅次郎
寅次郎真実一路
寅 次 郎 恋 愛 塾
柴又より愛をこめて
幸 福 の 青 い 鳥
知
床
慕
情
寅 次 郎 物 語
寅次郎サラダ記念日
寅次郎心の旅路
ぼくの 伯父さん
寅 次 郎 の 休 日
寅 次 郎 の 告 白
寅 次 郎 の 青 春
寅 次 郎 の 縁 談
拝啓車寅次郎様
寅 次 郎 紅 の 花
寅次郎ハイビスカスの花 特別篇

「寅ちゃん」
と無邪気に呼びかける幼馴 情に弱くて情けに厚い、きっぷのいい
染の千代はとても可愛らしかった。
「一 姐御肌の芸者ぼたん。寅さんが気軽に
緒にいるとなんだか気持ちがホッとす 「所帯持とう」
と声をかけてしまうほど
るの」と素直に告白する千代。彼女を 息がぴったりで、元気いっぱいの明る
見ていると、つい恋に落ちしてしまう。 さはマドンナの中でも際立っていた。

第1作
第2作
第3作
第4作
第5作
第6作
第7作
第8作
第9作
第10作
第11作
第12作
第13作
第14作
第15作
第16作
第17作
第18作
第19作
第20作
第21作
第22作
第23作
第24作
第25作
第26作
第27作
第28作
第29作
第30作
第31作
第32作
第33作
第34作
第35作
第36作
第37作
第38作
第39作
第40作
第41作
第42作
第43作
第44作
第45作
第46作
第47作
第48作
特別篇

1,800 円

満 男 の 先 生・雅 子
に一目惚れした寅
さんはとらやでひ
と悶着の後、別所
温泉へ。問題を起
こし戻って来た寅
は雅子の母親で病
弱の綾に恋してし
まう。上品な着物
姿に香 り 立つ色
香、往時とは違う
落ち着いた雰囲気
を纏っていた。

50432
50433
50434
50435
50436
50437
50438
50439
50440
50441
50442
50443
50444
50445
50446
50447
50448
50449
50450
50451
50452
50453
50454
50455
50456
50457
50458
50459
50460
50461
50462
50463
50464
50465
50466
50467
50468
50469
50470
50471
50472
50473
50474
50475
50476
50477
50478
50479
50480

タイトル

第 27 作

芸者として一人、気丈に生きてきたふみが、弟の死を
知って
「 泣いてもええ？」と寅さんにふと見せた弱さ。
『浪花の恋の寅次郎』の松坂慶子は粋で艶っぽく、儚げ
だった。二度目の登場は
『 寅次郎の縁談 』
。彼女の笑顔
は優しく、シリーズ終盤の寅さんも幸せそうだった。

商品番号

１作品どれでも

溌溂とした娘役が
多かった彼女もこ
の頃にはしっとり
とした人妻役が似
合う女優に。自分
の部屋が誰かに貸
されたのを知って
怒った寅さんも夕
子のたおやかな美
しさに我を忘れる
始末。細やかな感
情表現は、観客を
も優しく包み込む。

全49作が勢揃い!!

●全作品カラー

第 1 作公開から50 周年記念『男はつらいよ』特集
若尾文子

特
集

8

何度も見たい伝説芸！笑いの神髄ここにあり

Ｗヤング

セット内容
●カラー・343分
分）

分）

や
言え
から
見て
し！
しか
怒るで

？
んやろか
おもろい
て、
DVDっ
なんや

分）

●カラー／モノクロ・約318分

分）

❺中田ダイマル・ラケット （

分）

分）

月づき 2,250 円× 8 回
（分割払価格 18,000 円）

春日三球・照代

獅子てんや・瀬戸わんや

東京
コミックショウ

昭和のお笑い名人芸

DVD 10枚セット

ご愛用者価格 3,800 円
監修：澤田隆治
●全てカラー
セット内容
DVD 1（59分）
DVD 9（91分）
DVD 3（34分）
DVD 5（30分）
DVD 7（65分）
「上野に新幹線」春日三球・照代 「嗚呼!愛染かつら」Wけんじ 「レッドスネーク・カモン!」東京コミックショウ 「元気が一番」すず風にゃん子・金魚 「音楽大道芸」横山ホットブラザーズ
「クラブ活動」青空千夜・一夜 「それがムダ使い!」コントレオナルド 「歌謡浪曲 浦島太郎」玉川カルテット 「憧れのフランス」おぼん・こぼん 「ボクシング・ジム」コント山口君と竹田君
「民謡東北の旅」松鶴家千代若・千代菊 「名場面金色夜叉」波多野栄一 「上司と部下」コント山口君と竹田君 「帰ってきた酒飲み音頭」バラクーダ 「コミックマジック」ナポレオンズ
「宮戸川」古今亭円菊
「権助魚」桂文生
「錦の袈裟」古今亭円菊 「ストレス解消」昭和のいる・こいる 「むっつり右門捕物帳」青空球児・好児
「カラオケ病院」
春風亭柳昇
DVD 4（34分）
DVD 6（39分）
DVD 2（30分）
DVD 8（58分）
DVD 10（61分）
「世相あれこれ」獅子てんや・瀬戸わんや 「東京道路工事ララバイ」青空球児・好児 「なーんでか?フラメンコ」堺すすむ 「理想の夫婦」新山ひでや・やすこ 「定番:リンゴ追分」春風こうた・ふくた
「連想ゲーム」セント・ルイス 「コインランドリー」獅子てんや・瀬戸わんや 「哀と青春の旅だち」チャーリーカンパニー 「懐メロ大行進!」レツゴー正児 「高岡の駅弁」幸助・福助
「京都旅行」おぼん・こぼん 「医者と患者」ゆーとぴあ 「懐古趣味」
桜井長一郎
「安売り鮮魚」チャーリーカンパニー 「なーんでか?平成版」堺すすむ
「兵隊ぐらし」江戸家猫八 「日照権」春風亭柳昇
「滝口入道」
春風亭柳昇 「介護交際」あした順子・ひろし 「冠婚葬祭」Wモアモア

6657

商品番号

春風亭柳昇

玉川カルテット

W けんじ

江戸家猫八

懐かしき昭和のお笑いがお茶の間に溢れる。
マシンガントークの青空球児・好児や、体を
張った芸で人気を集めたゆーとぴあ、声帯模
写でおなじみ江戸家猫八ほか、昭和を代表す
るお笑い芸人たちの名人芸を網羅した秘蔵映
像集。抱腹絶倒の珠玉芸のオンパレード。

松鶴家千代若・千代菊

青空球児・好児
桂文生

「中高年のアイドル」綾小路きみまろが、
毒舌と軽快な動きの波状「口」撃で、中
高年を絶妙におちょくり、見るものを笑
いの渦に巻き込んでいく。辛口なのにど
抱腹絶倒の
こか温かくて憎めない。そんな、きみま
爆笑ネタが満載
ろの芸風をたっぷりと堪能できる毒舌爆
笑ライブ映像。
「 あれから

16,930 円
ご愛用者価格

56533

セット内容 ●全てカラー
『綾小路きみまろ 爆笑！エキサイトライブビデオ〜最近、あなたは腹の底から笑ったことがありますか？〜』
（約31分）
『綾小路きみまろ 爆笑！エキサイトライブビデオ第 2 集』
（約50分）
『綾小路きみまろ 爆笑！エキサイトライブビデオ第 3 集〜中高年よ！大志を抱け〜（
』約65分）
『綾小路きみまろ 爆笑！エキサイトライブビデオ第4集〜中高年よ！人生はこれからだ！〜（
』約63分）
『綾小路きみまろ 爆笑！エキサイトライブビデオ第 5 集〜人生ないものねだり〜（
』約78分）
商品番号

年」の口上に始まり、一
度笑い出したら止まらない
痛快トークが満載。

中高年よ！
大志を抱け

綾小路きみまろ

爆笑！エキサイトライブ
DVD 5枚セット

分）

上方漫才の宝と呼ばれ、指定無形文化財となっ
た兄弟コンビ。少年漫才からスタートした二人
の円熟の芸、見事な掛け合いが存分に楽しめる。

❹夢路いとし・喜味こいし （

体を張った漫才で絶大な人気を獲得。ピン芸人
としての活動も多いアホの坂田のコンビ芸が堪
能できる貴重な映像。前田のキレのあるツッコ
ミと坂田のおとぼけは何度見ても爆笑できる。

❸ コメディＮo.１［坂田利夫・前田五郎］（

平日の昼に公開録画＆放送されていた
「お笑い
ネットワーク」
でアイドル的な人気を誇った姉
妹漫才コンビ。しゃべくりとテンポの良いツッ
コミで後進に多大な影響を与えた伝説コンビ。

❷海原千里・万里 （

破天荒な芸人として数々の逸話を残したやすし
と
「小さなことからコツコツと」
のきよし。漫才
の頂点を極めた唯一無二のコンビ
“やすきよ”
が
冴えたツッコミと絶妙なボケで客席を沸かす。

❶横山やすし・西川きよし （

セット内容

漫才ブームは繰り返しやってくるが、我らが青春時代ほど漫才に夢中になって笑いに
笑った時代もないだろう。あの頃は当たり前すぎて、その本当の価値に気づいていな
かったかもしれない。今あらためて見ると、当時の人気者たちの実力、笑いの奥深さ
に感動してしまうほど。そんな伝説の芸人たちが残した、数々の大爆笑がここに甦る。

年代、 年代のお笑い芸が甦る やすきよ他伝説のコンビの貴重映像

人
阪神・巨
ル
ー
オ

我らが青春時代、 年代ほど漫才が花盛りだった時があるだろうか。漫才をするため
に生まれてきたとしか思えないコンビが、そこかしこで人々を笑いの渦に巻き込んで
いた。あの活気、楽しさをお茶の間で愉しめるＤＶＤがここに登場。読売テレビ
「お
笑いネットワーク」
の貴重な映像を中心に、何度も見たい伝説のお笑い芸を収録。
❶オール阪神・巨人 （

分）

昭和 年、コンビ結成。ボケとツッコミが入れ
替わる変幻自在のネタまわし、圧倒的なテンポ
を誇る王道のしゃべくり漫才で、上方漫才大賞
を最多の三度受賞。今も第一線を走り続ける。

❷島田紳助・松本竜介 （

❸ Ｗヤング 平川幸雄・中田治雄 （

漫才の定石だった背広ではなく、リーゼントに
つなぎの不良スタイルで登場、漫才ブームの中
で異彩を放つ。落ちこぼれの本音を代弁する
「ツッパリ漫才」
が受けに受けて一世風靡。

分）

「ちょっと聞いたあ」「えろうすんまへん」
など、
お決まりのギャグが懐かしい。スピーディに、
矢継ぎ早に繰り出される得意の駄洒落ネタに観
客が大爆笑、演芸ブームの波に乗る。

❹Ｂ＆Ｂ 島田洋七・島田洋八（

分）

14,800円

「もみじまんじゅう」「これが青春だ」をはじめ
数々のギャグやアドリブで爆笑の渦を巻き起こ
す。洋七のマシンガントークには圧倒される。

分）

戦後の上方漫才を代表する兄弟コンビ。
「爆笑
王」
の異名にふさわしい、機関銃のような笑いの
攻勢。怒涛のしゃべりとアクションが懐かしい。
54

❺太平サブロー・シロー （

34

❻吉本ＳＰＥＣＩＡＬ （

ご愛用者価格

月づき 3,100 円× 5 回
（分割払価格 15,500 円）

分）

し
き
よし
川
きよ
川
西
西
・
・
し
し
す す
横山や横山や

80

70

治雄
雄・中田
平川幸

!!

56

55851

年代の漫才ブームの波に乗り、テンポの速い
漫才で人気コンビの地位を確立。
“やすきよ”
の
ものまねなど、ものまね漫才も彼らの得意芸。

58
60
56

商品番号

❻ザ・ぼんち （

14,800円
ご愛用者価格

5

お笑いネットワーク発
漫才の殿堂
Ａセット
DVD 6枚組

55

56

月づき 3,100 円× 5 回
（分割払価格 15,500 円）

人生幸朗・生恵幸子、西川のりお・上方よしお、
中田カウス・ボタン、東洋日出丸・朝日丸、島田
洋之助・今喜多代。吉本芸人 組の貴重映像。

©1996,2003 よみうりテレビ

59

55852
商品番号

里・万里
海原千

ラケット
イマル・
中田ダ

60
58

お笑いネットワーク発
漫才の殿堂
B セット
DVD 6枚組

シロー
ブロー・
太平サ
ち
ザ・ぼん

50

男前のまさとが丁 寧にネタをふり、そこにおさむ
が大きくボケる。「おさむちゃんで〜す」
の台詞や
橋幸夫のものまねなど、懐かしさこみあげる。

©1996,2003 よみうりテレビ

洋八
七・島田
島田洋

抱腹絶倒のきみまろ節が炸裂 笑う門には福と健康がやってくる
爆笑を呼ぶ中高年へのエール 昭和の寄席気分を満喫する映像集

「映像と音の友社」
だけの特別価格

55

80

「映像と音の友社」
だけの特別価格

Ｎ o.１
コメディ
味こいし
とし・喜
い
路
夢

70
Ｂ＆Ｂ
竜介
助・松本
島田紳
40

10
★詳しいお申込み方法は、最終ページをご覧ください。★表示価格は税別です。
★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

11

腹を抱えて涙を流して 大笑い─昭和のお笑い・名演芸
特
集

第二期（DVD 10枚組）

商品番号
56542
●全20席・約541分

第三期（DVD 10枚組）

商品番号
56543
●全21席・約584分

特選！ 米朝落語全集

「地獄八景亡者戯」他
抱腹絶倒の名人話芸を
収録した永久保存版

DVD-BOX
各セット

月づき 3,500 円× 9 回
初回金 8,500 円

55861
月づき 2,100 円× 5 回

商品番号

（分割払価格 10,500 円）

ご愛用者価格

10,000 円

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

©2009テレビ東京／ＢＳジャパン／PROTX

落語の極
平成名人10人衆
DVD 10枚セット

55853
月づき 2,100 円× 10 回

商品番号

（分割払価格 21,000 円）

ご愛用者価格

19,800 円

「映像と音の友社」
だけの特別価格

収録内容 ●全てカラー・ステレオ・517分
DISC1 柳家権太楼（98分）
「不動坊火焔」
「お神酒徳利」 DISC6
DISC2 瀧川鯉昇（98分） 「宿屋の富」
「時そば」
DISC7
DISC3 橘家圓蔵（98分） 「大山家の人々」
「寝床」
DISC8
DISC4 古今亭圓菊（98分）
「井戸の茶碗」
「唐茄子屋政談」 DISC9
DISC5 三遊亭金馬（98分）
「紺屋高尾」
「芝浜」
DISC10

五街道雲助（98分）
「明烏」
「猫定」
「会長への道改め男の井戸端会議」
「禁酒番屋」
鈴々舎馬風（92分）
三升家小勝（98分）
「抜け雀」
「大工調べ」
三遊亭圓歌（98分）
「坊主の遊び」
「中沢家の人々」
春風亭小柳枝（98分）
「文七元結」
「二番煎じ」

収録内容
●全てカラー・ステレオ・517分
ディスク1「宿替え」
「寝床」
ディスク2 「蛇含草」
「代書」
ディスク3 「天神山」
「くしゃみ講釈」
ディスク3 「延陽泊」
「高津の富」
ディスク5 「鴻池の犬」
「つぼ算」
ディスク6 「仔猫」
「夏の医者」
ディスク7 「鷺とり」
「口入屋」
ディスク8 「八五郎坊主」
「くやみ」
ディスク9 「愛宕山」
「親子酒」
特典DVD 「枝雀一門師匠を語る」

18

枝雀 十八番

DVD 10 枚組

56544

商品番号

月づき 2,650 円× 9 回
初回金 5,000 円
（分割払価格 28,850 円）

ご愛用者価格

26,667 円

©宮崎金次郎

全18席
収録

★右記のカードでカード支払いもできます。 カード専用電話 03-5823-1370

特典CD付
秘蔵音源の
「猫」
を収録

●全演目字幕付

上方落語の爆笑王として根強い人気を誇る桂枝雀。
「宿

13

4,700 円

五代目 三遊亭圓楽
特選落語集
DVD 4 枚セット

10

替え」をはじめ、選りすぐりの 席の演目を収録したフ
ァン待望の作品集ＤＶＤ。全演目に字幕付きでより楽し
める。いつまでも色褪せない爆笑王の魅力を存分に。

ご愛用者価格

©2006 NHK

●本人が語る全演目解説付

収録内容 ●ステレオ・約286分
第1巻 「目黒のさんま」
（1985年・15
分・江東文 化センター）
「藪 入り」
（1979年・20分・上野本牧亭）
「花筏」
（1983年・13分・鈴本演芸場）
「ねず
み穴」
（1979年・25分・イイノホール）
第2巻「花見の仇討」
（1988年・23
分・若竹）
「茶の湯」
（1985年・15分・
若竹）
「佃祭」
（1988年・23分・若竹）
第3巻「野ざらし」
（1981年・15分・鈴
本演芸場）
「浜野矩随
（はまののり ゆ
き）
（1990年
」
・58分・イイノホール）
第4巻「お化け長屋」
（1977年・26
分・イイノホール）
「豊志賀の死」
（1979年・44分・イイノホール）

五代目圓楽が魅せる、
聴かせる、
笑わせる

53560

制作：ユニバーサル ミュージック
（旧 EMIミュージック・ジャパン）

お馴染み
「目黒のさんま」
から人情噺、怪談噺
まで、惹きつけて止まない見事な話芸。
「人
の情」
を大切にした圓楽の珠玉の特選落語。

小沢昭一
唐来参和（とうらいさんな）

名優にして稀代のラジオ
パーソナリティでもあっ
た小沢昭一が、引退公演

と称し、なんと 年間の
長きにわたり、この一人
芝居を演じ続けた…。盟
友・井 上ひ さ し 作、戯 作
者唐来参和の生き様を、
小沢昭一的な反骨とユー

モアといかがわしさに満
ちた話芸で聴かせる。

● S63 年 2月26日 新 宿・紀
伊國屋ホールにて収録 ●カ
ラー・103分 ●解説書付き

18

一時も見逃せない珠玉の一人芝居

（分割払価格 各 40,000 円）

ご愛用者価格 各38,000 円

10

平成の名人たちが至芸を惜しみなく披露 上方落語の爆笑王、降臨
日本の話芸
“古典落語”
をたっぷりと堪能 お茶の間に甦るあの名演

商品番号
56540
●全19席・約606分

日本の話芸を牽引してきた古典落語に焦点を当て、
その伝統と歴史に鍛え抜かれてきた至芸を
“平成の
名人 人衆”
が披露。ＢＳジャパンで放送された
「落

第1期（DVD 10枚組）

語の極 平成の名人 人衆」
の貴重な映像の中から、
名人たちの珠玉の名演をお届けする。爆笑派落語
家・柳家権太楼、
「お笑い三人組」
で人気者になった
三遊亭金馬らの熱演を、腹をかかえて笑いたい。

第二期 ●1990年～91年
第十一集 宿屋仇／壺算
第十二集 算段の平兵衛／近江八景
第十三集 住吉駕籠／けんげしゃ茶屋
第十四集 骨つり／まめだ
第十五集 景清／鯉船
第十六集 三枚起請／持参金
第十七集 饅頭こわい／稲荷俥
第十八集 親子茶屋／つる
第十九集 植木屋娘／軽業
第二十集 風の神送り／どうらんの幸助
第三期 ●1991年～93年
第二十一集 千両みかん／鹿政談
第二十二集 七度狐／軒づけ
第二十三集 ふたなり／狸の賽
第二十四集 鴻池の犬／一文笛
第二十五集 こぶ弁慶／肝つぶし
第二十六集 替り目／仔猫
第二十七集 質屋蔵／世帯念仏／看板の一
第二十八集 土橋万歳／祝い壺
第二十九集 始末の極意／厄払い
第 三 十 集 崇徳院／貧乏花見

第一期 ●1989年〜90年
第一集 帯久／足上り
第二集 猫の忠信／馬の田楽
第三集 不動坊／たちぎれ線香
第四集 天狗裁き／はてなの茶碗
第五集 らくだ／京の茶漬
第六集 五光／天狗さし
第七集 百年目／焼き塩
第八集 愛宕山／矢橋船
第九集 本能寺／くしゃみ講釈
第十集 地獄八景亡者戯

商品番号

上方落語の第一人者として今なお人々に愛されている
桂米朝。古い演目を掘り起し、新たな息吹を吹き込む
緻密な話芸に誰もが魅了された。
「千両みかん」など師
匠の円熟した技が堪能できる傑作ばかりを収録。端正
で安定感ある噺を聴いて、また腹の底から笑いたい。

●全てカラー・大阪コスモ証券ホール他にて収録
●特典：特製手ぬぐい付き

収録内容

上方落語界の重鎮・米朝の真髄
抱腹絶倒の名人落語をたっぷり

腹を抱えて涙を流して 大笑い─ 昭和のお笑い・名演芸

特
集

12

51650

4,500 円

商品番号

ご愛用者価格

51651

4,500 円

商品番号

ご愛用者価格

51652

4,500 円

新諸国物語
新諸国物語
七つの誓い 第一集 七つの誓い 第二集
商品番号

ご愛用者価格

51708

4,500 円

商品番号

ご愛用者価格

51709

4,500 円

『鞍馬天狗 天狗廻状』

鞍馬天狗
DVD 3作セット
商品番号

51060

月づき 2,390 円× 5 回
（分割払価格 11,950 円）

ご愛用者価格

15

11,400円

セット内容 ●全てモノクロ
『鞍馬天狗 角兵衛獅子』
◆ひばりが
杉作少年役で初登場。杉作の窮地を
救った鞍馬天狗が、
西郷隆盛の息子・
吉之助の命を受け、
一路江戸を目指
す。●共演：月形龍之介／川田晴久
（S26年作・約91分）
© 1951松竹株式会社

●主演 :

嵐寛寿郎／美空ひばり

『鞍馬天狗 鞍馬の火祭』◆夜な夜 『鞍馬天狗 天狗廻状』◆自分の
な京の町に般若の面を被ったニセ 名前がついた怪文書
「天狗廻状」
鞍馬天狗が出没。長州から戻った で仲間を次々と倒される鞍馬天
鞍馬天狗は濡れ衣を着せられてし 狗。出所を探っていくと…。●
まう。●共演：入江たか子／岸惠子 共演：藤田泰子／北上弥太郎
（S
（S26年作・約92分）
27年作・約98分）
© 1951松竹株式会社
© 1952松竹株式会社

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

宮本武蔵 三船敏郎版

DVD 3作セット
商品番号
ご愛用者価格

53750

7,500 円

『五人の賞金稼ぎ』

●主演 :

セット内容 ●全てカラー
『賞金稼ぎ』◆オランダ船 『五人の賞金稼ぎ』◆四人
の出現で険悪な事態を迎え の賞金稼ぎと共に重税に
た幕府と薩摩の対立を阻止 苦しむ農民たちのもとに乗
するために、
しころ市兵ヱ り込んだ市兵ヱ。新兵器
は薩摩藩の奥深くに潜行す と数々の作戦で藩主の千
る。●共演：野川由美子／ 数百の軍勢を蹴散らして
片岡千恵蔵／鶴田浩二 いく。●共演：伊吹吾郎／
大木実
（S44年作・97分）
『賞金首 一瞬八人斬り』 （S44年作・89分）

若山富三郎

賞金稼ぎシリーズ

DVD 3作セット
商品番号
ご愛用者価格

53617

8,400 円

右手は無敵の居合い斬り、左手の先端から繰り出す分銅鎖
を武器に、悪党どもを血祭りにあげる…“しころ市兵ヱ”
を若山富三郎が好演しファンを湧かせた“賞金稼ぎ”シリ
ーズ。幕府と薩摩の対立を阻止せんと暗躍する第一弾『賞
金稼ぎ』
、四人の賞金稼ぎを引き連れて農民たちを救う第二
弾『五人の賞金稼ぎ』
、奪われた幕府の黄金を取り戻す第三
弾『賞金首〜』
。戦いの連続に胸が高鳴る痛快傑作時代劇。

30

年にわたり演じ続け、その数、

3

約

実に 本以上。銀幕で躍動する嵐寛
寿郎の当たり役だった「鞍馬天狗」
。
その鞍馬天狗の主要登場人物、杉作
少年に美空ひばりが抜擢され、これ
までにない魅力を発揮して大ヒット
を飛ばしたのが、こちらの 作。一
大事に白馬で颯爽と現れる覆面の怪
剣士。飛燕の活躍を見せる正義の剣
士アラカンに、歌って踊り手助けす
るひばり。二人の息もぴったりに、
懐かしの時代劇がお茶の間に甦る。
40

三船敏郎

●主演 :
セット内容 ●全てカラー
『宮本武蔵』
◆沢庵和尚に助けられ 『續 宮本武蔵 一乗寺の決斗』
◆鎖 『宮本武蔵 完結篇 決闘巌流島』
己の未熟さを痛感した武蔵
（たけぞ 鎌の達人・宍戸梅軒を二刀流で破 ◆名を上げた武蔵が人間修行の
う）
が、
名を宮本武蔵と改め武者修 り、
京に上がる武蔵。吉岡一門との 旅に出る。その武蔵に小次郎が決
行に出る。●共演：三國連太郎／尾 決斗に挑む。●共演：岡田茉莉子 闘を申し込んだ。●共演：八千草
上九朗右衛門／岡田茉莉子
（S29年 ／鶴田浩二
（S30年作・103分）
薫／岡田茉莉子／鶴田浩二
（S31
作・94分）
年作・104分） ©1956 TOHO CO.,LTD.
©1954 TOHO CO.,LTD.
©1955 TOHO CO.,LTD.

©東映

『賞金首 一瞬八人斬り』
◆ならず者が群がる甲州
の金山で、
しころ市兵ヱ
は幕府の黄金を取り戻す
ため、
秘密の七つ道具を
手に曲者たちを倒してい
く。●共演：大木実／天
知茂
（S47年作・88分）

無敵の賞金稼ぎ
“しころ市兵ヱ”
参上
若山富三郎の魅力溢れる豪快時代劇

ご愛用者価格

新諸国物語
紅孔雀 第二集

『宮本武蔵 完結篇 決闘巌流島』

圧巻！剣豪武蔵の生き様を
世界の三船が貫禄で魅せる

商品番号

新諸国物語
紅孔雀 第一集

『 七人の侍 』で世界の称賛を浴びた
その年に、三船敏郎が貫禄の名演
技を見せ、海外でも高い評価を得
た
『 宮本武蔵 』
。ダ イ ナ ミ ッ ク な 殺
陣に恋模様など、見どころ満載で
おくる傑作時代劇。武蔵が修行の
旅に出るまでを描く
『宮本武蔵』
、
鶴田浩二の佐々木小次郎が登場す

新諸国物語
笛吹童子

る
『續 宮本武蔵 一条寺の決斗』
、小
次郎とのあの宿命の対決が描かれ

東千代之介

●主演:
新諸国物語
『笛吹童子』
（S29年作・モノクロ・145分）
『紅孔雀 第一集』
（S29年作・モノクロ・166分）
『笛吹童子』
『紅孔雀 第二集』
（S29年作・モノクロ・106分） カラー作品
『七つの誓い 第一集』
（S31年作・カラー・131分） ●共演：中村錦之助／大友柳太朗／高千穂ひづる／田代百合子 ©東映
（S31年作・カラー・72分） ／千石規子／かつら五郎／月形龍之介
『七つの誓い 第二集』

る
『宮本武蔵 完結篇 決闘巌流島』
。
一気に見たくなる珠玉の三部作。

5

ヒャラ～リ、ヒャラリコ…。日本中に流れたあの美しい曲。ＮＨＫラジオ

『七つの誓い』

でもお馴染み、全国の子供たちを虜にした『新諸国物語 笛吹童子』
。笛吹
童子に次ぐ新諸国物語『紅孔雀』
。新諸国物語の第 話に当たり、東映の
若手人気映画スターが一堂に会したカラー大作『七つの誓い』
。絵のよう
に美しい活劇、妖怪変化に胸を躍らせた夢と冒険の新諸国物語シリーズ。

『紅孔雀』

東映の若手スター揃い踏み 嵐寛の天狗、
ひばりの杉作
波乱万丈の幻想冒険時代劇 息ぴったりに魅せた痛快時代劇

泣いた、笑った、胸躍った！豪華出演者 たちが華麗に魅せた痛快娯楽時代劇

★DVDソフトの送料は何点でも一律880円（税別）です。但し、沖縄・島しょは1,320円（税別）別途加算です。★表示価格は税別です。

14

●主演：

片岡千恵蔵

『勢揃い東海道』

©東映

東海道シリーズ

DVD 2作セット
商品番号

51140

カラー作品 カラー作品

51219

ご愛用者価格

2,000 円

商品番号

51089

ご愛用者価格

17

©東映

2,800 円

●出演：佐久間良子／藤
純子／岸田今日子
（S42
年作・カラー・95分）

女三千人、江戸城大奥の裏の裏。愛欲と
野望渦巻く女の物語。徳川六代将軍家宣
の時代を背景に、息を呑むエロチシズム
が東映女優オールスターで描き出される。

大奥㊙物語

カラー作品
●出演：大友柳太朗／大川橋蔵／東
千代之介／月形龍之介／大河内傳
次郎
（S33 年作・カラー・99 分）
©東映

丹下左膳 決定版
商品番号

51211

ご愛用者価格

2,000 円

●出演：片岡千恵蔵／里見浩太郎／嵐寛
寿郎（S38年作・モノクロ・125分）

十三人の刺客
商品番号

©東映

51710

ご愛用者価格

2,800円

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

ご愛用者価格

51277

4,000 円

天下の副将軍』

月形龍之介

セット内容 ●全てカラー
『水戸黄門』
◆黄門様が高田藩のお家騒動に巻き込ま 『水戸黄門 天下の副将軍』
◆我が子、
高松藩主・松平
れる。さらに、
その背後にあった徳川幕府転覆の大陰 頼常の狂気で藩が混乱しているとの噂を耳にして、
そ
謀と対決。月形黄門様の11作目、
東映時代劇全盛期最 の裏に隠された陰謀を暴かんと、
黄門様一行は高松へ
大のヒット作。●共演：中村錦之助／東千代之介／ 乗り込む。●共演：中村錦之助／東千代之介／里見浩
大川橋蔵／市川右太衛門
（S32年作・98分）
太郎／丘さとみ／大川橋蔵
（S34年作・94分）

悪漢たちを前に額の傷を指さし「天下御免の向こう傷！」
と名乗りを上げる早乙女主水之介こと、ご存じ旗本退屈男。
あの口上とともに大ヒット、右太衛門の当たり役となって
本に及ぶ映画が作られた。無敵の剣技「諸羽流青眼崩し」
で悪者をなぎ倒していく、我らがヒーローであった。

商品番号

©東映

隻眼隻手の怪剣士・丹下左膳が愛刀・濡れ燕 明石藩主の暴君ぶりに幕府が陰で動いた。
を手に暴れまくる。丹下左膳には大友柳太 武者十三人による暗殺集団は、参勤交代か
ら帰国途上の藩
朗が扮し、美
主一行を中山道
空ひばり、東
落合宿で待つ。
多
千代之介ら花
勢に無勢の不利
形スター総出
を智と剣で埋め
演。原作に忠
合わせ、ただ一
実に映画化さ
度のチャンスに
れた、まさに
賭ける十三人の
決定版。
刺客たち。

大江戸七人衆

大江戸八百八町で、命を懸け男の意気地を
貫く七人衆と、旗本・鬼神組が対立。火花
を散らす剣に絡んで、恋に友愛、義侠あり
の 正 義 熱 血の 痛
快 絵 巻。 東 映 時
代 劇の黄 金時 代
を 飾った 七 大 ス
タ ー が 勢 揃 い、
豪華に剣を競う。

カラー作品
●出演：市川右太衛門／大友柳太
朗／大川橋蔵／東千代之介／伏
見扇太郎
（S33年作・カラー・92分）

水戸黄門

DVD 2作セット

『水戸黄門

●主演 :

カラー作品
©東映

商品番号

甦る名台詞
「姓は丹下、
名は左膳」 東映時代劇スター総出演の傑作

4,000円

その手を離して下さいませ
江戸に火花を散らす七大スター 上様、

ご愛用者価格

『水戸黄門』

30

『旗本退屈男』

『旗本退屈男

カラー作品
●主演：

市川右太衛門
©東映

旗本退屈男

DVD 3作セット
商品番号

51139

ご愛用者価格

6,000円

『旗本退屈男

謎の暗殺隊』

謎の蛇姫屋敷』

カラー作品

セット内容 ●全てカラー
『旗本退屈男』
◆東北を 『旗本退屈男 謎の蛇
旅していた主水之介は 姫屋敷』
◆大老家臣の
伊達家のお家騒動を知 刀を奪い屋敷へ逃げ込
り、
颯爽と仙台へと乗り んできた女スリを助け
込んだ。そこへ彼の暗 たことから、
主水之介が
殺を目論む忍者たちが 幕府転覆を謀る陰謀
現れ…。●共演：片岡 に巻き込まる。●共演：
千恵蔵／中村錦之助 月形龍之介／山形勲
（S33年作・108分）
（S32年作・94分）

『旗本退屈男 謎の暗
殺隊』
◆御三家筆頭・尾
張大納言による陰謀の
気配を感じ取った老中・
豊後守は、真相を探る
ため主水之介を向かわ
せるが…。●共演：里
見浩太郎／月形龍之介
（S35年作・83分）

東映時代劇全盛期の黄門様 無敵の剣技“諸羽流青眼崩し”
天下御免の向こう傷
主演級のスターが揃い踏み 決め台詞、

長伝に酔いしれた。松田定次の演出は手
慣れたもので、錚々たる顔ぶれによる大
立ち回りは見事。
『任侠清水港』を皮切り
に、正月につきもののシリーズとなった。

『任侠東海道』

お馴染みの旅装束も凛々しく、月形龍之介
が水戸黄門に扮した東映オールスター映画。
月形龍之介の映画生活三十八年を記念して
作られた日本映画史上空前の超大作で、主
演級スター数十名がズラリと顔を揃えた壮
観さ。東映時代劇全盛期に大ヒットを飛ば
した水戸黄門の決定版といわれ、いまだに
語り継がれる娯楽時代劇の名作。東千代之
介の助さん、大川橋蔵（里見浩太郎）の格さ
んをお伴に黄門様が大活躍を繰り広げる。

時代劇王国を誇った東映が、清水の次郎
長役の片岡千恵蔵を筆頭に、市川右太衛
門、中村錦之助、大川橋蔵、大友柳太朗
ら人気スターを総動員。絢爛豪華な次郎

セット内容
●全てカラー
『任侠東海道』
◆子分
の伯父を殺した3人
組が東海道の秋葉路
にいると知った清水
の次郎長は、一家の
暴れん坊たちを引き
連れ乗り込んでいく。
●共演：市川右太衛
門／中村錦之助／大
友柳太朗
（S33年作・
105分）
『勢揃い東海道』
◆売
出し中の次郎長が初
めて開いた花会へあ
る夫婦が訪れたこと
から、一家は熾烈な
縄張り争いに巻き込
まれる。ドスと度胸
で不正を阻む痛快娯
楽時代劇。●共演：
市川右太衛門／大川
橋 蔵／大友柳太朗
（S38年作・94分）

片岡千恵蔵版、
清水の次郎長
天下無敵の東映オールスター

泣いた、笑った、胸躍った！豪華出演者 たちが華麗に魅せた痛快娯楽時代劇

★年金支給月払いもできます。ご希望の方はハガキのお支払い方法に○をつけるか、ご注文時にお申し付け下さい。

16

●出演：河原崎長十郎／中村翫
右衛門／高峰三枝子／市川右
太衛門
（Ｓ16年〜17年作・モノ
クロ・219分）

©1941・1942松竹株式会社

©1964 松竹株式会社

元禄忠臣蔵
前・後篇
（２枚組）

ご愛用者価格

春藤なにがしと名乗る大名の下屋敷は、斬殺、毒殺、不
義密通、裏切り、脅迫など、あらゆる悪が渦巻いていた。
極悪の女、娼婦から大名の妾となったお銀が暗躍する。

©KADOKAWA 1970

商品番号

人の忠義物語 雷蔵の奇想天外な次郎長伝

3,314 円

© KADOKAWA 1963

©KADOKAWA 1958

13

商品番号

生き残った浪士

最後の忠臣蔵

ご愛用者価格

50280

商品番号

おんな極悪帖

おんな牢秘図

女だけが収監される絶海の孤島に、
●出演：市川雷蔵／瑳峨三智子
ご愛用者価格 2,500 円 （S33年作・モノクロ・87分）

流刑囚として閉じ込められた 人の
女。女たちは監視役の 人の男の欲
望のままに、数々の拷問でいたぶら
れていた…。煮えたぎった油の上で
の逆さ吊り、アヘン中毒の禁断症状
など過激な描写が話題だった。
5

50125

ご愛用者価格

伊豆の温泉宿で起こった怪事件 全裸の女が泣きわめき、
叫ぶ
市川雷蔵主演サスペンス時代劇 女だけが流刑される
“獄門島”

●出演：安田
（大楠）
道代／田
村正和／小山明子／佐藤慶
／岸田森
（S45年作・カラー・
83分）

●出演：田村正和／北島マヤ／
笠原玲子／桜井浩子／花柳幻
舟
（S45年作・カラー・83分）

南伊豆の温泉宿で次々起こる奇怪な事
件。そこに居合わせた新婚夫婦が難事
件に挑む。いずれも疑わしい泊り客が
人、いかにも怪しい行動を取って興を
そそる。事件解決に乗り出すのは我らが
雷蔵と、おしどりコンビの嵯峨三智子。
13

忠臣蔵のその後を描いた同名小説を映画化。討入りから

●出演：役所広司／佐藤浩市
／田中邦衛／風吹ジュン／
桜庭ななみ
（H22年作・カラ
ー・133分）

2,800 円

人の凄腕の素浪人が、重い年貢に苦しめられている農 独特の長回しで知られる巨匠・溝口健二が新歌舞伎の同名
「忠臣蔵」
の世界観を
民たちを救うため、
悪代官に立ち向かう。大胆なカメラワ 演目を基に、緻密な時代考証によって
ーク、キレのある殺陣だけでなく、息の合った 人による 忠実に蘇らせた。当時、松竹が莫大な製作費をかけ、原寸大
に作られた松の廊下のセットや
丁々発止の掛け合いも「三匹の侍」ならではだった。
細部にいたるまで見事に再現。
すべてがまさに溜息物だった。

©1964 松竹株式会社

3340

倒幕派だった武士・清河八郎が佐幕派に寝返り、
そして再び倒幕派へと、権謀術数をめぐらし、
幕末でのし上がっていく。
腕もたつが様々な奇策
を弄する豪胆な武士を
丹波哲郎が熱演した。

斬りまくる
倒幕派も佐幕派も敵に回し
忍者ブームを巻き起こした 斬って斬って、
市川雷蔵、
渾身の忍者活劇 大盗賊が意地を懸け大暴れ 激動の幕末で奔放に生きた男

©KADOKAWA1964,1965,1966

年、名誉の死を許されなかった二人の浪士が、それぞれの
使命を果たすためだけに生きてきた。一人は赤穂浪士の遺
族を探し歩き、一人は内蔵助の遺児を立派に育て上げた。
生き抜き、守り抜いた愛の行く末に、日本中が涙した。

©『最後の忠臣蔵』製作委員会

2,800 円

50230
商品番号

暗殺

2,800 円

商品番号

50238
ご愛用者価格

ご愛用者価格

2,800 円

商品番号

2,500 円
ご愛用者価格

2,800 円

©KADOKAWA1962,1963,1964

五社英雄の豪快な演出が冴える時代劇アクション。盗賊
熟達の剣術に加え、霧隠れの術などの忍術を繰り出し、
団を率いる雲霧仁左衛門の最後の大仕事で、
火盗改め方
枝を渡り地を這い颯爽と駆け回る…忍びの装束に身を
の待ち伏せにあい、
大立ち回りが始まる…。後半からラ
包んだ市川雷蔵が実に恰好良かった。煙と共にドロン
ストにかけての怒涛の斬り合い、
息を呑む圧倒的な迫力。
と消えたりするような荒唐無稽なものではなく、戦国
時代の忍者のリアルな実態を映し出し、忍者ブームの
きっかけを作った大映の大ヒットシリーズ。忍びの者
たちの鮮やかな活躍をじっくりと楽しめる全 作。

©1978 松竹株式会社

人の凄腕浪人が悪人を討つ 巨費を投じ史実を忠実に再現
大人気テレビ時代劇の劇場版 名匠溝口の壮大な歴史巨編
3

3

黄金が出るという噂でお祭り騒ぎの
宿場に、 一人の旅鴉がやってきた。
その男は変装した次郎長親分だった。
ニセの次郎長とニセの二十八人衆が、
本物がいるとも知らずに威張り散ら
す面白さ。市川雷蔵と関西の喜劇陣
が多数出演した、笑い渦巻く股旅劇。

16

2

18
★全商品ともビニール開封後の返品はお受けできません。★表示価格は税別です。
★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

19

雲霧仁左衛門
50424

三匹の侍
50749

商品番号

51383

ご愛用者価格

セット2
『忍びの者 続・霧隠才蔵』
（S39年作・91分）
『忍びの者 伊賀屋敷』
（S40年作・89分）
『忍びの者 新・霧隠才蔵』
（S41年作・87分）
『新書・忍びの者』
（S41年作・91分）

●出演：丹波哲郎／岩下志麻／岡田
英次／早川保
（Ｓ39年作・モノクロ・
104分）
©KADOKAWA 1970

●出演：仲代達矢／岩下志麻
／長門裕之／あおい輝彦
（Ｓ
53年作・カラー・163分）
●出演：丹波哲郎／平幹二朗
／長門勇／桑野みゆき
（Ｓ39
年作・モノクロ・94分）

11,200 円
ご愛用者価格

11,200 円
ご愛用者価格

8

月づき 2,350 円× 5 回
（分割払価格 11,750 円）

商品番号
商品番号

3

てんやわんや次郎長道中

53578

商品番号

2,800 円

忍びの者 セット1

忍びの者 セット2
DVD 4作セット

DVD 4作セット
3339

月づき 2,350 円× 5 回
（分割払価格 11,750 円）
商品番号

●出演：市川雷蔵／坪内ミキ子
／姿美千子／藤田まこと
（S38
年作・カラー・74分）

女狐風呂

51384

ご愛用者価格

セット内容
●全てモノクロ ●主演：市川雷蔵
セット1
『忍びの者』
（S37年作・93分）
『続・忍びの者』
（S38年作・93分）
『新忍びの者』
（S38年作・86分）
『忍びの者 霧隠才蔵』
（S39年作・87分）

討ち入りには後日談があった 笑いと色気の旋風巻き起こす 犯しても殺してもまだ足らぬ
悪の限りをつくす稀代の毒婦

泣いた、笑った、胸躍った！豪華出演者 たちが華麗に魅せた痛快娯楽時代劇

ご愛用者価格

大将軍
商品番号

3,800 円

BD 60163

ご愛用者価格

4,800 円

11

●出演：チャールトン・ヘストン／リチャー
ド・ブーン／ローズマリー・フォーサイス
（1965年作・カラー・121分・日本語字幕）

48

●出演：スティーブ・リーブス／ジャンナ・マリ
ア・カナーレ／ジャック・セルナス／クラウデ
ィオ・ゴラ／オンブレッタ・コーリ
（1962年作・
カラー・102分・日本語字幕）

闘将スパルタカス
60169

商品番号

21

2

© 2014 Twentieth Century Fox Home
Entertainment LLC. All Rights Reserved.

スパルタ総攻撃
商品番号
ご愛用者価格

4806

1,419 円

5

●出演：リチャード・イーガン／ラ
ルフ・リチャードソン
（1961年作・
カラー・114分・日本語字幕）

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

シリーズ合計29話／ 24時間48分

ボルジア家・
ボルジア家・
ボルジア家・
愛と欲望の教皇一族 愛と欲望の教皇一族 愛と欲望の教皇一族
シーズン1 DVD 4枚組 シーズン2 DVD 5枚組 ファイナルシーズン DVD 5枚組
商品番号

57289

ご愛用者価格

8,381 円

●全9話・467分

商品番号

57623

ご愛用者価格

8,857 円

●全10話・518分

商品番号

57918

ご愛用者価格

8,900 円

●全10話・503分

●出演：ジェレミー・アイアンズ／フラ
ンソワ・アルノー／ホリデイ・グレイン
ジャー（2011〜2013年作・カラー・日
本語吹き替え付）
“The Borgias”© 2013 - 2014Borg Films kft/LB Television
Productions Limited/Borgias III Productions Inc. A Hungary Ireland-Canada Co-Production. All Rights Reserved.

日本語吹き替え
でも楽しめます
ROME［ローマ］

DVD 11枚セット
商品番号

54468

ご愛用者価格

9,960 円

ＢＣが共同制作し、エミー賞 部門を受
賞。息を呑むアクションと過激なエロテ
ィシズムを背骨に、共和政の崩壊と帝政
の誕生が美しい映像で再現された。

●出演：ジェラルド・バトラー／レ
ナ・へディー／デイビッド・ウェナ
300〈スリーハンドレッド〉 ム（2007年作・カラー・117分・日本
商品番号
52132
語吹き替え付）
© 2007 Warner Bros. Entertainment Inc.
ご愛用者価格 1,429 円
All rights reserved.

後に
『300
〈 ス リ ー・ハ ン ド
レッド〉
』
の題材にもなった紀
元前 世紀の
“ペルシャ戦争”
。
わずか300人の軍勢を率い
て 万人を超えるペルシャ軍
に挑んだスパルタ王レオニダ
スの雄姿。激烈な死闘の足跡。

レオニダス率いる精鋭３００人のスパルタ軍

が、 万の巨大軍勢ペルシア軍を迎え撃った。
迫力のアクションと斬新な技術で映像革命
を起こした衝撃の歴史スペクタクル大作。
10

3,800円

桁違いのペルシア軍に立ち向う
人類史上最強の男たちの勇姿

ご愛用者価格

※DVDプレーヤー
によってはご覧に
なれない場合があ
ります。詳しくは
26、27頁の欄外を
ご覧下さい。

6

古 代 ロ ーマ 時 代 の 最 大 の 英 雄 カ エ サ ル
と、その盟友でありライバルでもあるポ
ンペイウスの物語を軸にした壮大な歴史
絵巻。アメリカのＨＢＯとイギリスのＢ

紀 元 前 年、エ ジ プ ト を 征 服
し た カ エ サ ル は、手 柄 を 立 て
たランダスに政敵クラッススの
動きをさぐるよう命じた。実は、
彼こそ がスパルタカスの遺 児
で あ り、 ク ラ ッ ス ス は 父 の 仇
だ っ た …。 剣 闘 士 ス パ ル タ カ
スに遺児がいたという設定で
描かれる冒険アクション映画。

※ブルーレイディスクを再
生するにはブルーレイ対応
プレーヤーが必要です。

©The War Lord © 1965 Universal Pictures Company, Inc. & Carter Management Company, Inc. All
Rights Reserved.TM & © 2018 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED. DISTRIBUTED BY
MEDALLION MEDIA UNDER EXCLUSIVE LICENCE
FROM HOLLYWOOD CLASSICS INTERNATIONAL
LTD. ON BEHALF OF UNIVERSAL STUDIOS INTERNATIONAL BV.

15

5

●出演：ケヴィン・マクキッド／レイ・スティーブンソン／キアラン・ハインズ／ケネス・クラム
（2005～2007年作・全22話・カラー・1192分・日本語吹き替え付）
©2008 Home Box Office, Inc. Distributed by Warner Home Video Inc. All rights reserved. HBO ® Home Box OfficeSM,
RomeSM are service marks of Home Box Office, Inc.

富と権力をほしいままにし 製作費なんと２００億円以上
愛欲の限りを尽くした一族 古代ローマの過激な愛と策謀

60155

世 紀 の ロ ー マ。新 ロ ー マ
教皇の座に就いたアレクサ
ン デ ル 世 は、阻 む も の を
卑劣な手段を駆使してまで
退け、勢力を拡大していく。
富、 権 力、 愛 欲 … 全 て を 手
にした史上最もスキャンダ
ラスなローマ教皇とその一
族 を、壮 大 な ス ケ ー ル の 映
像と豪華絢爛な美術・衣装で
描 き 出 す。実 在 の 教 皇 一 族
を描く衝撃の歴史ドラマ。

商品番号

名優チャールトン・ヘストンが魅せたス
ペクタクル巨編。ヘストンが映画化を熱
望 し た ブロー ド ウェイ 舞 台 劇 を 基 に、
ヘストン自身が企画・製作にもタッチし
た意欲作。戦乱に明け、陰謀に暮れる

世紀のノルマンディを舞台に、豪勇騎士
の愛と戦い、壮絶な生き様を映し出す。

高画質
HD リマスター版 DVD

大将軍

陰謀と裏切りの中世ヨーロッパ 奴隷反乱軍を率いて激闘！ 300人対 2万人─ 歴史に
動乱を戦い抜いた騎士の生き様 スパルタカスの息子の反逆 刻まれたかつてない激闘

熱き闘いの記録…壮大なスケールと絢 爛豪華な舞台でおくる最高の歴史絵巻

★商品のお届けは在庫状況により、10 ～ 14 日前後かかる場合がございます。★表示価格は税別です。
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手に汗握るアクション＆アドベンチャー 英雄の活躍に胸が滾る壮大な歴史絵巻
たぎ

ご愛用者価格

52284

1,400 円

●出演：ショーン・コネリー／キャンディ
ス・バーゲン／ブライアン・キース
（1975
年作・カラー・119分・日本語吹き替え付）

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

© 2014 Constantin Film International GmbH and
Impact Pictures（POMPEII）Inc.

●出演：キット・ハリントン／エ
ミリー・ブラウニング／キャリー
=アン・モス
（2014年作・カラー・
105分・日本語吹き替え付）

ポンペイ
商品番号

52604

ご愛用者価格

1,143 円

●出演：エリザベス・テイラー／リチャード・バートン／レックス・ハリスン
（1963年作・カラー・251分・日本語吹き替え付一部日本語字幕）
© 2016 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

カラー作品

●出演：ロッサナ・ポデスタ／ジ
ャック・セルナス
（1956年作・カ
ラー・121分・日本語字幕）
© 1956 Warner Bros. Entertainment Inc.

ヘレン・オブ・トロイ
商品番号

51535

ご愛用者価格

2,980 円

1

キング・オブ・エジプト
商品番号
ご愛用者価格

60022

1,143 円

●出演：ブレントン・スウェイツ／ニ
コライ・コスター=ワルドウ／ジェラ
ルド・バトラー（2016年作・カラー・
127分・日本語吹き替え付）

●出演：ユル・ブリンナー／ジョ
ージ・チャキリス／シャーリー・
アン・フィールド（1963年作・
カラー・108分・日本語字幕）
©2011 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All
Rights Reserved. Distributed by Twentieth Century
Fox Home Entertainment LLC.

太陽の帝王
商品番号

15186

ご愛用者価格

★右記のカードでカード支払いもできます。 カード専用電話 03-5823-1370

1,800円

エリザベス・テイラーが熱演 残虐な暴君から王座を奪還せよ 忽然と歴史から消えたマヤ族
絶世の美女の一生涯を追う 父の恨みを晴らす息子の冒険譚 その謎に迫る一大スペクタクル

商品番号

©1975 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.
ALL RIGHTS RESERVED.

3752

1,419 円

敵部族の襲撃に遭いマヤ八代目の王であった父を殺された
バラーム王子は、生き残ったマヤ族を引き連れて海を渡り
テキサスへと流れ着く。新たなる土地で生きようとする彼

風とライオン

ご愛用者価格

らにインディアンの酋長が戦い
を挑む。２大スターが競演。
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1,400 円

1,419 円

商品番号

兄王を謀殺し暴君となった弟に支配された古
代エジプト。先王の息子は王の君臨に必要な
「神の眼」
を盗み出すべく、一人の盗賊青年と
旅に出る。スリル満点のスペクタクル冒険劇。

ご愛用者価格

52281

52603

ご愛用者価格

政敵ポンペイウスを追ってエ
ジプトに上陸したローマ軍の
シーザーを虜にしたのはクレ
オパトラの美貌と英知だった。
絶世の美女クレオパトラの情
熱と悲哀に満ちた生涯を壮大
な歴史絵巻として紡いだ傑作。

商品番号

商品番号

クレオパトラ
DVD 3枚組

自らを犠牲に愛を貫く強靭戦士 壮大に描く伝説のトロイ戦争
人類史上最大の悲劇を克明に 史上最大の愛のための戦い

ニコライとアレクサンドラ

エクソダス：神と王

10

ョン満載で描いた大作。コネリー扮
するリフ族の首長が格好良く、キャ
ンディス・バーゲンが美しかった。

©1971, RENEWED 1999 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.
ALL RIGHTS RESERVED.

権勢を振るうようになり…。ロマノフ王
朝の凋落を描いた大河歴史ロマン。トム・
ベイカーの怪僧ぶりにも注目。

●出演：マイケル・ジェ
イストン／ジャネッ
ト・サズマン／フィオ
ナ・フラートン
（1971年
作・カラー・188分・日
本語字幕）

●出演：クリスチャン・ベール／
ジョエル・エドガートン／ジョン・
タトゥーロ／シガーニー・ウィー
バー
（2014年作・カラー・150分・
日本語吹き替え付）

10

奴隷となり無敵の剣闘士へと成長したマイロと、町の有 スパルタの王妃ヘレンとトロイの王子パリスの悲恋を絡
力者の娘カッシアが身分違いの恋に落ちた。しかし、身 めながら、トロイ戦争の激戦の模様に迫る。
『風と共に
分の違いをつきつけられ町を離れようとしたその時、
去 り ぬ 』の マ ッ ク ス・ス タ イ
ヴェスビオ火山が大噴火する…。
ナーの音楽でシーンが盛り上
がり、ロッサナ・ポデスタの
可憐さに酔いしれた…。 万
人を投入して古代戦争を再
現した大迫力の戦闘が圧巻。

1,400 円

©1970 RENEWED 1998 COLUMBIA
PICTURES INDUSTRIES, INC. ALL
RIGHTS RESERVED.

© 2015 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

本物さながらの
「 の奇跡」
の映像に大興奮 族長と米大統領の緊迫の駆け引き

ご愛用者価格

52283

40

ナイル川が血に染まり、蛙や虻が大量発生する アメリカ大統領ルーズベルトと互角
などエジプト全土で“ の奇跡”が起こる中、 に渡り合ったモロッコの遊牧民の英
その奇跡に導かれ、偉大な勢力を持つエジプト 雄ライズリーの活躍を迫力のアクシ
王に反旗を翻した
男がいた。その男、
モーゼがたった一

商品番号

人で 万人のヘブ
ライ人奴隷を救う。

クロムウェル

政に反旗を翻して市民革命を起こしてい ロシア帝国の王室で皇太子が病にかかっ
く。一旦は革命を成功させるがやがて彼 たが、怪僧ラスプーチンの不思議な力で
の政治は独善的になっていき…。
危機は救われた。以来、ラスプーチンは

●出演：リチャード・ハリス
／アレック・ギネス／ロバ
ート・モーレイ
（1970年作・
カラー・140分・日本語字幕）

ピューリタン革命の指導者の波乱の生涯 ロマノフ家滅亡の悲劇を描く壮大叙情詩

１６４２年のイングランド。政治家で優
れた軍人でもあるオリバー・クロムウェ
ルは議会派を率い、チャールズ 世の暴

1
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53303

商品番号

月づき 2,100 円× 5 回
（分割払価格 10,500 円）

10,000円

1,429 円

●出演：エイミー・イップ／村上麗奈／鮎川
真理
（1991年作・カラー・94分・日本語字幕）

中国エロス文学の古典「金瓶梅」を映画化。
西門慶は人妻の潘金蓮と関係を持つ。熟
れた身体を持て余していた彼女は、言わ
れるがまま
に夫を毒殺
し …。 若 き
日 の ジャッ
キ ー・ チ ェ
ンの出演も

金瓶梅
商品番号

© 2004 CELESTIAL PICTURES
LTD. All Rights Reserved.

59051

ご愛用者価格
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1,429 円

見どころ。

●出演：ピーター・ヤン／タニー・テ
ィエン／ジャッキー・チェン
（1974
年作・カラー・111分・日本語字幕）

ジンギスカン
商品番号

53028

ご愛用者価格

3,800 円

●出演：オマー・シャリフ／スティーヴン・
ボイド／フランソワーズ・ドルレアック
（1965年作・カラー・126分・日本語字幕）
※DVDプレーヤーによってはご覧になれない
場合があります。詳しくは、26、27頁の欄外
をご覧下さい。

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

大幅値下げ!
三国志演義

DVD 4枚組
商品番号
ご愛用者価格

4757

5,000円

●出演：スウェン・イェンジュン／タン・クオ
チアン／ラク・セクミン／バオ・ゴァチュン／
ウー・シャオトン／ホン・ユージォー（1994
年作・カラー・831分・日本語字幕）

7

全7話／13時間51分

●出演：ヤンスーミン／タンリー
ウエイン（2004年作・カラー・
450分・日本語字幕）

新・金瓶梅

© I N T E C,inc

DVD 5枚組
商品番号
ご愛用者価格

8958

6,000 円

全5話／7時間30分

4

セット内容
第1章「運命愛の序曲」
（90分）
第2章「狂おしい愛」
（90分）
第3章「官能の愛」
（90分）
第4章「極限の愛」
（90分）
第5章「永遠の愛」
（90分）

中国の発禁淫書を映像化
艶めかしい官能歴史絵巻

59050

ご愛用者価格

の
12,600 円ところ

10

明の時代に書かれ、
「淫書」
として何度
も発禁処分されながら隠し継がれてき
た古典艶小説を、妖艶な映像で大胆リ
メイク。暴君に手籠めにされ、妾にさ
れながらも、命懸けで一人の男を愛し
続けるヒロインの姿が胸に迫る。美し
さ故に心身を弄ばれる哀しき女の性。
人間の果てしない欲求と快楽への探求
を赤裸々に描く官能絵巻をこの機会に。

商品番号

モンゴル大帝国を築いたジンギス・カンの半生を描く大河ロマン。諸部
族が争っていた激動の世に育ったテムジンは、父の処刑を目のあたり
にし、民族統合の野望を胸にモンゴル帝国建設へと邁進していく。

デジタル・リマスター版

中国の三大性典である『玉蒲団』を
原作に、馬の性器を移植して世界

Sex＆禅／
中国絶倫珍珍秘伝

一の絶倫男
になった青
年が性の修
行を繰り広
げつつ、 め
くるめく官
能の世界を
展開するが
…。

© 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved.

大平原を駆け抜けた征服王の波乱半生

ご愛用者価格

収録内容：
DISC1（234分）
①
「桃園の誓い」
②
「官渡の戦い」
DISC2（241分）
③
「赤壁の戦い」
④
「夷陵の戦い」
DISC3（237分）
⑤
「南征の戦い」
⑥
「空城の計」
DISC4（119分）
⑦
「秋風五丈原」

日本でも絶大な人気を誇る時代小説「三国志演義」を製作費

劉邦と項羽 上巻＆下巻

DVD 8枚セット

中国三大性典
『玉蒲團』
の世界 これぞ中国古典エロスの極致

収録内容 ●全てカラー・日本語字幕
「上巻」
（1〜18話・810分）
「下巻」
（19〜35話・765分）
DISC1: 泗
 水の亭長／劉邦挙兵する／ DISC1: 反
 間の計／榮陽脱出／成皐の戦
沛公に立つ／秦打倒を誓う／
い／成武山の対決／楚漢停戦す
劉項盟約を結ぶ
DISC2: 垓
 下の大戦／鳥江に死す／劉
DISC2: 関
 中へ／秦の滅亡／法三章を
邦 皇帝になる／韓信を捕う
約す／鴻門の会／屈辱漢王
DISC3: 劉
 邦白登山に包囲される／成
DISC3: 浅
 道を焼く／韓信 漢へ／大
陽に都を移す／内憂外患／
将軍を拝す／士気高まる
韓信の最期
DISC4: 劉
 邦三秦を平定／劉邦大敗を DISC4: 太
 子を争う／英布謀反／故
郷沛県／劉邦死す
喫す／英布投降す／榮陽を守る

●出演：劉文冶／于小慧／王
剛／李宏偉
（1997年作・全35
話・1575分）

１００億円を投じて描いた伝説の名将
人類が創造した最高最大の大河ロマン

5

１００億円、出演者延べ 万人、 年の歳月をかけ、中国が
国家プロジェクトとして完成させた歴史巨編。群雄割拠する
後漢末期、中国覇権を狙う魏・呉・蜀の三国の三つ巴の壮絶
な争いを重厚かつ壮大に描く。
。
「桃園の誓い」や「赤壁の戦い」
など、三国志を語る上で外せない エピソードを収録。

秦の始皇帝崩御により中国各地で反乱が起こった。秦
に 滅 ぼ さ れ た 楚 国 の 将 軍 の 孫・ 項 羽 と、 沛 県 で 民 衆 の
支 持 を 得 て 勢 力 を の ば し た 劉 邦。 兄 弟 の 契 り を 結 び 協
力 し あ い 秦 を 倒 し た 二 人 だ っ た が、 秦 が 滅 び る と 天 下
を 奪 い 合 う ラ イ バ ル と な っ た。 両 者 の 死 闘 は 年 に も
及び、ついに最後の決戦の時を迎える…。中国中央電
視台が製作、全 話でおくる史劇ドラマの傑作。

35

項羽と劉邦の熾烈覇権争い
天下分け目の最後の決戦へ

絶世の美女や伝説の英雄たちが心を揺 さぶる野望渦巻くアジアの歴史ドラマ

★弊社与信基準外は代金引換払いのお願いをすることもございます。★表示価格は税別です。
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荒野に火花を散らす名優たちの競演
これがまた観たかった─壮絶ガンプ …華麗な早撃ちに胸滾
レイ、孤高の男達、心躍る傑作西部劇
る傑作西部劇
たぎ

ご愛用者価格

3,800 円

オクラホマ巨人
商品番号

●出演：ジョージ・Ｃ・スコット／フェイ・ダナウェイ／ジョン・ミルズ／
ジャック・パランス／ウィリアム・ラッキング／ハーヴェイ・ジェイソン
3,800 円 （1973年作・カラー・112分・日本語字幕）

60360

ご愛用者価格

商品番号

55441

ご愛用者価格

27

※注意：

3,800 円

●出演：ユル・ブリンナー
／リチャード・クレンナ／
レナード・ニモイ
（1971
年作・カラー・101分・日本
語字幕）
※現存するマスターに起因
するお見苦しい点がござい
ます。予めご了承ください。

ご愛用者価格

ガン・ホーク
商品番号
ご愛用者価格

55435

3,800 円

●出演：ロリー・カルホーン／ロッド・キ
ャメロン／ルタ・リー／ロッド・ローレン
（1963年作・カラー・92分・日本語字幕）
※DVDプレーヤーによってはご覧になれない
場合があります。詳しくは下部欄外の説明文
をご覧ください。

55436

3,800 円

●出演：アラン・ラッド／アーネス
ト・ボーグナイン／ケティ・フラド
／クレア・ケリー（1958年作・カ
ラー・83分・日本語字幕）
※DVDプレーヤーによってはご覧になれ
ない場合があります。詳しくは下部欄外
の説明文をご覧ください。

定住するために兄の住む町へと向かっ
た元大尉だったが、町はインディアン
の 襲 撃 を 受 け、 兄
は弓矢で殺されて
い た。 兄 が 反 撃 で
きなかったのは不
良品のライフルの
せいだと知った男
は、 売 り つ け た 人
物を探し始める。

マーベリックの黄金

ユル・ブリンナーが家畜王国テキサ
スを荒らしまわるお尋ね者の牛泥棒
に扮し、持ち主不明の黄金をめぐっ
て激烈な争奪戦を繰り広げた痛快ア
クション西部劇。二転三転する展開
と、い つ も と 違 う ユ ー モ ラ ス な ユ
ル・ブリンナーの演技が見もの。

※DVDプレーヤーによってはご覧に
なれない場合があります。詳しくは
下部欄外の説明文をご覧ください。

商品番号

ガンマンの宿命と死、
はかない愛の物語

1

悪人の土地
酒場のいざこざで父親を殺された無法者のブレイン
は、犯人を追い詰め射殺してしまう。追われの身の彼
は、以前助けた若者と共にメキシコ国境の町へと向
かう。そこはガン・ホークと呼ばれる伝説の早撃ちが
支配していて、犯罪者をかくまってくれる聖域だった。

オクラホマの丘にやぐらを建て
人で採掘を続ける女のもとに、大
手石油会社に雇われた荒くれ者た
ちがやって来た。採掘権譲渡を拒
む彼女に業を煮やし暴力に打って
出たのだ。石油にとり憑かれた
人の男女の葛藤を描く社会派作品。
3

※DVDプレーヤーによってはご
覧になれない場合があります。
詳しくは下部欄外の説明文をご
覧ください。

石油にとり憑かれた人間の欲望 牛泥棒を追うガンマンと保安官
そこから始まる愛を描く激動篇 西部の大地で男を賭けひと仕事

●出演：スターリング・ヘ
イドン／コリーン・グレイ
（19 5 4年作・カラー・8 0
分・日本語字幕）

55424

笑いと興奮とロマンスが彩る 悪の町を血塗る屍山血河の大決戦！
名優二人が魅せた異色西部劇

商品番号

廃鉱状態の金鉱山に密か
に眠る金塊。そのお宝を
巡る争いに手に汗 握る。
アラン・ラッドとアーネス
ト・ボー グナインの個 性
が生かされた、友情と復
讐の物語で、無実の罪で
投獄された男が自分を陥
れた悪党一味に復讐を果
たす様が実に痛快。ジョ
ン・ヒューストン監督の名
作
『アスファルト・ジャン
グル 』
の 設 定 を巧 み に西
部劇に置き換えてリメイ
クされた異色西部劇。

赤い谷

脱走兵が騎兵隊を率いて
先住民との激しい攻防戦

逃走のため幌馬車隊に身を隠そうとした脱走
兵が、谷間で先住民に襲われて瀕死の少佐を
見つけた。彼の最後の言葉に従い、少佐に成
りすました男は騎兵隊を率いて砦へと向かう
…。銃撃戦に接近戦、先住民との間で繰り広
げられる一進一退の攻防戦は見応え十分。

※DVDプレーヤーによってはご
覧になれない場合があります。
詳しくは下部欄外の説明文をご
覧ください。

※DVDプレーヤーによってはご覧に
なれない場合があります。詳しくは
下部欄外の説明文をご覧ください。

暴力部落の対決
商品番号
ご愛用者価格

55426

3,800 円

●出演：ランドルフ・スコット／ジェー
ムズ・クレイグ
（1957年作・モノクロ・
88分・日本語字幕）

ディスクは2007年以前に製造されたDVDプレーヤー、2011年以前のシャープ製のDVDプレーヤーでは再生できません。ご使用の プ レーヤーをよくご確認の上、
ご注文お願いいたします。ご使用のプレーヤーで再生可能かどうかは右記までお問合せください。
（株）
ディスク・ロード 電話03-6229-3287

26

荒野に火花を散らす名優たちの競演
荒野を駆けめぐる熱き姿に胸が躍った！煌くスターたちが魅せた異色西部劇
…華麗な早撃ちに胸滾る傑作西部劇
たぎ

3,800 円

ご愛用者価格

ガン・ファイター 高画質
HDリマスター版
商品番号

4,800 円

55408

ご愛用者価格

3,800 円

商品番号

BD 60168

ご愛用者価格

4,800 円

●出演：ロバート・ショウ／マーティン・
ランドー／テリー・サヴァラス／ステラ・
商品番号
55419
スティーヴンス／フェルナンド・レイ
ご愛用者価格 1,670 円 （1971年作・カラー・97分・日本語字幕）

HD マスター版

29

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

10

１８９５年、教会がメキシコ革命軍によって襲撃され、

高画質

荒野のライフル

神父や信者たちが虐殺された。その惨劇から 年後、盗
賊団によって支配されていた町に夫を殺されたという女
がやって来た。
『ジョーズ』
の船長役で知られるロバー
ト・ショウや
『刑事コジャック』
のテリー・サヴァラスら、
日本でもお馴染みのスターが共演した西部劇アクション。

※ブルーレイディスクを再
生するにはブルーレイ対応
プレーヤーが必要です。

商品番号

60278

ご愛用者価格

1,670 円

●出演：マピ・ギャラン／ヴァ
シリ・カリス／アルベルト・フ
ァーレイ
（1987年作・カラー・
96分・日本語字幕）

さらば荒野 高画質
HDリマスター版

THE HUNTING PARTY © 1971 Metro-Goldwyn-Mayer Studios
Inc. All Rights Reserved. Package Design © 2018 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

●出演：キャンディス・バーゲン／ジー
ン・ハックマン／オリヴァー・リード
ご愛用者価格 3,800 円 （1971年作・カラー・111分・日本語字幕）

商品番号

55434

ライジング・スターの伝説 高画質
HDマスター版

●出演：セバスチャン・ハリソン／ローラ・
フォルネル／アルベルト・ファーレイ
ご愛用者価格 1,670 円 （1986年作・カラー・95分・日本語字幕）

商品番号

55427

★詳しいお申込み方法は、最終ページをご覧ください。★表示価格は税別です。

先住民に育てられた白人の正義の戦い

HDリマスター版 DVD

HDマスター版

先住民に育てられた白人青年が美しい娘を巡って酋長
の実子である義兄と対立、誤って彼を死なせてしまっ
た。部族を追われ白人社会へと戻るが、先住民を迫害
する白人を目の当たりにし、報復のために立ち上が
る。ラストの戦いが実に熾烈なマカロニ・ウエスタン。

高画質 テキサス HDリマスター版 高画質

テキサス

愛は憎しみを越えて

愛を知った無法者とある人妻の逃亡劇

© 1966 Universal Pictures. Renewed 1994 by Universal Studios. All Rights Reserved.
TM & © 2018 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED. DISTRIBUTED BY MEDALLION
MEDIA UNDER EXCLUSIVE LICENCE FROM HOLLYWOOD CLASSICS INTERNATIONAL LTD. ON
BEHALF OF UNIVERSAL STUDIOS INTERNATIONAL BV.

高画質

美貌の人妻を誘拐した男が、荒野を彷徨ううち、その女性を深く愛す
るようになる。しかし、彼女の夫は討伐隊を組織して、二人を執拗に
追って来るのだった…。無法者に誘拐された人妻が男の優しさに触れ、
共に生きようと逃亡を続けていく、愛と復讐をテーマにした異色作。

●出演：ディーン・マーティン
／アラン・ドロン／ローズマ
リー・フォーサイス
（1966年
作・カラー・101分・日本語吹
き替え付一部日本語字幕）

© 1961 BRYNA PROD., S.A. & UNIVERSAL PICTURES COMPANY, INC. RENEWED 1989 UNIVERSAL
STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED.
TM & © 2018 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS
RESERVED. DISTRIBUTED BY MEDALLION MEDIA
UNDER EXCLUSIVE LICENCE FROM HOLLYWOOD
CLASSICS INTERNATIONAL LTD. ON BEHALF OF
UNIVERSAL STUDIOS INTERNATIONAL BV.

アラン・ドロンとディーン・マーティンが豪華競演。お尋
ね者のスペイン公爵が射撃の腕を見込まれ開拓民のテキ
サス男の用心棒になった。しかし公爵は次々に騒動を巻
き起こす。アラン・ドロンの二枚目半ぶりとマーティン
のタフガイぶりが好対照で、二人の
掛け合いがすこぶる楽しい。コマン
チ族とのド派手な銃撃戦も見所。

※ブルーレイディスクを再
生するにはブルーレイ対応
プレーヤーが必要です。

BD 55412

ご愛用者価格

商品番号

●出演：ロック・ハドソン／カーク・ダグラ
ス／ドロシー・マローン
（1961年作・カラ
ー・112分・日本語字幕）

1

父親や仲間を皆殺しにされた
美しき女戦士の壮絶な復讐劇

55409

商品番号

先住民の集落が南軍の残党たちに襲撃され、皆殺
しにされてしまった。たった 人生き残った酋長
の娘ヤリンも一味のボスである大佐に捕らえられ
てしまう。隙を見て逃げ出した彼女が悪党どもを
血祭りにあげていくマカロニ・ウエスタン。野生味
あふれるヒロインに惹きつけられ、キレのあるア
クションと激しいバイオレンスに圧倒される。

HDリマスター版 DVD

保安官とお尋ね者に扮し コマンチ族を敵に暴れまくる 盗賊団が支配する町に響く銃声
大スターが荒野で激突 アラン・ドロンの痛快西部劇 豪華スター共演のウエスタン

当時ハリウッドNo
. １のスターだっ
たロック・ハドソンと、
『 スパルタカ
ス』を撮り終えたばかりのカーク・ダ
グラスが競演。保安官ハドソンとお
尋ね者ダグラス、牛１０００頭の移
動を手伝うため、一旦休戦した二人
がいよいよ宿命の対決を迎える。牛
の群れが駆け抜けるシーンは圧巻。

ガン・ファイター 高画質

2

28

荒野に火花を散らす名優たちの競演
我が心のジョン・ウェイン…見事な銃捌き、
…華麗な早撃ちに胸滾
男気に惚れ惚れした想い出の西部劇
る傑作西部劇
たぎ

商品番号
ご愛用者価格

4778

1,800円

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

ジョン・ウェイン

『11 人のカウボーイ』

『リオ・ロボ』
『勇気ある追跡』

『リオ・ブラボー』

『チザム』

『100 万ドルの血斗』

セット内容 （単品販売もしています。各1,429円）

© 1969 Paramount Pictures, Hal B.
Wallis and Joseph H. Hazen. All Rights
Reserved. TM, ® & Copyright © 2010 by
Paramount Pictures. All Rights Reserved.

分・日本語字幕）
© 1972 Warner Bros. Entertainment Inc.

『エルダー兄弟』●共演：
All Rights Reserved.
ディーン・マーティン／マ
商品番号
3874
商品番号
55070
ーサ・ハイヤー
（1965年
作・カラー・122分・日本語 『チザム』●共演：フォレス 『100万ドルの血斗』●
字幕）TM & Copyright © 1965 by ト・タッカー
（1970年作・カ 共 演：モーリン・オハラ
商品番号
55069
Paramount Pictures, Hal B. Wallis and
ラー一部モノクロ・111分・ （1971年作・カラー・110分・
Joseph H. Hazen and John Wayne. All
『リオ・ブラボー』●共演： Rights Reserved. TM, ® & Copyright © 日本語字幕）
日本語吹き替え付）© 1971
by Paramount Pictures. All Rights
© 1970 Warner Bros. Entertainment Inc.
ディーン・マーティン／ 2010
BATJAC PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS
Reserved.
RESERVED. TM, ® & Copyright © 2010 by
リッキー・ネルソン
（1959
Paramount Pictures. All Rights Reserved.
商品番号
商品番号
3901
55067
年作・カラー・141分・日本
商品番号
55135
語字幕）© 1959 Warner Bros. 『エル・ドラド』●共演：ロ 『リオ・ロボ』●共演：ホル

『捜索者』●共演：ジェフリ
ー・ハンター／ナタリー・
ウッド
（1956年作・カラ
ー・120分・日本語字幕）

Entertainment Inc.
商品番号

ジョン・ウェイン西部劇
DVD 12作セット
商品番号

55300

月づき 2,300 円× 8 回
（分割払価格 18,400 円）

ご愛用者価格

17,148 円

55032

『リバティ・バランスを
射った男』●共演：ジェー
ムズ・スチュワート／ヴェ
ラ・マイルズ（1962年作・
モノクロ・123分・日本語
字幕）TM & Copyright © 1962 by
Paramount Pictures and John Ford
Productions. All Rights Reserved. TM, ®
& Copyright © 2010 by Paramount
Pictures. All Rights Reserved.
商品番号

3968

バート・ミッチャム／ジェ
ームズ・カーン
（1966年
作・カラー・126分・日本語
字幕） TM and Copyright © 1966
Paramount Pictures and Laurel
Productions. All Rights Reserved.TM, ®
& Copyright © 2010 by Paramount
Pictures. All Rights Reserved.
商品番号

3900

ヘ・リヴェロ／クリストフ 『ジョン・ウェイン 大列
ァー・ミッチャム
（1970年 車強盗』●共演：アン=マ
作・カラー・114分・日本語 ーグレット／ロッド・テイ
吹き替え付）
ラー
（1972年作・カラー・
© 1970 MALABAR PRODUCTIONS, INC.
92分・日本語字幕）
ALL RIGHTS RESERVED. TM, ® & Copyright © 2010 by Paramount Pictures. All
Rights Reserved.
商品番号

商品番号

55068

55140

『ビッグケーヒル』●共
演：ジョージ・ケネディ
『勇気ある追跡』●共演： 『11人のカウボーイ』●
（1973年作・カラー・102
キム・ダービー／グレン・キ 共演：ロスコー・リー・ブラ
分・日本語字幕）
ャンベル
（1969年作・カ ウン／ブルース・ダーン
商品番号
55066
ラー・129分・日本語字幕） （1971年作・カラー・134

★全商品ともビニール開封後の返品はお受けできません。★表示価格は税別です。

ミスター西部劇、
我らがジョン・ウェインの集大成

31

1,800円

騎兵隊

西部劇の神様ジョン・フォー

ご愛用者価格

4779

© 2011 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
All Rights Reserved. Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.

ドに見いだされ、アメリカを

商品番号

●出演：ジョン・ウェイン／ウィ
リアム・ホールデン／コンスタ
ンス・タワーズ
（1959年作・カ
ラー・120分・日本語字幕）

人の

アラスカ魂

2,000 円

※DVDプレーヤーによってはご覧になれ
ない場合があります。詳しくは26、27頁
の欄外をご覧下さい。

南北戦争のさなか、北軍のマ
ーロー大佐は敵の補給基地を
叩く計画を立てる。犬猿の仲
の軍医ケンドール少佐と衝突
しながらも、彼は計画を実行
していく…。ジョン・ウェイ
ンの豪傑ぶりが見もの。

© 2011 Twentieth Century Fox Home
Entertainment LLC. All Rights Reserved.

ゴールドラッシュに沸くアラスカを舞台に描かれる、金
鉱権を巡っての争いと男の熱い友情、そして酒場女との
恋。我らが名優ジョン・ウェインが初めてコメディに挑
戦したことでも話題になった。

●出演：ジョン・ウェイン／スチ
ュアート・グレンジャー／アーニ
ー・コバックス
（1960年作・カラ
ー・122分・日本語吹き替え付
一部日本語字幕）

© 2014 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserve

60252

ご愛用者価格

1

代表する大スターとなったジ

1,419 円

商品番号

誇り高き騎兵隊映画の最高峰
巨匠ジョン・フォードの痛快作

ご愛用者価格

HD リマスター版

ョン・ウェイン。もう

55152

●出演：ジョン・ウェイン／ヴェラ・
ラルストン
（1949年作・モノクロ・
100分・日本語字幕）

師ハワード・ホークスの痛快

商品番号

ケンタッキー魂

アクション
『リオ・ブラボー』
、

コマンチェロ

高画質

念願のアカデミー主演男優賞

テキサス警備隊大尉と賭博師
が手を組み、コマンチ族に武
器を密売し悪事を働かせる悪
徳 商 人 た ち の 撲 滅 を 図 る。
ジョン・ウェインが悪徳商人
たちを次々と懲らしめるガン
アクションが痛快で格好良
かった娯楽ウエスタン。
●出演：ジョン・ウェイン／スチ
ュアート・ホイットマン
（1961
年作・カラー・108分・日本語吹
き替え付一部日本語字幕）

帝王が魅せた華麗なガンプレイ 恋や喧嘩に明け暮れる男たち
悪徳商人に正義の銃弾が炸裂 コメディタッチのウエスタン

1,429 円

を獲得した
『勇気ある追跡』
な

55031

ご愛用者価格

●主演：

ど、どれをとっても名作ばか

商品番号

りの 本。青春の記憶に残る

西部開拓史 特別版

熱きガンファイト、男気溢れ

© 1962 A Warner Bros. Entertainment Inc.
All Rights Reserved.

る活躍に再び胸が滾る。

50

スター総動員のウエスタン大作 ジョン・ウェイン製作・出演
一家三代に亘る西部開拓の歴史 痛快娯楽活劇の決定版！

フランス人開拓地の略奪を巡る悪党と英
西部開拓期に生きた家族の激動の 年をオムニバス形式
雄たちの戦いに、恋を絡ませたジョン・ウ
で描いた大作。監督はジョン・フォード、ヘンリー・ハサ
ェ イ ン 製 作 の 痛 快 娯 楽 作。
ウェイ、ジョージ・マーシャルと巨匠揃い。役者にもジョ
彼の豪快な演技、ロマンス
ン・ウェイン、ヘンリー・フォンダら錚々たる顔ぶれ。激
など見どころ盛りだくさん。
流下りに野牛の暴走、機関車の転覆など、大迫力のシー
悪漢とナポレオン兵士たち
ンが満載。西部劇の面白さをまとめて堪能できる大作。
の激しい打ち合いは圧巻。

●出演：ヘンリー・フォンダ／
キャロル・ベイカー／ジョン・
ウェイン
（1962年作・カラー・
164分・日本語字幕）

12

30

荒野に火花を散らす名優たちの競演
60〜70年代もうひとつの西部劇に夢中 になった…マカロニ・ウエスタン傑作選
…華麗な早撃ちに胸滾る傑作西部劇
たぎ

商品番号

55400

ご愛用者価格

1,670 円

ウエスタン
商品番号

55216

ご愛用者価格

33

1,429 円

ラバに乗って場末の町パソ・ブラ
ボ ー に や っ て 来 た 男 が、着 い た
早々銃撃戦に
巻き込まれる。
町を牛耳る一
味に対峙する
流 れ 者。 ク ラ
イマックスの
激しい銃撃戦
は迫力あり。

パソ・ブラボーの流れ者

© Licensed by MOVIETIME SRL – Rome –
Italy. All Rights reserved.

●出演：アンソニー・ステファン／グラウコ・オノラート／ステ
リオ・カンデッリ
（1971年作・カラー・94分・日本語字幕）

●出演：アンソニー・ステファン／エドゥア
ルド・ファヤルド ／ジュリア・ルビーニ
（1968年作・カラー・92分・日本語字幕）

©Licensed by COMPASS FILM SRL -Roma- Italy, All Rights Reserved.

●出演：ランド・ブッツァンカ／ライ
モンド・ヴィアネロ
（1966年作・カラ
ー・93分・日本語字幕）

夕陽のギンコーマン
商品番号

55433

ご愛用者価格

●出演：クラウディア・カルディナーレ／ヘンリー・フォンダ／ジェ
イソン・ロバーズ
（1968年作・カラー・165分・日本語吹き替え付）
© 1968 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. TM, ® & COPYRIGHT
© 2011 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

1,670 円

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

『怒りの用心棒』

『増える賞金、死体の山』

お買い得

セット内容
（1973年作・86分）
年作・109分）
演：ミシェール・メルシェ
●全てカラー・日本語字幕 『地獄から来たプロガンマン』『裏切りの荒野』
●出演：フラ （1968年作・87分）
1作あたり
円 『ケオマ･ザ･リベンジャー』●出演： ●出演：アンソニー・ステフ ンコ・ネロ
●出演：フラン
（1968年作・97分）『真昼の用心棒』
マカロニ・ウエスタン フランコ・ネロ（1976年作・97分） ァン（1966年作・96分） 『バ ン ディド ス 』●出演： コ・ネロ（1966年作・90分）
●
『情無用のコルト』
●出演： 『怒りのガンマン 銀山の大 エンリコ・マリア・サレルノ 『続・さすらいの一匹狼』
傑作選
出演：ジュリアーノ・ジェンマ
スティーブン・フォーサイス 虐殺』
●出演：リー・ヴァン・ク （1967年作・91分）
DVD 13 作セット （1965年作・79分）
●出演：アンソニ （1965年作・94分）
リーフ
（1972年作・100分） 『荒野の棺桶』
商品番号
55438
『増える賞金、死体の山』『怒りの用心棒』
（1965年作86分） 『虹に立つガンマン』●出演：ブラ
●出演：ジ ー・ステファン
●出演：ジャンニ・ガルコ ュリアーノ・ジェンマ
（1969 『傷だらけの用心棒』
●出 イアン・ケリー（1968年作・92分）
ご愛用者価格 7,800円

600

★商品のお届けは在庫状況により、10 ～ 14 日前後かかる場合がございます。★表示価格は税別です。

印象的な音楽と壮絶な銃撃戦、
問答無用の面白さに痺れた

1,670円

ジ ュ リ ア ー ノ・ジ ェ ン マ、フ ラ ン コ・ネ ロ、ジ ャ ン

55375

流れ者が町を牛耳る一味と対決

ご愛用者価格

ニ・ガルコ…。荒野に佇むスターが自慢の銃で、な

商品番号

らず者たちを次々とほうむりさる。アウトローの一

高画質

復讐のガンマン・
ジャンゴ HD マスター版

匹狼が魅せる派手なガンアクション、激しい銃撃戦

1

など、ハリウッド西部劇とは一味違ったハードボイ

3

ルドな世界を持ち、暴力性も際立ったマカロニ・ウ

©2014 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Distributed
by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.

エスタンに皆が夢中だった…。正義漢ジェンマの縦

55237

横無尽の活躍に胸が熱くなる名作
『怒りの用心棒』
を

『 続 夕陽 のガンマン 』●共演：
リー・ヴァン・クリーフ／イーライ・
ウォラック
（1966年作・162分）
ご愛用者価格 2,838 円

商品番号

はじめ、想い出の作品をまとめて観るチャンス。

夕陽のガンマン
DVD 2作セット

セット内容 ●全てカラー・日本語字幕
●主演：クリント・イーストウッド
『夕陽のガンマン』
●共演：リー・ヴ
ァン・クリーフ／ジャン・マリア・ボ
ロンテ
（1965年作・132分）

電光石火の早撃ちに痺れた 無法者を執拗に追い詰める男 『夕陽のガンマン』のパロディ満載 陰謀への怒りの銃弾が炸裂

マカロニ・ウエスタン金字塔 本格派マカロニ・ウエスタン 帳簿が合わず困っていた銀行の出納係が 豪華スター共演の大西部劇
従弟を仲間に引きずり込み、狂言強盗ま
土地を巡る紛争から、鉄道会社に夫を謀
人の無法者に妻を無残に殺されたジャ
今や監督としても傑作を生み出し続ける
が
い
の
奇
策
を実行する。冒頭から
『夕陽の
殺された牧場主の妻が凄腕ガンマンを雇
ク リ ン ト・イ ー ス ト ウ ッ ド。 イ ー ス ト ンゴが、山賊のカランザを仲間に、犯人た ガンマン』
を彷彿とさせるシーンの連続に
ウッドが演じる危険な匂いを漂わせる流 ちを 人ひとり追い詰めていき、血祭り ファンなら感涙する幻の異色コメディ作品。 い報復を誓う。砂塵舞う荒野でガンマン
は、ハーモニカの音色と共に復讐を開始
れ者に胸を躍らせ、その孤独な生き様に にあげる。意表を突くガンプレイや王道
する。名優ヘンリー・フォンダには珍し
憧れた… 年代
「名無しの男」
として人気 的な展開でファンを唸らせた本格派作品。
い、凄みのある悪役ぶりは見逃せない。
を博した彼の出世作２作をセットで。
60

32

荒野に火花を散らす名優たちの競演
古き良き時代のアメリカがここに …開拓者魂が炸裂する娯楽西部劇
…華麗な早撃ちに胸滾る傑作西部劇
たぎ

3869

商品番号

1,429 円

ご愛用者価格

商品番号
ご愛用者価格

1413

1,419 円

スペシャルエディション（2枚組）
商品番号

55035

ご愛用者価格

1,429 円

商品番号

55189

ご愛用者価格

35

1,500 円

高画質

●出演：チャールズ・ブロンソン
／ヴィンセント・ヴァン・パタン／
マルセル・ボズフィ
（1973年作・カ
ラー・97分・日本語吹き替え付）

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

55391

商品番号

ご愛用者価格

1,429 円

13

©Buena Vista Home Entertainment, Inc.

アラモ 特別版（2004）
商品番号
ご愛用者価格

55420

1,429 円

©2012 Twentieth Century Fox Home
Entertainment LLC. All Rights

帰らざる河
商品番号

ご愛用者価格

57114

●出演：デニス・クエイド／ビリー・ボブ・ソーントン／
ジェイソン・パトリック／パトリック・ウィルソン／エ
ミリオ・エチェバリア／ジョルディ・モリャ（2004年
作・カラー・137分・日本語吹き替え付）

思い出すだけで心躍るマ
リ リ ン・モ ン ロ ー と ロ
バート・ミッチャムの燃
え上がるラブシーン…。
酒場歌手のケイと開拓者
のマットが、インディア
ンの襲撃から逃れるため
激流をいかだで下る。映
画音楽史に残る名曲を生
んだ西部劇の傑作。

さらばバルデス HDマスター版

一人旅の少年が、荒野に佇む一軒家に宿
を求めて駆け込んだ。その家主は野生馬
の放 牧を営 む混血の男だった。その男、
チノ・バルデスは地主マラルと対立し、つ
いには銃で決着をつけようとする。
『荒野
の七人』
の名匠ジョン・スタージェス監督。
チャールズ・ブロンソンが熱演する自然
の中に生きる孤独な男にしみじみとする。

© 1994 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

●出演：ケビン・コスナー／デニ
ス・クエイド／ジーン・ハックマ
ン
（1994年作・カラー・190分・
日本語吹き替え付）

スタンピード

1,419 円

●出演：ロバート・ミッチャム／マリ
リン・モンロー／ロリー・カルホーン
（1954年作・カラー・91分・日本語
吹き替え付一部日本語字幕）

西部男と酒場歌手の激しい愛
モンローの新しい魅力発見！

ワイアット・アープ

正義のため闘い伝説となった西部の英雄
ワイアット・アープだが、その陰には今ま
で描かれることのなかった一人の人間と
してのドラマがあった。人生への挫折感、
酒浸りの日々、妻の自殺未遂…。その知
られざる実像に迫る大作。従来のアープ
作品とは異なる重厚な作りは見応え十分。

©2013 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.
All Rights Reserved.

●出演：リチャード・ウィド
マーク／フェリシア・ファー
（1956年作・カラー・100
分・日本語吹き替え付一
部日本語字幕）

© 1965 Universal Studios. Renewed 1993 Universal
Studios. All Rights Reserved.

●出演：ジェームズ・スチュワー
ト／モーリン・オハラ／ブライ
アン・キース
（1965年作・カラ
ー・97分・日本語吹き替え付）

お尋ね者のメイスとディーの兄弟は、メキシコの国境地
メキシコからのテキサス独立を求めて、わずか２００名
帯に逃げ込むが、そこはバンドレロ
（野盗の群れ）
が潜む
の民衆が、数千のメキシコ軍を相手に 日間にわたって
不毛の地だった。荒野でのし烈な銃撃戦に手に汗握る。
アラモ砦で壮絶な攻防を繰り広げた。義勇兵のジム・ボ
ウイ、若き指揮官トラヴィス中佐、伝説の英雄デイヴ
ィ・クロケット…。伝説の男たちの戦いを迫力の映像で
綴る一方、彼らの織りなす人間模様も巧みに描き出す。

襲われた幌馬車

リチャード・ウィドマークの無骨な魅力が
炸裂。アリゾナを舞台に最後まで幌馬車を
護った男の物語。幼い時に親と死に別れ、
コマンチ族に育てられたトッドは、瀕死の
ところを幌馬車隊に救われる。しかしその
隊がアパッチ族から襲撃を受ける。トッド
はなんとか生き残った若者を安全な町まで
護衛するこ
とを決意す
るが、アパ
ッチ族の大
群が行く手
を遮る…。

© 1965; RENEWED 1993 BY PARAMOUNT PICTURES, EMBASSY PICTURES CORP. AND SOLAR
PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED. TM,® & COPYRIGHT © 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

●出演：ジェームズ・スチュワー
ト／ディーン・マーチン／ラク
エル・ウェルチ
（19 6 8年作・
カラー・107分・日本語吹き替
え付一部日本語字幕）
© 2011 Twentieth Century Fox Home
Entertainment LLC. All Rights Reserved.

バンドレロ！
商品番号

ご愛用者価格

★右記のカードでカード支払いもできます。 カード専用電話 03-5823-1370

4781

1,800 円

悪党から美しい母娘を守る 独立を求め立ち上がる民衆たち 無法者が火花を散らす銃撃戦
西部男が荒野に放つ意地と恋 メキシコ軍を相手に壮絶な攻防 美女ウェルチも花を添える

ネバダ・スミス

英国産の希少牛を売り込むため、未亡人とその娘がセン
トルイスにやって来た。カウボーイを雇って競り落とさ
れた牛をテキサスへ運ぼうとするが、悪党一味が横取り
を企んでいた。ジェ
ームズ・スチュワー
ト が母 娘 を 守って
戦う正統派西部劇。

16

●出演：スティーヴ・マックィーン／カール・マルデン／ブライ
アン・キース
（1966年作・カラー・131分・日本語吹き替え付）

マックィーンが鬼と化す 死の谷で最後の幌馬車を 荒野に名を刻む英雄アープ チャールズ・ブロンソン主演で
孤独のヒーロー復讐の旅 待ち受けていたものは？ 知られざる波瀾万丈の生涯 描き出す大平原の男の孤独

人の暴漢に両親を殺された 歳の少年が
〝ネバダ・スミス”と名を変え、ひとりず
つ仇を探し出しては復讐を遂げていく、驚
くべき実話の映画化。孤立したスミスの心
情を丹念に描く異色の西部劇。スティー
ヴ・マックィーンの早撃ちも見どころ。
3

34

60450

3,800 円

商品番号

54031

ご愛用者価格

1,429 円

●出演：リー・マービン／チャールズ・ブ
ロンソン／アーネスト・ボーグナイン
（1967年作・カラー・149分・日本語字幕）

グリーンベレー
商品番号

54030

ご愛用者価格

37

1,429 円

●出演：ジョン・ウェイン／デビット・ジャンセン／ジム・ハットン／ア
ルド・レイ／ブルース・キャボット／レイモンド・セント・ジャック
（1968年作・カラー・141分・日本語字幕）

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

60469

商品番号

4,800円

ご愛用者価格

©Hollywood Pictures Company
©Buena Vista Home Entertainment, Inc.

●出演：ジーン・ハックマン
／デンゼル・ワシントン／
ヴィゴ・モーテンセン
（1995
年作・カラー・116分・日本語
吹き替え付）

クリムゾン・タイド 特別版
商品番号

60466

ご愛用者価格

1,429 円

※お届けは1月中旬以降となります。

●出演：ユリア・ペレシルド／
ジョアン・ブラックハム
（2015
年作・カラー・123分・日本語吹
き替え付）
©2015 Kinorob., Ltd ©2015 Film
Company New People., Ltd

ロシアン・スナイパー
商品番号

53252

ご愛用者価格

4,800 円

射撃の才能を買われた大学生のリュドミラは、ソ
連の狙撃兵として次々と標的を仕留め、ナチスに
“死の女”
と恐れられる。 年弱の間に309名を
射殺した最強の女性スナイパーの壮絶な実話。

©1968 Warner Bros. All Rights Reserved.

史上最大の航空作戦

最 新 作

●出演：イヴァン・リオン／マイ
ロ・ギブソン／ステファニー・マル
ティニ
（2018年作・カラー・107
分・日本語吹き替え付）

ロシアでクーデターが勃発し、反乱軍が核ミサ
イル基地を占拠した。危機を察知した米海軍は
原子力潜水艦アラバマを出航させるが核攻撃を
巡って叩き上げの白人艦長とエリートの黒人副艦
長 が 対 立、一触 即 発の
事態へと陥ってしまう。

米軍特殊部隊
“ グ リ ー ン・ベ レ
ー”が激戦地ベトナムで未曽有
の困難を乗り越え、不屈の精神
で戦い続ける様をリアルな戦闘
シーン満載で描き出す。愛国者
と知られるジョン・ウェインが
当時の反戦ムードを憂い作り
上 げ た ベ ト ナ ム 戦 争 映 画。 自
ら国務省と国防総省に協力を
仰ぎ、監督・主演を務めた大作。

© 1967 Turner Entertainment, Co and Warner Bros. Entertainment. All Rights Reserved.

©2018 Prospect Three Ltd. All Rights Reserved

バトル・オブ・ブリテン

1

★ DVD ソフトはお使いのプレーヤーとの互換性でエラーが発生する場合があります。★表示価格は税別です。

ナチに恐れられた美しき女スナイパー

特攻大作戦

2018年劇場公開

原潜内の対立が招く核戦争の危機

12

ノルマンディ上陸作戦を目前にした１９４４年。ドイツの

作戦本部を奇襲するため、米軍少佐が 名の囚人たちから
なる特殊部隊を編成した。少佐の厳しい訓練で目覚ましい
成長を遂げた隊員たちは、ドイツ軍が占領するフランス
の古城へと向かうが…。リー・マーヴィン率いるならず者
部隊がドイツ軍相手に激戦を繰り広げる痛快アクション。

※DVDプレーヤーによってはご覧にな
れない場合があります。詳しくは、26、
27頁の欄外をご覧下さい。

第二次大戦最大の
“空の決戦”

ご愛用者価格

若き英軍パイロットたちの激闘

商品番号

１９４０年。イギリスはナチスの空からの侵
略に総力戦で立ち向かっていた。スピットフ
ァイアとメッサーシュミット、両軍主力戦闘
機が激突する壮絶な空中戦。ポーランドから
亡命してきた若きパイロットたちも、この運
命の戦いに身を投じてゆく。実機やＣＧを駆
使した迫真の空中戦に手に汗握る。

偽の売国奴

第二次大戦中の１９４２年。スウェーデンで石油商を営
むアメリカ生まれの男は、ドイツへ石油を売っていたため
に連合軍から売国奴として名前をかかげられ、周囲から
も白い眼で見られるようになった。そんな時、イギリスの
諜報部員から声を掛けられた彼は汚名をすすごうとスパ
イ活動に手を染めていくのだった。名優ウィリアム・ホー
ルデンが実在の大物スパイを演じたサスペンススリラー。

●出演：ウィリアム・ホールデン
／リリー・パルマー（1962年作・
カラー・141分・日本語字幕）

実話を基に描かれた戦争秘話 囚人ばかりのならず者部隊が 米軍特殊部隊の活躍を描いた
大物スパイの実録サスペンス 活躍する痛快戦争アクション ジョン・ウェイン渾身の大作

過酷な現実、
目を覆いたくなる戦場の狂気─魂を揺さぶる傑作戦争映画

36

ご愛用者価格

39

3,000 円

50

© 1966 Casbah Films, Inc. All rights reserved.

アルジェの戦い
商品番号

54483

ご愛用者価格

1,900円

●出演：ジャン・マルタン
／ヤセフ・サーディ
（1966
年作・モノクロ・121分・日
本語字幕）

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

ご愛用者価格

3910

1,429 円

●出演：チャールトン・ヘストン／エヴァ・
ガードナー／デヴィッド・ニーヴン（1964
年作・カラー・155分・日本語字幕）
© 1963 SAMUEL BRONSTON PRODUCTIONS. All Rights Reserved.7

●出演：トム・ステッドハム／ビル・ボ
ーヘス／ヤーロン・アーバス
（2014年
作・カラー・88分・日本語吹き替え付）

バトル・オブ・バルジ
商品番号

54482

ご愛用者価格

4,800 円

© 2014 TIKI TERRORS, LLC. All Rights Reserved.

1

40

●出演：バルトーミェイ・
トパ／
アントニー・クロリコフスキ／
フリスト・ショポフ
（2016年作・
カラー・116分・日本語吹き替
え付）

4デイズ・イン・イラク
商品番号

54266

ご愛用者価格

4,800 円

日間にわたる籠城戦の真実 たった 台の戦車を駆って 孤立無援、
絶体絶命の４日間
激動の清国と連合軍との戦い 独軍に挑んだ名も無き兵士達 イラク戦争最悪の戦闘を映画化

51786

2017年
劇場公開作

にドキュメンタリータッチで描き出した
名作。巨匠エンニオ・モリコーネの音楽
も緊張感たっぷりで素晴らしい。

商品番号

ナチの女収容所。好色の女将校は村で捕
らえた男の肉体を貪り欲求を満たす。一

獣人地獄!
ナチ女収容所

方収容所では
女将校の命令
で、絶倫獣人
が手当たり次
第に女を犯
す。残酷な生
物実験を描く
残虐エロス作
品。

●出演：ブラッド・ハリス／サルバトーレ・バッ
カロ／キム・ガッティ／マック・マゴール
（1977年作・カラー・83分・日本語字幕）

© 2017 WARNER BROS.
ENTERTAINMENT INC.
ALL RIGHTS RESERVED.

商品番号

イラク中部の都市カルバラでポーランド部隊が過激派民

3,000 円

1,429 円

北京の55日

兵に包囲され、たった 名で数倍の敵との絶望的な戦闘
に挑む。イラク戦争で起きた知られざる実話を完全映画
化。実際に使用された銃器や火器を投入して再現した戦
闘シーンは、臨場感たっぷりで誰もが息を呑む。

51785

ご愛用者価格

54827

ご愛用者価格

1900年、アメリカ海兵隊のルイス率いる外国人居
住区に住む外国人は、わずか500人の兵力で義和団か
らの攻撃に籠城で対抗する。中国で実際に起きた外国人
排斥運動
「義和団事件」
を基にした戦争スペクタクル。

商品番号

商品番号

年代初頭のフランス統治下のアルジェ
リア。フランス軍と抵抗組織の攻防を、
当事者の証言や残された記録文書をもと

ナチ第三帝国
残酷女収容所

の命令で生殖実
験が行われるな
ど、恥辱のかぎ
りを受ける。日
夜展開される恐
怖の実験を描く
バイオレンスエ
ロス。

●出演：ジョルジョ・セリオー／パオラ・
コラッジ／ミルカ・カルベン（1977年
作・カラー・90分・日本語字幕）

ナチが女囚を性の実験台に 絶倫改造人間が女囚を襲う

3,800 円

ダンケルク

●出演：フィオン・ホワイトヘッド／
トム・グリン＝カーニー／ジャック・
ロウデン
（2017年作・カラー・106
分・日本語吹き替え付）

40

ナチスの大反攻
“バルジの戦い”
に対し、連合軍は大規模
な空爆に打って出る。この時、ランス軍曹率いる米軍戦
車小隊は、独軍から民間人女性を救出。彼女の運営する
孤 児 院 が、数
時間後には空
爆で焦土と化
す敵地にある
と い う。 孤 児
たちを救うた
め ラ ン ス は、
たった 台の
戦車で最前線
への突入を決
断した…。

54484

ご愛用者価格

40

万人を救った史上最大の撤退作戦 フランス軍対抵抗勢力の死闘を描く名作

商品番号

第二次大戦中のドイツ。ナチ第５女収容所
ン軍に包囲されてしまった。だが、その では女囚を全裸にし、おぞましい拷問が繰
男こそ、伝説の最強戦士だった…。
「沈 り広げられていた。さらに冷酷な女隊長
黙」シリーズ史上初の本格戦争映画。無
敵のセガールがアフガンで大暴れする。

沈黙のアフガン

●出演：スティーヴン・
セガール／ロブ・ヴァ
ン・ダム／ティム・アベ
ル
（2 0 16年作・カラ
ー・87分・日本語吹き
替え付）

万人を救った
「ダイナモ作戦」
を迫力の映像で描いた戦争超大作。第二次大
戦中、独軍の猛攻で数十万人もの将兵達がダンケルクの海岸に追い詰められ
た。英軍は彼らを助けるため陸海空にまたがる一大撤退作戦を決行する。

泥沼の戦闘が続くアフガン山岳地帯。人
質救出作戦を決行した米軍部隊だった
が、罠にはまりベテラン狙撃兵がタリバ

© 2015 HYBRID, LLC.
ALL RIGHTS RESERVED.

最強のオヤジ、
セガールが戦場に降臨

恐怖と闘う兵士たち、衝撃の銃撃戦、圧倒的迫力で再現する世界の戦争映画

55

1

© 2015 WFDIF, MIRAMAR FILM, AGORA SA, TELEWIZJA POLSKA S.A. CANAL+, STUDIO PRODUKCYJNE ORKA SP. Z O.O., POMERANIA FILM

★DVDソフトの送料は何点でも一律880円（税別）です。但し、沖縄・島しょは1,320円（税別）別途加算です。★表示価格は税別です。

38

ご愛用者価格

10,000円

●カラー・134分・2014年作
ナレーション入

©mstv

終戦の日本…
昭和二十年 DVD 2枚組
商品番号

54155

3,800 円

宝塚

復員引揚 2

相撲巡業

セット内容 ●各60分
『知っておきたい！陸上自衛隊』
◆陸自最精鋭部隊の
過酷な訓練に密着。89式装甲戦闘車などの装備を紹介。
知っておきたい！自衛隊 『知っておきたい！海上自衛隊』
◆世界屈指の連度を
DVD 3 枚セット
誇る海自の実像に迫る。潜水艦そうりゅうなどが登場。
商品番号
53535
『知っておきたい！航空自衛隊』
◆現用機F-2の他、
日
本の空を護ってきた歴代航空自衛隊戦闘機を完全網羅。
ご愛用者価格 4,287 円

41

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

商品番号

53752

ご愛用者価格

2,500円

12

5

太平洋奇跡の作戦 キスカ
商品番号

53753

ご愛用者価格

●出演：三船敏郎／山村聰／佐藤充／中丸忠雄／志村喬／
藤田進／田崎潤／西村晃
（S40年作・モノクロ・104分）

2,500 円

第二次世界大戦中、
「日本映画社」
が戦地にカメラマンを
派遣して次々と発表した記録映画。その中から、我々日
本人の記憶にとどめておきたい国策映画を精選。世紀を
超えて戦争の意味をもう一度問い直す、歴史的映像の
数々がここにある。

©2012 ADACHI VIDEO ©2012 Liverpool

●2012年作・全てカラー
ナレーション入

日本海大海戦

収録内容：DISC1 支那事変海軍作戦記録
（66分）
DISC2 富士に誓ふ
（58分） DISC3 帝国海軍
勝利の記録
（45分） DISC4 海軍戦記
（48分）
●モノクロ・1939年〜1943
年作・217分

国策映画選集

DVD 4 枚組
商品番号

54166

ご愛用者価格

12,000円

月づき 2,500 円× 5 回
（分割払価格 12,500 円）

我々の記憶にとどめておきたい
大戦中の歴史的記録映画の数々

ご愛用者価格

©1969 TOHO CO.,LTD.

灯りが消え森閑とした東京駅に半透明の列車が音もなく
米北太平洋艦隊に包囲されたキスカ島守備隊５２００名
入ってきた。乗客はサイパンで玉砕した将兵たち…。戦
を救出すべく、日本海軍は大村少将指揮の第 艦隊を派
地で無念の死を遂げた人々が幽霊となり、戦後を生きる
遣。大村は濃霧の中、わずか 隻で敵艦隊を突破する策に
家族のもとを訪れる感動作。
出た。太平洋戦争の奇跡の救出劇を壮大スケールで描く。

京都の市場

第二次世界大戦の終結。焦土と化した日本は米英に占領 ２０１１年の東日本大震災で、あら
され、日本国民は新たなる苦難の道を歩み出した。この ためて災害派遣時における高い救援
DVDに収録されているのは終戦直後の半年間にわたる 能力を発揮した自衛隊。しかし、そ
日本の状況を、米国戦略爆撃調査団が撮影した貴重なカ の本来の任務は言うまでもなく国防
ラー映像。戦火にさらされた生々しい風景の他、たくま である。本ＤＶＤシリーズでは、常
しく復興に向かう街の様子、庶民の姿を映し出している。 に有事に備える陸・海・空自衛隊の真
の実力を公開。現役・最新の銃器や武
装装甲車、潜水艦や救難艦、戦闘機
など、自衛隊の誇る装備品の数々を
紹介する。防衛省の全面協力によっ
て、軍事マニアも納得の濃い内容。

復員引揚 1

●出演：三船敏郎／加山雄三／
仲代達矢／黒沢年雄／松本幸
四郎／草笛光子／笠智衆（S44
年作・カラー・128分）

©1965 TOHO CO.,LTD.

●出演：笠智衆／中山昭二
／八木沢敏（S31年作・モノ
クロ・85分）
©KADOKAWA 1956

姿なき一〇八部隊
商品番号

53575

ご愛用者価格

2,800 円

連合艦隊対バルチック艦隊 隻で敵の真っ只中に突入 戦死した将兵らが幽霊となり
壮絶な大海戦を鮮烈に描く 勇猛果敢な救出作戦の全貌 束の間の帰還を果たす感動作

53531

月づき 2,100 円× 5 回
（分割払価格 10,500 円）

名作戦争映画
戦いを畏れ、勝利を畏れ
る男、その男の名は東郷
平八郎。東郷率いる日本
連 合 艦 隊 と ロ シ ア・バ ル
チック艦隊による大海
戦。対馬沖で相まみえた
両艦隊の激闘が特撮を駆
使して、迫力満点に描か
れていく…。東郷に扮す
る三船敏郎の貫禄ともあ
いまって、見応え十分の
戦争スペクタクル巨編。

戦記映画復刻版
亀井文夫作品集
DVD-BOX 3 枚組

セット内容
『1 上海-支那事変後方記録』
◆上
海事変によって廃墟と化した街並
みを写し戦争の悲劇を描写。
（77分）
『2 戦ふ兵隊』
◆中国大陸を進む
兵士たち。戦争の愚かさを問いか
け、
公開禁止された名作。
（66分）
『3 日本の悲劇』
◆日本の侵略行
為を告発し、戦犯を追及した問題
作。GHQが上映禁止した。
（42分）

検閲で上映が不可となった 生々しい焼野原・闇市・娯楽 日本の平和と安全をひた守る
映画史に刻まれる幻の秀作 終戦直後のカラー映像 陸・海・空自衛隊の真の実力

戦記映画復刻版

●1938年～1946年作・
モノクロ・185分

商品番号

映画人として、唯一投獄されながらも、そ
の信念を貫き通し記録映画の歴史に大きな
足跡を残した名匠、亀井文夫。検閲で上映
中止となり、戦後も長らく日の目を見な
かった彼の貴重な作品の数々を厳選収録。
圧倒的な迫力の映像を是非お茶の間で。

戦争ドキュメンタリー

12

★詳しいお申込み方法は、最終ページをご覧ください。★表示価格は税別です。

40

商品番号

ご愛用者価格

1,500円

夜の訪問者
商品番号

ご愛用者価格

4,800 円

女性のみ 人の犯罪のプロが、警戒厳重な世界
アル・パチーノとロバート・デ・ニーロの夢の共演。当
最大のファッションショーから巨額の宝石を盗
時 大スターの共演が話題となった骨太犯罪アクション。
み出す。
「オーシャンズ」
シリーズ最大のヒット
銀行強盗を続けるギャングと執拗に追い詰める刑事、立
となった犯罪アクション。
場は違えどストイックに生きる 人の攻防を描く。語り
草となった市街地での激しい銃撃戦は迫力満点。

※ブルーレイディス
クを再生するにはブ
ルーレイ対応プレー
ヤーが必要です。

BD 60098

2

©2017 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.
All Rights Reserved.

●出演：アル・パチーノ／ロバ
ート・デ・ニーロ
（1995年作・カ
ラー・170分・日本語吹き替
え付一部日本語字幕）

※ブルーレイディス
クを再生するにはブ
ルーレイ対応プレー
ヤーが必要です。

ヒート 製作20周年記念版
2枚組

ヒート DVD
商品番号

60471

フェイス／オフ 特別版
商品番号

60467

ご愛用者価格

43

1,429 円

テロリストの顔を移植し刑務所に潜入したＦＢ
Ｉ捜査官と、彼の顔を移植したテロリストが壮
絶なバトルを繰り広げる。本物の滑走路を使っ
た冒頭のチェイスシーンは迫力満点。

©Buena Vista Home Entertainment, Inc. and
Paramount Pictures.

●出演：ジョン・トラボルタ／ニ
コラス・ケイジ
（1997年作・カラ
ー・138分・日本語吹き替え付）

1,905 円

顔を取り替えた男 人の死闘
大スターの壮絶アクション

ご愛用者価格

BD 54390

商品番号

ご愛用者価格

5,980 円

2

2

2

2

8

© 2018 Warner Bros. Entertainment Inc., Village
Roadshow (BVI) Limited.

●出演：サンドラ・ブロック／ケ
イト・ブランシェット／ アン・ハ
サウェイ
（2 018年作・カラー・
110分・日本語吹き替え付）

オーシャンズ８

&DVD 2枚組

商品番号

60472

ご愛用者価格

3,990 円

※DVDとブルーレイは同じ内容です。
※ブルーレイディスクを再生するには
ブルーレイ対応プレーヤーが必要です。

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

『ビッグ・ガン 』

70
●主演：

アラン・ドロン
『危険がいっぱい』

『地下室のメロディー』
©1962 CITÉ FILMS.
2 HOMMES DANS LA VILLE © 1973 - PATHE
RENN PRODUCTION - MEDUSA

アラン・ドロン

スペシャル
DVD 4作セット
商品番号

60326

ご愛用者価格

9,800 円

作。ジャン・ギャバンと丁々発止の掛け このシリー ズな く して イーストウッドは語 れ ない。
合いを見せる
『地下室のメロディー』
をは 新しい形のハリウッドアクションを完成させ、この
映画以降の刑事もの作品にも大きな影響を与えた秀
じめ想い出深い作品がここに揃う。
作。イーストウッド演じるハリー・キャラハン警部補
の型破りな痛快アクションが圧巻。男の価値観、正
義とは何か。ハリーの熱い魅力満載の 作セット。

52321

●出演：チャールズ・ブロンソン／リ
ヴ・ウルマン／ジェームズ・メイスン
（1970年作・カラー・90分・ブルーレ
イ日本語吹き替え付一部日本語字
幕／DVD日本語字幕）

60

『地下室のメロディー』
は4,500円）
セット内容 （単品販売もしています。各3,800円 ※
『地下室のメロディー（モ 『危険がいっぱい
『ビッグ・ガン』●共 『暗黒街のふたり
ノクロ版＆カラー版）DVD HDリマスター版 』● 演：
リチャード・コンテ HDリマスター版 』●
2枚組』●共演：ジャン・ギ 共演：ジェーン・フォン ／カルラ・グラヴィー 共演：ジャン・ギャバ
ャバン／モーリス
・ビロー ダ／ローラ・オルブラ ナ／ロジェ・アナン ン／ミムジー・ファー
（1963 年作・カラー／モノ イト／アンドレ・オウマ （1972年作・カラー・ マ／ミシェル・ブーケ
クロ・226分・日本語字幕） ンスキー
（1964年作・ 106分・日本語吹き （1973年作・カラー・
※モノクロ版とカラー版はど モノクロ・97分・日本 替え付一部日本語 98分・日本語字幕）
ちらも同じ内容です。
語字幕）
字幕）
商品番号 53118
商品番号 60005
商品番号 52450
商品番号 60198
『ダーティハリー 』

『ダーティハリー 2』

『ダーティハリー 』

5

©2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

●主演：

クリント・
イーストウッド

●全てカラー・日本語字幕

ダーティハリー

DVD 5作セット
商品番号

52156

ご愛用者価格

7,145 円

セット内容
『ダーティハリー』●共演：レニ・サントリ／ハリー・ガー
ディノ／アンディ・ロビンソン
（1971年作・102分）
『ダーティハリー2』●共演：ハル・ホルブルック／デビ
ット・ソール／ミッチェル・ライアン
（1973年作・122分）
『ダーティハリー3』●共演：ブラットフォード・ディ
ルマン／ティン・デーリー
（1976 年作・96 分）
『ダーティハリー 4』●共演：ソンドラ・ロック／オー
ドリー・Ｊ・ニーナン
（1983年作・117分）
『ダーティハリー5』●共演：パトリシア・クラークソン
／リーアム・ニーソン
（1988年作・91分）

『ダーティハリー』

甘いマスクに漂う大人の色香 マグナム使いのはみ出し刑事
全盛期のアラン・ドロン傑作選 クリント・イーストウッド出世作

夜の訪問者

『暗黒街のふたり 』

端正な顔立ちにアンニュイな表情。世界
中 の 女 性 を 虜 に し た ア ラ ン・ド ロ ン が、
最も輝いていた 年代から 年代の出演

南仏の港町で釣り船商売をしながら、
妻と娘と静かに暮らしていたジョーの
前に、昔の仲間たちが現れ、ジョーの
船で麻薬を運ぶことを強要する…。愛
する家族を守るために立ち上がるジョ
ー。ブロンソンの熱き姿に心が躍る。

© 1970 STUDIOCANAL

我らがブロンソンが魅せた 男たちの野望渦巻く熱き闘い 女だけのプロ集団が華麗に舞う
大スター共演で贈る話題作 人気女優集結の犯罪アクション
サスペンス・アクション名作

スターが魅せた華麗な離れ技、緊迫の 展開に手に汗握る傑作アクション映画

44

★全商品ともビニール開封後の返品はお受けできません。★表示価格は税別です。

42

商品番号

54790

ご愛用者価格

3,800 円

ご愛用者価格

45

1,429 円

●出演：カーク・ダグラス／ジェーム
ズ・
ドナルド
（1956年作・カラー・122
分・日本語吹き替え付）

高画質

53430

ご愛用者価格

1,800 円

●出演：ピエール・ブラッスー
ル／イヴ・モンタン／ナタリ・
ナティエ
（1946年作・モノク
ロ・120分・日本語字幕）

クリスマス・ツリー

●出演：ウィリアム・ホールデン／ブ
ルック・フラー／ヴェルナ・リージ
（1969年作・カラー・110分・日本語
ご愛用者価格 3,800 円 吹き替え付一部日本語字幕）

商品番号

51957

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

ご愛用者価格

60462

3,800円

商品番号

BD 60463

ご愛用者価格

4,800 円

※ブルーレイディスクを再
生するにはブルーレイ対
応プレーヤーが必要です。

14

●出演：ジェシー・ブラッドフォード
／ミミ・ロジャース／ブルース・デイ
ヴィソン
（1994年作・カラー・81分
分・日本語吹き替え付）
©2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment
LLC. All Rights Reserved.

イエロードッグ
商品番号

60473

ご愛用者価格

1,800 円

●出演：ユルン・スピッツエンベルハー
／リズ・フェリン／ルーラント・フェル
ンハウト
（2 0 16年作・カ
ラー・105分・日本語字幕） 実話

ナチスの愛したフェルメール
商品番号

60468

ご愛用者価格

3,900 円

１９４５年、終戦直後。ドイツの国家元帥にフェルメ
ールの名画を売ったとして、オランダの画家メーヘレ
ンが逮捕された。ナチス協力者の汚名を着せられ激し
く 糾 弾 さ れ る 彼 だ っ た が、売 ら
れた絵画はすべて贋作だった…。
売国奴から英雄になった天才贋
作者の半生を描く実話ドラマ。

51607

商品番号

商品番号

に見舞われ父親とはぐれてしまう。カナ
ダの雄大な自然をバックに、少年と愛犬
との絆を描いたアドベンチャー映画。

商品番号

HD マスター

母を亡くした少年が父親と訪れたコルシカ島
で被爆してしまう。白血病に侵され余命半年
と宣告された彼が笑顔を絶やさず、クリスマ
スまではと健気に生きる姿に感動必至。

司祭だった頃のゴッホ、場末の愛、パリ
でのゴーギャンとの共同生活、孤独感か
らの発狂、ピストルでの自殺…。誰もが
知る画家ゴッホ。その知られざる素顔と
悲運の生涯を、美しい映像で劇的に綴る。

炎の人ゴッホ

©1956 Warner Bros. Entertainment
Inc. All Rights Reserved.

枯葉〜夜の門〜

夕なぎ

高画質 HD リマスター版 高画質
HD リマスター版

夕なぎ

★年金支給月払いもできます。ご希望の方はハガキのお支払い方法に○をつけるか、ご注文時にお申し付け下さい。

大人の恋と友情を流麗に描き出す ナチスを欺いた贋作画家の数奇な運命

高画質

情事

HDリマスター版

●出演：イヴ・モンタン／ロミー・シュナイダ
ー／サミー・フレイ／ウンベルト・オルシーニ
（1972年作・カラー・111分・日本語字幕）

© 1972 FIL DE BROC.
Tous droits réservés.

少年と犬との絆を描いたサバイバル劇

●出演：モニカ・ヴィッティ／ガ
ブリエーレ・フェルツェッティ
（1960年作・モノクロ・138分・日
本語字幕）

3,800円

友人たちとヨットで海に出た令嬢が忽然と姿を消した。
彼女を探す恋人と、彼女の親友がいつしか不実の関係
に至り…。戦後イタリアの巨匠ミケランジェロ・アン
トニオーニによる愛の物語。

© RTI 1960

54667

疼くような激しい愛情描写 美しい映像で綴るゴッホの生涯
背徳的な情事の旅の果てに カーク・ダグラスの熱演に感動

ご愛用者価格

二人の名優が魅せた秀作ロマン

商品番号

中年男のセザールがロザリーとい
う女性と出逢い恋に落ちる。二人
は同棲を始めるが、そこへロザリ
ーのかつての恋人が現れる。二人
の男にはさまれ、悩んだロザリー
は姿を消す…。美しく賢い女と、
単純で惚れっぽい男の愛を綴り、
フランス・シネマ大賞に輝いた大
人のラブストーリー。フランス映
画の醍醐味を見せてくれたクロー
ド・ソーテ監督の代表作の一つ。

ノートルダム・ド・パリ

HDリマスター版

歳の少年アンガスとラブラドール犬の
“イエロー”
は大の仲良し。ある日、父親
と犬を伴い船で海に出たアンガスは、嵐

第二次大戦後のパリの裏町で運命に導かれ出
壮麗なノートルダム寺院を舞台に、絶世の美女エスメラ
会ったレジスタンスの男と人妻。この映画で産
ルダと、彼女を一途に思う心優しい鐘つき男カジモドの
声を上げたシャンソンの名曲「枯葉」
。あの心に
純愛ドラマ。エスメラルダ役のジーナ・ロロブリジーダが
沁みるメロディが儚い恋をいっそう際立たせた。
妖艶な魅力を振りまきながら歌い踊る姿は素晴らしい。
ヴィクトル・ユーゴーの名作小説を原作に忠実に映画化
した、フランス映画史に残る超大作がＤＶＤで甦る。

© 1956 STUDIOCANAL.

●出演：ジーナ・ロロブリジーダ／
アンソニー・クイン／ジャン・ダネ
（1956年作・カラー・
120分・日本語字幕） 高画質

フランス映画史に輝く浪漫大作 シャンソンの名曲が心に沁みる 短い命を健気に生きる少年と
ロロブリジーダが妖艶に歌い踊る パリの裏町で生まれた儚い恋 父親の深い愛情に心打たれる

世界中の涙を誘った、心を打たれた…男気が、愛が感動を呼ぶ世界の名作

44

未完の対局

極寒の地で結んだオオカミ犬との固い絆
極寒のシベリアで猟師をしている源蔵
は、伝染病で倒れた友人の代わりに狼
犬ブランと共に犬ゾリで人々に血清を
届ける。狼と犬の間に産まれた狼犬と
人間との固い友情を描く感動巨編。零
下 度の寒さとの闘いの中、日本では
味わえない雄大な自然を捉えることに
成功。極地の神秘であるオーロラも完
璧に再現されているのも見どころ。
50

デビューの薬師丸ひろ子を背負い戦車の
大群へと向かうクライマックスの健さん
に痺れた。主題歌も浪漫をかき立てた。

少女を守るため元自衛官は独り闘う

原作は森村誠一のベストセラー小説。大
量虐殺事件で唯一生き残った少女を引き
取り、ひっそり暮らしていた元自衛隊員
が町のボスの非道に立ち上がる。本作が

●出演：役所広司／桜田淳子／丹波
哲郎
（H2 年作・カラー・124 分）

2,800円

ご愛用者価格

53759
商品番号

1,800円

医学部の教授の座を巡る争い
が激化、熾烈な裏工作合戦の
真ん中に財前五郎はいた。患
者より出世重視の医学界の腐
敗を描く歴史的名作。

●出演：田宮二郎／田村高廣／
東野英治郎
（S41年作・モノクロ・
150分）
©KADOKAWA 1966

●出演：三船敏郎／松田優作／
鶴田浩二／岡田茉莉子／ジョ
ージ・ケネディ（S52 年作・カラ
ー・132分） © KADOKAWA 1977

人間の証明

商品番号

5050

エリート医師・財前五郎に扮する田宮二郎。あの知的で ホテルで発見された黒人青年の死体。捜査を進めるう
スマートな白衣姿が目に焼き付いて離れない。浪速大学 ち、有名ファッションデザイナーの存在が浮かび上がる。
親と子、男と女の愛が交錯するサスペンス映画の傑作。

人間の愛と憎しみを暴いていく

© KADOKAWA 1977

オーロラの下で

野性の証明

51389

商品番号

4,800 円

ご愛用者価格

●出演：丹波哲郎／加藤剛／森
田健作／島田陽子／山口果林
（S49年作・カラー・143分）

デジタルリマスター 2005

砂の器

2,800 円
ご愛用者価格

●出演：三國連太郎／南野陽子
（H7年作・カラー・123分）

©「三たびの海峡」
製作委員会

釜山の大会社で会長を務める
シグンは、戦時中ともに日本
へ連行された同胞が訪ねて来
たことから戦後生き別れた日
本人の妻のことを思い出す。
名優三國連太郎が日本に強制
連行された韓国人男性の半生
を演じ切った傑作ドラマ。

三たびの海峡

50394

商品番号

高画質

天才音楽家の栄光と宿命。松本清張原作の映像作品で最
高傑作とされるサスペンス。重厚な人間ドラマと劇的な
展開、哀愁漂うテーマ曲など全てが調和した傑作映画。

©1974・2005 松竹株式会社／
橋本プロダクション

1,800円

© KADOKAWA 1982

運命に翻弄される二人の棋士
国を越えた友情を描く感動作

未完の対局

邦画ナンバー 1と呼び声高い 男は三たび、
海峡を越えて
社会派サスペンスの最高傑作 愛する家族のもとへと向かう

ご愛用者価格

2,800 円
商品番号

50713

白い巨塔

50376

商品番号

2,800 円
ご愛用者価格

ご愛用者価格

大正 年、中国を訪れた松
波六段は名人・況易山と対局
するが未完のままに終わる。
松波は況易山の息子の才能
を見出し弟子として連れ帰
るが、戦 争に運命を翻弄さ
れ…。戦後初となる日中合
作映画。万里の長城で再会
した名人 人が、未完にな
っていた対局を始める場面
はしみじみと味わい深い。

2

重厚な長編サスペンス劇 社会派サスペンスのヒット作
台風が青函連絡船を襲い、５００人
以上の死者が出る。その遺体のなか
に北海道で起きた質屋一家惨殺事件
の容疑者 人のうち 人の他殺死体
があった。では、 人目の犯人はどこ
に？ 三國連太郎が過去を背負う男
を熱演、骨太の描写に唸らされた秀
作。水上勉の長編推理小説の映画化。
3

46
★右記のカードでカード支払いもできます。 カード専用電話 03-5823-1370
★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

47

●出演：三國連太郎／松坂慶
子／紺野美沙子／乙羽信子／
大滝秀治
（S57年作・カラー・
130分）

51658

商品番号

©東映

●出演： 三國連太郎
／高倉健／伴淳三郎
／左幸子／加藤嘉／
進藤幸／加藤忠／三
井弘次／沢村貞子
（S40年作・モノクロ・
183分）

飢餓海峡

3,800円

2

3

ご愛用者価格

※ブルーレイディスクを再生するには
ブルーレイ対応プレーヤーが必要です。

BD 53769
商品番号

3,800円

ご愛用者価格

53717
商品番号

●出演：高倉健／薬師丸
ひろ子／中野良子／夏
八木勲／三國連太郎／
丹波哲郎
（S53年作・カ
ラー・143分）
ご愛用者価格

13

三國、
伴淳、
高倉健が魅せる 日本医学界の権力抗争を暴く 松田優作演じる刑事の執念が

時代を越えて人々の心を揺さぶる、色褪 せない魅力…何度でも観たい日本の名作

原節子

●主演：

商品番号

51339

8,400円

夜の蝶
商品番号

51399

ご愛用者価格

2,800円

商品番号

50413

月づき 2,350 円× 5 回
（分割払価格 11,750 円）

ご愛用者価格

49

11,200円

ご愛用者価格

50733

2,800 円

●出演：水島道太郎／月丘夢路／
美鳩まり
（S17年作・モノクロ・84分）

セット内容 ●全てカラー
『あの橋の畔で 第1部』●出演：桑野みゆき／園井啓介／左幸子（S37年作・92分）
『あの橋の畔で 第2部』
●出演：桑野みゆき／園井啓介／高峰三枝子
（S37年作・87分）
『あの橋の畔で 第3部』
●出演：桑野みゆき／園井啓介／山村聡
（S38年作・92分）
『あの橋の畔で 完結篇』
●出演：桑野みゆき／園井啓介／沢村貞子
（S38年作・90分）

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

商品番号

51291

月づき 2,350 円× 5 回
（分割払価格 11,750 円）
ご愛用者価格

11,200円

『彼岸花』
●出演：佐 『秋刀魚の味』●出
分利信／田中絹代 演：岩下志麻／笠智
／有馬稲子
（S33年 衆／佐田啓二
（S37
作・カラー・118分） 年作・カラー・113分）
©1958松竹株式会社

©1962松竹株式会社

『早春デジタル修復版』
● 『東京暮色 デジタル修
出演：池部良／淡島 復版 』●出演：原節子
千景／岸惠子
（S31年 ／有馬稲子／笠智衆
作・モノクロ・144分）（S32年作・モノクロ・
©1956 松竹株式会社
140分）©1957 松竹株式会社

4

11

©2015「母と暮せば」
製作委員会

●出演：吉永小百合／二宮
和也／黒木華（H27年作・
カラー・130分）

母と暮せば
商品番号

51296

ご愛用者価格

3,800円

長崎で助産婦をして暮らす伸子の前に、原爆で
亡くなったはずの息子・浩二がひょっこり現れる。
その日から、しばしば母の前に現れるようにな
った息子の幽霊。二人の時間は奇妙だったけれ
ど、楽しかった、幸せだ
った…。山田洋次監督
が泣かせた、甘く切な
い母と息子の愛の物語。

あの橋の畔で

DVD 4枚組

商品番号

©KADOKAWA 1942

数寄屋橋のたもとで、永遠の愛を誓い合った葉子と光晴。
しかし、運命は二人に過酷な試練を与える…。二人の哀
しくも美しい恋の旅路が東京、北海道、九
州、東南アジアへと舞台を移しながら展開
する。そして、二人に待ち受ける衝撃の
結末とは？ 今日の泣けるメロドラマの原
点ともいえる一大巨編をDVDセットで。

©1962 松竹株式会社

新雪

小津安二郎名作選

DVD 4作セット

愛染かつら 総集編
商品番号

50383

ご愛用者価格

2,800円

●出演：田中絹代／上原謙／岡村
文子
（S13年作・モノクロ・89分）

日本列島が沸いた国民的メロドラマ

●出演：京マチ子／山本富士子
／船越英二／川崎敬三／高松
英郎／芥川比呂志（S32年作・
カラー・89分）

『彼岸花』

日本アカデミー 部門受賞、
日本中が泣いた親子愛

©KADOKAWA 1957

新雪のごとく汚れなき心を持って教育への使命感
に燃える青年教師。彼をめぐって明滅する恩師の
娘と隣組の勝気な女医、二人の女性の哀しき愛情
のもつれ。国内では長らくフィルムが消失してい
たがロシアで発見された幻の映画。先頃亡くなっ
た月丘夢路の女医姿が初々しくも美しい。

京マチ子と山本富士子、全盛期
の大映が誇る二大看板女優の競
演が話題となった川口松太郎原
作の文芸大作。京都から進出し
てきた舞妓上がりのおきくと彼
女を敵視するマリ、高級バーの
マダム 人が華やかな夜の銀座
で因縁の激しい火花を散らす。
2

京マチ子と山本富士子の競演
銀座を舞台にした文芸ロマン

ご愛用者価格

『早春』

歌手として売り出した子持ちの未亡人看護婦と青年医
師が恋に落ち、身分の違いや子供の病気、すれ違いと
いった障害を乗り越えて、ついに結ばれる…。絶大な
ら、美しくも暗い影を背負う姉妹を描
人気を誇った田中絹代と上原謙主演、国民的ヒットの
いた異色作
『東京暮色』や、父親の老い
伝統的メロドラマ。その全 編をまとめた総集編。
と孤独を描いた遺作
『秋刀魚の味』など
厳選した名作４作をお届け。

原節子 大映傑作選

DVD 3枚セット

セット内容
●全てモノクロ（単品販売もしています。各2,800円）
『幸福の限界』
●共 『 白雪先生と子供た 『 時 の 貞 操
（総集
演：小杉勇／市川春 ち』●共演：関千恵 版）
』●共演：若原
代／藤田進／田村 子／茂崎幸雄／瀧 雅夫／見明凡太朗
秋子／片山明彦
（S 花久子
（S25年作・ ／菅井一郎
（S 2 7
23年作・78分）
89分）
年作・92分）
商品番号 51340
商品番号 51341
商品番号 51342

『秋刀魚の味』

古き良き日本の家族を描く
世界の小津が放つ魂の作品

3

『東京暮色』

「小津調」と呼ばれる独特の世界観の作
品 を 数 多 く 生 み 出 し、 日 本 映 画 界 の 礎
を 築 い た 名 匠 小 津 安 二 郎。 世 界 か ら も
高い評価を得ている小津作品の中か

絶大な人気を博し、
多数の大ヒット
作に出演しながら長い隠遁生活を
送った原節子。永遠の処女と呼ば
れた初々しさは、今観てもハッと
させられる。生徒を思う一途な教
師、 人の男に愛され悩む女工な
どの当たり役と珍しい進歩的な女
性役、両方を楽しめる 作セット。
2

邦画黄金期を駆けた伝説女優 教育に情熱を注ぐ青年教師 葉子と光晴に待つ過酷な運命
その麗しの面影と名作に浸る ロシアで発見された幻の邦画 二人の愛の極致にむせび泣く

懐かしの銀幕スターの熱演、感動を呼ぶ 巨匠の名画…何度でも観たい日本の名作

©1938 松竹株式会社

★DVDソフトの送料は何点でも一律880円（税別）です。但し、沖縄・島しょは1,320円（税別）別途加算です。★表示価格は税別です。

48

黒木瞳が魅せた過激な濡れ場 遊女の道に生きる女の生き様 社会現象になった人気ドラマ
夫を会社へ送り出した後、若い男との不倫に走る妻…。

20

3,800円

50887

商品番号

ご愛用者価格

●出演：泉ピン子／橘麻紀／五十
嵐義弘／堀めぐみ／末宗俊子／川
谷拓三
（S51年作・カラー・78分）

戦後猟奇犯罪史
© 1993シネマパラダイス

53763

商品番号

●出演：神田正輝／高島礼子／大
杉漣／田口トモロヲ／石橋保／塩
屋俊
（H5年作・カラー・103分）

さまよえる脳髄

51407

商品番号

2,800円
ご愛用者価格

© 1996 東北新社

目を閉じて抱いて

武田久美子の大胆な濡れ場が話題となった、内田春菊原
作の官能ロマン。平凡な会社員の男が両性具有者と関係
を持ったことから、かつてない快楽へと溺れていく。

●出演：武田久美子／高橋和也
／吉村夏枝／井田州彦
（H8年
作・カラー・89分）

商品番号

カラー作品

© 2017 フジテレビジョン
東宝 FNS27社

平成 年に放映され、社会現象を巻き起こした大ヒット
ドラマ
「昼顔」
、その続編となる映画版。不倫関係を清算
した二人が偶然、再会したことから運命が狂い始める。

©東映

黒木瞳が妖艶に定を演じきる 実際に起きた凄惨な殺人事件
いま明かされる阿部定の真実 犯人の心理と行動を描く衝撃作

三匹の牝蜂

2,800円

26

芸者から売春婦となり、やがて料亭に住み込みで働きだ 戦後、実際に起きた
“色と金”
が
した定。そして、主人の龍蔵と深い仲になり、誰もが知 らみの陰惨な殺人事件。なかで
るあの事件が引き起こされる。黒木瞳が 歳から 歳ま も、人々を恐怖におとしいれた
「日本縦断詐欺殺人事件」など、
での定を妖艶に演じた話題作。
つの事件をオムニバス形式で
綴っていく。泉ピン子がレポー
ター役で物語を盛り上げる。
3

秘密めいた尼僧の夜と昼を 毎日新聞で紹介された実話を 高島礼子が美しい肢体を披露

●出演：大原麗子／渡瀬恒彦／三
島ゆり子／市地洋子／林家こん平
（S45年作・カラー・87分） ©東映

ご愛用者価格

2,800円

ご愛用者価格

53761

商品番号

2,800円

万博景気に沸く大阪で、三人のズべ公
たちがピチピチの体を武器に、鼻の下
を伸ばした男たちを手玉に取り大儲け。
バイタリティに溢れるやさぐれ女たち
の破廉恥で自由奔放な生き様が鮮烈に
描かれる。 年代の活気、ファッション
などを懐かしむことができる娯楽作。
70

2,800円

貧しい一家を救うため、京都の五番町夕霧楼で働く夕
渡辺淳一の同名ベストセラー小説を役所広司と黒木瞳で
子。そこに鳳閣寺で修行する幼馴染み正順が通うように
映画化した不倫ドラマ。公私ともに不運続きの中年サラ
なる。その廓通いが密告され…。エロチシズムたっぷり
リーマンがカルチャースクールの美しい人妻と出会い、
に熱演した松坂慶
愛欲の世界にのめり込んでいく。人気の絶頂期を迎えて
子、その美貌際立
いた黒木瞳が衣服を脱ぐのももどかしく、小ぶりの乳房
つ文芸大作。
をもみしだかれ
ながら悶絶する
シーンは生唾も
の。絶頂を迎え
た彼女が快感の
あまり役所広司
へビンタするの
も刺激的。
●出演：上戸彩／斎藤工／伊
藤歩／平山浩行／黒沢あすか
／萩原みのり
（H29年作・カ
ラー・125分）

昼顔

50271

商品番号

2,800 円

ご愛用者価格

エロチシズムたっぷりに描く 妖しいエロチシズムで描く 殺人鬼の魔の手が女医に迫る

●出演：緑魔子／谷隼人／大原
麗子／寺山修司／佐野周二／
岡田英次
（S41年作・モノクロ・
84分）
©東映

愛のない青春の中をさまよう家出娘のヨーコ。ジャズ喫
代の高島礼子が大胆ヌードを披露した初主演
悪徳僧との狂った愛、若くて逞しい下男との恋など、規
茶に入り浸り、睡眠薬遊びに明け暮れ、男たちとの肉体 作。精神科医・藍子はある暴行犯の精神鑑定を依
律厳しい尼僧寺院で起こる許されざる愛欲場面の数々。
の結び合いなどで、いたずらに青春を費やしていく…。 頼された。時を同じくして、殺害した女性の瞼
昭和十年頃の京都を舞台に尼僧たちのエロスに迫る。任
を切り取るという連続猟奇殺人事件が起こる…。
侠映画で活躍した藤純子が尼僧を演じた珍しい作品。
カラー作品

怖さ知らずのやさぐれ姐ちゃん 妖婦と出会った男が体験する
ペテンとボインで男をカモに 目くるめく官能と新たな世界
ご愛用者価格

ご愛用者価格

五番町夕霧楼

31

50387
商品番号

14

●出演：黒木瞳／片岡鶴太
郎／椎名桔平
（H10年作・カ
ラー・129分）

5090
ご愛用者価格

●出演：藤純子／津川雅彦／大原麗子／桑
原幸子／ミヤコ蝶々／芦屋雁之助／若山富
三郎／三田佳子
（S43年作・カラー・89分）

2,800 円
53760

商品番号

非行少女ヨーコ

53762

ご愛用者価格

2,500円

2,800 円

商品番号

●出演：松坂慶
子／奥田瑛二
／佐分利信（S
55年作・カラー・
130分）

©1998 松竹株式会社

©1997「失楽園」
製作委員会

失楽園

©1980 松竹株式会社

SADA
戯作・阿部定の生涯
商品番号

50886

ご愛用者価格

●出演：役所広司／黒木瞳／木村佳
乃／星野知子／柴 俊夫／寺尾聰
（H9年作・カラー・117分）
©東映

尼寺㊙物語

50
★ DVD ソフトはお使いのプレーヤーとの互換性でエラーが発生する場合があります。★表示価格は税別です。
★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

51

愛欲に溺れた男女の行きつく先 少女と若い僧との悲恋の物語 その結末を描く衝撃の劇場版

人気女優の体当たり演技、妖艶な姿に魅せられた…何度でも観たい日本の名作

1,800円

ご愛用者価格

●1993年作・カラー・約76分・日本語吹き替え付

7669

月づき 3,000 円× 5 回
（分割払価格 15,000 円）

ご愛用者価格

14,286 円

全52話／20時間57分
黄金バット

DVD 6枚組

7753
月づき 2,600 円× 10 回 ●解説書付

商品番号

（分割払価格 26,000 円）

ご愛用者価格

53

24,000 円

●S42〜S43年作・カラー・
約1257分
©黄金バット企画／ADK

がんばれ！がんばれ！
ベンジー
商品番号
ご愛用者価格

60474

1,429 円

大自然を舞台に繰り広げられるベ
ンジーの大冒険にワクワクし、主
人との絆や心温まる交流に心打た
れる。船が転覆し主人とはぐれた
ベンジーは、ハンターに親を殺さ
れたクーガーの子供たちと出逢う。
彼らを安全な場所に移そうとする
ベンジーに、巨大な熊やオオカミ
たちが襲いかかる。

●S42〜43年作・全52話・
1385分・カラー

商品番号

●出演：フランク・イン／レッド・ステ
ィーゴール／ナンシー・フランシス
（1987年作・カラー・約89分・日本語
吹き替え付）

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

7748

4,000 円

※DVDとブルーレイの本編は同じ内容で
す。※ブルーレイディスクを再生するに
はブルーレイ対応プレーヤーが必要です。

© 2018 Disney

●1991年作・カラー・約92分・
日本語吹き替え付

美女と野獣

※この商品はブルーレイ 1枚、DVD 1枚、
デジタルコピー（クラウド対応、
スマホや
パソコンで視聴可能）
、MovieNEXワー
ルド
（限定映像などが楽しめる特設サイト
の利用権利）
のセットです。

&DVD

商品番号
ご愛用者価格

7749

4,000 円

※DVDとブルーレイの本
編は同じ内容です。※ブ
ルーレイディスクを再生
するにはブルーレイ対応
プレーヤーが必要です。

© 2018 Disney

収録内容 ●カラー一部モノクロ・ 13
101分・日本語吹き替え付
『蒸気船ウィリー』
（1928年作）
『ミッキーの大演奏会』
（1935年作）
『ミッキーの夢物語』
（1936年作）
『ミッキーのライバル大騒動』
（1936年作）
『ミッキーの造船技師』
（1938年作）
『ミッキーの移動住宅』
（1938年作）
『ミッキーの巨人退治』
（1938年作）
『ミッキーの船長さん』
（1940年作）
『ミッキーのつむじ風』
（1941年作） セレブレーション！
『ミッキーの誕生日』
（1942年作） ミッキーマウス
『プルートの誕生祝』
（1952年作）
商品番号
7750
『ミッキーの魚釣り』
（1953年作）
ご愛用者価格 3,200円
『ミッキーのミニー救出大作戦』
（2013年作）

© 2018 Disney

101＆102
DVD 2 作セット
商品番号
ご愛用者価格

7751

2,858 円

の楽しい物語。

©手塚プロダクション・
虫プロダクション

ご愛用者価格

※この 商 品はブ ルーレイ 1枚、
DVD 1枚、
デジタルコピー（クラウ
ド対応、
スマホやパソコンで視聴
可能）
、MovieNEXワールド
（限定
映像などが楽しめる特設サイトの
利用権利）
のセットです。

犬たちのかわいい魅力とユーモアた
っぷりのディズニーアニメの名作
「１０１匹わんちゃん」
を実写化した
ファミリー映画の傑作。誘拐された
子犬たちがご主人の元へ大冒険する
『１０１』
。続編の
『１０２』
では、誘
拐された仲間を救うため、ブチ無し
のダルメシアンが大活躍する。

リボンの騎士
DVD 10枚組

&DVD

商品番号

●1977年作・カラー・約74分・
日本語吹き替え付

スクリーンデビュー
作
『蒸気船ウィリー』
から最新作まで、ミ
ッキーマウスの人気
短編作品だけを収録
した貴重な作品集。

フジTV放送版

大自然の中でのベンジーの優しさに感動

4,743 円

少女向け最初期の TV アニメ 伝説のヒーローアニメがいま甦る

ご愛用者価格

●出演：ジェームズ・コーデン／ロ
ーズ・バーン／ドーナル・グリーソ
ン
（2018年作・カラー・約95分・
日本語吹き替え付）

男と女の心を持ったサファイア王女が、 元は懐かしき紙芝居のヒーロー、大きな
王 位 を 狙 う 大 公 ら を 相 手 に、 剣 の 達 人 マントをひるがえし、筋骨隆々、黄金色
“リボンの騎士”
となり美しくも凛々しく の超人が悪の科学者ナゾーに立ち向かう。
戦う。時を超え愛される名作。

※DVDとブルーレイは同じ内容
です。※ブルーレイディスクを
再生するにはブルーレイ対応プ
レーヤーが必要です。

60470

くまのプーさん
／完全保存版

ディズニー映画史上最高の
愛と魔法の物語が心を打つ

＆DVD

商品番号

© Disney. Based on the "Winnie the
Pooh" works by A.A. Milne and E.H.
Shepard.

魔女の呪いによって野獣の姿に変えられてしまった王子
と、美しい娘ベルとのラブストーリー。全世界で愛され
ているディズニーアニメの傑作。

ピーター・ラビット ™

© 2018 Columbia Pictures Industries, Inc., 2.0 Entertainment Financing, LLC and
MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved. | PETER RABBIT and all
associated characters ™ & © Frederick Warne & Co Limited.

3

セット内容 ●全てカラー・日本語吹き替え付
●出演：
『101』
●出演：グレン・ク 『102 特別版』
ローズ／ジェフ・ダニエ グレン・クローズ／アリ
ルズ／ジョエリー・リチャ ス・エヴァンス／ヨアン・
（2000年作・
ードソン
（1996年作・約 グリフィズ
約102分）
104分）

ミッキーと一緒に 可愛い犬たちがにぎやかな大冒険
ほのぼのとし心が癒される いつでも、
プーさんと楽しい仲間たち ミッキーが主役の短編作品集 「１０１匹わんちゃん」の実写版

7752

商品番号

「くまのプーさん」
の童話に
ウォルト・ディズニーが息
を吹き込んだ、記念すべき
傑作。食いしん坊のプーさ
んが大好物のはちみつを食
べ過ぎて事件になる
『 プー
さんとはちみつ』
をはじめ、
つの話で綴られた、ほの
ぼのと心が和むかわいい冒
険と永遠の友情の物語。

ナイトメアー・
ビフォア・クリスマス

ハロウィンタウンのジャックが、楽しさ 世界中で愛されてい
溢れるクリスマスタウンに偶然迷い込ん るピーターラビット、
だ。クリスマスに魅せられたジャックは、人気絵本の世界が初
早速、自分の町でも再現しようと、すっ めての実写映画に。
かり夢中になる。不気味なキャラクター イギリスの美しい湖
たちが生き生きと動き、不思議で愛らし 水地方の田舎町を舞
い物語を展開し、話題をさらったアニメ。 台に、いたずら好き
なウサギのピーター
の楽しい日常や、恋
敵との攻防などを茶
目っ気たっぷりに描
いていく。

© 2018 Disney

不思議な町で繰り広げられた モフモフとした姿が可愛い
不気味でかわいいクリスマス ピーターラビットの実写版

愉快な仲間たち、懐かしきヒーローが画面いっぱいに駆け巡る、皆で愉しむアニメーション

★詳しいお申込み方法は、最終ページをご覧ください。★表示価格は税別です。

52

モハメド・アリ
ザ・グレーテスト
DVD 5枚組

DISC2（204分）VS ゾラ・フォーリー（1967
年）／VS ジェリー・クォーリー
（1970年）／VS
オスカー・ボナベナ（1970年）／VS ジョージ・
フォアマン（1974年）／VS チャック・ウェップ
ナー
（1975年）
DISC3（113分）VS ロン・ライル
（1975年）
／
VS ジョー・フレージャー
（1975年）

5868
月づき 2,550 円× 8 回

商品番号

（分割払価格 20,400 円）

●2009年〜2010年作・
カラー・530分 ©ＣＰＥ

5,000円

かつて雑技団で活躍してい
た少女たちが見せる、恍惚
と興奮の全裸パフォーマン
ス。連続前方回転演技や剣
舞を織り交ぜた妖艶な演技
などを、屈託のない笑顔で
魅せる究極の官能美。
●2005年作・全てカラー・日本語テロップ入

中国雑技系美少女
DVD 3枚組
商品番号

59893

ご愛用者価格

55

6,000 円

セット内容
シャーシャ
「中国雑技系美少女 莎莎」
（45分）
リンミー

「中国雑技系美少女 林美」
（45分）
モ ウ カ

「中国雑技系美少女 毛 歌」
（45分）

収 録 試 合 ●モノクロ・94分
「力道山 vs ザ・デストロイヤー」
（世界インターナショナルヘビー級選手権
試合: S38年12月2日 東京都体育館）
「力道山 vs フレッド・ブラッシー」
（WWA 世界ヘビー級選手権試合: S37年 4
力道山
月23日 東京都体育館）
伝説の格闘王
「力道山 vs ルー・テーズ」
商品番号
（NWA 世界選手権試合: 昭和32年
5875
大阪扇町プール）
ご愛用者価格 3,800 円

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

商品番号

55713

ご愛用者価格

3,800 円

アカヒゲ

収録内容
アオゲラ／アオサギ／アオジ／アオバズク／アオバト／アカエリカイツブリ／
アカゲラ／アカコッコ／アカショウビン／アカハラ／アカヒゲ／アトリ／アリ
スイ／イイジマムシクイ／イカル 他全202種

1

4

© MAXAM Inc.

魅惑の鉄道風景
七曜週めくり
DVD 4 枚組
商品番号

55863

ご愛用者価格

7,500 円

収録内容 ●2002年作・カラー・317分・ナレーション入
新春の裾野で（御殿場線）
雪深い峠（山形新幹線）
北の海とローカル列車（五能線）
富山湾・小春日和（氷見線）
雪の名所・関ヶ原（東海道本線）
こまち、
穏やかな冬の日（秋田新幹線）
筑豊・冬景色（日田彦山線）
豪雪のローカル線Ⅰ（米坂線）
冬枯れの特急街道（佐世保線）
豪雪のローカル線Ⅱ（只見線）
中国山脈・雪の単行（芸備線、姫新線）
ほか全650シーン

スカフタフェルスヨークトル氷河

レイザルフィヨルズル（オーロラ）
ストロックル間欠泉

アイスケーブ
©2018 Tomohito Ishimaru / Synforest Inc.
All Rights Reserved.

絶景アイスランド
氷河と火山が生んだ
神秘の大自然
商品番号

55862

ご愛用者価格

3,200 円

収録内容 ●2018年作・カラー・65分・ON／OFF切り替え可能な
「字幕」
機能対応
（ストロックル間欠泉／ファクシの滝ほか）
1. 人気絶景エリア
「ゴールデンサークル」
（スヴァルティフォスの滝／ヴァトナヨークトル氷河
〈アイスケーブ 〉
ほか）
2.「スーパーブルー」
と呼ばれる氷の洞窟
（ラーガルフリョゥト湖／ヘインギフォスの滝ほか）
3. 国内有数の高さを誇る
「吊るし滝」
（ミーヴァトン湖／アゥスビルギ渓谷ほか）
4. 絶え間なく白煙を上げる噴気孔
（アルトナルスターピ／デューパロンサンドゥルほか）
5. スナイフェルスネス半島と西部フィヨルド
6. ＜特典映像＞未知の景色を求めて -エキストラカット集-（緑の大地／褐色の大地ほか）

北欧の奇跡の絶景に心が癒される
映像と音で巡るアイスランドの旅

41048

ご愛用者価格

日本百鳴鳥202

コマドリ

年のうち、その景色が最も美しく
映える七日間と、最も魅惑的な鉄道
映像が融合。 年の歳月をかけて撮
影された平成日本を代表する究極の
鉄道風景が堪能できる。日本各地の
絶景、全６５０シーンの永久保存版。

商品番号

壮絶なＫＯシーンの連続！

●カラー・216分・鳴き声＆自然音のみ

夜空に舞うオーロラ、青く輝くアイ
スケーブ、陸上に現れた地球の割れ
目、熱湯が噴き上がる間欠泉、宝石
のような氷塊、苔に覆われた溶岩台
地など、奇跡のような光景が広がる
大地。今、世界中の旅行者から熱い
注目を集める北欧の島国アイスラン
ド。この 世 界 が 羨 望 す る 絶 景 大 国
を、映像と音で旅する癒しのＤＶＤ。

セクシーな衣装でリングに上がった
女たちが本気で戦い、本気で剥ぎ取
り、吠える。日本のキャットファイ
ト史上最大の対抗戦と言われた大会
やヌルヌルプロレスなど、激しく闘
う女たちの衝撃の姿が鑑賞できる。

ザ・キャットファイト
エクセレントＢＯＸ
DVD 5 枚組

闘う女のセクシー姿に大興奮 純情娘が全裸でアクロバット

7,800円

ご愛用者価格

10

ルリビタキ
© 2014 Susumu Sato / Synforest Inc. All Rights Reserved

必殺の空手チョップがいま甦る！

5869

商品番号

主な収録試合 ●カラー＆モノクロ・267分・日本語字幕
ジョー・フレージャーVSジョージ・フォアマン
（1973年）
ジョージ・フォアマンVSモハメッド・アリ
（1974年）
モハメッド・アリVSジョー・フレージャー（1975年）
モハメッド・アリVSソニー・リストン
（1964年）
ジョー・ルイスVSマックス・シュメリング
（1938年）
ロッキー・マルシアノVSジョー・ウォルコット
（1952年）
ロッキー・マルシアノVSジョー・ルイス
（1951年）他
●ラリー・ホームズ、
ジーン・タニー、
ジャック・デンプシー、
ジャック・ジョンソン…歴代ヘビー級王者、
次々に登場！

アメリカのスポーツ専門テレビ局が、歴 必殺の空手チョップで頂点に君臨した日本プロレス界の
代のヘビー級王者から 傑を選出。アリ、 父・力道山。その熱き闘いは今なお語り継がれ、日本の格
フォアマン、フレージャー、ジョー・ルイ 闘技界にも大きな影響を与えている。鉄人ルー・テーズた
スらの激戦の軌跡を収録。
「キンシャサの ちとの伝説の名勝負を収録。力道山の勇姿がいま甦る。
決闘」
アリ対フォアマンをはじめ歴史に残
る名勝負、夢の対決のオンパレード。

ヘビー級王者最強伝説
ザ・トップテン
DVD 2 枚組

DISC5（83分）
“モハメド・アリ ザ・グレ
ーテスト・ストーリー”
貴重フィルムとインタビューで綴る３時
間を超える長編ドキュメンタリー

アリ、
フォアマン、
マルシアノ…
伝説のボクサーたちの名勝負

19,000円

ご愛用者価格

DISC4（116分）

シマフクロウ

生態と鳴き声を克明に記録 風光明媚な地を鉄道がゆく
２０２種収録、
動く野鳥図鑑 平成日本の美しい鉄道風景

DISC1
（181分）
VS タグ・ジョーンズ
（1963年）
／VS ヘンリー・クーパー
（1963年）
／VS ソニ
ー・リストン（1964年）／VS ソニー・リストン
（1965年）／VS ジョージ・シュバロ（1966年）
／VS アーニー・テレル
（1967年）

日本に生息する野鳥２０２種の姿をす
べてハイビジョンによって撮影した、
目と耳で楽しめる野鳥図鑑。余計なナ
レーションを排し、全編を鳴き声と自
然音のみで構成、鳥の名前や解説は
表示・非表示ができる字幕機能で収録。
貴重な映像も多く、バードウォッチン
グ初心者から上級者まで幅広い人に
愛されているシリーズ最新版。

収録内容 ●カラー&モノクロ697分・日本語字幕

紀 行

歴史的名勝負で振り返る
史上最強ボクサーの足跡

史上最強のボクサー、モハメド・アリ。歴史に残る
幾多の名勝負とともに波乱万丈の生涯をたどる一
大ドキュメンタリー。世界王座
初戴冠、世界に衝撃を与えたソ
ニー・リストン戦、奇跡の王座
奪還となったジョージ・フォア
マン戦をフルラウンド収録する
他、アリ自身が秘話を語りつく
す。熱狂を思い起こす保存版。

格闘技・スポーツ

★弊社与信基準外は代金引換払いのお願いをすることもございます。★表示価格は税別です。
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NIKITA/ ニキータ

シーズン1〜4
DVD 36枚組
商品番号

54716

月づき 2,680 円× 8 回
（分割払価格 21,440 円）

ご愛用者価格

19,920 円

商品番号

60265

ご愛用者価格

6,000円

シリーズ合計70 話／62時間38分
●出演：ジェニファー・ビール
ス／ローレル・ホロマン／ミ
ア・カーシュナー（2003〜
2009年作・カラー・日本語吹
き替え付）

Lの世界
DVD-BOX

ご愛用者価格 各 4,752 円

57

シーズン1（DVD7枚組） シーズン4（DVD6枚組）
商品番号
4930
●全13話・691分

商品番号
53200
●全12話・628分

シーズン2（DVD7枚組） シーズン5（DVD6枚組）
4931
●全13話・702分

53201
●全12話・660分

シーズン3（DVD6枚組）

シーズン6（DVD4枚組）

商品番号

商品番号
53199
●全12話・634分

商品番号

商品番号
53202
●全8話・443分

© 2010, 2011 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.
Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

DVD 3枚組
商品番号

54504

ご愛用者価格

4,800 円

全3話／3時間
●出演：サイモン・ラッセル・ビー
ル／ベネディクト・カンバーバッ
チ●ナレーション：ティモシー・
ダルトン
（2 0 0 4年作・カラー・
180分・日本語字幕）

56

全56話／45時間1分

収録内容
「Episode1:退却」 「Episode2:撤退」 「Episode3:救出」
◆ナチス軍に追い詰 ◆容赦なく襲いかかる ◆英軍後援部隊は撤
められた英海外派遣 ナチス軍の空襲。英軍 退の時間を稼ぐため、
軍は、
実現困難な撤退 兵士たちの撤退作戦 強大なナチス軍との
作戦を決行する。
は困難を極めるが…。 絶望的な戦いに挑む。

80

© 1984, 1984/1985, 1985/1986 Universal
Studios. All Rights Reserved.

エアーウルフ
DVD 20枚セット
商品番号

52311

月づき 2,070 円× 8 回
（分割払価格 16,560 円）

ご愛用者価格

14,229 円

●出演：ジャン=マイケル・ヴィンセント／
アーネスト・ボーグナイン／アレックス・
コード
（1984〜1986年作・カラー・2701
分・日本語吹き替え付）
セット内容
シーズン 1（全11話・588分）
シーズン 2（全22話・1059分）
シーズン 3（全23話・1054分）

●出演：ルーク・パスカ
リーノ／トム・バーク／
サンティアゴ・カブレラ
（2014〜2015年作・カ
ラー・全20話・1058分・
日本語吹き替え付）

シリーズ合計20話／17時間38分
Steven Neaves ©BBC 2013 Larry Horricks ©BBC 2013
Des Willie ©BBC 2015 Dusan Martincek ©BBC 2015

マスケティアーズ
パリの四銃士

ご愛用者価格 各 6,700 円

35

10

名作
「三銃士」
を、イギリスＢＢＣが新しい解釈でドラマ化。お馴染
みのアトス、アラミス、ポルトスの三銃士にダルタニアンが加わっ
た最強チームが、愛と欲望渦巻くパリの王宮を舞台に今日も戦う。

タブー（TABOO）
DVD 4 枚組

史上最大の撤退作戦
奇跡の10日間

完全無敵のヘリが大空を華麗に舞う人気作

©Taboo Productions Limited 2017

ダンケルク

表する ＴＶドラマ、全 話。

全8話／7時間53分

10

勇ましいあのテーマ曲に乗せて、ジャン=
マイケル・ヴィンセン
トがハイテク武装ヘリ「エアーウルフ」に颯爽と乗り込む姿に憧
れた。奇想天外なスカイアクションに毎回心躍った 年代を代

●出演：トム・ハーディ／ジョナ
サン・プライス／ジェシー・バッ
クレイ
（2017年作・カラー・全8
話・473分・日本語字幕）

１８１４年、アフリカで行方不明になっていた英国人ジ ＬＡの美女たちの同性愛を描く過激な内容に、日本では
ェームズが突然ロンドンに現れた。海運業を営んでいた ＴＶドラマ初の年齢制限が設けられ話題を呼んだ。ジェ
父が謎の死を遂げ、彼は会社を再興しようと意気込む。 ニファー・ビールスをはじめ、スター女優の美しさは出色。
ところが強大な権力を持つ東インド会社に目を付けられ…。
渦巻く欲望、ドス黒い陰謀…英ＢＢＣが巨額の製作費を
掛け製作した、巨匠リドリー・スコットの歴史超大作。

© 2010-2014 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

全73話／51時間26分

35

万の兵士を 日間で撤退させた 命知らずの男たちの歴史アドベンチャー
奇跡の大作戦の驚くべき全貌とは

●出演：マギー・Q／リンジー・フ
ォンセカ／シェーン・ウェスト
（2010〜2013年作・カラー・全73
話・3086分・日本語吹き替え付）

１９４０年、英国のチャーチル首相はナチスの猛攻によりフランス
で苦戦を強いられていた派遣軍の撤退を決意するが、それはダンケ
ルクからドーバー海峡を渡り英国本土へ脱出させるという実現不可
能と思える作戦だった。 万人もの兵士をたった 日間で撤退させ
た奇跡の実話、ダイナモ作戦をBBCがドラマ化した戦争超大作。

服役中に、政府の秘密組織に
スカウトされ、過去を消す代
わりに暗殺者として生きるこ
とになったニキータ。しかし、
やっと手にした最愛の人を奪
われ、彼女は 年前に逃亡し
た。追われる身となった美し
き殺し屋が、全てを奪った組
織に報復を仕掛ける。巨大組
織との熾烈な攻防に手に汗握
るサスペンス・アクション。
3

美しき殺し屋の鮮烈な闘い 巨大な敵“東インド会社”に挑む 実話を基に描く禁断の世界
命懸けのリベンジアクション 父を殺された男の壮絶な復讐劇 魅惑の美女たちの性の深淵

お茶の間でたっぷりと長時間堪能 何度でも楽しめるテレビドラマ特集

（DVD 5枚組）
シーズン1
商品番号
53479
●全10話・529分

シーズン2（DVD 5枚組）
商品番号
54406
●全10話・529分

★商品のお届けは在庫状況により、10 ～ 14 日前後かかる場合がございます。★表示価格は税別です。

56

高画質

商品番号

51312

月づき 2,150 円× 10 回
（分割払価格 21,500 円）

20,000円

●出演：水島道太郎／市原清彦
／灰地順／和久井節緒／仙波
和之（S44年作・モノクロ・全19
話・約497分）

●出演：新藤恵美／藤巻潤／吉
田輝雄／長内美那子
（S49年作・
カラー・全40話・937分）

愛染かつら（TV版）高画質
HDリマスター版
DVD-BOX 5枚組
商品番号

51380

月づき 2,600 円× 10 回
（分割払価格 26,000 円）

24,000 円

©光プロダクション・エイケン

鉄人28号

高画質

59

（分割払価格 各 27,000 円）

ご愛用者価格 各 25,000 円

97

28

（5枚組）
DVD-BOX１
商品番号
7618
●第1話～第47話
+誕生編・約1255分
DVD-BOX2（5枚組）
商品番号
7624
●第48話～96話・約1270分

●出演：金井克子／由美かお
る／原田糸子
（S44年作・カラ
ー・全13話・637分）

009ノ1 コンプリート

DVD 3枚組
商品番号

50545

ご愛用者価格

19,000 円

月づき 2,550 円× 8 回
（分割払価格 20,400 円）

©石森プロ・東映

シリーズ合計65話／27時間26分

少年忍者
風のフジ丸

©東映アニメーション

高画質

デジタルリマスター版
月づき 2,600 円× 10 回
各セット

各セット

デジタルリマスター版
月づき 2,700 円× 10 回

を２つのDVDボックスに完全収録。

シリーズ合計97話／42時間5分
●S38〜41年作・モノクロ

操縦器で鉄人 号を操り、凶悪なロ
ボットたちと激闘を繰り広げる様に、
ワクワクした…。痛快アニメ全 話

©テレビ東京メディアネット

「グリコ劇場」
の字幕と共に始まるオ
ープニング。金田正太郎少年が小型

ご愛用者価格

全13 話／10時間37分

（分割払価格 各 26,000 円）

ご愛用者価格 各 24,000 円

●S39〜40年作・モノクロ
（4 枚組）
DVD-BOX１

50551
●第1話〜第33話・834分
商品番号

DVD-BOX2（4 枚組）

商品番号
50552
●第34話〜第65話・812分

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

5

全26話／20時間41分
●出演：萬屋錦之介／田中邦衛
／火野正平／新克利
（S 5 0年
作・カラー・1241分）
●カラー20P解説書付・特典映
像付
©ユニオン映画
※お届けは1月中旬以降となります。

長崎犯科帳 DVD 7枚組
53757

商品番号

月づき 2,150 円× 10 回
（分割払価格 21,500 円）
ご愛用者価格

20,000円

カラー作品

カラー作品

お馴染みのメロディと共に彼ら仕
事人が登場すると胸が高鳴った。
三味線の糸で悪人を吊り上げる勇
次、急所にかんざしを刺す秀。お
りくの鮮やかなバチさばき、バッ
サリと悪を斬り去る主水。仕置の
シーンはいつ見ても痛快だった
…。闇の仕事を離れ、いささか肥
り気味の主水の元に、何でも屋の
加代、飾職の秀が現れた。そこに
三味線屋の勇次とおりくが加わっ
て、新たな仕事人たちが動きはじ
め た。懐 か し の 面 々 の 活 躍 を 再
び、じっくりと鑑賞したい。

人気俳優により幾度となく映像化されてきた名編。初
のカラー作品となった本作は、藤巻潤、新藤恵美のコ
ンビで愛を奏でる。夫を亡くした看護婦かつ枝と、病
院長の長男・浩三が苦難を乗り
越え、幸せをつかむ。

全40話／15時間37分

運命の出会い、
ひたむきな愛 少年の呼び声と共に現れる
心を打つ不朽のメロドラマ 我らが鉄人の活躍に胸躍る

ご愛用者価格

©国際放映

© 松竹・ABC

●出演：藤田まこと／三田村邦彦／中条き
よし／山田五十鈴／鮎川いずみ／菅井き
ん／白木万理／須賀不二男
（S56年〜S57
年作・カラー・全55話・2540分）
●ナレーター：古今亭志ん朝●特典映像付

2

新・必殺仕事人

DVD-BOX 14枚組
商品番号

51449

ご愛用者価格

39,200 円

月づき 4,250 円×10 回
（分割払価格 42,500 円）

全55話／42時間20分

長崎奉行が裏の顔で闇の裁き「晴らせぬ恨み、
晴らします」
萬屋錦之介主演、
痛快時代劇 必殺仕事人シリーズ第 弾！

DVD-BOX 3枚組

利権と暴力渦巻く幕末の長崎で、虐げられる人々を救い、巨悪に敢然と
立ち向かう
“闇奉行”
。表向きは、賄賂を平然と受け取り、女遊びにも興
じる長崎奉行が、悪徳商人や私腹を肥やす役人どもに、闇の裁きを下す
様が痛快だった。長崎奉行に萬屋錦之介、その陰の協力者・蘭学医師に
田中邦衛、出島の三次に火野正平など、個性豊かな出演者に心が弾む。

全19 話／約8時間17分

石ノ森章太郎原作のお色気スパイアクション。金井克子 群雄割拠の戦国の世に、鷲にさ
太平洋戦争真っ只中の南洋諸島、激戦を繰り広げる零戦
や由美かおるら抜群のプロポーションの西野バレエ団五 らわれた赤ん坊がフジ丸と名付
のパイロットたち。戦前からの映画スター、戦後は東映
人娘が、ゼロゼロガールズに扮して超ミニスカートで悩 けられ、忍びの里で育てられた。
任侠物でも活躍した水島道太郎の男っぷりに胸が滾った。
殺キック。悪に立ち向う。
優秀な忍者として成長したフジ
元零戦パイロットの体験を元に再現された数々の空中戦
丸が、天下の行く末を左右する
法、ウルトラマンの特撮を手掛けた成田亨らによる空中
争いに巻き込まれていく…。出
戦は圧巻。劣勢の中で戦い続けた男たちの悲運に涙する。
るか、忍法「火炎の術」
。

ゼロファイター

HDマスター版

や
「カムイ伝」
の作者
大空を駆けた零戦乗りの勇姿 美脚から放つハイキックで悩殺 「サスケ」
特撮技術で描く迫力の空中戦 ミニスカ 人娘のお色気アクション 白土三平原作─本格忍者アニメ

お茶の間でたっぷりと長時間堪能 何度でも楽しめるテレビドラマ特集

カラー作品

★DVDソフトの送料は何点でも一律880円（税別）です。但し、沖縄・島しょは1,320円（税別）別途加算です。★表示価格は税別です。
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商品番号
ご愛用者価格

31173

49,800 円

コンパクトサイズで
持ち運びも簡単。

披露宴など
送料1,200円（税別）
イベントでも
※この商品は代金引換払いとなります。
活躍します。
（代金引換手数料500円
〈税別〉
加算）

約 26.9 ㎝

たたら師が支えた世界一
の製鉄技術から生み出さ
れる日本刀には、日本人
の美学が脈々と受け継が
れ、それは世界に誇る日
本文化の結晶とも言える
もの。その日本刀を支え
る匠の技を後世に伝える
貴 重 な 映 像 集。 人 間 国
宝・月山貞一、隅谷正峯
をはじめ名工たちの技を
目の当たりにできる。

月山貞一

隅谷正峯

本阿彌日洲

小野光敬

井出名人の麻雀入門
DVD 4枚セット
商品番号

55740

ご愛用者価格

61

2,000円

井出洋介名人

さばく、おろす、開くという魚料理の
基本を初心者にも分かりやすく紹介。
映像を見ているだけでしっかり分かり、
覚えてしまえば意外に簡単。食のプロ
が魚ごとの包丁使いも伝授してくれる。

テレビ番組などでもおなじみ井
出洋介名人が、牌の種類や点数
計算からアガリ方まで、麻雀の
基本を優しく解説。さらに少し
慣れてきた人向けに、必勝テク
ニックも伝授してくれる。麻雀
を打つ上で必要な知識が全部詰
まった、究極の入門DVD。
セット内容 ●全てカラー・197分
「牌の役割とゲームの進め方」
（42分）
「役と点数の数え方」
（44分）
「勝つためのテクニック」
（51分）
「負けない麻雀を打つ」
（60分）

セット内容 ●
 全てカラー
（67分）
魚のやさしいさばき方 『魚のやさしいさばき方 上巻』
アジ／マダイ／ウナギ／マダコ他 全17魚種
上＆下 DVD 2枚セット 『魚のやさしいさばき方 下巻』
（66分）
商品番号
55787
サバ／イサキ／ヒラメ／アオリイカ／トビ
ご愛用者価格 952 円
ウオ／ニジマス／イシダイ他 全16魚種

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

20564

ご愛用者価格

17,800円

月づき 2,380 円× 8 回
（分割払価格 19,040 円）

ブルーレイ
特長

DVDプレーヤー搭載

USB 端子搭載
USB メモリから映像や音楽、
画像データの再生が可能

①画質がいい

②容量が大きい

DVDの約35万画素に比べ、 2層式ブルーレイ1枚の容量
ブルーレイは207万画素と約
はDVD10枚分。DVDと比べ
6倍。 映像のきめ細かさや立
て1枚でたっぷり長時間楽し
体感に格段の差が出る。
むことが出来る。

●サイズ：幅 260×奥行190×高さ45
ｍｍ
（突起部含まず）
●重さ
：約 0.93 ㎏
●電 源：AC100〜240V 50/60Hz
●消費電力：20W●出入力端子：HDMI
出力端子、
USB●再生可能ディスク：BD、
BD-R、BD-RE、
DVD-R/RW、
DVDVideo、
VCD、
CD、
CD-R/RW ● 付 属
品：HDMIケーブル
（1ｍ）
、
リモコン、
動作
確認用電池×2、
取扱説明書、
保証書

16

プレーヤー内蔵のテレビなので、
DVD を入れるだけで再生できる

テレビアンテナ接続ケーブル付

1,905 円

※ブルーレイディスクを再生するには
ブルーレイ対応プレーヤーが必要です。
※再生専用です。録画は出来ません。

送料880円（税別）

ご家庭のアンテナ端子につなげば
テレビがすぐに楽しめる

BD 60478

ご愛用者価格

幅375㎜
軽量で
コンパクト

1

CPRM ／ VR モード対応
ご家庭で録画したDVDも
観ることができる
●サイズ
（約）
：幅375×奥行120×高
さ275mm（台座含む）●本体重量
（約）
：1650g ●電源ACアダプター：
AC100V-240V50／60Hz●消費電
力：24W●地上デジタル放送受信：受
信周波数
（UHF 放送13〜62ch）
※ワ
ンセグ放送対応●再生可能フォーマ
ット：ビデオモード、VR モード
（CPRM
対応）
、AVI、MPEG1、MPEG2、MPE
G4、MP3、WMA、JPEG●付属品：リ
モコン、
動作確認用電池、ACアダプタ
ー、AVケーブル、TVアンテナ接続ケー
ブル、
USB 接続ケーブル、
miniB-CAS
カード、
取扱説明書、
保証書
（1年保証）

DVDプレーヤー搭載
16型地デジテレビ
商品番号
ご愛用者価格

31163

TV
DVD
CD
USB

※画面はハメコミ
合成写真です。

29,800 円

※この商品は代金引換払いとなります。
（代金引換手数料500円
〈税別〉
加算） 送料1,300円
（税別）

LEDバックライト搭載
高解像度
液晶パネル

これまで再生できなかったオンデマンド DVD が観られる

12,000円

基本から必勝法まで名人が伝授

ご愛用者価格

商品番号

商品番号

1

場所をとらず、机の上
などに置ける自分専用

55755

月づき 2,500 円× 5 回
（分割払価格 12,500 円）

収録内容
●1986〜1988年作・カラー・ナレーション入
DISC1（金工 2）52 分
●刀剣 月山貞一（重要無形文化財：各個認定保持者）
●刀剣 隅谷正峯（重要無形文化財：各個認定保持者）
DISC2（金工 3）52 分
●刀剣研磨 本阿彌日洲（重要無形文化財：各個認定保持者）
●刀剣研磨 小野光敬（重要無形文化財：各個認定保持者）
DISC3（金工 8）78 分
●玉鋼製造 安部由蔵・木原明（選定保存技術保持者）
●刀装甲冑金具 宮島市郎（選定保存技術保持者）
●刀装金具 赤野栄一（選定保存技術保持者）

据置型
ブルーレイプレーヤー

007 スペクター

の 型地デジテレビ。
しかも、ＤＶＤプレー
ヤーを内蔵しているの
で、これ 台でテレビ
もＤＶＤも両方楽しめ
る。ＬＥＤバックライ
ト搭載の、高解像度液
晶パネルの採用で、画
面が綺麗なのも魅力。
これまでオンデマンド
ＤＶＤが見られなかっ
た人も、これなら見ら
れると既に好評をいた
だいている商品。机の
前の特等席で想い出の
名画もじっくりと鑑賞
できる。

匠の世界 日本刀
DVD 3枚組
商品番号

約
11.4 ㎝

※販売もしています。

★詳しいお申込み方法は、最終ページをご覧ください。★表示価格は税別です。

コンパクトサイズで高画質・高音質 テレビもＤＶＤも両方楽しめる！

約
16.6
㎝

SPECTRE©2015 Danjaq, LLC, Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., Columbia
Pictures Industries, Inc.
SPECTRE, 007 Gun Logo and related James Bond Trademarks©1962-2016
Danjaq, LLC and United Artists Corporation.
SPECTRE, 007 Gun Logo and related James Bond Trademarks are trademarks
of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
© 2016 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. TWENTIETH CENTURY FOX, FOX and associated logos are trademarks
of Twentieth Century Fox Film Corporation and its related entities.

1

簡単接続でブルーレイ映像を楽しめる 場所とらず、
手間いらずの便利機器

ボタンひとつで
自動読み取り。

付属のHDMI ケーブル 本でテレビに繋げられ、簡単に
高画質・高音質な映像を楽しめるブルーレイプレーヤー。ブ
ルーレイならではの圧倒的な映像美、迫力のシーンはもち
ろん、映画館で採用されているサウンドフォーマットでの
音声再生が出来るので、好きな映画を思う存分堪能できる。
コンパクトサイズで置き場所に困らないのも良い。

8

※映像のみの変換です。音声は記録できません。

８ミリフィルム保存機

映像を観られます

24

据置型ブルーレイプレーヤーを
ご注文された方
先着１００名様に左記ブルーレ
イディスクをプレゼント‼

一コマずつ
撮影します。

8 ㎜フィルム全機種対応 !
スーパー 8（シングル 8）
／
レギュラー 8（ダブル 8）
フィルムサイズ 3 号、4 号、5 号に対応

「007 スペクター」ブルーレイディスクをプレゼント‼ 100名様限定
全世界大ヒットスパイ・アクション

パソコン不要！

8

シリーズ最高傑作との呼び声の高い００７シ
。第 作からの宿
リーズ第 弾「スペクター」
敵 ス ペ ク タ ー が ボ ン ド の 前 に 立 ち は だ か る。
ギネスに認定された映画史上最大の爆発シー
ンは見逃せない。

家族の思い出をずっと残せる

家族を映した思い出の ミリフィルムを、未来に伝えた
い…。そんな方におススメなのが本品。パソコンを使わ
ず簡単操作でＳＤカードにデジタル保存できる。また、
本体の画面で映像を再生して楽しむこともＯＫ。本体を
テレビにつなげば、
大画面で鑑賞でき
る。デジタル保存
しておけば、パソ
コンやスマホでの
再生も可能に。

●サイズ：約幅26.9×奥行11.4×高さ16.6
㎝●重さ
：約1.54㎏●電源：DC12V、
1.5A
（専用ＡＣアダプター）
●対応8㎜フィルム：種
類：
スーパー8
（シングル8）
、
レギュラー8
（ダブル
8）
、
リール：3号
（直径7.5㎝）
/4号
（10㎝）
/5号
（12.5㎝）
●ファイル形式：MP4(H.264)●
画素数：約353万画素
（2304×1536）
●液
晶モニター
：2.4型TFT●ダビング時間
（目安）
：
3号 3分/約35分、
4号 7分/約70分、
5号
15分：約140分●使用可能メモリーカード：
SDHCメモリーカード4GB〜32GB クラス
6以上●出入力ポート
：USB2.0●付属品：
ACアダプター、
USB、
TV接続ケーブル、
巻き
取り用リール、
リールアダプター
（2個）
、
清掃用
クロス、
取扱説明書●保証期間：1年●企画：
日本
（製造：中国）

ミリ映像をデジタル保存 日本刀を生み出す名工たち 魚のさばき方を簡単に習得
テレビ画面でも観られる 匠の技を伝える貴重な映像

これで趣味の幅が広がる!!自宅で 楽しめるお役立ち映像＆便利機器

60

アナ録

ビデオダビングボックス
商品番号
20411
月づき 3,660 円× 5 回
（分割払価格 18,300 円）

第１回 一歩踏みだそう！便利なスマホ
第２回 超基本！電話とメール
●2017年作・
カラー・170分

はじめようスマホ
DVD 2枚組
商品番号

20538

4,980 円

●サイズ：141×143×33mm
●重量：17g ●マレーシア製

商品番号

21015

ご愛用者価格

2,800 円

●型式：密閉ダイナミック型 ●コード長：
5.0ｍ ●最大許容入力：500mW ●質量：
約97ｇ ●プラグ：φ3.5㎜ミニステレオ
2ウェイ ●中国製
※このページの商品について：色・仕様が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

63

5ｍ

ロングコード

●サイズ：長さ11.5×幅2.8×厚さ
1.55cm●重量：30g●材質：ABS
樹脂●使用電池：単4乾電池×1本
●付属品：イヤホン、
単4乾電池1本
● 可 聴 周 波 数：HI：200Hz 〜
14,000Hz
LOW：200Hz 〜
4,000Hz（音声帯域のみ集音）
●音
圧レベル：120〜150db●最大音
響 利 得：40db〜47db ●
イヤホーンインピーダン
超感度集音器 効聴
ス：32Ω●電池寿命：連続
商品番号
20562
60〜90時間●保証期間：
ご愛用者価格 9,800 円
1年間●日本製

★お申込みは、同封のハガキか、電話 0570-096-111、FAX03-3863-5972 で !! ★表示価格は税別です。

スピーカーと
テレビの両方
から音声を
楽しめる

ラクラク
全長５mの本体コード付き
※外部音声出力の
無い TV には対応
していません。

手もとで聞こえる
スピーカー
商品番号

20512
3,780円

ご愛用者価格

●サイズ：127×105㎜ ●重量：318g ●材
質：ABS樹脂 ●電源：単3形乾電池×4（別
売り）●付属品：接続コード ●中国製

月づき 3,250 円× 10 回
（分割払価格 32,500 円）
ご愛用者価格

29,800円

15

24時間
タイマー
コンセント
商品番号

20367

2,495 円

ご愛用者価格

デジカメやオーディオ
プレーヤーに

動画
音楽

写真
の保存に最適

デジカメや携帯電話で撮った動画・写真を、
大量に保存が可能。DVDの映像やCDの
音 楽 データを保 存するのに最
適で、
何度でも書き込め便利。

ＴＶ用ヘッドホン

オーディオテク
ニカ社製

●手元で音量調整が手軽にできる
便利なコントローラー付
●5 ｍのロングコードを採用
広いお部屋でも迫力の
サウンドを楽しめる

左右の
音量バランス
調整付き

手元で
ボリューム
調整が可能

離れた場所でもテレビの音声
がちゃんと聞こえる魔法の
スピーカー。手元でスピーカ
ーのみの音声
に切り替えた
り、ボリュー
ム調節も簡単
なので、深夜
番組も心置き
なく楽しめる。

ここがポイント

12,800円

20572

商品番号

SDカード（4GB）
商品番号

20335

ご愛用者価格

1,905 円

●サイズ
（約）
：幅15.6×奥行15.6×
高さ5.0㎝●重量：約409ｇ●材質：
ABS樹脂●出力端子：HDMI●入力
端子：RCA端子●付属品：取扱説明
書（保証書付）
、ACアダプター
（約
150㎝）
、
AVケーブル
（約90㎝）
●消
費電力：約15W●ディスプレイサイ
ズ：4インチ／2 カラーLCD●電源：
ACア ダ プ ター：100V 50/60Hz
出力：5V-3A●中国製

動画
音楽

写真
の保存に最適

D
V
D
R

DVD-R

CPRM対応

フィルムリール柄
（50枚パック）

20550

商品番号

1,980 円

ご愛用者価格
動画

写真

音楽
書類
の保存に最適

保存が簡単
繰り返し使える

USBメモリー（8GB）
商品番号

20551

ご愛用者価格

1,980円

大切なデータ保存はこれで

ご愛用者価格

だけ！！

ご愛用者価格

（税別）
送料1,580円

簡単DVDダビング械

TVへの接続で
大画面での
再生も可能

を活用

商品番号

回す

バッグやポケットに
はさんで使える

自分で簡単に度数が
調節できるメガネ
（新）

20573

月づき 2,680 円× 5 回
（分割払価格 13,400 円）

※スピーカーは付い
ていませんので本体
で音声を聴くことはできません。
※コピーガードが 掛かっている
DVD の再生、録画はできません。
※ HDMI ケーブルは別売りです。

るなら

（遠視・老眼）

災害時用にも
これ１本で
ご家族皆が
ご使用できます

（近視）

商品番号

SDカード

DVD

パソコン や USB 端子が付いた機器に差
あなたの大切な思い出や、お気に入りの映 し込む だけ。簡 単 に映 像・音 楽・書類 を
像を永久保存するなら DVD‐R を活用し 保存できる。小さいので、持ち運びも楽々。
たい。写真や書類の整理に重宝する
し、自分だけのライブラリーを作れ
る。

対 応 度 数（無段階調整可能）

30g

アンプ内蔵
タワースピーカー

USB

節電や防犯対策に使える とても小さいのに驚きの
データ保存量を実現
タイマー式コンセント

17g

約

カラオケに嬉しい
エコー機能付き

●サイズ：外形寸法（約）幅120× 高
470× 奥250 mm ●重さ（約）
：メ
イン5.0kg、サテライト3.7kg ●色:
黒木目調 ●材質:MDF、AB ●電源：
AC100V 50/60Hz ●消費電力：
42W ●出力
（最大）:ツイーター
（8W
×2）
、ミッドレンジ（17W×2）
、ウ
ーファー（35W×2）●セット内容:
本体メインスピーカー×1、サテライ
トスピーカー×1、リモートコントロ
ーラー（動作確認用電池内蔵）
、オー
ディオケーブル1、オーディオケーブ
ル2、スピーカーケーブル、取扱説明
書（保証書付）●保証期間:１年 ●
生産国:中国

外部機器

分単位で電源の入・切が自動で何回もでき
るコンセント。電気器具とコンセントとの
間に差し込むだけで簡単に使用でき、
常時通電との切り替え
もスイッチ一つで可能。

※乱視には対応しておりません。

軽量

SDカードスロット・
USB 端子付き

リモコン付

離れたテレビの音が手元ではっきり聞こえる

超軽量

5,600 円

第５回 アプリを追加してもっと便利に！
第６回 スマホを持ってお出かけ
第７回 ＳＮＳに初挑戦
第８回「設定」
を使ってみる

ポケットやバッグにスッポリ収まる、イヤ
ホンタイプの超高感度集音器。可聴周波数
選別スイッチにより、周囲の雑音
をカットし、聴きたい音声だけを
キャッチ。難聴対策はもちろん、
大ホールでの公演会など、幅広い
用途でお使いいただけます。

近視、遠視、老眼に対応 ！！

－4.0度 ～ ＋5.0度

55829

ご愛用者価格

送料880円
（税別）

左右片方ずつ
簡単に
調節できる

第３回 地図アプリとネット検索に挑戦！
第４回 カメラ・写真の超基本
Disc2

©2018NHK

自分で度数を調整できる 夜遅くでも気兼ねなく
魔法のメガネ
大音量を楽しめる
ステ レオヘッド ホン

16,482 円

ご愛用者価格

収録内容
Disc1

簡単接続でテレビの音も大迫力に

日本語表示ディスプレイで操作も楽々

-

仕様／●サイズ：139×32×60㎜
●画面サイズ：3型 4:3液晶 ●質量：
160g（ボタン電池含む、
ACアダプタ
ー除く）● 電 源：ACアダプター
DC5V／1.5A ●対応メディア：SD
メモリーカード、
SDHCメモリーカー
ド、
USBポータブルハードディスク、
USBメモリー ●SD／SDHCメモリ
ーカードへの最長録画時間：約1時間
15分
（4GB）
、約2時間30分
（8GB）
●インドネシア製 ●1年保証付

アイオーエス・アンドロイド
それぞれの使い方に対応

パソコン
不要

パソコンなしで簡単にＤＶＤに録画できる 画像や音楽を永久保存す

8

ダビングした映像
は本製品での視
聴はもちろん、大
画面 TV に映すこ
ともできる。しか
も高画質。

沢山のアプリの使い方も
映像を見ながら楽々習得

ＶＨＳや８㎜テープは場所をとるしＤＶＤ
にまとめたい。そんな貴方にこの簡単ダビ
ング機がお薦め。ボタン一つでＤＶＤやＳ
Ｄカ ー ド な ど、お 好 き な メ デ ィ
アにワンタッ チ 録 画 が 可 能 。

再生
大画面に映してみんなで楽しめる

基本の操作方法や機能を
ひとつひとつゆっくり解説

映像と音の便利機器
4 インチモニター搭載

SDカードから別の
SDカードにコピー
もできる。SDカー
ド からUSBメモリ
ーにもコピーOK。

講師：池澤あやか
生徒：国井雅比古、
はいだしょうこ

ご自宅が映画館・コンサートホールに早変わり

1

コピー
大切な思い出をコピーできる

最大出力120w 力強い重低音が部屋中に広がる

臨場感溢れる重低音で映画館やコンサート会場の
気分に浸れるスピーカー。テレビはもちろん、アン
プ内蔵なので出力の小さ
な機器でも大満足の音響。

ビデオカメラや
デッキをつなぐ
だけ。簡単操作
で SD カ ード に
映像をダビング。

スマートフォンの使い方がラクラク覚えられるＤＶＤ 聴きたい音だけをクリアにキャッチ

思い出の映像をビデオテープや ㎜
テープに残している人も多い。けれ
ど、テープが切れたりして、いつ見
られなくなってもおかしくはない。
そこで、ケーブルでつなぐだけで簡
単にダビングできる
「アナ録」をお勧
め。これ 台で大切な映像をデジタ
ルで保存でき、再生できる便利機器。

ダビング
すごく簡単！これ 1 台でSDカードに保存

指での基本操作から丁寧に説明
スマホが「わかる・できる」に

「私には難しいかな」
と思い込んでい
る中高年の初心者向けに、スマホの
楽しさを存分に紹介し、
「わかる・で
きる！」に導く。ＴＶでお馴染みの
タレントが生徒になって一緒に覚え
ていく形式で、わかりやすく解説。

ビデオテープの映像をＳＤカードに保存・再生

パソコン不要ケーブルでつなぐだけ

※このページの商品について：色・仕様が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

★商品のお届けは在庫状況により、10 ～ 14 日前後かかる場合がございます。★表示価格は税別です。
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名作映画6作（DVD3枚） 先着
名
様 限定
100
プレゼント!!
インターネットでも
誌面がご覧頂けます

『マクリントック』

2019 年 Vol.253

新春号

『キリマンジャロの雪』

胸滾る西部劇

◆アラン・ラッド主演
『悪人の土地』
◆アラン・ドロン初出演
『テキサス』
◆ジョン・ウェイン主演の名作多数
◆マカロニ・ウエスタン傑作選

回転式液晶画面
SDカード、USBメモリー可

『アンナ・カレニナ』
●出演：ヴィヴィアン・リー
／ラルフ・リチャードソン／キーロン・ムーア
（1948年作・モノクロ・110分・日本語字幕）

『マクリントック』
●出演：ジョン・ウェイン／
モーリン・オハラ／パトリック・ウェイン
（1963
年作・カラー・126分・日本語字幕）

『オリヴァ・ツイスト』
●出演：ディッキー・ムー
ア／アーヴィング・ピシェル／ドリス・ロイド
（1933年作・カラー・71分・日本語字幕）

『キリマンジャロの雪』
●出演：グレゴリー・ペ
ック／エヴァ・ガードナー／スーザン・ヘイワ
ード
（1952年作・カラー・117分・日本語字幕）

『ヤング・オーナーズ』
●出演：パトリック・ウェ
イン／イヴォンヌ・クレイグ／デニス・ホッパー
（1959年作・カラー・89分・日本語字幕）
※ケース・パッケージは付きません。

782g の 軽 量 ボ デ ィ、
インチの液晶画面で、いつ
で も DVD を 楽 し め る
DVD プ レ ー ヤ ー。 地 デ
ジ を 録 画 し た DVD も 再
生でき、音楽 CDを聴けた
りと、これ 台でいろいろ
楽しめて実に便利。持ち運
びも楽々なので、自分の部
屋で、独りでゆっくり楽し
むことができる。

何度も見たい荒野の男の生き様

『アンナ・カレニナ』

『黄金の腕』
●出演：フランク・シナトラ／エリ
ノア・パーカー／キム・ノヴァク
（1955年作・モ
ノクロ・115分・日本語字幕）

1

便利なリモコン付
仕 様 ／ ● サ イ ズ：2 5 8×1 8 2×
45mm●重量：782g●画面：9イン
チ 液 晶 ● 再 生 可 能 メ デ ィ ア：
DVD、DVD-R／RW、CD、CD-R
／RW、USB、SD／MMC●入出
力端子：電源入力、USB、SD／
MMC、AV出力、
デジタル音声出
力、
イヤホン出力●付属品：リモコ
ン
（単4電池別売）
、ACアダプター、
車載用12Vアダプター●中国製●
1年保証付※バッテリー付

9

180°
90°

※仕様は製品の改善・品質向上のため
予告なく変更する場合があります。

9インチ ポータブル
液晶DVDプレーヤー

爽快！痛快！チャンバラ時代劇
英傑たちの雄姿に胸昂ぶる史劇
名作揃い！世界と日本の感動作

商品番号
ご愛用者価格

※画面はハメ込み
合成写真です

送料950円
（税別）

※録画機能は付いていません

※この商品は代金引換払いとなります。
（代金引換手数料500円
〈税別〉
加算）

※ ご注文専用電話は年中無休

お問い合わせ専用電話は 2019 年1月4日より通常営業
（土・日・祝日は休業、
但し1月5日
（土）
は臨時営業いたします）

メールマガジン配信中！ メルマガだけの大特価情報や限定商品をご紹介。

お申込み
方法

お問合せ
電 話

商品は
完全包装で
密送します

ネットでのご注文なら300円分のポイント進呈。次回お買い上げで使用可。有効期限は2ヶ月です。

03-3863-5972
☎0570-096-111

【受付時間】
年中無休／ 24 時間
（年中無休）

年金支給月払いもOK
下記のカードにてクレジットカード支払いができます

【受付時間】年中無休 午前 8 時～午後 10 時

午前 9 時 30 分～
☎03-5823-1370 【受付時間】
午後 6 時（土日祝休み）

●パソコン・スマートフォン・タブレットで

映像と音の友社

と入力して

検索

してください。

←

インターネット

安 心の商品先 渡し、代 金 後 払い。ご注文は下記か同封ハガキで

※携帯電話の種類によって、手順が異なります。 携帯のバーコード
docomoはLife Kit 、auとソフトバンクはカメラ機能の リーダーから
中にあります。ご不明の際は、
お問い合わせください。 ご注文

カード専用
ご注文電話

03-5823-1370

【受付時間】
午前 9 時 30 分～午後 6 時
（土日祝休み）

●商品のお届けは在庫状況により、10〜14日前後かかる場合がございます。
●送料は何点でも880円税別。但し沖縄・島しょは1,320円別途加算
（税別）
（ただし機器類は個別表記のとお
り）
。●お支払は同封の振込用紙でコンビニ・郵便局から8日以内で。
（振込手数料別途）
●年金支給月にお支払
い希望の方は注文時にお申し付けください。●配達時の代金引換払い、
郵便局留めの代金引換払いもできま
す。手数料500円
（税別）
別途加算。●ご不満の場合は未開封に限り8日以内返品可能
（返送料お客様ご負担）
※弊社与信基準外は代金引換払いのお願いをすることもございます。■掲載商品の価格表示はすべて外税です。

カタログ有効期限
2019 年4 月20日
まで
係番号 7901

※当社は、責任を持ってお客様の個人情報を厳重に管理致します。又、今後お客様に対して当社及び当社が加入しております光ネット商工協同組合の組合員、賛助会員より
「商品」
や
「サービス情報」
等のご案内を送付する場合がございます。もし、
それ等が不要の場合、
当社へご連絡があり次第、
以降のご案内を中止致します。
※当社の個人情報保護指針
（プライバシーポリシー）
は、
http://eizo-oto.jp/privacy.htmlに掲載しておりますのでご確認ください。

（株）A＆E

〒 103-0004 東京都中央区東日本橋 2-2-6
光ネット商工協同組合会員

商品を手に取って
確認できる
ショールーム
横山町・馬喰町
問屋街で営業中

ご注文専用
電 話

喜劇・お笑い映画特集

12,800 円

リモコン付

❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖◉❖

ご注文専用
FAX

抱腹絶倒の名作が一堂に

31158

自分だけの液晶 DVDプレーヤー

画面が 7インチから 9インチに大きくなりました

液晶 DVD プレーヤーをご購入された方に

光ネットショールーム
※ショールームでも
お買い求めいただけます

（在庫をご確認の上、ご来店ください）

電話番号

03-6661-9355
東京都中央区東日本橋 3-9-1

営業時間：午前10時～午後6時（土日祝休）
東日本橋駅
徒歩 ●都営浅草線
●都営新宿線 馬喰横山駅
4分 ●総武線快速 馬喰町駅

➡ご注文以外のお問合せ

03-5823-1370

午前9時30分～午後6時（土日祝休み）

