インターネットでも
誌面がご覧頂けます
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7 月号

◆お買得作品も続々登場、西部劇
◆名作から最新作まで揃う戦争映画
◆大興奮！手に汗握るアクション映画
◆何度でも、
じっくり観たい時代劇

フランスの2 大スター競演

『最後の標的』初登場！

©2018「日日是好日」
製作委員会

2018年劇場公開

にち にち これ こう じつ

日日是好日
DVD

商品番号
ご愛用者価格

商品番号

56023

3,900円

BD 56096

ご愛用者価格

4,800 円

最 新 作

●出演：黒木華／樹木希林
／多部未華子／鶴田真由／
鶴見辰吾
（H30年作・カラー・
100分）

※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。

茶道の素晴らしさを伝えて大ヒット
樹木希林が遺した一期一会の感動作

真面目で理屈屋の大学生・典子が
母親の勧めで
“お茶”を習うこと
になった。いとこの美智子と一緒
に茶道教室の門をくぐった典子
は、
初めてのことに戸惑うばかり。
しかし通い続けるうちに彼女は
安らぎを覚えていく。森下典子の人気
エッセイを新旧の実力派キャストで映
画化した心温まる物語。茶道教室の先
生との出会いを通してヒロインが成長
していく姿を瑞々しいタッチで綴る。

今月のいちおし
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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
ご注文専用
FAX

お問合せ
電 話

あの作品が観たかった…

お客さまからのリクエスト大特集

商品は
完全包装で
密送します

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

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。

※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 カタログ有効期限
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 2019年10月20日
い希望の方はご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
まで
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。 係番号 7907

※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

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

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）

BD 60771

4,800 円

2人の個性が見事に活かされた名シーン

HDリマスター版
商品番号
ご愛用者価格

60768

3,800円

●出演：アラン・ドロン／セ
ンタ・バーガー／セルジオ・
ファントーニ
（1967年作・カラー・93
分・日本語吹き替え付）

記憶を失った男に待ち受ける罠

悪魔のようなあなた 高画質

悪魔のようなあなた アラン・ドロン主演のサスペンス

交通事故で記憶を失った青年のもとに、彼の妻だと名乗る美女が現れ…。

二転三転するミステリアスなストーリー
記憶をなくした青年が妻だという女性に連れら
れ、
自宅へ戻るが違和感は拭えない。同居する男
性医師の奇妙な行動、
そして庭で発見される死
体。二転三転するストーリー、
意外な結末とは？

アラン・ドロンが記憶喪失の男を演じた罠と悪夢のサスペンス。あの頃

ココが見どころ

のフランス映画を探している方からの問い合わせが多かった。

3,800 円

ナポリで繰り広げられる恋の饗宴

60765

イタリア製ミュージカルの名作

ご愛用者価格

ココが見どころ
全編に響き渡るカンツォーネの魅力
カンツォーネの歴史が紐解かれ
ていく本作。
「サンタ・ルチア」
など
日本人にも馴染み深い歌の数々、
民族舞踊が耳に目に楽しい。

ナポリの饗宴

商品番号

5

大道芸人の一家が案内役となり、歌と音楽の

ナポリの饗宴

都ナポリを舞台にした つのエピソードが綴

●出演：ソフィア・ローレン／
パオロ・ストッパ／クレリア・マ
ターニア
（1954年作・カラー・
124分・日本語字幕）

一文無しになったドロンがドヌーヴにコートを投
げつけて
「俺を好きか」
と尋ね、
頬を張り合った後で
抱き合う。円熟味を増した演技は色香芬々。

※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。

られていくミュージカル・オムニバス。映画

★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

2

ココが見どころ

HD リマスター版

を盛り上げたイタリアの名曲にまた浸りたい、
若き日のソフィア・ローレンの可憐な姿をま

3,800 円

最後の標的 高画質

た観たいというリクエストを沢山いただいた。

60764

苦心の末に編み出した奇策の顛末

ご愛用者価格

●出演：マルチェロ・マストロヤンニ
／ダニエラ・ロッカ／ステファニア・
サンドレッリ
（1961年作・モノクロ・
105分・日本語字幕）

どうしても妻と離婚したい男が

米アカデミー賞に輝いた巧みな脚本
妻の不倫によって逆上し殺害
した場合は夫の罪が大幅に軽
くなるという、
当時のイタリア
の法律を逆手にとった物語が
評価され脚本賞を獲得。

商品番号

3,800円

イタリア式
離婚狂想曲

妻との生活に飽き飽きしていた没落貴族は、目下若く

ココが見どころ

イタリア式離婚狂想曲

60770

ご愛用者価格

美しい従妹と浮気中。彼女と結婚するには妻に死んで

もらうしかないと考えた男は法律を悪用し…。監督は

差別に屈せず力強く生きる人々
戦後日本の暗部に切り込んだ力作

ピエトロ・ジェルミ。国際的にも高く評価された悲喜

劇を手元に置いて何度も観たいという方が多かった。

橋のない川

ココが見どころ
名優の熱演とダイナミックな物語
消防団と部落民との放水対決で
一喜一憂する伊藤雄之助。毒づ
きながらも孫に愛情を注ぐ祖母
の北林谷栄。映画の全盛期を支
えた俳優の名演が華を添える。

戦後、新しい時代を迎えても未だ根強く残る部落差別問題を真

7,600 円

正面から取り上げた巨匠・今井正の意欲作。明治も終わりの頃。

3

56065

貧しい小森村の住人たちは

ご愛用者価格

いわれない差別に苦しんで

商品番号

いた。そんな中でも、誠太

橋のない川 2 部作セット

郎と孝二の兄弟は差別に負

セット内容 ●全てモノクロ
●出演：北林谷栄／伊藤雄
之助／長山藍子
『橋のない川 第一部』
（S44年作・127分）
『橋のない川 第二部』
（S45年作・140分）

けず明るく生きていた…。

©独立プロ名画保存会

ご愛用者価格

ドロンとドヌーヴの
大人の色香が漂う

ご愛用者価格

『無宿
（やどなし）
』● 『夜叉』
●出演：高倉健
出演：高倉健／勝新太 ／田中裕子／田中邦
郎／梶芽衣子
（S49年 衛
（S6 0年作・カラー・
作・カラー・97分）
127分）

無宿（やどなし）
夜叉
各 2,500 円

商品番号

●出演：アラン・ドロン／カトリ
ーヌ・ドヌーヴ／エチエンヌ・シ
コ／フィリップ・レオタール／ス
テファーヌ・オードラン
（1982年
作・カラー・98分・日本語吹き替
え付）

最後の標的

56072
56073

HDリマスター版 DVD

足を洗おうとしていた凄腕の殺し屋マルタンは組織から付け狙われ、

商品番号

高倉健 DVD

最後の標的 高画質

田舎の農場へと身を隠す。そこで美しい人妻と出会い恋に落ちる

新たな一面を見せた
『無宿
（やどなし）
』
刑務所で知り合った性格が正反対の2人
が、
海に沈んだ財宝を探す冒険ロマン
『無
宿
（やどなし）
』
。肩の力が抜けたさり気な
い演技にフランス映画を思わせる映像、
他の作品とは違った健さんに出会える。

©1982 STUDIOCANAL / CED PRODUCTION / FRANCE 2 CINEMA - Tous Droits Réservés

人だったが、マルタンに恨みを持つ男たちが現れ、巻き添えで彼女
の夫が殺されてしまう。アラン・ドロンとカトリーヌ・ドヌーヴが

©1974 TOHO CO.，LTD.

ココが見どころ

過去の傷を背負って
寡黙に生きる男を
高倉健が演じた 2 作

『夜叉』

共演した、ムードたっぷりのノワール・アクション。スマートな殺

『無宿（やどなし）』

©1985 TOHO CO.，LTD.

し屋のアラン・ドロンの雄姿をまた観たいとの声が多数寄せられた。

無 宿（やどなし）
夜叉

口数少なくぶっきらぼう、時折見せ

る寂しげな表情…。過去を背負い、

贖罪ともいえる禁欲的に生きる人物

を演じさせたら、日本映画で高倉健

の右に出る者はいない。勝新太郎と

の唯一の共演作『無宿（やどなし）
』

では儚い夢を見る前科者を好演。
「人

斬り夜叉」と呼ばれた男が過去から

逃れられず争いに巻き込まれていく

る健さんの出演作は今も人気がある。

『夜叉』
。さりげない仕草がグッとく

特別企画 あの作品が観たい、探している…お客さまからのリクエスト大特集

©1967 STUDIOCANAL - Pegaso S.R.L. - Eichberg Film Gmbh

★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。

2

56070

4,500円

商品番号

ご愛用者価格

56071

4,500円

商品番号

ご愛用者価格

56088

1,500 円

★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。

旅先で待つかけがえのない出会い

© 2017 Broad Green Pictures LLC

放浪の天才画家・山下清の半生

3,800 円

ココが見どころ
ドラマ版とは違う実話に展開
ドラマ版では創作の部分も多か
ったが映画版では実像に迫るべ
く、
史実に忠実に描かれている。
「日本のゴッホ」
ともてはやされる
ようになっても自然体で生きるそ
の姿に元気をもらえる。

裸の大将 放浪記

60652

山下清物語
裸の大将 放浪記

好きな時に歩き、好きな時に描く自然児・清。今なお多くの

ご愛用者価格

●出演：芦屋雁之助／中村玉緒
／芦屋小雁／根上淳／山口崇
（S56年作・カラー・120分）

人々に愛される山下清の生涯を感動とユーモアで描く心の名篇。

商品番号

●出演：オマーラ・ポルトゥオンド／
イブライム・フェレール／バルバリ
ート・トーレス
（2017年作・カラー・
110分・日本語字幕）

ＴＶ版のほか映画版も観たいという要望があった。

ブエナ・ビスタ・ソシアル・
クラブ★アディオス

ブエナ・ビスタ・ソシアル・ ブームを起こしたヒット作続編
クラブ★アディオス
至極の音楽ドキュメンタリー

ココが見どころ
平均年齢73歳のバンドが贈る極上の時
キューバ音楽の歴史を紐解く前半からバンドの
最後のツアーに密着した後半まで息をもつかせ
ない。最後を飾るオマーラ・ポルトゥオンドは86
歳とは思えないノリのいいステージを披露。

キューバ音楽の一大ブームを巻き起こしたドキュメンタリー映画『ブエナ・

ビスタ・ソシアル・クラブ』のヒットから 年。さらに高齢となったメ

18

森繁に桂樹、
のり平ら
が巻き起こす珍騒動

ご愛用者価格

女には目がないが妻には弱い森繁、
しっかり者の小
林桂樹、
どこか抜けている加東大介、
宴会部長の三
木のり平。彼らの絶妙の掛け合いに大爆笑。

社長太平記

森繁久彌演じる社長以下、個性的な社員たちが会社の

内外で騒動を巻き起こす「社長シリーズ」
。その中で

商品番号

©1959 TOHO CO.,LTD

息の合った掛け合いの数々に抱腹絶倒

続・社長太平記

業

★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。

も探している方が多かったのが初期のヒット作『社長
太平記』
。
『社長太平記』では東京に進出しようとする

社長太平記

卒

ンクルの名曲「サウ

ンド・オブ・サイレ

ンス」に感動のラス

●出演：ダスティン・ホフマン
／キャサリン・ロス／アン・バ
ンクロフト
（1967年作・カラー・
107分・日本語吹き替え付）

関西のライバル会社に接待攻勢で反撃。続編では九

ココが見どころ

ンバーが“最後のステージ”を意識してワールドツアーを決行する。

タッカー

い頃に夢見た自動車作りに着手。その革

新的なデザイ

ト…。青春の一ペー

ジを彩った想い出の

たいという方に

1,500 円

映画に何度でも浸り

支持を受けた青

卒業 デジタル修復版
57733

●主演：森繁久彌
『社長太平記』●共演：小林桂樹／加東大介／淡路恵
子／三木のり平
（S34年作・モノクロ・94分）
『続・社長太平記』●共演：小林桂樹／加東大介／越
路吹雪／三木のり平
（S34年作・カラー・104分）

Tucker: The Man and His Dream TM & © 1988
Lucasfilm Ltd.(LFL). All Rights Reserved.

高画質

ご愛用者価格

『社長太平記』

●出演：ジェフ・ブリッジス／ジ
ョアン・アレン／マーティン・ラ
ンドー
（1988年作・カラー・110
分・日本語吹き替え付）

© 1967 STUDIOCANAL IMAGE. All Rights reserved.

商品番号

ンと性能に脅

4,800円

社は彼を

60762

3

威を感じた大

ご愛用者価格

手

商品番号

潰しにかかる。

男の夢と挑

3,800円

タッカー 4Kレストア版

春映画の金字塔。

5

56055

戦、 そ し て

ご愛用者価格

苦闘の物語。

商品番号

高画質

もう頬づえはつかない

ＨＤニューマスター版

2,500 円

未来世界

高画質

もう頬づえはつかない

大学生のまり子は同じ大学の橋本と同棲を始めたが、半

有馬孝/東宝

年前に行方をくらました恋人のことが忘れられないでい

●出演：桃井かおり／奥田英二／森本レ
オ／伊丹十三／加茂さくら／伊佐美津江
／日夏たより／織本順吉（S54 年作・カラ
ー・113 分）

た…。何事にも夢中になれない等身大の女子大生を桃井

かおりが好演したヒット作。

●出演：ピーター・フォンダ／
ブライス・ダナー／アーサー・
ヒル（1976年作・カラー・107
分・日本語吹き替え付）

カラー作品

©1979

人間そっくりのロボットが客をもてなす巨大

3,800 円

遊園地が開園したが、その裏では要人をロボ

60778

ご愛用者価格

ットにすり替える驚愕の計画が進んでいた…。

商品番号

前作
『ウエストワールド』で登場したユル・ブ

未来世界

リンナーも同じガンマン姿で出演している。

FUTUREWORLD © 1976 Orion Pictures Corporation.
All Rights Reserved.

56069

人間と入れ替わるロボットたち 同世代の共感を呼んだヒット作

ご愛用者価格

州支社を立ち上げた社員たちが浮かれ気分でファッ

商品番号

シリーズ屈指のリアルな殺陣に息を飲む
勝新の独立プロ第1回作品だけに気合も
十分。激しい雨の中で三國扮する朝五郎
を執拗に追い、
首を斬り落とす。今までに
ない市の凄まじい殺気に圧倒される。

ションショーを企画する。舞台が下着メーカーだけ

座頭市牢破り

ココが見どころ

『続・社長太平記』

カラー作品

にサービスショットもありの、森繁久彌主演の娯楽作。

©1967 TOHO CO.,LTD

●出演：勝新太郎／三國連太郎／
西村晃／浜田ゆう子／藤岡琢也／
細川俊之
（S42年作・カラー・95分）

座頭市牢破り

村人に慕われている 朝 五 郎 を 救 う た

め、インチキ賭博をする富蔵を斬っ

た市。しかしその後、朝五郎は村人

たちを苦しめることに…。座頭市の

16

新たな一面を開拓した、勝新の人気

シリーズ第 弾。三國連太郎との共

演作を見たいという声が上がった。

カラー作品

庶民を食い物にする悪党を斬る！ 自動車産業界に1人で挑んだ男 ラストシーンが忘れられぬ名作
勝新が自身で制作した入魂の1作 １９４５年、工場経営者のタッカーは幼
サイモン＆ガーファ

特別企画 あの作品が観たい、探している…お客さまからのリクエスト大特集

4

商品番号
ご愛用者価格

60772

1,900 円

© 1988 STUDIOCANAL - Production Theo
Angelopoulos - La Sept Cinéma

商品番号

BD 60779

ご愛用者価格

4,800 円

●出演：ピーター・フォンダ／
ナンシー・シナトラ
（1966年
作・カラー・86分・日本語字幕）

★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。

ワイルド・エンジェル

ワイルド・エンジェル

ピーター・フォンダが
『イージー・ライダー』
より

※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。

も前に主演していたことで日本でも話題となっ

THE WILD ANGELS © 1966 Orion Pictures Distribution Corporation.
All Rights Reserved.

た、バイカー映画の最高傑作。暴走族たちの破

※お届けは7月中旬以降とな
ります。

霧の中の風景

霧の中の風景

地下水道

3,800円

１９４４年、ドイツ占領下のワルシャワで行われた武装

ご愛用者価格

60774

蜂起は失敗に終わり、レジスタンスたちは地下水道へと

商品番号

ちの
“あがき”
が凄まじい。

地下水道

逃げ込む。薄暗い下水道内、極限状態に置かれた人間た

モーリス
●出演：テレサ・イジェ
フスカ／タデウシュ・
ヤンチャル／ヴィェン
チスワフ・グリンスキ
（1957年作・モノクロ・
93 分・日本語字幕）

アテネに住む幼い姉弟が、生き

60773

●出演：タニア・バライオログウ
／ミカリス・ゼーケ
（1988年作・
カラー・127分・日本語字幕）

天荒な生き様に、再び胸を熱くする。

●出演：チャールトン・ヘス
ト ン ／ ス ザ ン ナ・ヨ ー ク
（1980 年作・カラー・106 分・
ご愛用者価格 3,800 円
日本語吹き替え付）

商品番号

ピラミッド（1980）

チャールトン・ヘストン主演、古代エジプト

の王妃の呪いを描くホラー。ヘストンのホラ

ー映画出演は珍しいのでこれは見ておきたい。

ピラミッド（1980）

全裸で挑んだ濃厚な濡れ場シーン
は、
女の情念が見事に表現されて
いて、
とても官能的だった。

愛の流 刑 地

4,800円

原作小説のあまりの過激な性描写
に大物女優たちがオファーを蹴っ
たと言われる本作。寺島しのぶが

4 千年の呪い レジスタンスたちの悲痛な叫び
エジプト王家、

ご愛用者価格

56074

周囲を巻き込み燃え上がる愛の炎 まだ見ぬ父を探す姉弟の旅路 バイカー映画ブームのパイオニア

商品番号

社会現象にもなった官能恋物語

DVD ２枚組

ココが見どころ
寺島しのぶが魅せた濃厚なラブシーンに愛の深さを知る

欲望のあいまいな対象

★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。

©2007「愛の流刑地」
製作委員会

別れた父がいるというドイツへ
不倫の末に相手を殺した男が逮捕された。犯人はかつて
列 車 で 向 か っ た。 そ の 旅 路 で
恋愛小説の名手といわれた人物でその動機は「愛してい
様々な人と出会う。ほろ苦い子
るから」という。担当検事が捜査するうちある真相へと
供たちの道行きを美しい映像と
辿り着く…。渡辺淳一のベストセラーを映画化し、当時
共に綴っていく演出が絶品。
話題をさらった官能作。あらためて見たいとの声が殺到。

ヒトラーから世界を救った男

3,800円

出会う。モーリスは彼に愛を告白され…。同性愛を描

ご愛用者価格

60776

●出演：豊川悦司／寺島しの
ぶ／ 津 川雅 彦／ 佐 藤 浩 市
（H19年作・カラー・125分）

愛の流刑地

●出演：フェルナンド・レイ
／キャロル・ブーケ／アンヘ
ラ・モリーナ（1977 年作・カ
ラー・104 分・日本語字幕）

き、公開当時衝撃をもって迎えられた文芸ロマンの名作。

商品番号

高画質

た小間使いに惹かれ、彼女を寝床へと誘うが

4K レストア版

翌日、彼女は屋敷

モーリス

拒絶されてしまう。

●出演：ジェームズ・ウィルビ
ー／ヒュー・グラント／ルパ
ート・グレイヴス／ベン・キン
グスレー
（1987年作・カラー・
141分・日本語吹き替え付一
部日本語字幕）

を去り…。女の二

1,500円

で描いた巨匠ルイ

ご愛用者価格

60775

面性を、二人一役

商品番号

ウ ィン ス ト ン・チ ャ ー チ ル

大戦勃発時の就任か ら ダ ン ケ ル ク の

戦いまで、英国首相チャーチルの知

られざる 日間を追う。１９４０年

月、連合軍がダンケルクに追い込

まれチャーチルは決 断 を 迫 ら れ て い

ス・ブ ニ ュ エ ル の

遺作。その手腕に

7

3,800円

は脱帽する。

ご愛用者価格

60777

欲望のあいまいな対象

怪 盗ルパン

商品番号

●出演：ロベール・ラムルー
／ジョルジュ・シャマラ／O・
E・ハッセ（1957 年 作・カラ
ー・103分・日本語字幕）

チャーチルに成り切ったゲイリー･オールドマン
難局の中で英断を下した伝説の男を圧倒的な迫
力で演じ切り、
アカデミー主演男優賞に輝いた
ゲイリー･オールドマン。その特殊メイクを担当
した辻一弘がオスカーを獲得したことも話題に。

ヒトラーに屈しなかった国王

怪盗ルパン

警察を挑発する大胆不敵な行動に鮮やかな盗

3,800円

みの手口、現場に残された自分の犯行を告げ

ご愛用者価格

60788

ドイツ軍が中立国であるノルウェーへ侵攻を開始し、主

商品番号

要都市を次々に制圧、国王に降伏を迫る。追い詰められ

ヒトラーに
屈しなかった国王

ながらも国民を励まし続ける国王の姿に胸が熱くなる。 るカード。とにかくルパンの活躍に胸がすく。

●出演：イェスパー・クリステンセン／カー
ル・マルコヴィクス／アンドレス・バースモ・ク
リスティアンセン
（2016年作・カラー・136分・
日本語字幕）
©2016 Paradox/Nordisk Film Production/Film
Väst/Zentropa Sweden/Copenhagen Film Fund/
Newgrange Pictures

た…。オスカーを獲得した名優ゲイ

1,429 円

●出演：ゲイリー・オールドマン
／クリスティン・スコット・トーマ
ス／リリー・ジェームズ／スティ
ーヴン・ディレイン／ロナルド・
ピックアップ
（2017年作・カラ
ー・125分・日本語吹き替え付）

ノルウェー国王、
運命の3日間 謎の怪盗紳士、その鮮やかな手口

ご愛用者価格

60763

リー・オールドマンの渾身の演技を

商品番号

見たいと、劇場で見逃した方からの

リクエストがたくさん届いた。

ヒトラーから世界を救った男

27

ココが見どころ

©2017 Focus Features LLC. All Rights Reserved.

ウィンストン・チャーチル

5

第 2 次大戦で伝説となった名宰相 魔性の女に翻弄される老紳士 美男子たちの禁断の愛と苦悩
その知られざる苦闘の日々に迫る ブルジョワの老紳士は新しく屋敷へやって来
庶民のモーリスは寄宿学校で上流階級の子息クライヴと

特別企画 あの作品が観たい、探している…お客さまからのリクエスト大特集

6

派サスペンス映画の
金字塔。実際に特急

明監督が魅せた社会

詰まる攻防…。黒澤

53778

ご愛用者価格

4,500 円

カラー作品

53703

ご愛用者価格

2,500 円

がら 台のカメラを

商品番号

使って撮影された身

代金受け渡しの場面

はスリリング。

天国と地獄

8

天国と地獄

活をしながら恋に生き、文学の

ろなく描いた成瀬巳喜男監督作。貧しくて辛い流転の生

こだま号を走らせな

商品番号

放浪記

道を突き進んだ女を、不幸な女
を演じたら天下一品の高峰秀子

放浪記

座頭 市 と用 心 棒

盲目の按摩が目にも止まらぬ早業で悪を

斬る勝新の『座頭市』
。風来坊だが、滅法

腕の立つ浪人者、三船扮する『用心棒』
。

が情感豊かに魅せた女性一代記。

©1962 TOHO CO.,LTD.

●出演：高峰秀子／田中絹代
／宝田明／加東大介
（S37年
作・モノクロ・124分）

ロサン ゼルス

●出演：チャールズ・ブロンソ
ン／ジル・アイアランド
（1982
年作・カラー・92分・日本語吹
き替え付）

座頭市と用心棒、
強いのはどっち？
初戦は地元の親分に百両出すと言われ、
酔った勢いで用心棒
が斬りかかるも決着はお預け。紆余曲折を経てクライマック
スで直接対決となるが、
勝敗の行方は果たして…。

スコル ピ オ

3,800 円

悲しみから立ち直り新たな生活を送っていた

ご愛用者価格

ンソンの大ヒッ

52375

男が、チンピラに娘を殺されてしまう。ブロ

商品番号

トアクション

ロサンゼルス

2

『デス・ウィッシ

★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。

4,800 円

弾。街のダニ

4,500 円

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。

ュ』シ リ ー ズ 第

ご愛用者価格

BD 55432

●出演：バート・ランカスター／ア
ラン・ドロン
（1973年作・カラー・
114分・日本語
吹き替え付）

を冷徹に始末し

53782

商品番号

ていく姿には胸

商品番号

HD リマスター版

がスーっとする。

また逢う日まで

ココが見どころ
美しく切ないガラス越しのキス
会わないほうがいいと言う三郎
と、
出征するまで二人でいたいと
言う螢子。三郎が去ろうとする
その時、
引かれ合うようにキスを
する。その姿は美しかった。

映画史に残るガラス越しの接吻

●出演：久我美子／岡田英次
／滝沢修／河野秋武／風見章
子／杉村春子
（S25年作・モ
ノクロ・111分）

戦争に引き裂かれた恋人たち

©1950 TOHO CO.,LTD.

スコルピオ 高画質

ハードボイルドなスパイ映画 娘を殺された父親の怒りが爆発

18

また逢う日まで

戦争が激化する昭和 年、警報が鳴り響く地下鉄のホームで裕

9

3,800 円

福な学生の三郎と貧しい画学生の螢子が出会い恋に落ちる。しか

ご愛用者価格

2

日本映画屈指の名シーン。

60434

し 人には残酷な運命が待っていた。ガラス越しに交わす接吻は

商品番号

●出演：トニー・カーチス／
シドニー・ポワチエ／セオド
ア・バイケル／カーラ・ウィリ
アムス
（1958年作・モノク
ロ・97分・日本語字幕）

人種間の垣根を越えた友情を描く
手錠で繋がれた囚人 2 人の逃亡劇

HDリマスター版

2

手錠のままの脱獄

手錠のままの脱獄

高速道路から囚人護送車が転落、手錠で繋がれた白人と黒人、 人の囚人が脱走した。

高画質

ココが見どころ
演技派2人の掛け合いに引き込まれる
シドニー・ポワチエが黒人の脱獄囚を
好演。トニー・カーチスの冴えない白
人ぶりも効いている。オスカーにWノ
ミネートされた2人の掛け合いに注目。

初めは反目し合っていた 人だったが苦楽をともにするうち次第に友情が芽生える…。

名優が魅せた名作を探している方が多かった。

THE DEFIANT ONES ©
1958 Metro-GoldwynMayer Studios Inc. All
Rights Reserved.Package
Design © 2018
Metro-Goldwyn-Mayer
Studios Inc. All Rights
Reserved.

2

カラー作品

ＣＩＡの殺し屋が、ＫＧＢとの二重ス

2,500円

3223

2,500 円
パイである相棒を殺害するよう本部か

5297

ご愛用者価格

ら命じられた…。ド

ご愛用者価格

商品番号

ロンとランカスター、

商品番号

座頭市と用心棒
二人の身体を張った

無法松の一生

陰日向になって支える松五郎の心意気
心を入れ替えた車夫の松五郎は大恩を受
けた吉岡大尉とその家族へ献身的につく
す。大尉が亡くなってからも恋慕の情をひ
た隠し、
未亡人と息子の面倒を見続ける松
五郎。口には出せぬ想いが胸に迫る。小
倉祇園太鼓のシーンは必見。

ココが見どころ

アクションは見もの。

●出演：三船敏郎／高峰秀子
／芥川比呂志／笠原健司／笠
知衆／飯田蝶子（S33年作・
カラー・108分）

カラー作品

寡黙で不器用な車夫が滲ませた

ココが見どころ

真心と密やかな愛に感動する名作

カラー作品
©1958 TOHO CO.,LTD.

●出演：勝新太郎／三船敏
郎／若尾文子／米倉斉加年
／岸田森／嵐寛寿郎／滝沢
修
（S45年作・カラー・115分）

昭和を代表する時代劇のヒーローが夢の
対決。この最高のチャンバラをまた観た

いとのリクエストがたくさん舞い込んだ。

無法松の一生

無鉄砲で喧嘩っ早いことか

ら
“無法松”
と呼ばれる車夫

が、恩を受けた一家の未亡

人と息子を陰日向になって

助けていく様を人情味溢れ

る筆致で綴る。名匠・稲垣浩

船敏郎主演で再映画化。前

が戦中に撮った同名作を三

作では検閲でカットされた

場面も盛り込み、ヴェネチ

ア映画祭で金獅子賞獲得。

©1970 勝プロダクション

勝新太郎の市と三船敏郎の用心棒 高峰秀子主演、
女性映画の秀作 黒澤明監督の名作サスペンス
映画界が誇る 2大ヒーローが激突 男に翻弄されながらも逞しく生きる女の人生を余すとこ
誘拐犯と捜査陣の息

特別企画 大好評につき再登場!!感動の声もお問い合わせも殺到したリクエスト大特集

●出演：三船敏郎／山崎努／
香川京子
（S38年作・モノク
ロ
（パートカラー）
・143分）

★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。

8

男も惚れる渋さ…
高倉健が体現する
昭和の男の心意気

『居酒屋兆治』

カラー作品

ココが見どころ
高倉健 DVD
5325
5399

ご愛用者価格

駅 STATION
居酒屋兆治
各 2,500 円

師弟愛と市井の人々との温かい交流
三船扮する施療所長と加山扮す
る見習い医師の師弟愛が胸を打
つ。患者や家族と織り成す数々
のエピソードにもじんとくる。

赤ひげ
商品番号

©1965 TOHO CO.,LTD.

53785

ご愛用者価格

2,500円

●出演：三船敏郎／加山雄三／山崎
努／二木てるみ／内藤洋子／杉村春
子
（S40年作・モノクロ・185分）

情に厚い医師が命を救う
黒澤明監督の人情時代劇

ココが見どころ

赤ひげ

江戸時代後期、小石川養生所の老医師と見習い医師が治

ケイリー・グラントとトニー・カーティス

二大スターが笑いを誘う軍隊コメディ

療を通し交流を深めていく。原作者の山本周五郎が
「原

2

作よりいい」
と太鼓判を押した人情劇。主演の三船敏郎

が 度目のヴェネチア映画祭男優賞を受賞。

ペティコート作戦

3,800 円

ココが見どころ
コミカルな演技に大爆笑
冷静で生真面目な艦長とお調子
者の副官。二枚目だが性格が正
反対の2人が美女たちに翻弄さ
れる姿が楽しい。

第二次大戦下の太平洋上、廃船寸前の潜水艦の堅物

ご愛用者価格

60156

く。そこで待っていたのは美女揃いの看護兵。彼女

商品番号

艦長はお調子者の副官の協力で、セブ島へと辿り着

作。ケイリー・グラントお得意の軽妙な演技が楽しい。

ペティコート作戦

客を相手に
「ぶきっちょなもんですから」
と話す
『居酒屋兆治』
。傷ついた女たちに
そっと寄り添う
『駅〜』
。口数は少なくと
もその佇まいだけで多くを語る健さん。
稀有で偉大な存在だった。

『駅 STATION』
●出 『居酒屋兆治』●出演：
演：高倉健／倍賞千恵 高倉健／大原麗子／加
子／いしだあゆみ
（S56 藤登紀子
（S58年作・カ
年作・カラー・132分）
ラー・126分）

らを艦内に迎え入れるや珍事の連続。
『ピンク・パン
サー』
シリーズの名匠ブレイク・エドワーズによる快

蟹工船
●出演：ケイリー・グラント／ト
ニー・カーティス
（1959年作・
カラー・120分・日本語字幕）

その佇まいだけで多くの観客を魅了

カラー作品

駅 STATION

居酒屋兆治

フリー転向後は、自ら納得した作品

にしか出演しなかった高倉健。そん

な健さんが盟友・降旗康男監督との

名コンビで贈る、北海道を舞台にし
た珠玉の 作。寡黙な刑事と 人の

女の出会いと別れを描く『駅 ＳＴ

ＡＴＩＯＮ 』
。
『居酒屋兆治』では、

初恋の相手である大原麗子に見せた
さり気ない優しさが切なかった。永

遠に輝き続ける昭和の大俳優の出演

作を求める方が今年も多かった。
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©1983 TOHO CO., LTD.

商品番号

オルカ

不当に搾取される悲しき労働者

★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。

シャチとの死闘に心震えたパニックアクション

1,500 円

峰が映画に。カムチャッカ沖で蟹を獲

51465

小林多喜二のプロレタリア文学の最高

© 北星株式会社

ご愛用者価格

妻子を目の前で殺され復讐に燃えるオルカ

り缶詰に加工する蟹工船
「博光丸」
の人

間模様。北洋漁業の過酷さ、劣悪な労働

商品番号

（巨大シャチ）
と、海の男との死闘…。
『ジョ

ー ズ 』と 並 ぶ
海洋パニック

姿を映し出す。俳優・山村聡の監督作品。

環境、労働者たちのうごめく生々しい

蟹工船

2

『居酒屋兆治』

©1981 TOHO CO., LTD.

●出演：リチャード・ハリス／シ
ャーロット・ランプリング／ウィ
ル・サンプソン
（1977年作・カラ
ー・92分・日本語吹き替え付）

●出演：山村聰／日高澄子／
森雅之／森川信／河野秋武
（S28年作・モノクロ・109分）

『駅 STATION』

パール・ハーバー

太平洋戦争の口火を切った真珠湾攻

撃をアメリカ側の視点で描いたスペ

クタクル巨編。米軍の精鋭パイロッ

大作がＤＶＤ

11

5,500 円

1,000 円

で甦る。エン

ご愛用者価格

トがヨーロッパ戦線で九死に一生を得

BD 50910

ご愛用者価格

ニ オ・モ リ コ

商品番号

※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。

54854

潮 騒

伊勢湾に浮かぶ小島で漁師として生きる

青年が、
金持ちの娘と出逢い惹かれ合う。

ゴールデンコンビと称された山口百恵と

©1975 東宝株式会社

三浦友和主演による純愛物語。あのセミ

ヌードのドキドキをもう一度。

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

●出演：山口百恵／三浦友和／初井言
栄／中村竹弥
（S50年作・カラー・93分）

潮騒

て、かつての恋人が住むハワイへとや

1,429 円

商品番号

音楽も懐かし

ご愛用者価格

オルカ

© 1977 STUDIOCANAL. All Rights Reserved.

ーネの哀愁の

60430

く響く。

ザ・ロック 特別版

© Touchstone Pictures. © Buena Vista Home Entertainment, Inc.

ザ・ロック

政府に不満を持つ軍人たちが観光客

を人質に脱獄不可能と言われるアル

カ ト ラ ズ 島 へ 立 て 籠 も っ た。 救 出

チームは決死の侵入を試みる。監獄

島の異様な雰囲気に、 時間のタイ

ムリミットが緊張感を生み出す。
●出演：ショーン・コネリー／ニコ
ラス・ケイジ
（1996年作・カラー・
約137分・日本語吹き替え付）

難攻不落の監獄島に挑む男たち 純朴、
可憐な山口百恵に皆が熱狂

1,429 円

40

商品番号

って来た。ところが恋人は彼の親友

戦闘機が低空飛行で迫ってくる臨場感
米軍の艦船がひしめく中をすり抜け、
高速低空
飛行で爆撃していく日本軍の戦闘機。実機さ
ながらの迫力満点の描写には驚かされる。

60429

ご愛用者価格

と付き合っていた…。激動の時代を

を描いた、世紀の映像プロジェクト！

ココが見どころ

パール・ハーバー
特別版 DVD 2枚組
商品番号

生きた若者たちの愛と友情のドラマ

●出演：ベン・アフレック／ジョ
シュ・ハートネット／ケイト・ベッ
キンセール
（2001年作・カラー・
約183分・日本語吹き替え付）

戦争は突然の嵐のように
彼らの青春に襲いかかった

特別企画 大好評につき再登場!!感動の声もお問い合わせも殺到したリクエスト大特集

★ブルーレイソフトは DVD プレーヤーではご覧になれません。ご注意下さい。★表示価格は税別です。
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故郷のため再び銃を取った男
西部劇の醍醐味を堪能できる
世紀のワイオミング州。

母の死を機に、銃を捨て故
郷に帰ったガンマンのジョ
ン・ヘンリー。しかし、町
では鉄道計画をめぐりギャ
ングたちが幅をきかせ跋扈
していた。ギャングの横行
に立ち向かえるのは、ジョ

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
す様が実に痛快。ジョン・ヒューストン監督の名作
『アス

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

劇に置き換えてリメイクされた異色西部劇。

ファルト・ジャングル』
の設定を巧みに西部

トランプ大統領の浮気相手が監督・主演
小さな田舎町ディアブロシティで裕福な地主が不審な死を遂
げ、第一発見者の娼婦が捕まった。彼女は無実だったが町の
ランプ大統領の浮気相手とし

悪徳保安官によって殺人犯に仕立て上げられてしまう…。ト
て注目を浴びたポルノ女優ス
トーミー・ダニエルズ監督・主
演による、お色気満載のアク
ション西部劇。

町を牛耳る悪党に立ちはだかる賞金稼ぎ
が競演。賞金稼ぎのコンビ、フレッドとジョニーが保安官

マカロニのスター、アンソニー・ステファンとマーク・ダモン

マーク・ダモンが叔父の遺産を守るため悪党
どもと闘うマカロニ・ウエスタン。襲撃の黒幕
で叔父の妻を演じたロザルバ・ネリの悪女ぶ
りは一見の価値あり。ワイルダー・ブラザース
が歌う哀愁を帯びた主題歌も素晴らしい。

放浪者コンビと革命軍が対決
大金をめぐる命懸けの争奪戦
メキシコ政府の軍用金を積んだ列車が
庫の鍵を偶然手に入れた 人組の放浪

革命軍に襲われ、金庫が奪われた。金

が…。アンソニー・ステファンとイタリ

者は革命軍のボスに取引を持ち掛ける

最後の未開の地オクラホマに、やっ
との思いで辿り着いた若い夫婦が土
地の争奪戦に巻き込まれ…。先に開
拓したものがその土地を所有できる
という競争、
“ランド・ラン”に夢を
託した夫婦の運命が壮大に描かれる。

© 2015 Wicked Pictures. All Rights Reserved

ご愛用者価格

ン・ヘンリーただ一人。町

ワイルドガン

ルノが共演したマカロニ・ウエスタン。

●出演：グレン・フォード／マリア・シェル／ラス・タ
ンブリン
（1960年作・カラー・147分・日本語字幕）

ご愛用者価格

と家族のため、男は再び銃
を抜くことを決意する。

©2015 Redemption Productions Inc.,
Redemption Alberta Inc.

アの個性派俳優エンリコ・マリア・サレ

ご愛用者価格

1,670 円
ご愛用者価格

3,800 円

55452
商品番号

55449

商品番号

55374

商品番号

55450

商品番号

55425

シマロン

© 1966 TIGER FILM / WEST FILM

1,670 円

●出演：マーク・ダモン／ロザルバ・
ネリ／ローレンス・ドブキン
（1966
年作・カラー・99分・日本語字幕）

皆殺し無頼

高画質

HDマスター版

白昼の大列車強盗団

1,670 円

●出演：アンソニー・ステファン／
マーク・ダモン／ルイス・インデュ
ニ
（1968年作・カラー・86分・日本
語字幕）

荒野の死闘

を騙して大金をせしめようとして失敗、牢屋へ入れられて
しまう。 人はそこで町の実力者ロジャースと出会うが…。
2

●出演：アンソニー・ステファン／
エンリコ・マリア・サレルノ
（1967
年作・カラー・91分・日本語字幕）

12
★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。

13

デスペラード・ガールズ
欲望の荒野

●出演：ストー
ミー・ダニエル
ズ／アニカ・ア
ル ブ ライト ／
アリー・ヘイズ
（2 015年作・カ
ラー・65分・日本
語字幕）
商品番号

1,143 円

ご愛用者価格

2

3,800 円

●出演：キーファー・サザーラン
ド／ドナルド・サザーランド／
デミ・ムーア／ブライアン・コッ
クス
（2015年作・カラー・90分・
日本語吹き替え付）
※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62頁でご確認ください。
ご愛用者価格

3,800 円
商品番号

55436

●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）

悪人の土地

※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62頁でご確
認ください。
ご愛用者価格

55341
商品番号

19

笑いと興奮とロマンスが彩る 腕利きガンマンを骨抜きにする 西部開拓の時代を逞しく生きた
名優二人が魅せた異色西部劇 マカロニ・ウエスタン最凶の女 ある夫婦の波乱に満ちた冒険譚

炸裂する開拓者魂、迫力の銃撃戦、熱き 男たちの雄姿に心が震える傑作西部劇

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

ご愛用者価格

西部悪人伝
西部決闘史
各 1,419 円

●主演：リー・ヴァン・クリーフ
『西部悪人伝』
●共演：ウィリ
アム・バーガー（1969年作・
カラー・107分・日本 語吹き
替え付一部日本語字幕）
『西部決闘史』
●共演：ライ
ナー・ショーン
（1971年作・カ
ラー・106分・日本語吹き替
え付）

★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。

孤高のサバタが活躍する痛快娯楽作

55079
55077

歯向かう者を鋭い眼光で威圧し、必殺のデリンジャーをぶっ

リー・ヴァン・クリーフ DVD

放す。リー・ヴァン・クリーフが扮する流れ者サバタの活躍に

©2013 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.
Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.
©2016 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.
Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.

観客は否応なしに胸を躍らされた。サバタが見事なガンさば

55434

きで悪人を倒していくサバタシリーズの 作品。

●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

2

商品番号

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.

愛を知った無法者とある人妻の逃亡劇

★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。

さらば荒野 高画質

©1971 Tigon British Film Productions.All Rights
Reserved.
©1971 SNC©1971Les Films EGE/Francos Films
Paris/VIDES ROME/COPERCINES MADRID/
HEMDALGROUP LONDRES-All rights reserved

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

※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。

30%引き

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

●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）

1,980 円

2,858円のところ

「映像と音の友社」特別価格

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、

© 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.

ご愛用者価格

4229

『女ガンマン 皆殺しのメロディ』

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。

ア ラ ン・ド ロ ン と デ

4,800 円

ィ ー ン・マ ー テ ィ ン

ご愛用者価格

が豪華競演。お尋ね

BD 60168

者のスペイン公爵が

商品番号

高画質

射撃の腕を見込まれ

テキサス

HDリマスター版

開拓民のテキサス男

3,800 円

の 用 心 棒 に な っ た。

ご愛用者価格

しかし公爵は次々に

15

55427

55408

商品番号

騒 動 を 巻 き 起 こ す。

●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

コマンチ族とのド派

HDマスター版

手な銃撃戦も見所。

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

する白人を目の当たりにし、報復のために立ち上が

た。部族を追われ白人社会へと戻るが、先住民を迫害

る。ラストの戦いが実に熾烈なマカロニ・ウエスタン。

ライジング・スターの伝説 高画質

高画質
HDリマスター版 DVD

テキサス

コマンチ族を敵にアラン・ドロンが暴れまくる

1,670 円

商品番号

先住民に育てられた白人の正義の戦い

ご愛用者価格

●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）

グラマーな姿に視線釘付け
銀幕で煌めいた女ガンマン

60278

華麗なる女ガンマン
DVD 2作セット

華やかでグラマーな銀幕の名花たちが女ガンマンに

商品番号

『女ガンマン 皆殺しのメ
ロディ』
●出演：ラクエル・ウ
ェルチ／アーネスト・ボーグナ
イン
（1971年作・82分）
『華麗なる対決』
●出演：ブ
リジット・バルドー／クラウデ
ィア・カルディナーレ
（1971
年作・92分）

扮し荒野を駆け回る。ラクエル・ウェルチが裸にポン

HDマスター版

セット内容
●全てカラー・日本語字幕

チョ姿で登場、復讐に燃える
『女ガンマン 皆殺しのメ

愛は憎しみを越えて

2

ロディ』
、女盗賊のＢＢとお転婆牧場主のＣＣの
『華

高画質

麗なる対決』
。お色気シーンも楽しみな 作セット。

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

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。

1

『華麗なる対決』

14

荒野に火花を散らす名優たちの競演
荒野にその名を刻む名優たちの雄姿 …華麗な早撃ちに胸滾
胸躍る西部劇、我が青春のメモリー
る傑作西部劇
たぎ

高画質

シェーン

デジタル・リマスター版
商品番号

60314

ご愛用者価格

名優ロバート・フラー出演 伝説のドラマ 今もなお映画史に燦然と輝く傑作西部劇

3,800 円

流れ者のシェーンが、土地を巡る争いに巻き込まれた開拓民一

53939

●出演：アラン・ラッド／ヴァ
ン・ヘフリン／ジーン・アーサ
ー／ベン・ジョンソン／ジャ
ック・パランス
（1953年作・カ
ラー・118分・日本語字幕）

家を守るため戦う。アラン・ラッドが開拓民の妻へ秘かな想いを

★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

あの早撃ち、
投げ縄がフルカラーで蘇る

1,429 円

ラスト・シューティスト

© 1976 Dino De Laurentiis
Company All Rights Reserved
Artwork and Supplementary
Materials © 2016 Lions Gate
Entertainment Inc. All Rights
Reserved

寄せる流れ者を好演した映画史に残る傑作西部劇。

ご愛用者価格

●出演：ジョン・ウェイン／ロ
ーレン・バコール／ロン・ハ
ワード／ジェームズ・スチュ
ワート
（1976年作・カラー・
96分・日本語吹き替え付）
商品番号

ワイオミング州ララミーにある牧場で繰り広げられる正義と友情

55031

の物語。スリムとアンディーの兄弟、そこに流れ着いたガンマン、

商品番号

ジェスが加わり、一丸となって悪党どもから牧場を守る家族達…。

17

1,800円

西部開拓史 特別版

圧巻はジェスが見せる早撃ちと投げ縄。ジェス役のロバート・フ
ラーの甘いマスクと、吹き替えを担当した久松保夫のべらんめえ

ご愛用者価格

4778

50

調のセリフ回しが受けて、放映当時、高視聴率を記録した。この

商品番号

西部開拓期に生きた家族の激動の 年をオムニバス形式

騎兵隊

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

や野牛の暴走、機関車の転覆など大迫力のシーンが満載。

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

●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）

で描いた大作。巨匠と名優が手を取った大作で、激流下り

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。

●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）

伝説のドラマを、当時には観ることの出来なかったオリジナルカ

3968

商品番号

スター総動員のウエスタン大作
一家三代に亘る西部開拓の歴史

17,148 円

『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

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

55068

という間に噂が街に広まり、急に周辺が

月づき 2,300 円× 8 回
（分割払価格 18,400 円）

Paramount Pictures and John Ford
Productions. All Rights Reserved. TM, ®
& Copyright © 2010 by Paramount
Pictures. All Rights Reserved.

商品番号

55140

商品番号

騒がしくなる。主人公の姿が、奇しくも

55300

3900

33,600円

説の男。癌を宣告され余命幾ばくも無い

商品番号

商品番号

right © 2010 by Paramount Pictures. All
Rights Reserved.

ご愛用者価格

カーソン・シティの宿にふらりと現れた伝

DVD 12作セット

& Copyright © 2010 by Paramount
Pictures. All Rights Reserved.

2555

月づき 3,300 円× 9 回
初回金 7,000 円
（分割払価格 36,700 円）

なり感慨深い。彼の遺作にして集大成。

ジョン・ウェイン西部劇

『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

バート・ミッチャム／ジェ ヘ・リヴェロ／クリストフ 『ジョン・ウェイン 大列
ームズ・カーン
（1966年 ァー・ミッチャム
（1970年 車強盗』●共演：アン=マ
作・カラー・126分・日本語 作・カラー・114分・日本語 ーグレット／ロッド・テイ
字幕） TM and Copyright © 1966 吹き替え付）
ラー
（1972年作・カラー・
Paramount Pictures and Laurel
© 1970 MALABAR PRODUCTIONS, INC.
92分・日本語字幕）
Productions. All Rights Reserved.TM, ®
ALL RIGHTS RESERVED. TM, ® & Copy-

※制作より長い年月が経過しているため、
最良の素材を使用しているにもかかわら
ず、本編中観苦しい・聴き苦しい箇所が
ございます。また、本編中には、今日では
●出演：ロバート・フラー／ジョン・スミス
（1959 不適切と思われるセリフ・表現が散見され
〜1963年作・カラー・全21話・合計約1008分・日 ますが、あえて修正や編集を加えず、制作
本語吹き替え版）
※日本語字幕は入っていません。 当時の状況および制作者の意図を尊重し
ております。あらかじめご了承ください。
Film©1962-1963 Universal Studios. All Rights Reserved.

・ロバート・フラー…久松保夫
・ジョン・スミス…村瀬正彦 他

同じ病に散ったジョン・ウェイン自身と重

55032

商品番号

商品番号

放送当時の吹き替えで楽しめる!!

れた時を過ごすつもりだった。が、あっ

Entertainment Inc.

ララミー牧場
DVD 6枚組

ジョン・ウェイン最後の作品、
伝説ガンマン最後の日々

ー・ハンター／ナタリー・ ディーン・マーティン／マ
商品番号
3874
商品番号
55070
ウッド
（1956年作・カラ ーサ・ハイヤー
（1965年
ー・120分・日本語字幕）
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

ラー版で収録。大ヒット西部劇ドラマがフルカラーで甦る。

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

その老ガンマンは、この宿で静かに残さ

ミスター西部劇、
我らがジョン・ウェインの集大成
憧れたあの雄姿をたっぷりと何度でも観られる

西部劇の神様ジョン・フォードに見いだされ、ア

人の師ハワード・ホークスの痛快ア

メリカを代表する大スターとなったジョン・ウェ

イン。もう

クション
『 リ オ・ブ ラ ボ ー』
、念願のアカデミー主

ジョン・ウェイン 『捜索者』●共演：ジェフリ 『エルダー兄弟』●共演：

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

本。青春の記憶に残る熱

セット内容 （単品販売もしています。各1,429円）

12

演男優賞を獲得した
『勇気ある追跡』など、どれを

●主演：

『チザム』

とっても名作ばかりの

『勇気ある追跡』

きガンファイト、男気溢れる活躍に再び胸が滾る。

『11 人のカウボーイ』

1

2,000円

★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

孤高の保安官が悪党を討つ

英国産の希少種の牛を売り込

美しい母娘を守る西部男の意地と恋

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

豪華スター競演の痛快西部劇

ジョン・ウェインがアカデミー主演男優

賞に輝いた
『勇気ある追跡』
の主人公コグ

バーン保安官が再び登場。傍若無人な仕

片 親 違 いの 兄 弟 の 裏
切 り に あ い、 殺 さ れ
た ア ウ トロ ー 集 団 の
リーダー、ゲレロ。事
件 か ら 年 後、彼 は
悪魔と契 約を結 び復
讐のために蘇えった。
トゥ ー ムス ト ー ン の
町が血の海と化す。
1

●出演：ダニー・トレホ／アンソニー・
マイケル・ホール／ミッキー・ローク
（2012年作・カラー・141分・日本語
吹き替え付）

トゥームストーン／
ザ・リベンジ
商品番号

54922

★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。

騎兵隊とインディアンとの死闘 ヤツは蘇える、
ただ復讐のために

バート・ランカスター主演で映画化。開

ア パッ チ 族 が 実 際 に 行っ た 抵 抗 を 名 優

ワイルド・アパッチ

拓時代も終わろうとしていた頃のアリゾ

族 と騎 兵 隊 との死
闘が勃発する…。

©1972 Universal Studios. All Rights Reserved.

●出演：バート・ランカスター／
ブルース・デービソン／ジョー
ジ・ルーク
（1972年作・カラー・
98分・日本語字幕）

ナで、白人への襲撃を繰り返すアパッチ

55391

15234

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

スタンピード

商品番号

DVD
作品

●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）

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

商品番号

事ぶりで悪名を轟かせるコグバーンが騎
兵隊を全滅させた悪党一味に敢然と立ち

向かう。オレゴンの美しい自然をバック

ムズ・スチュワートが

母娘を守って戦う正
統派西部劇。

©2017 Universal Studios. All Rights
Reserved.

帝王が難攻不落の幌馬車に挑む 好漢と悪党が対決する王道西部劇 荒野に無慈悲な銃弾の雨が降る

60371

無実の罪を被った男が荒くれ者たちを集 西部劇スターのジョエル・マ

商品番号

万ドル分の砂金を奪う。 東 部 か ら やって 来 た 女 教 師

トゥームストーン／
オーバーキル

め、自分をハメた宿敵が持つ強固な幌馬 クリーが恋に決闘に大活躍。

●出演：ダニー・トレホ／ジェ
イク・ビューシイ／エリシア・
ロタル
（2017年作・カラー・
99分・日本語吹き替え付）

車に積まれた

55273

●出演：ジョエル・マク
リー／ブライアン・ドン
レヴィ／ソニー・タフツ
（1945年作・カラー・83
分・日本語字幕）

『トゥームストーン／ザ・リベンジ』
で地獄から蘇えったゲレロが、欲と
暴力がはびこる荒野に再び降り立つ。
死なないガンマンが圧倒的多数の敵
に挑む。撃って撃って撃ちまくる、
銃撃戦炸裂のハードアクション。

商品番号

りとした物語に引き

落日の決闘

ウ エ ス タ ン。 し っ か

15233

ジョン・ウェイン、カーク・ダグラスが繰 と 牧 童 ヴァー ジニア ン との

商品番号

り広げる壮絶なガンファイト、ふたりの 恋 を 主 軸 に、牛 泥 棒 の 悪 漢

戦う幌馬車

丁々発止のやり取りに笑った娯楽西部劇。 との因 縁の対 決 を描 く 秀 作

© 1967 Universal Pictures & Batjac Productions, Inc.
Renewed 1995 Universal Studios. All Rights Reserved.

50

55390

●出演：ジョン・ウェイン／キャサリ
ン・ヘプバーン／アンソニー・ゼルブ
（1976年作・カラー・103分・日本語
字幕）

に綴られていく淡い恋も胸に迫る。

オレゴン魂
商品番号

●出演：ジョン・ウェイン／カーク・
ダグラス／ハワード・キール
（1967
年作・カラー・96分・日本語字幕）

込まれる良質の作品。

戦争に翻弄された一家の闘い 皆殺しの銃弾で街は血に染まる

南部で牧場を経営するチャー

リーは南北戦争が激化する中で

★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。

危険な匂いを漂わすイーストウッドの魅力炸裂

あの往年の雄姿をいま再び目

中立を保っていたが、息子が北

55429

にする至福のひととき。流浪

商品番号

軍の捕虜となり救出に乗り出す

ミネソタ大強盗団

●出演：ジェームズ・スチュ
ワート／ダグ・マクルーア
（1965年作・カラー・105
分・日本語吹き替え付）

ジ ェ シ ー・ジ ェ ー ム ズ と コ ー ル・ヤ ン ガ
ー。中西部一帯を荒らし回っていた伝説
の無法者が手を組んで、ミネソタ州の銀
行を襲撃しようと画策。時代に取り残さ
れたアウトローたちの悲哀を感じる異色
の西部劇。

●出演：クリフ・ロバートソ
ン／ロバート・デュヴァル
（1972年作・カラー・91分・
日本語字幕）

ーストウッドがメキシコの武

15237

のガンマンに扮した我らがイ

商品番号

が…。戦争から命がけで家族を

シェナンドー河

装集団、大地主らを向うに巧

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

●出演：クリント・イースト
ウッド／ロバート・デュバ
ル ／ ジ ョン・サ クソ ン
（1972年作・カラー・84分・
日本語吹き替え付）

守ろうとする父親役のジェーム

3019

© 1975 Universal Studios. All
Rights Reserved.

有効期限：2019 年8 月20日迄

ズ・スチュワートの

19

15236

商品番号

３作 品以上ご注文で

10%引 1,286 円
みな銃捌きを見せつける。

商品番号

18頁〜 19頁の商品
どれでも1作 1,429円

名演技が光る。

遠い国

凄腕ガンマンと尼僧の珍道中

●出演：ジェームズ・スチュワート／
ルース・ローマン
（1954年作・カラー・
97分・日本語吹き替え付）

名優競演の本格派西部劇！

の姿に惚れ惚れとする。

15235

シノーラ

町を牛耳るボスに立ち向かう男

商品番号

メキシコの革命派に雇われた一匹狼の流

夜の道

人で列車を襲撃する破目になる。イー

© 1957 Universal Studios. Renewed
1985 Universal Studios. All Rights
Reserved.

ジ ミ ーの 哀 愁 あ 彼 だ っ た が、 牛 は 没 収 さ
る姿が胸に響く。 れ て …。 正 義 感 に 目 覚 め
ていく男を演じたジミー

カラー作品

●出演：ジェームズ・
スチュワート／ダン・
デュリエ／オーディ・
マーフィ（1957年作・
カラー・90分・日本語
吹き替え付）

給金護衛のため鉄道会社に雇われたマク 牛 の 群 れ を 輸 送 中 の 牧 童
レーンは、それを狙う強盗団の中に弟を見 が、 途 中 の 町 で 町 の ボ ス

15230

まとめて買うとお得!!

© 1972 Universal Pictures and The Malpaso
Company. All Rights Reserved.

運命に導かれた兄弟の死闘

商品番号

2

れ者 がおかしな尼僧 を助けたことから、

荒野のストレンジャー

つけ…。悪に手を染めた弟への情愛と正義 を 怒 ら せ 投 獄 さ れ て し ま
の 間 で 苦 悩 す る う。 酒 場 女 に 助 け ら れ た

●出演：クリント・イー
ストウッド／ベルナ・ブ
ルーム／マリアンナ・ヒ
ル
（1972年作・カラー・
105分・日本語字幕）

世界が絶賛イーストウッド西部劇

© 1973 Universal Pictures and The
Malpaso Company. Renewed 2001By
Universal Studios and The MalPaso
Company. All Rights Reserved.

戦 に 血 が 滾 り、

兄弟

3

流 れ 者 が町の用 心 棒

と な り、悪 党

に 立 ち 向 か う。 謎 め

い た 主 人 公 を 演 じ、

監 督 も 務 め た イ ース

トウッドの巧みな

演出が光る。主人

明かされる展開が

公の正体が徐々に

当時話題に。

15231

ストウッドが迫力の銃捌きをみせる銃撃

商品番号

可愛くて憎めな

真昼の死闘

●出演：クリント・イースト
ウッド／シャーリー・マク
レーン
（1970年作・カラー・
114分・日本語字幕）

い尼僧役のマク

© 1969 Universal Studios. All Rights Reserved.

レーンに魅せら

れた痛快作。

熱き闘いに痺れた想い出の西部劇映画が選 び買いでお買い得 1作品あたり1,429 円

18

荒野に火花を散らす名優たちの競演
ワクワクした、夢中になった…興奮と感動が再び沸き起こる西部劇傑作選
…華麗な早撃ちに胸滾る傑作西部劇
たぎ

DVD50枚お届けします！
（10枚組BOX×5セット）
テレビCM放送特別企画

150円

21

55340

7,500円

※他の商品を同時にご注文された場合は送料880円
（税別）
がかかります。

西部劇50選 第2弾
DVD 50作セット
商品番号

送料無料

『ガンヒルの決斗』『モホークの太鼓』 『ミシシッピの賭博師』 『最後の追跡隊』『スコオ・マン』
カラー・94分

カラー・104分

カラー・98分

モノクロ・73分

モノクロ・106分

『三人の名付親』『暗黒の命令』『無法街』

『馬上の男』 『フレンチー』

『平原児』

『ミズーリ横断』『女傑ベル・スター』

カラー・106分

モノクロ・93分

モノクロ・105分 カラー・87分

『スプリングフィールド銃』 『大草原』

モノクロ・113分 カラー・93分

モノクロ・123分 カラー・78分

カラー・77分

カラー・83分

『死の砂塵』 『戦ふ幌馬車』 『宿命の対決』『燃える幌馬車』『大雪原の決闘』
モノクロ・88分

モノクロ・56分

『落日の決闘』 『ダラス』
カラー・86分

カラー・94分

カラー・81分

カラー・87分

『平原の待伏せ』『拳銃（コルト）45』『荒くれ男』
カラー・79分

カラー・74分

カラー・95分

カラー・78分

『西部のガンベルト』 『荒野の勇者 キット・カーソン』 『復讐の二挺拳銃』

モノクロ・77分

モノクロ・96分

モノクロ・81分

『ムーンライター』『背高きテキサス人』
モノクロ・77分

モノクロ・82分

『平原の落雷』 『カリフォルニア』 『サンフランシスコ物語』 『鉄路に賭ける男』『ザ・ビッグ・ツリー』
カラー・83分

カラー・97分

モノクロ・80分

カラー・89分

カラー・89分

『西部の王者』『荒原の激闘』『最后の砦』 『騎兵隊突撃』『森の男』
カラー・90分

モノクロ・54分

カラー・87分

カラー・85分

モノクロ・61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。

『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
（1968年作・97分）『真昼の用心棒』
●出演：フラン
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
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）
出演：ジュリアーノ・ジェンマ
DVD 13 作セット
（1965年作・79分）
リーフ
（1972年作・100分） 『荒野の棺桶』
●出演：アンソニ （1965年作・94分）
商品番号
55438
『増える賞金、死体の山』『怒りの用心棒』
●出演：ジ ー・ステファン
（1965年作86分） 『虹に立つガンマン』●出演：ブラ
●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

●全17曲・47分 ●全曲モノラル

1枚あたり

セット内容 ●全て日本語字幕

燃える平原児
アフリカの星のボレロ
BOX1
BOX3
BOX4
BOX5
BOX2
クワイ河マーチ
『アパッチ砦』 『荒野の決闘』『無法者の群』『月下の銃声』 『腰抜け二挺拳銃』
エクソダス
モノクロ・127分 モノクロ・97分 カラー・104分
モノクロ・88分 カラー・90分
ロンゲスト・デイ
『拳銃王』
『怒りの河』 『秘境』
『オクラホマ・キッド』 『ハーヴェイ・ガールズ』
大脱走のマーチ
モノクロ・84分 カラー・90分
モノクロ・90分 モノクロ・80分 カラー・101分

ジ ュ リ ア ー ノ・ジ ェ ン マ、フ ラ ン コ・ネ ロ、ジ ャ ン

リオ・グランデの砦
オール・バターミルク・スカイ
サンタフェ鉄道
帰らざる河
ジャニー・ギター
テキサスの黄色いバラ ⓬
誇り高き男
⓭
OK 牧場の決闘
⓮
トム・ドゥーリー ⓯
リオ・ブラボー
⓰
アラモの歌
⓱

ニ・ガルコ…。荒野に佇むスターが自慢の銃で、な

※ケース・ジャケット・パッケージ
はつきません。バルクで不織布に
入れてお送りします。

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
❿
⓫

らず者たちを次々とほうむりさる。アウトローの一

今なら、
映画音楽
CD1枚プレゼント！

匹狼が魅せる派手なガンアクション、激しい銃撃戦

DVD50 枚組

大反響

さらに

など、ハリウッド西部劇とは一味違ったハードボイ

西部劇50選

2弾

第

ルドな世界を持ち、暴力性も際立ったマカロニ・ウ

お茶の間名作劇場

エスタンに皆が夢中だった…。正義漢ジェンマの縦

●主演：ランドルフ・スコット

横無尽の活躍に胸が熱くなる名作
『怒りの用心棒』
を

BS・CS各局でテレビCM放送中！

『拳銃（コルト）45』

はじめ、想い出の作品をまとめて観るチャンス。

●主演：エロール・フリン

緊迫の銃撃戦、
胸打つ主題曲…今も心に残る西部劇

『無法者の群』

●主演：ロック・ハドソン

を現すと、それだけで心が躍り出した。見事な銃捌き、

『大雪原の決闘』

ただならぬ気配を帯びて、我らがヒーローが荒野に姿

50

目にも止まらぬ早業で敵を蹴散らす活躍に夢中になっ

●主演：ジョン・ウェイン

劇、想い出の名シーンの数々。心に残る作品、探して

『アパッチ砦』

●主演：ゲイリー・クーパー

ていた。あの頃の感 動 と興 奮 が再 び沸 き起こる西 部

『ダラス』

●主演：タイロン・パワー

いたあの作品をまとめて観られる、怒涛の 作セット。

『ミシシッピの賭博師』

20

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

紅海が真っ二つに割れる！
史上最大のスペクタクル史劇

ウッド創成期から大作を次々と製作して

預言者モーゼが紅海を真っ二つに割る。そ
のシーン、
映画史上空前の迫力。
本作はハリ

きた巨匠セシル・B・デミル監督が生涯の情

史劇。旧約聖書の出エジプト記を題材に、

熱を傾けた映画史上最大のスペクタクル

前半はモーゼの出生から成長までを、後半

はモーゼの波乱万丈な生涯を忠実に描く。

●出演：チャールトン・ヘストン
／ユル・ブリンナー／アン・バク
スター（1956年作・カラー・232
分・日本語吹き替え付）

十戒 DVD 2枚組
商品番号

4937

ヘラクレスと王の息子ユリシーズは漁師たちを苦しめる

彼らだったが船は激しい

怪物を退治するため、エーゲ海へと向かう。怪物を倒した

嵐に巻き込まれ…。ギリ

シャ神話に登場するヘラ

クレスとユリシーズに旧
約聖書のサムソン、力自

慢の英雄 人が活躍する

たと確信し、隠れ家に踏み込む。だが、

その場で見たのは、十字架に磔にされ

スペクタクル史劇。神殿
破壊のシーンは見もの。

イエス・キリストを処刑した百人隊長

●出演：ジョセフ・ファイン
ズ ／ト ム・フ ェ ルト ン
商品番号
53437
（2016年作・カラー・172
ご愛用者価格 3,800円
分・日本語吹き替え付）

たはずの“あの男”だった。

復活

クラヴィウスのもとに、イエスの遺体

© 2016 50 Dias Producciones A.I.E. and Fifty
Days Productions LLC. All Rights Reserved.

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
62頁でご確認ください。

ヘラクレス・サムソン・
ユリシーズ
商品番号

60172

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

3,800円

●出演：カーク・モリス／エンツォ・セルシ
コ
（1964年作・カラー・86分・日本語字幕）

ギリシャ神話と旧約聖書の英雄が夢の共演

2,500円

百人隊長が見た奇跡
“イエスの復活”
を描く超大作

ご愛用者価格

が消えたとの報告が届く。クラヴィウ

古代ローマ時代の最大の英雄カ

★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。

エサルと、その盟友でありライ

●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・クラナム
（2005～2007
年作・全22話・カラー・1192
分・日本語吹き替え付）

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。

部門を受賞。息を呑むアクシ

5

アメリカのＨＢＯとイギリスの

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

© 1956 PARAMOUNT PICTURES
CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
TM,® & Copyright ©2004
by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

スは、イエスの弟子たちが遺体を隠し

1,800円

歴史に名高い智将がローマ軍 ユル・ブリンナー主演の歴史劇 製作費なんと２００億円以上
女王の心は計略から真の愛へ 古代ローマの過激な愛と策謀

4834

父の遺言によりイスラエル王になったソロモンは兄
に軍をまかせる。一方、敵国であるシバの女王マグ

ダは、単身イスラエルに乗

り込んでくる。旧約聖書に

物語をユル・ブリンナー主

登場するソロモンとシバの

ご愛用者価格

ＢＢＣが共同制作し、エミー賞

23

9,960 円

演で描く歴史劇の傑作。

54468

ご愛用者価格

商品番号

ョンと過激なエロティシズムを

商品番号

ソロモンとシバの女王
背骨に、共和政の崩壊と帝政の

ROME［ローマ］

●出演：ユル・ブリンナー／ジー
ナ・ロロブリジーダ
（1959年作・
カラー・123分・日本語字幕）

誕生が美しい映像で再現された。

©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.

DVD 11枚セット

壮大に描く伝説のトロイ戦争
史上最大の愛のための戦い

1

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

2,980 円

去 り ぬ 』の マ ッ ク ス・ス タ イ

ご愛用者価格

めながら、トロイ戦争の激戦の模様に迫る。
『風と共に

51535

ナーの音楽でシーンが盛り上

商品番号

がり、ロッサナ・ポデスタの

特別版

可憐さに酔いしれた…。 万

ヘレン・オブ・トロイ

人を投入して古代戦争を再

© 1956 Warner Bros. Entertainment Inc.

現した大迫力の戦闘が圧巻。

●出演：ロッサナ・ポデスタ／ジ
ャック・セルナス
（1955年作・カ
ラー・121分・日本語字幕）

カラー作品

3,800 円

と戦うスペクタクル史劇

60166

ご愛用者価格

紀元前218年、カルタゴの将軍ハンニバルがスペイン

商品番号

を征服し、危機を感じたローマはカルタゴへ宣戦布告す

アルプス征服軍
ハンニバル

るも負け戦が続いていく。古代ローマ最大の敵といわれ

た智将ハンニバルの激闘に手に汗握る超大作。

●出演：ヴィクター・マチュア／
リタ・ガム／ガブリエル・フェル
ゼッティ／ミリー・ヴィタル／テ
レンス・ヒル（1959年作・カラー・
104分・日本語字幕）

22

53720

月づき 2,700 円×10 回
（分割払価格 27,000 円）

25,000円

ご愛用者価格

8958

6,000 円

の
9,333 円ところ

35 %引き

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）

明の時代に書かれ、
「淫書」
として何度

商品番号

© I N T E C,inc

も発禁処分されながら隠し継がれてき

新・金瓶梅
DVD 5枚組

た古典艶小説を、妖艶な映像で大胆リ

●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）

中国の発禁淫書を映像化
艶めかしい官能歴史絵巻

ご愛用者価格

人類が創造した最高最大の大河ロマン
全編を愉しめる
「三国志」
幻の完全版

商品番号

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

★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。

三国志 完全版

DVD 20枚セット

続けるヒロインの姿が胸に迫る。美し

10,000円

●全84話・3780分

さ故に心身を弄ばれる哀しき女の性。

ご愛用者価格

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）

7割引

人間の果てしない欲求と快楽への探求

月づき 2,100 円× 5 回
（分割払価格 10,500 円）

●出演：劉文冶／于小慧／王剛／李
宏偉
（1997年作・全35話・1575分）

98,000円のところ

4

第56話「劉備、定軍山の戦で曹操の軍を破る」
第57話「劉備、漢中を掌中に収める」
第58話「関羽、樊城水攻め、于禁の七軍を大破」
第59話「忠義の英傑関羽、天に帰す」
第60話「乱世の奸雄、魏王曹操死す」
第61話「曹丕、帝位を奪い魏王朝を開く」
第62話「希代の豪勇張飛死し、劉備復讐に起つ」
第63話「陸遜の火攻め、劉備軍夷陵に敗れる」
第64話「情義と徳の人劉備、白帝城に死す」
第65話「諸葛亮、濾水を渡り南王と戦う」
第66話「諸葛亮、死地を踏破し孟獲を捕らえる」
第67話「七度捕われ、七度許された孟獲の帰順」
第68話「諸葛亮、出師の表を上書し、北伐に向かう」
第5巻（DISC17〜20）
第69話「諸葛亮、天水にて姜維を得る」
第70話「司馬懿仲達復権し、蜀軍迎撃に出陣す」
第71話「空城の計で死地を脱し、泣いて馬謖を斬る」
第72話「諸葛亮、司馬懿、宿敵相対す」
第73話「諸葛亮、司馬懿、宿命の知謀戦」
第74話「諸葛亮、鬼神を演じ司馬懿を惑わす」
第75話「諸葛亮、最期の北伐、六度祁山へ」
第76話「諸葛亮、司馬懿を火攻めにす」
第77話「死せる孔明、生ける仲達を走らす」
第78話「司馬氏、魏王朝の実権を握る」
第79話「孫権死し、呉王朝乱れる」
第80話「姜維北伐、鉄籠山に司馬昭を追う」
第81話「姜維、障ナ艾、鐘会ら、名将激戦す」
第82話「姜維、最期の北伐」
第83話「名将障ナ艾、摩天嶺を越え、成都陥落す」
第84話「魏、呉、蜀滅び、幾百の英傑は神となる」

を赤裸々に描く官能絵巻をこの機会に。

53303

協力しあって秦を倒した劉邦と項羽だったが、

商品番号

年にも及ぶ死闘の末、遂に最後の決戦を迎え

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

劉邦と項羽 上巻＆下巻
DVD 8枚セット

秦が滅びると天下を奪い合うライバルとなった。

35

5

項羽と劉邦の覇権争い、
天下分け目の最終決戦

『大盗賊』◆南支那海に嵐を呼ぶ男、
呂宋助
左衛門が南の海で夢を果たさんと洋上に乗
り出す冒険ファンタジー。●共演：佐藤允／
有島一郎／浜美枝
（S38年作・97分）

る二人…。全 話でおくる史劇ドラマの傑作。

中国の三大性典である『玉蒲団』を

れるがまま

れた身体を持て余していた彼女は、言わ

に夫を毒殺

し …。 若 き

25

1,429 円

キ ー・ チ ェ

ご愛用者価格

日 の ジャッ

59051

見どころ。

商品番号

ンの出演も

金瓶梅

原作に、馬の性器を移植して世界一

●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）

●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）
© 2004 CELESTIAL PICTURES
LTD. All Rights Reserved.

の絶 倫男に

なっ た 青 年

が 性の 修 行

1,429 円

を繰り 広 げ

59050

ご愛用者価格

るめく 官 能

商品番号

つつ、 め く

デジタル・リマスター版

開するが…。

Sex ＆禅／ 高画質
中国絶倫珍珍秘伝

の 世 界 を展

© 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved.

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

ご愛用者価格

奇巌城の冒険
大盗賊
各 2,500 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
（1 9 9 4年 作・カ
ラー・3780分・日本語字幕）

10

日本でも絶大な人気を誇る歴史小説「三国志演義」を製作

商品番号

56076
56075

●全てカラー ●主演：三船敏郎
『奇巌城の冒険』◆黒盗賊をやっつけろ！死
の大砂漠に嵐を呼ぶ日本男児！暴れん坊の
大男と僧侶の痛快冒険行。●共演：中丸忠
雄／浜美枝／若林映子
（S41年作・104分）

費１００億円、出演者延べ 万人、 年の歳月をかけ、中

カラー作品

第28話「諸葛亮初陣、博望坡で夏候惇を火攻め」
第29話「劉備、領民を携えての苦難の逃走」
第30話「趙雲、張飛の豪胆、諸葛亮の三寸不爛の舌」
第31話「諸葛亮、智を用いて名将周瑜を激し、同盟を結ぶ」
第32話「諸葛亮、周瑜、火花散る智の攻防」
第33話「周瑜、宴を催し蒋幹を欺く」
第34話「諸葛亮、一夜にして十万余の矢を得る」
第3巻（DISC9〜12）
第35話「老将黄蓋、苦肉の計に身を投ず」
第36話「鳳雛、曹操に連環計に説き、船を繋がせる」
第37話「驕る曹操、月光の下に詩を吟ず」
第38話「諸葛亮、真冬に東南の風を呼ぶ」
第39話「曹操軍、赤壁に壊滅し、関羽は義によって曹操を放す」
第40話「諸葛亮、知略を駆使し荊州を奪取する」
第41話「趙雲、張飛、関羽、四郡を攻略する」
第42話「劉備、周瑜の計略で嫁取りに南徐へ招かれる」
第43話「劉備、呉の甘露寺で孫婦人を娶る」
第44話「劉備の帰還、追う周瑜を諸葛亮が阻む」
第45話「周瑜憤悶し、諸葛亮が長河吟を弾く」
第46話「周瑜天に帰し、諸葛亮号泣して弔う」
第47話「涼州の豪勇馬超、曹操を脅かす」
第48話「張松が蜀の地図を献じ、劉備が益州へ向かう」
第49話「劉備益州に入り、孫夫人呉に戻る」
第50話「劉備が成都に兵を向け、ホウ統は落鳳坡に散る」
第51話「猛将張飛、諸葛亮と益州入りを競う」
第4巻（DISC13〜16）
第52話「劉備、益州成都を制圧し本拠を得る」
第53話「関羽、単身呉の宴に臨む」
第54話「孫権、合肥を攻めて張遼に大敗を喫す」
第55話「曹丕と曹植、王位をめぐり骨肉の争い」

国が国家プロジェクトとして完成させた歴史巨編。中国覇

カラー作品
©1963, 1966 TOHO CO., LTD.

収録内容
第1巻（DISC1〜4）
第1話「劉備、関羽、張飛／桃園の誓い」
第2話「漢朝廷、大いに乱れる」
第3話「野獣、董卓の野望」
第4話「曹操孟徳、治政の能臣、乱世の奸雄」
第5話「劉備、関羽、張飛の三兄弟、虎牢関で呂布と戦う」
第6話「王允、練環の計を仕掛ける」
第7話「呂布と貂蝉、鳳儀亭の密会」
第8話「曹操、復讐の徐州出兵」
第9話「孫堅の子、孫策ついに挙兵」
第10話「呂布、陣門に戟を射て仲裁す」
第11話「曹操、宛城之戦勝に酔い典韋を失う」
第12話「曹操、ついに呂布を追い詰める」
第13話「希代の猛将、呂布の最後」
第14話「曹操と劉備、英雄を語る」
第15話「袁紹、曹操ついに挙兵す」
第16話「関羽、投降の三つの条件」
第17話「関羽、赤兎に乗って青龍刀を振るう」
第2巻（DISC5〜8）
第18話「関羽、劉備のもとへひた走る」
第19話「三兄弟と趙雲、古城の町で再会す」
第20話「小覇王孫策、無念の最期」
第21話「袁紹、曹操天下分け目の決戦始まる」
第22話「袁紹、鳥巣を焼かれ、官渡決戦に大敗す」
第23話「曹操、中原に覇を唱える」
第24話「劉備、関羽、張飛、荊州に落ちのびる」
第25話「劉備、功業を望み賢士を求める」
第26話「劉備、徐庶を失い臥龍を訪ねる」
第27話「三顧の礼に応じ、諸葛亮ついに茅廬を出る」

権を狙う魏・呉・蜀の三つ巴の壮絶な争いが壮大に描かれ
ていく。
「桃園の誓い」や「赤壁の戦い」など有名エピソー

『大盗賊』

ドだけでなく、
「三国志演義」の全編を映像化した決定版。

日本の至宝、
三船敏郎が魅せた
日本男児が海を渡る冒険活劇

船で日本を飛び出した豪商・呂宋助左衛門

が、南の国に流れ着き、悪徳宰相の手から

その国と姫を守る『大盗賊』
。日本に仏教を

広めるため、仏舎利を求めてシルクロード

を進む僧侶・円済と剛力無双の大男・大角
が、行く手を阻む様々な困難に立ち向かう

船敏郎主演、円谷英二が手がけた特撮によ

る、異国情緒あふれる特撮冒険活劇。

『奇巌城の冒険』

『奇巌城の冒険』
。共に、谷口千吉監督、三

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

★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。

24

3

ヘル・フロント
地獄の最前線
商品番号

60781

4,800 円

7

ＩＳ
（イスラム国）
に拘束された女性ジャーナリスト

53893

ご愛用者価格

を救うためトルコ軍は 人の精鋭を派遣。無事人質

商品番号

を救出した彼らだったが激しい追撃に遭う…。現代

エスケイプ・フロム・イラク

戦の実態をリアルに描いた戦争アクション。大部隊

●出演：アレクサンダー・ウスチュゴフ
／ヤコブ・クシャビスキー
（2016年作・
カラー・112分・日本語吹き替え付）

©2016 CaglarArts Insignia Yapım Ortaklı ı

●出演：カグラー・アートグル
ール／ウフク・バイラクター
（2016年作・カラー・135分・日
本語吹き替え付）

が迫る中、逃げ延びた村で村人のために戦う兵士た

©2016 Studio “28 Panfilovcev” LLC, Gaijin Entertainment
LLC All Rights Reserved

ちの姿に目頭が熱くなる。

中

4

１９４１年に独軍がロシアに侵攻、首都

4,800 円

隊はその猛攻に遭い壊滅状態に陥ってし

ご愛用者価格

モスクワの近郊を守備していた第

54608

と 挑 ん で い く。 旧

商品番号

まう。僅かに生き残った 人の兵士たち
は首都を死守するため、絶望的な戦いへ

ナチス戦車部隊に挑んだ28人

ソ連兵たちが命を

人」を

パトリオット・ウォー

賭 して 独軍 に立ち
向かった逸話
「パン

フィロフの

争アクション大作。

28

28

★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。

トルコ軍によるイスラム国からの人質奪還作戦

© Journey’s End Films
Ltd/The British Film
Institute 2017

4,800 円

大戦車軍団に立ち向かい祖国を救った英雄たち

ご愛用者価格

最前線で疲弊していく兵士たち

塹壕戦をリアルに描いた戦争映画

第 次大戦も終盤に差し掛かった１９１８年 月。

最前線の塹壕でドイツ軍と対峙していたイギリス

軍に敵の総攻撃が近いという噂が流れる。塹壕内

で動揺が広がる中、部隊は偵察のため突撃を敢行、
情報を得て辛くも生還するがドイツ軍の猛攻が目

前に迫りつつあった。ロバート・C・シェリフの実

体験を基にした名作戯曲を映画化。塹壕の過酷な

状況と絶え間ない砲撃、全編に緊張感が漲る。

1

●出演：サム・クラフリ
ン／ポール・ベタニー
／エイサ・バターフィー
ルド／トビー・ジョーン
ズ
（2017年作・カラー・
108分・日本語吹き替
え付）

基にした 迫 力の戦

★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。

米海兵隊員たちが中東で戦う姿を圧倒的迫力で描く。オ

『ジャーヘッド』
●出演：ジェ 『ジャーヘッド2 奪還』
●出 『ジャーヘッド3 撃砕』
●出
イク・ギレンホール／ピーター・ 演：ジョシュ・ケリー／スティ 演：チャーリー・ウェバー／スコ
サースガード／ジェイミー・フ ーヴン・ラング／イーサイ・モ ット・アドキンス／デニス・ヘ
ォックス
（2005年作・123分） ラレス
（2014年作・102分）
イスバート
（2015年作・89分）

3

スカー監督サム・メンデスが戦場に臨む兵士たちの高揚

セット内容 ●全てカラー・日本語吹き替え付

1

平和維持軍を待つ戦場の現実 湾岸戦争をリアルに描く
混沌、
緊迫の戦争アクション 大ヒット戦争アクション

多国籍軍のタリバン攻撃から

4,800 円
感を活写した第 作。続く
『奪還』
では人権活動家の女性

27

4,287 円

７年、アフガニスタンに平和

60782

ご愛用者価格

を助けるため武装勢力と相見え、第 作
『撃砕』
では包囲

ご愛用者価格

当時のソビエト連邦が国家の総力を挙げて製作した第二

商品番号

された米大使館で激しい銃撃戦を繰り広げる。

60176

維持軍として駐留するオラン

キャンプ・アフガン

Film © 2005 Motion Picture KAPPA Produktionsgesellschaft mbh & Co. KG and Universal Studios. All Rights Reserved.
© 2014 Universal Studios. All Rights Reserved.
© 2015 Universal Studios. All Rights Reserved.

商品番号

ダ軍。兵士たちが見たのは平

© 2015 KeyFilm/EO niet bewegende logo's
KeyFilm / EO

『ジャーヘッド 2 奪還』

ジャーヘッド 1 〜 3

5

●出演：マチス・ファン・デ・
サンデ・バッカイゼン／ロ
ーレンス・ファン・デ・アッカ
ー（2016年作・カラー・82
分・日本語吹き替え付）

『ジャーヘッド 3 撃砕』

DVD 3作セット

和とは名ばかりの、戦闘が続

●出演：ヨアヒム・ハンセン／マリア
ンネ・コッホ／ハンスイョルグ・フェ
ルミー／ホルスト・フランク
（1957
年作・モノクロ・103分・日本語字幕）

く地獄の最前線だった。

第 二 次 大 戦 の 北 ア フ リ カ 戦 線 で158機 を

ンス・ ヨアヒム・ マルセイユ。 敵から撃墜

撃墜したドイツ軍のエースパイロット、 ハ

王と恐れられ

3,600 円

た が、 死 ん だ

ご愛用者価格

戦友たちを思

54247

うと彼の心は

商品番号

沈んでいくの

だった。

撃墜王 アフリカの星

次世界大戦にまつわる
「ヨーロッパの解放」
全 部作。こ

14,000円

れを再現するのは不可能というくらいの人員と巨額を投
資し、ドイツ軍との激闘を綴っている。無名のソ連軍兵

ご愛用者価格

第 1 部「クルスク大戦車戦」
第 2 部「ドニエプル渡河大作戦」
第 3 部「大包囲撃滅作戦」
第 4 部「オーデル河大突破作戦」
第 5 部「ベルリン大攻防戦」

撃墜王として恐れられた男

54134

月づき 1,900 円× 8 回
（分割払価格 15,200 円）

空軍エースの知られざる半生

商品番号

士の目を通して、
歴史の転換点となった事件が描かれる。

ヨーロッパの解放1〜5
DVD 5枚セット

●出演：ニコライ・オリャーリャ
ン／ラリーサ・ゴルーブキナ／
ミハイル・ウリヤーノフ／ウラ
ドレン・ダビーダフ
（1970年作・
カラー・約463分・日本語字幕）

戦場を埋め尽くす戦車
大地を覆う砲火と黒煙

恐怖と闘う兵士たち・戦場の過酷な 現実─魂揺さぶる世界の戦争映画

26

和平のための極秘任務を負い
日本軍潜水艦が命懸けの航行
太平洋戦争末期の１９４５年、潜水艦
「イ︲ 」
は和平工
作のために連合国の外交官を乗せてカナリー諸島へと向

隻で敵の真っ只中に突入、
勇猛果敢な救出作戦の全貌
救出すべく、日本海軍は大村少将指揮の第 艦隊を派遣。

米北太平洋艦隊に包囲されたキスカ島守備隊５２００名を
大村は濃霧の中、わずか 隻で敵艦隊を突破する策に出た。
太平洋戦争の奇跡の救出劇を壮大スケールで描く。

山本五十六の半生を、真珠湾攻撃からガダルカナルでの
戦死まで、迫力の海戦＆空戦シーンを交えて描いた戦争

平和を望みつつも果敢に戦った山本五十六元帥の壮絶半生

かう。密命を帯びた潜水艦の活躍を描く戦争映画。自衛

5

巨編。三船敏郎が山本五十六を貫禄たっぷりに演じ、勇

トメと特攻隊員たちの交流を軸

に、彼らの短い青春を情感豊か

に綴っていく。当時東京都知事

だった石原慎太郎が製作総指揮

と脚本を務め、話題となった。

帝国海軍の象徴、
戦艦大和の最期
昭和 年 月、戦艦大
和が３３００人の男た
ちを乗せて沖縄方面へ
出撃。その行く手には

鶴田浩二主演の東映戦記三部作最終章。

…。特攻隊員たちの短い青春を綴った、

て来た。彼らは猛特訓の末に操縦士とし
て 成 長 し、 や が て 南 方 で 散 っ て い っ た

服に身を包み、土浦海軍航空隊へとやっ

予科練を志願した少年たちが真新しい制

特攻隊員を見守り続けた女性の秘話 儚く散った特攻隊員たちの青春
鶴田浩二が教官を演じた戦記物

“特攻の母”
として慕われた鳥濱

気ある決断や苦悩などを通して、人間像に迫っていく。

どう出る！どう撃つ！東郷平八郎。
世界最強のロシア・バルチック艦隊
を迎え撃つために、東郷平八郎率
いる日本海軍がとった作戦とは？
世界の海戦史に名を残す
「日本海大
海 戦 」を 舞 台 に、 海 戦 を 指 揮 し た
リーダーたち、旗艦
「 三笠 」乗員で
あった若者たちの燃え上がる愛と、
生と死を描いて、日本人の英知と
勇気を壮大に謳いあげる。

日露戦争の最激戦地での苛酷な現実

「弾が味方にあたってもしかたがない」
といわれた戦場で、
そこに関わった人々の激しくも苛酷な人間模様がむき出し

過酷な運命が待ってい
た…。戦艦大和の最後

ご愛用者価格

2,500 円
●出演：鶴田浩二／梅宮辰夫／千葉真一／藤純子／丹波哲
郎／池部良／西郷輝彦（S43年作・モノクロ・111分）

2,800 円

2,800 円

隊初の潜水艦
「くろしお」
が
「イ︲ 」
として登場。

53753
商品番号

●出演：三船敏郎／加山雄三／黒沢年
男／久保明／平田明彦／佐藤充／松本
幸四郎
（S43年作・カラー・131分）

4083

商品番号
商品番号

の戦いを描き大ヒット
した戦争スペクタクル。

©2005「男たちの大和／YAMATO」
製作委員会

28
★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。

29

カラー作品

2,500 円

●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）

太平洋奇跡の作戦
キスカ
©東映

あゝ予科練

©2007「俺は、
君のためにこそ死ににいく」
製作委員会

●出演：反町隆史／中村獅童／鈴木
京香／渡 哲也／仲代達矢／奥田瑛
二
（H17年作・カラー・143分）

ご愛用者価格

2,800 円

4

ご愛用者価格

©1965 TOHO CO.,LTD.
©1968 TOHO CO.，LTD.

連合艦隊司令長官
山本五十六

51122

ご愛用者価格

12

●出演：徳重聡／窪塚洋介／
岸惠子／長門裕之／石橋蓮司
／寺田農／伊武雅刀（H19年
作・カラー・135分）

商品番号

51263

男たちの大和 YAMATO

4020

ご愛用者価格

になっていく。仲代達矢が作戦を指揮した乃木希典大将を

二百三高地

2,800 円

ご愛用者価格

2,500円

●出演：池部良／久保明／平田昭彦
／マリア・ラウレンティ／三橋達也
（S34年作・モノクロ・104分）

56077
商品番号

熱演。日露戦争の最大の陸戦を描いた歴史スペクタクル。

©東映

ご愛用者価格

57

©1959 TOHO CO. LTD.

潜水艦イ -57 降伏せず

12
●出演：仲代達矢／あおい輝
彦／新沼謙治／湯原昌幸／佐
藤允／永島敏行
（S55年作・カ
ラー・184分）

俺は、君のためにこそ
死ににいく

商品番号

20

51625

商品番号
商品番号

2,800 円

©東映

●出演：三船敏郎／沖田浩之／三原
順子／佐藤浩市／宅麻伸／伊東四朗
（S58年作・カラー・131分）

日本海大海戦
海ゆかば

51626

ご愛用者価格

57

国の命運を賭けた海戦で散った男たちの生き様

忘れてはならない人類の歴史、魂を揺 さぶる映像で振り返る忌まわしき戦い

したドラマや、最後の戦闘「天一号作戦」をコン

その信念を貫き通し記録映画の歴史に大

映 画 人 と し て、唯 一 投 獄 さ れ な が ら も、

で上映中止となり、戦後も長らく日の目

きな足跡を残した名匠、亀井文夫。検閲

乗組員だった八杉康夫氏のインタビューから再現

「戦艦大和」 検閲で上映が不可となった
当時の貴重な資料から紐解く 日本海軍の象徴
「満州」
と
「日中戦争」
の真実 その最期が克明に描かれる 映画史に刻まれる幻の秀作
とのできない満州国がいかにして建国され、そしてなぜ日
「大和」の真の能力を徹底

ピューターグラフィックを駆使して再現するなど、

選。あの圧倒的

を見なかった彼の貴重な作品の数々を厳

（分割払価格 10,500 円）

中戦争へと突入していくに至ったのかを、現存する貴重
な映像と数々の資料で振り返る歴史ドキュメンタリー。

陸・海・空 ─自衛隊の真の姿
衛隊の姿に迫ったドキュメンタリー。

日本の有事に備え日々訓練に励む自
日本の領土を脅かす外部からの侵入、

10,000円

第二次世界大戦中、
「日本映画社」
が戦地にカメラマンを

ご愛用者価格

分析。 建造から沈没まで

旧日本軍が生んだ最強の戦闘機“零戦”
。その性能
は当時の欧米諸国の戦闘機をはるかに凌駕したもの
の、時代の波間にはかなく消えていく運命だった。
レイテ沖の戦闘を中心とした

本作は、真珠湾、ソロモン、
宿敵グラマンとの対決、さら
に予科練や神風特攻隊など零
ドキュメント。伝説の戦闘

戦をめぐる人々の姿も捉えた
機の栄光の記録である。

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。
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）

水陸両用の国産ハイテク飛行艇
「US 他国の軍用機が領空接近すると、航
︲ 」を駆使し、日本の外洋での救難 空自衛隊の戦闘機は緊急発進し領空

日本の平和と安全をひた守る 世界で唯一の外洋救難飛行艇部隊 航空自衛隊最強パイロット
日本が誇る水陸両用飛行艇に迫る 精鋭に迫る密着ドキュメント

●1939年〜1943年作・モノ
クロ・217分

に 活 躍 し ているの が 海 上 自 衛 隊 第
侵犯を防ぐ。 時間３６５日、警報
部 隊。
「US︲ 」と は い か な る 飛 行 が鳴ればすぐに飛び立ち日本の安全
航 空隊は どのよう な 錬 を守る操縦士は、過酷な訓練を乗り
Ｊ、Ｆ︲ パイロット誕生までを追う。

15

機 なのか、

迫る密着ドキュメント。

2

さらには災害などに毅然と立ち向か

24

成、活 動 を 行っているの か、実 態 に 越えた選ばれし者。最強戦闘機Ｆ

3,800円
ご愛用者価格

3,500円

挙紹介。世界トップクラスの性能を

©2018 WAC

う 自 衛 隊 が、ど の よ う な 装 備 を 有
し、どのように守っているのかを一

平成 年 月、最高指揮官である安倍
総理大臣のもと、最新部隊が集結し自
衛隊観閲式が挙行。秋空の下、最新の
日本の防衛力が示された。 式機動戦
闘車、水陸両用車ＡＡＶ︲ 、Ｆ︲
の一糸乱れぬ行進を紹介する。

平成 30 年度
陸上自衛隊観閲式

初のドキュメントイメージＤＶＤ。

日の素顔まで、貴重映像満載の史上

や訓練の様子から、制服を脱いだ休

溢れる隊員の姿を拝見。仕事ぶり

楽隊トリオや各基地を代表する美人隊員を中心に、魅力

度から映像に収め、人間的な魅力に迫っていく。美人音

海上で活躍する女性自衛官たちの真実の姿を、様々な角

最新装備と新設部隊が集結 国を護る若き女性海上自衛官
これが日本の防衛力だ！
機密のベールに包まれた素顔

●2010年作・カラー・94分
©2010 WAC
ナレーション入

●2018年作・カラー・57分

12,000円
（分割払価格 12,500 円）

商品番号

55783

国防女子

Ａ戦闘機など最新装備をはじめ、隊員

35

対処能力を持つ海上自衛隊のイージ

2

ご愛用者価格

53551

商品番号

2

71

7 16

●2017年作・全てカラー・144分

54166
月づき 2,500 円× 5 回
商品番号

航空自衛隊 最強のファイター
F2、F15Jのパイロット誕生
DVD 3枚組

©2014 フォルム
©2014 TAKE SHOBO CO.LTD

10

4,600円

を追い、その実像に迫る。

53531
月づき 2,100 円× 5 回

な迫力の映像を
是非お茶の間で。

商品番号

無敵の強さを誇った
「零戦」 我々の記憶にとどめておきたい
伝説の戦闘機の栄光の記録 大戦中の歴史的記録映画の数々

戦記映画復刻版
亀井文夫作品集
DVD-BOX 3 枚組

国策映画選集
DVD 4 枚組
●2014年作・カラー・81分

30

30
★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。

31

戦記映画
復刻版

●協力：大和ミュージアム／
ご愛用者価格

●1991年作・モノクロ・40分

3,500 円

ご愛用者価格

71

54235

商品番号

55892

ご愛用者価格

4,287 円

ご愛用者価格

3,800 円 海上自衛隊／米国公文書館

商品番号

54164

US-2 海上自衛隊
第 71 航空隊

商品番号

54192

ご愛用者価格

持つ陸上自衛隊の 式戦車、弾道弾

を目の当たりにできるＤＶＤ３枚組。

よくわかる！自衛隊
DVD 3 枚セット

10

ス護衛艦など、高性能な装備の数々

●全てカラー
ナレーション入

セット内容
『よくわかる！陸上自衛隊』◆陸上自衛隊の持つ74式戦
車、90式戦車、10式戦車の性能を徹底比較。
（65分）
『よくわかる！海上自衛隊』
◆我が国の海上を守る
高性能の海上自衛隊護衛艦の全貌に迫る。
（52分）
『よくわかる！航空自衛隊』
◆航空自衛隊の創設
時から行われてきた防空任務の実像を紹介。
（52分）
商品番号

3,200円

戦艦大和の最期

商品番号

10,000円
ご愛用者価格

5665

セット内容 ●1938年～1946
年作・全てモノクロ・185分
『1 上海-支那事変後方記録』
（77分）
『2 戦ふ兵隊』
（66分）
『3 日本の悲劇』
（42分）
ご愛用者価格

月づき 2100 円× 5 回
（分割払価格 10,500 円）

商品番号

54183

栄光の零戦

セット内容 ●全てモノクロ
・日本語ナレーション
『満州事変から満州建国へ』
（約53分）
『日中戦争 開戦へ』
（約56分）
『ソ連軍侵攻、
そして終戦へ』
（約56分）

満州建国と日中戦争
DVD 3枚セット

八杉康夫さん
●2 0 0 6年作・カ
ラー（モノクロ含
む）
・48分

“日本の生命線”と言われ、第二次大戦を語る上で欠かすこ

忘れ得ぬあの闘い、世界平和への願い …いま見ておきたいドキュメンタリー

手に汗握り胸滾る─最強の男と女が画 面いっぱいに躍動するアクション映画
たぎ

ＦＢＩ捜査官が最前線で見た
麻薬カルテルの驚くべき実態

国境地帯で繰り広げられるＦＢ

Ｉ捜査官と麻薬カクテルとの死

闘をリアルに描いたサスペンス

作。続く
『 ソル

アクション。特別部隊に抜擢さ
れた女捜査官がメキシコの麻薬

3,900円

●出演：ノオミ・ラパス／オーランド・
ブルーム／トニ・コレット
（2017年
作・カラー・98分・日本語吹き替え付）

★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。

ＣＩＡの女局員に仕掛けられたバイオテロの罠

60785

ご愛用者価格

テロ事件で犠牲者を出し、第一線から退いていたＣＩＡの女性尋問官に再び

商品番号

任務が下った。拘束したバイオテロ計画の重要人物の尋問を任されたが…。

アンロック
陰謀のコード

彼女が罠に嵌められ追い詰められていく、スリリングなスパイアクション。

3,800円

組織に挑む第

ご愛用者価格

ジャーズ・デイ』
では、捜査官と

60786

コロンビア人協力者のコンビが

商品番号

麻薬王の娘を誘拐して組織同士

ギャング・イン・
ニューヨーク

…。かつてニューヨークを支配した伝説

© 2017 GEORGIA FILM FUND 46, LLC

大ファミリーに数えられるガンビーノ

●出演：ジョン・トラボル
タ／ケリー・プレストン／
スペンサー・ロフランコ
（2018年作・カラー・110
分・日本語吹き替え付）

5

ニューヨークの裏社会に君臨した伝説の男

5,200円

の対立を煽る。裏切り、暴力が

60784

ご愛用者価格

トラボルタが演じたクライムアクション。

★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

のマフィア、ジョン・ゴッティをジョン・

『ボーン・アイデンティティー』

ボーダーライン

DVD 2作セット

1

セット内容 ●全てカラー・日本語吹き替え付
『ボーダーライン スペシャ 『ボーダーライン：ソルジャ
ル・プライス』
●出演：エミリ ーズ・デイ』●出演：ベニチ
ー・ブラント／ベニチオ・デ オ・デル・トロ／ジョシュ・ブ
ル・トロ／ジョシュ・ブロー ローリン／イザベラ・モナ
リン
（2015年作・121分）
ー（2018年作・122分）

で頭角を現し、ボスへと上り詰めていく

●全てカラー・日本語吹き替え付
●主演：マット・デイモン
『ボーン・アイデンティティー』
（2002 年作・118 分）
『ボーン・スプレマシー』
（2004 年作・108 分）
『ボーン・アルティメイタム』
（2007 年作・115 分）
『ジェイソン・ボーン』
（2016 年作・123 分）

3 1

Sicario: Day of the Soldado ©2018 SOLDADO
MOVIE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
© 2016 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights
Reserved.

一家に入ったゴッティはその度胸と腕力

『ボーン・アルティメイタム』

2

支配する麻薬戦争の実態に驚愕。

2

最もボンド役が似合う伊達男 アル・カポネの名を轟かせた ＣＩＡの精鋭エージェントが
ピアース・ブロスナン主演作 皆殺し事件を描く犯罪映画 記憶を失くした男に襲い掛かる

シカゴの暗黒街を牛耳るカポネ一家とモラン一家の抗争
記憶を失くした凄腕スパイが自分の素性も分らないま
が激化。 月 日、カポネは敵の一掃計画を実行に移す。
ま、次々に襲ってくる暗殺者たちと戦う人気シリーズ。

1,800 円

驚異的な能力を持つ主人公ボーンが謎の暗殺者たちを返

33

5,716 円

００７シリーズでピアース・ブロスナン

15177

ご愛用者価格

り討ちにし
（第 作）
、恋人を殺された末に反撃に転じる

ご愛用者価格

カルト映画の帝王ロジャー・コーマンが作り上げた傑作。

商品番号

がＣＩＡの恐るべき陰謀を暴いていく…。

©2002 Kalima Productions GmbH & Co.KG. All Rights Reserved.
Film © 2004 Motion Picture THETA Produktionsgesellschaft mbH & Co.
KG and Universal Studios. All Rights Reserved.
Film © 2007 Universal Studios and Motion Pictures BETA Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG. All Rights Reserved.
©2017 Universal Studios. All Rights Reserved.
セット内容

54387

が主演した全 作のセット。衛星兵器

聖バレンタインの虐殺／
マシンガン・シティ
（第 作）
。第 作では遂にすべての記憶を取り戻した彼

!!

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

●出演：ジェイソン・ロバーズ
／ジョージ・シーガル／ラル
フ・ミーカー（1967年作・カラ
ー・100分・日本語字幕）

『ジェイソン・ボーン』

商品番号

高画質

14

『ボーン・スプレマシー』

ボーン・シリーズ

を巡る陰謀に立ち向かう
『ゴールデンア

4953

1,800 円

DVD 4作セット

イ』
、北朝鮮で拷問を受けたボンドが

ご愛用者価格

風光明媚な南スペインで、スカイダイビングの名手であ

空から赤いバラ

るヒロインが秘宝の争奪戦に巻き込まれる。グラマー女

優ウェルチのアクションとお色気が満載だから堪らない。

●出演：ラクエル・ウェルチ／ト
ニー・フランシオサ／ロナルド・
フレイザー（1967年作・カラ
ー・100分・日本語字幕）

空から美女が降ってきて…
お色気満載のスパイ合戦

4,393 円

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

商品番号

4

●主演：ピアース・ブロスナン
『ゴールデンアイ
〈デジタルリマスター・バージョン〉
（
』1995年作・130分）
『トゥモロー・ネバー・ダイ
〈デジタルリマスター・バージョン〉
（
』1997年作・119分）
『ワールド・イズ・ノット・イナフ
〈デジタルリマスター・バージョン〉
（
』1999年作・128分）
『ダイ・アナザー・デイ
〈デジタルリマスター・バージョン〉
（
』2002年作・133分）

53075

ご愛用者価格

雪辱を果たす
『ダイ・アナザー・デイ』
な

セット内容 ●全てカラー・日本語吹き替え付

007/ピアース・ブロスナン
DVDコレクション 4枚組
商品番号

ど、甘いマスクに洗練された身のこな

GOLDENEYE © 1995 Danjaq, LLC and United Artists
Corporation. All Rights Reserved.
TOMORROW NEVER DIES © 1997 Eighteen Leasing
Corporation and Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
THE WORLD IS NOT ENOUGH © 1999 Danjaq, LLC
and United Artists Corporation. All Rights Reserved.
DIE ANOTHER DAY © 2002 United Artists Corporation and Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
007 Gun Logo © 1962-2015 Danjaq, LLC and United
Artists Corporation. JAMES BOND, 007, 007 Gun
Logo and all other James Bond related trademarks
TM Danjaq, LLC. All Rights Reserved. Package Design © 2015
Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.
“TWENTIETH CENTURY FOX”, “FOX”, and their associated logos are the property of Twentieth Century Fox Film Corporation
and are used under license.

しで魅了したボンドの活躍に再び熱狂。

『ダイ・アナザー・デイ』

32

オードリー・ヘプバーン
ベスト・バリュー
DVD 4 枚組
商品番号

54542

3,500円

イジの物語が、本物の

★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

3,900円

先にその名があがるハ

ご愛用者価格

愉しめる。優しいアル

53877

アルプスの風景と共に

3,800 円

商品番号

ペーター、お嬢様クラ

ご愛用者価格

ハイジ アルプスの物語

ムおんじにヤギ飼いの

54779

©2015 Zodiac Pictures Ltd / Claussen+Putz
Filmproduktion GmbH / Studiocanal Film GmbH

ラ…お馴染みの登場人
物に実写で出逢える。

商品番号

勝ち取るが、その結果に疑念を抱き始め

アラン・ドロン
弁護士デュナンの衝撃

担当した敏腕弁護士は見事に無罪判決を

●出演：アラン・ドロン／マ
ニュエル・ブラン／ソフィ
ー・ブルスタル
（1993年作・
カラー・85分・日本語吹き替
え付）

謎多き容疑者と弁護士が心理戦を繰り広

50

敏腕弁護士は見た！無罪判決の裏に隠された真実を

ご愛用者価格

セット内容 ●主演：オードリー・ヘプバーン●全て日本語吹き替え付
『ローマの休日』
『パリの恋人』
●共演：グレゴリー・ペック
●共演：フレッド・アステア
（1953年作・モノクロ・118分） （1957年作・カラー・103分）
『麗しのサブリナ』
『ティファニーで朝食を』
●共演：ハンフリー・ボガート
●共演：ジョージ・ペパード
（1954年作・モノクロ・114分） （1961年作・カラー・114分）

© 1961 PARAMOUNT PICTURES CORP.JUROW-SHEPHERD
PRODUCTIONS. All Rights Reserved. ACADEMY AWARD ® AND
OSCAR ® ARE THE REGISTERED TRADEMARKS AND SERVICE
MARKS OF THE ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND
SCIENCES
© 1953 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM,
® & Copyright © 2014 by Paramount Pictures. All Rights
Reserved.
© 1954 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.TM,
® & Copyright © 2001 by Paramount Pictures. All Rights
Reserved.
© 1956 PARAMOUNT PICTURES CORP. All Rights Reserved.

上品な美しさとファッションに釘付け 世界の名作を本国スイスで実写映画に
名作アニメとして真っ
世界中が恋をしたオードリーの代表作

愛くるしい笑顔をはじめ、色んな表情が素敵

だった。気品のある美しさだけでなく、彼女

のファッションまで憧れだった。
『ローマの休

日』
のお茶目な姿に魅了され、
『パリの恋人』
で
は、フレッド・アステアと一緒に歌に、ダンス

100セット限定

…。 代のドロンが渋い演技を見せる。

★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。

1作あたり875 円

げる、アラン・ドロン主演の犯罪サスペ

35

3,900 円

5,716円のところ

大特価!!

ンス。両親の殺害容疑で拘留中の青年を

ご愛用者価格

●出演：リリト・シュタンゲンベルク／ゲオルク・
フリードリヒ／ザスキア・ローゼンダール
（2016
年作・カラー・97分・日本語字幕）

大リーグの敏腕スカウト
単調な毎日を送るアニアは自宅近くの森で出会った一匹
マンのガスは、視力が衰
の狼に惹かれた。狼に執着した彼女は遂に狼を捕らえ共

54514

同生活を始めるが、次第に行動がエスカレートしてい

商品番号

く。倒錯の世界を描いた衝撃作。狼を愛したことで内な

ワイルド
わたしの中の獣

る野生に目覚め、日常が崩壊していく様に震撼する。

©2014 Heimatfilm GmbH + Co KG

えてきていた。その手腕

1,429 円

に球団も疑問を抱き、苦

57749

ご愛用者価格

し い 立 場 に なった ガ ス。

商品番号

そんな中、スカウトの旅

3,800 円

人生の特等席

れたのは疎遠になっていた

ご愛用者価格

© 2012 Warner Bros.
Entertainment Inc.

に出た彼に手を貸してく

60701

●出演：クリント・イーストウ
ッド／エイミー・アダムス
（2012年作・カラー・約111
分・日本語吹き替え付）

一人娘だった。

商品番号

中国と台湾が対立していた１９６９年。最前線の金門島

軍中楽園

に配属された青年兵は泳げないことがバレ、軍が管理す

●出演：イーサン・ルアン／レ
ジーナ・ワン／チェン・ジェン
ビン
（2014年作・カラー・133
分・日本語字幕）

る娼館“軍中楽園”で働くことになるが…。

© 2014 Honto Production Huayi Brothers Media Ltd. Oriental Digital Entertainment Co.,
Ltd. 1 Production Film Co. CatchPlay, Inc. Abico Film Co., Ltd All Rights Reserved

10

『麗しのサブリナ』

魅力に再び浸れる名作４作セット。往年のフ

3,900 円

台湾に実在した娼館で紡がれる
青年兵とある娼婦との切ない恋

ご愛用者価格

『パリの恋人』

に酔いしれた。世界を虜にした銀幕の妖精の

60787

『ローマの休日』

ァンに嬉しい池田昌子の吹き替えで楽しめる。

商品番号

遺伝子疾患のせいで顔に障害を抱えた少年オギー。 歳

スタンダード・エディション

になった彼は母親の勧めで学校へ通い始めるが心無いイ

ワンダー 君は太陽

ジメに遭ってしまう。全米ベストセラー小説を映画化し

た感動のドラマ。少年達が成長していく姿が心を打つ。

●出演：ジュリア・ロバーツ／
ジェイコブ・トレンブレイ
（2017年作・カラー・113分・日
本語吹き替え付）

顔に障害を持つ小さな男の子と 窮地のベテラン・スカウトマン 人と狼との種族を越えた禁断の愛
その家族との絆を描いた感動作 不器用な父と娘の心の交流 世界が震撼した衝撃のスリラー

世界中の涙を誘った、思わず笑みがこぼ れた…人々の心を動かす世界の名作

●出演：アヌーク・シュテフェン／ブルー
ノ・ガンツ
（2015年作・カラー・約111分・
日本語吹き替え付）

34

誰もが惚れた昭和の映画スター
魅力を存分に堪能できる主演作
心の内を伝える感動のラストシーン。いつ見ても感動、不朽の名作。

ついに刑務所へ護送される。急行列車の中、民子と虻田との会話で、

子の出会いと別れ…。実は警察に追われる身だった田島
（高倉健）
が、

雄大な北海道の自然。嵐の夜に訪ねてきた男と牧場を切り回す母

高倉健主演、
大自然の中で芽生えた純愛

集結で描いた任侠超大作
『博徒一家』
など、

一家を取り巻くしがらみをオールスター

賭博禁止令施行の浅草を舞台に名門博徒

そして愛した…。戦後日本が生んだ映画

睦まじく生きていく。 人でいれば

ボンボン気質のダメ亭主としっかり
者の女房が時に喧嘩をしながらも仲

ブレターが届き大騒動に。 代の吉永小百合がヒロイン

女子高へ転校してきた新子の許に差出人の分からないラ

名作。不朽の感動巨編。

農半漁の村でのつつましい生活を詩情豊かに謳い上げた

名匠・今井正が水郷・霞ヶ浦の四季を織り込みながら、半

商品番号

昭和 年代後半、眞知子と春樹の純愛ドラマ

昭和 年、観音崎の灯台に新婚夫婦が赴任してきた。そ
の後、北海道石狩、五島列島など、全国を転々としなが

どんなことも乗り越えられると思わ
せるラストが心憎い。森繁久彌と淡

の女子高生を活き活きと演じている。高橋英樹のバンカ

©東映

が日本中を虜にした。ヒロインを演じる岸惠子

ら、愛を育み、激動の昭和をくぐりぬけた二人。日本の

美しい風景と共に映し出す壮大なる年代記。

2

●出演：森繁久彌／淡島千景／司葉
子
（S30年作・モノクロ・120分）

人の代表作ともいえる人情喜劇。

©1955 TOHO CO.,LTD.

●出演：江原真二郎／中原ひと
み／中村雅子
（S32年作・カ
ラー・118分）

ラ学生ぶりもとぼけた味を出していて楽しい。

カラー作品

の「眞知子巻き」が大流行し、日本中の女性が

2,800 円

50211
ご愛用者価格

4,500 円
ご愛用者価格

2,800 円

自分を誇らず飾らない姿に誰もが憧れ、
スター高倉健。空手アクションに挑んだ

姿をしっかりと心に焼き付けたい。

健さんの魅力をたっぷり堪能できる 作
品。昭和を生きた最後の映画スターの勇

特攻隊の生き残りと妻 、 年の愛

さんの心に日本列島が泣いた。

のメッセージ。国民的スター・健

国民に熱い愛と勇気を与える感動

舞台に、戦中から激動の昭和を生
き抜いた男の生き様が描かれる。

ラマ。特攻基地のあった鹿児島を

合う姿を情感豊かに綴った人間ド

時代が平成に変わった年、戦争で
心に傷を負った夫婦が過去と向き

40

商品番号

2,800 円

©1980
松竹株式会社

島千景の名コンビが夫婦を演じた、
2

空襲のもとめぐり逢い、数寄屋橋での再会を約

2,800 円
1,800 円

真似をしながら自分と重ね合わせた。東京大

カラー作品

©2001「ホタル」
製作委員会

遙かなる山の呼び声
●出演：高倉健／田中裕子／夏八木勲
（H13年作・カラー・114分）
商品番号

53783

夫婦善哉

米

© 1963 日活株
式会社

束するが、運命のいたずらですれ違う…。もど
金字塔。第一部〜第三部の完全版。

©1957 松竹株式会社

日活オールスターで描いた かつて農業国だった水郷・日本
若者たちへおくる青春讃歌 原風景を記録した不朽の名作

喜びも悲しみも幾歳月

7

ご愛用者価格

記念すべき健さんの主演デビュー作
『電光
空手打ち／流星空手打ち』
、哀愁を帯び

高倉健 DVD

●出演：高倉健／倍賞千恵子
／吉岡秀隆／武田鉄矢／ハナ
肇
（S55年作・カラー・124分）

ホタル

50569

商品番号

た現代やくざを好演した
『黒い指の男』
、

商品番号

ご愛用者価格

●主演：高倉健

51385
51388
51387
51386

カラー作品
『博徒一家』
©東映

4

電光空手打ち／流星空手打ち 『電光空手打ち／流星空手打ち』 『博徒一家』●共演：若山富三郎／
●共演：浦里はるみ／藤里まゆみ 藤 純 子 ／ 大 木 実 ／ 鶴 田 浩 二
黒い指の男
（S31年作・モノクロ・117分）
（S45年作・カラー・116分）
博徒一家
『黒い指の男』
●共演：故里やよい 『望郷子守唄』
●共演：星由里子／
望郷子守唄
／佐久間良子／小野透／二本柳 松平純子／藤田進／山城新伍／
寛
（S34年作・モノクロ・73分）
池部良
（S47年作・カラー・98分）
各 4,500 円
10

かしさにやきもきし、胸焦がした恋愛映画の

君の名は

36
★ 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。

37

25

商品番号

50229

ご愛用者価格
ご愛用者価格

8,400 円
ご愛用者価格

●出演：吉永小百
合／浜田光夫／高
橋英樹
（S38年作・
カラー・96分）

50017

商品番号

5004

商品番号

●出演：高峰秀子／佐田啓二
／中村賀津雄
（現・嘉葎雄）
（S32年作・カラー・約160分）

カラー作品

青い山脈

51108

ご愛用者価格

カラー作品 『望郷子守唄』
●出演：佐田啓二／岸惠子／淡
島千景／月丘夢路／川喜多雄
二／小林トシ子（S28〜S29
年作・モノクロ・371分）

DVD-BOX 3枚組

20

淡島がなにわの夫婦を
放送が始まると銭湯がカラに 木下惠介脚本・監督で綴る名作 森繁、
伝説となったメロドラマの代表 燈台守夫婦の波乱と感動の 年 しっとりと演じた傑作人情喜劇

懐かしの銀幕スターの名演、
時代を 越えて今なお心に響く不朽の名作

51150

ご愛用者価格

2,800 円

51152

商品番号

51153

30

4

愛染かつら 総集編
商品番号

50383

ご愛用者価格

2,800円

歌手として売り出した子持ちの未亡人看護婦と青年医

51256

商品番号

16
師が恋に落ち、身分の違いや子供の病気、すれ違いと

商品番号

51151

©1951〜1954松竹株式会社

いった障害を乗り越えて、ついに結ばれる…。絶大な

大いなる旅路

商品番号

©1950〜1954松竹株式会社

女優ひばりの残した珠玉の映画 日本列島が沸いた国民的メロドラマ
偉大な足跡を辿る松竹作品 作

商品番号

©1951〜1970松竹株式会社

伝統的メロドラマ。その全 編をまとめた総集編。

●出演：三國連太郎／高倉健／
南廣／中村賀津雄／東野英治郎
（Ｓ35年作・モノクロ・95分）

昭和の歌姫・美空ひばりが子役から女優として開花す

©1951〜1970松竹株式会社

人気を誇った田中絹代と上原謙主演、国民的ヒットの

★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。

©東映

るまで、松竹で出演した作品を網羅。ひばりが初々し

56026

ご愛用者価格 各 14,000 円

い色気を漂わせる
『伊豆の踊子』
をはじめ、胸ときめい

39

3,200 円

●出演：草刈正雄／
木村文乃／きたろう
（H30年作・カラー・
ご愛用者価格 3,900 円
109分）

商品番号

月づき 2,940 円× 5 回
（分割払価格 各 14,700 円）

たあの歌と姿…色褪せない魅力を何度でも。

ご愛用者価格

体操しようよ

平凡なサラリーマン人生を送って来た男やもめが定年を

50853

©2018「体操しようよ」
製作委員会

迎えた。手持無沙汰な毎日を過ごす彼だったがラジオ体

商品番号

4,800 円

操会に参加したことから生活が変わっていく。

スタンダード・エディション

どら焼き屋の求人募集の貼り紙を見て、懇願して働くこ

あん

とになった老女・徳江。粒あん作りを任せたところ、あ

©2015映画「あん」製作委員会 /COMME
DES CINEMAS/TWENTY TWENTY VISION/MAM/
ZDF-ARTE

まりにおいしく、みるみるうちに店は繁盛。しかし、心

ない噂が運命を狂わせていく。

●出演：樹木希林／永瀬正敏
／内田伽羅／市原悦子（H27
年作・カラー・113分）

ご愛用者価格

美空ひばりメモリアル

DVD-BOX1〜4

『陽氣な渡り鳥』

DVD-BOX1（4枚組） DVD-BOX2（4枚組） DVD-BOX3（4枚組） DVD-BOX4（4枚組）
●全てモノクロ
●全てモノクロ
●全てモノクロ
『あの丘越えて』
『陽氣な渡り鳥』
『とんぼ返り道中』
『父恋し』
（S26年作・モノクロ・83分）（S27年作・83分）
（S25年作・83分）
（S26年作・67分）
『花と喧嘩』
『ひばりの陽氣な天使』『ひばり姫 初夢道中』 『母を慕いて』
（S44年作・モノクロ・94分）（S28年作・44分）
（S27年作・92分）
（S26年作・84分）
『花と涙と炎』
『青草に坐す』
『七変化狸御殿』
『姉妹
（きょうだい）
』
（S45年作・カラー・95分）（S29年作・102分）
（S29年作・99分）
（S28年作・100分）
『花の不死鳥』
『お嬢さん社長』
『びっくり五十三次』 『伊豆の踊子』
（S45年作・カラー・94分）（S29年作・94分）
（S29年作・96分）
（S29年作・98分）

鉄道員一筋 年の歴史を謳う人間讃歌

©「ノー・ヴォイス」
製作委員会

※お届けは7月上旬以降となります。

●出演：高倉健／渡瀬恒
彦／夏目雅子／荻野目
慶子／岡田英次
（S58年
作・カラー・143分）

『姉妹』

三國連太郎が鉄道の安全を守るために黙々と働く機関士を熱演

3,800 円

50416

カラー作品

し、ブルーリボン賞主演男優賞を獲得。車窓を流れる厳しくも美

ご愛用者価格

商品番号

『ひばりの陽氣な天使』

『あの丘越えて』

しい田園風景や懐かしい盛岡の街並みが激動の時代を偲ばせる。

56089

『花と涙と炎』

『七変化狸御殿』

各セット

商品番号

©フジテレビ／学研／蔵原プロ

南極物語

ノー・ヴォイス

やむなく南極に置き去りにされた樺太犬と南極観測隊員

●出演：市瀬秀和●ドキュメンタ
リー編ナレーション：浅田美代子
（H25年作・カラー・119分）

生き抜いたタロとジロの心温まる物語。

20

殺処分される動物たちの現状に 心ない噂に翻弄される人々
ドラマとドキュメンタリーで迫る 生きていく意味を問う感動作

年間 万頭もの犬猫たちが殺処分

されている現状を憂って製作。捨

て犬を拾ったことから人生を見つ

め直す青年を描くドラマと、里親

など様々な形で動物を救おうとす

部構成でメッセージをおくる。

る人々を追うドキュメンタリーの

2

カンヌ映画祭でパルム・ドールを受賞し、今年のアカデ

56002

との心の触れ合いに涙した空前のヒット作。極限の地を

●出演：リリー・フランキー／
安藤サクラ／松岡茉優／池松
壮亮／城桧吏／樹木希林
ご愛用者価格 3,800 円 （H30年作・カラー・120分）

商品番号

ミー賞でも外国語映画賞にノミネートされ話題となった

万引き家族

是枝裕和監督の人間ドラマ。都会でひっそりと暮らす柴

©2018フジテレビジョン
ギャガ AOI Pro.

田一家ははた目には普通に見えたが、実は祖母の年金と

家族ぐるみの万引きで生計を立てるいびつな家族だった。

2019年
日本アカデミー賞
最多8部門受賞

の草刈正雄が主演
万引きで生活する奇妙な家族 日本中が感動の涙に包まれた 「なつぞら」
定年後を見詰めたコメディ映画
昨年、
最も注目を集めた話題作 タロとジロとの奇跡の再会

名優たちの熱演に心打たれた、胸とき めいた…何度でも観たい日本の名作

●出演：田中絹代／上原謙／岡村
文子
（S13年作・モノクロ・89分）
©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。
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日本映画の底力を世界に見せつけた！
世界の三船が魅せる剣豪武蔵の生き様

『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

商品番号

53750

●出演：鶴田浩二／美空ひば
り／桜町弘子／月形龍之介
／黒川弥太郎／加賀邦男
（S35 年作・カラー・89 分）

孤剣は折れず

©東映

月影一刀流
商品番号

51234

ご愛用者価格

2,000 円

鶴田浩二、
ひばり夢のコンビ
冴え渡る源四郎の月影一刀流

流。恩師の敵討ちを誓う神子上

邪心を斬って冴え渡る月影一刀

浩二の東映時代劇第一回主演作

源四郎の波瀾万丈の物語。鶴田

2,800 円

美空ひばりの溌溂とした演技と

ご愛用者価格

で、鶴田の剣豪ぶりが際立ち、

50280

好対照をなす。柴田錬三郎原作

商品番号

の懐かしき剣豪ロマン。

元禄忠臣蔵
前・後篇（２枚組）

演目を基に、緻密な時代考証によって
「忠臣蔵」
の世界観を

©1941・1942松竹株式会社

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

●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）

巨費を投じ史実を忠実に再現

7,500 円

名匠溝口の壮大な歴史巨編

ご愛用者価格

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 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
ぞう）
が、
名を宮本武蔵と改め武者 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
修行に出る。●共演：三國連太郎 決斗に挑む。●共演：岡田茉莉子 闘を申し込んだ。●共演：八千草
／尾上九朗右衛門／岡田茉莉子 ／鶴田浩二
（S30年作・103分）
薫／岡田茉莉子／鶴田浩二
（S31
（S29年作・94分）©1954 TOHO CO.,LTD.
年作・104分） ©1956 TOHO CO.,LTD.
©1955 TOHO CO.,LTD.

忠実に蘇らせた。当時、松竹が莫大な製作費をかけ、原寸大

★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

に作られた松の廊下のセットや
細部にいたるまで見事に再現。

『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）

『宮本武蔵 完結篇 決闘巌流島』

すべてがまさに溜息物だった。

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

8,400 円

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

ご愛用者価格

53617

ーズ。幕府と薩摩の対立を阻止せんと暗躍する第一弾『賞

商品番号

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

若山富三郎

賞金稼ぎシリーズ
DVD 3作セット

41

セット内容 ●全てカラー
©東映
『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）

弾『五人の賞金稼ぎ』
、奪われた幕府の黄金を取り戻す第三

●主演 :

弾『賞金首〜』
。戦いの連続に胸が高鳴る痛快傑作時代劇。

『五人の賞金稼ぎ』

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

56097

8,000 円

無敵の賞金稼ぎ
“しころ市兵ヱ”
参上

ご愛用者価格

三船敏郎

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る
『續 宮本武蔵 一条寺の決斗』
、

商品番号

セット内容
『次郎長三国志』
（S38年作・カラー・102分）
『続 次郎長三国志』
（S38年作・カラー・90分）
『次郎長三国志 第三部』
（S39年作・カラー・94分）
『次郎長三国志 甲州路殴り込み』
（S40年作・カラー・90分）

●主演 :

小次郎とのあの宿命の対決が描かれる
『宮本武蔵 完結篇

次郎長三国志

DVD 4 作セット

決闘巌流島』
。一気に見たくなる珠玉の三部作。

●出演：鶴田浩二／松方弘樹／佐久間良子／長門裕之／
山城新伍／津川雅彦／藤純子

いい奴ぞろいの次郎長一家

清水の米屋の伜・長五郎こと次郎長が、一家を作り上げ東海

道をひとにらみ。鶴田浩二の鯔背な次郎長に佐久間良子扮す

る恋女房お蝶など、当時の東映を支える看板役者たちが勢揃

い。デビューしたての藤純子も初々しく華を添える。巨匠マ

キノ雅弘が、子分たちとのエピソードと、股旅映画の醍醐味
を存分に盛り込んだ娯楽大作。

©東映

鶴田浩二の痛快股旅シリーズ 若山富三郎の魅力溢れる豪快時代劇

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

カラー作品

★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。
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51708

4,500 円

商品番号

ご愛用者価格

51709

4,500 円

新選組
商品番号
ご愛用者価格

三船敏郎をはじめ豪華俳優陣が集結し、新選組の面々

カラー作品

カラー作品
©1970 TOHO CO.，LTD.

53713

2,500 円

●出演：三船敏郎／小林桂樹／北
大路欣也／三國連太郎／星由里子
／司葉子
（S45年作・カラー・122分）

★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。

豪華俳優陣が激動の幕末を駆け巡る

ご愛用者価格

に扮した、三船プロによる超大作。新選組の結成か

2,500 円

商品番号

ら終焉までを、
「芹沢鴨暗殺」「池田屋事件」など、見

ご愛用者価格

3326

51652

4,500 円

せどころをたっぷりと盛り込みながら魅せる。誠を

商品番号

ご愛用者価格

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
貫いた日本最後の侍たちの熱き姿に胸がじんとくる。

－拝領妻始末－

商品番号

藩主の命により側室・いちを妻に迎えた与五郎だ

上意討ち

51651

4,500 円

と言われる。上意に翻弄された一家の悲劇、逆臣

●出演：三船敏郎／加藤剛
／司葉子／仲代達矢／松村
達雄
（S 4 2年 作・モノクロ・
121分） ©1967 TOHO CO.，LTD.

ご愛用者価格

東映の若手スター揃い踏み
波乱万丈の幻想冒険時代劇

商品番号

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

51650

4,500 円

新諸国物語
紅孔雀 第二集

藩主の非道に怒りを爆発させる忠君の士

ご愛用者価格

新諸国物語
紅孔雀 第一集

5

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

新諸国物語
笛吹童子

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

東千代之介

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。

●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
『七つの誓い 第二集』
（S31年作・カラー・72分） ／千石規子／かつら五郎／月形龍之介

ったが、世継ぎの問題から今度はいちを返上せよ

★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。

『七つの誓い』

となった男の壮絶な闘いを描く格調高き時代劇。

●共演：岩下志麻／丹波哲郎 ／三國連太
郎／石濱朗
（S37年作・モノクロ・133分）

あふれる緊張感と仲代の熱演に感服

2,800円

金銭目的で切腹を騙る浪人達に業を

ご愛用者価格

煮やした井伊家の家老は、ある日若

50239

い武士に本当に切腹させた。後日、

商品番号

同じように切腹を申し出た浪人にそ

切腹

の話をするが、その男は娘婿の復讐

©1962松竹株式会社

のためにやって来たのだった。鬼気

仲代達矢
迫る演出が評判となり、カンヌ映画

の 痛 快 絵 巻。
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2,000 円

東映時代劇の

ご愛用者価格

飾った七大ス

51219

黄金時代を

商品番号

ターが勢揃

大江戸七人衆

い、豪華に剣

©東映

を競う。

●出演：市川右太衛門／大友柳
太朗／大川橋蔵／東千代之介
（S33 年作・カラー・92分）

『紅孔雀』

商品番号

●主演：

祭で審査員特別賞を受賞した名作。

カラー作品

隻眼隻手の怪剣士・丹下左膳が愛刀・濡れ燕 大江戸八百八町で、命を懸け男の意気地

を手に暴れまくる。丹下左膳には大友柳太 を貫く七人衆と、旗本・鬼神組が対立。火
朗が扮し、美 花を散らす剣に絡んで、恋に友愛、義侠あ
りの正義熱血

空ひばり、東

2,000 円

千代之介ら花

ご愛用者価格

形スター総出

51211

演。原作に忠

商品番号

実に映画化さ

決定版。

©東映

丹下左膳 決定版

れた、まさに

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）

甦る名台詞
「姓は丹下、
名は左膳」 江戸に火花を散らす七大スター

セット内容 ●全てカラー
『必殺！』
◆江戸の町々で発見され 『必殺！ Ⅲ裏か表か』
◆主水に闇の 『必殺！ 5黄金の血』
◆金相場でボ
（本編707分・映像特典約63分） る仕事人と思われる身元不明の死 金融集団が転落の罠を仕掛ける。 ロ儲けを企む勘定奉行の私利私欲
©2001松竹／朝日放送
体。姿なき恐怖は主水らにも襲い 汚名を着せられた主水が絶体絶命 が、
主水ら仕事人たちを襲う。●共
かかる。●共演：三田村邦彦／鮎 のピンチに。●共演：鮎川いずみ 演：三田村邦彦／菅井きん／白木
必殺！ 劇場版
川いずみ
（S59年作・124分）
／菅井きん
（S61年作・126分）
万理
（H3年作・104分）
DVD-BOX 7枚組
『必殺！ ブラウン館の怪物たち』
◆ 『必殺！ 4恨みはらします』
◆恨み 『必殺！ 主水死す』
◆世継ぎをめぐ
商品番号
50410
天下の機密を狙う倒幕派と武器商 に駆られた、
若く美しい奉行。その る大奥の争い。事態に巻き込まれ
月づき 2,400 円× 8 回
人ブラウン一味を相手に仕事人が 心の闇が狂気となって江戸を襲う。 た主水の前に、
かつて愛した女らが
（分割払価格 19,200 円）
大暴れ。●共演：鮎川いずみ／京 ●共演：村上弘明／かとうかずこ 現れる。●共演：三田村邦彦／菅
本政樹
（S60年作・122分）
（S62年作・131分）
井きん
（H8年作・100分）
ご愛用者価格 16,800 円

何度見ても痛快、
仕事人の技

『必殺！ 5 黄金の血』

昼のとぼけた甲斐性なしの顔と、殺気に満ちた裏の顔。

6

中村主水でお馴染みの藤田まことが主演した劇場版
『必

殺！』
全 作。劇場版ならではのストーリー、大掛か

藤田まこと

りな撮影による迫力の映像を満喫できるほ

●主演：

人が痛快に悪を討つ娯楽時代劇の決定版！

『必殺！ ブラウン館の怪物たち』

か、豪華ゲストの出演も見逃せない。仕事

『必殺！ Ⅲ裏か表か』

中村主水の劇場版必殺シリーズ

我らがヒーローの殺陣に心が再び踊り出す…スター煌く想い出の時代劇

42

代将軍徳川綱吉の治世、信州伊那に平 大友柳太朗の魅力が爆発、豪快浪人剣法 大正時代、新国劇の創設者・沢田正二郎

人 役、
橋蔵会心のお役者変化 平家の末裔が将軍綱吉と対決 豪快大友が江戸の悪人退治！ 芸道一路、
殺陣師の矜持と苦悩

幼い頃に悪徳商人の奸計で両親を失った
った。熱血の若武者・伊那の小源太が徳 強いが恋にも強い正義の用心棒、情に厚

道に身を捧

で放つ爽快、痛快な娯楽時代劇。悪にも の下で新しい殺陣を創り出そうと、芸の

遂にその仇を

雪太郎が、女形に身を変えて苦節十余年、 家の末裔たちがひっそりと暮らす村があ
川の天下に挑む、剣と恋の時代劇ロマン。

ごろつき旗本の
奸計を叩き潰す。

暴に立ち向かい、

力して邪教の横

三 四 郎 が、 長 屋
の住人たちと協

い 浪 人 者・剣 持

討つお馴染み

の物語。橋蔵
が雪之丞をは

じめ一人 役

に挑んだ痛快

（二本差し）
の

魅力全開、錦之助颯爽の長脇差あらし。武
異色作。魚屋の喜劇と旗本の悲劇

敷」をミックスした錦之助主演の

落語の
「芝浜」と怪談の
「番長皿屋

り楽しめる娯

ノ調をたっぷ

の佳作。マキ

に響く時代劇

音となって心

が不思議な和

士を捨てやくざ渡世に生きる、りゃんこ
弥太郎が恩義

を受けた一家

旅先で聞きつ

の凋落ぶりを

け一家の復 興

剣戟スター近衛十四郎が柳生十兵衛に扮し、我らを大い

義には強いが情けに弱い、清水一家
描く痛快道中

の名物男・森の石松を、笑と哀愁で
記。道中のエ
ピソードに恋
の行方を盛り
込んだ
“石松
も の ”の 決 定
版。錦之助の
粋な石松が新

げる殺陣師

段平。黒澤
明 が 脚 色、

マキノ雅弘

が監督した

人間ドラマ
の秀作。

天下の九ちゃんが歌って暴れて恋をす

る。勘当されたものぐさ者が一大決心で
り 合 っ て、 一 本

侠客に。一家に入り、吉原一の花魁を張
足剣法で大暴れ
する爆笑時代劇。
「上を向いて歩こ
う」
ほかお馴染み
のナンバーが映
画を彩る。

長崎奉行を務める金さんの父親が抜け荷買いの疑いをか

大奥を追われた美女に待つのは禁欲の一生。それでも

華やかな大奥から比丘尼屋敷へ。将軍の急死によって

カラー作品

雄・金さんが大悪人を相手に颯爽と暴れまくる姿は痛快。 女は情欲を求める…。愛欲渦巻く官能時代劇の続編。

けられ、その発端が加賀百万石にあると知る。庶民の英

信州で対決する羽目になるが…。片岡千恵蔵の次郎長と

清水次郎長と国定忠治は敵対する悪代官の企みによって

に地獄のような責め苦を味わ

の刺青を彫るために、女たち

江戸と長崎の彫師

人が最高
市川右太衛門の忠治、息の合った掛け合いが良かった。

わせていく。大胆な性描写や
残虐なシーンの連続が不思議

徳川いれずみ師
責め地獄

な高揚感をもたらす、奇才・石
井輝男監督の怪作。

●出演：橘ますみ／片山由
美子／吉田輝雄／小池朝雄
（S44 年作・カラー・95 分）

に楽しませてくれた
『柳生武芸帳』
シリーズ。若き忍びを

©東映

演じた息子・松方弘樹と死闘を繰り広げた
『 片目の十兵

●出演：小川知子／緑魔子／
桜町弘子／万里昌代／悠木
千帆／三島ゆり子／桑原幸
子／宮城千賀子
（S42年作・
カラー・95分）
©東映
©東映

2

衛』
、大友柳太朗を相手に大立ち回りをする
『十兵衛暗殺

2,000 円
ご愛用者価格

2,000 円

2,800 円

に尽力する股

●出演：坂本九／南田洋子
／西村晃／進藤英太郎／
東千代之介（Ｓ38 年作・カ
©東映
ラー・87分）

不倫、
同性愛─禁男を
近衛十四郎、
最大の当たり役 度胸と啖呵で颯爽の大暴れ 姦通、
柳生十兵衛の新蔭流が炸裂 片岡千恵蔵の金さんを再び 強いられた女の苦悩と欲望

カラー作品

次郎長と忠治が悪人どもを斬る 破廉恥と批判されつつ大ヒット
オールスター集結の娯楽超大作 女の肌に憑かれた彫師達の宴
ご愛用者価格

2,000 円

鮮に映る。

遠州森の石松

カラー作品

楽大作。

©東映

清水港の名物男

旅映画の名篇。
2,000 円

ご愛用者価格

2,000 円

●出演：中村錦之助／加賀邦男／志村喬
／中村賀津雄
（Ｓ33 年作・カラー・98 分）

56093
商品番号

●出演：中村錦之助／長谷川裕見子／小
林千登勢／千秋実／平幹二朗／安井昌
二
（Ｓ36 年作・カラー・86 分）

56091
ご愛用者価格

©東映

江戸っ子繁昌記
商品番号

56095

商品番号

51377

●出演：中村錦之助／丘さとみ／千
秋実／大河内傳次郎／東千代之介
（Ｓ35年作・モノクロ・96分）

ご愛用者価格

2,000 円

ご愛用者価格

2,000 円

56094

商品番号

56092

商品番号

2,000 円

ご愛用者価格

©東映

殺陣師段平
九ちゃん刀を抜いて

商品番号

51210

商品番号

51243

ご愛用者価格

2,800 円

●出演：片岡千恵蔵／丘さと
み／月形龍之介／木暮実千
代 ／千 秋実／ 進 藤 英 太 郎
（S35年作・カラー・94分）

●出演：片岡千恵蔵／中村錦
之助／大川橋蔵／東千代之
介／月形龍之介／大友柳太
朗／市川右太衛門
（S35 年
作・カラー・91分）
©東映

4,000 円
51238

商品番号

ご愛用者価格

カラー作品

柳生武芸帳 十兵衛
DVD 2作セット

秘 物語
続・大奥○

商品番号

商品番号

2,000 円
『十兵衛暗殺剣』

御存じいれずみ判官

任侠中仙道

商品番号

51379

ご愛用者価格

●出演：大川橋蔵／淡島千景／片岡
仁左衛門
（Ｓ34年作・カラー・85分）

作。艶っぽい
演技は絶品。

江戸の悪太郎

●出演：大川橋蔵／大川
恵子／丘さとみ
（Ｓ34 年
作・カラー・93分）

56090
商品番号

2,000 円

商品番号

©東映

恋山彦

3

51684
ご愛用者価格

©東映

雪之丞変化
©東映

弥太郎笠

53751
ご愛用者価格

セット内容 ●全てモノクロ
『柳生武芸帳 片目の十兵衛』
●出演：近
衛十四郎／松方弘樹／新井茂子／佐藤
慶／山形勲
（S38年作・85分）
『十兵衛暗殺剣』●出演：近衛十四郎／
河原崎長一郎／宗方奈美／岡田千代／
林真一郎
（S39年作・86分）
©東映

ご愛用者価格

●出演：大友柳太朗／大川恵
子／浪花千栄子／堺駿二／
田崎潤／山形勲（Ｓ34 年作・
カラー・91分）
©東映

3

剣』
。鮮やかな剣捌き、十四郎の妙技を篤とご堪能あれ。

『柳生武芸帳 片目の十兵衛』

44
★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。
★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。
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●出演：市川右太衛門／月形龍之介
／山田五十鈴／進藤英太郎／加賀
邦男
（Ｓ25 年作・モノクロ・104 分）

5

1

御曹司がやくざとなり大暴れ 興奮を呼ぶ錦之助、
魅力の二役 錦之助が恋に喧嘩に大忙し！ 九ちゃんが歌に恋に猛ハッスル

胸躍るチャンバラや心温まる話をたっぷりと─何度も見たい傑作時代劇

抱腹絶倒のきみまろ節が炸裂
爆笑を呼ぶ中高年へのエール

毒舌と軽快な動きの波状「口」撃で、中高

「 中高年のアイドル 」綾小路きみまろが、

年を絶妙におちょくり、見るものを笑いの

爆笑ネタが満載

渦に巻き込んでいく。辛口なのにどこか温
抱腹絶倒の
かくて憎めない。そんな、きみまろの芸風

をたっぷりと堪能できる毒舌爆笑ライブ映

像。
「あれから 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。

16,934 円

26,667 円

後も精力的に高座にのぼり続けた桂歌丸。師匠の円熟の

ご愛用者価格

全18席
収録

話芸で聴かせる古典名作「牡丹燈籠」
。皆に親しまれたあ

56544

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

の歯切れの良い口調、見慣れた表情がＤＶＤで甦る。

桂歌丸

「牡丹燈籠」全集
DVD 5枚組

枝雀 十八番 DVD 10枚組
商品番号

上方落語の爆笑王として根

強 い 人 気 を 誇 る 桂 枝 雀。

18

「 宿替え」を始め、 選りす

収録内容 ●全てカラー
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」

特典CD付
© 宮崎金次郎

商品番号

6692

月づき 2,800 円× 5 回
（分割払価格 14,000 円）

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

13,333 円

セット内容
●全てカラー
第一話「お露と新三郎」
第二話「お札はがし」
第三話「栗橋宿」
第四話「関口屋のゆすり」
収録場所：横浜にぎわい座

歌丸師匠の古典怪談落語、
円熟の話芸

ご愛用者価格

月づき 2,250 円× 8 回
（分割払価格 18,000 円）

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）

「笑点」の名司会者としてお茶の間を沸かせ、
「笑点」降板

56533

上方落語の爆笑王、
桂枝雀の名演が甦る

商品番号

ぐりの 席の演目を収録し
たファン待望の作品集ＤＶ

★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。
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綾小路きみまろ

爆笑！エキサイトライブ
DVD 5枚セット

Ｄ。全演目に字幕が付いて

ご愛用者価格 各 13,800 円

7656
●第25話〜48話・600分
商品番号

!!

いるのでより楽しめる。

（分割払価格 各 14,250 円）

3

喜劇・お笑い

中高年よ！
大志を抱け

47

20,000円

（DVD6枚組）
●H2〜3年作・カラー DVD-BOX１
商品番号
7648
三つ目がとおる DVD-BOX ●第1話〜24話・600分
月づき 2,850 円× 5 回
DVD-BOX2（DVD6枚組）

柔らかな手書きタッチで紡がれる 第 の目で難事件を解決！
手塚治虫の冒険アニメ名作

ご愛用者価格

©田河水泡／講談社・エイケン

●声の出演：大山のぶ代／納谷悟
朗
（S45年〜46年作・カラー・全52
話・約646分）

外されると古代文明を築いた三つ目族

月づき 2,150 円× 10 回
（分割払価格 21,500 円）

額にある目が絆創膏で隠されている時
ガブリエル・バンサンの人気絵本
「くまのアーネストおじ
は、無邪気な男の子。ひとたび絆創膏が

51314

©学研／日本経済社／手塚
プロダクション

各BOX

商品番号

のパワーが宿った超人に変身。冒険の痛

DVD-BOX 3枚組

性など、魅力溢れる手塚アニメの傑作。

高画質

デジタルリマスター版

4

快さ、古代遺跡の神秘、登場人物の個

猛犬連隊の二等兵、の

ら犬の黒吉こと
「 のら

くろ」が巻き起こす珍

騒動。上官のブル連隊

長やモール中隊長、あ

の個性的な面々とのや

り取りはいつ見ても楽

しい。田河水泡が生み

のらくろ

出した戦前の国民的人

気漫画を昭和 年にカ

ラーアニメ化。

45

戦前の国民的漫画がカラーに
のらくろ二等兵たちの珍騒動

各 2,800 円

ご愛用者価格

さん」
をアニメ化。共同生活を送る大きなクマのアーネ

60760

くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ ●2017年作・カラー・62分・
〜セレスティーヌの誕生日〜
5話・日本語吹き替え付
くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ ●2017年作・カラー・50分・
〜雪のネズミ〜
4話・日本語吹き替え付

ストおじさんと小さな女の子ネズミ・セレスティーヌの

商品番号

60759

心温まる交流にほっこりとする。
『雪のネズミ』には

話、
『セレスティーヌの誕生日』
には 話の短編を収録。

5
© FOLIVARI / MELUSINE PRODUCTIONS / SO-NORD / RTBF (télévision belge) – OUFtivi

大きなクマと小さなネズミの物語

ご愛用者価格

まんが日本絵巻 一
まんが日本絵巻 二
まんが日本絵巻 三
まんが日本絵巻 四
各 2,800 円

『まんが日本絵巻 一』 『まんが日本絵巻 二』 『まんが日本絵巻 三』 『まんが日本絵巻 四』
（120分）
（120分）
（120分）
（120分）
花の若武者 那須与一
ちえくらべ 曽呂利新左衛門
黒潮に乗った冒険児 ジョン万次郎 少年 徳川吉宗
母恋し 安寿と厨子王
象に乗った英雄 山田長政
落城に散った愛 千姫
フランキー落語 芝浜
岩見重太郎の怪獣ヒヒ退治 おらんだおいね
稲妻に吠える竜 名工左甚五郎 横綱 谷風梶之助
美しき女武者 巴御前
阿倍仲麻呂 母を想う
三本の矢の教え 毛利元就 初荷のみかん船 紀伊国屋文左衛門
決闘!! 頼光と酒呑童子
武者修行 塚原卜伝
忠臣蔵 大石主税
（前・後編） 虎に乗った若武者 和唐内
笛の音悲し 平敦盛
悲しい恋 皇女和宮
白鷺の舞い 出雲の阿国 狂乱の炎 八百屋お七
わんぱく大将 日吉丸
俵藤太の大むかで退治
血染めの十字架 天草四郎 この子らに愛を 聖母細川ガラシャ
哀しき舞姫 静御前
まぼろしの大横綱 雷電
（前・後編）

後世へと残したい大切な思い
日本の偉人や民話をアニメ化

商品番号

7715
7716
7717
7718

日本の偉人たちの物語や有名な民話な

まんが日本絵巻 一〜四 DVD

どを子供たちにもわかりやすくアニメ

●語り手：フランキー堺
●S52〜S53年作・カラー

中恒が企画に参加し、
「那須与一」「安寿

『花の若武者 那須与一』

©ワールドテレビジョン

化したTVシリーズ。児童文学者の山

『決闘 !! 頼光と酒呑童子』

と厨子王」
など、昔懐かしい、誰もが知

『横綱 谷風梶之助』

っていた物語を一話完結で描いていく。

名作アニメ

46

映像と音の便利機器

付属のAVケーブルで
（外部機器と接続
）

ご愛用者価格

6,000 円

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）

商品番号

●744分

55876

15

父・力道山。その熱き闘いは今なお語り継がれ、日本の格

59893

Vol.2（DVD 5 枚組）

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

商品番号

セット内容
シャーシャ
「中国雑技系美少女 莎莎」
（45分）

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

●2005年作・全てカラー・日本語テロップ入

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

●2009年〜2010年作・
カラー・530分 ©ＣＰＥ

5,000円

中国雑技系美少女
DVD 3枚組

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

41048

ご愛用者価格

ト史上最大の対抗戦と言われた大会

商品番号

55865

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

★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。

必殺の空手チョップがいま甦る！

●収録試合は全て初ソフト化
●創立から
崩壊までの
全パンフレ
商品番号
5922
ットを収録
月づき 2,150 円× 10 回
（上下巻に分
（分割払価格 21,500 円）
けて収録）
ご愛用者価格 20,000円

ザ・キャットファイト
エクセレントＢＯＸ
DVD 5 枚組

●756分

30

国際プロレス
クロニクル 上巻

などを、屈託のない笑顔で

★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 各 20,000 円

やヌルヌルプロレスなど、激しく闘

見くらべてください!!

月づき 2,150 円× 10 回
（分割払価格 各 21,500 円）

●IWA世界ヘビー級選手権
（1979年）
ラッシャー木村VS上田馬之助
●大木金太郎VSディック・ザ・ブルーザー（1980年）
●日本リーグ争覇戦決勝トーナメント
（1978年）
マイティ井上VSジャンボ鶴田
●AWA・IWA世界ヘビー級選手権
（1979年）
ラッシャー木村VSニック・ボックウインクル
●マイティ井上VSアンドレ・ザ・ジャイアント
（1979年）
●バトルロイヤル
（1979年）

魅せる究極の官能美。

7インチ

寝室で自分だけのお気に

9インチ

入 り 映 像 を 鑑 賞 し た い。

移動中も好きな映像や音

楽 を 楽 し み た い。 そ ん な

願いを叶える持ち運びラ

ク ラ ク のDVDプ レ ー ヤ

イ ン チ。 バ ッ テ リ ー

ー。 液 晶 画 面 は、 大 満 足

の

源を探さずに映画や音楽

内 蔵 な の で、 外 出 先 で 電

がすぐに楽しめる。USB

メ モ リ ー とSDカ ー ド 対

応 で、 外 部 端 子 か ら 大 画

と も で き る。 今 回、 大 特

面テレビに繋いで観るこ
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価 の う え に、 先 着100

12,800 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950円
（税別）

名様に限り、
「名作映画

ご愛用者価格

31158

作」DVDをプレゼントと

いう嬉しい特典付き。

商品番号

▼従来 7 型タイプ

▶リモコン付き

9型液晶DVDプレーヤー

6

9

商品番号

主な収録試合 ●全てカラー・1119分

う女たちの衝撃の姿が鑑賞できる。

テレビに接続して大画面出力

自分だけの液晶DVDプレーヤー

３電源対応 AC／DCアダプター、内蔵バッテリー

Vol. １（DVD 5 枚組）

20

昭和を沸かせた名勝負がここに 国際プロレスの激闘の数々
ジャイアント馬場、
厳選名勝負集 プロレスファン必携の保存版

が使えます

バッテリー付なのでどこでも持ち運びできる

DVD
CD
SD
USB

©日本テレビ

ジャイアント馬場
王者の魂

※ケース・パッケージは付きません。

USBとSDカード

●セット内容：本体、
リモコン（電池別売）
、AVケ
ーブル、ACアダプター、
DCアダプター、車載カ
バー、取扱説明書
（保証書付き）●サイズ：約252
×183×50mm ●重量：1.4㎏ ●電源：ACアダ
プター 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC9V
1.5A、DCアダプター 入出力：D12V、内蔵リチ
ウムイオンバッテリー 7.4V、1,500mAh ●対
応メディア：DVD±R/RW/R DL
（DVD-Video、
V R / C P R M） 、C D - R O M / R / R W（ C D DA、VCD）●バッテリー：充電 約4時間、連続
再生 約2時間

●ブックレット付き

は じ め、 初 Ｄ Ｖ た激闘の数々が 年の時を超えて甦る。

『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）

Ｄ化試合も満載

『マクリントック』
●出 『アンナ・カレニナ』●
演：ジョン・ウェイン／ 出演：ヴィヴィアン・リ
モーリン・オハラ／パト ー／ラルフ・リチャード
リック・ウェイン
（1963 ソン／キーロン・ムー
年作・カラー・126分・日 ア
（19 4 8年 作・モノク
本語字幕）
ロ・110分・日本語字幕）

各セット

『マクリントック』

『キリマンジャロの雪』 『オリヴァ・ツイスト』
●出演：グレゴリー・ペ ●出演：ディッキー・ム
ック／エヴァ・ガードナ ーア／アーヴィング・
ー／スーザン・ヘイワ ピシェル／ドリス・ロイ
ード
（19 5 2年 作・カラ ド
（1933年作・カラー・
ー・117分・日本語字幕） 71分・日本語字幕）

したお宝ボック
ス。

『アンナ・カレニナ』

限定

日本プロレス界の巨人、ジャイアント馬場が １９６６年の設立から１９８１年の解散

『キリマンジャロの雪』 『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
（19 5 5年 作・
モノクロ・115分・日本
語字幕）

名
様

亡くなってから早 年。昭和を賑わせた偉大 まで、約 年にわたり日本のプロレスに

プレゼント!!

100

先着

主な収録試合

「ジャイアント馬場 王者の魂Vol.1」「ジャイアント馬場 王者の魂Vol.2」
世 界 ヘビー級 王 座争 奪 第４戦（1972年） PWF認定ヘビー級選手権試合（1982年）
ジャイアント馬場vsザ・デストロイヤー ジャイアント馬場vsテリー・ゴディ
PWF認定ヘビー級選手権試合（1974年） PWF認定ヘビー級選手権試合（1982年）
ジャイアント馬場vsドリー・ファンクJr. ジャイアント馬場vsスタン・ハンセン
NWA世界ヘビー級選手権試合（1974年） PWF認定ヘビー級選手権試合（1985年）
ジャック・ブリスコvsジャイアント馬場 ジャイアント馬場vsタイガー・ジェット・シン
世界オープンタッグ選手権 公式戦（1977年） ジャイアント馬場『引退』記念試合（1999年）
ザ・デストロイヤーvs
ジャイアント馬場＆ジャンボ鶴田vs ジャイアント馬場、
ブルーノ・サンマルチノ
ラッシャー木 村＆グレート草 津 ジン・キニスキー、

なプロレスラーが、全日本プロレス時代に残 一時代を築いた国際プロレス。ラッシャ 闘技界にも大きな影響を与えている。鉄人ルー・テーズた
した数多の試合の中から名勝負を厳選収録。 ー木村、マイティ井上、アニマル浜口、 ちとの伝説の名勝負を収録。力道山の勇姿がいま甦る。
ザ・ファンクスやスタン・ハンセンとの死闘を 大木金太郎、グレート草津らが繰り広げ

液晶DVDプレーヤーをご購入された方に

名作映画6作（DVD3枚）

車載用ヘッドレスト取り付け
カバーが付属

スポーツ・格闘技
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CPRM対応

フィルムリール柄
（50枚パック）

20550

商品番号

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

パソコン や USB 端子が付いた機器に差

動画

大切なデータ保存はこれで

1,980 円

ご愛用者価格

を活用

DVD-R

D
V
D
R

-

写真
の保存に最適

るなら

音楽

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

ＶＨＳや８㎜テープは場所をとるしＤＶＤ

1,905 円

動画

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

ご愛用者価格

にまとめたい。そんな貴方にこの簡単ダビ

20335

ング機がお薦め。ボタン一つでＤＶＤやＳ

商品番号

29,800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

し、自分だけのライブラリーを作れ

（税別）
送料880円

SDカード（4GB）

15

Ｄカ ー ド な ど、お 好 き な メ デ ィ

16,800円

月づき 3,250 円× 10 回
（分割払価格 32,500 円）

TVへの接続で
大画面での
再生も可能

る。

ご愛用者価格

写真
の保存に最適

20572

商品番号

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

月づき 2,250 円× 8 回
（分割払価格 18,000 円）

音楽

簡単DVDダビング機

2,495 円

デジカメやオーディオ
プレーヤーに

動画

※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。

20367

ご愛用者価格

SDカード

DVD

分単位で電源の入・切が自動で何回もでき デジカメや携帯電話で撮った動画・写真を、
るコンセント。電気器具とコンセントとの 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

20540

●サイズ
（ 約）
：幅
33.3×奥行16×高
さ14.3cm ●重さ
（約）
：1.5kg ●材
質：合成皮革、ポリ
スチレン、
ビニール
●C D & D V D収納
枚数：10 0枚 ●製
造：台湾

USB

適で、
何度でも書き込め便利。

100枚CD＆
DVD 収納ケース
商品番号

もスイッチ一つで可能。

どんなインテリア
にも合う
シックな合皮レザー

商品番号

外部機器

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

ボタン一つで
楽々ディスクを
取り出し

24時間
タイマー
コンセント

日本語表示ディスプレイで操作も楽々

ご愛用者価格

100

100枚を
すっきり収納

パソコン
不要
アにワンタッ チ 録 画 が 可 能 。

12,800円

映像と音の便利機器
4 インチモニター搭載

ご自宅が映画館・コンサートホールに早変わり

ご愛用者価格

（税別）
送料1,580円

臨場感溢れる重低音で映画館やコンサート会場の

20573

月づき 2,680 円× 5 回
（分割払価格 13,400 円）

気分に浸れるスピーカー。テレビはもちろん、アン

★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

プ内蔵なので出力の小さ
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ロングコード

アンプ内蔵
タワースピーカー

枚ものCD・DVD をすっきり収納

※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。

5ｍ

な機器でも大満足の音響。

●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

※マイクは付属しておりません。

大 量 の CD や DVD を す っ き り

2,800 円

カラオケに嬉しい

エコー機能付き

リモコン付

●サイズ：外形寸法1台あたり
（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、
ABS ●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

あ らかじめ 番 号 順 に 並べて おき、

21015

ご愛用者価格

SDカードスロット・
USB 端子付き

収 納 したいという 方におす す め。

商品番号

●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 , 0 0 0 H z L O W：2 0 0 H z 〜
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

簡単接続でテレビの音も大迫力に

時に取り出せる。

ＴＶ用ヘッドホン

オーディオ
テクニカ社製

●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

最大出力120w 力強い重低音が部屋中に広がる

レバーを合わせればディスクが瞬

●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

30g

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

ここがポイント

軽量

ポケットやバッグにスッポリ収まる、イヤ

1,480 円

5,600 円

ホンタイプの超高感度集音器。可聴周波数

20563

ご愛用者価格

●本体サイズ：フレーム／全長17.2㎝ ●
材質：本体／ポリカーボネート・アクリル・
シリコン ●付属品：専用ポーチ、
クロス

「私には難しいかな」
と思い込んでい

商品番号

55829

バッグやポケットに
はさんで使える

メガネ型拡大鏡

商品番号

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

選別スイッチにより、周囲の雑音

倍率

1.6

はじめようスマホ
DVD 2枚組

キャッチ。難聴対策はもちろん、

メガネタイプ

●2017年作・
カラー・170分

をカットし、聴きたい音声だけを

拡大鏡

両手が使える

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

大ホールでの公演会など、幅広い

小さな文字も大きく見える

第２回 超基本！電話とメール
©2018NHK

用途に使える優れもの。

ブリッジがないから視野が広い

収録内容
Disc1
第１回 一歩踏みだそう！便利なスマホ

メ ガ ネの上から 掛 け ら れる 便 利 なメ ガ ネ
型の拡大鏡。両手が使えるので新聞や読

老眼鏡・メガネの上からかけられる

アイオーエス・アンドロイド
それぞれの使い方に対応

ご愛用者価格

書にはもちろん、模型作りや手芸など趣味
を楽しみたい方にもぴったり。

送料880円
（税別）

基本の操作方法や機能を
ひとつひとつゆっくり解説
沢山のアプリの使い方も
映像を見ながら楽々習得

使いやすいメガネ型拡大鏡 夜遅くでも気兼ねなく
老眼鏡の補助としても便利 大音量を楽しめる
ステ レオヘッド ホン

16,482 円

●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

る中高年の初心者向けに、スマホの

（分割払価格 18,300 円）

ご愛用者価格

8

講師：池澤あやか
生徒：国井雅比古、
はいだしょうこ

楽しさを存分に紹介し、
「わかる・で

ビデオダビングボックス
商品番号
20411
月づき 3,660 円× 5 回

思い出の映像をビデオテープや ㎜

アナ録

ど、テープが切れたりして、いつ見

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。

テープに残している人も多い。けれ

再生
大画面に映してみんなで楽しめる

られなくなってもおかしくはない。

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。

1

そこで、ケーブルでつなぐだけで簡

コピー
大切な思い出をコピーできる

単にダビングできる
「アナ録」をお勧

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。

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

きる！」に導く。ＴＶでお馴染みの

限定

タレントが生徒になって一緒に覚え

100 台

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

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。

★ 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。
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60599

商品番号

ご愛用者価格

ココが見どころ

●出演：イファン・メレディス
／キンバリー・ヒューズ／テ
イラー・コール
（2017年作・
カラー・96分・日本語字幕）
© 2017 EXPEDITIONARY PRODUCTIONS, LLC.
All Rights Reserved.

オペレーション・
ダンケルク
商品番号

54788

ご愛用者価格

4,800 円

4,800 円

ココが
見どころ

© 2017 NextGen Production LLP, All rights reserved.

●出演：エリック・ロバーツ／ウ
ィリアム・ボールドウィン／ダ
ニー・トレホ
（2017年作・カラ
ー・110分・日本語吹き替え付）

マキシマム・インパクト
商品番号

60789

ご愛用者価格

80

少年と狼に芽生える奇妙な友情 空軍パイロットがテロに挑む 新旧の曲者スターが勢揃いした
氷河期が舞台のアドベンチャー イラン制作の戦争アクション ド派手暴走バトル・アクション

★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。

ダマスカス

ココが見どころ
ロシア製の航空機や戦車が多数登場
輸送機をはじめ
ヘリコプターや
戦闘機、戦車な
どロシア製の
実機が次々に登場する戦闘シーンのリア
ルさは特筆もの。インターネットを巧み
に利用した犯行も真に迫っていて怖い。

新肉体派アレキサンドル・ネフスキーを筆頭に 年代に
活躍したエリック・ロバーツ、個性派ダニー・トレホ、マー
ク・ダカスコスなど通好みの配役にニンマリ。

4,800円

●出演：ババク・ハミディア
ン／ハジ・ヘジャジファー／
リース・モフティ（2018年作・
カラー・1 1 3分・日本語吹き
替え付）

イラン空軍パイロットのアリは難民救出のため、イスラ

54382

ご愛用者価格

4,743 円

2

万年前の氷河期の時代。首長の息子ケダは初めて狩り

商品番号

60790

送機は離陸に成功するが、機内にはテロリストが潜んで

秘宝“メドゥーサの心臓”
と復讐の女神

ご愛用者価格

1

人取り残された彼は狼のアルファと出会い故郷を目指

シンドバッド

商品番号

※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。

第9弾
に出た先でバイソンに襲われ、断崖から落ちてしまう。 ム国に包囲されているパルミラへ潜入。難民を乗せた輸

© 2016 SLIGHTLY DISTORTED
PRODUCTIONS. All Rights Reserved.

& DVD

ココが見どころ
ロケによって収められた雄大な自然
世界遺産のカナダ・ダイナソール
州立公園で撮影した荒涼とした自
然の風景に心奪われる。アルファ
を演じた狼チャックの名演も見所。

ダンケルクで繰り広げられる
ナチスの機密情報を巡る戦い

ココが見どころ
現役プロレスラーならではの肉弾戦
主人公を演じるジョン・ヘニガ
ンはアメリカで数々の王座に輝
き、現在も活躍しているプロレ
スラー。鍛え上げられた本物の
肉弾アクションに圧倒される。

アルファ
帰還りし者たち

© 2018 Studio 8, LLC. All Rights Reserved.

機密を持つ女性を狙う
ドイツ 軍の 猛 攻、戦 車
による砲撃や戦闘機の
爆 撃、激 しい銃 撃 戦 な
ど部隊には様々な困難
が待ち受ける。激戦の
地で挑む決死の救出作
戦に手に汗握る。

シンドバッドの子孫で凄腕のトレジ

●出演：ジョン・ヘニガン
／ジェイミー・バーナデッ
ト／ジョシュ・フィンガー
ハット
（2 0 1 6年 作・カ
ラー・91分・日本語字幕）

●出演：コディ・スミット＝マ
クフィー／ヨハンネス・ハウ
クル・ヨハネッソン／イェン
ス・フルテン
（2018年作・カ
ラー・96分・日本語字幕）

すが…。過酷な旅を生き抜くサバイバルアドベンチャー。 いた。パイロットが自爆テロを阻止する戦争アクション。

3,800 円

麻薬組織が仕掛ける危険な罠に挑む シンドバッドの末裔が伝説の秘宝に挑む

54787

ご愛用者価格

コロンビアへ向かった米海兵隊の狙撃手ブランドン

商品番号

ャーハンターでもある考古学者が、

53

1,500 円

狙撃手の血統

トム・ベレンジャーが再び戦場に
シリーズの主役として圧倒的人
気を誇り、5 作目で引退したト
ム・ベレンジャー扮する伝説の
スナイパー、ベケットが戦線に
復 帰。息 子
ブ ランドン
をサ ポ ート
しな がら巨
悪に挑む。

強大な力を持つメドゥーサの心臓を

40045

ご愛用者価格

山猫は眠らない７

は、麻薬組織のボスを捕まえるため現地の麻薬取締局

商品番号

●出演：チャド・マイケル・コ
リンズ／トム・ベレンジャー
／ビリー・ゼイン
（2017年作・
カラー・93分・日本語吹き替
え付）

ココが見どころ

メキシコの遺跡で発見。秘宝を巡っ

もうひとつの
誘惑のジェラシー

© 2017 Sony Pictures Worldwide
Acquisitions Inc. All Rights Reserved.

と協力して作戦を開始する。ディアブロと呼ばれる敵

●出演：シャーロット・ケイト・
フォックス
（2016年作・カラー・
39分・日本語ナレーション付）

未公開のヌードシーンも見られる
濃厚ラヴシーンの舞台裏やノー
カットのヘアヌードシーンなど
貴重な未公開映像を堪能できる。

7

て悪の軍団や異界の魔物たちと争奪

NHK朝ドラの人気ヒロイン、シャーロット・ケイト・

ココが見どころ
©2015 CHASE
SMITH ALL
RIGHTS
RESERVED.

36

戦を繰り広げる冒険アクション。

の売買をするとの情報を得る。それを阻

のジェラシー』
のメイキングＤＶＤ。撮影の舞台裏や

未公開映像など朝ドラ出演前の初々しい魅力が満載。

●出演：トム・サイズモア
／レックス・シュラプネ
ル／アウレリー・メリエル
商品番号
54200
（2 014年作・カラー・9 8
ご愛用者価格 3,800 円
分・日本語吹き替え付）

フォックスの大胆なヌードが話題を呼んだ映画
『誘惑

エネミー・ライン4
ネイビーシールズ最前線

止するための極秘任務が課せられた。大

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

ヒット戦闘アクション最新作。

容赦のない銃撃やミサイル
の嵐の中を掻い潜るシール
ズの隊員たち。殺人ドローン
や戦闘マシンからの攻撃な
ど、アクションに次ぐアク
ションで、
心が躍ること必至。

狙撃手との息詰まる死闘が見物。人気シリーズ第 弾。

怒涛のアクションシーンの連続

世界最強の特殊部隊ネイビーシールズ

ココが見どころ

が、敵地に潜入し、人質奪還に成功。そ

の直後、 時間後にテロリストが核燃料

36

タイムリミットは 時間!特殊部隊が絶体絶命の危機 朝ドラ出演前の未公開ショットが満載

観れば分かるこの面白さ! 発掘！日本 で劇場公開されなかった話題作

4,800 円

★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。
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55386

1,500円

『北西騎兵連隊』

『サドル・トランプ』

セット内容
1作品あたり

150円

西部劇コレクション

無法者の群
DVD 10枚組
商品番号

55291

ご愛用者価格

1,500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

55451

ご愛用者価格

1,500円

10
『曠野の追撃』 『キャトル・タウン』

セット内容

『失われた峡谷』
『ガンファイター』

1『ガンファイター』
（1947年作・カラー・85分）
2『決闘の谷』
（1952年作・モノクロ・69分）
3『ローン・ハンド 孤高の男』
（1953年作・カラー・76分）
4『カウボーイ魂』
（1953年作・モノクロ・81分）
5『西部を駆ける勇者』
（1950年作・カラー・86分）
6『復活！テキサス・レンジャー』
（1969年作・カラー・70分）
7『集結！テキサス・レンジャー』
（1970年作・カラー・74分）
8『ロビン・フッドの復讐』
（1936年作・モノクロ・85分）
9『アリゾナの勇者』
（1952年作・カラー・90分）
10『南部魂は消えず』
（1953年作・カラー・84分）

●日本語字幕

1作品あたり

150 円

西部劇コレクション

決闘の谷
DVD 10枚組
商品番号

55417

ご愛用者価格

1,500円

『アリゾナの勇者』 『復活！テキサス・レンジャー』 『ローン・ハンド 孤高の男』
『荒野の掠奪』

『巨盗団全滅』

セット内容
●日本語字幕

1作品あたり

150 円

西部劇コレクション

荒野の掠奪
DVD 10枚組
商品番号

55442

ご愛用者価格

1,500円

『夢想の楽園』

1『消えた金塊』
（1949年作・カラー・80分）
2『酒場の暴れ馬』
（1945年作・カラー・84分）
3『峡谷の黒幕』
（1947年作・モノクロ・60分）
（1932年作・モノクロ・57分）
『西部の挑戦』 4『巨盗団全滅』
5『エルパソ・キッド』
（1948年作・モノクロ・70分）
6『殴り込み牧場』
（1945年作・モノクロ・58分）
7『荒野の掠奪』
（1941年作・モノクロ・70分）
8『サンアンジェロの鐘』
（1947年作・カラー・75分）
10
9『西部の挑戦』
（1949年作・モノクロ・62分）
10『夢想の楽園』
（1926年作・モノクロ一部カラー・サイレント・89分）

26

歳のゲイリー・クーパ

●日本語字幕

1『無法者の群』
（1939年作・カラー・104分）
2『秘境』
（1949年作・モノクロ・90分）
3『ミシシッピの賭博師』
（1953年作・カラー・98分）
4『無法街』
（1941年作・モノクロ・105分）
5『大草原』
（1947年作・モノクロ・123分）
6『宿命の対決』
（1953年作・カラー・81分）
7『西部のガンベルト』
（1952年作・カラー・87分）
8『荒くれ男』
（1949年作・モノクロ・77分）
9『サンフランシスコ物語』
（1952年作・モノクロ・80分）
10『最后の砦』
（1951年作・カラー・87分）

テキサスから来た男
DVD 10枚組

を持った男たちの生き様を描く西部劇傑作集。全 作。

エロール・フリン扮する保

姿に胸 を熱 くした
『無法者

安 官 が 無 法 者 を一掃 す る

の 群 』や、 タ イ ロ ン・パ

ワーが男の誇りを賭けた

シッピの賭博師』など、ハ

死闘を繰り広げる
『ミシ

作ばかりが結集。

55

『エル・パソ 熱風の町』

リウッドの名 優 煌めく 傑

力のア ク ションに 手 に汗

ランドルフ・スコットの迫

バート・ミッチャムの演技

握る
『轟く天地』
、若きロ

名作ばかりを収めた完全

が際立つ
『 赤 い 子 馬 』な ど

無 欠 の 作 品 集。 過 酷 な 西

部に生きる男たちの生き

様に胸が滾る。

セット内容
1『無頼の谷』
（1952年作・カラー・89分）
●日本語字幕
1作品あたり 2『アレゲニーの反乱』
（1939年作・モノクロ・80分）
150 円 3『無頼漢』
（1943年作・カラー・87分）
4『虐殺の砂漠』
（1952年作・モノクロ・87分）
5『奇傑パンチョ』
（1934年作・モノクロ・112分）
西部劇コレクション
6『赤い子馬』
（1949年作・カラー・89分）
スー族の叛乱
7『スー族の叛乱』
（1953年作・カラー・77分）
DVD 10枚組
8『轟く天地』
（1933年作・モノクロ・57分）
商品番号
55290
9『草原のウィンチェスター』
（1951年作・モノクロ・84分）
ご愛用者価格 1,500円
10『帰って来た男』
（1950年作・カラー・74分）

いわれなき罪に抗う報復の弾丸

ご愛用者価格

西部劇コレクション

DVD
作品

終わりなき無法者たちの死闘 無法地帯の荒野に轟く銃声 大地に響きわたる正義の銃声
容赦なく火を噴く怒りの銃口 正義を貫く男たちの熱き闘い 荒野に生きる男たちの生き様

商品番号

150 円

西部劇スター、オーディ・マーフィーが伝説のガンマ ランドルフ・スコット、ジョエル・マクリーらが、無法 我が物顔で荒野を駆ける無法者どもに、熱き男たちが正

作品。

10

北西騎兵連隊
DVD 10枚組

1作品あたり

ン を 熱 演 し た『 テ キ サ ス か ら 来 た 男 』、 若 き 日 の ジ ョ 者たちを相手に大暴れ。砂塵舞う荒野を舞台に繰り広 義の鉄槌を下す。映画初出演の

西部劇コレクション

●日本語字幕

ン・ウェインの好演が光る『鉄腕ジョーンズ』など、名 げられる迫力の銃撃戦、熱き友情物語に胸が躍った。 ーが初々しい魅力をふりまいた
『夢想の楽園』
他、西部魂

150 円

セット内容
1『テキサスから来た男』
（1950年作・カラー・75分）
2『西部の無法男』
（1950年作・モノクロ・89分）
3『曠野の追撃』
（1949年作・カラー・90分）
4『無法の駅馬車』
（1939年作・モノクロ・91分）
5『黄金の大西部』
（1951年作・モノクロ・82分）
6『鉄腕ジョーンズ』
（1931年作・モノクロ・58分）
7『荒野の牛泥棒』
（1939年作・モノクロ・59分）
8『失われた峡谷』
（1952年作・カラー・81分）
9『キャトル・タウン』
（1952年作・モノクロ・70分）
10『西部の星』
（1940年作・モノクロ・65分）

西部劇スターたちが画面狭しと活躍する傑作選。

1作品あたり

『テキサスから来た男』

作。

●日本語字幕

騎兵隊とスー族の酋長が繰り広げる壮絶な死闘を描く

1『サドル・
トランプ』
（1950年作・カラー・72分）
2『北西騎兵連隊』
（1953年作・カラー・75分）
3『アウトローの女』
（1952年作・カラー・75分）
4『ポルカの歌姫』
（1938年作・モノクロ・121分）
5『荒馬サンダーホーフ』
（1948年作・モノクロ・76分）
6『地獄の狼』
（1953年作・カラー・88分）
7『赤い渓谷』
（1949年作・カラー・79分）
8『エル・パソ 熱風の町』
（1949年作・カラー・103分）
9『立ち上がる米国』
（1932年作・モノクロ・86分）
10『西部の星空の下で』
（1938年作・モノクロ・65分）

魅力的な歌声を披露する初主演作
『西部の星空の下で』

など何度観ても楽しめる珠玉の西部劇全

セット内容

『赤い渓谷』

『北西騎兵連隊』
、西部劇スター、ロイ・ロジャースが

1,800円

1『西部に吹く熱い風』
（1936年作・55分）
2『アリゾナ・ギャング』
（1932年作・53分）
3『サンタフェ大暴動』
（1938年作・55分）
4『謎の牛泥棒』
（1938年作・56分）
5『幸運なテキサス男』
（1934年作・55分）
6『渓谷の架け橋』
（1935年作・49分）
7『西部無法時代』
（1936年作・56分）
8『無法辺境地帯』
（1934年作・50分）
9『熱砂の騎士』
（1933年作・58分）
10『ブルー・スチール』
（1934年作・51分）

1作品あたり150円〜257円とお買い得
優たちの男気溢れる活躍に胸躍る傑作西部劇全

セット内容
ジョン・ウェインベストコレクションブルーボックス

西部劇の帝王ジョン・ウェイン 裏切りの荒野に刻まれる男気 ならず者たちの明日なき闘い

55395

ご愛用者価格

豪 快 で 義 理 堅 く、 ど ん な

商品番号

敵にもひるまない西部劇の

1,800円

DVD 10枚組

帝 王 ジ ョ ン・ウ ェ イ ン。 華

55382

ご愛用者価格

ベストコレクション
ブルーボックス

麗 な 銃 さ ば き や 名 文 句、

商品番号

ジョン・ウェイン

撃戦や肉弾戦などアクシ

DVD 10枚組

180 円

その全てに心が躍った。銃

ベストコレクション
レッドボックス

セット内容
ジョン・ウェインベストコレクションレッドボックス

1『テキサスの若武者』
（1932年作・55分）
2『荒野の友情』
（1933年作・53分）
3『スター・パッカー』
（1934年作・53分）
4『無法の渓谷』
（1935年作・53分）
5『砂漠街道』
（1935年作・54分）
6『パラダイスキャニオン』
（1935年作・52分）
7『鞍上のスパイ』
（1938年作・54分）
8『金塊強盗』
（1938年作・54分）
9『討伐隊』
（1933年作・54分）
10『伝説のガンマン』
（1933年作・55分）

1作品あたり

ャニ オ ン 』
、正 義 感 溢 れ る

ジョン・ウェイン

●モノクロ・
日本語字幕

ョン 満 載 の
『 パラ ダ イス キ

180 円

ゾナ・ギャング』
など西部の

1作品あたり

若者を爽快に演じた
『アリ

●モノクロ・
日本語字幕

伝説デュークの若き日の主

『アリゾナ・ギャング』

演作を堪能できる映像集。

『伝説のガンマン』

若き日の主演作を集めた傑作選 無法者たちを貫く正義の弾丸

今も色褪せない思い出を名作映画と共にお手元に

★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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60703

『三人の仲間』

『最後の戦闘機』

伝説のガンマン

DVD 10 枚組
商品番号

59403

ご愛用者価格

1,500円

150円

西部劇コレクション

虐殺の河

DVD 10 枚組
商品番号

55262

ご愛用者価格

1,500円

墟の群盗』
、 ゲ イ リ ー・

1作品あたり

クーパーの
『ヴァージニア

セット内容

●日本語字幕

ジェームズ・スチュワート

のアクション西部劇
『 裸の

西部劇コレクション

ン 』、 ラ ン ド ル フ・ス コ ッ

1,500円

150円

ト の『 サ ン タ フ ェ』な ど、

55156

ご愛用者価格

1作品あたり

荒野に煌めいた名優たち

商品番号

がズラリと並ぶ豪華ライン

荒野の決闘
DVD 10枚組

ナップ。名優たち扮する凄

西部劇コレクション

●日本語字幕

が活躍する西部劇の傑作。

150円

セット内容

男気溢れる雄姿は何度見

1作品あたり

腕ガンマンが砂塵舞う荒野

●日本語字幕

で奮闘。正義のために命を

セット内容
1『荒野の決闘』
（1946年作・モノクロ・97分）
2『怒りの河』
（1951年作・カラー・90分）
3『モホークの太鼓』
（1939年作・カラー・104分）
4『暗黒の命令』
（1940年作・モノクロ・93分）
5『スプリングフィールド銃』
（1952年作・カラー・93分）
6『戦ふ幌馬車』
（1934年作・モノクロ・56分）
7『ダラス』
（1950年作・カラー・94分）
8『拳銃（コルト）45』
（1950年作・カラー・74分）
9『カリフォルニア』
（1947年作・カラー・97分）
10『荒原の激闘』
（1937年作・モノクロ・54分）

10

1『死の谷』
（1949年作・モノクロ・94分）
2『裸の拍車』
（1953年作・カラー・92分）
3『ネブラスカ魂』
（1948年作・カラー・88分）
4『殴り込み一家』
（1940年作・モノクロ・81分）
5『無宿者』
（1945年作・モノクロ・90分）
6『炎の街』
（1945年作・モノクロ・91分）
7『復讐の谷』
（1951年作・カラー・82分）
8『無法街の決闘』
（1951年作・カラー・80分）
9『戦いの矢』
（1953年作・カラー・78分）
10『伝説のガンマン』
（1933年作・モノクロ・55分）

ても胸を熱くする。

荒野を舞台に繰り広げら

★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。

を貫く飽くなき闘い。ヘン

1,800円

れる息詰まる銃撃戦、正義

59408

ご愛用者価格

リー・フォンダ主演『荒野の

商品番号

決闘』
、ジェームズ・スチュ

激闘！太平洋戦争
DVD 10枚組

ワ ー ト 主 演『 怒 り の 河 』な

180円

ど、西部開拓時代を生き抜

1作品あたり

10

いた男達の熱き闘いを描い

●モノクロ・
日本語字幕

た 作のコレクション。

条 件 降 伏 まで を 時 系 列 で

セット内容
1『奇襲 ! 真珠湾』
（48分）
2『ミッドウェイ海戦』
（50分）
3『激戦 ! ガダルカナル』
（50分）
4『死闘 ! ソロモン諸島』
（49分）
5『壮絶 ! タラワ攻防戦』
（50分）
6『激突 ! マーシャル諸島』
（50分）
7『壮烈 ! マリアナ沖海戦』
（50分）
8『激闘 ! レイテ沖海戦』
（50分）
9『地獄の戦場 硫黄島』
（50分）
10『終局の本土空爆』
（50分）

日本の真 珠 湾 攻 撃 から 無

57

1,800円

追った、太平洋戦争の全貌

54100

ご愛用者価格

を記録したドキュメントの

商品番号

真髄。人類の記憶に焼きつ

第2次世界大戦
DVD 10枚組

実 がここに。
「 奇 襲！真 珠

ドキュメント

けられた忘れ得ぬ激戦の真

180 円

10

湾」
にはじまり、激戦の地の

1作品あたり

記録を追う 作品を収録。

セット内容
1『ヒトラーの野望』
（モノクロ・52分）
2『ナチス侵攻!』
（モノクロ・41分）
3『ナチス怒濤の侵略』
（モノクロ・56分）
4『英独空軍大戦略』
（モノクロ・52分）
5『スターリングラード攻防戦』
（モノクロ・83分）
6『ロンメル軍団 最後の死闘』
（モノクロ・76分）
7『ナチス滅亡!!「米軍黒人部隊」同時収録』
（モノクロ・54分）
8『日米開戦前夜』
（モノクロ・66分）
9『中国侵攻作戦』
（モノクロ・62分）
10『脅威の大日本帝国』
（モノクロ・63分）

名匠が映す究極の戦争ドキュメント

ク・キャプラ監督がメガホン

を取った戦争ドキュメント。

ナチス侵攻から滅亡、さら

た日本軍の中国侵攻を映し

に軍の映画班として製作し

どのように捉えられていた

た作品など、当時の日本 が

のかが分かる。

『或る夜の出来事』のフラン

1,800円

セット内容
1『星を持つ男』
（1950年作・モノクロ・89分）
●日本語字幕
1作品あたり 2『モヒカン族の最後』
（1936年作・モノクロ・92分）
150 円 3『愛の弾丸』
（1935年作・モノクロ・90分）
4『渓谷の銃声』
（1949年作・モノクロ・88分）
5『高原児』
（1947年作・モノクロ・99分）
西部劇コレクション
6『硝煙の新天地』
（1943年作・モノクロ・102分）
モヒカン族の最後
7『銅の谷』
（1950年作・カラー・83分）
DVD 10枚組
8『荒野の三悪人』
（1951年作・カラー・84分）
商品番号
55269
9『叛逆の用心棒』
（1953年作・カラー・82分）
ご愛用者価格 1,500円
10『デンボー牧場の争い』
（1952年作・カラー・72分）

懸ける迫力の銃撃戦。

60324

ご愛用者価格

ラ ン ド ル フ・ス コ ッ ト 主

商品番号

演、 何 度 も リ メ イ ク さ れ

栄光の軍旗
DVD 10枚組

た傑作西部劇
『モヒカン族

戦争映画コレクション

『砂漠の 9 人』

の最後』をはじめ、若き日

『タンピコの罠』

10

作 品。 胸

180円

1,500円
の滾る思いを再び味わえ

1作品あたり

55315

ご愛用者価格

る名作西部劇

●モノクロ・
日本語字幕

商品番号

を 躍 ら す 激 し い 銃 撃 戦、

『侵入者を追って』

西部の掠奪者
DVD 10枚組

何度見ても感動を呼ぶ熱

『栄光の軍旗』

西部劇コレクション

『決闘カリブ街道』

き友情がここに甦る。

トレイシー、ジェームズ・メイソンらの雄姿に心が躍る。

セット内容
1『侵入者を追って』
（1953年作・81分）
2『壮烈！敵前上陸』
（1951年作・86分）
3『マニラの女スパイ』
（1951年作・85分）
4『砂漠の9人』
（1943年作・64分）
5『戦友』
（1937年作・94分）
6『タンピコの罠』
（1944年作・75分）
7『最後の一人』
（1930年作・サイレント映画・73分）
8『栄光の軍旗』
（1943年作・82分）
9『あるスパイの末路』
（1944年作・84分）
10『ベルリンの悪魔』
（1939年作・68分）

150 円

荒くれ者に深く刻まれた傷痕 過酷な西部に生きる熱き男達

1,800円

ご愛用者価格

1作品あたり

DVD
作品

荒野にこだまする裏切りの銃声 無法街で火を噴く復讐の拳銃 誇りを胸に全力で闘う男たち
過酷な運命を背負う無法者たち
グ レ ゴ リ ー・ペ ッ ク の
『廃

作品。

商品番号

10

●日本語字幕

名優ロック・ハドソンの激しいアクションに痺れた
『西

地獄の戦場
DVD 10枚組

セット内容
1『死の拳銃狩』
（1932年作・モノクロ・67分）
2『たくましき男』
（1937年作・モノクロ・104分）
3『復讐の流れ者』
（1950年作・モノクロ・90分）
『西部の掠奪者』 4『決闘カリブ街道』
（1950年作・カラー・80分）
5『彼女は二挺拳銃』
（1950年作・カラー・86分）
6『西部の掠奪者』
（1948年作・カラー・86分）
7『ネヴァダ男』
（1944年作・モノクロ・62分）
8『無法者ブラック・バート』
（1948年作・カラー・77分）
9『西部のバリケード』
（1950年作・カラー・75分）
10『熱砂の騎士』
（1933年作・モノクロ・58分）

、ジョン・ウェインの
部の掠奪者』、若き日のマリリン・モンローが踊り子役 拍車』
など名作
作品。決闘、早 『伝説のガンマン』

戦争映画コレクション

『彼女は二挺拳銃』 『死の拳銃狩』

で出演した『彼女は二挺拳銃』など計

『希望の光』

1作品あたり150円〜257円とお買い得
撃ち、友情物語…西部劇の粋を集めた傑作選。

180 円

容赦なく降り注ぐ虐殺の砲弾 壮絶な戦場、
兵士たちの血戦 太平洋戦争─その真実の記録

1作品あたり

過酷な戦場で勇猛果敢に戦う兵士たちの雄姿、大迫力 砲弾飛び交う凄惨な戦場を迫力の映像で映し出す。戦

●モノクロ・
日本語字幕

の戦闘シーンの連続に激しく心を揺さぶられる。戦争 いのさなかの人間ドラマや戦時下での恋模様など、心

1『戦場の墓標』
（1932年作・113分）
2『最後の戦闘機』
（1935年作・98分）
3『戦慄のベルリン地下組織』
（1945年作・98分）
4『権力の虜』
（1944年作・95分）
5『火の翼』
（1932年作・79分）
6『希望の光』
（1951年作・93分）
7『闇のスパイ組織』
（1943年作・91分）
8『三人の仲間』
（1938年作・98分）
9『大規模封鎖』
（1942年作・71分）
10『帰って来た恋人』
（1931年作・81分）

の恐怖を克明に描き出した反戦映画の傑作
『戦場の墓 を打つ見どころも交えた戦争映画集。名優スペンサー・

標』をはじめ、見応えたっぷりの戦争映画全

セット内容

『権力の虜』

狂気の戦場を生き抜く兵士たち 見応え十分の戦争映画傑作集

今も色褪せない思い出を名作映画と共にお手元に

1『廃墟の群盗』
（1948年作・モノクロ・99分）
2『ヴァージニアン』
（1929年作・モノクロ・91分）
3『草原の追跡』
（1952年作・カラー・91分）
4『アリゾナの決闘』
（1948年作・モノクロ・88分）
5『ヴァジニアの血闘』
（1940年作・モノクロ・121分）
6『サンタフェ』
（1951年作・カラー・87分）
7『虐殺の河』
（1949年作・モノクロ・78分）
8『拳銃街道』
（1947年作・モノクロ・84分）
9『サンダウナーズ』
（1950年作・カラー・85分）
10『熱砂の戦い』
（1951年作・モノクロ・77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。
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1作品あたり

200円

作品。

9

ジェラール・フィリップ

コレクション

DVD 9 枚組
商品番号

60481

1,800円

『七つの大罪』

1作品あたり

180円

フランス映画
パーフェクトコレクション

嘆きのテレーズ

DVD 10枚組
商品番号

60369

ご愛用者価格

1,800円

1『恐怖の報酬』
（1953年作・148分）
2『幸福の設計』
（1947年作・85分）
3『とらんぷ譚』
（1936年作・78分）
4『巴里祭』
（1933年作・86分）
5『夜ごとの美女』
（1952年作・86分）
6『田舎司祭の日記』
（1951年作・110分）
7『牝犬』
（1931年作・95分）
8『嘆きのテレーズ』
（1953年作・103分）
9『新学期・操行ゼロ』
（1933年作・44分）
10『恐るべき子供たち』
（1950年作・106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。

セット内容
●モノクロ・
日本語字幕

1『上海から来た女』
（1947年作・87分）
2『死の接吻』
（1947年作・99分）
3『十字砲火』
（1947年作・86分）
『拳銃魔』 4『アリバイなき男』
（1952年作・99分）
5『夜の人々』
（1948年作・95分）
6『街の野獣』
（1950年作・96分）
7『幻の女』
（1944年作・87分）
8『暗黒街の顔役』
（1932年作・93分）
9『拳銃魔』
（1950年作・87分）
10『恐怖省』
（1944年作・86分）

1作品あたり

180 円

サスペンス映画コレクション

『十字砲火』

名優が演じる非情な世界

DVD 10枚組
商品番号

60702

ご愛用者価格

1,800円
セット内容

『無謀な瞬間』

1『復讐は俺に任せろ』
（1953年作・89分）
2『悪魔の往く町』
（1947年作・111分）
3『裸の町』
（1948年作・96分）
4『らせん階段』
（1946年作・84分）
5『天使の顔』
（1953年作・91分）
6『呪いの血』
（1946年作・114分）
7『無謀な瞬間』
（1949年作・79分）
8『ガラスの鍵』
（1942年作・85分）
9『罠』
（1949年作・72分）
10『湖中の女』
（1946年作・98分）
『悪魔の往く町』

●モノクロ・
日本語字幕

1作品あたり

180円

サスペンス映画コレクション

名優が演じる犯罪の世界
DVD 10枚組
商品番号

60608

ご愛用者価格

1,800円

『天使の顔』

『罠』

目が離せない狂気と戦慄の本格サスペンス映画 作品。

●モノクロ・
日本語字幕

ヌ・シニョレが印象的だっ

セット内容

た
『嘆きのテレーズ』
、一攫

千金を狙う男たちが巻き

起こす衝撃の結末に驚か

された『恐怖の報酬』など、

フランス映画史に燦然と

180 円

輝く不朽の名作ばかりを

59

1作品あたり

『愛人ジュリエット』

集めて収録した傑作集。

1『肉体の冠』
（1952年作・97分）
2『悪魔の美しさ』
（1950年作・92分）
3『北ホテル』
（1938年作・92分）
フランス映画
4『旅路の果て』
（1939年作・100分）
（1936年作・40分）
パーフェクトコレクション 5『ピクニック』
6『女だけの都』
（1935年作・109分）
情婦マノン
7『情婦マノン』
（1949年作・100分）
DVD 10枚組
8『罪の天使たち』
（1943年作・86分）
商品番号
60327
9『美女と野獣』
（1946年作・93分）
ご愛用者価格 1,800円 10『うたかたの恋』
（1936年作・93分）

●モノクロ・
日本語字幕

ジャン・コクトー、ルネ・ク

レールなどフランスの巨

匠監督たちが生み出した

偉大な作品が堪能できる

傑 作 集。 砂 漠 の ラ ス ト シ

ーンが衝撃的だった『情婦

マ ノ ン 』を は じ め、フ ラ ン

ス映画ならではの世界観

にたっぷりと浸れる。

セット内容

愛と情熱に満ちた不朽の名作集

ご愛用者価格

50

年代を代表する二枚

●モノクロ・
日本語字幕

『上海から来た女』 『アリバイなき男』

を描く、フィルム・ノワールの名作が集結。

『ボルゲーゼ公園の恋人たち』

ファンファンの名で親しまれた

『白痴』

競演
『失われた想い出』
他、美貌と演技で世界を魅了し

た伝説の名優が、スクリーンで煌いた

セット内容
1『狂熱の孤独』
（1953年作・99分）
2『美しき小さな浜辺』
（1949年作・85分）
3『愛人ジュリエット』
（1951年作・89分）
4『フレール河岸の娘たち』
（1944年作・91分）
5『白痴』
（1946年作・91分）
6『失われた想い出』
（1950年作・122分）
7『星のない国』
（1946年作・91分）
8『七つの大罪』
（1952年作・139分）
9『ボルゲーゼ公園の恋人たち』
（1953年作・89分）

『過去を逃れて』

10

DVD
作品

情け容赦のない裏社会の男たち 陰謀が蠢く甘く危険な世界 スリル満点の駆け引きと謎解き
裏切りと陰謀が渦巻く悪の世界 名優がみせる傑作サスペンス 本格サスペンス映画の傑作選

『善人サム』

名優リチャード・ウィドマークがプロレスの興行師を グレン・フォードがギャングを相手に一人で立ち向かう

『結婚の夜』

『裏切りの街角』

ロバート・ミッチャム、アラン・ラッドなど、名優たち

1,800円

セット内容
1『ギルダ』
（1946年作・109分）
●モノクロ・
1作品あたり
2『その女を殺せ』
（1952年作・71分）
日本語字幕
180 円
3『過去を逃れて』
（1947年作・97分）
4『月光の女』
（1940年作・95分）
（1949年作・88分）
サスペンス映画コレクション 5『裏切りの街角』
（1949年作・94分）
名優が演じる暗黒の世界 6『深夜復讐便』
7『青い戦慄』
（1946年作・99分）
DVD 10枚組
8『暗黒街の弾痕』
（1937年作・86分）
商品番号
60654
9『悪の力』
（1948年作・79分）
ご愛用者価格 1,800円
10『絶壁の彼方に』
（1950年作・99分）

ほか、名優たちがみせる緊張感あ
魅力的に演じた
『街の野獣』
、拳銃に魅せられた男女の 『復讐は俺に任せろ』

60655

ご愛用者価格

『ギルダ』

が非情な裏社会に生きる男を見事に演じ切る。クール

作セット。

ゲーリー・クーパー
珠玉の傑作集
DVD 10枚組
商品番号

10

『不思議の国のアリス』

『青い戦慄』

『拳銃魔』
など裏切りと復讐が渦巻く世界 ふれる駆け引き、衝撃の展開に引き込まれる。最後まで
な タ フ ガ イ に 扮 し た ミ ッ チ ャ ム の『 過 去 を 逃 れ て 』ほ 逃避行を描く

180 円

1作品あたり150円〜257円とお買い得
か、言わずと知れた傑作から隠れた名作までを網羅。

1作品あたり

颯爽とした演技で魅了したハリウッドきっての二枚目

●モノクロ・
日本語字幕

スターの主演映画集。バーバラ・スタンウィックと競 目スター、ジェラール・フィリップ。イヴ・モンタンと

1『教授と美女』
（1941年作・112分）
2『青髭八人目の妻』
（1938年作・85分）
3『摩天楼』
（1949年作・112分）
4『七日間の休暇』
（1930年作・81分）
5『結婚の夜』
（1935年作・83分）
6『クーパーの花婿物語』
（1944年作・91分）
7『善人サム』
（1948年作・114分）
8『将軍暁に死す』
（1936年作・98分）
9『永遠に愛せよ』
（1935年作・85分）
10『不思議の国のアリス』
（1933年作・76分）

演した傑作コメディ『教授と美女』ほか、王道ハリウッ

ド映画から隠れた名 作 ま で 愉 し め る

セット内容

『永遠に愛せよ』

今なお輝きを失わない大スター フランスを魅せた夢の貴公子 愛と感動が織りなす永遠の名作
クープの主演作を集めた傑作選 伝説の名優の軌跡をたどる！ 魔 性 の 女 を 演 じ た シ モ ー

今も色褪せない思い出を名作映画と共にお手元に

★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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●日本語字幕

1作品あたり

●日本語字幕

180円

海賊映画コレクション

波濤の逆賊
DVD 10枚組
商品番号

54540

180円

海賊映画コレクション

大海原の無法者
DVD 10枚組
商品番号

54846

ご愛用者価格

1,800円

1,800円

世界 遺産の街・プラハが舞

59816

ご愛用者価格

セット内容
●カラー・
日本語字幕

1作品あたり

200 円

インモラル
〈禁断の柔肌〉
DVD 9枚組
商品番号
ご愛用者価格

8845

1,800円

1『女豹の喘ぎ』
（ 58分）
2『修道女の懺悔』
（ 56分）
（55分）
3『淫獣の性宴』
（ 56分）
4『背徳の微笑』
5『恥虐の紅いドレス』
（58分）
（56分）
6『羞恥のオードブル』
（59分）
7『倒錯のルージュ』
8『淫惑の果実』
（55分）
9『淫欲のハーレム』
（ 56分）

ペントハウスが制 作 した、

商品番号

台のエロスドラマ短 編 集。

セクシー・ロマン

スカーレットダンサー
DVD 7枚組

を惑わす「女豹の喘ぎ」や、

257円

淫 靡 な タ トゥーの 女 が 男

1作品あたり

大富豪 が女を貪り続ける

●カラー・
日本語字幕

抜 群の美 女 たちが登場 す

セット内容
1『スカーレットダンサー』
（2004年作・89分）
2『デラックス派遣』
（2001年作・90分）
3『スワッピング 偶然の恋人たち』
（2004年作・88分）
（2003年作・93分）
4『診察室』
5『背徳小説 完熟編』
（2004年作・92分）
6『ヴァージンオークション3 振袖の飼育』
（2006年作・88分）
7『エンジェルキッス』
（2002年作・72分）

1『絶海の嵐』
（1942年作・カラー・123分）
2『謎の海賊』
（1952年作・カラー・86分）
3『ゴールデン・ホークの復讐』
（1952年作・カラー・82分）
4『カリブの海賊』
（1952年作・カラー・81分）
5『支那海』
（1935年作・モノクロ・87分）
6『船乗りシンバッドの冒険』
（1947年作・カラー・117分）
7『海賊船シー・デビル号の冒険』
（1953年作・カラー・87分）
8『血に飢えたデイブ』
（1951年作・カラー・76分）
9『激闘』
（1942年作・モノクロ・98分）
10『浮かれ姫君』
（1935年作・モノクロ・104分）

る、
東欧エロスの金字塔。

美女たちが倒錯した欲望

に溺 れていく 姿 を 映 し 出

をめぐる女たちの肉欲が踊

す。ダンス教室で 人の男

る『 ス カ ー レ ッ ト ダ ン サ

ー』
、医師が美しき若妻の快

1

海賊映画コレクション 大海原の無法者

「背徳の微笑」
などスタイル

1『艦長ホレーショ』
（1951年作・カラー・117分）
2『宝島 1934』
（1934年作・モノクロ・103分）
3『北海の子』
（1938年作・モノクロ・110分）
4『ドクター・シン』
（1937年作・モノクロ・80分）
5『バラントレイ卿』
（1953年作・カラー・89分）
6『ジャバへの順風』
（1953年作・カラー・87分）
7『最後の海賊』
（1950年作・カラー・79分）
8『海賊の王子』
（1953年作・カラー・80分）
9『大城塞』
（1950年作・カラー・94分）
10『ビル船長と幸運の金貨』
（1936年作・カラー・61分）

1作品あたり

禁断の欲望に溺れる甘美な肉体

1,800円

ご愛用者価格

セット内容

海賊映画コレクション 波濤の逆賊

DVD
作品

華麗な剣さばき、
巧みな弓使い 猛り狂う荒波を突き進んでいく 背徳の堕天使たちの禁断の性宴
正義のため激しく闘う勇者達 死をも恐れぬ勇敢な海賊たち

セット内容

若 き日のロック・ハドソンの爽 快 な 剣 戟 シーンが楽し 荒波をものともせず七つの

『謎の海賊』

の活躍に胸が躍った。名優

『最後の海賊』

める
『王者の剣 』
、バート・ランカスター が躍 動 感 ある 海 を縦 横 無尽に駆け回り、

1,800円

アクションをみせる
『快傑ダルド』
など、英雄に扮した お宝を手に入れる凶賊たち

60112

ご愛用者価格

楽を密かに覗く
『診察室』
ほ

★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

か、禁 断のエロスの虜にな

1,800円

1「ヴァージンオークション背徳の物語」
（97分）
2「ヴァージンオークション2振袖の調教」
（95分）
3「シスターオークション背徳の尼僧」
（95分）
4「飼育の森」
（101分）
5「プリンセスオークション」
（97分）
6「マシュマロエステ」
（90分）
7「スクールオークション」
（102分）

剣の勇者たち

DVD 10枚組

った女たちの物語が集結。

59812

ご愛用者価格

学 校 で、無 理 や り 服 従 さ せ ら れ

商品番号

セット内容

る。秘密工場で、女子修道院で、

背徳の物語
DVD 7枚組

金髪女性が裸で労働させられる

セクシー・ロマン

性奴隷と化す女性たち。高貴な

●カラー・日本語 1作品あたり
吹き替え付
257円

で 路 頭 に迷 う 少 女 た ち を毒牙に

致へと導く背徳の物語、
全 作。

7

「プリンセスオークション」
、戦争

1,800 円

『ドン・ファンの冒険』

スターたちの活躍が堪能できる冒険活劇の傑作集。

59815

ご愛用者価格

『血闘（スカラムーシュ）』

エロール・フ リ ンの 華 麗 な

商品番号

180 円

愛と冒険の
アクション映画コレクション

剣さばきに惚れ惚れした

ハニーメイド
DVD 7枚組

1作品あたり

家が謎の財宝を求めて大冒

セクシー・ロマン

●日本語字幕

険 を繰 り 広 げる
『 船 乗りシ

257円

『剣侠ロビン』

ンバッドの冒 険 』
な ど痛 快

1作品あたり

1『ドン・ファンの冒険』
（1948年作・カラー・110分）
2『王者の剣』
（1953年作・カラー・80分）
3『快傑ダルド』
（1950年作・カラー・88分）
4『血闘（スカラムーシュ）（
』1952年作・カラー・115分）
5『盗賊王子』
（1951年作・カラー・85分）
6『戦うロビン・フッド』
（1945年作・カラー・86分）
7『伝説の英雄ロビン・フッド』
（1948年作・カラー・71分）
8『剣侠ロビン』
（1950年作・カラー・80分）
9『シラノ・ド・ベルジュラック』
（1950年作・モノクロ・113分）
10『紅はこべ』
（1934年作・モノクロ・97分）

なアクションが存分に味わ

●カラー・
日本語字幕

セット内容

『王者の剣』

える海賊映画の傑作集。

たち。美人メイドの性の奉

に快楽の虜になっていく女

仕に男たちが溺れる『ハニ

ーメイド』
、小説の為に隣家

をゆだねる
『官能小説家』
ほ

の人妻 を観 察し背 徳に身

セット内容

1『クライマックス・フォトグラファー』
（2004 年作・97 分）
2『スレイブオークション 汚れた真実』
（2006 年作・89 分）
3『ヴァージンハンター』
（2007 年作・90 分）
（2004 年作・91 分）
4『官能小説家』
（2004 年作・91 分）
5『下着屋』
6『画廊貴婦人』
（2004 年作・93 分）
（2004 年作・90 分）
7『ハニーメイド』

かける
「飼育の森」
ほか、官能の極

1 「アンニュイ昼下がりの倦怠（
」2003年作・94分）
2 「プリズンオークション」
（2000年作・92分）
3 「プリズンオークション2」
（2001年作・92分）
4 「ボムシェルレイダー」
（2003年作・90分）
5 「ミルキィシャワー快楽授業（
」2003年作・92分）
6 「アフロディーテの吐息」
（1997年作・84分）
7 「インモラルプリズン」
（2003年作・96分）

7

か、めくるめく官能の極致

セット内容

へ導かれる物語、
全 作。

愛欲の世界へと導かれる。良家

純 粋 で 世 間 知 ら ず な 女 た ち が、

妻になるためにセックスを学ぶ
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1,800円

の令嬢ばかりの私立学校で、
良き

59813

ご愛用者価格

しか知らないことを不安に感じ

商品番号

を繰り広げる「アンニュイ」ほか、

アフロディーテの吐息
DVD 7枚組

た男女が、婚前のアバンチュール

セクシー・ロマン

禁断の扉 を開けてしまった女性

吹き替え付）

（79分・日本語字幕）
6 『 マイプライベート セックス』
（80分・日本語字幕）
7『 アンニュイⅡ花嫁の憂鬱』

めくるめく官能の物語が集結。
●カラー・日本語 1作品あたり
吹き替え付
257円

たちが、快楽に溺れ、恍惚の表情

1,800円

セット内容
（92分・日本語吹き替え付）
1 『ロストイノセンス青の果実』
（93分・日本語吹き替え付）
2 『ロストイノセンス赤の果実』
（91分・日本語吹き替え付）
3 『ブランディーヌ甘い肉体』
（82分・日本語吹き替え付）
4 『 クライマックス刑事』
（86分・日本語
5 『 エステ・ド・ロワイヤル２エンドレス』

「ミルキィシャワー」
、お互いの体

ご愛用者価格

を浮かべる官能 作品。自 身にふ

59814

り かかる 性 犯 罪の 数 々にセク シ

商品番号

クス 刑 事 」
、南国での奔放な性が

甘い肉体
DVD 7枚組

ー刑事が立ち向かう「クライマッ

セクシー・ロマン

リーズほか、
女性たちの赤裸々な

257円

展開する「ロストイノセンス」シ

姿を目の当たりにする全 作。

1作品あたり

1,800 円

セット内容
感動の旅 ヨーロッパ列車紀行
1『森と湖の国に遊ぶ』
（フィンランド）
2『海を越え希望を繋いで』
（デンマーク）
3『北欧の鉄道先進国』
（スウェーデン）
4『フィヨルドが生んだ芸術の国』
（ノルウェー）
5『失われた時を求めて』
（ポーランド）
6『聖人の伝説を訪ねて』
（チェコ）
7『山岳地帯の伝統を訪ねて』
（スロバキア）
8『中央大平原を行く』
（ハンガリー）

1作品あたり150円〜257円とお買い得

『バラントレイ卿』
や、冒険

ご愛用者価格

7
●カラー

55597

商品番号

快楽に溺れる女たちの甘い肉体 快楽の虜になった金髪美女たち

1,800 円

アルプスの雄大な景色、森

55596

ご愛用者価格

DVD 8 枚組

と湖で彩られる北欧の美

商品番号

ヨーロッパ列車紀行

しい自然、異国情緒に溢れ

DVD 8 枚組

る都市、歴史を積み重ね風

ヨーロッパ列車紀行

情のある佇まいを見せる

感動の旅

街 ―。 列 車 か ら 眺 め る 美

憧れの旅

しい景色の数々が映像と

225円
●カラー・各巻25分
日本語ナレーション付

な っ て お 茶 の 間 に。 観 て

225 円
●カラー・各巻25分
日本語ナレーション付

セット内容
憧れの旅 ヨーロッパ列車紀行
1『オリエント急行4,000km Part.1』
（フランス・ドイツ）
2『オリエント急行4,000km Part.2』
（オーストリア・ハンガリー）
3『オリエント急行4,000km Part.3』
（ルーマニア・ブルガリア・
トルコ）
4『雄大なるアルプスとやすらぎの湖畔へ』
（スイス）
5『魅惑のアンダルシアを目指して』
（スペイン）
6『古城と名作の舞台に遊ぶ』
（イギリス）
7『幸福で美味しい国』
（イタリア）
8『北欧・中欧の旅』
（北欧・中欧の旅 ハイライトメモリーズ）

癒されるヨーロッパの

1作品あたり

国々の観光名所を列車が

優雅に駆け抜ける。

1作品あたり

風光明媚な観光地を列車がゆく 官能の極致へと導かれる女たち 極致へと導く極上の官能ロマン
心癒されるヨーロッパ鉄道の旅 甘美な愛欲に誘われ、次第
汚れなき乙女の肉体が弄ばれ

今も色褪せない思い出を名作映画と共にお手元に

★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。

60

あなただけのために製造

考古学者と美しい人妻が古代の遺跡で大冒険
著名な考古学者である父の遺志を継ぎ、夫を伴ってラ
夫人のアン。現地で発掘作業を続ける考古学者のマー

ホテップの王墓を探しにエジプトへとやって来た英国
クと知り合ったアンは彼に協力を依頼、 人で父も訪
れた僧院へと向かうが…。考古学者と美しい人妻が王
家の谷の謎に挑む冒険ロマン。ロケ撮影されたスフィ

王家の谷 DVD

朝鮮戦争でミグ戦闘機を 機撃墜し、大空の猛虎の異名

朝鮮戦争の空の英雄を描く航空映画大作

ンクスやピラミッドの偉容に、旅情が掻き立てられる。

激戦史に残る壮烈なビルマ撤退作戦
１９４４年 月、敵陣深く行軍したスコット中尉率いる

※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。

ビルマ撤退作戦をアメリカ側の視点で鋭く描き出す。

を取ったジョセフ・マッコーネルをアラン・ラッドが演じ
クリーン狭しと飛び回るジェット機の迫力も見もの。

には更に過酷な戦闘が待っていた。史上稀に見る激戦・ た戦争大作。壮大なスリルと人間味に満ちたドラマ、ス

小隊は激闘の末に日本軍基地の制圧に成功するが、小隊

16

女学生からの感謝のキスを妻に
見られ、
准教授が離婚の危機に。
窮 地 に 陥 っ た 彼 は 自 分 がFB
I捜査官でキスは任務の一環だ

ったと嘘をつくが国際的なスパ
イ戦に発展し大騒動が起こる。

ト設計もポイント。

にも困らないコンパク

続 も 簡 単 で、 置 き 場 所

て 再 生 を 押 す だ け。 接

ク ト。 操 作 は 簡 単、
DVDデ ィ ス ク を 入 れ

ヤ ー を、 編 集 部 が セ レ

いい。そんな気持に応えるオンデマン
ドDVD対 応 の プ レ ー

鮮明画像かつ簡単操作のプレーヤーが

品。 い つ で も 気 軽 に 楽 し み た い か ら、

待ちに待った、懐かしのお気に入り作

シンプル操作の楽々プレーヤー

オンデマンドDVDを満喫！

カラー作品

オンデマンド DVD とは

様

3

1 枚から製造するので今まで DVD が
入手困難だった名作・傑作が手に入る
ほしかった映画のDVDを買いたいが
どこにも売っていない、お店に聞いても
廃盤と言われてしまった…。そんな中、
映像と音の友社は
「オンデマンド
（注文生
産）
」
できる独自のルートで今まで未販売
作品だったものを、このたびご愛用者様
だけに特別ご提供できることとなりまし
た。お客様より注文が来てから 枚ずつ
生産いたします。もちろん品質は通常の
DVDと変わりません。権利元許諾も受
けた正規流通製品となります。
この
「 オン デマンド
（注文生産）
」特別
ページは、ご要望の多い
「 西部劇 」「 戦 争
も の 」「 ア クション」等を中心に、毎月作
品内容を替えてカタログに継続して掲載
いたします。毎月チェックしていれば今ま
で探していた映画に出会えるかもしれませ
ん。他では手に入らない特別企画です。こ
のチャンスをお見逃しなく。

映画会社
（権利元）

注文に応じて製造

権利元許諾作品

オンデマンド製造会社

客

映像と音の友社
お

の同名小説を映画化した作品。

英国の文豪トーマス・ハーディ

の婚約者を奪い取ってしまう…。

は豪農からの求婚を断り、女中

世紀イングランド。伯父から
農場を受け継いだ美しき女主人

リゾート地で巻き起こる恋の嵐 女牧場主を惑わす運命の悪戯 妻についた嘘が大騒動に発展

明るく楽しい若さ溢れる青春映画
休暇で賑わう保養地パームスプリングに
大学生たちがやって来た。医学部のジム
は警察署長の娘と惹かれ合うが、まわり
で次々と騒動が巻き起こる。トロイ・ド
ナヒューが歌う主題歌も大ヒット、人気
俳優が勢揃いした陽気な青春恋愛映画。

描いた名匠の遺作。

る。人種問題をテーマに

思わぬ事件へと発展す

悪徳警官だったことから

し妻の浮気相手が白人の

妻との離婚を画策。しか

裕福な黒人ジョーンズが

思春期の少女の切ない初恋物語 ウィリアム・ワイラーの遺作
色っぽい魅力で人気を博した女優、
スザンナ・ヨークのデビュー作。バ
カンスでフラ
ンスへやって
来た 歳の少
女が、ホテル
の女主人の恋

3,800 円
ご愛用者価格

すっきりデザイン
送料950円
（税別）

4,980 円

陽動作戦 DVD

62
※
「オンデマンド（注文生産）」ですが皆様からのご要望の作品を DVD 化できるシステムではございません。権利元許諾を受けた作品の  みとなりますので、作品のリクエストは受けかねます。何卒ご了承願います。

63

●出演：エリノア・パーカー／ロバート・
商品番号
60477
テ イ ラ ー ／ カ ル ロ ス・ト ン プ ソ ン
（1954年作・カラー・86分・日本語字幕） ご愛用者価格 3,800 円

マッコーネル物語 DVD

60456

ご愛用者価格

3,800 円
60555

商品番号

60359

商品番号

※製品の品質向上のため、
仕様は予告なく変更される場合があります。

20543

商品番号

●出演：スザンナ・ヨーク／ダニエル・ダリュー

色鮮やか
音声クリア

オンデマンドDVD対応

人へ惹かれて

カラー作品

高品質の音響効果

●出演：ジェフ・チャンドラー
／タイ・ハーディン／ピータ
ー・ブラウン（1961年作・カラ
ー・98 分・日本語字幕）

!!
19

●出演：アラン・ラッド／ジェ
ームズ・ホイットモア／ジュー
ン・アリソン（1955 年作・カラ
ー・107分・日本語字幕）

●サイズ：幅 225×高さ46×奥行 200mm（突起部含まず）
●重
量（ 約 ）
：0.7kg ● 対 応フォーマット：DVDビデオ、VRモード、
MPEG1、MPEG2、MP3、JPEG ● 対 応 メ デ ィ ア：DVD、
DVD-R、CD、CD-R●付属品：AV ケーブル、
リモコン、動作確認
用電池×2、取扱説明書、保証書
（1 年保証）
●中国製

DVDプレーヤー

※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。

L.B.ジョーンズの解放 DVD

商品番号

いく姿を細や
かに綴る。

女になる季節 DVD

リモコン付き

3,800 円
ご愛用者価格

3,800 円 （1961年作・カラー・100 分・日本語字幕）
60305

ご愛用者価格

3,800 円

60714

商品番号

●出演：
トニー・カーティス／
ジャネット・リー／ディーン・
マーティン
（1959年作・モノ
クロ・115分・日本語字幕）

奥様ごめんなさい

DVD

●出演：ジュリー・クリステ
ィ／アラン・ベイツ／テレ
ンス・スタンプ（1967年作・
カラー・170分・日本語字幕）

遥か群衆を離れて DVD

商品番号

オンデマンドDVD対応
軽量0.7kg

3,800 円

商品番号

60330
ご愛用者価格

※注意：オンデマンド方式で製造したディスクは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、ご発注お願いいたします。
ご利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

ご購入の前にDVDプレーヤー
をご確認下さい

1

16

ご愛用者価格

オンデマンド流通のしくみ

1

ご愛用者価格

3,800 円
商品番号

60257

●出演：
トロイ・ドナヒュー
／コニー・スティーブンス
／タイ・ハーディン
（1963
年作・カラー・100分・日本
語字幕）

パームスプリングの週末 DVD

●出演：リー・Ｊ・コッブ／ロ
スコー・リー・ブラウン／ヤフ
ェット・コットー
（1969年作・
カラー・102分・日本語字幕）
ご愛用者価格

通常では手に入らない稀少作品をあ なたのために復刻するオンデマンドDVD 第36弾！
特別企画

インターネットでも
誌面がご覧頂けます

2019 年 Vol.270

7 月号

◆お買得作品も続々登場、西部劇
◆名作から最新作まで揃う戦争映画
◆大興奮！手に汗握るアクション映画
◆何度でも、
じっくり観たい時代劇

フランスの2 大スター競演

『最後の標的』初登場！

©2018「日日是好日」
製作委員会

2018年劇場公開

にち にち これ こう じつ

日日是好日
DVD

商品番号
ご愛用者価格

商品番号

56023

3,900円

BD 56096

ご愛用者価格

4,800 円

最 新 作

●出演：黒木華／樹木希林
／多部未華子／鶴田真由／
鶴見辰吾
（H30年作・カラー・
100分）

※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。

茶道の素晴らしさを伝えて大ヒット
樹木希林が遺した一期一会の感動作

真面目で理屈屋の大学生・典子が
母親の勧めで
“お茶”を習うこと
になった。いとこの美智子と一緒
に茶道教室の門をくぐった典子
は、
初めてのことに戸惑うばかり。
しかし通い続けるうちに彼女は
安らぎを覚えていく。森下典子の人気
エッセイを新旧の実力派キャストで映
画化した心温まる物語。茶道教室の先
生との出会いを通してヒロインが成長
していく姿を瑞々しいタッチで綴る。

今月のいちおし

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

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
ご注文専用
FAX

お問合せ
電 話

あの作品が観たかった…

お客さまからのリクエスト大特集

商品は
完全包装で
密送します

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

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。

※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 カタログ有効期限
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 2019年10月20日
い希望の方はご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
まで
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。 係番号 7907

※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

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

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）

