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新体制として初の5大ドームツアーから、
千秋楽となった福岡公演の模様を映像化!

関ジャニ∞
関ジャニ's

エイターテインメント
GR8EST

20191.23
DVD&Blu-ray

■DVD 初回盤（4枚組）
JABA-5255 ¥6,500+税
■DVD 通常盤（2枚組）
JABA-5259 ¥4,500+税
■Blu-ray盤（2枚組）
JAXA-5077 ¥6,500+税

その他のリリース情報!!

12.18
DVD&Blu-ray

銀魂2 掟は破るためにこそある

20191.9
DVD&Blu-ray

空飛ぶタイヤ

★豪華版（2枚組）DVD：DASH-19 ¥5,800+税／Blu-ray：SHBR-517 ¥6,700+税
★通常版　　 DVD：DASH-20 ¥3,800+税／Blu-ray：SHBR-518 ¥4,700+税

初回盤・限定盤は数量に限りがございますので、店頭にてご確認ください。

新体制として初となる5大ドームツアー『関ジャニ'sエイターテインメント
GR8EST』より、千秋楽となった9月16日の福岡公演の模様を収録！

December 2018December 2018December 2018

更新日：12月6日

ジャニーズトピックス!!

平成最後の『紅白歌合戦』。ジャニーズからは、嵐、
関ジャニ∞、Sexy Zone、Hey! Say! JUMP、
そして初出場となるKing & Princeの計5組が
出場！ 尚、一昨年の相葉雅紀、昨年の二宮和也に
つづき、白組司会を嵐の櫻井 翔が務めます！！

『第69回NHK紅白歌合戦』の
出場歌手が決定！

佐藤勝利出演、菜々緒が“悪魔”のような人事コンサルタント
を演じた痛快オーフィス・エンターテインメント！

12.12
DVD&Blu-ray

Missデビル 人事の悪魔・椿眞子
DVD-BOX／Blu-ray BOX 

★DVD-BOX（6枚組）：VPBX-14740 ¥19,000+税／★Blu-ray BOX（6枚組）：VPXX-71639 ¥24,000+税

横山 裕（関ジャニ∞）出演、沢村一樹主演で贈る潜入捜査
アクションエンターテインメントドラマ！ 全10話を収録。

20191.9
DVD&Blu-ray

絶対零度～未然犯罪潜入捜査～
DVD-BOX／Blu-ray BOX

★DVD-BOX（6枚組）：PCBC-61774 ¥19,000+税／★Blu-ray BOX（4枚組）：PCXC-60088 ¥23,500+税

事故か、事件か――。長瀬智也主演、観る者すべての勇気を
問う、世紀の大逆転エンタテインメント！

★プレミアム･エディション（2枚組）
DVD：10007-37268 ¥6,990+税／Blu-ray：10007-37267 ¥7,990+税

★ブルーレイ スチールブック仕様【2500セット限定生産】
Blu-ray：10007-37269 ¥6,490+税

★DVD：10007-37271 ¥3,990+税／★Blu-ray：10007-37270 ¥4,990+税

堂本 剛出演、大ヒット映画『銀魂』の続編！

アルバム『EPCOTIA』を引っさげた
アリーナツアーの最終公演が映像化!

NEWS
NEWS ARENA TOUR
2018 EPCOTIA

20191.16
DVD&Blu-ray

■初回盤（3枚組）
DVD JEBN-269 ¥7,300+税
Blu-ray JEXN-106 ¥7,800+税
■通常盤（2枚組）
DVD JEBN-272 ¥6,600+税
Blu-ray JEXN-109 ¥7,100+税

“宇宙旅行”をテーマにした通算9枚目のアルバム『EPCOTIA』を引っさげた
アリーナツアー“NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA”のファイナルと
なった、さいたまスーパーアリーナ公演の模様が映像化！ 4人のEPCOTIA
ATTENDANTが、素敵な宇宙空間へとご案内いたします！！

初回盤（3枚組）

★ブックレット（28P）付／プレミアムパッケージ仕様

20192.6
DVD&Blu-ray

ゼロ 一獲千金ゲーム
DVD-BOX／Blu-ray BOX

★DVD-BOX（7枚組）：VPBX-14779 ￥22,800+税／★Blu-ray BOX（7枚組）：VPXX-71665 ￥28,800+税

加藤シゲアキ（NEWS）主演、NEWSのメンバーも友情出演
するサバイバル・サスペンス！ 全10話を収録。

DVD 通常盤（2枚組）

★歌詞カード封入

DVD 初回盤（4枚組）

★ライヴフォトブック2冊（札幌28P／福岡28P）、歌詞カード封入／特製BOX仕様

Blu-ray盤（2枚組）

★特典映像収録／歌詞カード封入

通常盤（2枚組）

★折りポスター封入

20191.16
DVD&Blu-ray

トーキョーエイリアンブラザーズ
DVD BOX／Blu-ray BOX

DVD BOX（3枚組）：JABA-5325 ¥13,000+税／Blu-ray BOX（3枚組）：JAXA-5074 ¥16,000+税

Hey! Say! JUMPの伊野尾 慧、A.B.C-Zの戸塚祥太が主演
を務めた、日本テレビ深夜ドラマ『シンドラ』第5弾！

超巨大火山“鬼界カルデラ”の秘密に
探検家・滝沢秀明が迫るドキュメンタリー！

滝沢秀明の
火山探検紀行
巨大カルデラの謎に迫る

12.12
DVD■DVD

NSDS-23465 ¥3,800+税

これまで世界各地の秘境探検に挑んできた“タッキー”こと俳優・歌手の滝沢秀明
は今、「地球の鼓動」を直に感じられる火山に大きな魅力を感じているという。
中でも注目しているのが過去1万年で地球最大の噴火を起こした超巨大火山“鬼界
カルデラ”だ。超巨大カルデラ噴火はいつか必ず起こるといわれながら、発生の
メカニズムがほとんど解明されていない。長い間、謎に包まれてきた美しくも
荒々しい“鬼界カルデラ”の秘密に、探検家・滝沢秀明が迫る！

久保田利伸×KinKi Kids、
お互いの世界観が見事に融合したミディアムバラード!

KinKi Kids
会いたい、会いたい、会えない。

12.19
SINGLE

■初回盤A（CD＋DVD）
JECN-547 ¥1,400+税
■初回盤B（CD＋DVD）
JECN-549 ¥1,400+税
■通常盤（CD only）
JECN-551 ¥1,100+税

通算40枚目となるニュー・シングルは、KinKi Kidsがブランドキャラクターを
務めるジュエリーブランド、BijoudeのTV-CFソング！ 昨年リリースの「The
Red Light」に続き、久保田利伸書き下ろしによる楽曲で、切なさの中にも前向きな
力強さを感じさせる珠玉のミディアムバラード！！
【初回盤A／通常盤】★3面6Pジャケット仕様
【初回盤B】★2面4Pジャケット仕様

木村拓哉VS二宮和也×原田眞人監督が贈る、
日本映画史に名を残す新たな傑作!

20192.20
DVD&Blu-ray

『犯人に告ぐ』の雫井脩介が2013年に発表し、社会派ミステリーの最高傑作と
高く評価された『検察側の罪人』を、木村拓哉×二宮和也という日本が誇るトップ
スター2人の競演で映画化！
■原作：雫井脩介「検察側の罪人」（文春文庫刊）／監督・脚本：原田眞人
■出演：木村拓哉　二宮和也　吉高由里子・松重 豊／山　 努
■2018年／日本／本編約123分
【豪華版】★特典ディスク、ブックレット付

■豪華版（3枚組）
DVD TDV-29041D ¥6,800+税
Blu-ray TBR-29040D ¥7,800+税
■通常版
DVD TDV-29042D ¥3,800+税

『コード・ブルー』10年の集大成。
シリーズ最大のスケールと感動で贈る劇場版!

20193.20
DVD&Blu-ray

■豪華版（3枚組）
DVD PCBC-52636 ¥6,800+税
Blu-ray PCXC-50145 ¥8,600+税
■通常版
DVD PCBC-52637 ¥3,800+税
Blu-ray PCXC-50146 ¥4,700+税
■4K Ultra HD Blu-ray

豪華版（4枚組）
Blu-ray PCWC-57002 ¥9,700+税

初のコンサートツアーから、大阪城ホール公演が映像化!
12.12
DVD&Blu-ray

King&Prince
King&Prince First Concert Tour 2018

★初回盤　2DVD：UPBJ-9001 ¥6,000+税／2Blu-ray：UPXJ-9001 ¥6,500+税
★通常盤　2DVD：UPBJ-1001 ¥5,000+税／Blu-ray：UPXJ-1001 ¥5,500+税

大人気アニメ『ONE PIECE』主題歌を含む、両A面シングル!
20191.16

SINGLE

V6
Super Powers／Right Now

★初回盤A（CD＋DVD）：AVCD-94269 ¥1,800+税
★初回盤B（CD＋DVD）：AVCD-94270 ¥1,800+税／★通常盤（CD only）：AVCD-94271 ¥1,200+税

相葉雅紀が若き獣医師を演じた、癒し系ヒューマンドラマ！
全8話を収録。

20197.26
DVD&Blu-ray

僕とシッポと神楽坂
DVD-BOX／Blu-ray BOX

★DVD-BOX（5枚組）：HPBR-333 ¥19,000+税／★Blu-ray-BOX（5枚組）：HPXR-333 ¥24,000+税

検察側の罪人
映画 木村拓哉、二宮和也主演

コード・ブルー
-ドクターヘリ緊急救命-

映画 山下智久主演、有岡大貴出演

劇場版

■監督：西浦正記 ■出演：山下智久／新垣結衣／戸田恵梨香／比嘉愛未／浅利陽介 ほか
■2018年／日本／本編約127分

タキツバから16年間の感謝を込めて、
ベスト・アルバムがリリース!

タッキー＆翼
Thanks Two you

12.26
ALBUM

■初回盤（5CD＋2DVD）
AVCD-96066 ¥4,800+税
■初回盤（5CD＋Blu-ray）
AVCD-96071 ¥4,800+税
■通常盤（5CD）
AVCD-96076 ¥3,900+税

シングル全表題曲、アルバムリード曲など、タキツバ楽曲44曲、それぞれの
初CD化音源含む、滝沢秀明ソロ12曲、今井翼ソロ12曲、全68曲がリマスタ
リングで収録。DVD&Blu-rayには、ミュージックビデオ26曲と、ミュージック
ビデオオフショット映像21曲を収録。

初回盤

★三方背BOX デジパック仕様

通常盤

★初回特典：スリーブ仕様

特典映像

★薩摩硫黄島での島暮らし
★しゃく熱の島で岩石採取の特訓
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