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大人気アニメ『ONE PIECE』主題歌と
清水翔太作詞・作曲による両A面!

V6
Super Powers／Right Now

1.16
SINGLE

初回盤A（CD＋DVD）

★トールケース、スリーブ仕様／シリアルナンバー（動画特典A）封入

■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

Sexy Zoneが新たな色を塗り足した
全国コンサートツアーの模様が映像化!

Sexy Zone
SEXY ZONE

repainting Tour 2018

1.9
DVD&Blu-ray

■初回盤（2枚組）
DVD PCBP-53262 ¥6,000+税
Blu-ray PCXP-50625 ¥6,500+税
■通常盤（2枚組）
DVD PCBP-53263 ¥5,000+税
Blu-ray PCXP-50626 ¥5,500+税

北山宏光主演! 初の猫役に挑む
映画『トラさん～僕が猫になったワケ～』主題歌!

Kis-My-Ft2
君を大好きだ

2.6
SINGLE

■初回盤（CD＋DVD）
AVCD-94356 ¥1,600+税
■EXTRA盤（初回盤）（CD＋DVD）
AVCD-94357 ¥3,900+税
■通常盤（CD only）
AVCD-94358 ¥1,000+税

その他のリリース情報!!

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。

Sexy Zoneが新たな色を塗り足した全国コンサートツアーから、2018年5月4日
の横浜アリーナ公演の模様が映像化！ 初回限定盤には、各メンバーソロアングル
（Unreality／イノセントデイズ／PEACH !）、恋愛シミュレーションコーナー
「やっと来たか オレのピーチ」全国傑作選を収録。通常盤には、映像特典として
「Document Movie of SEXY ZONE repainting Tour 2018」を収録。

January 2019January 2019January 2019

初回限定盤（2枚組）

★スペシャル・フォトブック（32P）付／オリジナルトレーディングカード【ソロ
5枚】セット封入／初回限定豪華ジャケットケース（三方背＋デジパック仕様）

2018年のアリーナツアーから、最終公演の模様が映像化!
1.16

DVD&Blu-ray

NEWS
NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA

★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

初回盤（CD＋DVD）

＜CD＞ ①君を大好きだ　②タイトル未定A
＜DVD＞・君を大好きだ（MV & Makingを収録）

・新企画！「キスマイもしもシリーズ～第一弾～」

EXTRA盤（初回盤）（CD＋DVD）

＜CD＞ ①君を大好きだ
＜DVD＞・「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2018 YOU&ME Extra Yummy!!」

通常盤（CD only）

＜CD＞ ①君を大好きだ　②Hurray! Hurray!
③タイトル未定B ④タイトル未定C

新体制後初の5大ドームツアーから、最終公演の模様が映像化!
1.23

DVD&Blu-ray

関ジャニ∞
関ジャニ'sエイターテインメント GR8EST

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

更新日：12月25日

伊野尾 慧×戸塚祥太主演で贈る、
日本テレビ深夜ドラマ「シンドラ」第5弾!

トーキョーエイリアン
ブラザーズ

1.16
DVD&Blu-ray

■原作：真造圭伍「トーキョーエイリアンブラザーズ」
（小学館 ビッグスピリッツコミックス刊）

脚本：片岡 翔
■出演：伊野尾 慧（Hey! Say! JUMP）／戸塚祥太（A.B.C-Z）ほか
■2018年／日本／収録分数未定
★アウターケース+デジパック仕様／
ブックレット付

■DVD BOX（3枚組）
JABA-5325 ¥13,000+税

■Blu-ray BOX（3枚組）
JAXA-5074 ¥16,000+税

ドラマ 伊野尾 慧、戸塚祥太主演

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!

2.20
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

検察側の罪人
映画 木村拓哉、二宮和也主演

『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!

3.20
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

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

ジャニーズWESTの2019年の幕開けを飾る
ダブルAサイドシングル!

ジャニーズWEST
ホメチギリスト／傷だらけの愛

1.30
SINGLE

■初回盤A（CD＋DVD）
JECN-552 ¥1,400+税
■初回盤B（CD＋DVD）
JECN-554 ¥1,400+税
■通常盤（CD only）
JECN-556 ¥1,100+税

初回盤A（CD＋DVD）★2面4Pジャケット仕様

＜CD＞ ①ホメチギリスト　②傷だらけの愛　③④は①②のオリジナル・カラオケ
＜DVD＞・「ホメチギリスト」Music Clip & Making

初回盤B（CD＋DVD）★2面4Pジャケット仕様

＜CD＞ ①傷だらけの愛　②ホメチギリスト　③④は①②のオリジナル・カラオケ
＜DVD＞・「傷だらけの愛」Music Clip & Making

通常盤（CD only）★3面6Pジャケット仕様

＜CD＞ ①ホメチギリスト　②傷だらけの愛
③大阪とんとんダンス　④バレバレンタイン

記念すべき通算50枚目を飾るシングルは、現在放送中の大人気アニメ『ONE
PIECE』主題歌「Super Powers」と、清水翔太作詞・作曲による大人の恋愛ソング
「Right Now」からなるダブルAサイドシングル！

風間俊介出演、女性の“婚活”をポップに描いた、波瑠主演の
痛快サバイバル・コメディ！ 全10話を収録。

1.23
DVD&Blu-ray

サバイバル・ウェディング
DVD-BOX／Blu-ray BOX

★DVD-BOX（6枚組）：VPBX-14780 ¥19,000+税／★Blu-ray BOX（6枚組）：VPXX-71670 ¥24,000+税

1.9
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

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。

1.9
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！

2.6
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。

ジャニーズトピックス!!
■この冬の新ドラマから、ジャニーズ勢
出演TVドラマをピックアップ！
1月13日　WOWOWプライム 日曜22：00 スタート
滝沢秀明 主演
「連続ドラマW 孤高のメス」

1月7日　フジテレビ系 月曜21：00 スタート
錦戸 亮 主演
「トレース～科捜研の男～」

1月18日　テレビ東京系 金曜20：00 スタート
風間俊介 出演
「記憶捜査～新宿東署事件ファイル～」

1月21日　テレビ東京系 月曜22：00 スタート
丸山隆平 出演
「よつば銀行 原島浩美がモノ申す！

～この女に賭けろ～」

1月21日　日本テレビ系 月曜24:59 スタート
上田竜也 主演、重岡大毅 出演
「節約ロック」

初回盤B（CD＋DVD）

★トールケース、スリーブ仕様／シリアルナンバー（動画特典B）封入

通常盤（CD only）

★トールケース、初回スリーブ仕様／シリアルナンバー（動画特典C）封入


