
EXPRESSSEXPRESS

錦戸 亮主演のフジテレビ系月9ドラマ
『トレース～科捜研の男～』主題歌！

関ジャニ∞
crystal

3.6
SINGLE

■初回盤（CD＋DVD）
JACA-5766 ¥1,400+税
■通常盤（CD only）
JACA-5768 ¥1,143+税
■期間限定-多謝台湾-盤（CD＋DVD）
JACA-5769 ¥1,600+税

“バーチャル体験”をテーマにした
歴代最高の超大作!

NEWS
WORLDISTA

2.20
ALBUM

★3Dメガネシート入りスペシャルパッケージ仕様／ブックレット（28P）付

■初回盤（CD＋DVD）
JECN-557 ¥3,800+税
■通常盤（CD only）
JECN-559 ¥3,000+税

その他のリリース情報!!

“キンプリ”�橋海人・神宮寺勇太・岩橋玄樹の初主演ドラマ！
4.10

DVD&Blu-ray

部活、好きじゃなきゃダメですか？
DVD-BOX／Blu-ray BOX

★DVD-BOX（3枚組）：JABA-5328 ¥13,000+税
★Blu-ray BOX（3枚組）：JAXA-5079 ¥16,000+税

4.24
DVD&Blu-ray

累-かさね-

★DVD【通常版】：TDV-29078D ¥3,800+税
★2Blu-ra&DVD【豪華版】：TBR-29077D ¥5,800+税

4.5
DVD

ぬけまいる～女三人伊勢参り～

★DVD（2枚組）：NSDS-23627 ¥7,600+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。

通算10枚目となるアルバムは、『NEVERLAND』（2017）、『EPCOTIA』（2018）
の世界観を引き継ぐ、ファンタジックで壮大なアルバム・プロジェクト第3弾！
日本テレビ系『ロシア 2018』テーマソング「BLUE」、日本テレビ系日曜ドラマ
『ゼロ 一獲千金ゲーム』主題歌「「生きろ」」、日本テレビ系『FIFAクラブワールド
カップ UAE 2018』テーマソング「SPIRIT」ほか、全17曲を収録予定。初回盤
には、「WORLDISTA Ver.10 & Making」を収録したDVDを付属。通常盤には、
ボーナストラック数曲を収録予定。

通常盤（CD only）

＜CD＞　 ①crystal ②タイトル未定A ③タイトル未定B
④～⑥は①～③のオリジナル・カラオケ

期間限定-多謝台湾-盤（CD＋DVD）

＜CD＞　 ①crystal
＜DVD＞・台湾メイキング映像

February 2019February 2019February 2019

シリーズ最大のスケールと感動で贈る、集大成となる劇場版!3.20
DVD&Blu-ray

劇場版 コード・ブルー
-ドクターヘリ緊急救命-
★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

初回盤（CD＋DVD）

北山宏光主演映画『トラさん～僕が猫になったワケ～』主題歌!
2.6
SINGLE

Kis-My-Ft2
君を大好きだ

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

A.B.C-Zシングル史上最も“妖艶（セクシー）”なダンスナンバー!
3.27

SINGLE

A.B.C-Z
Black Sugar

★初回盤A（CD＋DVD）：PCCA-4754 ¥1,600+税
★初回盤B（CD＋DVD）：PCCA-4755 ¥1,600+税／★通常盤（CD only）：PCCA-4756 ¥1,100+税

更新日：1月30日

ジャニーズトピックス!!

今年、結成20周年を迎える国民的アイドル・
グループの嵐が、2020年12月31日をもって、
嵐としての活動を休止することを電撃発表。

嵐、2020年末での
グループ活動休止を発表

滝沢秀明が芸能界引退後に初めて演出を手掛ける
「滝沢歌舞伎ZERO」の主演に、Snow Manが
抜擢。2006年に誕生した“和のスーパーエンタ
テインメント”をタッキーから継承します！見所は、
桜吹雪100kg、雪500kg、3人乗りメカ
太鼓！！

タッキー“後継者”に指名！
Snow Manが

「滝沢歌舞伎ZERO」主演

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。

滝沢秀明（第3回ゲスト）出演！ 直木賞作家・朝井まかての
「ぬけまいる」をドラマ化！！ 三十路を過ぎた女三人組が、
江戸から伊勢へ抜け参る！！！

横山 裕出演！ 松浦だるまの人気コミックを、土屋太鳳×芳根
京子主演で映画化した、愛と狂気のシンデレラストーリー！

一歩を踏み出せない人たちに贈る、
エネルギッシュなエールソング!

King & Prince
君を待ってる

3.20
SINGLE

初回盤A（CD＋DVD）

＜CD＞　 ①君を待ってる　②風に乗れ　③タイトル未定A
＜DVD＞・君を待ってる（Music Video） ・Making of 君を待ってる
★先着特典：フォトカード（A5サイズ）

■初回盤A（CD＋DVD）
UPCJ-9005 ¥1,500+税
■初回盤B（CD＋DVD）
UPCJ-9006 ¥1,500+税
■通常盤（CD only）
UPCJ-5003 ¥1,000+税

通常盤（CD only）

＜CD＞　 ①君を待ってる　②風に乗れ　③タイトル未定C ④タイトル未定D
★先着特典：クリアポスター（A3サイズ）

人生の様々なページを切り取った、
約1年ぶりとなる6thアルバム！

Sexy Zone
PAGES

3.13
ALBUM

★Special Photo Book［40P］／プレゼントカード／豪華ジャケットケース

■初回盤A（CD＋DVD）
PCCA-5076 ¥3,600+税
■初回盤B（CD＋DVD）
PCCA-5077 ¥3,500+税
■通常盤（2CD）
PCCA-5078 ¥3,000+税

約1年ぶりとなる通算6枚目のオリジナル・アルバム！ 初回限定盤Aには、「La
Sexy Woman」Music Clip、Making of「La Sexy Woman」Music Clip &
Jacket Shootingを、初回限定盤Bには、「Sexy Zone富士湖畔旅～Sexy
サイクリングで新たな1PAGEを刻め！～」を収録したDVDを付属。通常盤には、
各メンバーソロ曲計4曲を収録したCDを付属。

初回盤A（CD＋DVD）

TVアニメ『逆転裁判 Season 2』
OPテーマを収録した両A面シングル！

山下智久
Reason／Never Lose

2.13
SINGLE

■初回盤A（CD＋DVD）
SECL-2401 ¥1,600+税
■初回盤B（CD＋DVD）
SECL-2403 ¥1,600+税
■通常盤（CD only）
SECL-2405 ¥1,300+税

読売テレビ・日本テレビ系テレビアニメ『逆転裁判～その「真実」、異議あり！～
Season 2』オープニング・テーマとしてオンエア中の「Never Lose」、1月放送回
からオンエアとなる新オープニング・テーマ「Reason」を収録した両A面シングル！
【初回盤】★ブックレット（12P）付／デジパック仕様
【通常盤】★初回特典：三方背スリーブケース付、リリックアナザージャケットカード

4枚封入

A.B.C-Zとファンで繰り広げた
Love Battleの模様がパッケージ化！

A.B.C-Z
A.B.C-Z 2018
Love Battle Tour

1.30
DVD&Blu-ray

2018年8月15日の国際フォーラム公演をほぼノンカットで映像化！
【初回盤】★スペシャルフォトブック（32P）／ポストカード6枚セット／

豪華ジャケットケース／スペシャルキャンペーンカード
【通常盤】★初回特典：スペシャルキャンペーンカード

■初回盤（2枚組）
DVD PCBP-55581 ¥6,300+税
Blu-ray PCXP-50637 ¥6,800+税
■通常盤（2枚組）
DVD PCBP-55582 ¥5,500+税
Blu-ray PCXP-50638 ¥6,000+税

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

初回盤B（CD＋DVD）

＜CD＞　 ①君を待ってる　②風に乗れ　③タイトル未定B
＜DVD＞・『King & Prince TV＃2』
★先着特典：ステッカーシート

★ブックレット（20P）付

通常盤（CD only）

★メンバーソロブック［10p×4］／プレゼントカード／豪華ジャケットケース

初回盤B（CD＋DVD）

★初回封入特典：プレゼントカード

通常盤（2CD）

ドライブ感溢れるデジタルロックサウンドに仕上がった、グループとして進化を
続ける新機軸的楽曲！！

初回盤A（CD＋DVD）

＜CD＞　 ①crystal ②タイトル未定A
＜DVD＞・crystal（Music Clip & Making & ソロアングル）


