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再始動を経て更なる躍進を遂げた3人の
“今”を魅せた圧巻のライヴがここに!

KAT-TUN
KAT-TUN

LIVE TOUR 2018 CAST

4.17
DVD&Blu-ray

■Blu-ray【完全限定盤】（2枚組）
JAXA-5084 ¥7,407+税
■DVD【初回盤】（3枚組）
JABA-5333 ¥5,972+税
■DVD【通常盤】（2枚組）
JABA-5336 ¥4,444+税

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

■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

その他のリリース情報!!

関西ジャニーズJr.の西畑大吾出演、高橋一生が動物行動学を
教える大学講師役を演じたコミカル・ハートフルドラマ！

3.29
DVD&Blu-ray

僕らは奇跡でできている
DVD-BOX／Blu-ray BOX

★DVD-BOX（7枚組）：TCED-4420 ¥20,900+税／★Blu-ray BOX（5枚組）：TCBD-833 ¥26,400+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9枚目のオリジナル・アルバム『CAST』を引っ提げ、全国8ヶ所を回った4年
ぶりの全国ツアー“KAT-TUN LIVE TOUR 2018 CAST”より、ツアーファイ
ナルの地となった大阪城ホール公演の模様をパッケージ化！

March 2019March 2019March 2019

監督・撮影：木村大作による映像美と、主演：岡田准一らによる
斬新な殺陣、心に沁みる繊細な物語で贈る“美しい時代劇”！

4.17
DVD&Blu-ray

散り椿

★DVD（2網組）：TDV-29065D ¥4,700+税
★Blu-ray（2網組）：TBR-29064D ¥5,700+税

Blu-ray【完全限定盤】（2枚組）
★特製Double sideフォトブックレット（84P）封入／スペシャルパッケージ仕様

初回盤A（CD＋DVD）
★Special Photo Book（歌詞つき）［40P］／プレゼントカード（シリアルコード
入り）／初回限定豪華ジャケットケース（三方背＋デジパック仕様）

初回盤B（CD＋DVD）
★メンバーソロブック［12p×4］／プレゼントカード（シリアルコード入り）／
初回限定豪華ジャケットケース（三方背＋デジパック仕様）

通常盤（2CD）
★初回封入特典：プレゼントカード（シリアルコード入り）

更新日：3月1日

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

4.3
SINGLE

■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

初回盤A（CD＋DVD）

＜CD＞ ①君を待ってる　②風に乗れ　③宙（SORA）
＜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）封入

通常盤（CD only）

＜CD＞ ①君を待ってる　②風に乗れ　③グッとGood Life ④Wake me up
★先着特典：クリアポスター

（A3サイズ）封入

『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

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

2019年第1弾となるニュー・シングルは、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！ 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！！ 初回限定盤には、
「crystal」Music Clip & Making ＆ソロアングルを、期間限定-多謝台湾-盤には、
台湾メイキング映像を収録したDVDを付属。

DVD【初回盤】（3枚組）
★LIVE PHOTOブックレット（52P）封入／スペシャルパッケージ仕様

DVD【通常盤】（2枚組）
★フォトリーフレット封入

初回盤B（CD＋DVD）

＜CD＞ ①君を待ってる　②風に乗れ　③Spark and Spark
＜DVD＞・『King & Prince TV＃2 ～ホントのとこどうなの？グランプリ～』
★先着特典：ステッカーシート封入

「イノセントデイズ」「カラクリだらけのテンダネス」「すっぴんKISS」を含む全16曲
を収録した、約1年ぶりとなる通算6枚目のオリジナル・アルバム！

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

A.B.C-Z
Black Sugar

3.27
SINGLE

■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

“A.B.C-Z 2018-2019 Love Battle Tour”横浜アリーナ公演の中で突如発表
された新曲がシングルとしてリリース！
【初回盤A・B】★結成10周年記念スペシャルキャンペーンカード封入
【通常盤】★結成10周年記念スペシャルキャンペーンカード封入、

封入特典A（仮）付、ピクチャーレーベル仕様（初回プレス分のみ）

ジャニーズトピックス!!

ジャニーズ事務所が本格的にインターネットに進出！
関西ジャニーズJr.内のユニット、なにわ男子の
メンバーとしても活躍している藤原丈一郎と大橋和也
が、第一弾の演者を担当！

ジャニーズ初の
バーチャルアイドルが2人誕生！

初演から50年となる伝説の舞台が、3月29日に遂に
スクリーンへ！ 次世代を担うライジング・スター、
東西ジャニーズJr.が勢揃いした、日本発のミュージ
カル・エンターテイメント！！

ジャニー喜多川製作総指揮、
舞台『少年たち』が初映画化決定！

“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

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！

“音楽でハグする”をテーマに掲げた
通算8枚目のオリジナル・アルバム!

Kis-My-Ft2
FREE HUGS！

4.24
ALBUM

■初回盤A（CD＋DVD）
AVCD-96288 ¥3,800+税
■初回盤B（CD＋DVD）
AVCD-96289 ¥3,800+税
■通常盤（2CD）
AVCD-96290 ¥3,300+税

初回盤A（CD＋DVD）
★ボーナストラック「新曲A」収録

初回盤B（CD＋DVD）
★ボーナストラック「新曲B」収録

通常盤（2CD）
★メンバーソロ曲7曲収録

映画『トラさん～僕が猫になったワケ～』主題歌「君を大好きだ」、コーワCMソング
「君、僕。」「L.O.V.E.」ほかを収録した、通算8枚目のオリジナル・アルバム！ 7つの
個性が光るキスマイならではの新たなステージへと歩き出す！！

平野紫耀（King & Prince）主演！ 累計200万部突破の星森
ゆきもによる大人気コミックが待望の映画化！

5.9
DVD&Blu-ray

ういらぶ。

★豪華版（3枚組） DVD：TCED-4461 ¥6,200+税／Blu-ray：TCBD-841 ¥7,200+税
★通常版　　　　 DVD：TCED-4462 ¥3,800+税／Blu-ray：TCBD-842 ¥4,800+税

“中島健人（Sexy Zone）×遠藤憲一”の禁断バディが魅せる
新時代の痛快刑事エンターテインメント！

5.15
DVD&Blu-ray

ドロ刑 －警視庁捜査三課－

★DVD-BOX（6枚組）：VPBX-14818 ¥19,000+税
★Blu-ray BOX（6枚組）：VPXX-71701 ¥24,000+税

今年デビュー5周年を迎えるジャニーズWESTのメンバー7
人全員が主役を務めたNetflixオリジナルドラマ。

5.29
DVD&Blu-ray

炎の転校生REBORN

★DVD（2枚組）：JABA-5331 ¥5,400+税
★Blu-ray（2枚組）：JAXA-5082 ¥5,800+税


