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テレビ朝日系 金曜ナイトドラマ
『家政夫のミタゾノ』主題歌!

Hey! Say! JUMP
愛だけがすべて

-What do you want?-

5.29
DVD SINGLE

■初回盤1（DVD＋GOODS）
JABA-5342 ¥1,833+税

■初回盤2（DVD＋CD）
JABA-5343 ¥1,602+税

■通常盤（DVD＋CD）
JABA-5345 ¥1,318+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。

April 2019April 2019April 2019

更新日：3月26日

知念侑李主演ドラマの主題歌と、
山田涼介ソロ楽曲からなる両A面シングル!

Hey! Say! JUMP／
山田涼介

Lucky-Unlucky／Oh! my darling

5.22
SINGLE

初回盤1（CD＋DVD＋GOODS）

＜CD＞ ①Lucky-Unlucky ②Oh! my darling ③タイトル未定A
＜DVD＞ ①Lucky-Unlucky（ビデオ・クリップ＋メイキング）
★Lucky-Unlucky持っていてトートバッグ、歌詞ブックレット（16P予定）封入／
スペシャルBOX仕様

■初回盤1（CD＋DVD＋GOODS）
JACA-5777 ¥1,796+税

■初回盤2（CD＋DVD）
JACA-5779 ¥1,250+税

■通常盤（CD only）
JACA-5781 ¥1,064+税

通常盤（CD only）

＜CD＞ ①Lucky-Unlucky ②Oh! my darling ③タイトル未定B
④タイトル未定C
⑤～⑧は①～④のオリジナル・カラオケ

ジャニーズトピックス!!
■この春の新ドラマから、ジャニーズ勢
出演TVドラマをピックアップ！
4月6日　フジテレビ系 土曜23:40 スタート
藤ヶ谷太輔 主演
「ミラー・ツインズ season1」
4月10日　テレビ朝日系 水曜21：00 スタート
井ノ原快彦 主演
「特捜9 season2」

4月10日　日本テレビ系 水曜22：00 スタート
小瀧 望 出演
「白衣の戦士！」
4月11日　フジテレビ系 木曜22：00 スタート
亀梨和也 主演／重岡大毅 出演
「ストロベリーナイト・サーガ」
4月12日　TBS系 金曜22：00 スタート
山下智久 主演
「インハンド」

4月16日　フジテレビ系 火曜21：00 スタート
松村北斗 出演
「パーフェクトワールド」
4月16日　TBS系 火曜22：00 スタート
中丸雄一 出演
「わたし、定時で帰ります。」
4月19日　テレビ朝日系 金曜23:15 スタート
松岡昌宏 主演／伊野尾 慧 出演
「家政夫のミタゾノ」
4月20日　日本テレビ系 土曜22：00 スタート
永瀬 廉、道枝駿佑、長尾謙杜 出演
「俺のスカート、どこ行った？」

4月22日　日本テレビ系 月曜24：59 スタート
知念侑李 主演
「頭に来てもアホとは戦うな！」
5月5日　BSプレミアム 日曜22：00 スタート
風間俊介 主演
「おしい刑事」

フジテレビ系ドラマ 木曜劇場
『ストロベリーナイト・サーガ』主題歌!

亀梨和也
Rain

5.15
SINGLE

■初回盤1（CD＋2DVD）
JACA-5771 ¥3,500+税

■初回盤2（CD＋DVD）
JACA-5774 ¥1,815+税

■通常盤（CD only）
JACA-5776 ¥1,143+税

“音楽でハグする”をテーマに掲げた8thアルバム!

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

再始動を経て更なる躍進を遂げた3人の圧巻のライヴ!

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

Kis-My-Ft2
FREE HUGS！

KAT-TUN
KAT-TUN LIVE TOUR 2018 CAST

初回盤2（CD＋DVD）★歌詞ブックレット（16P予定）封入

＜CD＞ ①Oh! my darling ②Lucky-Unlucky
③真夜中のシャドーボーイ～SENSE or LOVE Remix～

＜DVD＞ ①Oh! my darling（ビデオ・クリップ＋メイキング）

初回盤1（DVD＋GOODS）
＜DVD＞ ①②愛だけがすべて-What do you want?-（ビデオ・クリップ＆メイキング）
★愛だけがスカーフ、歌詞ブックレット封入／スペシャルBOX仕様

通常盤（DVD＋CD）
＜DVD＞ ①愛だけがすべて-What do you want?-（ビデオ・クリップ）
＜CD＞ ①DVD①楽曲を収録

初回盤2（DVD＋CD）★歌詞ブックレット封入
＜DVD＞ ①愛だけがすべて-What do you want?-（ビデオ・クリップ）

②DVD①楽曲の＜ミタゾノバージョン＞（ビデオ・クリップ＆メイキング）
＜CD＞ ①タイトル未定

日本テレビ系水曜ドラマ『白衣の戦士！』
主題歌となる全力応援ソング!

ジャニーズWEST
アメノチハレ

4.24
SINGLE

■初回盤A（CD＋DVD）
JECN-560 ¥1,400+税

■初回盤B（CD＋DVD）
JECN-562 ¥1,400+税

■通常盤（CD only）
JECN-564 ¥1,100+税

自身初となる奈良・東大寺での
1日限りの奉納演奏の模様が映像化!

堂本 剛
堂本剛 東大寺LIVE2018

4.10
DVD&Blu-ray

■DVD
JEBR-26 ¥6,200+税

■Blu-ray
JEXR-10 ¥6,800+税

一歩を踏み出せない人たちに贈るエールソング!

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

その他のリリース情報!!

東山紀之主演の刑事ドラマ『刑事7人』待望の第4シリーズ！
全10話を収録。

4.3
DVD

刑事7人 Ⅳ
DVD-BOX

★DVD-BOX（6枚組）：PCBE-63754 ¥19,000+税

“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

4.5
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！！！

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

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

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！


