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井ノ原快彦主演ドラマ『特捜9』主題歌&
セブンネットショッピングTVCMソング!

V6
ある日願いが叶ったんだ／

All For You

6.5
SINGLE

初回盤A（CD＋DVD）★シリアルナンバー封入

＜CD＞ ①ある日願いが叶ったんだ　②All For You
＜DVD＞・ある日願いが叶ったんだ（Music Video）ほか

■初回盤A（CD＋DVD）
AVCD-94504 ¥1,800+税

■初回盤B（CD＋DVD）
AVCD-94505 ¥1,800+税

■通常盤（CD only）
AVCD-94506 ¥1,200+税

快進撃を続ける“キンプリ”が、
いよいよ待望の1stアルバムをリリース!

King & Prince
King & Prince

6.19
ALBUM

■初回盤A（CD＋Blu-ray）
UPCJ-9007 ¥4,100+税

■初回盤A（CD＋DVD）
UPCJ-9008 ¥3,600+税

■初回盤B（2CD）
UPCJ-9009 ¥3,600+税

■通常盤（CD only）
UPCJ-1001 ¥3,000+税

その他のリリース情報!!

錦戸 亮×新木優子×船越英一郎の異色トリオで魅せる、本格
科捜研サスペンス！全11話を収録。

6.26
DVD&Blu-ray

トレース～科捜研の男～
DVD-BOX／Blu-ray BOX

★DVD-BOX（6枚組）：TCED-4517 ¥23,400+税／★Blu-ray BOX（4枚組）：TCBD-856 ¥28,800+税

上田竜也×重岡大毅で贈るコメディドラマ！ 全10話を収録。
8.28
DVD&Blu-ray

ドラマ「節約ロック」
DVD BOX／Blu-ray BOX

★DVD BOX［4枚組（3DVD+CD）］：JABA-5338 ¥13,000+税
★Blu-ray BOX［4枚組（3Blu-ray+CD）］：JAXA-5086 ¥16,000+税

6.21
DVD&Blu-ray

サイバー・ミッション

★豪華版（2枚組） DVD：HPBR-390 ¥5,800+税／Blu-ray：HPXR-390 ¥6,800+税
★通常版 DVD：HPBR-391 ¥3,900+税／Blu-ray：HPXR-391 ¥4,800+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。

初回盤B（CD＋DVD）★シリアルナンバー封入

＜CD＞ ①ある日願いが叶ったんだ　②All For You
＜DVD＞・All For You（Music Video）ほか

通常盤（CD only）★シリアルナンバー封入

＜CD＞ ①ある日願いが叶ったんだ　②All For You
③タイトル未定1 ④タイトル未定1
⑤～⑧は①～④のInstrumental

4月3日発売のニュー・シングル「君を待ってる」もオリコンランキング1位を記録
するなど、快進撃を続けるKing & Princeが、待望の1stアルバムをリリース！
デビュー曲「シンデレラガール」をはじめ、全シングルと新曲も多数収録された、
今の“キンプリ”が全て詰まった1枚！！
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6.5
DVD&Blu-ray

ニセコイ

★豪華版（3枚組） DVD：TCED-4487 ¥6,500+税／Blu-ray：TCBD-850 ¥7,500+税
★通常版　　　　 DVD：TCED-4488 ¥3,800+税

初回盤A・B

★スペシャルパッケージ仕様

更新日：4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）★歌詞ブックレット（16P）封入

＜CD＞ ①Lucky-Unlucky ②Oh! my darling ③Last Dance
＜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／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 ③Entertainment
④バンビーノ
⑤～⑧は①～④のオリジナル・カラオケ

初回盤2（CD＋DVD）★歌詞ブックレット（16P）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）

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1（DVD＋GOODS）★歌詞ブックレット封入
＜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

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!

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

二階堂ふみとのダブル主演を務める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』主題歌となる、キャリア初のソロシングル！ ドラマの世界観と
リンクする、儚さと力強さが共存した、彼の魅力が存分に体現された1曲！！
【初回盤1】★歌詞ブックレット（24P）封入／スペシャルパッケージ仕様
【初回盤2】★歌詞ブックレット（20P）封入

こわいけど、面白いから、観てください。
人間の心の闇を描く、かつてない最恐エンターテインメント!

来る

7.3
DVD&Blu-ray

大ヒット映画『告白』の中島哲也監督が、岡田准一を主演に迎え、第22回日本ホラー
小説大賞受賞作を映画化！
■監督：中島哲也
■出演：岡田准一／黒木 華／小松菜奈／松たか子／妻夫木 聡　ほか
■2018年／日本／本編約134分
【Blu-ray 豪華版】★特典ディスク（Blu-ray）付／アウターケース仕様

■DVD
TDV-29154D ¥3,800+税

■Blu-ray 豪華版（2枚組）
TBR-29153D ¥6,800+税

映画 岡田准一主演

約13万人動員の全国ツアーを収録した、
約4年半ぶりとなるライヴ映像作品!

山下智久
TOMOHISA YAMASHITA LIVE TOUR 2018

UNLEASHED
-FEEL THE LOVE-

5.22
DVD&Blu-ray

■初回盤（2枚組）
DVD SEBL-272 ¥6,500+税
Blu-ray SEXL-134 ¥7,400+税
■通常盤（2枚組）
DVD SEBL-274 ¥5,500+税
Blu-ray SEXL-136 ¥6,400+税

亀梨和也
Rain

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

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。

7.26
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

ジャニーズトピックス!!

2018年のデビュー以来快進撃を続け、2018年の
話題を独占したKing & Prince。4月3日発売の
ニュー・シングル「君を待ってる」もオリコンランキング
1位を記録。その勢い止まぬ中、いよいよ待望の1st
アルバムが発売！ デビュー曲「シンデレラガール」を
はじめ、全シングルと新曲も多数収録された、今の
King & Princeが全て詰まった1枚！ 初回限定盤A
（CD＋Blu-ray／DVD)には、新曲のミュージック・
ビデオ、メイキングなどを収録。初回限定盤B（2CD)
には、Jr時代の楽曲を収録予定！！

King & Princeの1stアルバムが
6月19日に発売決定!!

中島健人×中条あやみW主演！ 強制的に恋人のフリをさせ
られた二人が繰り広げる、ゼッタイ無理！な恋愛抗争コメディ！！

ハンギョン、リディアン・ヴォーン、リー・ユエン、山下智久の
豪華スター共演で贈るノンストップ・サイバー・アクション！

2018年12月、約2年ぶりに開催され、約13万人を動員し大成功に終えた全国
コンサートツアーの模様が映像化！
【初回盤】★ブックレット（64P）封入／豪華三方背BOXケース付／デジパック仕様
【通常盤】★ブックレット（12P）封入

全形態共通 初回特典

★1stアルバム『King & Prince』発売記念キャンペーン 応募用シリアルナンバー
封入


