救いたい命がある。癒したい心がある。
相葉雅紀×動物による究極の癒し系ヒューマンドラマ！

ドラマ 相葉雅紀主演
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June 2019

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。
デビュー20年の軌跡を完全網羅した
最強のオールタイム・ベスト!

嵐

-Typhoon Generation-

5×20 All the BEST!!
1999-2019
自身2作目となるオールタイム・ベスト・アルバムは、デビュー・シングル「A・RA・SHI」
から、最新シングル「君のうた」までのシングル全表題曲63曲に加え、現在ツアーでも
披露している20周年アニバーサリーソング「5×20」を加えた全64曲を収録。
初回盤①
★スペシャル・ポートレート、歌詞ブックレット（72P）封入／
豪華スペシャル・パッケージ仕様
初回盤②
★歌詞フォトブックレット（100P）封入／三方背デジパック仕様
通常盤
★歌詞ブックレット（36P）2冊＜1999-2009／2009-2019＞封入
■初回盤①（4CD＋DVD） JACA-5782 ¥6,111+税
■初回盤②（4CD＋DVD） JACA-5787 ¥4,815+税
■通常盤 （4CD）
JACA-5792 ¥4,259+税

⑤感謝カンゲキ雨嵐
＜CD DISC-2＞
①サクラ咲ケ
②WISH
③きっと大丈夫
④アオゾラペダル
⑤Love so sweet
⑥We can make it！
＜CD DISC-3＞
①マイガール
②Troublemaker
③Monster
④To be free
⑤Love Rainbow
⑥Dear Snow
＜CD DISC-4＞
①GUTS！
②誰も知らない
③Sakura
④青空の下、キミのとなり
⑤愛を叫べ
⑥復活LOVE
⑦I seek

⑥君のために僕がいる
⑦時代
⑧a Day in Our Life
⑨ナイスな心意気
⑩PIKA☆NCHI
⑪とまどいながら

⑫ハダシの未来
⑬言葉より大切なもの
⑭PIKA☆NCHI DOUBLE
⑮瞳の中のGalaxy
⑯Hero

⑦Happiness
⑧Step and Go
⑨One Love
⑩truth
⑪風の向こうへ
⑫Beautiful days

⑬Believe
⑭明日の記憶
⑮Crazy Moon

⑦果てない空
⑧Lotus
⑨迷宮ラブソング
⑩ワイルド アット ハート
⑪Face Down
⑫Your Eyes

⑬Calling
⑭Breathless
⑮Endless Game
⑯Bittersweet

⑧Daylight
⑨Power of the Paradise
⑩I'll be there
⑪つなぐ
⑫Doors

⑬Find The Answer
⑭夏疾風
⑮君のうた
⑯5×20

＜DVD＞ ※初回盤①のみ
・
「5×20」ビデオ・クリップ＋メイキング

King & Prince
King & Prince
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。
最新シングル「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、
「Naughty Girl」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、ジャニーズJr.時代の楽曲も収録！！
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
初回盤A

⑪Dance with me
⑫Super Duper Crazy
⑬Memorial
⑭Letter
（岸 優太、永瀬 廉、神宮寺勇太）
⑮Song for you 〜君を信じて〜
⑯君に ありがとう
⑰King & Prince, Queen & Princess
（※⑰は通常盤のみに収録）

＜CD DISC-2＞ ※初回盤Bのみ
①サマー・ステーション
②Hello!!!ハルイロ
③勝つんだWIN!
④MIXTURE
⑤Bounce To Night
⑥OH! サマー KING

⑦Alright
⑧THE DREAM BOYS
⑨Prince Princess
⑩You are my Princess
⑪描いた未来〜たどり着くまで〜

＜Blu-ray／DVD＞ ※初回盤Aのみ
・
「Naughty Girl」Music Video
・
「Naughty Girl」Music Video & ジャケット撮影 メイキング
・
「Naughty Girl」Music Video メンバーソロver.
・
「Naughty Girl」Music Video ダンスver.
・
「King & Princeプレミアムトーク」
〜メンバーがデビューから未来の展望まで本音で語る！！〜

★スペシャルパッケージ仕様（リアル3Dジャケット付、32Pブックレット）
■初回盤A（CD＋Blu-ray） UPCJ-9007 ¥4,100+税
■初回盤A（CD＋DVD）
UPCJ-9008 ¥3,600+税

ALBUM

＜CD DISC-1＞
①シンデレラガール
②Sha-la-laハジけるLove
③君を待ってる
④Naughty Girl
⑤Can't Stop Now
⑥マホロバ
⑦別々の空
⑧Moon Lover
⑨FEEL LIKE GOLD
⑩Big Bang（平野紫耀、 橋海人）

初回盤B

■初回盤B（2CD）
UPCJ-9009 ¥3,600+税
■通常盤（CD only） UPCJ-1001 ¥3,000+税

■DVD-BOX（5枚組）
HPBR-333 ¥19,000＋税
■Blu-ray-BOX（5枚組）
HPXR-333 ¥24,000＋税

7.26

DVD&Blu-ray

⑯Everything

収録曲

★スペシャルパッケージ仕様
（トールケースサイズ、32Pフォトブックレット、三方背ケース）

【初回限定封入特典】
★坂の上動物病院お守り風キーホルダー
【封入特典】
★特製ブックレット（24P予定）

〜キミ・ハ・ムテキ〜

6.26

〜勇気の軌跡〜

＜DVD＞ ※初回盤②のみ
・
「ARASHI LIVE CLIPS」

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!

DVD-BOX／Blu-ray-BOX

収録曲
＜CD DISC-1＞
①A・RA・SHI
②SUNRISE日本
③HORIZON
④台風ジェネレーション

僕とシッポと
神楽坂

6.19
ALBUM

ドラマのオープニング・テーマとCMソングからなる
両A面シングル!

NEWS

トップガン／Love Story
テレビ東京系ドラマBiz『よつば銀行 原島浩美がモノ申す！〜この女に賭けろ〜』
オープニング・テーマ「トップガン」と、GREE NEWSに恋して CMソング
「Love Story」からなる両A面シングル！
【初回盤】★6面12Pジャケット仕様
【通常版】★4面8Pジャケット仕様／スペシャルステッカー（初回プレス分のみ）

■初回 トップガン 盤（CD＋DVD）
JECN-0565 ¥1,400+税
■初回 Love Story 盤（CD＋DVD）
JECN-0567 ¥1,400+税
■通常盤（CD only）
JECN-0569 ¥1,100+税

6.12
SINGLE

その他のリリース情報!!

6.5
SINGLE

6.5

DVD&Blu-ray

6.21

DVD&Blu-ray

6.26

DVD&Blu-ray

V6
ある日願いが叶ったんだ／All For You
井ノ原快彦主演ドラマ『特捜9』主題歌&CMソング!
★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

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

¥7,500+税

サイバー・ミッション
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！
★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

トレース〜科捜研の男〜
DVD-BOX／Blu-ray BOX
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。
★DVD-BOX（6枚組）
：TCED-4517 ¥23,400+税／★Blu-ray BOX（4枚組）
：TCBD-856 ¥28,800+税

7.3

DVD&Blu-ray

7.17

DVD&Blu-ray

8.28

DVD&Blu-ray

来る
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！
★DVD 通常版：TDV-29154D ¥3,800+税
★Blu-ray 豪華版（2枚組）
：TBR-29153D ¥6,800+税

必殺仕事人2019
主演の東山紀之をはじめ、松岡昌宏、知念侑李が出演する
人気時代劇シリーズの2019年版。
★DVD：PCBE-56156 ¥3,800+税
★Blu-ray：PCXE-50888 ¥4,700+税

「節約ロック」

ドラマ
DVD BOX／Blu-ray BOX

上田竜也×重岡大毅で贈るコメディドラマ！ 全10話を収録。
★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

カンテレ開局60周年特別ドラマ

9.27「僕が笑うと」
DVD

井ノ原快彦×上戸 彩が夫婦役としてドラマ初共演！ 戦時中の
大阪を舞台に、激動の時代を生きた家族の絆の物語。

★TCED-4537

¥4,000+税

自身が主演を務める
TBS系 金曜ドラマ『インハンド』オープニング曲!

山下智久
CHANGE
主人公の心の声を描き自身が作詞したという、約5年半ぶりのドラマタイアップ曲！
【 共通特典 】★イベント参加応募シリアルコード付チラシ封入
【完全限定盤】★30cm LPサイズ紙ジャケット仕様
【 初回盤 】★ブックレット（12P）封入／デジパック仕様
【 通常盤 】★初回特典：リリックアナザージャケットカード2封入、
オリジナル動画視聴シリアルコード付きチラシ封入、
三方背スリーブケース付
■完全限定盤（CD only）
SECL-2467 ¥1,204+税
■初回盤（CD＋DVD）
SECL-2468 ¥1,389+税
■通常盤（CD only）
SECL-2470 ¥1,111+税

6.19
SINGLE

ジャニーズ トピックス!!
20年の〈これまで〉と〈これから〉に、ありがとう。

嵐から大切なファンの皆様へ
最大の愛と感謝を込めて贈る、
最強のオールタイム・ベストがリリース!
ファンとともに歩んだ20年間の軌跡を完全網羅。珠玉
の楽曲たちを純粋に楽しめることは勿論、20年間の
旅路の中で5人それぞれが何を見て、何を感じてきた
のかについて触れながら、さらに彼らを深く知ること
ができる最強のベスト盤！ 初回盤①には、
「5×20」
ビデオ・クリップ＋メイキングを、初回盤②には、
デビューコンサートから現在に至るまで、彼らのパフォー
マ ン ス の 変 遷 を た ど る こと が で き る L I V E 映 像 集
「ARASHI LIVE CLIPS」を収録したDVDを付属。
更新日：5月30日

