
EXPRESSSEXPRESS

8人の強い絆と未来への揺るぎない決意を体現した、
熱狂のライヴが待望の映像化!

Hey! Say! JUMP
Hey! Say! JUMP LIVE TOUR
SENSE or LOVE

7.24
DVD&Blu-ray

■DVD 初回盤（3枚組）
JABA-5350 ¥5,800+税
■DVD 通常盤（2枚組）
JABA-5353 ¥4,800+税
■Blu-ray 初回盤（2枚組）
JAXA-5092 ¥5,800+税
■Blu-ray 通常盤
JAXA-5094 ¥4,800+税

“火”をテーマに、ライヴとの繋がりをより高めた
渾身のニュー・アルバム!

KAT-TUN
IGNITE

7.31
ALBUM

■初回盤1（CD＋DVD）
JACA-5796 ¥3,300+税
■初回盤2（CD＋DVD）
JACA-5798 ¥3,200+税
■通常盤（CD only）
JACA-5800 ¥2,800+税

その他のリリース情報!!

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。

6thアルバム『SENSE or LOVE』を引っさげたコンサートツアーより、東京ドーム
公演の模様をパッケージ化！ 初回盤には、特典映像としてドームツアーの舞台裏
を収めたメイキング映像を収録。通常盤には、約20分のオマケ映像をシークレット
収録。

July 2019July 2019July 2019

9.4
DVD&Blu-ray

トラさん～僕が猫になったワケ～

★トラさん版　Blu-ray+DVD：JAXA-5090 ¥6,400+税／2DVD：JABA-5347 ¥5,800+税
★通常版　 DVD：JABA-5349 ¥3,800+税

初回盤

★ライヴフォトブックレット（60P）封入／特殊パッケージ（デジパック仕様）

初回盤1（CD+DVD）

★歌詞フォト・ブックレット（52P）封入／スペシャル・パッケージ仕様

初回盤2（CD+DVD）

★歌詞ブックレッ（24P）＋ポスター封入／スペシャル・パッケージ仕様

通常盤（CD only）

★歌詞ブックレット（32P）封入

更新日：7月2日

ドームツアー中の“キスマイ”が放つ、
勢いを感じさせる攻めのダンスナンバー!

Kis-My-Ft2
HANDS UP

7.10
SINGLE

■初回盤A（CD＋DVD）
AVCD-94541 ¥1,600+税
■初回盤B（CD＋DVD）
AVCD-94542 ¥1,600+税
■通常盤（CD only）
AVCD-94543 ¥1,000+税

初回盤A（CD＋DVD）

＜CD＞ ①HANDS UP ②OPaPiPo
＜DVD＞・「HANDS UP」MUSIC VIDEO & メイキングドキュメント

通常盤（CD only）

＜CD＞ ①HANDS UP ②真夏と太陽　③永遠結び　④Go for it！

A.B.C-Zが新たな風を吹かせる
待望の最新アルバムが完成!

A.B.C-Z
Going with Zephyr

8.7
ALBUM

■初回盤A（CD＋DVD）
PCCA-4813 ¥3,800+税
■初回盤B（CD＋DVD）
PCCA-4814 ¥3,800+税
■通常盤（CD only）
PCCA-4815 ¥3,000+税

“新しい未来へ進んでいく”をテーマに、メンバー5人でこの10年間の軌跡を改めて
振り返り、様々な経験を受け入れた上で“新しい風に乗って行こう”“新しい風を
吹かしていこう”という強い意志と挑戦の気持ちを込めたアルバムが完成！
【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／

三方背BOX仕様
【通常盤】★初回特典：結成10周年記念スペシャルキャンペーンカード封入／

ピクチャーレーベル仕様

全員を疑え。犯人は、この中にいる。
東野圭吾、新たなる傑作ミステリーが映画化!

8.7
DVD&Blu-ray

“潜入捜査官×ホテルマン”正反対のコンビが、連続殺人事件に挑む！ 東野圭吾の
新たなる傑作ミステリーが、木村拓哉×長澤まさみ初共演で映画化！
■監督：鈴木雅之　■出演：木村拓哉／長澤まさみ　ほか
■2019年／日本／本編133分
【豪華版】★特典ディスク3枚（DVD）付

■DVD 豪華版（4枚組）
TDV-29160D ¥7,000+税

■Blu-ray 豪華版（4枚組）
TBR-29159D ¥7,800+税

■DVD 通常版
TDV-29161D ¥3,800+税

映画 木村拓哉主演

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！

僕とシッポと
神楽坂

7.26
DVD&Blu-ray

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

ドラマ 相葉雅紀主演

DVD-BOX／Blu-ray-BOX
【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）

7.17
DVD&Blu-ray

必殺仕事人2019 

★DVD：PCBE-56156 ¥3,800+税
★Blu-ray：PCXE-50888 ¥4,700+税

7.3
DVD&Blu-ray

来る

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

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！

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。

北山宏光が映画初主演で初の猫役に挑んだ、人気コミックが
原作のコミカルな家族ドラマ！

マスカレード・
ホテル

通常盤

★3面6Pリーフレット封入

初回盤B（CD＋DVD）

＜CD＞ ①HANDS UP ②永遠結び
＜DVD＞・「永遠結び」＜Lip ver.＞ ・「ルラルララ」＜Hug movie＞

・Jacket Shooting &「永遠結び」Special Interview

2019年2月10日の大阪城ホール公演の模様が
待望のパッケージ化!

ジャニーズWEST
ジャニーズWEST LIVE TOUR 2019

WESTV!

7.10
DVD&Blu-ray

■DVD 初回仕様（2枚組）
JEBN-274 ¥5,900+税
■DVD 通常仕様（2枚組）
JEBN-276 ¥5,500+税
■Blu-ray 初回仕様（2枚組）
JEXN-1112 ¥6,400+税
■Blu-ray 通常仕様（2枚組）
JEXN-113 ¥5,900+税

通算5枚目のアルバム『WESTV！』を引っさげた“LIVE TOUR 2019 WESTV！”
から、2019年2月10日の大阪城ホール公演の模様が待望の映像化！ 音楽・バラ
エティ・ニュースにトークにと、あらゆるジャンルを詰め込んだTV番組！？

初回仕様

★ブックレット（36P）、着せ替えカード8枚封入／初回スペシャルTVパッケージ

通常仕様

★ブックレット（8P）封入

約1年ぶりとなるオリジナル・アルバムは、長きにわたる活動を経た今の3人が体現
する“KAT-TUNの王道”をベースに、スリリングで滾るような熱と力強さを持った
全13曲を収録！ 初回盤1には、アルバム・リード曲「DANGER」のビデオ・クリップ＋
メイキングを、初回盤2には、「GO AHEAD」のビデオ・クリップを収録したDVD
を付属。通常盤は、ボーナス・トラック1曲を加えた全14曲を収録。

ジャニーズトピックス!!
■この夏の新ドラマから、ジャニーズ勢
出演TVドラマをピックアップ！
7月8日　フジテレビ系 月曜21:00 スタート

森本慎太郎 出演「監察医 朝顔」
7月10日　テレビ朝日系 水曜21:00 スタート

東山紀之 主演「刑事7人 第5シリーズ」

7月13日　日本テレビ系 土曜22:00 スタート

増田貴久 出演「ボイス 110緊急指令室」
7月20日　BS日テレ 土曜23:30 スタート
橋優斗、猪狩蒼弥、作間龍斗、岩崎大昇、

佐藤龍我、中村嶺亜、織山尚大、正門良規、
濱田崇裕 主演
「恋の病と野郎組」
7月22日　日本テレビ系 月曜24:59 スタート
岩本 照、ラウール、渡辺翔太、目黒 蓮 主演
「簡単なお仕事です。に応募してみた」

7月26日　NHK総合 金曜22:00 スタート
重岡大毅 出演
「これは経費で落ちません！」
7月26日　テレビ朝日系 金曜23:15 スタート

山田涼介 主演「セミオトコ」

滝沢秀明が初の外科医役に挑むヒューマンドラマ！全8話を収録。
9.13
DVD&Blu-ray

連続ドラマW  孤高のメス
DVD-BOX／Blu-ray BOX

★DVD-BOX（5枚組）：TCED-4548 ¥17,000+税
★Blu-ray BOX（3枚組）：TCBD-863 ¥21,000+税


