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フジテレビ系『ワールドカップバレー2019』
大会テーマソング!

ジャニーズWEST
Big Shot!!

10.9
SINGLE

初回盤A（CD＋DVD）★2面4Pジャケット仕様

＜CD＞ ①Big Shot!! ②Go Low Low ③④は①②のオリジナル・カラオケ
＜DVD＞・「Big Shot!!」Music Clip & Making

■初回盤A（CD＋DVD）
JECN-570 ¥1,400+税
■初回盤B（CD＋DVD）
JECN-572 ¥1,400+税
■通常盤（CD only）
JECN-574 ¥1,100+税

こんなHey! Say! JUMP見たことない！
唯一無二の世界観で魅せる超意欲作!!

Hey! Say! JUMP
PARADE

10.30
ALBUM

★歌詞フォトブックレット封入／特殊パッケージ仕様

■初回盤1（CD＋DVD）
JACA-5811 ¥3,300+税
■初回盤2（CD＋DVD）
JACA-5813 ¥3,300+税
■通常盤（CD only）
JACA-5815 ¥2,800+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。

今年も乗りに乗るHey! Say! JUMPが、“夢”と“妖し”をテーマに据えたニュー・
アルバムをリリース！ 初回盤1には、リード曲「獣と薔薇」のビデオ・クリップ＆
メイキングを、初回盤2には、「パレードが始まる」のビデオ・クリップ＆メイキング
を収録したDVDを付属。通常盤には、“じゃんぷぅ”によるミニドラマ付きの
テーマ曲「ぷぅのうた」と、もう1曲をボーナストラックとして収録。

通常盤（CD only）★3面6Pジャケット仕様　

＜CD＞ ①Big Shot!! ②虹の旅　③WESTォォォォ!!! ～愛のセッション～
④～⑥は①～③のオリジナル・カラオケ
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初回盤（CD＋DVD）

更新日：9月25日

“5×20”シリーズ第2弾となる、
20周年を記念したビデオ・クリップ集!

嵐
5×20 All the BEST!!
CLIPS 1999-2019

10.16
DVD&Blu-ray

■初回盤 DVD（3枚組）
JABA-5358 ¥7,182+税
■通常盤 DVD（2枚組）
JABA-5361 ¥5,636+税
■初回盤 Blu-ray（2枚組）
JAXA-5098 ¥7,182+税
■通常盤 Blu-ray
JAXA-5100 ¥5,636+税

6月にリリースされた20周年ベスト・アルバム『5×20 All the BEST!! 1999-
2019』に続く、“5×20”シリーズ第2弾となるビデオ・クリップ集！ ベスト・アル
バムと同じく、デビュー・シングル「A・RA・SHI」から、2018年リリース「君の
うた」まで、シングル表題曲のビデオ・クリップ63本を収録し、嵐20年の音楽
活動の軌跡を、今度は一挙に映像でお届け！！ 初回限定盤は、映像特典としてシン
グル表題曲に加え、アルバム曲およびカップリング曲などのビデオ・クリップも
収録した“コンプリート盤”！！！

ジャニーズJr.伝説の映像作品「素顔」。
約19年の時を経て、最新作発売決定！

素顔4

20201.8
DVD

ジャニーズJr.が一堂に会した大規模なライヴパフォーマンスに加え、ライヴ
ドキュメント、オフショットなど、ジャニーズJr.の普段の表情を詰め込んだライヴ・
ドキュメント作品「素顔」。2001年2月14日発売の「素顔3」以来、約19年ぶり
にシリーズ最新作が発売！ 今作では、2019年8月8日に開催されたジャニーズ
Jr.東京ドーム公演“ジャニーズJr. 8・8 祭り ～東京ドームから始まる～”の模様
を収録！！ さらに、東京ドーム公演ドキュメント+「ジャニーズ IsLAND Festival
2019」ダイジェストをDisc-2に収録。
★東京ドーム公演スペシャルフォトブック封入／三方背ジャケット仕様

■ジャニーズJr.盤【期間限定】（2枚組）
JIBA-1 ¥5,000+税

“最高で最強の15年”を祝う、
エイト生誕の地・大阪公演を映像化!

関ジャニ∞
十五祭

10.30
DVD&Blu-ray

■DVD 初回盤（4枚組）
JABA-5261 ¥6,800+税
■DVD 通常盤（2枚組）
JABA-5265 ¥4,800+税
■Blu-ray盤（2枚組）
JAXA-5101 ¥6,800+税

メンバーとエイターが紡いだ“最高で最強の15年”を祝う、関ジャニ∞生誕の地・
大阪で行われた7月28日（なにわの日）のメモリアル公演の模様を映像化！

DVD 初回盤（4枚組）

★ライヴフォトブック（72P予定）、歌詞カード封入／
「十五祭」オリジナルデジパック+クリアケース仕様

映画×日本テレビ 深夜ドラマ×Hulu
『ブラック校則』主題歌「麒麟の子」収録!

Sexy Zone
麒麟の子／Honey Honey

10.23
SINGLE

約10ヶ月ぶりとなる待望のニュー・シングルは、佐藤勝利主演の映画＆ドラマ
『ブラック校則』主題歌「麒麟の子」を収録した両A面仕様！
★【初回盤】初回特典：プレゼントカード（シリアルコード入り）封入
★【通常盤】初回特典：チェンジングジャケット、プレゼントカード（シリアルコード

入り）封入、ピクチャーレーベル仕様

■初回盤A（CD＋DVD）
PCCA-5079 ¥1,500+税

■初回盤B（CD＋DVD）
PCCA-5080 ¥1,500+税

■通常盤（CD only）
PCCA-5081 ¥1,065+税

北山宏光主演ドラマ『ミリオンジョー』の
主題歌となるニュー・シングル!

Kis-My-Ft2
Edge of Days

11.13
SINGLE

2019年8月10日でデビュー8周年を迎えたKis-My-Ft2の通算25枚目となる
シングルがリリース！ リズミカルでロックテイストなサウンドに、“希望”“光”“陰”
がテーマとなる今作は、北山宏光主演のドラマパラビ『ミリオンジョー』の主題歌
に決定！ 初回盤Aには、「Edge of Days」のMUSIC VIDEO & メイキングドキュ
メントを、初回盤Bには、キスマイオリジナルバラエティ「KIS-MY-TV」と＋αを
収録したDVDを付属。

■初回盤A（CD＋DVD）
AVCD-94663 ¥1,600+税

■初回盤B（CD＋DVD）
AVCD-94664 ¥1,600+税

■通常盤（CD only）
AVCD-94665 1,000+税

その他のリリース情報!!

ジャニーズトピックス!!
■この秋の新ドラマから、ジャニーズ勢
出演TVドラマをピックアップ！
10月3日　日本テレビ系 木曜24:09 スタート

風間俊介 出演「CHEAT チート ～詐欺師
の皆さん、ご注意ください～」
10月9日　テレビ東京系 水曜25:35 スタート

北山宏光 主演「ミリオンジョー」

10月12日　日本テレビ系 土曜22:00 スタート

生田斗真 主演「俺の話は長い」
10月14日　日本テレビ系 月曜24:59 スタート
佐藤勝利 主演／ 橋海人、田中 樹 出演

「ブラック校則」
10月16日　テレビ東京系 水曜24:12 スタート

松岡昌宏 主演「死役所」

10月20日　TBS系 日曜21:00 スタート
木村拓哉 主演／玉森裕太 出演

「グランメゾン東京」
10月26日　NHK総合 土曜23:30 スタート
小瀧 望 主演／ラウール 出演

「決してマネしないでください」

King & Princeの永瀬 廉の映画初主演作、同じくメンバーの
神宮寺勇太映画初出演となる極上の上流階級ミステリー！

11.13
DVD&Blu-ray

うちの執事が言うことには

★豪華版（3枚組） DVD：DSTD20273 ¥6,400+税／Blu-ray：BSTD20273 ¥7,400+税
★通常版　　　　　DVD：DSTD20272 ¥3,900+税

1969年に日生劇場で初演以来、幾度も上演が重ねられてきた
ジャニー喜多川 製作総指揮の舞台が初映画化！

12.4
DVD&Blu-ray

映画 少年たち 特別版

★DVD（2枚組）：DASH-55 ¥5,400+税
★Blu-ray（2枚組）：SHBR-602 ¥6,200+税

不朽の名作『白い巨塔』を、岡田准一主演でドラマ化！
20201.8
DVD&Blu-ray

山崎豊子「白い巨塔」
DVD BOX／Blu-ray BOX

★DVD BOX（6枚組）：HPBR-420 ¥18,000+税
★Blu-ray BOX（6枚組）：HPXR-420 ¥24,000+税

真実の世界は、どっちだ？ 世界が変わりまくる驚愕の108分！
主演：玉森裕太×原作：東野圭吾で贈る極上ミステリー！！

11.20
DVD&Blu-ray

パラレルワールド・ラブストーリー

★豪華版（2枚組） DVD：VPBT-14881 ¥4,800+税／Blu-ray：VPXT-71768 ¥5,800+税
★通常版　　　　　DVD：VPBT-14882 ¥3,600+税

DVD 通常盤（2枚組）

★歌詞カード封入

Blu-ray盤（2枚組）

★初回特典：「十五祭」オリジナルデジパック+クリアケース仕様／歌詞カード封入

初回盤B（CD＋DVD）★2面4Pジャケット仕様

＜CD＞ ①Big Shot!! ②Make a Wish!! ～世界中が愛してる～
③④は①②のオリジナル・カラオケ

＜DVD＞・2019.4.23 CDデビュー5周年イベント
『5周年やねん♪よろしゅうねん♪』

★歌詞ブックレット封入

通常盤（CD only）

King ＆ Princeの永瀬 廉ドラマ初主演作！“自分らしく”輝こう
とする新人CA達の汗と涙と恋の奮闘青春物語！！

20202.7
DVD&Blu-ray

FLY！ BOYS，FLY！
僕たち、CAはじめました

★DVD：TCED-4806 ¥4,000+税／★Blu-ray：TCBD-901 ¥5,000+税


