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様々なジャンルのポップソングを収録した
7枚目のオリジナル・アルバム！

Sexy Zone
POP×STEP!?

2.5
ALBUM

■初回限定盤A（CD＋DVD）
PCCA-5082 ¥3,600+税

■初回限定盤B（CD+DVD）
PCCA-5083 ¥3,500+税

■通常盤（2CD）
PCCA-5084 ¥3,000+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。

February 2020February 2020February 2020

Kis-My-Ft2 北山宏光のテレビ東京ドラマ初主演＆初出演作。
3.6

DVD&Blu-ray

ミリオンジョー
DVD BOX／Blu-ray BOX

★DVD BOX（4枚組）：EYBF-12830 ¥15,200+税
★Blu-ray BOX（4枚組）：EYXF-12834 ¥19,000+税

初回限定盤A（CD＋DVD）
★3方背BOX仕様／スペシャルブックレット（40P）／プレゼントカード

初回限定盤B（CD＋DVD）
★3方背BOX仕様／プレゼントカード

通常盤（2CD）
★初回特典：歌詞ブックレット（36P）／プレゼントカード

更新日：1月24日

7枚目となるオリジナル・アルバムは、過去作以上に「ポップス」に言及した作品。王道
ポップスをはじめ、様々なジャンルのポップソングを“Sexy Zone”を通して
オリジナルのJ-popに昇華。初回限定盤AのDVDにはリード曲「極東DANCE」のMV
他を、初回限定盤BのDVDには「Sexy Zone サイコロ旅～Sexyドライブで熱海から
東京までポップ!?ステップ！～」を収録！通常盤はソロ楽曲を収録したCD付き！

ジャニーズトピックス!!

1月17日公開
『記憶屋 あなたを忘れない』
（Hey!Say!JUMP!・山田涼介）
第22回日本ホラー小説大賞で読者賞を受賞した織守きょうやの小説を、Hey! Say!
JUMP・山田涼介主演で映画化。

5月22日公開
『燃えよ剣』
（V6・岡田准一、Hey!Say!JUMP!・山田涼介）
司馬遼太郎の名作をV6・岡田准一主演で映画化。土方歳三を主人公に、近藤 勇、
沖田総司ら新選組の人生と激動の幕末を描く。

上半期公開予定
『窮鼠はチーズの夢を見る』
（関ジャニ∞・大倉忠義）
恋に溺れていく2人の男性を描いた水城せとなの人気漫画を関ジャニ∞・大倉忠義
主演、行定勲のメガホンにより実写映画化。

10月2日公開
『浅田家！』
（嵐・二宮和也）
写真家・浅田政志の写真集「浅田家」「アルバムのチカラ」を原案に、嵐・二宮和也主演で
家族の絆や愛をユーモアを交えながら描く。

2020年ジャニーズ出演映画を
ピックアップ！

NEWSの増田貴久が主人公の弟分の石川透役で出演した
タイムリミットサスペンス。

3.4
DVD&Blu-ray

ボイス 110緊急指令室
DVD-BOX／Blu-ray BOX

★DVD-BOX（6枚組）：VPBX-14803 ¥19,000+税
★Blu-ray BOX（6枚組）：VPXX-71782 ¥24,000+税

4.3
DVD&Blu-ray

死役所
DVD BOX／Blu-ray BOX

★DVD-BOX（4枚組）：TCED-4933 ¥15,200+税
★Blu-ray BOX（4枚組）：TCBD-919 ¥19,000+税

T O K I Oの松岡昌宏主演による人気漫画の実写化。
ミステリアスな主人公を怪演。

生田斗真主演。屁理屈が上手すぎるニートとその家族を笑い
ながら見守るホームドラマ。

4.8
DVD&Blu-ray

俺の話は長い
DVD-BOX／Blu-ray BOX

★DVD-BOX（6枚組）：VPBX-14000 ¥19,000+税
★Blu-ray BOX（6枚組）：VPXX-71793 ¥24,000+税

異なる魅力で攻める両A面シングル!!
クールなJUMPとスイートなJUMP、貴方はどちらがお好き??

Hey! Say! JUMP
I am／Muah Muah

2.26
SINGLE

■初回限定盤1（CD＋DVD）
JACA-5822 ¥1,350+税

■初回限定盤2（CD＋DVD）
JACA-5824 ¥1,350+税

■通常盤（CD ONLY）
JACA-5826 ¥1,064+税

中島裕翔が主演を務めるテレビ東京系ドラマホリック！『僕はどこから』主題歌
「I am」と、メンバー全員が出演するコーセーコスメポート“フォーチュン”CMソング
「Muah Muah」からなる両A面シングル！

平野紫耀×橋本環奈が繰り広げる
超異色の恋愛頭脳戦！

3.13
DVD&Blu-ray

■DVD豪華版
TCED-4930 ¥7,300+税

■Blu-ray豪華版
TCBD-916 ¥8,300+税

■DVD通常版
TCED-4931 ¥3,800+税

■Blu-ray通常版
TCBD-917 ¥4,800+税

かぐや様は告らせたい
～天才たちの恋愛頭脳戦～

映画 平野紫耀 主演

「週刊ヤングジャンプ」連載作品の中で高い人気を誇る『かぐや様は告らせたい～
天才たちの恋愛頭脳戦～』が実写映画化！ 生徒会会長・白銀御行に平野紫耀
（King ＆ Prince）、生徒会副会長・四宮かぐやに橋本環奈という“初共演”の
2人に加え、佐野勇斗、池間夏海、浅川梨奈といった個性的キャストが集結！

★特典ディスク3枚
【DISC1】全編撮り下ろしビジュアルコメンタリー（平野紫耀／橋本環奈／佐野勇斗／浅川梨奈）
【DISC2】イベント集／撮影密着メイキング
【DISC3】平野紫耀＆橋本環奈へ恋愛2択クエスチョン！／平野紫耀×橋本環奈×LiLiCo／公開直前
特別番組「生徒会告らせトークスペシャル！／男女7人告らせバトルスペシャル！」／オマケ：盛り
上がり過ぎてOAには収まり切らなかった未公開トーク
★初回生産限定：ポストカード4枚セット
★封入特典：マスコミ用プレスシート（レプリカ版ミニサイズ）

豪華版内容

“Snow Man”岩本照・ラウール・渡辺翔太・目黒蓮が
巻き込まれる10のヤバ怖体験!! 

2.12
DVD&Blu-ray

メイキング映像／主題歌「Make It Hot」
エンドロールスペシャル Ver.

■DVD
JABA-5363（3枚組）¥13,000+税

■Blu-ray
JAXA-5103（3枚組）¥16,000+税

映像特典

簡単なお仕事です。
に応募してみた

“Snow Man”岩本照・ラウール・渡辺翔太・目黒蓮が主演したドラマ。テレビ番組の
スクープ映像収録にまつわる10の「簡単なお仕事」を巡る、3人の若者たちと謎の
ディレクターとのヤバくて怖い体験を描く。

2.19
DVD&Blu-ray

絆のペダル
24時間テレビ42ドラマスペシャル2019

★DVD：VPBX-14887 ¥3,800+税　★Blu-ray：VPXX-71776 ¥4,800+税

相葉雅紀主演の24時間テレビ42ドラマスペシャル！新たな
時代に語られるべき、母子の絆の物語！

2.26
DVD&Blu-ray

高橋優斗、佐藤龍我、中村嶺亜、織山尚大他、ジャニーズJr.主演で
話題となった連続ドラマ！

恋の病と野郎組

★DVD-BOX（3枚組）：JABA-5366 ¥11,000+税
★Blu-ray BOX（3枚組）：JAXA-5106 ¥14,000+税

Hey! Say! JUMPの山田涼介主演で贈る
7日間のキセキのラブストーリー

3.18
DVD&Blu-ray

メイキング～セミオとみんなの7日間～／制作発表記者会見／バースデー映像／
檀ふみ＆阿川佐和子インタビュー／メイプルシロップ王子 任命状授与式／
「ファンファーレ！DE 盆踊り」FULL ver.／PRスポット集

■DVD-BOX
TCED-4813（5枚組）¥19,500+税

■Blu-ray BOX
TCBD-903（5枚組）¥24,000+税

映像特典

セミオトコ
Hey! Say! JUMPの山田涼介主演！ 美しきセミの王子様と、冴えない30代女子
の7日間だけのキセキのラブストーリー！ 7日間『うつせみ荘』の住人、由香の王
子様として生きることになった主人公セミ役に山田涼介。ずっとツイてない人生
を送るアラサー女子由香役に木南晴夏。

“自分らしく”輝こうとする
新人CA達の汗と涙と恋の青春奮闘物語！

2.7
DVD&Blu-ray

・裏側見せます！メイキング集
・制作発表～天然炸裂版～

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

映像特典

FLY! BOYS, FLY!
僕たち、CAはじめました
King ＆ Prince永瀬廉のドラマ初主演作は、キャビンアテンダント（CA）を
目指す男子訓練生たちが夢に向かって、どんな困難にも熱く、互いに切磋琢磨
しながら立ち向かっていくさまを描いた青春奮闘物語！ 共演は北村匠海、岐洲匠、
小越勇輝、黒島結菜ほか。

スペシャル・ブックレット／ポラロイド風
ビジュアルフォトカード

封入特典

木村拓哉がフランス料理のシェフ役に挑んだヒューマン
ストーリー。

4.24
DVD&Blu-ray

グランメゾン東京
DVD-BOX／Blu-ray BOX

★DVD-BOX（6枚組）：TCED-4898 ¥22,800+税
★Blu-ray BOX（4枚組）：TCBD-913 ¥28,800+税

・ブックレット
封入特典

グループ名をモチーフにした
アルバムプロジェクトは待望の最終章“S”へ！

NEWS
STORY

3.4
ALBUM

■初回盤（CD+DVD）
JECN-580 ¥3,800+税

■通常盤（CD ONLY）
JECN-582 ¥3,000+税

初回盤（CD＋DVD）
★「STORY」スペシャルBOX仕様／DVD付き／72Pブックレット／折りポスター

通常盤（2CD）
★メンバーソロ4曲収録(通常盤のみ)／20Pブックレット

『NEVERLAND』（2017年）、『EPCOTIA』（2018年）、『WORLDISTA』
（2019年）と、“NEWS”の頭文字をモチーフにしたアルバムプロジェクトが最終章
“S”『STORY』へ突入！テレビ東京系ドラマBiz『よつば銀行原島浩美がモノ申す！
～この女ひとに賭けろ～』のOPテーマ「トップガン」、GREE『NEWSに恋して』CM
ソング「Love Story」、日本テレビ系『FIFA クラブワールドカップカタール2019』
大会テーマソング「SUPERSTAR」他を収録。初回盤DVDは「NEWS STORY
RADIO」を収録。

初回限定盤1（CD＋DVD）
★3方背BOX仕様／DVD付き（「I am」ビデオ・クリップ+メイキング、撮りおろし
スペシャル企画）／16P歌詞ブックレット封入

初回限定盤2（CD＋DVD）
★3方背BOX仕様／DVD付き（「Muah Muah」ビデオ・クリップ+メイキング、
「Muah Muah」ライブ映像）／16P歌詞ブックレット封入

通常盤（CD ONLY）
★初回特典：4面8P歌詞ブックレット封入


