Snow Man メジャー・デビュー前の
貴重な初主演公演を映像商品化！
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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。
ピースフルで遊び心にあふれた
9枚目のオリジナルアルバム！

ジャニーズWESTならではのストリートスタイル を
コンセプトにした6枚目のフル・アルバム！

Kis-My-Ft2 ジャニーズWEST
To-y2

W trouble

コ ー ワ 三 次 元 マ スク C M ソ ン グ「りあら ぶ 」、アパ マ ン ショップ C M ソ ン グ
「Smilest」、東京インテリアCMソング「My Place」、藤ヶ谷太輔主演ドラマ
『やめるときも、すこやかなるときも』主題歌「memento」を含むニュー・アルバム。

2 0 1 9 年 発 売 の シ ン グ ル 4 曲 に 加 え 、ゴ ス ペ ラ ー ズ 、ケ ツメ イシ の R Y O J I 、
GReeeeNのプロデューサーJINからの提供曲を収録した6枚目のフル・アルバム。

初回盤A（CD＋DVD）
★スリーブ仕様／撮り下ろしブックレット（サイズ：ジャケットサイズ 全26P
予定）／DVD：MUSIC VIDEO／メイキング映像／オフショットムービー
初回盤B（CD＋DVD）
★スリーブ仕様／ジャケットサイズスリットアニメーションカード7種／DVD：キスマイ
オリジナルバラエティ「KIS-MY-TV」／KIS-MY-TV連動特典「キスマイすごろく」セット
通常盤（2CD）
★DISC 2にユニット曲を4曲収録

3.25

■初回盤A（CD＋DVD）
AVCD-96465 ¥3,800+税
■初回盤B（CD＋DVD）
AVCD-96466 ¥3,800+税
■通常盤（CD ONLY）
AVCD-96467 ¥3,300+税

ALBUM

ファンのハートに火を灯した超ド派手な
エンターテインメントの模様を映像化！

初回盤A（CD＋DVD）
★24Pブックレット／DVD付き（
「W trouble」Short Movie & Making）／応募
ID封入／ボーナストラック1曲収録(初回盤Aのみ)
初回盤B（CD＋DVD）
★24Pブックレット／DVD付き（シャッフルユニット2020）／応募ID封入／
ボーナストラック3曲収録(初回盤Bのみ)
通常盤（CD ONLY）
★20Pブックレット／視聴ID封入（初回プレスのみ）／ボーナストラック2曲収録
「Survival」
「to you」
（通常盤のみ）
■初回盤A（CD+DVD）
JECN-583 ¥3,500+税
■初回盤B（CD+DVD）
JECN-585 ¥3,500+税
■通常盤（CD ONLY）
JECN-587 ¥2,800+税
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ALBUM

頑張るあなたに贈る
チート級のキラーチューン！

KAT-TUN A.B.C-Z
KAT-TUN LIVE TOUR 2019 IGNITE

チートタイム

アルバム『IGNITE』を引っ提げた全国アリーナツアーより、マリンメッセ福岡
公演の模様を中心に収録！ 約500発分の炎を筆頭に、セットリスト・演出含め
スリリングかつワイルド、そして超ド派手なステージングを堪能できる内容に
なっています！ 初回限定盤は特典ディスクにソロアングル映像4曲、ツアーファイナル
公演でのWアンコール映像、TOUR MCダイジェストを収録。

「DAN DAN Dance!!」以来約半年ぶりとなる新曲は、頑張るあなたに贈る
チート級のキラーチューン！ 初回限定盤AのDVDには「チートタイム」MVや
メイキング映像を収録。初回限定盤BのDVDにはMV撮影を終えたメンバーが
ご褒美グルメを懸けて筋トレ勝負に挑む企画映像「今夜はチートタイム〜至高の
グルメを味わえ！〜」が収められています！

初回限定盤
★スペシャルパッケージ仕様／52Pライブブックレット封入
通常盤
★フォトリーフレット封入
■DVD初回限定盤（2枚組）
JABA-5373 ¥5,909+税
■DVD通常盤
JABA-5375 ¥4,500+税
■Blu-ray初回限定盤（2枚組）
JAXA-5112 ¥5,909+税
■Blu-ray通常盤
JAXA-5114 ¥4,500+税
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ALBUM

■初回限定盤A（CD＋DVD）
PCCA-4945 ¥1,800+税
■初回限定盤B（CD＋DVD）
PCCA-4946 ¥1,800+税
■通常盤（CD ONLY）
PCCA-70552 ¥500+税
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中島裕翔（Hey! Say! JUMP）主演！
青春異能クライムサスペンス！

滝沢歌舞伎ZERO 僕はどこから

メジャー・デビュー前の Snow Man が初主演を務め、2019年4月〜5月にか
けて公演された新生「滝沢歌舞伎」こと『滝沢歌舞伎ZERO』が映像商品化！
2019年のジャニーズJr.東京ドーム公演や、TV特番でも披露され、話題となった
「腹筋太鼓」を始め、300万枚の桜吹雪、総重量9トンの本水（ほんみず）といった
驚きの演出を贅沢に収録！
【初回生産限定盤DVD】★特典ディスク「滝沢歌舞伎ZERO」
ドキュメント／豪華
三方背ジャケット仕様
【通常盤特典】★Snow Manスペシャルインタビュー／オリジナルスリーブケース+
オフィシャルフォトブック封入
■初回生産限定盤DVD（3枚組）
JIBA-15 ¥8,000+税
■通常盤DVD（2枚組）
JIBA-18 ¥6,000+税
■通常盤Blu-ray
JIXA-1 ¥6,000+税
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市川マサ原作、ヤングマガジンに掲載されていた大人気青春異能クライムサスペンス
漫画をドラマ化！ 若さ故に抱える苦悩 や 揺るぎない友情 を真正面から描いている。
主演は中島裕翔（Hey! Say! JUMP）。そして共演に間宮祥太朗、ヒロインに
上白石萌歌。
【封入特典】★ブックレット【映像特典】★メイキング 他 予定
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■DVD-BOX（4枚組）
TCED-5020 ¥15,200+税
■Blu-ray BOX（4枚組）
TCBD-936 ¥19,000+税

DVD&Blu-ray

DVD&Blu-ray

その他のリリース情報!!
木村拓哉が警察学校の冷徹教官に!!
警察学校を舞台にした衝撃の問題作！

フジテレビ開局60周年企画

『教場』
警察小説の新境地としてベストセラーとなりシリーズ化、多くのファンの間で映像
化が待ち望まれてきた珠玉の警察ミステリー。木村拓哉が主人公の冷徹な教官・
風間公親を演じ、クラスの生徒役として工藤阿須加、川口春奈、林遣都、葵わかな、
大島優子、三浦翔平といった豪華実力派俳優たちが集結！ ここで生き残った者
だけが、警察官になれる。警察学校という密室…そこで、何が起きたのか。必死
のサバイバルが始まる―。

■DVD（3枚組）
TCED-5051 ¥7,800+税
■Blu-ray（2枚組）
TCBD-942 ¥9,600+税
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DVD&Blu-ray
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DVD&Blu-ray
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DVD&Blu-ray
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DVD&Blu-ray

ミリオンジョー
DVD BOX／Blu-ray BOX
Kis-My-Ft2 北山宏光のテレビ東京ドラマ初主演＆初出演作。
★DVD BOX（4枚組）
：EYBF-12830 ¥15,200+税
★Blu-ray BOX（4枚組）
：EYXF-12834 ¥19,000+税

かぐや様は告らせたい
〜天才たちの恋愛頭脳戦〜
平野紫耀×橋本環奈が繰り広げる超異色の恋愛頭脳戦！
★DVD豪華版（4枚組）
：TCED-4930 ¥7,300+税 ★DVD通常版：TCED-4931 ¥3,800+税
★Blu-ray豪華版（BD+3DVD）
：TCBD-916 ¥8,300+税 ★Blu-ray通常版：TCBD-917 ¥4,800+税

セミオトコ
DVD-BOX／Blu-ray BOX
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代女子との7日間だけのキセキのラブストーリー！
★DVD-BOX：TCED-4813（5枚組）¥19,500+税 ★Blu-ray BOX：TCBD-903（5枚組）¥24,000+税

3.27
DVD

決してマネしないでください。
ジャニーズWESTの小瀧 望主演で描くピュアなラブコメディ！
科学好きで恋愛経験ゼロの主人公が初めての恋に奮闘！
★NSDS-24354（2枚組）¥7,600+税

創楽と中弥vsブラック校則、
彼らの戦いはまだまだ終わらない

映画 佐藤勝利、高橋海人 出演

ブラック校則

ブラックな校則に縛られ不登校気味になっていた女子生徒との出会いから、彼女
を救うため、そして本当の自由を手に入れるため、学校、校則と戦う男子高校生を
描く、笑って泣ける青春ストーリー。豪華版には、ドラマ（＃1-＃7）、Hulu（＃1＃4）を収録。全て観るとバラバラだった物語がひとつに繋がる！
【豪華版】★三方背ケース+デジパック仕様／ブックレット、此元和津也書き下ろし
漫画+スマホ壁紙ダウンロードコード封入

■DVD豪華版
JABA-5369（3枚組） ¥11,000+税
■Blu-ray豪華版
JAXA-5109（3枚組） ¥14,000+税
■DVD通常版
JABA-5372 ¥3,800+税
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DVD&Blu-ray
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DVD&Blu-ray
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DVD&Blu-ray
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DVD&Blu-ray

死役所
DVD BOX／Blu-ray BOX

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

俺の話は長い
DVD-BOX／Blu-ray BOX

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

すみっコぐらし
とびだす絵本とひみつのコ

映画

す み っコ を 好 む 個 性 的 な キャラ クタ ー た ち が 、不 思 議 な
絵本の中で繰り広げる大冒険を描いた劇場アニメーション。
ナレーションは、V6の井ノ原快彦が務める。
★DVD：DMPBA-118 ¥3,500+税
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DVD&Blu-ray

★Blu-ray：DMPXA-118 ¥4,100+税

グランメゾン東京
DVD-BOX／Blu-ray BOX

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

更新日：2月28日

