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！

滝沢歌舞伎ZERO
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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。
亀梨和也と山下智久のスペシャルユニット
亀と山P による初のオリジナルアルバム

ドラマ『未満警察 ミッドナイトランナー』の主題歌！
King & Princeの新たな魅力が詰め込まれた楽曲！

亀と山P King & Prince
SI

Mazy Night

亀梨和也(KAT-TUN)と、山下智久のスペシャルユニット 亀と山P による初の
オリジナルアルバム！ 修二と彰「青春アミーゴ」から15年という月日の中で、
それぞれの道で成長し合った今の二人だからこそ表現できるアイデア溢れる
アルバムとなっている。初回生産限定盤に付属するDVDは、Music Videoや
メイキング映像を収録、通常盤はボーナストラックを収録予定。

中島健人（Sexy Zone）と平野紫耀（King & Prince）のW主演で話題の日本
テレビ系土曜ドラマ『未満警察 ミッドナイトランナー』の主題歌。エッジの効いた
疾走感ある曲調で、彼らの代表曲の一つでもある「Naughty Girl」を凌駕する
ほどのダンスにも期待が膨らむ。困難に立ち向かう若者たちの友情や葛藤を
描いた歌詞にも注目。

完全生産限定盤
★LPサイズ スペシャルジャケット

初回限定盤A
★DVD収録内容：
「Mazy Night」MV＆メイキング映像

初回生産限定盤
★デジパック仕様／全32Pフォトブック封入

初回限定盤B
★DVD収録内容：
「Mazy Night」MV（1カット ダンスver.）／「Mazy Night」
MV（メンバーソロver.）

通常盤（CD ONLY）
★初回仕様:紙ジャケ仕様／アナザージャケット3枚封入

■完全生産限定盤
SECK-1500 ¥2,300+税
■初回生産限定盤（CD＋DVD）
SECK-1501 ¥2,600+税
■通常盤（CD ONLY）
SECK-1503 ¥2,200+税

4.29
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！

■初回限定盤A（CD+DVD）
UPCJ-9013 ¥1,500+税
■初回限定盤B（CD+DVD）
UPCJ-9014 ¥1,500+税
■通常盤（CD ONLY）
UPCJ-5005 ¥1,000+税

4.29
SINGLE

42枚目となるシングルのタイトルは
KinKi Kids誕生前のユニット名 KANZAI BOYA ！

KAT-TUN KinKi Kids
KAT-TUN LIVE TOUR
2019 IGNITE

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。
初回限定盤DVD＆Blu-ray
★スペシャルパッケージ仕様／52Pライブフォトブックレット封入
通常盤DVD＆Blu-ray
★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

4.8

DVD&Blu-ray

KANZAI BOYA

堂本 剛が昔の自分たちの名前を想い、突如ひらめいて作詩・作曲。2019年末、
2年振りに復活したドームコンサート ThanKs 2 YOU でも披露した話題作。
堂本光一の歌とダンスも楽しめ、誰もが口ずさめる、そして 無駄にカッコいい
FUNKナンバーに仕上がっています！
初回盤A（CD+DVD）
★DVD収録内容：KANZAI BOYA Music Clip & Making
初回盤A（CD+Blu-ray）
★Blu-ray収録内容：KANZAI BOYA Music Clip & Making

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／★初回仕様：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

4.22

DVD&Blu-ray

すみっこを愛する すみっコ たち
初のスクリーン・デビュー作！

映画

すみっコぐらし

とびだす絵本とひみつのコ
「日本キャラクター大賞 2019」でグランプリを受賞したサンエックス社の大人気
キャラクター「すみっコぐらし」の劇場版アニメーション。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く。
★封入特典：とくべつ小冊子／ひよこ？たち大集合PlayPicカード／とびだす
ポストカード

■DVD
DMPBA-118 ¥3,500+税
■Blu-ray
DMPXA-118 ¥4,100+税

4.17

DVD&Blu-ray

DVD-BOX／Blu-ray BOX

DVD&Blu-ray

4.24

DVD&Blu-ray

4.29

DVD&Blu-ray

7.1

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

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

ブラック校則
佐藤勝利（Sexy Zone）、高橋海人（King & Prince）主演で
描く青春ストーリー。
★DVD豪華版（3枚組）
：JABA-5369 ¥11,000+税
★Blu-ray豪華版（3枚組）
：AXA-5109 ¥14,000+税
★DVD通常版：JABA-5372 ¥3,800+税

『教場』

フジテレビ開局60周年企画

DVD&Blu-ray

警察学校を舞台に繰り広げられる様々な人間模様を描いた
衝撃の問題作！木村拓哉が冷徹教官に!!
★DVD（3枚組）
：TCED-5051 ¥7,800+税
★Blu-ray（2枚組）
：TCBD-942 ¥9,600+税

ジャニーズ トピックス!!
■この春の新ドラマから、ジャニーズ勢
出演TVドラマをピックアップ！
4月8日

テレビ朝日系 水曜21:00 スタート

井ノ原快彦（V6)／宮近海斗（Travis Japan）出演

『特捜9 season3』
4月8日

テレビ東京系 水曜深夜0:12 スタート

増田貴久（NEWS）出演

『レンタルなんもしない人』
4月11日

日本テレビ系 土曜22:00 スタート

中島健人（Sexy Zone）／平野紫耀（King & Prince）出演

『未満警察 ミッドナイトランナー』
テレビ朝日系 土曜深夜2:30 スタート

なにわ男子／Aぇ! group／Lil かんさい 出演

誰もが知る忠臣蔵の
誰にも言えない「お金」の話。

映画 横山 裕（関ジャニ∞）、橋本良亮（A.B.C-Z） 出演

決算！忠臣蔵

■初回盤A（CD+DVD）
JECN-588 ¥1,400+税
■初回盤A（CD+Blu-ray）
JECN-591 ¥1,500+税
■初回盤B（CD+グッズ）
JECN-590 ¥3,400+税
■通常盤（CD ONLY）
JECN-593 ¥900+税

■豪華版
DVD：BIBJ-3444
Blu-ray：BIXJ-330
■通常版
DVD：BIBJ-3443
Blu-ray：BIXJ-329

SINGLE

4.8

4月11日

通常盤（CD ONLY）
★初回プレスのみKANZAI BOYAロゴステッカー封入

5.5

俺の話は長い

映画 ナレーション：井ノ原快彦（V6）

これまでに300を超えるドラマ・映画にて映像化され、 多くの日本人に愛され
てきた「忠臣蔵」。 本作はこれまでとは一線を画し、 テーマは 討ち入り予算 ！
討ち入りは超お金がかかる！ 果たして彼らは【予算内】で一大プロジェクト【仇討ち】を
無事に【決算】することができるのか!? 豪華版はメイキングや舞台挨拶を収録した
特典DVD付き。
★仕様・封入特典：三方背ボックス／ブックレット／大判ポストカード

初回盤B（CD+グッズ）
★同梱グッズ：KANZAI BOYA CAP

その他のリリース情報!!

¥5,800+税
¥6,800+税
¥3,900+税
¥4,800+税

5.2

DVD&Blu-ray

『年下彼氏』
4月13日

フジテレビ系 月曜21:00 スタート

中島裕翔（Hey!say!JUMP）出演

『SUITS/スーツ2』
4月15日

日本テレビ系 水曜22:00 スタート

中村海人（Travis Japan）出演

『ハケンの品格』
4月16日

テレビ朝日系 木曜21:00 スタート

木村拓哉 出演

『BG〜身辺警護人〜』
4月20日

日本テレビ系 月曜0:59 スタート

藤井流星（ジャニーズWEST）／神山智洋（ジャニーズWEST）出演

『正しいロックバンドの作り方』
4月24日

テレビ朝日系 金曜23:15 スタート

松岡昌宏（TOKIO)／伊野尾慧（Hey!Say!JUMP）出演

『家政夫のミタゾノ』
更新日：3月24日

