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Dr.コトー診療所 DVD

『Dr.コトー診療所』（ドクターコトーしんりょうじょ）は、山田貴敏による
漫画作品を原作として、フジテレビ系列で放送されたテレビドラマ。
沖縄県八重山列島に在るとされる架空の島志木那島（しきなじま）を主な舞台
とするドラマ版『Dr．コトー診療所』は2003年に連続ドラマとして第1シリー
ズが制作され、2004年には特別編とスペシャル編、2006年に第2シリーズと
計4作が制作された一連のドラマ作品である。ロケ地となった与那国島の自然
が美しく、離島での過酷な医療状況とともに、島でのゆったりとした時間の流
れや人間関係が情緒豊かに描かれている。また、都会から島にやってきた人の
視点と島の人が外来者を見た視点が対照的に描かれ、時には誤解が生じたり、
お互いを傷つけることもあるが、忘れてしまっていた大切なコトにお互いに気
付きはじめ、相互に影響しあいながら少しずつ信頼関係を築いてゆく姿が描き
込まれている。
富良野塾出身である脚本家の吉田紀子と、主人公のコトー役の吉岡秀隆をはじ
めとする役者陣の演技や、演出家の中江功をはじめとするスタッフ陣、中島み
ゆきの主題歌や吉俣良の劇中音楽など、それまでの医療ドラマの視点とは異な
る作品になっている。

収録内容～
Dr.コトー診療所2003（第1シリーズ）
特別編・2004スペシャル（2004年）
Dr.コトー診療所2006（第2シリーズ） もっと知る

￥39,800

￥11,500

 

葵 徳川三代 DVD

関ヶ原の合戦前夜から、江戸幕府を成立させていく過程を、徳川家康・秀忠・
家光の三代の治世を中心に描く、本格的歴史ドラマ!

徳川家康の野望と石田三成の忠義が全国の武将を巻き込み真っ二つに分かれ
る。史上かつてない天下分け目の戦い「関ヶ原の合戦」の幕が切って落とされ
た。壮大な歴史劇の立役者を、津川雅彦、西田敏行、岩下志麻、山田五十鈴ほ
か豪華俳優陣が演じる!

NHKの大河ドラマ『葵 徳川三代』の完全版が登場!混乱の戦国時代から安定の
江戸時代を築いた野心的な家康、愚直な秀忠、屈折した家光の葵三代の壮大な
ドラマを描く。津川雅彦、西田敏行、尾上辰之助ほか出演。第1回から第49回
までを収録。 もっと知る

￥39,900

￥6,400

 

スキャンダル DVD

どこにでもいそうな主婦たちが事件に巻き込まれる様や、年を重ねた女性たち
の恋模様を描くラブサスペンス・ドラマ。鈴木京香、長谷川京子、吹石一恵、
桃井かおりほか出演。全10話を収録したDVD-BOX。 もっと知る

￥19,950

￥5,000

 

SPEC～警視庁公安部公安第五課 DVD

『SPEC～警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿～』（スペック
～けいしちょうこうあんぶ こうあんだいごか みしょうじけんとくべつたいさ
くがかりじけんぼ～）は、2010年10月8日から同年12月17日までTBS系列で
毎週金曜日の22:00 - 22:54（JST）に『金曜ドラマ』枠で放送された戸田恵梨
香・加瀬亮W主演のテレビドラマ。初回は15分拡大し、22:00 - 23:09まで放
送。

西荻弓絵、堤幸彦といったドラマ『ケイゾク』のスタッフたちが贈る新感覚の
刑事ドラマ。警視庁は未解決事件の捜査強化のため、プロによる犯行とされる
事件や、国や政治・宗教団体絡みの不可解な事件など、捜査一課では手に余る
事件を主に扱う「未詳事件特別対策係(通称:ミショウ)」を設立する…。戸田恵
梨香、加瀬亮ほか出演。全10話を収録。特典ディスク付きの6枚組DVD-
BOX。 もっと知る

￥19,950

￥6,000

 

ありふれた奇跡 DVD ￥15,600
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・フジテレビドラマ主演を4年半ぶりの仲間由紀恵と、連続ドラマ初主演の加
瀬亮が豪華共演!
・山田太一の連続ドラマ脚本は、1997年の『ふぞろいの林檎たちIV』以
来11年ぶり!
・世界の歌姫エンヤが主題歌を歌う!TVドラマの主題歌をエンヤが手がけるの
はこれが世界初!  もっと知る

￥4,700

 

おっぱいバレー DVD

≪ストーリー≫
新任教師の寺嶋美香子は臨時教師として三ケ崎中学校に赴任してくる。しか
し、この学校に赴任する前の学校である事件を起こし生徒からの信頼を失い、
教師としての自信も失いかけていた。

新しい学校に赴任して心機一転、美香子は男子バレーボール部の顧問になる。
しかし、部員はやる気がなく、バレーボールすらまともに触ったことがない部
員ばかりで、女の子のことしか頭になく常にエッチな妄想にふけっていた。さ
らに周りからは「バカ部」呼ばわりされていた。

そんな部員達を奮起させようと美香子は「あなた達が頑張ってくれるなら先生
なんでもする」と宣言。すると部員達は「試合に勝ったら先生のおっぱいを見
せてください」と言い出す。美香子は最初は断るが、強引な成り行きで約束さ
せられてしまう。

それから、部員達は今までとは打って変わって練習に励む。美香子も部員達の
熱意に応え、失いかけていた自信も取り戻していくが、「おっぱいは見せたく
ない、でも試合に勝って生徒達に勝つ喜びを教えてあげたい」という複雑な思
いを抱えていた。 もっと知る

￥6,000

￥4,000

 

るろうに剣心

1996~98年まで放送された人気TVアニメの続編となるオリジナルアニ
メ。99年のオリジナル『~追憶編』の続編的位置付けで、主人公・剣心の過去
の贖罪に対する答えをテーマに描く完全な最終章。声優は前シリーズと同じく
涼風真世、藤谷美紀ほか。 もっと知る

￥39,800

￥14,400

 

インセプション DVD

『インセプション』（原題:  Inception）は、クリストファー・ノーラン監督・
脚本・製作による2010年のアメリカのSFアクション映画。

人が夢に入っている時に潜在意識の奥底にまで潜り込み、他人のアイデアを盗
む出すという、犯罪分野においては最高技術を持つスペシャリストのコブ。し
かし彼はその才能ゆえに、最愛のものを失う。そんなコブに、「インセプショ
ン」と呼ばれるミッションが課せられる。レオナルド・ディカプリオと渡辺謙
が初共演にして初対決!豪華俳優陣と壮大なスケールで贈るSFアクション!!
もっと知る

￥5,800

￥4,000

 

エア・シティ DVD

「冬のソナタ」のユジン役で日本でも一躍有名になったアジアのトップス
ター、チェ・ジウが、
本作で「天国の階段」以来4年ぶりに韓国ドラマに復帰。
"涙の女王" といわれたこれまでの清純可憐なイメージから脱皮、知的で美しい
キャリアウーマン役を熱演!  もっと知る

￥32,000

￥6,000

 

オレンジデイズ DVD

妻夫木聡、柴崎コウの共演で話題を呼んだ、大学卒業を控えた5人の若者の姿
を描く青春ドラマをDVD-BOX化。社会福祉心理学を専攻する大学生・結城櫂
と4年前の病気により聴覚を失った女性・沙絵を中心としたオレンジの会の青
春を綴る。 もっと知る

￥21,500

￥5,500
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ガリレオ

東野圭吾のベストセラー小説「探偵ガリレオ」シリーズを、福山雅治と柴咲コ
ウ共演で映像化したミステリードラマのBOX。"変人ガリレオ"と呼ばれる天才
物理学者・湯川学と新人刑事・内海薫が、摩訶不思議な難事件の数々に挑む。
もっと知る

￥18,700

￥7,850

 

キツネちゃん DVD

「私の名前はキム・サムスン」の脚本家キム・ドウが贈る痛快ロマンティッ
ク・ラブコメディ!
33歳、アダルト雑誌記者、そして男性経験ゼロのビョンヒと、親友の弟であ
る9歳下のチョルスが恋におちた!
年齢差、妊娠の問題や、家族、親友を巻き込んで大騒動果たして2人の運命
は…!～ もっと知る

￥31,920

￥6,400

 

ゴールデンスランバー DVD

2008年本屋大賞、2008年山本周五郎賞を受賞した伊坂幸太郎の『ゴールデン
スランバー』が映画化!
身に覚えのないまま、見えない巨大な力によって首相暗殺事件の犯人に仕立て
上げられた青柳は、厳戒な警備網が敷かれた仙台市内を二日間にわたって逃げ
続ける。
なぜ一般市民の青柳に濡れ衣が着せられたのか～という疑問を解決する術も余
裕もない。
生きるために逃げる青柳の逃亡劇を軸に、青柳の人生に関わってきた人々が、
さまざまな距離感で描かれる。 もっと知る

￥6,000

￥4,000

 

シュヴァ dvdリエ

★『マルドゥック・スクランブル』『蒼穹のファフナー』で活躍中の冲方
丁(うぶかたとう)と『攻殻機動隊』『イノセンス』で世界中の賞賛と注目を集
めるプロダクションI.Gの強力タッグが贈る超大作!! もっと知る

￥16,800

￥4,700

 

ハリウッド・ナイトメア DVD

『ハリウッド・ナイトメア』（原題：Tales from the Crypt）は、HBOによ
り1989年から1996年まで製作されたオムニバス・ドラマである。

ハリウッド・ナイトメア～Tales from the Crypt～THE MOVIE DVD-BOX もっ
と知る

￥6,000

￥3,990

 

ヘヴンズ・ロック DVD

関西テレビで放送されたトークバラエティ番組『イケメンデルの法則』からイ
ケメン・バンドが誕生。鎌苅健太、鈴木勝吾、細貝圭、米原幸佑、井出卓也
の5人が、バンド「ココア男。」を結成して4月にデビューし、ドラマにも挑
戦。不運にも感電死してしまったイケメン・バンドマンたちが、生き返るため
に、死神から課せられる様々な試練に立ち向かいながら、友情を深めていく笑
いあり涙ありの感動ドラマ。全8話収録。 もっと知る

￥10,000

￥5,000

 

ザ・ファイナルステージ DVD

【INTRODUCTION】
欲望にまみれたプレイヤーたちが巨額のマネーを賭けて騙し合う「ライアー
ゲーム」・・・
その恐るべきゲームに巻き込まれてしまった女子大生・神崎 直(戸田恵梨香)が
元天才詐欺師・秋山深一(松田翔太)の助けを借りて、次々と降りかかる難題に
挑んでいく・・・。
オリジナリティあふれるスリリングなゲーム内容、先の読めないストーリー展
開、そして、心理学や数学を用いた緻密なまでのリアリティで描かれる白熱の
頭脳戦・・・。
中田ヤスタカのオリジナルサウンドにのって、見るもの全てを圧倒してきた極

￥6,000

￥3,990
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限の世界がいよいよファイナルステージを迎える!  もっと知る

リセット～RESET～DVD-BOX

【収録内容】
第1話「ひきこもりの復習」安めぐみ/松山愛里/桐山漣
第2話「痴漢を誘惑する女」原史奈/姜暢雄/田口浩正
第3話「隣のカレは殺人鬼」浅利陽介/木南晴夏/ほっしゃん。
第4話「消えたカレの記憶」平愛梨/井坂俊哉/川田広樹(ガレッジセール)
第5話「バレンタインの奇跡」村川絵梨/新井浩文/石井トミコ
第6話「貧乏なんか大キライ!」藤本美貴/増子倭文江/伊藤正之
第7話「整形姉妹のヒミツ」黒沢かずこ(森山中)/黒谷友香/三津谷葉子
第8話「地獄!!駐禁許した警官悲話」陣内智則/小川菜摘/奥田達士
第9話「不倫!～目覚めれば全裸の男」森脇英理子/ちすん/山中崇
第10話「魔性の女にハメられた男」葛山信吾/愛 実/酒井彩名
第11話「占いと結婚した女」高橋真唯/森本亮治/宮下ともみ
第12話「医者かイケメンか、結婚の選択」高部あい/竹財輝之助/永田彬
第13話「盲目の恋」黒川智花/磯山さやか/平方元基
第14話「僕を愛して下さい」本郷奏多/真下玲奈/矢島健一

全14話+スペシャルを収録した8枚組。 もっと知る

￥19,950

￥6,300

 

三国志演義

製作費100億円、出演者10万人、製作年数4年をかけ中国中央電視台が製作し
た歴史超大作。第1部「官渡決戦」第2部「赤壁大戦」第3部「天下三分」
第4部「南征北伐」第5部「魏・呉・蜀滅び晋起つ」の全84集を、28枚
のDVDに収録した完全版となっている。 もっと知る

￥91,800

￥13,900

 

不毛地帯 DVD-BOX 1+2

人とは、会社とは、感動の人間ドラマの誕生!
悩み、挫折し、葛藤しながらも、次々と現れる難題に果敢に挑んでゆく姿は
21世紀の今を生きるわれわれの心を激しく揺さぶる。 もっと知る

￥29,800

￥6,000

 

名探偵コナン 天空の難破船 DVD

「名探偵コナン 天空の難破船」（めいたんていコナン てんくうのロスト・
シップ）は2010年4月17日に公開された日本のアニメ映画で劇場版『名探偵コ
ナン』シリーズの第14作目。配給は東宝。カラー、ワイド、ドルビーデジタ
ル。上映時間は102分。興行収入は32億円。

青山剛昌原作TVアニメの劇場版シリーズ第14弾。怪盗キッドを捕まえるため
に仕掛けられた一大プロジェクトの最中の世界最大の飛行船が、テロリストた
ちに襲撃された。船内のいたるところに爆弾を仕掛けられ、細菌をばら撒かれ
てしまうが、飛行船に乗り込んでいたコナンが、少年探偵団の協力を得て爆弾
を一つずつ解除し、テロリストへの反撃を開始する。 もっと知る

￥5,460

￥4,190

 

女たちは二度遊ぶ DVD

「パレード」に続いて行定勲が芥川賞作家、吉田修一の小説を映像化。男に
とって忘れられない存在となった5人の女性の恋を描くオムニバス。携帯電話
用に製作された作品を劇場公開。出演は「NECK ネック」の相武紗季、「今度
は愛妻家」の水川あさみ、「カムイ外伝」の小雪、「恋に唄えば♪」の優香、
「七夜待」の長谷川京子。 もっと知る

￥6,000

￥3,990

 

女子大生会計士の事件簿 DVD

山田真哉原作の人気シリーズ「女子大生会計士の事件簿」がTVドラマ化。女
子大生の公認会計士が監査先で出くわす悪を次々と追い詰めるテレビドラマ史
上初の公認会計士ミステリー。特典ディスク付き6枚組BOX。 もっと知る

￥19,950

￥5,400
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少年メリケンサック DVD

『少年メリケンサック』（しょうねんメリケンサック）は、2009年2月14日に
公開された、日本の映画。監督は宮藤官九郎、主演は宮崎あおい。

協調性がなく、人間性も崩壊している中年パンクバンド「少年メリケンサッ
ク」と、彼らをプロデュースすることになったお気楽なOL・かんなを描い
た、宮藤官九郎監督・脚本による予測不能なノンストップ・エンタテインメン
ト・ムービー!宮崎あおい、佐藤浩市ほか出演。 もっと知る

￥5,000

￥4,000

 

必殺仕事人 DVD

当作品は、2007年の単発スペシャル『必殺仕事人2007』、2009年の単発スペ
シャル・連続ドラマの『必殺仕事人2009』に続くものである。

上述の2作品にも出演し、長年必殺シリーズで中村主水を演じてきた藤田まこ
とも出演予定であったが、2010年2月17日に死去。これに伴い、藤田の追悼特
番の意味合いも込めて制作された本作には、番組宣伝や公式サイトで「追悼・
藤田まことさん」や「"中村主水"に捧ぐ-」というキャッチフレーズが使用され
ている。また、回想シーンでは早坂暁による『必殺仕事人』のOPナレーショ
ンを引用し、哀悼の意を表した。

本作では藤田に代わり、内藤剛志が新たな仕事人役として参加している。脚本
については派遣切り、公共事業削減・事業仕分けといった、昨今の世相を反映
した要素が盛り込まれている。また、放送形態については、シリーズ初の解説
放送が行われた。 もっと知る

￥6,000

￥3,990

 

星のカービィ DVD

TBS系にて放映の、人気ゲーム「星のカービィ」をフルポリゴンでアニメ化し
た作品。声の出演に大本眞基子、緒方賢一ほか。 もっと知る

￥14,800

￥4,700

 

男はつらいよ フーテンの寅 DVD

温泉旅館の女将と恋人の仲を取り持つため奮闘する寅次郎の活躍を描いた、大
ヒットシリーズ第3作。渥美清、倍賞千恵子、新珠三千代ほか出演。 10枚～。
もっと知る

￥18,600

￥8,000

 

食客 DVD

天才料理人ソンチャン(キム・レウォン)は、料理の感覚を生まれながらにして
持ち、その腕前は卓越しておりライバルも太刀打ち出来ない程である。韓国最
高視聴率26.7%のキム・レウォン主演作品登場!! もっと知る

￥35,600

￥12,800
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