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私は貝になりたい(1958年版) フランキー堺/桜むつ子 1話 寺内貫太郎一家 小林亜星/樹木希林 全39話 金曜日の妻たちへ 古谷 一行/いしだ あゆみ 全14話 GTO 反町隆史/松嶋菜々子 全12話

西部警察 渡哲也/舘ひろし シリーズ1～3 パパはニュースキャスター 田村正和/浅野温子 全12話 キッズ・ウォー～ざけんなよ～ 井上真央 全40話

仮面ライダー 藤岡弘 全98話 シャーロック・ホームズの冒険 ジェレミー・ブレッド 全41話 大河ドラマ　信長 尾形直人/菊池桃子 全49話

人造人間キカイダー 伴大介 全43話 名探偵ポワロ デビッド・スーシェ 全65話 家なき子 安達裕実/内藤剛志 全12話

秘密戦隊ゴレンジャー 誠直也/宮内洋 全84話 宇宙刑事ギャバン 大葉健二 全44話 高校教師 真田広之/桜井幸子 全11話

青春の門 小川真由美/北大路欣也 全二部 おしん 小林綾子 全297話 X‐ファイル デイヴィッド・ドゥカヴニー/ジリアン・アンダーソン シリーズ1～9

白い影 田宮二郎/山本陽子 全14話 武田信玄 中井貴一 全50話 アリー my Love キャリスタ・フロックハート シリーズ1～5

松本清張おんな 十朱幸代/新克利 シリーズ1～7 金曜日には花を買って 篠 ひろ子/多岐川 裕美 全14話 ロズウェル/星の恋人たち シリ・アップルビー/ジェイソン・ベア シリーズ1～3

家族熱 浅丘ルリ子/三國連太郎 全14話 もういちど春 伊東ゆかり/小野寺昭 全13話 パパとなっちゃん 田村正和/小泉今日子 全10話

時間ですよ(第1シリーズ) 森光子/船越英二 全30話 池中玄太80キロ 西田 敏行/坂口良子 シリーズ1～3 カミさんの悪口 田村正和/篠ひろ子 全11話

岸辺のアルバム 八千草薫/杉浦直樹 全15話 ソープ嬢モモ子シリーズ 竹下景子 シリーズ1～7 ダブル・キッチン 山口智子/高島政伸 全11話

悪魔のようなあいつ 沢田研二/若山富三郎 全17話 雨よりも優しく 浅野ゆう子/時任三郎 全12話 ずっとあなたが好きだった 賀来千香子/佐野史郎 全13話

うちのホンカンシリーズ 大滝秀治/八千草薫 シリーズ1～6 松田聖子のはじめての情事 松田聖子/勝野洋 前編・後編 星の金貨 酒井法子/大沢たかお 全12話

高原へいらっしゃい 田宮二郎/由美かおる 全17話 想い出づくり 古手川祐子/森昌子 全14話 ケイゾク 中谷美紀/渡部篤郎 全11話

前略、おふくろ様 萩原健一/丘みつ子 シリーズ1～2 ママはアイドル! 中山美穂/後藤久美子 全10話 愛していると言ってくれ 豊川悦司/常盤貴子 全12話

ジャンル タイトル名 主演 ジャンル ジャンル タイトル名 主演 ジャンル ジャンル タイトル名 主演 ジャンル ジャンル タイトル名 主演 ジャンル

サウンド・オブ・ミュージック エリノア・パーカー ミュージカル マッドマックス メル・ギブソン SF・アクション スタンド・バイ・ミー ウィル・ウィートン ヒューマン マトリックス キアヌ・リーブス ＳＦ・アクション

ティファニーで朝食を オードリー・ヘプバーン 恋愛/ロマンス ジョーズ ロイ・シャイダー アクション・ホラー ニュー・シネマ・パラダイス フィリップ･ノワレ ヒューマン スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス リーアム・ニーソン ＳＦ・アクション

ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘 宝田 明 特撮 エイリアン トム・スケリット SF・ホラー バック・トゥ・ザ・フューチャー マイケル・Ｊ・フォックス SF・コメディ インデペンデンス・デイ ウィル・スミス SF・パニック

博士の異常な愛情 ピーター・セラーズ コメディ 夢のチョコレート工場 ジーン・ワイルダー ファンタジー グレムリン ザック・ギャリガン SF・ホラー アルマゲドン ブルース・ウィリス SF・パニック

ベン・ハー チャールトン・ヘストン ヒューマン 八つ墓村 萩原 健一 ミステリー エイリアン2 シガニーウィーバー SF・ホラー ジュマンジ ロビン・ウィリアムズ アドベンチャー

刺青一代 高橋英樹 アクション アメリカン・グラフィティ リチャード・ドレイファス ミュージック コマンドー アーノルド・シュワルツェネッガー アクション Taxi サミー・ナセリ アクション・コメディ

海底二万哩 カーク・ダグラス SF 仁義なき戦い 菅原文太/松方弘樹 アクション 恋に落ちて ロバート・デ・ニーロ/メリル・ストリープ 恋愛・ロマンス シックス・センス ブルースウィリス サスペンス

黒部の太陽 三船敏郎/石原裕次郎 ヒューマン ダーティハリー クリント・イーストウッド アクション ネバーエンディング・ストーリー ノア・ハザウェイ ファンタジー タイタニック レオナルド･ディカプリオ 恋愛・ロマンス

網走番外地 高倉健 アクション スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望 マーク・ハミル SF・アクション ビー・バップ・ハイスクール 仲村 トオル/中山 美穂 青春・アクション メリーに首ったけ キャメロン・ディアス 恋愛・ロマンス

史上最大の作戦 ジョン・ウェイン アクション 蘇える金狼 松田優作 アクション 釣りバカ日誌 西田敏行/三國連太郎 ヒューマン・コメディ ライオン・キング ---------------- アニメ

OK牧場の決斗 カーク・ダグラス アクション 幸福の黄色いハンカチ 高倉健/倍賞美津子 恋愛/ロマンス ゴジラVSビオランテ 三田村邦彦/高嶋政伸 SF ゴジラvsモスラ 別所哲也/小林聡美 ＳＦ

帰って来たヨッパライ ザ・フォーク・クルセダーズ コメディ ロッキー・ホラー・ショー スーザン・サランドン ホラー 極道の妻たち 岩下志摩 サスペンス Shall we ダンス? 役所広司/草刈民代 コメディ
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巨人の星 1話～182話 機動戦士ガンダム 1話～43話 キン肉まん 1話～101話 1話～27話

エイトマン 1話～56話 天才バカボン 1話～80話 キャプテン翼 1話～128話 28話～62話

ゲゲゲの鬼太郎(第1作) 1話～65話 魔女っ子メグちゃん 1話～72話 Dr.スランプ アラレちゃん 1話～243話 名探偵コナン 1話～803話

リボンの騎士 1話～52話 ベルサイユのばら 1話～40話 機動戦士Zガンダム 1話～50話 ドラゴンボールZ 1話～291話

タイガーマスク 1話～105話 デビルマン 1話～39話 北斗の拳 1話～109話 スレイヤーズNEXT 1話～26話

ひみつのアッコちゃん(第1作) 1話～94話 未来少年コナン 1話～26話 美味しんぼ【デジタルリマスター版】 1話～121話 スラムダンク 1話～101話

魔法使いサリー(第1作) 1話～109話 マジンガーZ 1話～92話 魔神英雄伝ワタル 1話～45話 地獄先生ぬ～べ～ 1話～49話

狼少年ケン 1話～86話 侍ジャイアンツ 1話～46話 キャッツ・アイ 1話～36話 幽☆遊☆白書 1話～112話

鉄人28号 1話～83話 フランダースの犬 1話～52話 六神合体ゴッドマーズ 1話～64話 爆走兄弟 レッツ&ゴー!! WGP 1話～51話

遊星少年パピイ 1話～52話 ドロロンえん魔くん 1話～25話 シティーハンター 1話～51話 HUNTER×HUNTER 1話～148話

アタックNo.1 1話～104話 キューティーハニー 1話～25話 鉄腕アトム(カラー) 1話～52話 金田一少年の事件簿 1話～148話

ジャングル大帝 1話～52話 原始少年リュウ 1話～22話 悪魔くん 1話～42話 ママレード・ボーイ 1話～76話

ドラマ ドラマ ドラマ ドラマ

アニメ

映画

アニメ アニメ アニメ

映画 映画 映画

るろうに剣心 明治剣客浪漫譚 東京編

るろうに剣心 明治剣客浪漫譚 京都編

1990年代 1969年以前 1970年以代 1980年代 

1950年代～1990年代 年代別 
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ちゅらさん 国仲涼子/山田孝之 全156話 勇者ヨシヒコと魔王の城 山田孝之/木南晴夏 全12話 逃げるは恥だが役に立つ 新垣 結衣/星野 源 全11話 ラブリラン 中村アン/大谷亮平 4/7配信開始

篤姫 宮崎あおい/瑛太 全50話 SPEC 戸田 恵梨香/加瀬 亮 全10話 下町ロケット 阿部寛/土屋太鳳 全10話 宮本から君へ 池松壮亮 4/7配信開始

ROOKIES 佐藤隆太/市原 隼人 全11話 絶対零度～未解決事件特命捜査～ 上戸 彩 全11話 S －最後の警官－ 向井 理/綾野 剛 全10話 コンフィデンスマンJP 長澤まさみ/東出昌大 4/11配信開始

アンフェア 篠原涼子/瑛太 全11話 家政婦のミタ 松嶋 菜々子/長谷川 博己 全11話 ルーズヴェルト・ゲーム 唐沢 寿明/檀 れい 全9話 正義のセ 吉高由里子 4/12配信開始

結婚できない男 安部寛/夏川結衣 全12話 ドラマ「闇金ウシジマくん」 山田孝之/片瀬那奈 全9話 天皇の料理番 佐藤 健/黒木 華 全12話 孤独のグルメSeason7 松重 豊 4/14配信開始

オレンジデイズ 妻夫木聡/柴咲コウ 全11話 「JIN ‐仁‐」完結編 大沢たかお/綾瀬はるか 全11話 過保護のカホコ 高畑 充希/竹内 涼真 全10話 崖っぷちホテル！ 岩田剛典/戸田恵梨香 4/16配信開始

女王の教室 天海祐希/羽田美智子 全11話 孤独のグルメ 松重豊 シリーズ1～6 CRISIS 公安機動捜査隊特捜班 小栗 旬/西島 秀俊 全10話 ヘッドハンター 江口洋介/小池栄子 4/16配信開始

14才の母～愛するために 生まれてきた 志田 未来 全11話 龍馬伝 福山雅治/香川 照之 全48話 闇金ウシジマくん Season2 山田孝之/綾野 剛 全9話 モンテ・クリスト伯―華麗なる復讐― ディーン・フジオカ 4/26配信開始

空飛ぶタイヤ 仲村トオル 全5話 もう一度君に、プロポーズ 竹野内豊/和久井映見 全10話 花咲舞が黙ってない 杏/上川隆也 全10話 LETHAL WEAPON＜ファースト・シーズン＞ クレイン・クロフォード 4/4配信開始

24 -TWENTY FOUR- キーファー・サザーランド シリーズ1～8 Mother 松雪泰子/芦田愛菜 全11話 地味にスゴイ!校閲ガール・河野悦子 石原 さとみ/菅田 将暉 全10話 グレイズ・アナトミー　シーズン１３ エレン・ポンピオ 4/4配信開始

プリズン・ブレイク ウェントワース・ミラー シリーズ1～5 リッチマン・プアウーマン 小栗旬/石原さとみ 全11話 ひよっこ 有村 架純/沢村 一樹 全156話 ウエストワールド＜ファースト・シーズン＞ エヴァン・レイチェル・ウッド/アンソニー・ホプキンス 好評配信中

スーパーナチュラル ジャレッド・パダレッキ シリーズ1～11 仮面ライダーフォーゼ 福士 蒼汰 全48話 おんな城主　直虎 柴咲コウ 全50話 THIS IS US 36歳、これから マイロ・ヴィンティミリア 好評配信中

コールドケース キャスリン・モリス シリーズ1～7 ワンス・アポン・ア・タイム ジェニファー･モリソン シリーズ1～4 99.9 －刑事専門弁護士－SEASONII 松本潤 全12話 孤高の花～General＆I～ ウォレス・チョン/アンジェラベイビー 好評配信中

仮面ライダー電王 佐藤 健 全49話 ホワイトカラー マット・ボマー シリーズ1～5 Empire/エンパイア 成功の代償 テレンス・ハワード シリーズ1～3 ボイス～112の奇跡～ チャン・ヒョク/イ・ハナ 好評配信中

侍戦隊シンケンジャー 松坂 桃李 全49話 ブラックリスト ジェームズ・スペイダー シリーズ1～4 ストレイン コリー・ストール シリーズ1～4 じれったいロマンス ソンフン/ソン・ジウン 4/11配信開始

ジャンル タイトル名 主演 ジャンル ジャンル タイトル名 主演 ジャンル ジャンル タイトル名 主演 ジャンル ジャンル タイトル名 主演 開始日

M：I‐2 トム・クルーズ アクション シンデレラ バネッサ・ヘスラー 恋愛・ロマンス ムーンライト トレヴァンテ・ローズ/アンドレ・ホランド ヒューマン スター・ウォーズ／最後のジェダイ デイジー・リドリー/ジョン・ボイエガ 4/25配信（パッケージと同時）

ハリー・ポッターと賢者の石 ダニエル・ラドクリフ/エマ・ストーン ファンタジー レ・ミゼラブル(2012) ヒュー・ジャックマン/アン・ハサウェイ ミュージカル 怪盗グルーのミニオン大脱走 スティーヴ・カレル/クリステン・ウィグ アニメ 斉木楠雄のΨ難 山崎賢人/橋本環奈 4/18配信（14日先行）

世界の中心で、愛をさけぶ 長澤まさみ/森山未來 恋愛・ロマンス テッド マーク・ウォールバーク コメディ ローグ･ワン スター･ウォーズ･ストーリー フェリシティ・ジョーンズ/ディエゴ･ルナ SF・アクション ゲット・アウト ダニエル・カルーヤ/アリソン・ウィリアムズ 4/11配信（パッケージと同時）

グラディエーター ラッセル・クロウ アクション テルマエ・ロマエ 阿部寛/上戸彩 コメディ ラ･ラ･ランド エマ・ストーン/ライアン・ゴズリング ミュージカル 亜人 佐藤健/玉山鉄二 4/4配信（14日先行）

8 Mile エミネム 音楽 ワールド・ウォーZ ブラット・ピット ホラー ゼロ・グラビティ サンドラ・ブロック/ジョージ・クルーニー SF・サスペンス オリエント急行殺人事件 ケネス・ブラナー/ペネロペ・クルス 4/4配信（28日先行）

DEATH NOTE デスノート 藤原竜也/松山ケンイチ サスペンス ステキな金縛り 深津絵里/西田敏行 コメディ セッション マイルズ･テラー/Ｊ・Ｋ・シモンズ ヒューマン 氷菓 山崎賢人/広瀬アリス 3/21配信（パッケージと同時）

ダ・ヴィンチ・コード トム・ハンクス サスペンス アメイジング・スパイダーマン アンドリュー・ガーフィールド アクション オデッセイ マット・デイモン/ジェシカ・チャステイン SF キングスマン：ゴールデンサークル コリン・ファース/ジュリアン・ムーア 3/14配信（23日先行）

バイオハザード ミラ・ジョヴォヴィッチ ホラー トータル・リコール コリン・ファレル アクション ドリーム タラジ・Ｐ・ヘンソン ヒューマン 絵文字の国のジーン T・J・ミラー/ジェームズ・コーデン 3/7配信（劇場公開から28日）

アバター サム・ワーシントン SF・アドベンチャー アベンジャーズ ロバート・ダウニーＪＲ アクション シン・ゴジラ 長谷川 博己/石原 さとみ SF マザー！ ジェニファー・ローレンス 3/7配信（日本未公開）

マイノリティ・リポート トム・クルーズ SF・サスペンス 桐島、部活やめるってよ 神木隆之介/橋本愛 青春 昼顔 上戸彩/斎藤工 恋愛・ロマンス 君の膵臓を食べたい 浜辺美波/北村匠海 配信中

北の零年 吉永小百合 ヒューマン パシフィック・リム
チャーリー・ハナム /菊地凛

子
SF ちはやふる‐上の句‐ 広瀬すず/野村周平 青春 ブレードランナー　2049 ライアン・ゴズリング 配信中

ボーン・アイデンティティー マット・デイモン アクション/スパイ パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 ジョニー・デップ アクション 君の名は。 上白石萌音/神木隆之介 アニメ ベイビー・ドライバー アンセル・エルゴート 配信中

※「〇日先行」は実店舗レンタルとの比較日数

ジャンル タイトル名 収録数 ジャンル タイトル名 収録数 ジャンル タイトル名 収録数 ジャンル タイトル名 開始日

金色のガッシュベル!! 1話～150話 黒子のバスケ 1話～25話 おそ松さん 第2期 1話～23話 君の名は。 配信中

蒼天の拳 1話～26話 ソードアート・オンライン 1話～25話 ワンピース 1話～600話 コードギアス　反逆のルルーシュⅠ興道 配信中

黒執事 1話～24話 トリコ 1話～147話 アルドノア・ゼロ 1話～24話 甘い懲罰～私は看守専用ペット 4月2日から配信

ドラゴンボール改 1話～159話 弱虫ペダル 1話～38話 ハイキュー!! 1話～25話 フォーカード 4月2日から配信

BLACK CAT 1話～24話 バクマン。第1シリーズ 1話～25話 ワンパンマン 1話～12話 ルパン三世 PART5 4月4日から配信

エンジェル・ハート 1話～50話 進撃の巨人 1話～25話 監獄学園/プリズンスクール 1話～12話 東京喰種：re 4月4日から配信

銀魂(1年目) 1話～49話 ちはやふる 1話～25話 終物語 1話～12話 パズドラ 4月5日から配信

劇場版 ワンピース 劇場版 ジョジョの奇妙な冒険 1話～26話 Re：ゼロから始める異世界生活 1話～25話 アイカツフレンズ！ 4月9日から配信

夏目友人帳 1話～13話 ラブライブ! 1話～13話 僕だけがいない街 1話～12話 蒼天の拳 REGENESIS 4月10日から配信

CANAAN 1話～22話 未来日記 1話～26話 甲鉄城のカバネリ 1話～12話 ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン 4月14日から配信

capeta Broad Band Edition 1話～52話 ダンボール戦機 1話～44話 けものフレンズ 1話～12話 七つの大罪 戒めの復活 配信中

ハチミツとクローバー 1話～24話 PSYCHO‐PASS サイコパス 1話～22話 メイドインアビス 1話～13話 バジリスク ～桜花忍法帖～ 配信中

アニメ アニメ アニメ

ドラマ ドラマ ドラマ ドラマ

映画 映画 映画 映画

アニメ

2000年代 2010年～2013年 2014年～2018年 最新作・人気話題作(4/10段階) 

2000年～2016年 年代別 



ジャンル タイトル名 ジャンル タイトル名 主演 製作国 ジャンル タイトル名 出演 収録数 ジャンル タイトル名

ラ・ラ・ランド 孤高の花～General＆I～ ウォレス・チョン/アンジェラベイビー 中国 でんぱの神神 でんぱ組.inc 1話～287話 189系快速富士山【配信限定ver.】

ジョン・ウィック：チャプター2 雲が描いた月明り パク・ボゴム/キム・ユジョン 韓国 おにぎりあたためますか 北海道新幹線ルート先取りの旅 大泉 洋/戸次重幸/佐藤麻美 1話～6話 Inno Trans 2014特集

貞子vs伽椰子 明日、キミと イ・ジェフン/シン・ミナ 韓国 マツコの知らない世界 マツコ・デラックス 1話～125話 岡安章介の撮り鉄道

X‐MEN： アポカリプス 私のキライな翻訳官 ヤン・ミー/ホアン・シュアン 中国 ゴッドタン マジ歌選手権 おぎやはぎ/劇団ひとり 1話～15話 大人の鉄道美学

君の名は。 シンデレラはオンライン中! ヤン・ヤン/ジェン・シュアン 韓国 水曜どうでしょう (新作) 鈴井貴之/大泉 洋 1話～13話 女子鉄紀行

インフェルノ テバク～運命の瞬間(とき)～ チャン・グンソク/ヨ・ジング 韓国 ももクロChan～Momoiro Clover Z Channel～ ももいろクローバーZ 1話～361話 鉄道フェスティバル2014総集編

フィフス・ウェイブ 幽幻道士(キョンシーズ)＜デジタルリマスター版＞ シャドウ・リュウ/リュウ・ツーハン 台湾 KEYABINGO! 欅坂46 シリーズ1～3 鉄道模型コンテスト2014特集

マネーモンスター 三国志 ～趙雲伝～ ケニー・リン/ユナ 中国 ラブライブ! μ’s Go→Go! LoveLive! 2015 μ's 全2話

ロスト・バケーション 匂いを見る少女 パク・ユチョン/シン・セギョン 韓国 東野・岡村の旅猿12～プライベートでごめんなさい… 東野幸治/岡村隆史 1話～13話

パッセンジャー 太陽の末裔 ソン・ジュンギ/ソン・へギョ 韓国 NOGIBINGO!9 乃木坂46 シリーズ1～9 ジャンル タイトル名 出演 収録数

ペット 花郎＜ファラン＞ パク・ソジュン/パク・ヒョンシク 韓国 2PM WILD BEAT 2PM 1話～10話 The Fishing - 1話～29話

ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー マイ・サンシャイン～何以笙簫默～ ウォレス・チョン/ティファニー・タン 中国 乃木坂46えいご(のぎえいご) 乃木坂46 1話～23話 イワナの渓谷Vol.1 南アルプス・野呂川 渡辺訓正 全1話

IT/イット “それ”が見えたら、終わり。 ポンダンポンダン 王様の恋 ユン・ドゥジュン/キム・スルギ 韓国 水曜どうでしょうClassic ジャングルリベンジ 大泉洋/鈴井貴之 1話～7話 全1話

エイリアン：コヴェナント 麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～ イ・ジュンギ/IU 韓国 恋んトス 高橋茂雄/中村アン/吉沢亮 シリーズ2～7 ザ・ベイ ソルトウォーター・フライフィッシング 稲見一郎/岡本慶一郎/内田浩司 全1話

怪盗グルーのミニオン大脱走 アントラージュ ～スターの華麗なる人生～ ソ・ガンジュン/チョ・ジヌン 韓国 Get it beauty 2016 イ・ハニ/キム・ジョンミン 1話～42話 タイト・スレッドVol.2 獣毛タイイング編 備前貢 全1話

スパイダーマン：ホームカミング 六龍が飛ぶ ユ・アイン/ユン・ギュンサン 韓国 アルスマグナ～半熟男子の野望～ アルスマグナ 1話～9話 ドライフライ トリックキャスト 渡辺訓正 全1話

ベイビー・ドライバー 華政［ファジョン］ イ・ヨニ/チャ・スンウォン 韓国 探偵!ナイトスクープ 西田敏行/桂小枝/間寛平 1話～167話 ウェットフライ スーパー・テクニック 杉坂隆久 全1話

パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 私の人生の春の日 カム・ウソン/スヨン 韓国 STU48のセトビンゴ! STU48 1～2話

猿の惑星：聖戦記(グレート・ウォー) ドクターズ～恋する気持ち キム・レウォン/パク・シネ 韓国 ラストキス ～最後にキスするデートSP 綾部祐二/池田美優 全1話

22年目の告白－私が殺人犯です－ 会いたい パク・ユチョン/ユン・ウネ 韓国 1×8いこうよ! 大泉　洋/木村　洋二 1話～305話 ジャンル タイトル名

SING/シング 孤高の花～General＆I～ ウォレス・チョン/アンジェラベイビー 中国 ドレッサーをよろしく 1 ハン・チェヨン/チェ・ヒ 1話～12話 イケメンすぎるゴリラ シャバーニ

メッセージ 皇貴妃の宮廷 ガオ・ユンシャン/ホウ・モンヤオ 中国 Cat Chat えいごでFRIENDS ADVANCED 海保知里/青山テルマ 全2話 猫侍 三匹の玉之丞

ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：リミックス 武則天‐The Empress‐ ファン・ビンビン/チャン・フォンイー 中国 猫侍 玉之丞ときどき春馬

ザ・マミー 呪われた砂漠の王女 イタズラなKiss～Miss In Kiss ディノ・リー/ウー・シンティ 台湾 Cat Healing ねこちゃんといっしょ

ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち HIStory マイ・ヒーロー アーロン・ライ/ジアン・ユンリン 台湾 ジャンル タイトル名 出演 収録数 田代島 ねこぱらだいす ～ねこ太郎と仲間たち～

美女と野獣 宮廷の諍い女(いさかいめ) スン・リー/チェン・ジェンビン 中国 エンタの神様 大爆笑の最強ネタ大連発SP 福澤 朗/白石美帆 全1話 いきいき動物ビデオ

トランスフォーマー/最後の騎士王 シンデレラの法則 ジョー・チェン/チャン・ハン 台湾 東京03単独ライブVol.5 傘買って雨上がる 東京03 全1話 旅猫ロマン

カーズ/クロスロード お昼12時のシンデレラ チャン・ハン/チャオ・リーイン 中国 バイきんぐ単独ライブ「Jack」 バイきんぐ 全1話

LOGAN/ローガン 水滸伝 チャン・ハンユー/フー・ドン 中国 あらびき団 presents あら‐1グランプリ2013 ライト東野/レフト藤井/庄司智春 全4話

ドクター・ストレンジ 私の妖怪彼氏 ウー・チェン/キム・テファン 中国 落語研究会「厩火事」古今亭志ん輔 古今亭志ん輔 全1話 ジャンル タイトル名 主演 収録数

ライフ 落語研究会「おかめ団子」橘家圓太郎 橘家圓太郎 全1話 黄昏☆びんびん物語 木村魚拓/無道X 1話～186話

キングコング：髑髏島の巨神 落語研究会「雉子政談」柳家喬太郎 柳家喬太郎 全1話 スロじぇくとC 嵐/梅屋シン 1話～60話

オオカミ少女と黒王子 ジャンル タイトル名 主演 製作国 日本エレキテル連合単独公演「地獄コンデンサ」 日本エレキテル連合 全1話 嵐・梅屋のスロッターズ☆ジャーニー 嵐/梅屋シン 1話～419話

バイオハザード：ヴェンデッタ 弁護人 ソン・ガンホ/イム・シワン 韓国 TKO「ゴールデン劇場6」 TKO 全1話 【特番】アゲ満×PPSL コラボ特番 ビワコ/さやか 全2話

ハドソン川の奇跡 特別捜査 ある死刑囚の慟哭 キム・ミョンミン/ソン・ドンイル 韓国 うしろシティ単独ライブ「とはいえ外はサンダー」 うしろシティ 全1話 ういちとヒカルのおもスロいテレビ ういち/沖ヒカル 1話～301話

グレートウォール 犯人は生首に訊け チョ・ジヌン/キム・デミョン 韓国 バカリズムライブ「ぎ」 バカリズム 全1話 ブラマヨ吉田の「ガケっぱち!!」 吉田敬/ヒラヤマン 1話～285話

I LOVE スヌーピー THE PEANUTS MOVIE 二十歳 キム・ウビン/ジュノ 韓国 トンツカタン単独ライブ「トンツカタンI～君の笑顔の為だけに～」 トンツカタン 全1話 ガールズパチンコリーグ・ホワイト ヒラヤマン/ポコ美 1話～22話

モアナと伝説の海 殺人の才能 キム・ボムジュン/ペ・ジョンファ 韓国 バイきんぐ単独ライブ「クローバー」 バイきんぐ 全1話

メイズ・ランナー2：砂漠の迷宮 ライジング・ドラゴン ジャッキー・チェン/クォン・サンウ 中国/韓国 コラアゲンはいごうまん 実録・体験ノンフィクション漫談 コラアゲンはいごうまん 全1話

ソーセージ・パーティー The NET 網に囚われた男 リュ・スンボム/イ・ウォングン 韓国 落語とは、俺である。―立川談志・唯一無二の講義録― 立川 談志 全8話 ジャンル 収録数

スーサイド・スクワッド ワンステップ ～君と僕のメロディ～ パク・サンダラ/ハン・ジェソク 韓国 キンタロー。初単独ライブ「Kintalo。TV」 キンタロー。 全1話 1話～66話

ワイルド・スピード ICE BREAK トンネル 闇に鎖された男 ハ・ジョンウ/ペ・ドゥナ 韓国 ラストベストロッチ3 ロッチ 全1話 シリーズ1～14

ドント・ブリーズ 新感染 ファイナル・エクスプレス コン・ユ/キム・スアン 韓国 ベストネタシリーズ アンガールズ アンガールズ 全1話 シリーズ1～32

カンフー・パンダ3 容疑者X 天才数学者のアリバイ リュ・スンボム/イ・ヨウォン 韓国 落語研究会「景清」金原亭馬治 金原亭馬治 全1話 シリーズ1～8

ドリーム 殺人の告白 パク・シフ/チョン・ジェヨン 韓国 落語研究会「子は鎹」橘家文蔵 橘家文蔵 全1話 シリーズ1～18

パチ&

スロ

ホラー

ビデオ

タイトル名

ほんとにあった!呪いのビデオ

闇動画

Not Found ネットから削除された禁断動画

心霊 ～パンデミック～

「いる。」～怖すぎる投稿映像13本～

映画

映画

バラエ

ティ

番組

お笑い

究極のフライ～湖を完全制覇するためのフライタイイング～                    杉坂隆久

釣り

対応内容

ドラマ

鉄道

動物

その他ジャンル 

音質・画質にこだわりの映画 人気韓流・アジア作品 バラエティ番組・お笑い こだわりのジャンル 

DOLBY AUDIO/UHQエンコード 

DOLBY AUDIO 

DOLBY ATOMOS 


