
【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

映画
ハートキャッチプリキュア!
花の都でファッションショー…ですか!?

本編
特典：舞台あいさつ、TVスポット・予告集、ピクチャー
コレクション他

70+13 2011 松本理恵 日本 M232

アート ハーバーテイル

「HARBOR TALE」
「YOKOHAMA TALE」
「Blue Eyes in HARBOR TALE」
「Doron Coron」

32
2011
～2014

伊藤有壱 日本 A085

映画 パーフェクトブルー
本編
特典：メイキングビデオ、プロモーション映像

82+a 1997 今敏 日本 M128

TV パーマン　第1巻

1「パーマン登場!!」
2「野球はパーマン」
3「ガン子は迷探偵?!」
4「こんにちはパー子です」
5「先生がくる!!」
6「追い出されたブービー」
7「パーヤンですねん」
8「パー子の正体」
9「パーマン全員集合!!」
10「水にご用心!!」
11「悪い子パーマン」
12「ゲラゲラ丸SOS」

124 1983 笹川ひろし 日本 BT107 01

TV パーマン　第2巻

13「やとわれパーマン」
14「帰ってきたおばあさん」
15「ラッパとんでこい」
16「やさしいやさしい女の子」
17「パーマンと謎のトレーラー」
18「わたしの命はねらわれている」
19「パーマンやめたい」
20「ウレッシャー号みつけた」
21「女のたたかい」
22「パーマンの休日」
23「通り魔はだれだ」
24「怪人ネタボール」

124 1983 笹川ひろし 日本 BT107 02

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 1/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV パーマン　第3巻

25「箱入りむすこ」
26「おれをパーマン5号にしろ」
27「パーマンのアルバイト」
28「どちらがコピー?!」
29「にせ者パーマン」
30「パーマンはつらいよ」
31「発見！パーマンのパパとママ」
32「ニセ札犯人を追え!!」
33「それでもミツ夫はやる！」
34「忍者でござる」
35「ワニ故郷へ帰る」
36「生き埋めパーマン」

124 1983 笹川ひろし 日本 BT107 03

TV パーマン　第4巻

37「ミッちゃんの逃げたオウム」
38「真夜中のお風呂騒動」
39「遠足なんて大きらい！」
40「ホームランボールはぼくのもの」
41「恐竜さがし」
42「パーマンが銀行ギャング?!」
43「スリを捕まえろ！」
44「パーマンになれない」
45「とんだカラクリ屋敷!?」
46「パーマンと柔道マン」
47「パーマンの学校探険」
48「みこしだ！ワッショイ!!」

124 1983 笹川ひろし 日本 BT107 04

TV パーマン　第5巻

49「南の島のサメ退治」
50「かなしい勝利」
51「あのガン子のこわい物は?」
52「小説家には注意しろ」
53「コピーロボットが恋をした?!」
54「パーマンを写そう」
55「サーカスの星ブービー」
56「ガン子にゃ負けたよ」
57「わが友有名人」
58「消えたパーマンバッジ」
59「モーレツ婆さんがやって来た」
60「特訓はコピーロボットで」

124 1983 笹川ひろし 日本 BT107 05

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 2/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV パーマン　第6巻

61「タヌキ警部登場！」
62「ねん土細工と大統領」
63「手錠とホットケーキ」
64「サブとパーマン」
65「べんり屋パーマン」
66「パーマンセットの秘密」
67「とんだ写生会」
68「雨の日のパーマン」
69「温泉は疲れるよ」
70「家庭教師はもうごめん」
71「ガン子一人旅」
72「氷を運ぶパーマン」

124 1983 笹川ひろし 日本 BT107 06

TV パーマン　第7巻

73「ピラミッド探険」
74「なんでもパーマン」
75「ぼくだって遊びたい」
76「節約デート」
77「ママって何もわかっちゃいない」
78「パーマンのファンクラブ」
79「あこがれの先生」
80「秘密を知ったクック」
81「怪魚シーラゴンスは釣れたか?!」
82「アイドルからのラブサイン」
83「怪人千面相現わる！」
84「パーヤン観光ですねん」

124 1983 笹川ひろし 日本 BT107 07

TV パーマン　第8巻

85「やさしい悪役」
86「コピーロボット全員集合」
87「夏バテパーマン」
88「初恋ブービーてんまつ記」
89「お風呂屋さんは大騒ぎ」
90「パーマンのロッキー便り」
91「先生の花嫁をさがせ」
92「兄妹は助け合わなくちゃ」
93「パーマンとブービーのけんか」
94「パーマン海へ行く」
95「ウキィ！ブービーの変身」
96「つながれたパーマン」

124 1983 笹川ひろし 日本 BT107 08

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 3/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV パーマン　第9巻

97「歯痛のパーマン」
98「パーマンの早起き大作戦」
99「日焼けパーマン」
100「千面相の脱獄！」
101「ガン子のメガネ大好き」
102「パーマンは大忙し」
103「ラジコンブービー」
104「しょっぱい友情」
105「ガン子を女らしく」
106「パパとママのけんか」
107「マントにご用心!!」
108「食い倒れご用心！」

124 1983 笹川ひろし 日本 BT107 09

TV パーマン　第10巻

109「カバオに負けるな!!」
110「宇宙人のプレゼント」
111「ファッショナブルパー子」
112「狙われた三重夫人！」
113「ベルに悩むパーマン」
114「虎の皮のパンツはどこだ!?」
115「またまた登場!千面相」
116「休暇は楽し」
117「ガン子をギャフンといわせなきゃ！」
118「パーマンがいっぱい」
119「試作車につき持ち出すべからず」
120「お茶会パーマン」

124 1983 笹川ひろし 日本 BT107 10

TV パーマン　第11巻

121「大騒ぎの宿題会」
122「調査員に気をつけろ!?」
123「コピーロボットを返して!!」
124「パーヤンとカバオは兄弟!?」
125「パーヤンはケチじゃない」
126「コピーロボットを捜せ」
127「ワザありパーマン」
128「幻のトンボ捕まえた！」
129「パーマンランチを食べよう」
130「ガン子はお姉さん?!」
131「酔っぱらったパーマン」
132「てんやわんやバザー大会」
 特典映像「パーマンのえかきうた」

124+1 1983 笹川ひろし 日本 BT107 11

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 4/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV
Hi Hi PUFFY AMI YUMI　第1巻
（ハイハイパフィーアミユミ）

エピソード1 A「最強のパフィーファン」B「おまけ全部
あつめろ！」C「ニンジャになるんじゃ」
エピソード2 A「盗まれた才能」B「オーレ！」C「ミニ・パ
フィー」
エピソード3 A「アミの秘密」B「あま～いトラブル」C「め
ざせ！ダンスクイーン」
エピソード4 A「アミ、ワルになる」B「パフィーロボ」C
「メタル・ブレス」

87 2004 アメリカ T0864

TV
Hi Hi PUFFY AMI YUMI　第2巻
（ハイハイパフィーアミユミ）

エピソード5 A「正義の決闘」B「カードでバトル」C
「チーム・ティーン」
エピソード6 A「ユミがオペラ歌手」B「農場を救え」C
「ペンパル」
エピソード7 A「アミユミ波に乗る」B「カズのデート」C
「妥当！おぼっちゃま」

67 2004 アメリカ T0865

TV
Hi Hi PUFFY AMI YUMI　第3巻
（ハイハイパフィーアミユミ）

エピソード8 A「神になったカズ」B「アレルギー」C「ス
ペース・アウト」
エピソード9 A「カズのおんがえし」B「お寿司注意報」
C「フェイス・ブレース3000」
エピソード10 A「宝の地図」B「カズとネコの対決」C「マ
ネージャー交代」

66 2004 アメリカ T0866

TV
Hi Hi PUFFY AMI YUMI　第4巻
（ハイハイパフィーアミユミ）

エピソード11 A「偉大なるマジシャン、カザム」B「パ
フィリシャス」C「ライト！カメラ！危ないっ」
エピソード12 A「ファンクラブ」B「ネコのうたた寝」C「迷
信」
エピソード13 A「カズのイメチェン」B「ロボットをたお
せ！」C「クルーズでバケーション!?」

67 2004 アメリカ T0867

映画 ハウルの動く城 本編 119 2004 宮崎駿 日本 M102 01

TV 破壊魔定光　第1巻
第1話「喧嘩上等!定光参上」
第2話「撲闘一閃!回収完了」

76 2001 大畑晃一 日本 T0633

TV 破壊魔定光　第2巻
第3話「舎弟誕生!駆崙爆走」
第4話「燃える男の魂」

72 2001 大畑晃一 日本 T0634

TV 破壊魔定光　第3巻
第5話「女は男の死神」
第6話「桜は男の迷い花」

73 2001 大畑晃一 日本 T0635

TV 破壊魔定光　第4巻
第7話「男、命の拳を喰らえ!」
第8話「男、涙の相合傘」

73 2001 大畑晃一 日本 T0636

TV 破壊魔定光　第5巻
第9話「男の愛は死闘愛」
第10話「空に煌めく男の星座」

73 2001 大畑晃一 日本 T0637

TV 鋼の錬金術師　第1巻
第1話「太陽に挑む者」
第2話「禁忌の身体」
特典：DVD限定コミカル30秒予告編『裏鋼』

47 2003 水島精二 日本 T0058

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 5/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 鋼の錬金術師　第2巻

第3話「おかあさん･･････」
第4話「愛の錬成」
第5話「疾走！機械鎧（オートメイル）」
第6話「国家錬金術師資格試験」
特典：DVD限定コミカル30秒予告編『裏鋼』

96 2003 水島精二 日本 T0059

TV 鋼の錬金術師　第3巻

第7話「合成獣（キメラ）が哭く夜」
第8話「賢者の石」
第9話「軍の狗（いぬ）の銀時計」
第10話「怪盗サイレーン」
特典：DVD限定コミカル30秒予告編『裏鋼』、
OP/EDノンクレジット・ヴァージョン映像

96 2003 水島精二 日本 T0444

TV 鋼の錬金術師　第4巻

第11話「砂礫の大地・前編」
第12話「砂礫の大地・後編」
第13話「焔 vs 鋼」
第14話「破壊の右手」

96
2003
～2004

水島精二 日本 T0445

TV 鋼の錬金術師　第5巻

第15話「イシュヴァール虐殺」
第16話「失われたもの」
第17話「家族の待つ家」
第18話「マルコー・ノート」
特典：DVD限定コミカル30秒予告編
『裏鋼』

96 2004 水島精二 日本 T0446

TV 鋼の錬金術師　第6巻

第19話「真実の奥の奥」
第20話「守護者の魂」
第21話「紅い輝き」
第22話「造られた人間」
特典：DVD限定コミカル30秒予告編『裏鋼』

96 2004 水島精二 日本 T0447

TV 鋼の錬金術師　第7巻

第23話「鋼のこころ」
第24話「思い出の定着」
第25話「別れの儀式」
第26話「彼女の理由」
特典：DVD限定コミカル30秒予告編
『裏鋼』、25話オンエアバージョン

106 2004 水島精二 日本 T0448

TV 鋼の錬金術師　第8巻

第27話「せんせい」
第28話「一は全、全は一」
第29話「汚れなき子ども」
第30話「南方司令部襲撃」
特典：DVD限定コミカル30秒予告編『裏鋼』、OP/EDノ
ンクレジット・フルヴァージョン映像

98 2004 水島精二 日本 T0449

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 6/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 鋼の錬金術師　第9巻

第31話「罪」
第32話「深い森のダンテ」
第33話「囚われたアル」
第34話「強欲の理論」
特典：DVD限定コミカル30秒予告編『裏鋼』

96 2004 水島精二 日本 T0450

TV 鋼の錬金術師　第10巻

第35話「愚者の再会」
第36話「我が内なる科人＜トガビト＞」
第37話「焔の錬金術師、戦う少尉さん、第十三倉庫
の怪」
第38話「川の流れに」
特典：DVD限定コミカル30秒予告編『裏鋼』

96 2004 水島精二 日本 T0451

TV 鋼の錬金術師　第11巻

第39話「東方内戦」
第40話「傷痕」
第41話「聖母」
第42話「彼の名を知らず」
特典：DVD限定コミカル30秒予告編『裏鋼』、OP/EDノ
ンクレジット・フルヴァージョン映像

102 2004 水島精二 日本 T0452

TV 鋼の錬金術師　第12巻

第43話「野良犬は逃げ出した」
第44話「光のホーエンハイム」
第45話「心を劣化させるもの」
第46話「人体錬成」
特典：DVD限定コミカル30秒予告編『裏鋼』

100 2004 水島精二 日本 T0453

TV 鋼の錬金術師　第13巻

第47話「ホムンクルス封印」
第48話「さようなら」
第49話「扉の向こうへ」
第50話「死｣
第51話「ミュンヘン1921」
特典：DVD限定コミカル30秒予告編『裏鋼』、OP/EDノ
ンクレジット・ヴァージョン映像

119 2004 水島精二 日本 T0454

映画 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 本編 105 2005 水島精二 日本 BM005 01

TV 墓場鬼太郎　第1巻
第一話「鬼太郎誕生」
第二話「夜叉対ドラキュラ四世」

45 2008 地岡公俊 日本 T0872

映画 白蛇伝 本編 79 1958 薮下泰司 日本 M001

TV ハクション大魔王　セレクション　第1巻

第1話「出ました大魔王の話」「モーレツブル公の話」
第2話「算数はかなわんよの話」「ご主人は大ドロボー
の話」
第7話「大魔王は二人でごじゃるの話」「ハクション大
作戦の話」

77 1969 笹川ひろし 日本 T0133

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 7/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV ハクション大魔王　セレクション　第2巻

第27話「マジックハンドの話」「壷は誰のものの話」
第28話「アクビはカガミに弱いの話」「ブル公の結婚
式の話」
第32話「カンちゃんサンマとフグ魔王の話」「追い出せ
ガリベン先生の話」

77 1970 笹川ひろし 日本 T0134

TV ハクション大魔王　セレクション　第3巻

第41話「尻尾の生えたカンちゃんの話」「アカムラサキ
ブルーアゲハの話」
第50話「コオロギかんちゃんの話」「モシモシ…ご主人
の話」
第52話「魔王は町のナンバー１の話」「さよなら大魔
王の話」

76 1970 笹川ひろし 日本 T0135

TV 爆裂天使　第1巻

第1話「地獄が静かにやって来る」
第2話「情無用のガン・ファイター」
第3話「野獣の吠える街」
第4話「兄弟 暁に死す」

100 2004 大畑晃一 日本 BT094 01

TV 爆裂天使　第2巻

第5話「邪神蠢く館」
第6話「この花園を血で洗え！」
第7話「黒い空」
第8話「傷だらけの逃亡者」

100 2004 大畑晃一 日本 BT094 02

TV 爆裂天使　第3巻

第9話「パーティー・オブ・ザ・ドラゴン」
第10話「電脳番外地」
第11話「東の天使 西の鷹」
第12話「通天閣は涙に濡れて」

100 2004 大畑晃一 日本 BT094 03

TV 爆裂天使　第4巻

第13話「血戦！浪速愚連隊」
第14話「ワイルド・キッズ」
第15話「海と水着と大海獣」
第16話「魔境戦鬼」

100 2004 大畑晃一 日本 BT094 04

TV 爆裂天使　第5巻

第17話「激突！二人の天使」
第18話「不死身の同級生」
第19話「謀略 24時間」
第20話「皆殺しのハイウェイ」

100 2004 大畑晃一 日本 BT094 05

TV 爆裂天使　第6巻

第21話「鉄の墓標に弾丸を」
第22話「恋する悪魔」
第23話「赤い海の処刑場」
第24話「天使、爆裂！」

100 2004 大畑晃一 日本 BT094 06

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 8/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV はじめ人間ギャートルズ　第1巻

第1話「ハジメンカリーンの巻」
第2話「マンモギャーの巻」
第3話「ピカピカイシンの巻」
第4話「キビキビシラーの巻」
第5話「ロングロングアゴンデーの巻」
第6話「ツキビジョンウィーの巻」
第7話「ネツンアッチクタバリーンの巻」
第8話「マンモペットカウーンの巻」
第9話「マッリーンソワソワンの巻」
第10話「イレバーンジジの巻」
第11話「ギギガップの巻」
第12話「ハルカーンドンドンの巻」
第13話「ニキニキビーンの巻」
第14話「ジゴクラクーンの巻」

178 1974 三沢勝治 日本 BT042 01

TV はじめ人間ギャートルズ　第2巻

第15話「トリカエッコンの巻」
第16話「コモリーンコリゴリの巻」
第17話「カカッターンの巻」
第18話「スキスキフラレタンの巻」
第19話「ウシロスガタイイの巻」
第20話「オーギャーティフルの巻」
第21話「ブーメランルーの巻」
第22話「サムサムンクションの巻」
第23話「オオカミーンの巻」
第24話「クタビレモウケーンの巻」
第25話「バラバランチズの巻」
第26話「バイバイワニーンの巻」
第27話「アケボノーの巻」
第28話「ポンポコカヌシヤマの巻」

178
1974
～1975

三沢勝治 日本 BT042 02

TV はじめ人間ギャートルズ　第3巻

第29話「ホカホカマンモケーの巻」
第30話「トンデッタコタコンの巻」
第31話「ネンネコロリーンの巻」
第32話「イシーの巻」
第33話「エンヤコラハチンの巻」
第34話「オンギャハーンの巻」
第35話「ハルンイッチバンの巻」
第36話「ビンボーカミーンの巻」
第37話「キラララドーンの巻」
第38話「ハルカゼナーの巻」
第39話「ネムネムハルーンの巻」
第40話「ピカーリルンペの巻」
第41話「ネボケーンクマンの巻」
第42話「ウラナナラーンの巻」

178 1975 三沢勝治 日本 BT042 03

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 9/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV はじめ人間ギャートルズ　第4巻

第43話「ピカリロデドーンの巻」
第44話「エンギギカッグーンの巻」
第45話「クルクルマワールラー!の巻」
第46話「マケルモカチーンの巻」
第47話「ヘンテコテコムシンの巻」
第48話「モテモテンキザーの巻」
第49話「ナミジハルバルーンの巻」
第50話「ラブラブレターンの巻」
第51話「スキライダーメ!の巻」
第52話「カエルーンテンテンの巻」
第53話「マンモスゴーンの巻」
第54話「イソガシガリーンの巻」
第55話「ナクナクンゴリラッペの巻」
第56話「ポンポコムーンの巻」

177 1975 三沢勝治 日本 BT042 04

TV はじめ人間ギャートルズ　第5巻

第57話「オボロンヅキブハーの巻」
第58話「イキカエッタドーンの巻」
第59話「タイガーギャーの巻」
第60話「ウホウホヤッホーの巻」
第61話「ピーコピーコピーコロリンの巻」
第62話「ラララーコイビトの巻」
第63話「アタッターンの巻」
第64話「シニガミーンダメダメの巻」
第65話「ココーンポンポコの巻」
第66話「チヤホヤモテモテンの巻」
第67話「オトコハキビシインラーの巻」
第68話「カビカビカビラの巻」
第69話「エレキーンシビラの巻」
第70話「ハルバルーンケモノミチの巻」

174 1975 三沢勝治 日本 BT042 05

TV はじめ人間ギャートルズ　第6巻

第71話「星にのった王子さまの巻」
第72話「ハラペコファミリーの巻」
第73話「腹がペコペコペコペコだの巻」
第74話「とりとりかえっこの巻」
第75話「ガマー見ろ!の巻」
第76話「あたまをつかえゴンの巻」
第77話「ミエミエケシキーンの巻」
第78話「ドラゴンの玉をうばえの巻」
第79話「だまされたゴンの巻」
第80話「いかがなされた旅の人の巻」
第81話「イテテテムシバーンの巻」
第82話「ゴンと父ちゃん狩の旅の巻」
第83話「すばらしいおじいさんの巻」
第84話「父ちゃんの過去の巻」

174 1975 三沢勝治 日本 BT042 06

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 10/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV はじめ人間ギャートルズ　第7巻

第85話「類人猿のガキ大将の巻」
第86話「出た!しょぼくれドラゴンの巻」
第87話「カッパにねらわれた父ちゃんの巻」
第88話「ジャイアンツ山の大巨人の巻」
第89話「大当り!星うらないの巻」
第90話「やって来た子連れカミナリの巻」
第91話「死ね死ねにっくきガイコツの巻」
第92話「あっ　透明マンモス!?の巻」
第93話「原始人のテーブルマナーの巻」
第94話「追い出された父ちゃんの巻」
第95話「はらはらナマズの大地震の巻」
第96話「さっそう!風仙人の巻」
第97話「対決!!死神とゴン」
第98話「人間と動物は友達なんだの巻」

174 1975 三沢勝治 日本 BT042 07

TV はじめ人間ギャートルズ　第8巻

第99話「なまいきオウムケータくんの巻」
第100話「突撃!鬼バキバ戦車の巻」
第101話「母ちゃんの原始美容体操の巻」
第102話「巨人国からの侵入者!?の巻」
第103話「ジャジャーン!天邪鬼登場の巻」
第104話「生きかえった吸血鬼の巻」
第105話「ゴンの地底大冒険の巻」
第106話「女ごころとピー子ちゃんの巻」
第107話「森のポンポコ死神の巻」
第108話「天邪鬼の親さがし月旅行の巻」
第109話「魔法使いマホバばあさんの巻」
第110話「大戦争!ゴリラ対類人猿の巻」
第111話「腹立ちハゲワシの復しゅうの巻」
第112話「大天狗のプレゼントの巻」

172 1975 三沢勝治 日本 BT042 08

TV はじめ人間ギャートルズ　第9巻

第113話「雪女につかまったゴンの巻」
第114話「巨人の泣きどころの巻」
第115話「生きかえった冷凍恐竜の巻」
第116話「ゴンの天国地獄大旅行の巻」
第117話「孤独のカタキバオレの巻」
第118話「白馬争奪猛レースの巻」
第119話「臆病を吹き飛ばせ！の巻」
第120話「大平原の水が消えた！の巻」

171 1975 三沢勝治 日本 BT042 09

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 11/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV はじめ人間ギャートルズ　第10巻

第121話「ガラガラオロチをさがせ！の巻」
第122話「父ちゃんのおへそが消えた？の巻」
第123話「死神にとりつかれたの巻」
第124話「バラバーラの大来襲の巻」
第125話「母ちゃんに弱いマグマ大王の巻」
第126話「オヨヨ・白魔大王だーっの巻」
第127話「さる酒のんでウッホッホ！の巻」

171
1975
～1976

三沢勝治 日本 BT042 10

TV はじめ人間ギャートルズ　第11巻

第128話「ご先祖さまが現れたの巻」
第129話「ゴム風船で天国旅行の巻」
第130話「死神の息子が恋をしたの巻」
第131話「父ちゃんがぬけがらになったの巻」
第132話「モグリドラゴン現る！の巻」
第133話「星からの訪問者の巻」
第134話「やつらの足音が聞こえた！の巻」
映像特典

170+2 1976 三沢勝治 日本 BT042 11

TV はじめの一歩　第1巻
ROUND1「THE FIRST STEP」
ROUND2「努力の成果」
ROUND3「うれし涙」

72 2000 西村聡 日本 T0898

TV バジリスク～甲賀忍法帖～　第1巻
第一話「相思相殺」
第二話「胎動弐場」

54 2005 木﨑文智 日本 T0990 01

TV バジリスク～甲賀忍法帖～　第2巻
第三殺「凶蟲無惨」
第四殺「妖郭夜行」

54 2005 木﨑文智 日本 T0991 01

TV バジリスク～甲賀忍法帖～　第3巻
第五殺「忍者六儀」
第六殺「降涙恋慕」

54 2005 木﨑文智 日本 T0992 01

TV バジリスク～甲賀忍法帖～　第4巻
第七殺「人肌地獄」
第八殺「血煙無情」

54 2005 木﨑文智 日本 T0993 01

TV バジリスク～甲賀忍法帖～　第5巻
第九殺「哀絶霖雨」
第十殺「神祖御諚」

54 2005 木﨑文智 日本 T0994 01

TV バジリスク～甲賀忍法帖～　第6巻
第十一殺「石礫無告」
第十二殺「追想幻燈」

54 2005 木﨑文智 日本 T0995

TV バジリスク～甲賀忍法帖～　第8巻
第十五殺「波涛獄門」
第十六殺「懐抱淡画」

54 2005 木﨑文智 日本 T0996 01

TV バジリスク～甲賀忍法帖～　第9巻
第十七殺「昏冥流亡」
第十八殺「無明払暁」

54 2005 木﨑文智 日本 T0997 01

TV はたらく細胞　第1巻 第1話「肺炎球菌」 23 2018 鈴木健一 日本 T1007

TV はたらく細胞　第2巻
第2話「すり傷」
第3話「インフルエンザ」

46 2018 鈴木健一 日本 T1008

TV はたらく細胞　第3巻
第4話「食中毒」
第5話「スギ花粉アレルギー」

46 2018 鈴木健一 日本 T1009

TV はたらく細胞　特別編 特別編「風邪症候群」 23 2018 鈴木健一 日本 T1010

TV ハチミツとクローバー　第1巻
chapter.1
chapter.2

45 2005 カサヰケンイチ 日本 T0868

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 12/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV ハッスルパンチ　傑作選

第1話「あいつを追い出せ」
第5話「なぞの怪盗を追え」
第12話「ペッタンコ騒動」
第14話「ハイウェイをすっとばせ」

101 1965 池田宏他 日本 BT015 03

映画 バッタ君町に行く 本編 78 1941 デイブ・フライシャー アメリカ M224

TV パトロールホッパ　宇宙っ子ジュン　傑作選

第1話「宇宙少年ジュン」
第14話「チビッコ政府誕生」
第21話「太陽の子ライマン」
第27話「お母さんは地球星」

95 1965 藪下泰司 他 日本 BT016 01

TV 花田少年史　第1巻

第1話「はじまりはじまり」
第2話「ユキおばけの願い」
第3話「花田ジロ」
第4話「ひまわりの咲く家」
第5話「ちんちんジジイ」

120 2002 小島正幸 日本 BT059 01

TV 花田少年史　第2巻

第6話「桂ちゃん」
第7話「ハムカツ」
第8話「おっぱいに泣く」
第9話「マダム・カトリーヌ」
第10話「家族」

120 2002 小島正幸 日本 BT059 02

TV 花田少年史　第3巻

第11話「人生最大の危機」
第12話「大切なもの」
第13話「13年目の相棒」
第14話「天の邪鬼」
第15話「ゴンパチ」

120
2002
～2003

小島正幸 日本 BT059 03

TV 花田少年史　第4巻

第16話「花さん」
第17話「おばけ桜の下で」
第18話「約束」
第19話「走れメロン」
第20話「クリスマスプレゼント」

120 2003 小島正幸 日本 BT059 04

TV 花田少年史　第5巻

第21話「雪降る夜に」
第22話「りん子」
第23話「夜のおつとめ」
第24話「母子地蔵」
第25話「かたくりの花」

119 2003 小島正幸 日本 BT059 05

OVA 華ヤカ哉、我ガ一族 前篇 本編 50 2012 葛谷直行 日本 BO012 01

映画 Pa-Pa-Pa ザ★ムービー　パーマン
注：「ドラえもん のび太とふしぎ風使い」の項目をご覧
ください

日本 M167

その他 ババロワさん　こんばんは 本編 24 古川タク 日本 S009

TV 母をたずねて三千里　第1巻

第1話｢いかないでお母さん｣
第2話｢ジェノバの少年マルコ｣
第3話｢日曜日の港町｣
第4話｢おとうさんなんか大きらい｣

103 1976 高畑勲 日本 T0076

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 13/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 母をたずねて三千里　第2巻

第5話｢なかよしエミリオ｣
第6話｢マルコの月給日｣
第7話｢屋根の上の小さな海｣
第8話｢ゆかいなペッピーノ一座｣

103 1976 高畑勲 日本 T0077

TV 母をたずねて三千里　第3巻

第9話｢ごめんなさいおとうさん｣
第10話｢かあさんのブエノスアイレス｣
第11話｢おかあさんの手紙｣
第12話｢ひこう船のとぶ日」

103 1976 高畑勲 日本 T0078

TV 母をたずねて三千里　第4巻

第13話｢さよならフィオリ⊸ナ｣
第14話｢マルコの決意｣
第15話｢すすめフォルゴーレ号｣
第16話｢ちいさなコック長｣

103 1976 高畑勲 日本 T0079

TV 母をたずねて三千里　第5巻

第17話｢赤道まつり」
第18話｢リオの移民船｣
第19話｢かがやく南十字星｣
第20話｢おおあらしの夜｣

103 1976 高畑勲 日本 T0080

TV 母をたずねて三千里　第6巻

第21話｢ラプラタ川は銀の川｣
第22話｢かあさんのいる街｣
第23話｢もうひとりのおかあさん｣
第24話｢待っててくれたフィオリーナ｣

103 1976 高畑勲 日本 T0081

TV 母をたずねて三千里　第7巻

第25話｢ペッピーノ一座大あたり｣
第26話｢草原へ｣
第27話｢フィオリーナの涙｣
第28話｢バルボーサ大牧場｣

103 1976 高畑勲 日本 T0082

TV 母をたずねて三千里　第8巻

第29話｢雪がふる」
第30話｢老ガウチョカルロス｣
第31話｢ながい夜｣
第32話｢さようならといえたら｣

103 1976 高畑勲 日本 T0083

TV 母をたずねて三千里　第9巻

第33話｢かあさんがいない｣
第34話｢ジェノバに帰りたい｣
第35話｢かあさんのなつかしい文字｣
第36話｢さようならバイアブランカ｣

103 1976 高畑勲 日本 T0084

TV 母をたずねて三千里　第10巻

第37話｢はてしない旅へ｣
第38話｢かあさんだってつらいのに｣
第39話｢ばら色のよあけロサリオ｣
第40話｢かがやくイタリアの星一つ｣

103 1976 高畑勲 日本 T0085

TV 母をたずねて三千里　第11巻

第41話｢かあさんと帰れたら…｣
第42話｢新しい友だちパブロ｣
第43話｢この街のどこかに｣
第44話｢フアナをたすけたい」

103 1976 高畑勲 日本 T0086

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 14/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 母をたずねて三千里　第12巻

第45話｢はるかな北へ｣
第46話｢牛車の旅｣
第47話｢あの山の麓にかあさんが｣
第48話｢ロバよ死なないで｣

103 1976 高畑勲 日本 T0087

TV 母をたずねて三千里　第13巻

第49話｢かあさんが呼んでいる｣
第50話｢走れマルコ!｣
第51話｢とうとうかあさんに｣
第52話｢かあさんとジェノバへ｣

103 1976 高畑勲 日本 T0088

TV 母をたずねて三千里　完全版 本編 90 1976 高畑勲 日本 T0912

映画 パプリカ
本編
特典：音声解説、なりきり音声 他

90 2007 今敏 日本 BM020 01

映画 バラの花とジョー 注：「チリンの鈴」の項をご覧ください 21 1977 やなせ･たかし 日本 M253

TV 破裏拳ポリマー　第1巻

第1話「怪盗むささび党」
第2話「暗殺鬼紅さそり」
第3話「メカギャングむかで作戦」
第4話「とぐろ魔王ガラガラ蛇」
第5話「糸ぐる魔人土ぐも」
第6話「メカ変化もぐら盗賊団」

150 1974 鳥海永行 日本 T0224

TV 破裏拳ポリマー　第2巻

第7話「わんわんカムキラー」
第8話「溶解マシンウツボラー」
第9話「猫魔団闇に踊る」
第10話「電魔団クラゲラー」
第11話「メカ獣団ホワイトウルフ」
第12話「鳥人トリメカマン」

150 1974 鳥海永行 日本 T0225

TV 破裏拳ポリマー　第3巻

第13話「幻影おぼろ蝶」
第14話「ちゅうちゅう大作戦」
第15話「稲妻怪人ピカデール」
第16話「獣魚海賊ピーラカンス」
第17話「ポリマー誕生の秘密」
第18話「マイナス50度の危機」

150 1974 鳥海永行 日本 T0226

TV 破裏拳ポリマー　第4巻

第19話「えん魔怪人ベロダッセ」
第20話「怪人てっぽう魚人」
第21話「コンコン七変化」
第22話「復讐鬼ケラカブト」
第23話「海底魔人ウオトンビ」
第24話「怪傑タコ仮面」

150 1974 鳥海永行 日本 T0227

TV 破裏拳ポリマー　第5巻

第25話「海亀将軍ベッコーダー」
第26話「ポリマー最後の決戦」
特典：「破裏拳ポリマー」ノンテロップOP・ED／新番組
予告

50 1974 鳥海永行 日本 T0228

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 15/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV ハリスの旋風　第1巻

第1話「ハリケーン小僧のお通りだい」
第2話「ケンカとメシはおれにまかせろ」
第3話「正義の味方を知らねえか」
第4話「がむしゃら名投手誕生」
第5話「武士はあいみたがい」
第6話「餓死寸前」
第7話「チューリップ大使あらわる」

175 1966 進藤義之 日本 T0048

映画 春のめざめ 本編、特典 28 2006
アレクサンド
ル・ペトロフ

ロシア M241

アート
ハンガリーアニメーション傑作選
イシュトヴァーン・オロス作品集

「マインド・ザ・ステップ！」
「ザ・ガーデン」
「叫び」
「ブラックホール－ホワイトホール」
「タイムサイト」
「迷路」

36+16
1989
～2008

イシュトヴァー
ン・オロス

ハンガリー BA014 02

アート
ハンガリーアニメーション傑作選
ドーラ・ケレステシュ作品集

「ムーン・フィルム」
「マジック」
「ゴールデンバード」
「顔」
「柳の微笑み」
「ナンダ、ナンダ？」
「イチ、ニ、サン」

36+9
1979
～2005

ドーラ・ケレステ
シュ

ハンガリー BA014 01

アート
ハンガリーアニメーション傑作選
マリア・ホルヴァット作品集

「夜の奇跡」
「ドアNO.8」
「ドアNO.9」
「ドアNO.2」
「ドアNO.3」
「KAFFオープニングフィルム1」
「KAFFオープニングフィルム2」
「KAFFオープニングフィルム3」
「KAFFオープニングフィルム4」
「KAFFオープニングフィルム5」
「KAFFオープニングフィルム6」
「グリーンツリー・ストリート66番地」
「スチールス～追憶のスケッチ～」
「テリング・ストーン」

38+18
1982
～2004

マリア・ホルヴァット ハンガリー BA014 03

TV ハンター×ハンター　第1巻
第1話「旅ゆく少年×風の音を残して」
第2話「出会い×とまどい×出航」

50 1999 古橋一浩 日本 T0620

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 16/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV ハンター×ハンター　第2巻

第3話「プライド×荒海×決闘」
第4話「選択×近道×まわり道」
第5話「ウソ×ホント?×キリコ」
第6話「ステーキ×マラソン×試験開始」
第7話「トラウマ×限界×甘いワナ」

125 1999 古橋一浩 日本 T0621

TV ハンター×ハンター　第3巻

第8話「奇術師×ほほえみ×猛獣注意」
第9話「メンチ×マジギレ×二次試験?」
第10話「赤点×パニック×天の声」
第11話「探検×スポ根×密航者」
第12話「良い子?×悪い子?×キルア」

125
1999
～2000

古橋一浩 日本 T0622

TV ハンター×ハンター　第4巻

第13話「賛成×反対×おとし穴」
第14話「ローソク×ポリシー×なかま割れ」
第15話「はかない×いのち×マジタニ」
第16話「グー?×チョキ?×ハート」
第17話「3人?×5人?×最後の選択」

125 2000 古橋一浩 日本 T0623

TV ハンター×ハンター　第7巻

第28話「おしゃべり×ヘリクツ×根くらべ」
第29話「合格!×失格?×試験終了」
第30話「キルア×リタイヤ×強制送還」
第31話「解散×パーティー×くされ縁」
第32話「観光×名所×キルアんち」

125 2000 古橋一浩 日本 T0624

TV ハンター×ハンター　第12巻

第53話「旅団×陰獣×コミュニティ」
第54話「ヒソカ×同盟×クモ退治」
第55話「ウボォー×クラピカ×覚悟の旋律」
第56話「緋の眼×決闘×命の代償」
第57話「ゴン×お宝×危うい男」

125 2000 古橋一浩 日本 T0625

OVA ハンター×ハンター　第4巻
第7話「交渉×復讐×律する鎖」
第8話「想い×断念×引き裂かれたクモ」
映像特典：ノンテロップOP&ED

47 2002 嵯峨敏 日本 O052

映画 パンダコパンダ＆パンダコパンダ雨ふりサーカス
本編
特典：対談、インタビュー他

134
1972、
1973

高畑勲 日本 M084 01

映画 バンパイアハンターＤ　英語版
本編
特典：劇場予告編他

102+21 1999 川尻善昭 日本 BM009 01

映画 バンパイアハンターＤ　日本語版
本編
特典：ワールドプレミア＆声優インタビュー

102+6 2001 川尻善昭 日本 BM009 02

TV バンパイヤン・キッズ　第1巻

第1話「我輩、純情派モンスターゾヨ。」
第2話「学校で1000人まとめてオドかすゾヨ。」
第3話「透明人間ミエールくんあらわるゾヨ。」
特典：なんちゃってバンパイヤン

89 2001 荒川眞嗣 日本 T0147

TV バンパイヤン・キッズ　第2巻

第4話「恐怖カメラを探して幾千里ゾヨ。」
第5話「バンパイヤンハンターと対決ゾヨ。」
第6話「幽霊船長はゲームがお好きゾヨ。」
第7話「恐～いグランパがやってきたゾヨ。」

92 2001 荒川眞嗣 日本 T0148

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 17/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV バンパイヤン・キッズ　第3巻

第8話「フランケンくんがライバルゾヨ。」
第9話「ドラゴンベイビー・キュルン誕生ゾヨ。」
第10話「テレビ局に行って大暴れするゾヨ。」
第11話「大パニック!南の島のミイラ男ゾヨ。」

92 2001 荒川眞嗣 日本 T0149

TV バンパイヤン・キッズ　第4巻

第12話「宿題とは本当に恐～いものゾヨ。」
第13話「ライバル魔女と因縁の対決ゾヨ。」
第14話「ヘルヘル博士とゴルフで対決ゾヨ。」
第15話「原始時代にタイムスリップゾヨ。」

92 2002 荒川眞嗣 日本 T0150

TV バンパイヤン・キッズ　第5巻

第16話「コーくんがバンパイヤンになった!?ゾヨ。」
第17話「パパショック!スーちゃんが結婚するゾヨ。」
第18話「禁断の魔法でスーちゃんが２人
!?ゾヨ。」
第19話「ロボゾーの初恋は命がけゾヨ。」

92 2002 荒川眞嗣 日本 T0151

TV バンパイヤン・キッズ　第6巻

第20話「我輩がゴドーを捕まえるゾヨ。」
第21話「ミクロパパ、ロボゾーに食われるゾヨ。」
第22話「モリピョンが家出で大慌てゾヨ。」
第23話「カナちゃんとコーくんがラブラブ？ゾヨ。」

92 2002 荒川眞嗣 日本 T0152

TV バンパイヤン・キッズ　第7巻

第24話「ママさん、怒りのおしおきゾヨ。」
第25話「我輩、本当の狼になってしまったゾヨ。」
第26話「涙ポロリンチョ…さらば人間世界ゾヨ。」
特典

72 2002 荒川眞嗣 日本 T0153

映画 バンビ
本編
特典：『バンビ』が誕生するまで～完全再現 製作ス
タッフ会議

70+a 1942 デイヴィッド・ハンド アメリカ M274

TV パンプキン・シザーズ 帝国陸軍情報部第３課　第1巻
Episode01「不可視の９番」
Episode02「戦災復興部隊」

48 2006 秋山勝仁 日本 T0803

TV パンプキン・シザーズ 帝国陸軍情報部第３課　第2巻
Episode03「其は貴きものなりて」
Episode04「ヒビ割れた肖像」

48 2006 秋山勝仁 日本 T0804

TV パンプキン・シザーズ 帝国陸軍情報部第３課　第3巻
Episode05「あさはかな者たち」
Episode06「豊饒な時間」

48 2006 秋山勝仁 日本 T0805

TV パンプキン・シザーズ 帝国陸軍情報部第３課　第4巻
Episode07「踊る者踊らされる者」
Episode08「雪原に燃えて」

48 2006 秋山勝仁 日本 T0806

TV パンプキン・シザーズ 帝国陸軍情報部第３課　第5巻
Episode09「朝霧の女」
Episode10「カボチャとハサミ」

48 2006 秋山勝仁 日本 T0807

TV パンプキン・シザーズ 帝国陸軍情報部第３課　第6巻
Episode11「静かなる胎動」
Episode12「見えざる痛み」

48 2006 秋山勝仁 日本 T0808

TV パンプキン・シザーズ 帝国陸軍情報部第３課　第7巻
Episode13「粗野にして美味」
Episode14「焔、いまだ消えず」

48 2007 秋山勝仁 日本 T0809

TV パンプキン・シザーズ 帝国陸軍情報部第３課　第8巻
Episode15「迷走する選択」
Episode16「斬り裂きし者」

48 2007 秋山勝仁 日本 T0810

TV パンプキン・シザーズ 帝国陸軍情報部第３課　第9巻
Episode17「なお救われぬ闇たち」
Episode18「小さな戦力」

48 2007 秋山勝仁 日本 T0811

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 18/46
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種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV パンプキン・シザーズ 帝国陸軍情報部第３課　第10巻
Episode19「甘い罠」
Episode20「演者入場」

48 2007 秋山勝仁 日本 T0812

TV パンプキン・シザーズ 帝国陸軍情報部第３課　第11巻
Episode21「木偶と偶像」
Episode22「孤独な天秤」

48 2007 秋山勝仁 日本 T0813

TV パンプキン・シザーズ 帝国陸軍情報部第３課　第12巻
Episode23「そして甘い罠」
Episode24「軍人・平民・貴族」

48 2007 秋山勝仁 日本 T0814

映画 ピアノの森 本編 101 2007 小島正幸 日本 BM010 01
TV ピーターパンの冒険　完全版 本編 90 1989 黒田昌郎 日本 T0914

TV 東のエデン　第1巻
第1話「王子様を拾ったよ」
第2話「憂鬱な月曜日」

45 2009 神山健治 日本 T0875

TV 美少女戦士セーラームーン　第1巻

第1話「泣き虫うさぎの華麗なる変身」
第2話「おしおきよ！占いハウスは妖魔の館」
第3話「謎のねむり病、守れ乙女の恋する心」
第4話「うさぎが教えます！スリムになる法」
第5話「妖魔の香り！シャネーラは愛を盗む」
第6話「守れ恋の曲！うさぎはキューピッド」

145 1992 佐藤順一 日本 T0074

TV 美少女戦士セーラームーン　第2巻

第7話「うさぎ反省!スターの道はきびしい」
第8話「天才少女は妖魔なの?恐怖の洗脳塾」
第9話「うさぎの災難!あわて時計にご用心」
第10話「ノロワレタバス!炎の戦士マーズ登場」
第11話「うさぎとレイ対決?夢ランドの悪夢」
第12話「私だって彼が欲しい!豪華船のワナ」
特典：15秒予告集、ノンスーパーOP・ED

145 1992 佐藤順一 日本 T0350

TV 美少女戦士セーラームーン　第3巻

第13話「女の子は団結よ!ジェダイトの最期」
第14話「新たなる強敵、ネフライト魔の紋章」
第15話「うさぎアセる!レイちゃん初デート」
第16話「純白ドレスの夢!うさぎ花嫁になる」
第17話「モデルはうさぎ?妖魔カメラの熱写」
第18話「進悟の純情!哀しみのフランス人形」
特典：15秒予告集、ノンスーパーOP・ED

145 1992 佐藤順一 日本 T0351

TV 美少女戦士セーラームーン　第4巻

第19話「うさぎ感激!タキシード仮面の恋文」
第20話「夏よ海よ青春よ!おまけに幽霊もよ」
第21話「子供達の夢守れ!アニメに結ぶ友情」
第22話「月下のロマンス!うさぎの初キッス」
第23話「流れ星に願いを!なるちゃんの純愛」
第24話「なるちゃん号泣!ネフライト愛の死」
特典：15秒予告集、ノンスーパーOP・ED

145 1992 佐藤順一 日本 T0352

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 19/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 美少女戦士セーラームーン　第5巻

第25話「恋する怪力少女、ジュピターちゃん」
第26話「なるちゃんに笑顔を!うさぎの友情」
第27話「亜美ちゃんへの恋!?未来予知の少年」
第28話「恋のイラスト、うさぎと衛が接近?」
第29話「大混線!グチャグチャ恋の四角関係」
第30話「お爺ちゃん乱心、レイちゃんの危機」
特典：15秒予告集、ノンスーパーOP・ED

145 1992 佐藤順一 日本 T0353

TV 美少女戦士セーラームーン　第6巻

第31話「恋されて追われて!ルナの最悪の日」
第32話「海野の決心!なるちゃんは僕が守る」
第33話「最後のセーラー戦士ヴィーナス登場」
第34話「光輝く銀水晶!月のプリンセス登場」
第35話「よみがえる記憶!うさぎと衛の過去」
第36話「うさぎ混乱!タキシード仮面は悪?」
特典：15秒予告集、ノンスーパーOP・ED

145 1992 佐藤順一 日本 T0354

TV 美少女戦士セーラームーン　第7巻

第37話「めざせプリンセス?うさぎの珍特訓」
第38話「雪よ山よ友情よ!やっぱり妖魔もよ」
第39話「妖魔とペア!?氷上の女王まこちゃん」
第40話「湖の伝説妖怪!うさぎ家族のきずな」
第41話「もう恋から逃げない!亜美と衛対決」
特典：15秒予告集、ノンスーパーOP・ED

145
1992
～1993

佐藤順一 日本 T0355

TV 美少女戦士セーラームーン　第8巻

第42話「Sヴィーナスの過去、美奈子の悲恋」
第43話「うさぎが孤立?S戦士達の大ゲンカ」
第44話「うさぎの覚醒!超過去のメッセージ」
第45話「セーラー戦士死す!悲壮なる最終戦」
第46話「うさぎの想いは永遠に!新しき転生」
特典：15秒予告集、ノンスーパーOP・ED

145 1993 佐藤順一 日本 T0356

映画 美少女戦士セーラームーンＲ THE MOVIE 本編 60+17 1993 幾原邦彦 日本 M196

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 20/46
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種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

その他
飛騨国際メルヘンアニメ映像祭２００７
第５回メルヘンアニメ･コンテスト受賞作品集

「Zhiharka」Oleg Uzhinov
「Wolf Daddy」Chang Hyung Yun
「ONE-TWO-THREE」Keresztes Dora
「蒲公英（たんぽぽ）の姉」坂本友介
「Little bear」Natalia Besezuvaja
「Burning safari」Vincer Aupetit/Florent
Delataille/Jeanne Irzenski/Maxime maloo/Avrelien
Predal Claude William Trebutiew
「Emergence」Jerome Boulbes
「雨中の散歩」CHOI,HYUN-MYEOUNG
「THE CRANE AND THE GIRAFFE」VLADIMIR
BELLINI
「Toyartist」Wooksang Chang/Jaemin Lee/Younghee
Choi
Donghyuk Choi/Chigon Park/Hyejin Kim
「台所はお母さんの味方」永坂ひとみ

100 2007
※「内容」の項
目をご覧くださ
い

ロシア、
韓国、
ハンガ
リー、
日本、

フランス、
アルゼン

チン

S027

その他
飛騨国際メルヘンアニメ映像祭２００７
飛騨パラパラアニメ･コンテスト優秀作品集

「WATERMELON IMPACT」
「母の強さ」
「君に届け」
「空飛ぶくまのゆめ」
「ギョロ目くん with ホットケーキ」
「終わりじゃないよ…」
「形勢逆転」
「おしりの穴からコンニチワ」
「連続技」
「スケキヨ犬」

5 2007 日本 S028

TV ビッグX　第1巻

第1話「ビッグX登場」
第40話「虹の国から」
第41話「雪男の泉」
第42話「銀河に向って」
第43話「パール博士の発明」

130
1964
～1965

清水浩二 他 日本 BT048 01

TV ビッグX　第2巻

第44話「エンゼル星よりの使者」
第45話「ニーナの危機」
第46話「セントローザの秘密」
第47話「宇宙ランドの秘密」
第48話「大くらげ出現」

130 1965 清水浩二 他 日本 BT048 02

TV ビッグX　第3巻

第49話「グレート3」
第50話「地球第五氷河期」
第51話「サマリンガの魔法使い」
第52話「人面獣ゾンビー」
第53話「サンゴ礁の奇蹟」

130 1965 清水浩二 他 日本 BT048 03

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 21/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV ビッグX　第4巻

第54話「ハンスの復讐」
第55話「アマゾンの黒雲」
第56話「大氷原の決戦」
第57話「盗まれた実験」
第58話「月世界の対決」
第59話「最後の決戦」

156 1965 清水浩二 他 日本 BT048 04

TV ひつじのショーン　第1巻

1話「ショーンとサッカー」
2話「みんなでバスタイム」
3話「シャーリーのダイエット」
4話「ティミーのぬいぐるみ」
5話「りんごを手に入れろ!」
6話「ひつじの芸術家」
7話「くいしんぼうなヤギ」
8話「ピザが食べたい!」
9話「ショーンの闘牛」
10話「サタデー・ナイト・ショーン」

70 2006
リチャード・ゴル
ゾウスキー

イギリス T0889

映画 瞳の中の少年十五少年漂流記 バリアフリー版 本編 68 1987 黒田昌郎 日本 M250
映画 火の鳥2772　愛のコスモゾーン 本編、特典 121+a 1980 手塚治虫 日本 M113
映画 火の鳥　鳳凰編 本編 60 1986 りんたろう 日本 M175
TV 火の鳥　黎明編・前編 黎明編 その一、その二 51 2004 高橋良輔 日本 T0221
TV 火の鳥　黎明編・後編 黎明編 その三、その四 51 2004 高橋良輔 日本 T0222

TV 火の鳥　復活編・異形編
復活編 その一、その二
異形編

75 2004 高橋良輔 日本 T0223

TV 姫ちゃんのリボン　第1巻

第1話「魔法使いになっちゃった」
第2話「ショック！先輩の告白」
第3話「あこがれの先輩に変身」
第4話「姫ちゃん校長になる！」
第5話「ぶっとび少女ひかる登場」
第6話「バッタリ！大地と大地」

150 1993 辻初樹 日本 BT083 01

TV 姫ちゃんのリボン　第2巻

第7話「秘密がバレちゃう?!」
第8話「誘拐犯になぁーれ！」
第9話「ピンチ！記憶が消される」
第10話「肉まんよりも君が好き！」
第11話「リボンがあぶない！」
第12話「好きだっていったのに」

150 1993 辻初樹 日本 BT083 02

TV 姫ちゃんのリボン　第3巻

第13話「SMAPがやって来た」
第14話「ぶっとびひかるの名推理」
第15話「ポコ太雪山からSOS」
第16話「ひかるは何でもお見通し」
第17話「エッ！変身がもどらない」
第18話「君には笑顔がにあってる」

150
1992
～1993

辻初樹 日本 BT083 03

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 22/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 姫ちゃんのリボン　第4巻

第19話「チョコレートがいっぱい」
第20話「アイドルはたいへんだぁ」
第21話「夢に向って走れ！」
第22話「GOGOおばあちゃん」
第23話「初恋にさようなら」

125 1992 辻初樹 日本 BT083 04

TV 姫ちゃんのリボン　第5巻

第24話「魔法の国へようこそ」
第25話「それゆけボクの無敵パパ」
第26話「気になる彼女は転校生」
第27話「大地の初恋物語!?」
第28話「仁義なき姫ちゃん」
第29話「心をつなぐ遠い約束」

150 1993 辻初樹 日本 BT084 01

TV 姫ちゃんのリボン　第6巻

第30話「ポコ太！愛のために走れ」
第31話「母の日にクッキーを」
第32話「ひかる！大地と衝撃キス」
第33話「お気楽カミルに大迷惑」
第34話「負けるな！半熟先生」
第35話「迷犬ポチにご用心！」

150 1993 辻初樹 日本 BT084 02

TV 姫ちゃんのリボン　第7巻

第36話「支倉先輩！青春の旅立ち」
第37話「隠れ家がなくなる日…」
第38話「いたずら妖精大騒動！」
第39話「ホットケーキは甘い罠」
第40話「ハチャメチャ友情大作戦」
第41話「小さな恋人たち」

150 1993 辻初樹 日本 BT084 03

TV 姫ちゃんのリボン　第8巻

第42話「キャンプでUFO！」
第43話「プールでドッキリ！」
第44話「ひかるの懲りない夏休み」
第45話「初恋メモワール」
第46話「支倉先輩…さようなら」

125 1993 辻初樹 日本 BT084 04

TV 姫ちゃんのリボン　第9巻

第47話「大地のいない夏休み」
第48話「狙われたおかあさん」
第49話「ハートタクトで大あばれ」
第50話「スモール姫ちゃん大失敗」
第51話「リボンの約束」

125 1993 辻初樹 日本 BT085 01

TV 姫ちゃんのリボン　第10巻

第52話「ポコ太とお別れ？」
第53話「ラブストーリーはつらいヨ」
第54話「愛美の剣道一直線」
第55話「姫子のドタバタ恋愛講座」
第56話「思い出プレイバック」

125 1993 辻初樹 日本 BT085 02

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 23/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 姫ちゃんのリボン　第11巻

第57話「ちょっとだけ恋の予感」
第58話「私を未来に連れてって」
第59話「さよならがいっぱい」
第60話「大地が大好き」
第61話「魔法の国は大騒動」

134 1993 辻初樹 日本 BT085 03

OVA ピンキーストリート エピソード：ケイイチロウ 本編 13 2006 川口敬一郎 日本 O060
OVA ピンキーストリート エピソード：メイ 本編 15 2006 川口敬一郎 日本 O059

TV ピングー　第1巻

1「僕はピングー」、2「ピングーの卵のおもり」、3「ピン
ガ誕生」、4「ピングーの魚つり」、5「ピングーの郵便
配達」、6「ピングーのやきもち」、7「ピングーの雪合
戦」、8「ピンガの迷子」、9「ピングーの魚でテニス」、
10「ピングーのケガ」、11「ピングーのアイスホッ
ケー」、12「ピングーの夜ふかし」、13「ピングーのス
キーレース」、14「ピングーの家出」、15「ピングーのお
家づくり」、16「ピングーのアコーディオン」、17「ピン
グーの洞穴探検」、18「ピングーのそり遊び」、19「ピ
ングーとトイレ」、20「ピングーの学校」、21「おじいさん
の病気」、22「ピングーのサーカス」、23「ピングーの
手まわしオルガン」、24「ピングーのいたずら」、25「ピ
ングーのお留守番」、26「ピングーの夢」
特典：メイキング他

152 1986～ オットマー・グッドマン スイス T0200

TV ピングー　THE BEST OF PINGU　第1巻

「ピンガ誕生」「ピングーのポップコーンづくり」「ピン
グーの卵のおもり」「僕はピングー」「ピンガの迷子」
「ピングーのやきもち」「ピンガのぬいぐるみ」「ピン
グーのアコーディオン」「ピングーの兄妹げんか」「ピ
ングー一家のクリスマス」「ピングーのベビーシッ
ター」「ピングーの魚つり」「ピンガの幼稚園」「ピン
グーの夢」「ピングーのつららで音楽」「ピングーの家
出」「ピングーのパン作り」「ピングーと壊れたドアベ
ル」「ピングーのお留守番」「ピングーの遊園地」
「ピングーとカモメ」「ピングーの学校」「ピングーの
ファーストキス」「おじいさんの病気」「ピングーの仮
病」「ピンガのびっくり箱」「ピングーのお家作り」「ピン
ガの風船」「ピングーのうきうきダンス」「ピングーとお
かあさん鳥」

166 2010 スイス BT104 01

TV ピングー　THE BEST OF PINGU　第2巻 1980 パイロット、1986 パイロット、しあわせな結婚式 33 1980 スイス BT104 02
映画 ピンチクリフ グランプリ 本編 110 1975 イヴォ・カプリ ノルウェー M176 01

映画
FINAL FANTASY
（ファイナルファンタジー）

本編 142 2001 坂口博信
日本、
アメリカ

M036

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 24/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

映画 ファインディング・ドリー
本編
特典：『ひな鳥の冒険』、音声解説

97 2016

アンドリュー・ス
タントン、
アンガス・マク
レーン

アメリカ M283

TV ファンタジックチルドレン　第1巻

第1話「闇の果てから」
第2話「彷徨う想い」
特典：プロモーション映像集、番組宣伝用CM、ノンテ
ロップ・オープニング、なかむらたかし監督による「イ
メージボード」集、山本二三美術監督による「美術」集

50+8 2004 なかむらたかし 日本 T0437

TV ファンタジックチルドレン　第2巻

第3話「行きたい場所」
第4話「シノン」
第5話「コックリ島」
第6話「コックリ島(2)」
特典：なかむらたかし監督による「イメージボード」
集、山本二三美術監督による「美術」集

97 2004 なかむらたかし 日本 T0438

TV ファンタジックチルドレン　第3巻

第7話「ベフォールの子供」
第8話「温かい家族」
第9話「オエセル」
第10話「ゲド機関」
特典：なかむらたかし監督による「イメージボード」
集、山本二三美術監督による「美術」集

97 2004 なかむらたかし 日本 T0439

TV ファンタジックチルドレン　第4巻

第11話「大切な人」
第12話「閻魔」
第13話「ギリシアの記憶」
第14話「軌跡」
特典：なかむらたかし監督による「イメージボード」
集、山本二三美術監督による「美術」集

97
2004
～2005

なかむらたかし 日本 T0440

TV ファンタジックチルドレン　第5巻

第15話「追憶」
第16話「回帰、霧の中へ」
第17話「ティナ」
第18話「惨劇」
特典：なかむらたかし監督による「イメージボード」
集、山本二三美術監督による「美術」集

97 2005 なかむらたかし 日本 T0441

TV ファンタジックチルドレン　第6巻

第19話「誓い」
第20話「巡る命」
第21話「デュマ」
第22話「飛来」
特典：なかむらたかし監督による「イメージボード」
集、山本二三美術監督による「美術」集

97 2005 なかむらたかし 日本 T0442

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 25/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV ファンタジックチルドレン　第7巻

第23話「ゲルタ」
第24話「トーマの真実」
第25話「ゾーンへ」
第26話「終焉、そして始まり」
特典：新作映像、DVDプロモーション映像&テレビ
CM、CD・テレビCM、GAME・テレビCM、なかむらたか
し監督による「イメージボード」集、山本二三美術監督
による「美術」集

97+10 2005 なかむらたかし 日本 T0443

映画 フイチンさん 本編 55 2003 湖山禎崇 日本 M046

TV ふぉうちゅんドッグす　第1巻
第1話「運命の出会い」
第2話「突然のさよなら」
第3話「二番目の友達、ドッチ」

71 2002 斉藤博 日本 T0723

TV ふぉうちゅんドッグす　第2巻

第4話「キャミーの休日」
第5話「迷子のフレディー」
第6話「老犬のプライド」
第7話「本当のパートナー」

94 2002 斉藤博 日本 T0724

TV ふぉうちゅんドッグす　第3巻

第8話「マックスと再会」
第9話「がんばれ！ムック！」
第10話「心の絆」
第11話「走れ！フレディー！」

94 2002 斉藤博 日本 T0725

TV ふしぎ駄菓子屋 銭天堂　第1巻

第1話「型ぬき人魚グミ」
第2話「猛獣ビスケット」
第3話「ホーンテッドアイス」
第4話「カリスマボンボン」
第5話「クッキングツリー」
第6話「怪盗ロールパン」
第7話「ミュージックスナック」
第8話「ドクターラムネキット 前編」
第9話「ドクターラムネキット 後編」
第10話「おもてなしティー」

90 2020 富岡聡 日本 T1005

TV ふしぎ駄菓子屋 銭天堂　第2巻

第11話「獏ばくもなか 前編」
第12話「獏ばくもなか 後編」
第13話「絵馬せんべい」
第14話「ミイラムネ」
第15話「ヤマ缶詰とずるずるあげもち」
第16話「ウルフまんじゅう」
第17話「ゴブリンチョコエッグ」
第18話「虫歯あられ」
第19話「虹色水あめ 前編」
第20話「虹色水あめ 後編」

90
2020
～2021

富岡聡 日本 T1006

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 26/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

その他 ふしぎなくにのワンダーサム
杉並区の若杉小の子供達がキャラクターデザインを
し、杉並アニメーションミュージアムスタッフが作画し
た共同作品

10 2008 鈴木伸一 日本 SAM032

TV ふしぎの海のナディア　第1巻

第1回「エッフェル塔の少女」
第2回「小さな逃亡者」
第3回「謎の大海獣」
第4回「万能戦艦ノーチラス号」

102 1990 庵野秀明 日本 T0075

TV
ふしぎ星のふたご姫 Gyu!スペシャル
ぐるり☆ふしぎ星めぐり

第1回 プリンセスパーティ
第2回 ベストデコールプリンセス
第3回 ベストスイーツプリンセス
第4回 ベストスポーツプリンセス
第5回 ベストフラワープリンセス
第6回 ベストアートプリンセス?
第7回 プリンセスパーティ

27
2005
～2006

佐藤順一 日本 T0903

TV ふしぎ遊戯　第1巻

第1章「伝説の少女」
第2章「朱雀の巫女」
第3章「朱雀の七星」
第4章「すれちがう想い」
第5章「とまどう鼓動」
第6章「命果てても」

140 1995 亀垣一 日本 T0173

OVA ふしぎ遊戯

第一話「失ひし絆」
第二話「悲しき閃光」
第三話「別離（わかれ）…そして」
特典：「ふしぎ遊戯おつかれ慰安バス旅行～禁断の
女誠温泉篇～」

84 1996 亀垣一 日本 O019

OVA ふしぎ遊戯　第二部　第1巻

第一章「蠱惑の胎動」
第二章「沈黙の童」
第三章「転生の発露」
特典：「ふしぎ悪戯」

87 1997 亀垣一 日本 O020

OVA ふしぎ遊戯　第二部　第2巻

第四章「友誼の焔」
第五章「儚き水鏡」
最終章「未来　逢うために」
特典：「ふしぎ悪戯」

113 1997 亀垣一 日本 O021

TV ふたつの胡桃 本編 45 2007 やすみ哲夫 日本 T0881

TV ふたりはプリキュア　第1巻

第1話「私たちが変身!?ありえない!」
第2話「カンベンして!闇に狙われた街」
第3話「イケてる実習生に気をつけろ!」
第4話「ミラクル!?生きている美術館」
特典：ノンテロップオープニング&エンディング

101 2004 西尾大介 日本 T0385

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 27/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV ふたりはプリキュア　第2巻

第5話「マジヤバ!捨て身のピーサード」
第6話「新たな闇!危険な森のクマさん」
第7話「熱闘ラクロス!乙女心は超ビミョー!」
第8話「プリキュア解散!ぶっちゃけ早すぎ!?」

101 2004 西尾大介 日本 T0386

TV ふたりはプリキュア　第3巻

第9話「取り返せ!メポメポ大作戦」
第10話「ほのか炸裂!素敵な誕生日」
第11話「亮太を救え!ゲキドラーゴ・パニック」
第12話「悪の華・ボイズニー参上!って誰?」

101 2004 西尾大介 日本 T0387

TV ふたりはプリキュア　第4巻

第13話「ご用心!年下の転校生」
第14話「ウソホント!?ニセプリキュア大暴れ」
第15話「メッチャ危ない家族旅行」
第16話「ストレス全開!マドンナはつらいよ」

101 2004 西尾大介 日本 T0388

TV ふたりはプリキュア　第5巻

第17話「ハートをゲット!トキメキ農作業」
第18話「ドキドキ!中間テストは恋の迷宮」
第19話「こわすぎ!ドツクゾーン最後の切り札」
第20話「どっちが本物?ふたりのほのか」

101 2004 西尾大介 日本 T0389

TV ふたりはプリキュア　第6巻

第21話「衝撃デート!キリヤの真実」
第22話「ウッソー!忠太郎ママになる!?」
第23話「危うし!夏合宿の悪夢」
第24話「決戦!プリキュアVSイルクーボ」

101 2004 西尾大介 日本 T0390

TV ふたりはプリキュア　第7巻

第25話「いざ光の園へポポ!私たちも!?」
第26話「さよならメップルミップル!?やだー!」
第27話「新たな闇が迫る!迷子のポルンを救え」
第28話「レギーネ登場!ってもう来ないで!」

101 2004 西尾大介 日本 T0391

TV ふたりはプリキュア　第8巻

第29話「嵐の夏祭り!カミナリ様は超コワイ!?」
第30話「炸裂!プリキュアレインボーストーム」
第31話「マジ家出?ポルンは一体どこ～!?」
第32話「ポルンを励ませ!とっておきのカーニバル」

101 2004 西尾大介 日本 T0392

TV ふたりはプリキュア　第9巻

第33話「Vゲット!心でつなげ光のパスライン!!」
第34話「なぎさぶっちぎり!炎のガチンコリレー」
第35話「これってデート?怒涛のハッピーバースデー」
第36話「自由を掴め!番人決死の大脱走」

101 2004 西尾大介 日本 T0393

TV ふたりはプリキュア　第10巻

第37話「いざ初舞台!!負けるなロミオとジュリエット」
第38話「ガッツでGO!亮太のおつかい大作戦」
第39話「涙キラ!汗がタラ!結婚式は大騒動!!」
第40話「夢の世界へご招待!?一泊二日闇の旅」

101 2004 西尾大介 日本 T0394

TV ふたりはプリキュア　第11巻
第41話「負けないってばー!!闇の力をぶっとばせ!」
第42話「二人はひとつ!なぎさとほのか最強の絆」
第43話「激揺れまくり!藤P先輩に届けこの想い」

77 2004 西尾大介 日本 T0395

TV ふたりはプリキュア　第12巻
第44話「最高ハッピー!?なぎさのホワイトクリスマス」
第45話「歌えさくら組!合唱は勇気を乗せて」
第46話「サイアク～!石の力が奪われた～!?」

77
2004
～2005

西尾大介 日本 T0396

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
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TV ふたりはプリキュア　第13巻

第47話「最強戦士登場！っても～ありえない!!」
第48話「史上最大の決戦！プリキュア最後の日!!」
第49話「未来を信じて！明日を信じて！さよならなん
て言わせない!!」

77 2005 西尾大介 日本 T0701

TV ふたりはプリキュア マックスハート　第1巻

第1話「やっぱりふたりはプリッキュア～！　伝説は続
くよどこまでも！」
第2話「新入生は摩訶不思議！？　はっきりいって謎
だらけ！」
第3話「これって運命？　ポルンとひかり接近遭
遇！！」

101 2005 西尾大介 日本 T0105

映画 ふたりはプリキュア　Max Heart 本編 71 2005 志水淳児 日本 M125
映画 ふたりはプリキュア　Max Heart2 雪空のともだ 本編 71 2005 志水淳児 日本 M126

アート petit theater プチシアター　第1巻

「魅惑の一缶 Pellzik」
「ハーヴェイ」
「岩のつぶやき」
「パイロット」

36
1999
～2001

アンドレアス・
サムランド 他

ドイツ、
オースト
ラリア

A057

アート petit theater プチシアター　第2巻

「お坊さんとさかな」
「恋のかけひき」
「紙ヒコーキ」
「アパートの猫」

28
1994
～1998

マイケル・ドゥ
ドック・デ・ウィッ
ト 他

フランス A058

アート petit theater プチシアター　第3巻 鈴の約束～サンタクロースの秘密～ 26 1998
ジャック＝レ
ミー・ジレール

フランス A059

映画 復刻！東映まんがまつり 1973年夏

『マジンガーZ対デビルマン』
『仮面ライダーV3対デストロン怪人』(※実写)
『ロボット刑事』(※実写)
『キカイダー01』(※実写)
『バビル2世』
『魔法使いサリー』
特典：マジンガーZ対デビルマン特報、総合予告編

174 1973 日本 M243

映画 復刻！東映まんがまつり 1974年夏

『フィンガー５の大冒険』(※実写、石ノ森章太郎が監
督)
『マジンガーZ対暗黒大将軍』
『五人ライダー対キングダーク』(※実写)
『イナズマンF(フラッシュ)』(※実写)
『ゲッターロボ』
『魔女っ子メグちゃん』
特典：総合予告編、TVスポット

173 1974 日本 M244

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
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映画 復刻！東映まんがまつり 1975年春

『アンデルセン童話 にんぎょ姫』
『グレートマジンガー対ゲッターロボ』
『これがUFOだ！空飛ぶ円盤』
『仮面ライダーアマゾン』
(※実写)
『がんばれ!!ロボコン』(※実写)
『魔女っ子メグちゃん 月よりの使者』
特典：総合予告編

188 1975 日本 M245

映画 復刻！東映まんがまつり 1976年春

『長靴をはいた猫 80日間世界一周』
『UFOロボ グレンダイザー対マジンガー』
『秘密戦隊ゴレンジャー』(※実写)
『一休さん』
『ロボコンの大冒険』(※実写)
特典：長靴をはいた猫80日間世界一周 特報、総合
予告編

168 1976 日本 M246

OVA ぷにぷに☆ぽえみぃ　第1巻 前編「ぽえみはご機嫌ななめ」 30 2001 ワタナベシンイチ 日本 O022

アート 冬の日
連句アニメーション「冬の日」、
メイキング「冬の日の詩人たち」

105 2003 川本喜八郎 他 日本 A006

TV
BLASSREITER　第1巻
（ブラスレイター）

第1話「絶望の始まり」
第2話「栄誉の対価」

48 2008 板野一郎 日本 T0815

TV
BLASSREITER　第2巻
（ブラスレイター）

第3話「感染拡大」
第4話「包囲網」

48 2008 板野一郎 日本 T0816

TV
BLASSREITER　第3巻
（ブラスレイター）

第5話「疎まれし者」
第6話「悪魔を憐れむ歌」

48 2008 板野一郎 日本 T0817

TV
BLASSREITER　第4巻
（ブラスレイター）

第7話「憎悪の果てに」
第8話「僕はもう弱虫じゃない」

48 2008 板野一郎 日本 T0818

TV
BLASSREITER　第5巻
（ブラスレイター）

第9話「力の価値、力の意味」
第10話「陰謀の中で」

48 2008 板野一郎 日本 T0819

TV
BLASSREITER　第6巻
（ブラスレイター）

第11話「黙示録の序奏」
第12話「審判の日」

48 2008 板野一郎 日本 T0820

TV
BLASSREITER　第7巻
（ブラスレイター）

第13話「遠い記憶」
第14話「聖者の選択」

48 2008 板野一郎 日本 T0821

TV
BLASSREITER　第8巻
（ブラスレイター）

第15話「神を讃える千年の騎士」
第16話「再会」

48 2008 板野一郎 日本 T0822

TV
BLASSREITER　第9巻
（ブラスレイター）

第17話「獣の咆哮」
第18話「第四の黙示」

48 2008 板野一郎 日本 T0823

TV
BLASSREITER　第10巻
（ブラスレイター）

第19話「過去からの想い」
第20話「黄泉の軍勢」

48 2008 板野一郎 日本 T0824

TV
BLASSREITER　第11巻
（ブラスレイター）

第21話「蒼白の騎手」
第22話「届かぬ想い」

48 2008 板野一郎 日本 T0825

TV
BLASSREITER　第12巻
（ブラスレイター）

第23話「劫火の大地」
第24話「約束の地」

48 2008 板野一郎 日本 T0826

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
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【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV
BLACK CAT　第1巻
（ブラックキャット）

#01「孤独な猫」
#02「戸惑う猫」

49 2005 板垣伸 日本 T0751

TV
BLACK CAT　第2巻
（ブラックキャット）

#03「闇の中の猫」
#04「微笑む猫」

49 2005 板垣伸 日本 T0752

TV
BLACK CAT　第3巻
（ブラックキャット）

#05「決意する猫」
#06「狙われる猫」

49 2005 板垣伸 日本 T0753

TV
BLACK CAT　第4巻
（ブラックキャット）

#07「傷だらけの猫」
#08「旅する猫」

49 2005 板垣伸 日本 T0754

TV
BLACK CAT　第5巻
（ブラックキャット）

#09「魅惑する猫」
#10「暴走する猫」

49 2005 板垣伸 日本 T0755

TV
BLACK CAT　第6巻
（ブラックキャット）

#11「偽りの猫」
#12「闘う猫」

49
2005
～2006

板垣伸 日本 T0756

TV
BLACK CAT　第7巻
（ブラックキャット）

#13「LOVE猫」
#14「ちび猫」

49 2006 板垣伸 日本 T0757

TV
BLACK CAT　第8巻
（ブラックキャット）

#15「遠ざかる猫」
#16「竜を狩る猫」

49 2006 板垣伸 日本 T0758

TV
BLACK CAT　第9巻
（ブラックキャット）

#17「まどろむ猫」
#18「船出する猫」

49 2006 板垣伸 日本 T0759

TV
BLACK CAT　第10巻
（ブラックキャット）

#19「疾走の猫」
#20「対決する猫」

49 2006 板垣伸 日本 T0760

TV
BLACK CAT　第11巻
（ブラックキャット）

#21「溺れる猫」
#22「爪を研ぐ猫」

49 2006 板垣伸 日本 T0761

TV
BLACK CAT　第12巻
（ブラックキャット）

#23「楽園の猫」
#24「気ままな猫」

49 2006 板垣伸 日本 T0762

TV
BLACK CAT FANDISC ～クロノス編～
（ブラックキャット）

LIVE!! BLACK CAT!!
キャラクター大百科
シリーズ総集編
名場面集「イヴのファッションショー」

50 2006 板垣伸 日本 T0980

TV
BLACK CAT FANDISC ～掃除屋編～
（ブラックキャット）

LIVE!! BLACK CAT!!
キャラクター大百科
シリーズ総集編
名場面集「ねこねこ大集合」

54 2006 板垣伸 日本 T0982

TV
BLACK CAT FANDISC ～星の使徒編～
（ブラックキャット）

LIVE!! BLACK CAT!!
キャラクター大百科
シリーズ総集編
名場面集「クリードのトレインLOVE」

50 2006 板垣伸 日本 T0981

OVA ブラック・ジャック　第1巻
KARTE 1「流氷,キマイラの男」
KARTE 2「葬列遊戯」
KARTE 3「マリア達の勲章」

148 1993 出崎統 日本 BO011 01

OVA ブラック・ジャック　第2巻
KARTE 4「拒食,ふたりの黒い医者」
KARTE 5「サンメリーダの鴞(ふくろう)」
KARTE 6「雪の夜ばなし、恋姫」

153 1995 出崎統 日本 BO011 02

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
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【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

OVA ブラック・ジャック　第3巻
KARTE 7「白い正義」
KARTE 8「緑の想い」

100+12
1998
～1999

出崎統 日本 BO011 03

OVA ブラック・ジャック　第4巻
KARTE 9「人面瘡」
KARTE 10「しずむ女」

106+4 2000 出崎統 日本 BO011 04

映画 ブラック・ジャック　ふたりの黒い医者
「ブラック･ジャックふたりの黒い医者」
「Ｄｒ.ピノコの森の大冒険」
特報＋予告映像

104 2005 手塚眞 日本 M090 01

映画
BLOOD THE LAST VAMPIRE
（ブラッドザラストヴァンパイア）

本編 48 2000 北久保弘之 日本 M104

その他
BLOOD THE LAST VAMPIRE
（ブラッドザラストバンパイア）
Making of BLOOD THE LAST VAMPIRE

映画「BLOOD THE LAST VAMPIRE」のメイキング 22 2000 IKIF 日本 S013

TV フランダースの犬　完結版 本編 90

1975(TV)
／2000･
2001(完結
版)

楠葉宏三（完全
版）、
黒田昌郎（TV）

日本 T0964

映画
プリキュアオールスターズDX
みんなともだちっ☆奇跡の全員大集合！

本編 106 2009 大塚隆史 日本 M205

映画
プリキュアオールスターズDX2
希望の光☆レインボージュエルを守れ！

本編 71+54 2010 大塚隆史 日本 M206

映画
プリキュアオールスターズDX3
未来にとどけ!世界をつなぐ☆虹色の花

本編
特典：予告編

71 2011 大塚隆史 日本 M255

映画
プリキュアオールスターズ New Stage
みらいのともだち

本編
特典：予告編

72 2012 志水淳児 日本 M268

OVA
FLCL　第1巻
（フリクリ）

第1話「フリクリ」
第2話「ファイスタ」

48
2000
～2001

鶴巻和哉 日本 BO006 01

OVA
FLCL　第2巻
（フリクリ）

第3話「マルラバ」
第4話「フリキリ」

48
2000
～2001

鶴巻和哉 日本 BO006 02

OVA
FLCL　第3巻
（フリクリ）

第5話「ブラブレ」
第6話「フリクラ」

59
2000
～2001

鶴巻和哉 日本 BO006 03

TV プリティーリズム・オーロラドリーム　第1巻
1「スタア誕生！」
2「りずむ、心のジャンプ！」

48 2011 菱田正和 日本 T0879

TV プリティーリズム・レインボーライブ　第1巻
1 私はなる! 店長にな～る!
2 あんにお任せ! ポップンスイーツ

49 2013 菱田正和 日本 T0932

映画 プリンス＆プリンセス
本編
特典：メイキング、予告他

67 1999 ミッシェル・オスロ フランス M089

TV 小公女セーラ　完結版 本編 90
1985(TV)
／2001(完
結版)

楠葉宏三（完全
版）、
黒川文男（TV）

日本 T0966

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
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【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV プリンセスチュチュ　第1巻

1.AKT「あひると王子様」
2.AKT「心のかけら」
3.AKT「プリンセスの誓い」
4.AKT「ジゼル」
5.AKT「火祭りの夜に」

105 2002 佐藤順一 日本 T0154

TV プリンセスチュチュ　第2巻

6.AKT「夢見るオーロラ」
7.AKT「からす姫」
8.AKT「戦士の泉」
9.AKT「黒い靴」

97 2002 佐藤順一 日本 T0155

TV プリンセスチュチュ　第3巻

10.AKT「シンデレラ」
11.AKT「ラ・シルフィード」
12.AKT「闇の宴」
13.AKT「白鳥の湖」

96 2002 佐藤順一 日本 T0156

TV プリンセスチュチュ　第4巻

14.AKT「大鴉」
15.AKT「コッペリア」
16.AKT「乙女の祈り」
17.AKT「罪と罰」
18.AKT「彷徨える騎士」

117
2002
～2003

佐藤順一 日本 T0699

TV プリンセスチュチュ　第6巻

23.AKT「マリオネッテ」
24.AKT「王子とカラス」
25.AKT「瀕死の白鳥」
26.AKT「フィナーレ」

118 2003 佐藤順一 日本 T0700

TV フルーツバスケット　第1巻
第1話
第2話
映像特典

75 2001 大地丙太郎 日本 BT068 01

TV フルーツバスケット　第2巻

第3話
第4話
第5話
映像特典

74 2001 大地丙太郎 日本 BT068 02

TV フルーツバスケット　第3巻

第6話
第7話
第8話
映像特典

88 2001 大地丙太郎 日本 BT068 03

TV フルーツバスケット　第4巻

第9話
第10話
第11話
映像特典

90 2001 大地丙太郎 日本 BT068 04

TV フルーツバスケット　第5巻

第12話
第13話
第14話
映像特典

88 2001 大地丙太郎 日本 BT068 05

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 33/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV フルーツバスケット　第6巻

第15話
第16話
第17話
映像特典

88 2001 大地丙太郎 日本 BT068 06

TV フルーツバスケット　第7巻

第18話
第19話
第20話
映像特典

88 2001 大地丙太郎 日本 BT068 07

TV フルーツバスケット　第8巻

第21話
第22話
第23話
映像特典

78 2001 大地丙太郎 日本 BT068 08

TV フルーツバスケット　第9巻

第24話
第25話
第26話
映像特典

77 2001 大地丙太郎 日本 BT068 09

TV ふるさと再生 日本の昔ばなし「浦島太郎」ほか

「浦島太郎」
「金太郎」
「うぐいすの里」
「平林」
「宝くらべ」
「いかとするめ」
「三人泣き」
「大工と鬼六」

69 2012 鈴木卓夫 日本 T0916

TV ふるさと再生 日本の昔ばなし「こぶとり爺さん」ほか

「こぶとり爺さん」
「たにし長者」
「魚女房」
「ほら吹き娘」
「熊と狐」
「和尚と小僧の川渡り」
「しっぺい太郎」
「天にのぼった息子」
「無精くらべ」

69 2012 鈴木卓夫 日本 T0915

TV ふるさと再生 日本の昔ばなし「花さか爺さん」ほか

「花さか爺さん」
「一寸法師」
「おむすびころりん」
「夢を買った男」
「ねずみ経」
「牛の嫁入り」
「八つ化け頭巾」
「ほれ薬」
「猿地蔵」

69 2012 鈴木卓夫 日本 T0906

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 34/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV
満月をさがして　第1巻
（フルムーン）

第1話「それでも歌いたい」
第2話「英知くんとの約束」
第3話「マネージャーさんが来た」
第4話「詞にこめた想い」

94 2002 加藤敏幸 日本 T0565

TV
満月をさがして　第2巻
（フルムーン）

第5話「はじめてのお仕事」
第6話「スタジオの長い日」
第7話「フルムーン、デビュー!」
第8話「ヒットって本当?」

94 2002 加藤敏幸 日本 T0566

TV
満月をさがして　第3巻
（フルムーン）

第9話「聞いてほしいのに」
第10話「芸能界の掟!?」
第11話「危険なレンズ」
第12話「ねぎラーメンと聖者の石」

95 2002 加藤敏幸 日本 T0567

TV
満月をさがして　第4巻
（フルムーン）

第13話「ちっちゃなコンサート」
第14話「がんばれ!代理マネージャー」
第15話「ファースト･キス!?」
第16話「ライバル登場!」

94 2002 加藤敏幸 日本 T0568

TV
満月をさがして　第5巻
（フルムーン）

第17話「すれ違う二人」
第18話「走れ!オーディションへ!」
第19話「届かない歌声」
第20話「めろこ、ひとりぼっち」

94 2002 加藤敏幸 日本 T0569

TV
満月をさがして　第6巻
（フルムーン）

第21話「新たな思い」
第22話「ワクワク!ソロライブ」
第23話「お引っ越しパニック」
第24話「お父さんの歌」

96 2002 加藤敏幸 日本 T0570

TV
満月をさがして　第7巻
（フルムーン）

第25話「若王子先生にお願い」
第26話「伝えたいもの…」
第27話「絶対に負けない」
第28話「満月って恋の達人?」

97 2002 加藤敏幸 日本 T0571

TV
満月をさがして　第8巻
（フルムーン）

第29話「新たな死神･いずみ&ジョナサン」
第30話「英知くんを知る人」
第31話「学園祭の秋なんです」
第32話「素顔の円」

94 2002 加藤敏幸 日本 T0572

TV
満月をさがして　第9巻
（フルムーン）

第33話「忍びよる病魔」
第34話「ブランコのおじさん」
第35話「英知くんからのメール!?」
第36話「運命の新人賞」

96 2002 加藤敏幸 日本 T0573

TV
満月をさがして　第10巻
（フルムーン）

第37話「満月からの贈り物」
第38話「おばあちゃんの過去」
第39話「太平洋を越えて」
第40話「盗まれたペンダント」

94
2002
～2003

加藤敏幸 日本 T0574

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 35/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV
満月をさがして　第11巻
（フルムーン）

第41話「英知くんのいる街へ」
第42話「エターナル スノー」
第43話「もう二度と歌わない…」
第44話「共鳴する心」

94 2003 加藤敏幸 日本 T0575

TV
満月をさがして　第12巻
（フルムーン）

第45話「いずみの誘惑」
第46話「新月の夜に」
第47話「生きる希望」
第48話「フルムーンになれない!?」

96 2003 加藤敏幸 日本 T0576

TV
満月をさがして　第13巻
（フルムーン）

第49話「満月の思い･めろこの思い」
第50話「どうしても言えない」
第51話「運命の日」
第52話「満月をさがして」

100 2003 加藤敏幸 日本 T0577

TV フルメタル・パニック！　第1巻
第1話「気になるあいつは軍曹」
第2話「守ってあげたい」

52 2001 千明孝一 日本 T0179

映画 ブレイブストーリー
本編
特典：テレビCM集他

112+10 2006 千明孝一 日本 M131 01

アート
フレデリック・バック作品コレクション　第1巻
1970年-1981年作品

「スペシャル・イントロダクション　フレデリック・バック
とユベール・ティルソンからのメッセージ」
「アブラカダブラ｣
「神様イノンと火の物語」
「鳥の誕生」
「イリュージョン」
「タラタタ｣
「トゥ・リエン」
「クラック！」

80
1970
～1981、
2002

フレデリック・バック カナダ BA004 01

アート
フレデリック・バック作品コレクション　第2巻
1987年-1993年作品

「木を植えた男」
「大いなる河の流れ｣

54
1987
～1993

フレデリック・バック カナダ BA004 02

その他
PROJECT A
（プロジェクトエー）

「キズナ一撃」
「おぢいさんのランプ」
「万能野菜ニンニンマン」
「たんすわらし。」

98 2010

本郷みつる、
滝口禎一、
吉原正行、
黄瀬和哉

日本 S072

その他
文化庁メディア芸術祭
アジア学生アニメコラボレーション
『アニメ娯輪2006』

本編 18 2006 日本 S017

その他 平成17年度[第９回]文化庁メディア芸術祭受賞作品集 本編 72 2005 日本 S018 
映画 平成狸合戦ぽんぽこ 本編 119 1994 高畑勲 日本 M081 01

アート ペイルコクーン
本編
特典：「ペイルコクーン」（英字幕版）・予告編、「水のコ
トバ」（本編・英語吹替版）・予告編他

23+20 2005 吉浦康裕 日本 A013

その他
PECHICA　ヤンクルのレストラン
（ペチカ）

本編 5 2005
齋藤典之、
伴田良輔

日本 S006

TV ペリーヌ物語　完結版 本編 90 2001 楠葉宏三 日本 T0735

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 36/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

映画 ベルヴィル・ランデブー
本編
特典：短編アニメーション「老婦人とハト」ほか

80 2003 シルヴァン・ショメ フランス M240

TV ベルサイユのばら　第1巻

第1話「オスカル!バラの運命」
第2話「舞え!オーストリアの蝶」
第3話「ベルサイユに火花散る」
第4話「バラと酒とたくらみと…」
第5話「高貴さを涙にこめて…」

121 1979
長浜忠夫、
出崎統 他

日本 T0246

TV ベルサイユのばら　第2巻

第6話「絹のドレスとボロ服」
第7話「愛の手紙は誰の手で」
第8話「我が心のオスカル」
第9話「陽は沈み陽は昇る」
第10話「美しい悪魔ジャンヌ」

121 1979
長浜忠夫、
出崎統 他

日本 T0247

TV ベルサイユのばら　第3巻

第11話「フェルゼン北国へ去る」
第12話「決闘の朝オスカルは…?」
第13話「アラスの風よ応えて…」
第14話「天使の秘密」
第15話「カジノの伯爵夫人」

121
1979
～1980

長浜忠夫、
出崎統 他

日本 T0248

TV ベルサイユのばら　第4巻

第16話「母、その人の名は…?」
第17話「今めぐり逢いの時」
第18話「突然イカルスのように」
第19話「さよなら、妹よ!」
第20話「フェルゼン名残りの輪舞」

121 1980
長浜忠夫、
出崎統 他

日本 T0249

TV ベルサイユのばら　第5巻

第21話「黒ばらは夜ひらく」
第22話「首飾りは不吉な輝き」
第23話「ずる賢くてたくましく!」
第24話「アデュウわたしの青春」
第25話「かた恋のメヌエット」

121 1980
長浜忠夫、
出崎統 他

日本 T0250

TV ベルサイユのばら　第6巻

第26話「黒い騎士に会いたい!」
第27話「たとえ光を失うとも…」
第28話「アンドレ青いレモン」
第29話「歩き始めた人形」
第30話「お前は光俺は影」

121 1980
長浜忠夫、
出崎統 他

日本 T0251

TV ベルサイユのばら　第7巻

第31話[兵営に咲くリラの花」
第32話「嵐のプレリュード」
第33話「たそがれに弔鐘は鳴る」
第34話「今“テニス・コートの誓い”」
第35話「オスカル、今、巣離れの時」

121 1980
長浜忠夫、
出崎統 他

日本 T0252

TV ベルサイユのばら　第8巻

第36話「合言葉は“サヨナラ”」
第37話「熱き誓いの夜に」
第38話「運命の扉の前で」
第39話「あの微笑はもう還らない!」
第40話「さようならわが愛しのオスカル」

121 1980
長浜忠夫、
出崎統 他

日本 T0253

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 37/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

アート
Hermína Týrlová
（ヘルミーナ・ティールロヴァー）
『二つの毛糸玉』その他の短編

「二つの毛糸玉」
「毛糸のお話」
「雪だるま」
「豚飼い王子」
「知りたがりの手紙」
「玉」
「迷子の人形」

91
1958
～1966

ヘルミーナ・
ティールロ
ヴァー

チェコ BA003 02

アート
Hermína Týrlová
（ヘルミーナ・ティールロヴァー）
『結んだハンカチ』その他の短編

「ミーチェク・フリーチェク」
「カラマイカ」
「十人十色」
「結んだハンカチ」
「機関車くん」
「仕返しの日」
「青いエプロン」

87
1956
～1965

ヘルミーナ・
ティールロ
ヴァー

チェコ BA003 01

映画 ホーホケキョ　となりの山田くん
本編
特典：絵コンテ、予告編他

104 1999 高畑勲 日本 M083

TV ポールのミラクル大作戦　セレクション 　第1巻
第1話「よみがえったベルトサタン」
第2話「恐怖のクモの巣城」
第5話「ガイコツの逆襲」

72 1976 笹川ひろし 日本 T0128

TV ポールのミラクル大作戦　セレクション 　第2巻
第11話「思い出のニーナの花」
第17話「ベルト・サタンの角を狙え」
第31話「太陽を失った野菜人」

71
1976
～1977

笹川ひろし 日本 T0129

TV ポールのミラクル大作戦　セレクション 　第3巻
第32話「魔の細菌世界」
第38話「オモチャが作った愛の橋」
第50話「さようなら！不思議な世界」

71 1977 笹川ひろし 日本 T0130

OVA ぼくの地球を守って　第1巻
第1話「覚醒め」
第2話「出会い」

60 2001 やまざきかずお 日本 O035

OVA ぼくの地球を守って　第2巻
第3話「月の記憶」
第4話「想い」

60 2001 やまざきかずお 日本 O036

OVA ぼくの地球を守って　第3巻
第5話「E・S・P」
第6話「転生、そして……」

60 2001 やまざきかずお 日本 O037

OVA ぼくの地球を守って　第4巻
総集編完全版～亜梨子から、輪くんへ～
Music Image Video～金色の時 流れて～

127 2001 やまざきかずお 日本 O038

映画 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ～2人の英雄～
本編
特典：特報、予告、PV、TVCM

96＋6 2018 長崎健司 日本 M284

TV ぼくらの　第1巻
第1話「ゲーム」
第2話「ジアース」

50 2007 森田宏幸 日本 T0839

TV ぼくらの　第2巻
第3話「秘密」
第4話「強さ」

50 2007 森田宏幸 日本 T0840

TV ぼくらの　第3巻
第5話「弱さ」
第6話「情欲」

50 2007 森田宏幸 日本 T0841

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 38/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV ぼくらの　第4巻
第7話「傷」
第8話「復習」

50 2007 森田宏幸 日本 T0842

TV ぼくらの　第5巻
第9話「家族」
第10話「仲間」

50 2007 森田宏幸 日本 T0843

TV ぼくらの　第6巻
第11話「命」
第12話「血のつながり」

50 2007 森田宏幸 日本 T0844

TV ぼくらの　第7巻
第13話「地球」
第14話「迷い」

50 2007 森田宏幸 日本 T0845

TV ぼくらの　第8巻
第15話「自滅」
第16話「正体」

50 2007 森田宏幸 日本 T0846

TV ぼくらの　第9巻
第17話「情愛」
第18話「現実」

50 2007 森田宏幸 日本 T0847

TV ぼくらの　第10巻
第19話「母」
第20話「宿命」

50 2007 森田宏幸 日本 T0848

TV ぼくらの　第11巻
第21話「真相」
第22話「道程」

50 2007 森田宏幸 日本 T0849

TV ぼくらの　第12巻
第23話「雪景色」
第24話「物語」

50 2007 森田宏幸 日本 T0850

映画
ポケットモンスター
ミュウツーの逆襲／ピカチュウのなつやすみ

本編 129 1998 湯山邦彦 日本 M020

映画
ポケットモンスター
幻のポケモン ルギア爆誕／ピカチュウたんけんたい

本編
特典：「ヤドキングのいちにち」 他

111 1999 湯山邦彦 日本 M030

映画
ポケットモンスター
結晶塔の帝王 ENTEI／ピチューとピカチュウ

本編 95 2000 湯山邦彦 日本 M026

映画
ポケットモンスター
セレビィ 時を超えた遭遇（であい）

本編 77 2001 湯山邦彦 日本 M028

映画
ポケットモンスター
水の都の護神 ラティアスとラティオス

本編 96 2002 湯山邦彦 日本 M027

映画
ポケットモンスター アドバンスジェネレーション
七夜の願い星 ジラーチ

本編 95 2003 湯山邦彦 日本 M025

映画
ポケットモンスター アドバンスジェネレーション
裂空の訪問者デオキシス

本編 99 2004 湯山邦彦 日本 M029

映画
ポケットモンスター アドバンスジェネレーション
ミュウと波導の勇者ルカリオ

本編
特典：ノンテロップ版オープニング＆エンディング 他

101 2005 湯山邦彦 日本 M100

映画
ポケットモンスター アドバンスジェネレーション
ポケモンレンジャーと蒼海の王子マナフィ

本編
特典：ノンテロップ版オープニング＆エンディング、イ
ラスト設定資料集 他

101 2006 湯山邦彦 日本 M101

映画
ポケットモンスター ダイヤモンド＆パール
ディアルガVSパルキアVSダークライ

本編
特典：ノンテロップ版オープニング&エンディング映像

90 2007 湯山邦彦 日本 M165

映画
ポケットモンスター ダイヤモンド＆パール
ギラティナと氷空（そら）の花束シェイミ

本編
特典：イラスト設定資料集、ピカチュウ・ザ・ムービー
2008予告編 他

100+a 2008 湯山邦彦 日本 M185

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 39/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

映画
ポケットモンスター ダイヤモンド＆パール
アルセウス 超克の時空へ

本編 97 2009 湯山邦彦 日本 M204

TV ポケットモンスター金銀編　第1巻

第1話「ワカバタウン！はじまりをつげるかぜがふくま
ち！」
第2話「ルーキーのチコリータ」
第3話「げきとつ！ヘラクロスVSカイロス」
第4話「ドンファンのたに！」

94 2000 湯山邦彦 日本 T0053

TV ポケットモンスター金銀編　第2巻

第5話「ホーホーとあやしいもり！」
第6話「キレイハナのバトルダンシング！」
第7話「イトマル！だいそうさせん！！」
第8話「ブルーのかれいなせいかつ！」

94 2000 湯山邦彦 日本 T0054

TV ポケットモンスター金銀編　第3巻

第9話「オドシン！まぼろしのもり！？」
第10話「いじっぱりのチコリータ」
第11話「ヌオーとGSボール」
第12話「レディバのふえ！」

94 2000 湯山邦彦 日本 T0055

TV ポケットモンスター金銀編　第4巻

第13話「ハピナスのハッピーナース！！」
第14話「だいピンチ！マダツボミのとう！！」
第15話「キキョウジム！おおぞらのたたかい！！」
第16話「なきむしマリル！」

94 2000 湯山邦彦 日本 T0056

TV ポケットモンスター金銀編　第5巻

第17話「ばくそう！オタチ＆トゲピー！！」
第18話「リザードンのたに！またあうひまで！！」
第19話「だいパニック！キマワリコンテスト！！」
第20話「チコリータはげきげんななめ！？」

94 2000 湯山邦彦 日本 T0057

TV 星新一ショートショート　第1巻

「ボッコちゃん」
「宣伝の時代」
「窓」（ドラマ）
「ゆきとどいた生活」
「紙幣」
「殺し屋ですのよ」（ドラマ）
「調査」
「おーい でてこーい」
「生活維持省」
「宇宙の男たち」（ドラマ）

35 2008

御影たゆた、
ヲノワタル（白
組）、
近藤泰教、
坂元友介、
OHRYS BIRD、
望月一扶、
pecoraped、
パンタグラフ、
青池良輔、
宇野丈良

日本 BT103 01

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 40/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 星新一ショートショート　第2巻

「夢と対策」
「逃走の道」（ドラマ）
「鏡」
「椅子」（ドラマ）
「買収に応じます」
「アフターサービス」
「欲望の城」（ドラマ）
「よごれている本」
「神」
「悪夢」（ドラマ）

35 2008

青池良輔、
生越明美、
尾崎八美代、
生越明美、
坂元友介、
海老澤和夫、
森山宏昭、
児玉徹郎・児玉
孝昭、
加藤隆、
望月一扶

日本 BT103 02

TV 星新一ショートショート　第3巻

「ねらわれた星」
「万能スパイ用品」
「猫と鼠」（ドラマ）
「リオン」
「黄金の惑星」
「不眠症」（ドラマ）
「災難」
「博士とロボット」
「悪をのろおう」（ドラマ）
「プレゼント」

31 2008

蒼井瞳、
田辺富士男、
田島櫻子、
森田淳也（白
組）・オオシカケ
ンイチ、
青木純、
望月一扶、
外山光男、
パンタグラフ、
近藤泰教、
AC部

日本 BT103 03

TV 星新一ショートショート　第4巻

「約束」
「花とひみつ」
「愛の鍵」（ドラマ）
「海」
「ネコ」
「見失った表情」（ドラマ）
「愛用の時計」
「さまよう犬」
「月の光」
「鍵」（ドラマ）

41 2008

半崎信朗、
松山満紀（白
組）、
加藤秀章、
田辺富士男、
きのしたがく、
森山宏昭、
御影たゆた、
外山光男、
ハシモトミカ、
望月一扶

日本 BT103 04

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 41/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 星新一ショートショート　第5巻

「はじまり」
「運命」（ドラマ）
「こん」
「ごきげん保険」（ドラマ）
「桃源郷」
「ずれ」
「魔法の大金」
「ささやき」（ドラマ）
「不満」
「地球から来た男」（ドラマ）

43 2008

加藤隆、
宇野丈良、
石橋加奈子、
近藤泰教、
竹内義・金城結
花（白組）、
ヲノワタル（白
組）、
坂元友介、
望月一扶、
半崎信朗、
森山宏昭

日本 BT103 05

映画 星のオルフェウス 本編 80 1979 タカシ 日本 M262
その他 ほしのこえ 本編（ORIGINAL VOICE VERSION） 25 2002 新海誠 日本 S002
映画 火垂るの墓 本編 89+8 1988 高畑勲 日本 M112
映画 ホッタラケの島 遥と魔法の鏡 本編 98 2009 佐藤信介 日本 BM017 01

その他
ポニョはこうして生まれた。
～宮崎駿の思考過程～　第1巻

第1部：準備編　2006年1月から5月24日　宮崎さん、
思い出のインタビュー

175 2009 日本 BS002 01

その他
ポニョはこうして生まれた。
～宮崎駿の思考過程～　第2巻

第1部：準備編　2006年5月25日から9月 171 2009 日本 BS002 02

その他
ポニョはこうして生まれた。
～宮崎駿の思考過程～　第3巻

第2部：絵コンテ編　2007年3月から9月28日 163 2009 日本 BS002 03

その他
ポニョはこうして生まれた。
～宮崎駿の思考過程～　第4巻

第3部：絵コンテ編　2007年10月1日から12月15日　宮
崎さん、思い出のインタビュー

182 2009 日本 BS002 04

その他
ポニョはこうして生まれた。
～宮崎駿の思考過程～　第5巻

第2部：絵コンテ編　2007年12月18日から2008年6月
25日

61 2009 日本 BS002 05

TV ぼのぼの　第1巻

第1話「海はひとりで遊ぶところ」
第2話「歯がいたい すごくいたい」
第3話「木に登ってみたいなぁ」
第4話「プレーリードッグくんはどこ？」
第5話「夢ってへんだなぁ」
第6話「アライグマくんは決心した」
第7話「ボクの島ができたぞ」
第8話「ボクとおとうさんの家」
第9話「みんなでカミーニョ」
第10話「カゼはどうやって治るのだろう」
第11話「ボクは今日お留守番をする」
第12話「大切なものが盗まれた」
第13話「こわい考えはこわい」

71 2016 山口秀憲 日本 T1011

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 42/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV
POPEYE THE SAILORMAN　第1巻
（ポパイザセイラーマン）

「プリンセスオリーブの舞踏会」
「タクシー乗り場」
「ポパイを大統領に」
「ポパイの裁判」
「ユウレイ騒動」
「オリーブは気まぐれ」
「いたずら野ねずみくん」
「お客様募集中!」
「ポパイはチャンピオン」
特典：監督プロフィール、ポパイ誕生秘話、ホウレンソ
ウについて

60
1930
～1950

デイブ＆マック
ス･フライシャー

アメリカ T0258

TV
POPEYE THE SAILORMAN　第2巻
（ポパイザセイラーマン）

「ギリシャしんわ」
「おひっこし」
「わたしのインターナショナル」
「恐くなんかないさ」
「シロアリたいじ」
「私立たんていポパイ」
「エイプリルフールのピクニック」
「ねずみとポパイ」
「ゆかうえしんすい」
特典：監督プロフィール、ポパイ誕生秘話、ホウレンソ
ウについて

60
1930
～1950

デイブ＆マック
ス･フライシャー

アメリカ T0259

アート ほぼ15秒アニメーション

本編

<参加作家>
久里洋二、古川タク、浅野優子、あしたのんき、
いがらしなおみ、池田爆発郎、石田卓也、一瀬皓コ、
いわつき育子、角谷貴司、こぐまあつこ、
こづづみPON、小柳貴衛、佐藤皇太郎、佐野真隆、
島 由美、千光士義和、土田ひろゆき、中島健太、
中西義久、西内としお、ノコゆかわ、はらひろし。、
ひこねのりお、平山志保、昼間行雄、
船本恵太・西野亮廣、ブルベス・ジェローム、
細山広和、宮森 潤、森田和夫、やたみほ、
山中幸生、横須賀令子、ヨシムラエリ、米正万也

13 2013
※「内容」の項
目をご覧くださ
い

日本 A075

アート
ポヤル＆シュチェパーネク
『ふしぎな庭』シリーズ他

「ふしぎな庭シリーズ 動物がすきな男」
「ふしぎな庭シリーズ 広がる霧」
「ふしぎな庭シリーズ トラを捕まえろ」
「ふしぎな庭シリーズ 銀紙に包まれたねずみの話」
「ふしぎな庭シリーズ クジラのラジク」
「シューティング･ギャラリー」

80
1974
～1977

ポヤル＆シュ
チェパーネク

チェコ A064

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 43/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

アート ポヤルさんの 小さな道化師ファンファロン

「ビリヤード」
「小さな道化師ファンファロン」
「快適な住まいとは？」
「りんごのお姫様」

56
1959
～1973

ブジェチスラフ・ポヤル チェコ BA015 04

アート ポヤルさんの ネコのお絵描き
「ネコの言葉」
「ネコのお絵描き」
「ネコの学校」

45
1960
～1961

ブジェチスラフ・ポヤル チェコ BA015 02

アート ポヤルさんの バン、バン、バーン！

「名声」
「なぜ人は犬を飼うのか」
「バン、バン、バーン！」
「もしも…」
「はじめの一歩から」

54
1959
～1987

ブジェチスラフ・ポヤル チェコ BA015 01

アート ポヤルさんの 真夜中の大冒険

「リトル・アンブレラ」
「真夜中の大冒険」
「理想」
「爆弾マニア」

54
1957
～1963

ブジェチスラフ・ポヤル チェコ BA015 03

映画
xxxHOLiC　真夏ノ夜ノ夢
（ホリック）

本編
特典：オーディオ･コメンタリー、アフレコ風景他

60+75 2005 水島努 日本 M163

アート ポンタと遠足 本編、特典 12+2 2011 ガリレオ 日本 A074

TV ボンバーマンジェッターズ　第1巻

第1話「憧れのボンバーマン」
第2話「5人目のジェッターズ」
第3話「強敵!合体ボンバーマン」
第4話「シロボン無断発進!」
映像特典

95 2002 小寺勝之 日本 BT069 01

TV ボンバーマンジェッターズ　第2巻

第5話「地底ゴー!ゴー!ゴー!」
第6話「謎の男、MAX」
第7話「ヒゲヒゲ団を追いかけろ!」
第8話「想い出の青いバラ」
映像特典

93 2002 小寺勝之 日本 BT069 02

TV ボンバーマンジェッターズ　第3巻

第9話「宝島を目指せ!」
第10話「夕焼けのボムスター」
第11話「ママをたずねて三千光年」
第12話「キャラボンを守れ!」
映像特典

93 2002 小寺勝之 日本 BT069 03

TV ボンバーマンジェッターズ　第4巻

第13話「シロボンの敗北」
第14話「栄光のヒゲヒゲ団!」
第15話「さらばジェッターズ」
第16話「帰ってきたシロボン」
映像特典

95
2002
～2003

小寺勝之 日本 BT069 04

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 44/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV ボンバーマンジェッターズ　第5巻

第17話「魅惑のマーメイドボンバー!」
第18話「友情のサンライズボム」
第19話「MAXとシロボン」
第20話「耕せグランボンバー!」
映像特典

94 2003 小寺勝之 日本 BT070 01

TV ボンバーマンジェッターズ　第6巻

第21話「古代温泉郷の決闘!」
第22話「マイティの一番長い日」
第23話「シャウトの涙」
第24話「電撃サンダーボンバー!」
映像特典

96 2003 小寺勝之 日本 BT070 02

TV ボンバーマンジェッターズ　第7巻

第25話「明かされた真実」
第26話「ボクらジェッターズ!」
第27話「機能便利ガング!」
第28話「ルーイとおはなし」
映像特典

94 2003 小寺勝之 日本 BT070 03

TV ボンバーマンジェッターズ　第8巻

第29話「大きな星のメロディ」
第30話「カレーと王子様」
第31話「ミスティ大作戦」
第32話「憧れのシロボン」
映像特典

94 2003 小寺勝之 日本 BT070 04

TV ボンバーマンジェッターズ　第9巻

第33話「アインでボン!」
第34話「激闘!B-1グランプリ!!」
第35話「B-1勝負!燃えよシロボン!」
第36話「密着!ジェッターズ24時」
映像特典

95 2003 小寺勝之 日本 BT071 01

TV ボンバーマンジェッターズ　第10巻

第37話「蘇るMAX」
第38話「大発明を守りきれ!」
第39話「疑惑の健康診断」
第40話「クーデター勃発!」
映像特典

95 2003 小寺勝之 日本 BT071 02

TV ボンバーマンジェッターズ　第11巻

第41話「新生!闇のヒゲヒゲ団」
第42話「ムジョー、男の塩ラーメン」
第43話「突入!シュヌルバルト」
第44話「ボムスターを探せ!」
映像特典

96 2003 小寺勝之 日本 BT071 03

TV ボンバーマンジェッターズ　第12巻

第45話「ゼロとシロボン」
第46話「ボムクリスタルの秘密」
第47話「それはそれは恐ろしいメカード」
第48話「激突?!ジェッター星!」
映像特典

96 2003 小寺勝之 日本 BT071 04 

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 45/46



【DVD】はひふへほ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV ボンバーマンジェッターズ　第13巻

第49話「シュヌルバルト奪還!」
第50話「合体!ダークフォースボンバー!」
第51話「ボンバー星最後の日」
第52話「進め!ジェッターズ!」
映像特典

102 2003 小寺勝之 日本 BT071 05

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 46/46


