
【DVD】まみむめも ※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 マイマイ新子と千年の魔法 本編、特典 94+4 2009 片渕須直 日本 M216 01

映画 マインド・ゲーム
本編
特典：インタビュー、予告他

103+48 2004 湯浅政明 日本 M061

TV
MOUSE　第1巻
（マウス）

Steal:01「その名は"鼠"」
Steal:02「鼠に盗めぬものははし」
Steal:03「彼女は運命を受け入れない」

45 2003 山口頼房 日本 T0657

TV
MOUSE　第2巻
（マウス）

Steal:04「鼠は仲間を見捨てない」
Steal:05「ターゲットは葉月」
Steal:06「電子の国の鼠」

44 2003 山口頼房 日本 T0658

TV
MOUSE　第3巻
（マウス）

Steal:07「男ギライの女子大生」
Steal:08「甘美なる覚醒」
Steal:09「その名は"ワン"」

44 2003 山口頼房 日本 T0659

TV
MOUSE　第4巻
（マウス）

Steal:10「死なない男」
Steal:11「鼠は決して諦めない」
Steal:12「鼠の夢は終わらない」

57 2003 山口頼房 日本 T0660

OVA まかせてイルか！
本編
特典：Sumieの手話演技、湘南フォトムービー、監督
インタビュー他

24＋36 2004 大地丙太郎 日本 O009

TV
牧場の少女カトリ　第1巻
（まきば）

第1話「別れ」
第2話「友だち」
第3話「春のあらし」
第4話「決意」
第5話「出発」

128 1984 斎藤博 日本 T0321

TV
牧場の少女カトリ　第2巻
（まきば）

第6話「主人」
第7話「奥様」
第8話「災難」
第9話「愛情」

103 1984 斎藤博 日本 T0322

TV
牧場の少女カトリ　第3巻
（まきば）

第10話「約束」
第11話「喧嘩」
第12話「手紙」
第13話「素敵な贈物」

103 1984 斎藤博 日本 T0323

TV
牧場の少女カトリ　第4巻
（まきば）

第14話「はじめての招待」
第15話「おもいがけないお給料」
第16話「迷子になった羊」
第17話「狼を退治する日」

103 1984 斎藤博 日本 T0324

TV
牧場の少女カトリ　第5巻
（まきば）

第18話「二つの火事」
第19話「隣どうし」
第20話「来た人と去る人」
第21話「アベルが狙われた」

103 1984 斎藤博 日本 T0325

※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。 1/25



【DVD】まみむめも ※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
牧場の少女カトリ　第6巻
（まきば）

第22話「春を待ちながら」
第23話「熊と牛はどちらが強いか」
第24話「出会いと別れ」
第25話「島での出来事」

103 1984 斎藤博 日本 T0326

TV
牧場の少女カトリ　第7巻
（まきば）

第26話「助けてくれた人」
第27話「都会育ち」
第28話「新しい生活」
第29話「夢を見ていた」

103 1984 斎藤博 日本 T0327

TV
牧場の少女カトリ　第8巻
（まきば）

第30話「美しい白鳥のように」
第31話「本が送られて来た」
第32話「魔法の本と悪魔」
第33話「喜びと悲しみ」

103 1984 斎藤博 日本 T0328

TV
牧場の少女カトリ　第9巻
（まきば）

第34話「ヘルシンキ行き」
第35話「父と娘」
第36話「奥様の決意」
第37話「迷子のアベル」

103 1984 斎藤博 日本 T0329

TV
牧場の少女カトリ　第10巻
（まきば）

第38話「それぞれの道」
第39話「ハルマ屋敷のパーティ」
第40話「道づれ」
第41話「トゥルクの人々」

103 1984 斎藤博 日本 T0330

TV
牧場の少女カトリ　第11巻
（まきば）

第42話「絵のない絵本」
第43話「自動車に乗った!」
第44話「にくらしい娘」
第45話「疲れた一日」

103 1984 斎藤博 日本 T0331

TV
牧場の少女カトリ　第12巻
（まきば）

第46話「美しいもの」
第47話「お土産のランドセル」
第48話「ああ入学」
第49話「おかあさんの帰国」
特典：カラオケ『Love with You～愛のプレゼント～』

105 1984 斎藤博 日本 T0332

その他 マギヤ・ルスカ ロシア・アニメの世界
ロシアのアニメスタジオ「サユーズムリトフィルム」の
歴史をたどるドキュメンタリー

96 2004
イスラエ

ル、
ロシア

S068

映画
MACROSS PLUS　MOVIE EDITION
（マクロスプラスムービーエディション）

本編 115 1995 渡辺信一郎 日本 M095

映画 マクロスＦ 虚空歌姫～イツワリノウタヒメ～ 本編 120 2009 河森正治 日本 M215 01

TV マジカノ　第1巻

第1話「彼女が魔女ってマジですか?」
第2話「生徒会長も魔女ってマジですか?」
特典：野川さくら＆井ノ上奈々の「マジカノ情報局」、
金田朋子のマジカノ宣伝バラエティ「マジバナ」

74 2006 岸誠二 日本 T0983

映画 魔女の宅急便 本編 102 1989 宮崎駿 日本 M005 01

映画 マジンガー the MOVIE　第1巻
「マジンガーZ対デビルマン」
「マジンガーZ対暗黒大将軍」

86
1973、
1974

勝間田具治、
西沢信孝

日本 BM001 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。 2/25
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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

映画 マジンガー the MOVIE　第2巻

「グレートマジンガー対ゲッターロボ」
「グレートマジンガー対ゲッターロボG　空中大激突」
「UFOロボ　グレンダイザー対グレートマジンガー」
「グレンダイザー・ゲッターロボG・グレートマジンガー
決戦！大海獣」

112
1975、
1976

明比正行、
葛西治

日本 BM001 02

映画 マジンガー the MOVIE　第3巻

「マジンガーZ」
「マジンガーZ対ドクターヘル」
「ゲッターロボ」
「これがUFOだ！空とぶ円盤」
「宇宙円盤大戦争」

121
1973
～1975

白根徳重、
芹川有吾、
生瀬昭憲、
茂野一清

日本 BM001 03

TV マジンガーZ　第1巻

第1話「驚異のロボット誕生」
第2話「ストップ　ザ　あしゅら軍団」
第3話「マジンガーＺ消滅作戦」
第4話「マジンガーＺ絶体絶命!!」
第5話「ゴースト　マジンガー出現」

125 1972 芹川有吾 他 日本 BT029 01

TV マジンガーZ　第2巻

第6話「ドクター・ヘルの二大機械獣」
第7話「あしゅら男爵の大謀略」
第8話「大魔神アブドラの正体!!」
第9話「デイモスＦ３は悪魔の落し子」
第10話「空飛ぶ鉄腕ダイアン」
第11話「幻の巨砲ガレンを爆破せよ!!」

150 1973 勝田稔男 他 日本 BT029 02

TV マジンガーZ　第3巻

第12話「裏切者！巨大化ロボット・バイコング」
第13話「悪魔の大回転攻撃!!」
第14話「怒れ！眠れる巨人スパルタン」
第15話「機械獣大津波作戦」
第16話「兜甲児暗殺指令!!」

125 1973 大貫信夫 他 日本 BT029 03

TV マジンガーZ　第4巻

第17話「地底機械獣ホルゾンＶ３」
第18話「海のギャング海賊グロッサム!」
第19話「飛行魔獣デビラーＸ!!」
第20話「嵐を呼ぶ機械獣ストロンガー」
第21話「ゴースト･タウンの決闘」
第22話「追撃!!海底要塞サルード」

150 1973 西沢信孝 他 日本 BT029 04

TV マジンガーZ　第5巻

第23話「機械獣ダムダム　大車輪作戦」
第24話「マッハ機械獣ジンライ」
第25話「エアロス三兄弟　大噴火作戦」
第26話「激突!サムライ甲児対あしゅら機械獣」
第27話「アフロダイＡ生捕り作戦」
第28話「黒い指令　超合金略奪作戦」

150 1973 白根徳重 他 日本 BT029 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。 3/25



【DVD】まみむめも ※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 マジンガーZ　第6巻

第29話「大逆転　マジンパワー!!」
第30話「危うしシロー　マジンガーＺ出動せよ!!」
第31話「人質機械獣　電磁波作戦」
第32「恐怖の三つ首機械獣」
第33話「大空襲!バラスＫは空の無法者」
第34話「紅い稲妻　空飛ぶマジンガー」

150 1973 西沢信孝 他 日本 BT029 06

TV マジンガーZ　第7巻

第35話「死神機械獣デスマの猛襲」
第36話「五大湖にすむ変身機械獣」
第37話「闇からの使者　スクランダー必殺」
第38話「謎のロボット　ミネルバＸ」
第39話「捨身の挑戦!真紅の海のサルード」
第40話「悪魔の支配者ブロッケン伯爵」

150 1973 西沢信孝 他 日本 BT029 07

TV マジンガーZ　第8巻

第41話「折れた翼　大空の死闘」
第42話「魔の指令!!空陸集中攻撃」
第43話「突撃!!パラシュート奇襲部隊」
第44話「大進撃!!新海底要塞ブード」
第45話「悪魔の標的　光子力研究所!!」
第46話「忍法ふたご機械獣登場」

150 1973 芹沢信吾 他 日本 BT029 08

TV マジンガーZ　第9巻

第47話「壮絶！地獄のＷ作戦」
第48話「ボスロボット戦闘開始!!」
第49話「発狂ロボット大奮戦」
第50話「撃墜!!ジェット･スクランダー」
第51話「地獄の暗殺者ドクロ軍団!」

125 1973 落合正宗 他 日本 BT029 09

TV マジンガーZ　第10巻

第52話「甲児ピンチ!さやかマジンガー出動!」
第53話「二段変身!!目くらまし機械獣」
第54話「炸裂!!強力ロケットパンチ!!」
第55話「富士山大直滑降作戦」
第56話「強奪された超合金Ｚ!」
第57話「Dr.ヘル日本占領!!」

150 1973 芹沢信吾 他 日本 BT029 10

TV マジンガーZ　第11巻

第58話「前線基地　地獄城!!」
第59話「地獄城　悪魔の戦闘宣言!!」
第60話「マジンガーＺ　秘密兵器発射!!」
第61話「宿命のロボット　ラインＸの歌」
第62話「意外?!ボスロボット空中飛行」

125 1974 しらとたけし 他 日本 BT029 11

TV マジンガーZ　第12巻

第63話「爆弾を抱えた美少女」
第64話「女００７対ブロッケン殺人鬼」
第65話「風が運んだ風船爆弾」
第66話「姿なき殺し屋ジェノバＭ９」
第67話「泣くな甲児！十字架にかけた命」
第68話「地獄の用心棒　ゴーゴン大公」

150 1974 大谷恒清 他 日本 BT029 12

※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。 4/25



【DVD】まみむめも ※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 マジンガーZ　第13巻

第69話「空中溶解！ホバーパイルダー」
第70話「不死身の指揮官　兜甲児!!」
第71話「危機突破!!新パイルダーＧＯ!!」
第72話「必殺!!大車輪　ロケットパンチ」
第73話「誘拐されたマジンガーＺ」
第74話「壮烈!!アフロダイＡの最後!!」

150 1974 西沢信孝 他 日本 BT029 13

TV マジンガーZ　第14巻

第75話「決死の攻撃!ゴーゴン機械獣」
第76話「世紀の恋人　ダイアナンＡ!」
第77話「瀕死の参謀ブロッケン伯爵」
第78話「あしゅら男爵　太平洋に散る!!」
第79話「マジンガー　爆発１秒前!!」
第80話「バードス島の罠にかゝれ!!」

150 1974 笠井由勝 他 日本 BT029 14

TV マジンガーZ　第15巻

第81話「地獄で眠れ!!兜甲児!!」
第82話「悪魔の手に渡ったマジンガーＺ」
第83話「初見参!!妖怪参謀ピグマン子爵!!」
第84話「深海はマジンガーＺの墓場だ!!」
第85話「怪奇!!黒い影の襲撃!!」
第86話「総攻撃！死のトリプル大作戦」

150 1974 明比正行 他 日本 BT029 15

TV マジンガーZ　第16巻

第87話「爆死!!恐怖のピグマン子爵!!」
第88話「生か死か?!地獄島必死の攻防戦!!」
第89話「待ったなし!!驚異の地底4,000Ｍ!!」
第90話「怒れシロー!!母の面影を撃て!!」
第91話「ラスト・チャンス!!Dr・ヘル死の決戦!!」
第92話「デスマッチ!!甦れ我等のマジンガーＺ!!」

150 1974 山田勝久 他 日本 BT029 16

TV マスターオブエピック～The AnimationAge～　第1巻

第1話
「Friends」
「ワラゲッチャーV ～ワラゲッチャーV登場！～」
第2話
「チューと武骨 ～俺は男だ～」
「無闘派ランカ No battle 1～」 他
特典：「こちらワラゲッチャー本部」、ノンクレジットOP・
ED

76 2007 えんどうてつや 日本 T0984

TV マスターオブエピック～The AnimationAge～　第3巻

第5話
「チューと武骨 ～リュックサック編～」
「マスター オブ エピック大作戦 ～ムトゥーム潜入作
戦～」
第6話
「となりのパンダ姉さん ～第一回～」
「ワラゲッチャーV ～巨大ロボを倒せ！～」 他
特典：「こちらワラゲッチャー本部」

81 2007 えんどうてつや 日本 T0985

※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。 5/25



【DVD】まみむめも ※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 マスターオブエピック～The AnimationAge～　第4巻

第7話
「パーティは終わらない ～デスナイトな夜～」
「ミッドナイト・ほら ～第一夜～」
第8話
「街で見かけたマスター オブ エピックな人々 ～課長
と女子社員 その3～」
「ワラゲッチャーV ～合体！ワラゲッチャーロボ～」
他

77 2007 えんどうてつや 日本 T0986

OVA またまたセイバーマリオネットＪ　第1巻

Load-1「みんな幸せ」
Load-2「美しきマリンブルー」
Load-3「ラブコメディーは突然に」
Load-4「沈黙の暗殺者」

108 1997 下田正美 日本 BO007 01

OVA またまたセイバーマリオネットＪ　第2巻
Load-5「こころ･めざめの時」
Load-6「海へ還る」
映像特典

87 1997 下田正美 日本 BO007 02

TV 魔探偵ロキRAGNAROK　第1巻
第1夜「魔探偵登場!」
第2夜「正義の味方は超ビンボー!?」

44 2003 わたなべひろし 日本 T0646

TV 魔探偵ロキRAGNAROK　第4巻
第9夜「繭良式テスト必勝法!?」
第10夜「夕暮珈琲館」
第11夜「恋する転校生。」

66 2003 わたなべひろし 日本 T0647

TV 魔探偵ロキRAGNAROK　第6巻
第15夜「美しき刺客たち」
第16夜「魔性の鈴」
第17夜「激突!!料理の聖域」

66 2003 わたなべひろし 日本 T0648

TV 魔法使いサリー　第1巻

第1話「かわいい魔女がやってきた」
第2話「サリーのお留守番」
第3話「サンタクロースがやってきた」
第4話「すてきな学園」
第5話「誘拐団は大あわて」
第6話「ウルトラ婆さん」

150
1966
～1967

勝田稔男 他 日本 BT097 01

TV 魔法使いサリー　第2巻

第7話「こんにちは泥棒さん」
第8話「魔法のピクニック」
第9話「パパはお天気や」
第10話「あしたに夢を」
第11話「涙くんはどこにいる」
第12話「横丁の王子様」

151 1967 勝田稔男 他 日本 BT097 02

TV 魔法使いサリー　第3巻

第13話「いじわるテスト」
第14話「夢と幽霊」
第15話「魔法の地下鉄0号線」
第16話「やっかいな居候」
第17話「サリーと王女」

126 1967 池田宏 他 日本 BT097 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。 6/25



【DVD】まみむめも ※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 魔法使いサリー　第4巻

第18話「パパはにせもの」
第19話「おてんばドライブ」
第20話「日曜日のおくりもの」
第21話「大好きママ」
第22話「かわいいポピー」
第23話「わんわん騒動」

151 1967 勝田稔男 他 日本 BT097 04

TV 魔法使いサリー　第5巻

第24話「謎の幽霊館」
第25話「おじいちゃまの誕生日」
第26話「魔法の風船旅行」
第27話「かわいい天使が降って来た」
第28話「夢のバレリーナ」
第29話「失敗だらけ」

151 1967 新田義方 他 日本 BT097 05

TV 魔法使いサリー　第6巻

第30話「いたずら学校」
第31話「魔女のしあわせ」
第32話「海辺のサリー」
第33話「サリーの花嫁さん」
第34話「海の宝物」
第35話「幽霊少女」

151 1967 高見義雄 他 日本 BT097 06

TV 魔法使いサリー　第7巻

第36話「ライオンと握手」
第37話「東京マンガ通り」
第38話「わんぱく大将」
第39話「おかしな転校生」
第40話「かぎっ子太郎」
第41話「よっちゃん犬になる」

151 1967 白根徳重 他 日本 BT097 07

TV 魔法使いサリー　第8巻

第42話「魔法のうらない」
第43話「こまった生徒」
第44話「魔法を見ちゃった」
第45話「ラクガキパレード」
第46話「見えないバッチ」
第47話「魔女になりたい」

151 1967 設楽博 他 日本 BT097 08

TV 魔法使いサリー　第9巻

第48話「サリーのピンチ」
第49話「サーカスの少女」
第50話「まごころのかけ橋」
第51話「おかぁちゃんの匂い」
第52話「がんばれサリー」
第53話「給食の王様」

151 1967 勝田稔男 他 日本 BT097 09

TV 魔法使いサリー　第10巻

第54話「ミスター雪だるま」
第55話「友情のクリスマス」
第56話「もちつき騒動」
第57話「魔法のわんぱく三人組」
第58話「点取虫よさようなら」
第59話「冬山のできごと」

151
1967～
1968

田中亮三 他 日本 BT097 10

※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。 7/25



【DVD】まみむめも ※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 魔法使いサリー　第11巻

第60話「ポニーの花園」
第61話「北風の子」
第62話「サリーのふるさと」
第63話「青い目のお友だち」
第64話「魔法のスケッチ・ブック」
第65話「お兄さんはどこに」

151 1968 芹川有吾 他 日本 BT097 11

TV 魔法使いサリー　第12巻

第66話「老犬と少女」
第67話「いたずら大作戦」
第68話「サリー大いにいかる」
第69話「魔法のエィプリルフール」
第70話「みんなバラバラ」
第71話「先生の花嫁さん」

151 1968 高見義雄 他 日本 BT097 12

TV 魔法使いサリー　第13巻

第72話「魔法の国の裁判」
第73話「サリーの休日」
第74話「鯉のぼりとカシワモチ」
第75話「子ぐまのプータン」
第76話「ポロロン天使」
第77話「小さな魔法使い」

151 1968 香西隆男 他 日本 BT097 13

TV 魔法使いサリー　第14巻

第78話「魔法の学園祭」
第79話「ミニミニ奥さま」
第80話「あした天気になーれ」
第81話「サリーのカメラマン」
第82話「おしゃれメガネ」
第83話「涙の宝石」

126 1968 田中亮三 他 日本 BT097 14

TV 魔法使いサリー　第15巻

第84話「みにくい人形」
第85話「日曜学校」
第86話「シンデレラ姫は誰か」
第87話「愛のつばさ」
第88話「遊び場をかえせ」
第89話「バンザイ!キャンプファイヤー」

151 1968 池田宏 他 日本 BT097 15

TV 魔法使いサリー　第16巻

第90話「金魚と風鈴」
第91話「別れの記念樹」
第92話「秘密の宝もの」
第93話「消えたサリー」
第94話「いたずらっ子」

151 1968 設楽博 他 日本 BT097 16

TV 魔法使いサリー　第17巻

第95話「走れデゴイチ」
第96話「ちびっ子大騒動」
第97話「歩きだした大仏さま」
第98話「バンザイ!オリンピック」
第99話「サリーのかぐや姫」

126 1968 池田宏 他 日本 BT097 17

※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。 8/25



【DVD】まみむめも ※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 魔法使いサリー　第18巻

第100話「ほらふき和尚さん」
第101話「地上最大のいたずら」
第102話「ものすごいお婆さん」
第103話「負けるな!三人娘」
第104話「サリーのお手伝いさん」

126 1968 勝田稔男 他 日本 BT097 18

TV 魔法使いサリー　第19巻

第105話「最後の魔術師」
第106話「あこがれの舞妓さん」
第107話「吹雪に立つ少女」
第108話「ポロンの子守唄」
第109話「さよならサリー」

125 1968 田中亮三 他 日本 BT097 19

TV 魔法使いサリー　傑作選

第1話「かわいい魔女がやってきた」
第4話「すてきな学園」
第9話「パパはお天気や」
第17話「サリーと王女」

100 1966 勝田稔男 他 日本 BT017 01

TV 魔法の天使クリィミーマミ　第1巻

第1話「フェザースターの舟」
第2話「スター誕生!」
第3話「デビュー!デビュー!!」
第4話「スクランブル･トップテン」
第5話「あぶない!?マミの秘密!」
第6話「伝説の雄鹿」

141 1983 小林治 日本 BT060 01

TV 魔法の天使クリィミーマミ　第2巻

第7話「大親分に花束を!」
第8話「渚のミラクルデュエット」
第9話「ま夏の妖精」
第10話「ハローキャサリン」
第11話「パパは中年ライダー」
第12話「スタジオは大停電!」

141 1983 小林治 日本 BT060 02

TV 魔法の天使クリィミーマミ　第3巻

第13話「鏡のむこうのマミ」
第14話「私のMr.ドリーム」
第15話「虹色の天使」
第16話「海に消えたメモリー」
第17話「時のねむる森」
第18話「ざしきわらしの冒険」

141 1983 小林治 日本 BT060 03

TV 魔法の天使クリィミーマミ　第4巻
OVA「ロング･グッドバイ」
特典：「ミンキーモモVSクリィミーマミ 劇場の大決戦」

53 1985 小林治 日本 BT060 04

TV 魔法の天使クリィミーマミ　第5巻

第19話「マミの一番長い日」
第20話「危険なおくりもの!」
第21話「かわいい恋のパーティ」
第22話「みどり君とプップクプー」
第23話「星のパラソル」
第24話「クマ熊オーディション」

141 1983 小林治 日本 BT061 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。 9/25



【DVD】まみむめも ※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 魔法の天使クリィミーマミ　第6巻

第25話「波乱!歌謡祭の夜」
第26話「バイバイ・ミラクル」
第27話「フェザースターへ!」
第28話「ふしぎな転校生」
第29話「ロープウェイ・パニック」
第30話「前略おばあちゃん」

141
1983
～1984

小林治 日本 BT061 02

TV 魔法の天使クリィミーマミ　第7巻

第31話「優のフラッシュダンス」
第32話「二人だけのバレンタイン」
第33話「恐怖のハクション!」
第34話「スネークジョーの逆襲」
第35話「立花さん、女になる!?」
第36話「銀河サーカス1984」

141 1984 小林治 日本 BT061 03

TV 魔法の天使クリィミーマミ　第8巻
OVA「ラブリーセレナーデ」
OVA「カーテンコール」

74
1985、
1986

小林治 日本 BT061 04

TV 魔法の天使クリィミーマミ　第9巻

第37話「マリアンの瞳」
第38話「ときめきファンクラブ」
第39話「ジュラ紀怪獣オジラ!」
第40話「くりみヶ丘小麦粉戦争」
第41話「勉強しすぎに御用心」
第42話「ママの思い出ステージ」

141 1984 小林治 日本 BT062 01

TV 魔法の天使クリィミーマミ　第10巻

第43話「走れ優!カメよりも速く」
第44話「SOS!夢嵐からの脱出」
第45話「悲しみの超能力少年」
第46話「私のすてきなピアニスト」
第47話「マミのファーストキス」
第48話「優とみどりの初デート!」

141 1984 小林治 日本 BT062 02

TV 魔法の天使クリィミーマミ　第11巻

第49話「潜入!立花さんちの秘宝」
第50話「マミがいなくなる…」
第51話「俊夫!思い出さないで」
第52話「ファイナル･ステージ」

94 1984 小林治 日本 BT062 03

TV 魔法の天使クリィミーマミ　第12巻
OVA「永遠のワンスモア」
特典：ミュージッククリップ "Zutto Kitto Motto"

94 1984 小林治 日本 BT062 04

TV 魔法のプリンセス ミンキーモモ　第1巻

第1話「ラブラブ・ミンキーモモ」
第2話「メガネでチャームアップ」
第3話「走れスーパーライダー」
第4話「青い鳥をみた少年」
第5話「ワルガキ王子大混戦」
第6話「テニスコートに赤いバラ」

135 1982 湯山邦彦 日本 BT009 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。 10/25



【DVD】まみむめも ※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 魔法のプリンセス ミンキーモモ　第2巻

第7話「ナイチンゲールはお好き」
第8話「婦人警官ってつらいのネ」
第9話「森の音楽祭」
第10話「ハイウエイ大追跡」
第11話「恋の美容師よ子猫ちゃん」
第12話「怪盗ルピン大反撃」

135 1982 湯山邦彦 日本 BT009 02

TV 魔法のプリンセス ミンキーモモ　第3巻

第13話「魔術師と11人の少年」
第14話「ゴールはいただき激走レーサー」
第15話「暴走列車が止まらない」
第16話「荒野のミンキーモモ」
第17話「おばけ屋敷でラブアタック」
第18話「南の島の秘宝」

135 1982 湯山邦彦 日本 BT009 03

TV 魔法のプリンセス ミンキーモモ　第4巻

第19話「機械じかけのフェナリナーサ」
第20話「密林の王者」
第21話「前編　００モモ危機いっぱい」
第22話「後編　００モモは勝利の暗号」
第23話「ころがりこんだ王様」
第24話「さすらいのユニコーン」

135 1982 湯山邦彦 日本 BT009 04

TV 魔法の妖精 ペルシャ　第1巻

第1話「迷いこんだ夢の国」
第2話「猫になったライオン」
第3話「ようこそ脱走犯」
第4話「キスは恋のABC」
第5話「必殺！チャンピオン」
第6話「真珠貝のロマンス」

141 1984 安濃高志 日本 BT095 01

TV 魔法の妖精 ペルシャ　第2巻

第7話「逃げてきたアイドル」
第8話「大変！学が女の子に」
第9話「初恋猫ニャンニャン」
第10話「恋のパソコン占い」
第11話「夢の扉をあけて…」
第12話「六ッ子ちゃん大行進」

141 1984 安濃高志 日本 BT095 02

TV 魔法の妖精 ペルシャ　第3巻

第13話「炎の町内ランナー」
第14話「想い出はセピア色に」
第15話「対決！モトクロス」
第16話「オモチャじかけの館」
第17話「危険なおるすばん」
第18話「ケンカはやめて！」

141 1984 安濃高志 日本 BT095 03

TV 魔法の妖精 ペルシャ　第4巻

第19話「ペルシャがふたり？」
第20話「魔法が使えない！」
第21話「凍りついた学と力」
第22話「港祭りのハプニング」
第23話「ぬけだした雪の精」
第24話「あみかけのセーター」

141 1984 安濃高志 日本 BT095 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。 11/25



【DVD】まみむめも ※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 魔法の妖精 ペルシャ　第5巻

第25話「夜八時のサンタさん」
第26話「真冬のライオン祭り」
第27話「変身！また変身！！」
第28話「吸血鬼はバラの香り」
第29話「参観日はキライ！」
第30話「ふしぎの森の白雪姫」

141 1984 安濃高志 日本 BT096 01

TV 魔法の妖精 ペルシャ　第6巻

第31話「こわれたバトン」
第32話「冷たいバレンタイン」
第33話「スクープ！結婚宣言」
第34話「天使のように美しく」
第35話「激突！フォーカス合戦」
第36話「きらめく氷の上で」

141 1984 安濃高志 日本 BT096 02

TV 魔法の妖精 ペルシャ　第7巻

第37話「ざんげ！マリア様」
第38話「疑惑のおじいさん」
第39話「科学博カッパ騒動」
第40話「沈黙刑はウッスラパー」
第41話「時をかけるペルシャ」
第42話「星あかりの映画館」

141 1984 安濃高志 日本 BT096 03

TV 魔法の妖精 ペルシャ　第8巻

第43話「チューリップの求婚」
第44話「小さな恋人たち」
第45話「涙は春風に乗って」
第46話「行かないで！学と力」
第47話「よみがえった妖精」
第48話「ペルシャが好き！」

141 1984 安濃高志 日本 BT096 04

TV まめうしくん
「まめうしのおとうさん」
「まめうしのおかあさん」
「まめうしとまめじい」

30 2006 かやもとあきら 日本 A077

映画 マリといた夏 本編 80+10 2002 イ・ソンガン 韓国 M179

TV まんが日本昔ばなし　第1巻

「桃太郎」
「カチカチ山」
「河童の雨ごい」
「ソラ豆の黒いすじ」

45 日本 BT105 01

TV まんが日本昔ばなし　第2巻

「花咲か爺さん」
「金太郎」
「うぐいす長者」
「八郎潟の八郎」

45 日本 BT105 02

TV まんが日本昔ばなし　第3巻

「さるかに合戦」
「浦島太郎」
「だんだらぼっち」
「絵姿女房」

45 日本 BT105 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。 12/25



【DVD】まみむめも ※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 まんが日本昔ばなし　第4巻

「一寸法師」
「舌切り雀」
「田植地蔵」
「塩ふきうす」

45 日本 BT105 04

TV まんが日本昔ばなし　第5巻

「七夕さま」
「一休さん」
「イワナの怪」
「小太郎と母龍」

45 日本 BT105 05

TV まんが日本昔ばなし　第6巻

「蛙の恩返し」
「養老の滝」
「さだ六とシロ」
「雪女」

45 日本 BT106 01

TV まんが日本昔ばなし　第7巻

「分福茶釜」
「猫壇家」
「うばすて山」
「羅生門の鬼」

45 日本 BT106 02

TV まんが日本昔ばなし　第8巻

「おむすびころりん」
「耳なし芳一」
「馬方とタヌキ」
「きつね女房」

45 日本 BT106 03

TV まんが日本昔ばなし　第9巻

「座敷わらし」
「三枚のお札」
「芋ほり長者」
「宝の下駄」

45 日本 BT106 04

TV まんが日本昔ばなし　第10巻

「こがねの斧」
「かしき長者」
「おいてけ堀」
「にんじんとごぼうとだいこん」

45 日本 BT106 05

TV まんが日本昔ばなし　第11巻

「子好き地蔵さま」
「蛙になったぼた餅」
「あずきとぎ」
「しょじょ寺の狸ばやし」

45 日本 BT108 01

TV まんが日本昔ばなし　第12巻

「安珍清姫」
「おんぶ狐」
「子育て幽霊」
「すまき地蔵」

45 日本 BT108 02

TV まんが日本昔ばなし　第13巻

「かもとりごんべえ」
「正直庄作の婿入り」
「念仏の鼻」
「鳥になった傘屋」

45 日本 BT108 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。 13/25



【DVD】まみむめも ※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 まんが日本昔ばなし　第14巻

「ねこの盆踊り」
「にせ本尊」
「雷さまと桑の木」
「あとかくしの雪」

45 日本 BT108 04

TV まんが日本昔ばなし　第15巻

「狸の手習い」
「かぐまのちから石」
「髪長姫」
「一目千両」

45 日本 BT108 05

その他
Mina Smiles-Multilingual Specil Edition with 37
Language Tracks-
（ミナの笑顔　37言語収録版）

本編 20
鈴木伸一、
ラット

日本 S024

その他 ミナの防災村づくり 本編 20 2008
鈴木伸一、
ラット

日本 S048

その他 ミナの村と川 本編 17 1998
鈴木伸一、
ラット

日本 S046

その他 ミナの村と森 本編 18 2000
鈴木伸一、
ラット

日本 S047

その他 ミナの村のごみ騒動 本編 22 2005
鈴木伸一、
ラット

日本 S021

映画 ミニパト

第1話「吼えろ　リボルバーカノン！」
第2話「あヽ栄光の98式AV!」
第3話「特車二課の秘密！」
特典：メイキング、オーディオコメンタリー他

70 2001 神山健治 日本 M076

映画 耳をすませば 本編 111 1995 近藤喜文 日本 M082 01

その他 宮崎 駿の仕事 プロフェッショナル 仕事の流儀
第1回「映画を創る ～宮崎 駿 創作の秘密～」
第2回「宮崎 駿のすべて　～「ポニョ」密着300日～」
特典：宮崎駿スペシャルインタビュー

146+17 2009 日本 S069

映画 宮本武蔵 -双剣に馳せる夢- 本編、特典 72+54 2009 西久保瑞穂 日本 M213

TV 未来警察ウラシマン　第1巻

第1話「突然!2050年」
第2話「誕生!ブリッコ刑事(デカ)」
第3話「失われた時を求めて」
第4話「追いかけてビートル」
第5話「危険なディスコ女王(クイーン)」
第6話「巨大ザメは美女好き」

150 1983 真下耕一 日本 T0209

TV 未来警察ウラシマン　第2巻

第7話「札束でひっぱたけ!」
第8話「月の足跡は80才?」
第9話「昨日の友は今日の敵」
第10話「エベレストより高く」
第11話「挑発!南の島に吹雪」
第12話「空飛ぶ真っ赤な天使」

150 1983 真下耕一 日本 T0210

※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。 14/25



【DVD】まみむめも ※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 未来警察ウラシマン　第3巻

第13話「過去にささったトゲ」
第14話「ミャーにも超能力!?」
第15話「撮られたリュウの心」
第16話「殺し屋グッドラック」
第17話「愛!ロボットに愛!」
第18話「ガラスに書いた「ママ」」

150 1983 真下耕一 日本 T0211

TV 未来警察ウラシマン　第4巻

第19話「ティファニーで人魚」
第20話「フューラーとの遭遇」
第21話「入れかわった性格!」
第22話「涙!権藤警部の決意」
第23話「戦利品に手を出すな!」
第24話「デスゲーム一発勝負」

150 1983 真下耕一 日本 T0212

TV 未来警察ウラシマン　第5巻

第25話「伝説のビッグサタデー」
第26話「ネオトキオ発地獄行き」
第27話「ベアー宇宙に死す…」
第28話「プロレスはつらいぜ」
第29話「指名手配!リュウの首」
第30話「荒野の悪徳保安官」

150 1983 真下耕一 日本 T0213

TV 未来警察ウラシマン　第6巻

第31話「リュウより愛をこめて」
第32話「トリック　1983」
第33話「フューラーの真実」
第34話「反逆のメロディー」
第35話「フューラーの遺産」
第36話「ルードビッヒの罠」

150 1983 真下耕一 日本 T0214

TV 未来警察ウラシマン　第7巻

第37話「変身!ダーティリュウ」
第38話「金庫に向かって走れ!」
第39話「ネオトキオの休日」
第40話「フューラーの逆襲」
第41話「アマゾンの七人」
第42話「さらば!クロード」

150 1983 真下耕一 日本 T0215

TV 未来警察ウラシマン　第8巻

第43話「栄光のルードビッヒ」
第44話「幻の超能力一族」
第45話「必殺!恐怖の刺客」
第46話「ネクライム総攻撃」
第47話「帰ってきたフューラー」
第48話「ルードビッヒの最期」

150 1983 真下耕一 日本 T0216

TV 未来警察ウラシマン　第9巻
第49話「愛と死の超能力」
第50話「サヨナラ2050年」
特典：ノンテロップOP・ED

50 1983 真下耕一 日本 T0217

TV 未来少年コナン　第1巻
第1話「のこされ島」
第2話「旅立ち」

58 1978 宮崎駿 他 日本 T0314

※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。 15/25



【DVD】まみむめも ※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 未来少年コナン　第2巻

第3話「はじめての仲間」
第4話「バラクーダ号」
第5話「インダストリア」
第6話「ダイスの反逆」

116 1978 宮崎駿 他 日本 T0315

TV 未来少年コナン　第3巻

第7話「追跡」
第8話「逃亡」
第9話「サルベージ船」
第10話「ラオ博士」

116 1978 宮崎駿 他 日本 T0316

TV 未来少年コナン　第4巻

第11話「脱出」
第12話「コアブロック」
第13話「ハイハーバー」
第14話「島の一日」

116 1978 宮崎駿 他 日本 T0317

TV 未来少年コナン　第5巻

第15話「荒地」
第16話「二人の小屋」
第17話「戦闘」
第18話「ガンボート」

116 1978 宮崎駿 他 日本 T0318

TV 未来少年コナン　第6巻

第19話「大津波」
第20話「再びインダストリアへ」
第21話「地下の住民たち」
第22話「救出」

116 1978 宮崎駿 他 日本 T0319

TV 未来少年コナン　第7巻

第23話「太陽塔」
第24話「ギガント」
第25話「インダストリアの最期」
第26話「大団円」

116 1978 宮崎駿 他 日本 T0320

その他
未来へ伝えるメッセージ
～杉並ゆかりの文化人、表現の軌跡～ Vol.7
アニメ監督 大地丙太郎

短編作品：『全力!笑いとトキメキ』
長編作品：『語る』
特典映像：「予告編」
付録映像：大地さんゆかりの杉並マップ

15+44
+1+0,3
0

2016 日本 S103

TV みんなのうた　第1巻

「誰も知らない」「おお牧場はみどり」「牧場の小道（ス
トドラパンパ)」「あわて床屋」「森へ行きましょう」「トロ
イカ」「プンプンポルカ」「かあさんのうた」「調子をそろ
えてクリッククリッククリック」「山こそわが家」「雪とこ
ども」「地球を七回半まわれ」「クラリネットこわし
ちゃった」

30
1961
～1963

日本 BT066 01

TV みんなのうた　第2巻

「五匹のこぶたとチャールストン」「おおブレネリ」「コッ
クのポルカ」「夏の山」「こねこの病気」「春が呼んでる
よ」「陽気にうたえば」「ドナドナ」「たのしいね」「ほたる
こい」「おしゃべりあひる」「ちびっこカウボーイ」「オカ
リナの丘」「ママごめんなさい」

33
1963
～1966

日本 BT066 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。 16/25



【DVD】まみむめも ※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 みんなのうた　第3巻

「はさみとぎ」「山のスケッチ」「ねこふんじゃった」「も
えあがれ雪たち」「怪獣がやってくる」「アマリリス」「お
かあさんの顔」「お山の大将」「わらいかわせみに話
すなよ」「四人目の王さま」「ゆりかごのうた」「バケツ
の穴」「パンのマーチ」

31
1962
～1969

日本 BT066 03

TV みんなのうた　第4巻

「44ひきのねこ」「地球の子ども」「アビニョンの橋で」
「トレロ カモミロ」「それ行け3組」「草競馬」「詩人が死
んだとき」「小さな木の実」「フニクリフニクラ(登山電
車)」「わが名はカウボーイ」「さびしいカシの木」「月の
光」「今でも船長と呼ばれている船長の夜」「ちいさい
秋みつけた」「ドンペペの歌」「大きな古時計」

37
1969
～1973

日本 BT066 04

TV みんなのうた　第5巻

「北風小僧の寒太郎」「森の熊さん」「洗濯ジャブジャ
ブ」「子犬のプルー」「ひげなしゴゲジャバル」「算数
チャチャチャ」「さらば青春」「さらばジャマイカ」「誕生
日のチャチャチャ」「コキリコの歌」「ドラキュラのうた」
「パパおしえて」「勇気一つを友にして」「赤い花　白い
花」「想い出のグリーングラス」

36
1972
～1976

日本 BT066 05

TV みんなのうた　第6巻

「南の島のハメハメハ大王」「美山の子守唄」「山口さ
んちのツトム君」「雨が空から降れば」「宗谷岬」「空に
はお月さま」「くいしんぼうのカレンダー」「サラマンド
ラ」「赤鬼と青鬼のタンゴ」「アスタ・ルエゴ～さよなら
月の猫～」「走馬燈」「若者と子犬とクロアサン」「小象
の行進」「遠い世界に」

33
1975
～1977

日本 BT066 06

TV みんなのうた　第7巻

「コンピューターおばあちゃん」「泣いていた女の子」
「夏は来ぬ」「ふたごのオオカミ大冒険」「虫歯のこども
の誕生日」「早春賦」「展覧会で逢った女の子」「花い
ちもんめ」「キャッツ・アイ・ラブ」「切手のないおくりも
の」「キャンディの夢」「アップル パップル プリンセス」
「パパとあるこう」「オランガタン」「ヒロミ」

36
1978
～1981

日本 BT066 07

TV みんなのうた　第8巻

「メトロポリタン美術館」「みずうみ」「へんな家!」「ちい
さい秋みつけた(1982年版)」「南の島の花よめさん」
「こだぬき ポンポ」「ロバ ちょっとすねた」「せんせ ほ
んまにほんま」「キャベツUFO」「オナカの大きな王子
さま」「おもいでのアルバム」「かんかんからす」「おじ
いさんの電車」「わたしの紙風船」「白い道」「リンゴの
森の子猫たち」

38
1982
～1984

日本 BT066 08

TV みんなのうた　第9巻

「まっくら森の歌」「恋するニワトリ」「ありがとうさような
ら」「ラジャ・マハラジャー」「ヘンなABC」「おふろのう
た」「雪祭り」「うちゅうのうた」「カメレオン」「赤い帽子」
「しあわせのうた」「風ぐるま」「海へ来て」

31
1984
～1986

日本 BT066 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。 17/25



【DVD】まみむめも ※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 みんなのうた　第10巻

「いたずラッコ」「しっぽのきもち」「ふたりは80才｣「ガ
ムシャーラ」「怪盗夢之介」「サボテンがにくい」「クマ
のぬいぐるみ」「こたつむすめでテケテケテ」「3-D天
国」「一円玉の旅がらす」「大きなリンゴの木の下で」
「風のオルガン」「ママのイヤリング」「エトはメリー
ゴーランド」「ふるさとのない秋」

37
1986
～1992

日本 BT066 10

TV みんなのうた　第11巻

「WAになっておどろう～イレ アイレ～」「ぼくとディジャ
ヴ」「以心伝心しよう」「みどりの星」「ヘドラーの山」
「夜汽車よ急げ」「川はだれのもの？」「そらとぶくじ
ら」「メッセージ・ソング」「青天井のクラウン」「僕は君
の涙」「さとうきび畑(みんなのうたバージョン)」

36
1993
～1998

日本 BT066 11

TV みんなのうた　第12巻

「雨のちスペシャル」「歩いてみっか!」「タチツテト手
を」「名もない花のように」「潮騒のうた」「遠い空」「高
校3年生」「ハピハピバースディ」「ママの結婚」「アキ
スト ゼネコ」「テトペッテンソン」「パパとあなたの影ぼ
うし」

39
1997
～2002

日本 BT066 12

TV みんなのうた　1997-1999

「それがボクのおとうさん」「わたしのふるさと」「ごっ
つぉさま」「ピアノ」「E-WaH-OH」「お年玉」「反省のう
た」「月の風船」「折鶴」「ふうせん」「赤い自転車」「泣
かないで」「遠い夏休み」「この広い野原いっぱい(特
典）」「ボクたち大阪の子どもやでェ(特典）」

35＋4
1997
～1999

日本 BT109 01

TV みんなのうた　2000-2002

「むかしトイレがこわかった！」「小さな手紙」「花にな
る」「おつかれさん」
「OFF STAGE」「ひよこぶたのテーマPART2。」「青い
童話」「天下無敵のゴーヤマン★」「ばぶるばす」「涙
のチカラ」「ブーアの森へ」「恋花火」「Time～時のしお
り～」「風の子守唄(特典）」「ともだちはいいもんだ(特
典）」

40＋4
2000
～2002

日本 BT109 02

TV みんなのうた　2003-2005

「ヒナのうた」「金のまきば」「哲学するマントヒヒ」「恋
のスベスベマンジュウガニ 」「りんごのうた」「とのさま
ガエル」「永遠にともに」「月のワルツ」「カゼノトオリミ
チ」「空へ 」「アオゾラ」「セルの恋」「グラスホッパー物
語」「クロ」「かな かな かな(特典）」「さびしがりやさん
こんにちは(特典）」

50＋4
2003
～2005

日本 BT109 03

TV みんなのうた　2006-2008

「恋つぼみ」「チグエソ地球の空の下で」「ありがとう～
こころのバラ～」「これってホメことば?」「ぼくはくま」
「野に咲く花のように」「ハーイ!グラスホッパー 」「おし
りかじり虫」「ギンガムチェックの小鳥」「CRYSTAL
CHILDREN 」「アロハえだまめ」「数え歌 」「PoPo
Loouise 」「切手のないおくりもの(特典）」「だるまさん
がころんだ(特典）」

42＋4
2006
～2008

日本 BT109 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。 18/25



【DVD】まみむめも ※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 みんなのうた　2009-2011

「虹色ラブレター」「コイシテイルカ 」「あさな ゆうな」
「かつおぶしだよ人生は」「グラスホッパーからの手紙
～忘れないで～ 」「ありがとう」「天の川」「あくび猫 」
「魔法の料理 ～君から君へ～ 」「ビオラは歌う 」「誰
かがサズを弾いていた」「ピースフル! 」「おやすみ」
「大空から見れば(特典）」「ビューティフル・ネーム(特
典）」

45＋4
2009
～2011

日本 BT109 05

TV 蟲師　第1巻

第一話「緑の座」
第二話「瞼の光」
特典：対談 長濱博史(監督)×中野裕斗(ギンコ役)、ノ
ンクレジットオープニング

70 2005 長濱博史 日本 T0930

その他 虫プロ手塚治虫アニメ主題歌集

鉄腕アトム、新宝島、W3 ワンダースリー、ジャングル
大帝、ジャングル大帝 進めレオ!、悟空の大冒険、リ
ボンの騎士、バンパイヤ、どろろ、どろろと百鬼丸、千
夜一夜物語、クレオパトラ

115 日本 S039

TV 無敵超人ザンボット３　第1巻

第1話「ザンボ･エース登場」
第2話「燃える死神の花」
第3話「ザンボット3出現!」
第4話「集結!キング・ビアル」
第5話「海が怒りに染まる時」
第6話「父が帰ってきた日」

148 1977 富野喜幸 日本 BT054 01

TV 無敵超人ザンボット３　第2巻

第7話「さらば!我が友よ」
第8話「廃墟に誓う戦士」
第9話「危うし!キング･ビアル」
第10話「バンドック現る!」
第11話「決死の爆破作戦」
第12話「誕生日の死闘」

148 1977 富野喜幸 日本 BT054 02

TV 無敵超人ザンボット３　第3巻

第13話「果てしなき戦いの道」
第14話「スカーフよ永遠なれ」
第15話「海に消えた老将」
第16話「人間爆弾の恐怖」
第17話「星が輝く時」
第18話「アキと勝平」

148 1978 富野喜幸 日本 BT054 03

TV 無敵超人ザンボット３　第4巻

第19話「明日への脱出」
第20話「決戦前夜」
第21話「決戦!神ファミリー」
第22話「ブッチャー最後の日」
第23話「燃える宇宙」
映像特典

123 1978 富野喜幸 日本 BT054 04

TV 名犬ラッシー　完結版 本編 90
1996(TV)
／2001(完
結版)

楠葉宏三（完全
版)、
片渕須直(TV）

日本 T0968

※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。 19/25



【DVD】まみむめも ※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 Meiji 明治製菓CMコレクション スナック篇 CM映像集、99本収録 40+19 日本 S074

TV 名探偵コナン　PART1　第1巻

第1話「ジェットコースター殺人事件」
第2話「社長令嬢誘拐事件」
第3話「アイドル密室殺人事件」
第4話「大都会暗号マップ事件」

100 1996 こだま兼嗣 日本 T0545

TV 名探偵コナン　PART1　第2巻

第5話「新幹線大爆破事件」
第6話「バレンタイン殺人事件」
第7話「月いちプレゼント脅迫事件」
第8話「美術館オーナー殺人事件」

100 1996 こだま兼嗣 日本 T0546

TV 名探偵コナン　PART1　第3巻
第9話「天下一夜祭殺人事件」
第10話「プロサッカー選手脅迫事件」
第11話「ピアノソナタ「月光」殺人事件」

98 1996 こだま兼嗣 日本 T0547

TV 名探偵コナン　PART1　第4巻

第12話「歩美ちゃん誘拐事件」
第13話「奇妙な人捜し殺人事件」
第14話「謎のメッセージ狙撃事件」
第15話「消えた死体殺人事件」

100 1996 こだま兼嗣 日本 T0548

TV 名探偵コナン　PART1　第5巻

第16話「骨董品コレクター殺人事件」
第17話「デパートジャック事件」
第18話「6月の花嫁殺人事件」
第19話「エレベーター殺人事件」

100 1996 こだま兼嗣 日本 T0549

TV 名探偵コナン　PART1　第6巻

第20話「幽霊屋敷殺人事件」
第21話「TVドラマロケ殺人事件」
第22話「豪華客船連続殺人事件[前編]」
第23話「豪華客船連続殺人事件[後編]」

100 1996 こだま兼嗣 日本 T0550

TV 名探偵コナン　PART1　第7巻

第24話「謎の美女記憶喪失事件」
第25話「偽りの身代金誘拐事件」
第27話「小五郎の同窓会殺人事件[前編]」
第28話「小五郎の同窓会殺人事件[後編]」

100 1996 こだま兼嗣 日本 T0551

TV 名探偵コナン　PART6　第1巻

第135話「消えた凶器捜索事件」
第136話「青の古城探索事件[前半]」
第137話「青の古城探索事件[後半]」
第140話「SOS!歩美からのメッセージ」

100 1999 こだま兼嗣 日本 T0552

TV 名探偵コナン　PART6　第2巻

第138話「最後の上映殺人事件［前編］」
第139話「最後の上映殺人事件［後編］」
第141話「結婚前夜の密室事件［前編］」
第142話「結婚前夜の密室事件［後編］」

100 1999 こだま兼嗣 日本 T0117

TV 名探偵コナン　PART6　第3巻

第143話「疑惑の天体観測」
第144話「上野発北斗星３号［前編］」
第145話「上野発北斗星３号［後編］」
第148話「路面電車急停車事件」

100 1999 こだま兼嗣 日本 T0118

※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。 20/25
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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 名探偵コナン　PART6　第4巻

第146話「本庁の刑事恋物語［前編］」
第147話「本庁の刑事恋物語［後編］」
第149話「遊園地バンジー事件」
第152話「謎の老人失踪事件」

100 1999 こだま兼嗣 日本 T0119

TV 名探偵コナン　PART6　第5巻

第150話「自動車爆発事件の真相［前編］」
第151話「自動車爆発事件の真相［後編］」
第153話「園子のアブない夏物語［前編］」
第154話「園子のアブない夏物語［後編］」

100 1999 こだま兼嗣 日本 T0120

TV 名探偵コナン　PART6　第6巻

第155話「水中の鍵密室事件」
第156話「本庁の刑事恋物語２［前編］」
第157話「本庁の刑事恋物語２［後編］」
第158話「沈黙の環状線」

100 1999 こだま兼嗣 日本 T0121

映画 名探偵コナン　時計じかけの摩天楼 本編 95 1997 こだま兼嗣 日本 M064

映画 名探偵コナン　14番目の標的(ターゲット)
本編
特典：特報＆劇場予告編、TVCM、2001年公開映画
特報、サンデーCM劇場

100 1998 こだま兼嗣 日本 M115

映画 名探偵コナン　世紀末の魔術師
本編
特典：劇場予告編、2001年公開映画特報、サンデー
CM劇場

100 1999 こだま兼嗣 日本 M116

映画 名探偵コナン　瞳の中の暗殺者 本編 100 2000 こだま兼嗣 日本 M065

映画 名探偵コナン　天国へのカウントダウン
本編
特典：予告編、30秒 TVスポット、15秒 TVスポット集、
「劇場版 名探偵コナン」予告編集、サンデーCM劇場

100 2001 こだま兼嗣 日本 M117

映画 名探偵コナン　ベイカー街(ストリート)の亡霊

本編
特典：予告編「劇場版 名探偵コナン」予告編集、「劇
場版 名探偵コナン　ベイカー街の亡霊」TVスポット
集、サンデーCM劇場

107 2002 こだま兼嗣 日本 M118

映画 名探偵コナン　迷宮の十字路(クロスロード)

本編
特典：予告編「劇場版 名探偵コナン」予告編集、「劇
場版 名探偵コナン　迷宮の十字路」TVスポット集、
サンデーCM劇場

107 2003 こだま兼嗣 日本 M119

映画 名探偵コナン　銀翼の奇術師(マジシャン)

本編
特典：予告編「劇場版 名探偵コナン」予告編集、「劇
場版 名探偵コナン　銀翼の奇術師」特報、サンデー
CM劇場

107 2004 山本泰一郎 日本 M120

映画 名探偵コナン　水平線上の陰謀(ストラテジー)

本編
特典：予告編、「劇場版 名探偵コナン」予告編集、
「劇場版 名探偵コナン　水平線上の陰謀」TVスポット
集、サンデーCM劇場

107 2005 山本泰一郎 日本 M121

※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。 21/25



【DVD】まみむめも ※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 名探偵コナン　探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）

本編
特典：予告編、「劇場版 名探偵コナン」予告編集、
「探偵たちの鎮魂歌」特報、サンデーCM劇場、The
Extra File of Detective CONAN／名探偵コナンテー
マソングセレクション

111+58 2006 山本泰一郎 日本 M188

映画 名探偵コナン　紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）

本編
特典：予告編、「劇場版 名探偵コナン」予告編集、
「劇場版 名探偵コナン　紺碧の棺」特報、コナン推理
教室 紺碧のミステリー検定、サンデーCM劇場

107 2007 山本泰一郎 日本 M189

映画 名探偵コナン　戦慄の楽譜（フルスコア）
本編
特典：予告編、「劇場版 名探偵コナン」予告編集、
「劇場版 名探偵コナン　戦慄の楽譜」特報、サンデー

117+a 2008 山本泰一郎 日本 M190 01

映画 名探偵コナン　漆黒の追跡者(チェイサー)

本編
特典：予告編、「劇場版 名探偵コナン」予告編集、
「劇場版 名探偵コナン　漆黒の追跡者」特報、サン
デーCM劇場

111 2009 山本泰一郎 日本 M207 01

映画 名探偵コナン　天空の難破船(ロストシップ)

本編
特典：予告編、「劇場版 名探偵コナン」予告編集、
「劇場版 名探偵コナン　天空の難破船」特報、サン
デーCM劇場

102 2010 山本泰一郎 日本 M208 01

OVA 名探偵コナン　SECRET FILE　第1巻

CASE＃1「コナンVSキッドVSヤイバ 宝刀争奪大決
戦!!」
CASE＃2「16人の容疑者!?」
CASE＃3「コナンと平次と消えた少年」

75
2001
～2003

山本泰一郎 日本 O063

TV 名探偵ホームズ　第1巻

第1話「彼がうわさの名探偵」
第2話「悪の天才モリアーティ教授」
第3話「小さなマーサの大事件!?」
第4話「ミセス・ハドソン人質事件」
第5話「青い紅玉(ルビー)」
第6話「緑の風船の謎をとけ!」

147 1984 宮崎駿 他 日本 BT049 01

TV 名探偵ホームズ　第2巻

第7話「大追跡!ちびっこ探偵団」
第8話「まだらのひも」
第9話「海底の財宝」
第10話「ドーバー海峡の大空中戦!」
第11話「ねらわれた巨大貯金箱」
第12話「教授嵐の大失敗!!」

146
1984
～1985

宮崎駿 他 日本 BT049 02

TV 名探偵ホームズ　第3巻

第13話「貨車が消えた!?教授の大魔術」
第14話「珍味!さんごのロブスター」
第15話「見たか!ピカピカの大どろぼう」
第16話「魔城!ホームズ生か死か?」
第17話「テムズ川の怪物」
第18話「ネス湖に散ったドジ作戦!」

146 1985 宮崎駿 他 日本 BT049 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。 22/25
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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 名探偵ホームズ　第4巻

第19話「漱石・ロンドン凧合戦!」
第20話「飛行船しろがね号を追え!」
第21話「ブンブン!はえはえメカ作戦」
第22話「ハチャメチャ飛行機大レース!?」
第23話「知恵くらべ!オウム対教授」
第24話「聞け!モリアーティ賛歌」

146 1985 宮崎駿 他 日本 BT049 04

TV 名探偵ホームズ　第5巻

第25話「大混乱!人形すりかえ事件」
第26話「さよならホームズ!最後の事件」
特典：番組宣伝スポット(14種類)、ノンテロップのオー
プニング、ノンテロップのエンディング、英語版オープ
ニング、宮崎駿他によるイメージボード集(静止画=計

57+a 1985 宮崎駿 他 日本 BT049 05

TV メジャー　第1巻
第1話「吾郎の夢、おとさんの夢」
第2話「二つの友情」
特典：設定資料集、ノンテロップOP、サンデーCM劇

50+a 2004 カサヰケンイチ 日本 T0499

TV メジャー　第2巻

第3話「おとさんなんてキライだ!」
第4話「一日遅れの誕生日」
第5話「メジャーの男」
特典：設定資料集、ノンテロップED、サンデーCM劇場

76+a 2004 カサヰケンイチ 日本 T0500

TV メジャー　第3巻

第6話「さよなら…」
第7話「本田吾郎、9歳!」
第8話「チーム結成!」
特典：設定資料集、サンデーCM劇場

76+a
2004
～2005

カサヰケンイチ 日本 T0501

TV メジャー　第4巻

第9話「一人ぼっちのマウンド」
第10話「雨の熱戦」
第11話「おとさんのいたチーム」
特典：設定資料集、サンデーCM劇場

76+a 2005 カサヰケンイチ 日本 T0502

TV メジャー　第5巻

第12話「ギブソンからの招待状」
第13話「夏だ、野球だ、合宿だ!」
第14話「無謀な練習試合」
特典：設定資料集、サンデーCM劇場

76+a 2005 カサヰケンイチ 日本 T0503

TV メジャー　第6巻

第15話「監督の思い」
第16話「ヤメタ!」
第17話「大会スタート!」
特典：設定資料集、サンデーCM劇場

76+a 2005 カサヰケンイチ 日本 T0504

TV メジャー　第7巻

第18話「目指せ、初勝利!」
第19話「かーさんの幸せ」
第20話「吾郎降板!?」
特典：設定資料集、ノンテロップED、サンデーCM劇場

76+a 2005 カサヰケンイチ 日本 T0505

TV メジャー　第8巻

第21話「これが野球!」
第22話「決戦前夜」
第23話「負ける気ナシ!」
特典：設定資料集、サンデーCM劇場

76+a 2005 カサヰケンイチ 日本 T0506

※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。 23/25
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TV メジャー　第9巻

第24話「追いつけ!追い越せ!」
第25話「みんなで一緒に」
第26話「さよならは言わない」
特典：設定資料集、サンデーCM劇場

76+a 2005 カサヰケンイチ 日本 T0507

映画
MAJOR　友情の一球（ウイニングショット）
（メジャー）

本編
特典：茂野家大集合！劇場版「MAJOR」を語る！！、
設定資料、特報、予告編映像集

104+30 2008 加戸誉夫 日本 M187

映画
METROPOLIS
（メトロポリス）

本編 107 2001 りんたろう 日本 BM004 01

アート
メビウス
『アルザック・ラプソディ』

「パイロットエピソード」
「朝の影」
「スターダスト・ステーション」
「美しき修理士」
「毒の真珠」
「猿の心臓」
「失われた都市」
「第９の女神」
「戦死の首」
「雲の塔」
「ノシュカ」
「ゲームの男」
「傷心の指輪」
「一角獣の秘密」

50 2003 メビウス フランス A033

映画
MEMORIES
（メモリーズ）

本編
特典：インタビュー、予告他

113+29 1995
森本晃司、
岡村天斎

日本 M051

TV も～っと！おジャ魔女どれみ　第1巻

第1話「どれみ、嵐の新学期!」
第2話「ももこが泣いた!?ピアスの秘密」
第3話「大キライ！でも友だちになりたい!」
第4話「ようこそ、スウィートハウスへ！」

95 2001 五十嵐卓哉 日本 T0138

TV 妄想代理人　第1巻
第1話「少年バット参上!」
第2話「金の靴」

50 2004 今 敏 日本 T0933

TV モノノ怪　第1巻 「座敷童子」 45 2007 中村健治 日本 T0870
映画 もののけ姫 本編 133 1997 宮崎駿 日本 M009 01
その他 「もののけ姫」はこうして生まれた。　第1巻 第1章 紙の上のドラマ 132 1998 日本 S052 01
その他 「もののけ姫」はこうして生まれた。　第2巻 第2章 生命が吹きこまれた！ 137 1998 日本 S052 02

その他 「もののけ姫」はこうして生まれた。　第3巻
第3章 記録を超えた日
特典：「もののけ姫 in USA」

130+20 1998 日本 S052 03

映画 もも子 かえるの歌がきこえるよ。 バリアフリー版 本編 80 2003 四分一節子 日本 M249

映画 ももへの手紙
本編
特典：特報、本予告、広島県TV-CM

120+6 2012 沖浦啓之 日本 M257

TV もやしもん　第1巻
第1話「農大菌物語」
第2話「三億円の農大生」

45 2007 矢野雄一郎 日本 T0871

※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。 24/25
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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 森のはずれ　シャックリのぼうけん 本編 24 1995 鈴木伸一 日本 S008

※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。 25/25


