
【DVD】らりるれろ ※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 ライアン・ラーキン 路上に咲いたアニメーション

「ライアン」
「ライアン・ラーキンの世界」
「シランクス」
「シティスケープ」
「ウォーキング」
「ストリート・ミュージック」
「スペア・チェンジ 小銭を」
特典：「バーニング・フォックス」「ジ・エンド」「ビンゴ」
「劇場予告編」

92+14
1965
～2008

ライアン・ラー
キン、
クリス・ランドレ
ス 他

カナダ A073

OVA ライオンブックス　安達が原／悪右衛門
「安達が原」
「悪右衛門」

56
1991
～1993

坂口尚、
手塚眞

日本 O014

OVA ライオンブックス　緑の猫／雨ふり小僧
「緑の猫」
「雨ふり小僧」

48 1983 手塚治虫 日本 O012

OVA ライオンブックス　るんは風の中／山太郎かえる
「るんは風の中」
「山太郎かえる」

50
1985
～1986

手塚治虫 日本 O013

アート ラウル・セルヴェ作品集

「夜の蝶」
「クロモフォビア」
「ハーピア」
「人魚」
「語るべきか、あるいは語らざるべきか」
「GOLDFRAME」
「OPERATION X-70」
「PEGASUS」

70 ラウル・セルヴェ ベルギー A046

TV
LASTEXILE　第1巻
（ラストエグザイル）

第1話「ファースト・ムーヴ」
第2話「ルフト・ヴァンシップ」
第3話「トランスポーズ」
第4話「ツーク・ツワング」

97 2003 千明孝一 日本 BT090 01

TV
LASTEXILE　第2巻
（ラストエグザイル）

第5話「ポジショナル・プレイ」
第6話「アービター・アタック」
第7話「インタレスティング・クラウス」
第8話「テークバック」

97 2003 千明孝一 日本 BT090 02

TV
LASTEXILE　第3巻
（ラストエグザイル）

第9話「カリキュレイト・アレックス」
第10話「スウィンドル」
第11話「ディベロップ」
第12話「ディスカバード・アタック」

97 2003 千明孝一 日本 BT090 03

TV
LASTEXILE　第4巻
（ラストエグザイル）

第13話「アイソレイテッド・ポーン」
第14話「エテュード・ラヴィ」
第15話「フェアリー・チェス」
第16話「ブレーク・スルー」

97 2003 千明孝一 日本 BT090 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。 1/17



【DVD】らりるれろ ※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
LASTEXILE　第5巻
（ラストエグザイル）

第17話「メイキング・マテリアル」
第18話「プロモーション・ソフィア」
第19話「シシリアン・ディフェンス」
第20話「グランドストリーム」

97 2003 千明孝一 日本 BT090 05

TV
LASTEXILE　第6巻
（ラストエグザイル）

第21話「ルーク・ディーオ」
第22話「クイーン・デルフィーネ」
第23話「キャスリング・ルシオラ」
第24話「シールド・ムーブ」

97 2003 千明孝一 日本 BT090 06

TV
LASTEXILE　第7巻
（ラストエグザイル）

第25話「クワイエット・ムーブ」
第26話「リザイン」

46+a 2003 千明孝一 日本 BT090 07

TV リボンの騎士　第1巻

第１話「王子と天使」
第2話「魔王登場の巻」
第3話「武術大会の巻」
第4話「踊れフランツ」
第5話「怪物の谷」

128 1967 手塚治虫 他 日本 BT046 01

TV リボンの騎士　第2巻

第6話「コビトと巨人」
第7話「のろいの白馬」
第8話「幻の馬」
第9話「こわされた人形」
第10話「サファイヤのカーニバル」

129 1967 赤堀幹治 他 日本 BT046 02

TV リボンの騎士　第3巻

第11話「ねむりの精」
第12話「おんぼろ王子」
第13話「ばらの館」
第14話「七匹の仔やぎ」
第15話「黄金のキツネ狩り」

129 1967 大貫信夫 他 日本 BT046 03

TV リボンの騎士　第4巻

第16話「チンクとコレットちゃん」
第17話「さよならユーレイさん」
第18話「ふしぎなカガミ」
第19話「魔法のペン」
第20話「怪獣カゲラ」

128 1967 波多正美 他 日本 BT046 04

TV リボンの騎士　第5巻

第21話「世界一のおやつ」
第22話「たいかん式の巻」
第23話「リボンの騎士現わる」
第24話「嵐のかんおけ塔」
第25話「王様バンザイ!!」

129 1967 富野喜幸 他 日本 BT046 05

TV リボンの騎士　第6巻

第26話「雪の女王」
第27話「急げ！黒雲島の巻」
第28話「鉄獅子」
第29話「雪の女王の最後」
第30話「空とぶ怪盗」
特典：スペイン放映版オープニング(1分45秒)・エン
ディング(1分13秒)、設定資料集(静止画)

135 1967 上梨満雄 他 日本 BT046 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。 2/17



【DVD】らりるれろ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点
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TV リボンの騎士　第7巻

第31話「チンクと海のお姫さま」
第32話「サファイヤの宝」
第33話「ピラミッドの怪人」
第34話「巨鹿ムース」
第35話「飛行船を追え！」
特典：『あばれ王子』(8ミリ映画商品版)(2分16秒)、朝
日ソノラマのソノシート絵本(静止画)、すずきの絵本
(静止画)

157 1967 上梨満雄 他 日本 BT046 07

TV リボンの騎士　第8巻

第36話「帰ってきた大魔女」
第37話「サファイヤを救え！」
第38話「騎士の掟」
第39話「ビーナスのねたみ」
第40話「恐怖のX帝国」
第41話「おちゃめなテッピー」
特典：朝日ソノラマのウルトラブックス(静止画)

133
1967
～1968

高橋良輔 他 日本 BT046 08

TV リボンの騎士　第9巻

第42話「ねずみ取り大作戦」
第43話「ワナにかかったサファイヤ」
第44話「さけぶ白ワシ」
第45話「チンクとゆうれい船」
第46話「ふしぎの森のサファイヤ」
第47話「さまようフランツ」
特典：5円ブロマイド(静止画)

155 1968 西牧秀雄 他 日本 BT046 09

TV リボンの騎士　第10巻

第48話「海に消えたサファイヤ」
第49話「へケートのほほえみ」
第50話「バベル城の黒騎士」
第51話「燃えるシルバーランド」
第52話「シルバーランド幸せに」
特典：パイロットフィルム(29分4秒)

162 1968 内田有紀彦 他 日本 BT046 10 

映画
緑玉紳士
（りょくたましんし）

本編
特典：メイキング、短編、予告他

48+52 2004 栗田やすお 日本 M052

その他
リレーアニメ　ワンダーサムのゆめ
THE DREAM OF WONDER SAM

平成18年夏休みに杉並アニメーションミュージアムに
来館した103名の方と共同制作した作品。

6 2007 鈴木伸一 日本 SAM031

アート
ルネ・ラルー
『ガンダーラ』

「ガンダーラ」 83 1987 ルネ･ラルー フランス BA008 01

アート
ルネ・ラルー
『時の支配者』

「時の支配者」 78 1982 ルネ･ラルー フランス BA008 03

アート
ルネ・ラルー
『ファンタスティック･プラネット』

「ファンタスティック･プラネット」 72 1973 ルネ･ラルー フランス BA008 02

アート
ルネ・ラルー
『ルネ･ラルー傑作短編集』

「かたつむり」
「ワン･フォはいかにして助けられたか」

26
1965、
1987

ルネ･ラルー フランス BA008 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。 3/17
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TV ルパン三世 first tv.  第1巻

第1話「ルパンは燃えているか…?!」
第2話「魔術師と呼ばれた男」
第3話「さらば愛しき魔女」
第4話「脱獄のチャンスは一度」
第5話「十三代五ヱ門登場」
第6話「雨の午後はヤバイゼ」

149 1971 大隅正秋 日本 BT098 01

TV ルパン三世 first tv.  第2巻

第7話「狼は狼を呼ぶ」
第8話「全員集合トランプ作戦」
第9話「殺し屋はブルースを歌う」
第10話「ニセ札つくりを狙え!」
第11話「7番目の橋が落ちるとき」
第12話「誰が最後に笑ったか」

149
1971
～1972

大隅正秋、
Aプロ演出グ
ループ

日本 BT098 02

TV ルパン三世 first tv.  第3巻

第13話「タイムマシンに気をつけろ!」
第14話「エメラルドの秘密」
第15話「ルパンを捕まえてヨーロッパへ行こう」
第16話「宝石横取り作戦」
第17話「罠にかかったルパン」
第18話「美人コンテストをマークせよ」

149 1972 Aプロ演出グループ 日本 BT098 03

TV ルパン三世 first tv.  第4巻

第19話「どっちが勝つか三代目!」
第20話「ニセルパンを捕えろ!」
第21話「ジャジャ馬娘を助けだせ!」
第22話「先手必勝コンピューター作戦!」
第23話「黄金の大勝負!」

120 1972 Aプロ演出グループ 日本 BT098 04

TV ルパン三世 second tv.  第1巻

第1話「ルパン三世颯爽登場」
第2話「リオの夕陽に咲く札束」
第3話「ヒトラーの遺産」
第4話「ネッシーの唄が聞こえる」
第5話「金塊の運び方教えます」
第6話「ピサの斜塔は立っているか」

147 1977 御厨恭輔 他 日本 BT098 05

TV ルパン三世 second tv.  第2巻

第7話「ツタンカーメン三千年の呪い」
第8話「ベネチア超特急」
第9話「浮世絵ブルースはいかが」
第10話「ファイルM123を盗め」
第11話「モナコGPに賭けろ」
第12話「大統領への贈り物」

147 1977 御厨恭輔 他 日本 BT098 06

TV ルパン三世 second tv.  第3巻

第13話「サンフランシスコ大追跡」
第14話「カリブ海の大冒険」
第15話「名探偵空をゆく」
第16話「二つの顔のルパン」
第17話「オイルダラーを狙え」
第18話「ブラックパンサー」

147
1977
～1978

御厨恭輔 日本 BT098 07

※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。 4/17



【DVD】らりるれろ ※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 ルパン三世 second tv.  第4巻

第19話「十年金庫は破れるか」
第20話「追いつめられたルパン」
第21話「五右ェ門の復讐」
第22話「謎の女人館を探れ」
第23話「第4次元の魔女」
第24話「怪盗ねずみ小僧現わる」

147 1978 御厨恭輔 日本 BT098 08

TV ルパン三世 second tv.  第5巻

第25話「必殺鉄トカゲ見参」
第26話「バラとピストル」
第27話「シンデレラの切手はどこへいった」
第28話「女刑事メロン」
第29話「電撃ハトポッポ作戦」
第30話「モロッコの風は熱く」

147 1978 御厨恭輔 日本 BT098 09

TV ルパン三世 second tv.  第6巻

第31話「白夜に向かって撃て」
第32話「ルパンは二度死ぬ」
第33話「オリオンの王冠は誰のもの」
第34話「吸血鬼になったルパン」
第35話「ゴリラギャングを追っかけろ」
第36話「月影城の秘密をあばけ」

147 1978 御厨恭輔 日本 BT098 10

TV ルパン三世 second tv.  第7巻

第37話「ジンギスカンの埋蔵金」
第38話「ICPOの甘い罠」
第39話「香港の夜空にダイヤは消えた」
第40話「ミサイルジャック作戦」
第41話「かぐや姫の宝を探せ」
第42話「花嫁になったルパン」

147 1978 御厨恭輔 他 日本 BT098 11

TV ルパン三世 second tv.  第8巻

第43話「北京原人の骨はどこに」
第44話「消えた特別装甲車」
第45話「殺しはワインの匂い」
第46話「ルパンお高く売ります」
第47話「女王陛下のズッコケ警部」
第48話「非常ベルにルパンは笑う」

147 1978 三家本泰美 他 日本 BT098 12

TV ルパン三世 second tv.  第9巻

第49話「可愛いい女には毒がある」
第50話「私が愛したルパン(前篇)」
第51話「私が愛したルパン(後篇)」
第52話「エマニエルは天使のささやき」
第53話「狂気のファントマ・マークIII」
第54話「半七刑事十年目の約束」

147 1978 三家本泰美 他 日本 BT098 13

TV ルパン三世 second tv.  第10巻

第55話「花吹雪謎の五人衆(前篇)」
第56話「花吹雪謎の五人衆(後篇)」
第57話「コンピューターかルパンか」
第58話「国境は別れの顔」
第59話「マダムXの不思議な世界」
第60話「インドに自殺の花が咲く」

147 1978 三家本泰美 他 日本 BT098 14

※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。 5/17



【DVD】らりるれろ ※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 ルパン三世 second tv.  第11巻

第61話「空飛ぶ斬鉄剣」
第62話「ルパンを呼ぶ悪魔の鐘の音」
第63話「罠には罠を!」
第64話「クリスマスは女神の手に」
第65話「ルパンの敵はルパン」
第66話「射殺命令!!」

147
1978
～1979

三家本泰美 他 日本 BT098 15

TV ルパン三世 second tv.  第12巻

第67話「ルパンの大西遊記」
第68話「カジノ島・逆転また逆転」
第69話「とっつぁんの惚れた女」
第70話「クラシック泥棒と九官鳥」
第71話「ルパン対新選組」
第72話「スケートボード殺人事件」

147 1979 御厨恭輔 他 日本 BT098 16

TV ルパン三世 second tv.  第13巻

第73話「花も嵐も泥棒レース」
第74話「恐怖のカメレオン人間」
第75話「不二子に花嫁衣装はにあわない」
第76話「シェークスピアを知ってるかい」
第77話「星占いでルパンを逮捕」
第78話「ロボットの瞳にダイヤが光る」

147 1979 御厨恭輔 他 日本 BT098 17

TV ルパン三世 second tv.  第14巻

第79話「ルパン葬送曲」
第80話「最後の差し入れはカップラーメン」
第81話「不二子!男はつらいぜ」
第82話「とっつあん人質救出作戦」
第83話「ルパンの大西部劇」
第84話「復讐はルパンにまかせろ」

147 1979 三家本泰美 他 日本 BT098 18

TV ルパン三世 second tv.  第15巻

第85話「ICPOマル秘指令」
第86話「謎の夜光仮面現わる」
第87話「悪魔がルパンを招くとき」
第88話「ルパンの南極北極大冒険」
第89話「ドロボウ交響曲を 鳴らせ」
第90話「悪い奴ほど大悪党」

147 1979 吉田しげつぐ 他 日本 BT098 19

TV ルパン三世 second tv.  第16巻

第91話「時を駆ける少女」
第92話「マダムと泥棒四重奏(カルテット)」
第93話「万里の長城インベーダー作戦」
第94話「ルパン対スーパーマン」
第95話「幽霊船より愛をこめて」
第96話「ルパンのお料理天国」

147 1979 西牧秀夫 他 日本 BT098 20

TV ルパン三世 second tv.  第17巻

第97話「ルパン一世の秘宝を探せ」
第98話「父っつあんのいない日」
第99話「荒野に散ったコンバット・マグナム」
第100話「名画強奪ウルトラ作戦」
第101話「ベルサイユは愛に燃えた」
第102話「ルパンはシャネルがお好き」

147 1979 三家本泰美 他 日本 BT098 21

※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。 6/17



【DVD】らりるれろ ※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 ルパン三世 second tv.  第18巻

第103話「狼は天使を見た」
第104話「もっとも危険な黄金ベッド」
第105話「怪奇鬼首島に女が消えた」
第106話「君はネコぼくはカツオ節」
第107話「結婚指輪は呪いの罠」
第108話「哀しみの斬鉄剣」

147 1979 三家本泰美 他 日本 BT098 22

TV ルパン三世 second tv.  第19巻

第109話「ルパン 史上最大の苦戦」
第110話「激写 これが不二子だ」
第111話「インベーダー金庫は開いたか?」
第112話「五右ヱ門危機一髪」
第113話「作戦名は忠臣蔵」
第114話「迷画 最初の晩餐の秘密」

147 1979 御厨恭輔 他 日本 BT098 23

TV ルパン三世 second tv.  第20巻

第115話「モナリザは二度微笑う」
第116話「108つの鐘は鳴ったか」
第117話「チューインガム変装作戦」
第118話「南十字星がダイヤに見えた」
第119話「ルパンを殺したルパン」
第120話「フランケンシュタイン ルパンを襲う」

147
1979
～1980

三家本泰美 他 日本 BT098 24

TV ルパン三世 second tv.  第21巻

第121話「オレの爺さんが残した宝物」
第122話「珍発見ナポレオンの財宝」
第123話「泥棒はパリで」
第124話「1999年ポップコーンの旅」
第125話「オイルダラーの大謀略」
第126話「地獄へルパンを道づれ」

147 1980 三家本泰美 他 日本 BT098 25

TV ルパン三世 second tv.  第22巻

第127話「直撃!デッドボール作戦」
第128話「老婆とルパンの泥棒合戦」
第129話「次元に男心の優しさを見た」
第130話「ルパン対奇人二面相」
第131話「二人五右ヱ門斬鉄剣の謎」
第132話「霊山ヒマラヤの泥棒教団」

147 1980 三家本泰美 他 日本 BT098 26

TV ルパン三世 second tv.  第23巻

第133話「熱いお宝に手を出すな」
第134話「ルパン逮捕頂上作戦」
第135話「毒薬と魔術とルパン三世」
第136話「ゴールドバタフライの復讐」
第137話「華麗なるチームプレイ作戦」
第138話「ポンペイの秘宝と毒蛇」

147 1980 御厨恭輔 他 日本 BT098 27

TV ルパン三世 second tv.  第24巻

第139話「ルパンのすべてを盗め」
第140話「狼は走れ豚は転がれ」
第141話「1980モスクワ黙示録」
第142話「グランドレース消えた大本命」
第143話「マイアミ銀行襲撃記念日」
第144話「不二子危機一髪救出作戦」

147 1980 御厨恭輔 他 日本 BT098 28

※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。 7/17
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TV ルパン三世 second tv.  第25巻

第145話「死の翼アルバトロス」
第146話「ルパン 華麗なる敗北」
第147話「白夜に消えた人魚」
第148話「ターゲットは555M」
第149話「ベールをはいだメッカの秘宝」
第150話「ピアノ交響曲「動物園」」

147 1980 照樹務 他 日本 BT098 29

TV ルパン三世 second tv.  第26巻

第151話「ルパン逮捕ハイウェイ作戦」
第152話「次元と帽子と拳銃と」
第153話「神様のくれた札束」
第154話「ヘクサゴンの大いなる遺産」
第155話「さらば愛しきルパンよ」

122 1980 吉田しげつぐ 他 日本 BT098 30

TV ルパン三世 Part III　第1巻

第1話「金塊はルパンを呼ぶ」
第2話「大いなる罠を暴け」
第3話「こんにちは地獄の天使」
第4話「テレパシーは愛のシグナル」
第5話「五右ェ門無双」
第6話「ルパンが戦車でやってきた」

147 1984 青木悠三 他 日本 BT098 31

TV ルパン三世 Part III　第2巻

第7話「死神ガーブと呼ばれた男」
第8話「聖母マリヤの脱出作戦」
第9話「コピー人間は高くつく」
第10話「秘宝は陰謀の匂い」
第11話「ルビーは血の汗を流す」
第12話「バルタン館のとりこ」

147 1984 吉田しげつぐ 他 日本 BT098 32

TV ルパン三世 Part III　第3巻

第13話「悪のり変装曲」
第14話「誘拐ゲームはお好き」
第15話「殺しが静かにやってくる」
第16話「黄金のリンゴには毒がある」
第17話「結婚するって本当ですか」
第18話「ショータイムは死の香り」

147 1984 吉田しげつぐ 他 日本 BT098 33

TV ルパン三世 Part III　第4巻

第19話「裏切りの荒野を走れ」
第20話「過去を消した男」
第21話「さらば黄金伝説」
第22話「ダイヤに炎は似合わない」
第23話「ベイルート移動銀行強奪作戦」
第24話「友よ深く眠れ」

147
1984
～1985

こだま兼嗣 他 日本 BT098 34

TV ルパン三世 Part III　第5巻

第25話「俺たちは天使じゃない」
第26話「ニューヨークの幽霊」
第27話「暗号名(コードネーム)はアラスカの星」
第28話「アラスカの星は地獄への報酬」
第29話「月へハネムーンに行こう」
第30話「カクテルの名は復讐(リベンジ)」

147 1985 荻原露光 他 日本 BT098 35

※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。 8/17
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TV ルパン三世 Part III　第6巻

第31話「逆転 逆転また逆転」
第32話「1000万ドルの鍵」
第33話「天才少年の危険な遊び」
第34話「マンハッタン・クライシス」
第35話「ターゲットは白銀の果てに」
第36話「鷲の舞い降りる時」

147 1985 飯田つとむ 他 日本 BT098 36

TV ルパン三世 Part III　第7巻

第37話「父っつあん大いに怒る」
第38話「俺を愛したレティシア」
第39話「ライバルに黄金を」
第40話「一枚のお宝で大混戦」
第41話「戒厳令の夜」
第42話「ピラミッドの保険金を奪え」

147 1985 荻原露光 他 日本 BT098 37

TV ルパン三世 Part III　第8巻

第43話「さらばシンデレラ」
第44話「ボクたちのパパは泥棒」
第45話「コンゲームに乾杯」
第46話「俺の翼はスクラップ」

98 1985 飯田つとむ 他 日本 BT098 38

TV ルパン三世 Part III　第9巻

第47話「一枚の迷画」
第48話「ハディスの涙」
第49話「父っつあんが養子になった日」
第50話「原潜イワノフの抹殺指令」

98 1985 川島三郎 他 日本 BT098 39

映画 ルパン三世　ルパンVS複製人間(クローン) 本編 102 1978 吉川惣司 日本 BT098 40-M

映画 ルパン三世　カリオストロの城 本編 99 1979 宮崎駿 日本 BT098 41-M

映画 ルパン三世　バビロンの黄金伝説 本編 100 1985
鈴木清順、
吉田しげつぐ

日本 BT098 42-M

TV ルパン三世　バイバイ・リバティー・危機一発 本編 97 1999 出崎統 日本 T0047

TV るろうに剣心　第1巻

第一幕「伝説の美剣士…愛ゆえに闘う男」
第二幕「ガキ侍スッた!モンだ!で門下生」
第三幕「哀しみの剣士･過去を斬る男」
第四幕「開くの一文字･ケンカ屋左之助登場!」
第五幕「逆刃刀対斬馬刀･闘いの果てに!」
第六幕「闇からの訪問者･黒笠現る!」

141 1996 古橋一浩 日本 BT040 01

TV るろうに剣心　第2巻

第七幕「月下の死闘･愛する人を守れ!」
第八幕「新たなる戦い!飛び込んできた謎の美女」
第九幕「最強の忍び軍団･恐怖の御庭番衆!」
第十幕「蒼紫･美しすぎるほど怖い奴」
第十一幕「さらば最強の男たち!光と闇の激突」
第十二幕「少年剣士誕生!一番弟子 弥彦の戦い」

141 1996 古橋一浩 日本 BT040 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。 9/17
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TV るろうに剣心　第3巻

第十三幕「めざせ横綱!虎丸のどすこい奮戦記」
第十四幕「小さな命を救え!美人女医･恵の挑戦」
第十五幕「炎の暗殺集団、神風隊走る!」
第十六幕「勇気ある誓い!燃えよ秘剣･紫電の太刀」
第十七幕「夢に向かって飛べ!砲弾娘マリモの冒険」
第十八幕「走れ!弥彦･逆刃刀を取り返せ!」

141 1996 古橋一浩 日本 BT040 03

TV るろうに剣心　第4巻

第十九幕「雷十太の野望･禁じられた王国の幻想」
第二十幕「真古流の復活!嵐を呼ぶ究極の殺人剣」
第二十一幕「悪夢の崩壊!雷十太の野望･完結編」
第二十二幕「初乗り!暴走陸蒸気びっくり大事件」
第二十三幕「左之助の裏切り!?運命の再会」
第二十四幕「真夜中の戦い!左之助対剣心ふたたび」

141 1996 古橋一浩 日本 BT040 04

TV るろうに剣心　第5巻

第二十五幕「真紅の海賊･引き裂かれた剣心と薫!」
第二十六幕「稲妻の化身!誇り高き謎の女海賊、朱羅」
第二十七幕「燃え上がる戦慄の島!真紅の海賊･完結編」
第二十八幕「新たなる血戦への序曲･迫り来る狼の影!」
第二十九幕「史上最強の宿敵!襲いかかる非情の牙」
第三十幕「復讐の悪鬼･志々雄真実の謀略」

141 1996 古橋一浩 日本 BT040 05

TV るろうに剣心　第6巻

第三十一幕「届かぬ想い…剣心の旅立ち!」
第三十二幕「涙を勇気にかえて!神谷薫が選んだ道」
第三十三幕「最強の称号を掴むまで!蒼紫の新たなる闘い」
第三十四幕「追いはぎ少女･巻町操の隠された正体!」
第三十五幕「奪われた村･襲いかかる志々雄の魔の手!」
第三十六幕「幕末の時を超えて!対峙した志々雄と剣心」

141
1996
～1997

古橋一浩 日本 BT040 06

TV るろうに剣心　第7巻

第三十七幕「衝撃!折れた逆刃刀･天剣の宗次郎対剣心」
第三十八幕「左之助、極意の修行!破戒僧･安慈への挑戦」
第三十九幕「逆刃刀を作った男･新井赤空 最後の一振り!」
第四十幕「恐るべき無情の刺客!十本刀･張との死闘」
第四十一幕「飛天御剣流の奥義!師匠 比古清十郎との再
会」
第四十二幕「同盟成立･蒼紫が志々雄と手を組んだ日!」

149 1997 古橋一浩 日本 BT040 07

TV るろうに剣心　第8巻

第四十三幕「生と死の間で!奥義･天翔龍閃の会得」
第四十四幕「怒涛の決戦･最強集団十本刀集結!」
第四十五幕「翔ぶが如く!戦艦煉獄 出航を阻止せよ」
第四十六幕「煉獄炎上!志々雄真実の命運」
第四十七幕「激突!二重の極み･唸る左之助の拳」
第四十八幕「救世への再生･安慈の新たなる出発」

153 1997 古橋一浩 日本 BT040 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。 10/17
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TV るろうに剣心　第9巻

第四十九幕「心眼をとらえた狼･炸裂する牙突零式!」
第五十幕「約束を果たす時･蒼紫と剣心の再戦!」
第五十一幕「目醒める時は今･満身創痍の決着!」
第五十二幕「奇跡を呼び起こせ!葵屋の攻防」
第五十三幕「巨人対超人･絶望の淵に放たれた一矢!」

127 1997 古橋一浩 日本 BT040 09

TV るろうに剣心　第10巻

第五十四幕「飛天対縮地!宗次郎 天賦の能力」
第五十五幕「嵐の夜の惨劇･宗次郎の過去」
第五十六幕「極限の勝負!瞬天殺対天翔龍閃」
第五十七幕「幕末を駆けた二人･志々雄対剣心 最終戦!」
第五十八幕「時代は志々雄を選ぶのか?剣心最大の危機!」

127 1997 古橋一浩 日本 BT040 10

TV るろうに剣心　第11巻

第五十九幕「命運尽きず!闘志、今よみがえる」
第六十幕「勝利を許されし者･志々雄対剣心 終幕!」
第六十一幕「残された十本刀･生きてゆくための選択」
第六十二幕「京都…刻まれた記憶･想いを馳せた出発」
第六十三幕「願い蛍の伝説･ある剣客を待ち続けた少女」
第六十四幕「弥彦王子誕生?華麗なる社交界でびゅー」

153 1997 古橋一浩 日本 BT040 11

TV るろうに剣心　第12巻

第六十五幕「消えたお宝を探せ!名探偵犬･ノ太郎」
第六十六幕「薫 感激 剣心のぷろぽ～ず!?」
第六十七幕「煌めく伝説の剣!神秘の剣士･天草翔伍」
第六十八幕「運命のメダリオ･左之助と小夜の出会い」
第六十九幕「対戦の地、島原へ!雌雄を決する時」
第七十幕「雷龍閃の衝撃!闇に葬られた剣心」

153 1997 古橋一浩 日本 BT040 12

TV るろうに剣心　第13巻

第七十一幕「傀王の陰謀･罠にかかった翔伍!」
第七十二幕「追憶の日々･翔伍と小夜の哀しき過去」
第七十三幕「あざ笑う悪鬼!庄三、爆炎に散った火龍」
第七十四幕「左之助の涙 二人に訪れた永遠の別離」
第七十五幕「最後の聖戦 激突!ふたつの天翔龍閃」
第七十六幕「旅立ちの海 希望は哀しみの波を越えて」

153
1997
～1998

古橋一浩 日本 BT040 13

TV るろうに剣心　第14巻

第七十七幕「下関に緋村道場?もう一人の抜刀斎現る」
第七十八幕「画学生の想う女性･箱根湯の街恋騒動!」
第七十九幕「勝海舟と剣心･幕末を生きた二人の宿縁」
第八十幕「終わらない幕末･海舟に課せられた天命」
第八十一幕「紅葵の策謀･海舟を狙う幕末の生霊!」
第八十二幕「勝海舟の決意･時代を超えた真実」

153 1998 古橋一浩 日本 BT040 14

TV るろうに剣心　第15巻

第八十三幕「由太郎帰国･影に潜む黒騎士団の野望」
第八十四幕「真田忍群と霊薬･お頭御沙薙の狙い」
第八十五幕「迷走の旅･仕組まれた御神渡りの罠!」
第八十六幕「地底を舞う赤い陽炎･殺鬼!真田三人衆」
第八十七幕「シュナイダーの賭け･黒騎士団の崩壊!」
第八十八幕「ふたつの道標･弥彦と由太郎永遠の約束」

152 1998 古橋一浩 日本 BT040 15

※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。 11/17
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TV るろうに剣心　第16巻

第八十九幕「まいえんじぇる操へ…京都からの迎え」
第九十幕「風水の奇襲!張り巡らされた五茫星の謎」
第九十一幕「うごめく風水の魔力･狙われた神谷道場!」
第九十二幕「戒厳令の東京府!ばく進する凶器の龍脈」
第九十三幕「敵は戦場ヶ原にあり!翡翠の紋章を求めて」
第九十四幕「風と水の挽歌･今ここに死力尽くす!」

152 1998 古橋一浩 日本 BT040 16

OVA るろうに剣心
～流浪の最果て・緋と瑠璃の絆は潮騒の中に～

アニメオリジナルエピローグ 23 古橋一浩 日本 BT040 17-S

映画 るろうに剣心　維新志士への鎮魂歌 本編 90 1997 辻初樹 日本 BT040 18-M

OVA るろうに剣心　追憶編

第一幕「斬る男」
第二幕「迷い猫」
第三幕「宵里山」
第四幕「十字傷」

115 1999 古橋一浩 日本 BT040 19-O

OVA るろうに剣心　星霜編 本編 90 2001 古橋一浩 日本 BT040 20-O

TV
RAVE　第1巻
（レイヴ）

第1話「レイヴを継ぐ者」
第2話「爆炎のシュダ」
第3話「伝説の鍛冶屋ムジカ」

77 2001 渡部高志 日本 T0589

TV
RAVE　第3巻
（レイヴ）

第7話「決着!勝利の爆発の剣」
第8話「銀の律動のムジカ」
第9話「プルーのひみつ」

77 2001 渡部高志 日本 T0590

TV
RAVE　第4巻
（レイヴ）

第10話「雷鳴の記憶」
第11話「ダンシング･ヒーロー」
第12話「ラストシーン」

77 2001 渡部高志 日本 T0591

TV
RAVE　第5巻
（レイヴ）

第13話「星降りの地」
第14話「謎の暗殺者」
第15話「第2のレイヴ」

77 2001 渡部高志 日本 T0592

TV
RAVE　第6巻
（レイヴ）

第16話「決闘!バニッシュフィールド」
第17話「シュダ天空に散る」
第18話「ラプソディア爆発5秒前」

77 2001 渡部高志 日本 T0593

TV
RAVE　第7巻
（レイヴ）

第19話「3173の女」
第20話「エリーの悲劇…」
第21話「激突!ハル対ジークハルト」

77 2001 渡部高志 日本 T0594

TV
RAVE　第8巻
（レイヴ）

第22話「封印の剣 ルーンセイブ」
第23話「エーテリオン覚醒」
第24話「エリーとの約束」

77 2001 渡部高志 日本 T0595

TV
RAVE　第9巻
（レイヴ）

第25話「さらばソング大陸」
第26話「大強盗!ケツプリ団」
第27話「結界の都 ラーバリア」

77 2002 渡部高志 日本 T0596

TV
RAVE　第10巻
（レイヴ）

第28話「運命の絆」
第29話「魔人の頭ゲイル!」
第30話「戦慄!王宮守五神」

77 2002 渡部高志 日本 T0597

※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
RAVE　第12巻
（レイヴ）

第34話「ゲイルとキング」
第35話「戦う理由」
第36話「哀しき空の向こうに…」

77 2002 渡部高志 日本 T0598

TV
RAVE　第13巻
（レイヴ）

第37話「さらば友よ!」
第38話「星の記憶」
第39話「RAVE誕生」

77 2002 渡部高志 日本 T0599

TV
RAVE　第14巻
（レイヴ）

第40話「0065 プルー･レジェンド」
第41話「決死の路上パフォーマンス」
第42話「空中カジノ エーデルレイク」

77 2002 渡部高志 日本 T0600

TV
RAVE　第15巻
（レイヴ）

第43話「ケツプリ団の大逆襲」
第44話「デスストーム突破!」
第45話「降臨 ダークブリングマスター」

77 2002 渡部高志 日本 T0601

TV
RAVE　第16巻
（レイヴ）

第46話「復活!!六祈将軍」
第47話「竜人の真実」
第48話「悲しき銀術師」

77 2002 渡部高志 日本 T0602

TV レインボー戦隊ロビン　傑作選

第1話「怪星人現る！」
第6話「宇宙にかける虹」
第26話「パルタ星最后の日」
第28話「リリにおまかせ」

110 1966 芹川有吾 他 日本 BT016 02

TV レジェンズ　甦る竜王伝説　第1巻
第1話「おいらが風を呼んでいた」
第2話「頭の中はカラッ風」

48 2003 大地丙太郎 日本 T0045

TV レジェンズ　甦る竜王伝説　第2巻

第3話「カニに襲われアワくった」
第4話「ワニがワニしてワニとやら」
第5話「鳥が恋してズッキュンバッキュン!」
第6話「忍び込んだらどこまでも」

95 2004 大地丙太郎 日本 T0508

TV レジェンズ　甦る竜王伝説　第3巻

第7話「まいべびべびばらばら」
第8話「熱いの熱いの熱いのよ」
第9話「ネコたらしいヤツ、ムカつくニャン」
第10話「話せば長～い物語」

95 2004 大地丙太郎 日本 T0509

TV レジェンズ　甦る竜王伝説　第4巻

第11話「スシくって究極ってイエイイエイ!」
第12話「タコタコハマってさぁ大変」
第13話「地球の悲鳴が聞こえてた」
第14話「何でどうしてどうなるの!?」

95 2004 大地丙太郎 日本 T0510

TV レジェンズ　甦る竜王伝説　第5巻

第15話「答えは風が知っていた」
第16話「なんたることか父主役…?!」
第17話「調子の歯車ガッタガタ」
第18話「ゾンビわんさかベタつき模様」

95 2004 大地丙太郎 日本 T0511

TV レジェンズ　甦る竜王伝説　第6巻

第19話「夜をこえたら朝だった」
第20話「最初で、最後の、デートです」
第21話「ねずっちょ、ちゅびるば橋のはし」
第22話「GとWでニッコルチュボーン」

95 2004 大地丙太郎 日本 T0512

※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。 13/17
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TV レジェンズ　甦る竜王伝説　第7巻

第23話「君と見上げた夜の空」
第24話「ウヒョホできたよタリスダム」
第25話「昔のサーガが出て来ます」
第26話「気持ちアチコチスクエア～」

95 2004 大地丙太郎 日本 T0513

TV レジェンズ　甦る竜王伝説　第8巻

第27話「ついにここまでやって来た」
第28話「風がはこんだめぐり逢い」
第29話「ズジェレと歌おうレジェンズクラブ」
第30話「歴史をかえた愛の歌」

95 2004 大地丙太郎 日本 T0514

TV レジェンズ　甦る竜王伝説　第9巻

第31話「追いかーけて、飛ばさーれて」
第32話「青春･熱血･セレナーデ」
第33話「ガリオン ガリルレ ガーリック」
第34話「モォ～っと3匹ウシが来た!」

95 2004 大地丙太郎 日本 T0515

TV レジェンズ　甦る竜王伝説　第10巻

第35話「ラストにビッカリCEO!」
第36話「父よあなたはえらかった」
第37話「この空染めたのダレなのさ!」
第38話「風がどうにも止まってた」

95 2004 大地丙太郎 日本 T0516

TV レジェンズ　甦る竜王伝説　第11巻

第39話「ハルカが来た道もう一度」
第40話「真っシロンに燃えつきた」
第41話「風が街から消えたとさ」
第42話「風よ、オイラに吹いて来な!」

95 2005 大地丙太郎 日本 T0517

TV レジェンズ　甦る竜王伝説　第12巻

第43話「もう、どーにも止まらない!」
第44話「一方その頃、俺たちの旅」
第45話「泳いで飛んで回って…えっ？」
第46話「残された人、よっといで」

95 2005 大地丙太郎 日本 T0518

TV レジェンズ　甦る竜王伝説　第13巻

第47話「レジェンズウォーがうぉううぉううぉううぉう」
第48話「今来たこの道戻りゃんせ」
第49話「光のツッコミ入れたろか!」
第50話「風と共に去ったとさ」

95 2005 大地丙太郎 日本 T0519

TV
RED GARDEN　第1巻
（レッドガーデン）

第1話「さよなら少女たち」
第2話「残酷な夜」
特典：第1話プレスコ体感映像

72 2006 松尾衡 日本 T0792

TV
RED GARDEN　第2巻
（レッドガーデン）

第3話「ほんとうの私」
第4話「私たちは、どこへ？」
特典：第3話プレスコ体感映像

72 2006 松尾衡 日本 T0793

TV
RED GARDEN　第3巻
（レッドガーデン）

第5話「それぞれの窓」
第6話「小さな光」
特典：第5話プレスコ体感映像

72 2006 松尾衡 日本 T0794

TV
RED GARDEN　第4巻
（レッドガーデン）

第7話「もうひとつの、運命」
第8話「行きて愛せ」
特典：第7話プレスコ体感映像

72 2006 松尾衡 日本 T0795

※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。 14/17
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TV
RED GARDEN　第5巻
（レッドガーデン）

第9話「めざめ」
第10話「戸惑い」
特典：第9話プレスコ体感映像

72 2006 松尾衡 日本 T0796

TV
RED GARDEN　第6巻
（レッドガーデン）

第11話「それぞれの想い」
第12話「彼の思惑」
特典：第11話プレスコ体感映像

72 2006 松尾衡 日本 T0797

TV
RED GARDEN　第7巻
（レッドガーデン）

第13話「休日」
第14話「戦う理由」
特典：第13話プレスコ体感映像

72 2007 松尾衡 日本 T0798

TV
RED GARDEN　第8巻
（レッドガーデン）

第15話「悲しみと、怒りと…」
第16話「哀しい嘘」
特典：第15話プレスコ体感映像

72 2007 松尾衡 日本 T0799

TV
RED GARDEN　第9巻
（レッドガーデン）

第17話「真実」
第18話「わずかな、望み」
特典：第17話プレスコ体感映像

72 2007 松尾衡 日本 T0800

TV
RED GARDEN　第10巻
（レッドガーデン）

第19話「届かぬ想い」
第20話「残された部屋」
特典：第19話プレスコ体感映像

72 2007 松尾衡 日本 T0801

TV
RED GARDEN　第11巻
（レッドガーデン）

第21話「最後の朝」
第22話「光」
特典：第21話プレスコ体感映像

72 2007 松尾衡 日本 T0802

映画 老人Z 本編 80 1991 北久保弘之 日本 M043

アート 老人と海／ヘミングウェイ・ポートレート
本編
特典：メイキング、関連資料

40+10 1999

アレクサンドル・
ペトロフ、
エリック・カーネ
ル

ロシア A004

OVA ロードス島戦記　第1巻
第1話「伝説への序章」
第2話「炎の出発」

54
1990
～1991

永丘昭典 日本 O039

OVA ロードス島戦記　第2巻
第3話「黒衣の騎士」
第4話「灰色の魔女」

49
1990
～1991

永丘昭典 日本 O040

OVA ロードス島戦記　第3巻
第5話「砂漠の王」
第6話「暗黒王の剣」

49
1990
～1991

永丘昭典 日本 O041

OVA ロードス島戦記　第4巻
第7話「英雄戦争」
第8話「戦士の鎮魂歌」

49
1990
～1991

永丘昭典 日本 O042

OVA ロードス島戦記　第5巻
第9話「支配の王錫」
第10話「火竜山の魔竜」

49
1990
～1991

永丘昭典 日本 O043

OVA ロードス島戦記　第6巻
第11話「魔導師の野望」
第12話「決戦!暗黒の島」
第13話「灼熱の大地」

74
1990
～1991

永丘昭典 日本 O044

※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 六門天外モンコレナイト　第1巻

第1話「スッ飛んで六門世界」
第2話「ジャーネとばかりにラブスター!」
第3話「ドカンと激突ジャイアント!」
第4話「人魚の魔法でブンブンブン!」
映像特典

100 2000 青木康直 日本 T0626

TV 六門天外モンコレナイト　第2巻

第5話「恋の花咲くセニョリ～タ」
第6話「空飛ぶレースだ･そら走れ!」
第7話「小粋なあいつはオークション!?」
第8話「ビギナーちゃんは召喚術師!?」
映像特典

100 2000 青木康直 日本 T0627

TV 六門天外モンコレナイト　第3巻

第9話「ジャーネだって、がんばるゾウ!」
第10話「流されてOhマイフレンド!」
第11話「掘って迷って落っこちるぅ～」
第12話「キミの笑顔をもう一度」
映像特典

100 2000 青木康直 日本 T0628

アート ロシア・アニメーション傑作選集　第1巻

1「ひとりぼっちのカバ」
2「お姫様と怪人」
3「猛獣狩り」
4「犬が住んでいました」
5「アリの冒険」
6「シードロフ・ヴォーヴァに愛を込めて」
7「マルティンコの奇跡」
8「不思議な国のコジャヴィン」
9「奇妙なダンス」
10「ちょうちょ」
11「王様のサンドイッチ」
12「魔法のグラスハーモニカ」

117
1966
～1987

エドゥアールド・
ナザーロフ、
アンドレイ・フル
ジャノーフス
キー

ロシア A018

アート ロシア・アニメーション傑作選集　第2巻

1「ある犯罪の物語」
2「フレームの中の男」
3「フィルム、フィルム、フィルム！」
4「にぎやかな無人島」
5「ライオンと雄牛」

70
1962
～1983

フョードル・ヒー
トルーク

ロシア A019

アート ロシア・アニメーション傑作選集　第3巻

1「扉」
2「夢」
3「アルター・エゴ」
4「つるの恩返し」
5「キャバレー」
6「毛玉」
7「オオカミと子牛」
8「アンダーグラウンド」
9「ドン・キホーテ」

122
1968
～1989

ニーナ・ショーリ
ナ、
イデヤ・ガラー
ニナ 他

ロシア A020

※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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アート
ロッテ・ライニガー作品集
『アクメッド王子の冒険』

本編、特典 66+31 1926 ロッテ・ライニガー ドイツ BA009 01

アート
ロッテ・ライニガー作品集
歌劇とその他のお話集

「空飛ぶカバン」、「侯爵夫人の秘密」、「人騒がせな
中国人」、「ドリトル先生のアフリカ行き」、「ドリトル先
生とサルの橋」、「ドリトル先生とライオン」、「モーツァ
ルトの幻想」、「恋の猟人」、「カルメン」、「車輪の歴
史」、「盗まれた心」、「小さな煙突掃除屋さん」、「小さ
な煙突掃除屋さん」(独オペラ版)、「パパゲーノ」、「ガ
ラテア」、「ベツレヘムの星」、「放蕩息子」

207
1921
～1974

ロッテ・ライニガー ドイツ BA009 03

アート
ロッテ・ライニガー作品集
世界のお伽話集

「シンデレラ」[1922]、「シンデレラ」[1954]、「金のガ
チョウ」、「白雪と紅ばら」、「アラジンと魔法のラン
プ」、「魔法の馬」、「三つの願い」、「アリとキリギリ
ス」、「かえるの王さま」、「勇ましい仕立て屋さん」、
「眠れる森の美女」、「こうのとりになった王さま」、「ヘ
ンゼルとグレーテル」、「親指姫」、「長靴をはいた
猫」、「ジャックと豆の木」

186
1922
～1955

ロッテ・ライニガー ドイツ BA009 02

TV ロボットパルタ　お宝たんけん隊

「キノコ星人あらわる」
「お宝たんけん隊」
「もっと！からだをきたえよう」
「くるまをつくろう！」
「ロボシュワのおまわりさん」

28 保田克史 日本 T0094

TV ロボットパルタ　パルタたんじょうのひみつ！

「パルタたんじょうのひみつ！」
「ドタバタショッピング」
「やまでからだをきたえよう！」
「ピプコのおえかきだいすき！」
「えいが村でおおさわぎ！」

29 保田克史 日本 T0092

TV ロボットパルタ　ぼくはねぼすけ

「ぼくはねぼすけ」
「からだをきたえよう！」
「ロボキュー隊だいかつやく！」
「おおきなたまご」
「はくぶつかんのけいびはたいへん！」

29 保田克史 日本 T0093

TV ロミオの青い空　完結版 本編 90 2001 楠葉宏三 日本 T0885

※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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