
【DVD】たちつてと ※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
DIRTY PAIR THE MOVIE
（ダーティーペア）

本編 82 1987 真下耕一 日本 M098

映画
∀ガンダム　Ⅰ地球光
（ターンエー）

本編
特典：監督＆スタッフインタビュー、設定集、劇場予
告、TVスポット他

131 2002 富野由悠季 日本 M105

映画
∀ガンダム　Ⅱ月光蝶
（ターンエー）

本編
特典：監督＆スタッフインタビュー、設定集、劇場予
告、TVスポット他

130 2002 富野由悠季 日本 M106

TV
TIGER & BUNNY　第4巻
（タイガーアンドバニー）

#08「There is always a next time. 必ず機会が来る」
#09「Spare the rod and spoil the child. かわいい子に
は旅をさせよ」
#10「The calm before the storm. 嵐の前の静けさ」

72＋53 2011 さとうけいいち 日本 T0880

TV タイガーマスク　第1巻

第1話「黄色い悪魔」
第2話「嵐を呼ぶ猛虎」
第3話「帰って来た男」
第4話「虎の穴の掟」
第5話「決死の虎」
第6話「恐怖のデス・マッチ」

150 1969 田宮武 他 日本 T0073

TV タイガーマスク　第2巻

第7話「血まみれの虎」
第8話「「虎の穴」の罠」
第9話「飢えたゴリラマン」
第10話「肉弾メガトンおとし」
第11話「世紀のWリーグ戦」
第12話「誰のためのファイト」

150 1969 田宮武 他 日本 T0229

TV タイガーマスク　第3巻

第13話「恐怖の地獄作戦」
第14話「秘密特訓「虎の穴」」
第15話「傷だらけの勝利」
第16話「敗北の虎」
第17話「目ざめた虎」
第18話「宿命の対決」

150
1969
～1970

田宮武 他 日本 T0230

TV タイガーマスク　第4巻

第19話「試合開始2時間前」
第20話「「虎の穴」の影」
第21話「復讐の赤い牙」
第22話「明日への挑戦」
第23話「命を賭ける虎」
第24話「開幕!!覆面リーグ戦」

150 1970 田宮武 他 日本 T0231

TV タイガーマスク　第5巻

第25話「黄金仮面との死闘」
第26話「栄光の彼方に」
第27話「虎よ目をひらけ」
第28話「甦る「虎の穴」」
第29話「挑戦者ストロング」
第30話「不滅の闘魂「力道山物語」」

150 1970 田宮武 他 日本 T0232

※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。 1/62



【DVD】たちつてと ※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 タイガーマスク　第6巻

第31話「大雪山の猛特訓」
第32話「必殺技誕生!」
第33話「世紀の対決」
第34話「「虎の穴」の熱血児」
第35話「チャンピオンへの道-G･馬場の苦闘-」
第36話「開幕アジア王座決定戦」
特典：パイロットフィルム

150 1970 田宮武 他 日本 T0233

TV タイガーマスク　第7巻

第37話「獣人ヒマラヤの雪男」
第38話「王座をめざす虎」
第39話「涙の栄冠」
第40話「凱旋 不死身の虎」
第41話「赤き死の仮面」
第42話「明日なき虎」

150 1970 田宮武 他 日本 T0234

TV タイガーマスク　第8巻

第43話「地上最強の悪役」
第44話「カミカゼの挑戦」
第45話「望郷の少年」
第46話「秘密指令「虎の穴」」
第47話「舌戦のリング」
第48話「カミカゼとの対決」

150 1970 田宮武 他 日本 T0235

TV タイガーマスク　第9巻

第49話「甦った猛虎」
第50話「此の子等へも愛を」
第51話「若鷲と猛虎」
第52話「優勝!!Wリーグ戦」
第53話「ザ･ミラクルズの謎」
第54話「新しい仲間」

150 1970 田宮武 他 日本 T0236

TV タイガーマスク　第10巻

第55話「煤煙の中の太陽」
第56話「黒い魔神」
第57話「死を呼ぶVサイン」
第58話「ブラックV」
第59話「命しらずの挑戦状」
第60話「虎とへんくつ医者」

150 1970 田宮武 他 日本 T0237

TV タイガーマスク　第11巻

第61話「王将の道」
第62話「黒い挑戦者」
第63話「めりけんジョー」
第64話「幸せの鐘が鳴るまで」
第65話「死闘 覆面王座戦」
第66話「「虎の穴」の恐怖」

150 1970 田宮武 他 日本 T0238

※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。 2/62



【DVD】たちつてと ※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 タイガーマスク　第12巻

第67話「黄色い悪魔復活」
第68話「幻の黄色い悪魔」
第69話「掟破りの挑戦者」
第70話「未練のマット」
第71話「危うし!!猛虎」
第72話「ミスター不動登場」

150 1971 田宮武 他 日本 T0239

TV タイガーマスク　第13巻

第73話「虎の穴の切札」
第74話「第三の裏切り者」
第75話「「虎の穴」大脱走」
第76話「幻のレスラー達」
第77話「死闘のタッグ」
第78話「猛虎激突」

150 1971 田宮武 他 日本 T0240

TV タイガーマスク　第14巻

第79話「「虎の穴」の帝王」
第80話「新星誕生す」
第81話「地獄のプロモーター」
第82話「金網の中の死闘」
第83話「幸せはいつ訪れる」
第84話「勝利への誓い」

150 1971 田宮武 他 日本 T0241

TV タイガーマスク　第15巻

第85話「死のハンター」
第86話「ジキル アンド ハイド」
第87話「虎狩り計画」
第88話「炎の死刑台」
第89話「ヨシ坊の幸福」
第90話「無冠の王者」

150 1971 田宮武 他 日本 T0242

TV タイガーマスク　第16巻

第91話「悪魔の蜘蛛の巣」
第92話「疑惑の怪人」
第93話「今日のいのちを」
第94話「身替りの虎」
第95話「ザ・ピラニアン」

125 1971 田宮武 他 日本 T0243

TV タイガーマスク　第17巻

第96話「虎の正体?」
第97話「敗北の予感」
第98話「捨て身の虎」
第99話「狼よ 血に吠えろ!!」
第100話「明日を切り開け」
特典：「SPECIAL INTERVIEW」～初代タイガーマスク
&四代目タイガーマスク～、「HMV渋谷 in store
EVENT」

125 1971 田宮武 他 日本 T0244

※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。 3/62
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TV タイガーマスク　第18巻

第101話「「虎の穴」の処刑」
第102話「「虎の穴」の真相」
第103話「あがく「虎の穴」」
第104話「血戦!!「虎の穴」」
第105話「去りゆく虎」
特典：「ノンテロップ オープニング」「ノンテロップ エン
ディング」

125 1971 田宮武 他 日本 T0245

OVA 逮捕しちゃうぞ YOU'RE UNDER ARREST

FILE.1「そしてふたりは出会った」
FILE.2「東京タイフーン･ラリー」
FILE.3「恋のハイウェイ･スター」
FILE.4「on the road, AGAIN」

117
1994
～1995

古橋一浩 日本 O053

TV 逮捕しちゃうぞ  第1巻

FILE.5「美しきもの、汝の名は葵」
FILE.6「恐怖の閻魔大王･蟻塚警視正」
FILE.7「正義の使者?怪傑ストライク男!!」
FILE.8「ラッキー頼子の大勝負!」
FILE.9「恋の迷走トライアングル」

120 1996 わたなべひろし 日本 BT072 01

TV 逮捕しちゃうぞ  第2巻

FILE.10「完全無敵の原付おばさん」
FILE.11「サンタクロース･パニック!」
FILE.12「婦人警官になりたーい」
FILE.13「婦警、湯けむり大騒動!」
FILE.14「饅頭こわい!夏実の大江戸大作戦」
FILE.15「勝負!相模大野千恵ふたたび」

144 1996 わたなべひろし 日本 BT072 02

TV 逮捕しちゃうぞ  第3巻

FILE.16「謎!?ふたりの中嶋」
FILE.17「20才のあの娘はお母さん」
FILE.18「遊撃!ストライク少女隊」
FILE.19「夢のかけら、伝説のチューナー」
FILE.20「戦え!交通戦隊オービスリー」
FILE.21「銀行強盗対策マニュアル」

144 1996 わたなべひろし 日本 BT072 03

TV 逮捕しちゃうぞ  第4巻

FILE.22「二階堂頼子の休日」
FILE.23「ヴァージンロードに花が咲く」
FILE.24「葵ちゃんは白い薔薇」
FILE.25「ストライク男走る走る」
FILE.26「赤いドレスに危険なナイフ」
FILE.27「教習所レッスンABC」

144 1997 わたなべひろし 日本 BT072 04

TV 逮捕しちゃうぞ  第5巻

FILE.28「怪盗704号を追いつめろ!」
FILE.29「ライバル出現･暁のレース」
FILE.30「いとしのリコちゃんよ永遠に」
FILE.31「マイナス40度の決闘」
FILE.32「発進!夏実のスーパーマシン」
FILE.33「キャ～!アイドル包囲網」

144 1997 わたなべひろし 日本 BT072 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。 4/62
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TV 逮捕しちゃうぞ  第6巻

FILE.34「地上250メートルの休暇」
FILE.35「地上250メートルの友情」
FILE.36「迷子になった子猫ちゃん」
FILE.37「特急山手線事件」
FILE.38「その男、東海林将司」
FILE.39「嗚呼!青春のビーチバレー男」

144 1997 わたなべひろし 日本 BT072 06

TV 逮捕しちゃうぞ  第7巻

FILE.40「危険なデート2×3」
FILE.41「廻れ!炎の回転灯(前編)」
FILE.42「廻れ!炎の回転灯(後編)」
FILE.43「墨東署スキャンダル」
FILE.44「墨東百物語」
FILE.45「夏の日…夕暮れのふたり」
映像特典

144+6 1997 わたなべひろし 日本 BT072 07

TV 逮捕しちゃうぞ　第8巻

FILE.46「東海林 奮闘す!」
FILE.47「タイム･リミット」
FILE.48「夏の終わり」
FILE.49「墨東署捜査線 木下かおる子着任」
FILE.50「墨東署捜査線 それぞれの明日」
FILE.51「墨東署捜査線 ベストパートナー」
映像特典

144+5 1997 わたなべひろし 日本 BT072 08

TV 逮捕しちゃうぞ　SECOND SEASON　第1巻
FILE.1「墨東署交通課に配属を命ず」
FILE.2「合コン勝利の方程式」

50 2001 河本昇悟 日本 T0103

TV 逮捕しちゃうぞ　SECOND SEASON　第2巻
FILE.3「東京野獣捜査線」
FILE.4「サイバーポリス24時」
FILE.5「幽霊窃盗団を追え!」

73 2001 河本昇悟 日本 T0578

TV 逮捕しちゃうぞ　SECOND SEASON　第3巻
FILE.6「スクープ!恋の大暴走」
FILE.7「帰ってきたストライク男!」
FILE.8「回れ二人のコーヒーカップ」

73 2001 河本昇悟 日本 T0579

TV 逮捕しちゃうぞ　SECOND SEASON　第4巻
FILE.9「女の闘い!ライバル再び!!」
FILE.10「絆のために」
FILE.11「墨東線大パニック!前編」

73 2001 河本昇悟 日本 T0580

TV 逮捕しちゃうぞ　SECOND SEASON　第5巻
FILE.12「墨東線大パニック!後編」
FILE.13「ニセ警官VSなりきり女刑事!」
FILE.14「セ･シヴォン･揺れる恋心」

73 2001 河本昇悟 日本 T0581

TV 逮捕しちゃうぞ　SECOND SEASON　第6巻
FILE.15「思い出は鮮やかに」
FILE.16「正しいメル友の作り方(^<>^;)」
FILE.17「真夏の夜の呪い」映像特典

77 2001 河本昇悟 日本 T0582

TV 逮捕しちゃうぞ　SECOND SEASON　第7巻
FILE.18「ケーキとステーキ 運命の選択!」
FILE.19「ゆれる想い」
FILE.20「すれ違いの停車場」

73 2001 河本昇悟 日本 T0583

※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。 5/62
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TV 逮捕しちゃうぞ　SECOND SEASON　第8巻
FILE.21「男、中嶋 やせがまん」
FILE.22「コンビ解消!?」
FILE.23「墨東署ベストパートナー」

73 2001 河本昇悟 日本 T0584

TV 逮捕しちゃうぞ　SECOND SEASON　第9巻

FILE.24「それぞれの道」
FILE.25「明日に架ける橋」
FILE.26「温泉･浴衣･告白?」
映像特典

82 2001 河本昇悟 日本 T0585

映画 逮捕しちゃうぞ the MOVIE 本編 96 1999 西村純二 日本 BT072 09-M

TV タイムボカン　第1巻

第1話「発進!タイムボカンだペッチャ」
第2話「ギリシアのズッコケ戦争だペッチャ」
第3話「恐怖の魔女狩りだペッチャ」
第4話「へんてこ西遊記だペッチャ」
第5話「原始人はやさしいペッチャ」
第6話「海賊はオウムが好きだペッチャ」

150+α 1975 笹川ひろし 日本 BT034 01

TV タイムボカン　第2巻

第7話「合図はひらけゴマだペッチャ」
第8話「大登場！ジンギスカンだペッチャ」
第9話「西部の大決闘だペッチャ」
第10話「かっこいい忍者だペッチャ」
第11話「インカの宝みつけたペッチャ」
第12話「モナリザの秘密だペッチャ」

150 1975 笹川ひろし 日本 BT034 02

TV タイムボカン　第3巻

第13話「大沈没!アトランティスだペッチャ」
第14話「ドラキュラが出たペッチャ」
第15話「打ち出の小づちをふるペッチャ」
第16話「ズッコケ!ライト兄弟だペッチャ」
第17話「ドロロン!五右衛門だペッチャ」
第18話「急げ!白雪姫があぶないペッチャ」

150 1976 笹川ひろし 日本 BT034 03

TV タイムボカン　第4巻

第19話「1000年後のロボット国だペッチャ」
第20話「イワンはウソをいわないペッチャ」
第21話「そこのけ!ドン･キホーテだペッチャ」
第22話「ピノキオの大冒険だペッチャ」
第23話「黄門さまはすてきだペッチャ」
第24話「牛若丸と弁慶の大決闘だペッチャ」

150 1976 笹川ひろし 日本 BT034 04

TV タイムボカン　第5巻

第25話「出たぞロビン･フットだペッチャ」
第26話「それ行けやれ行け宝島だペッチャ」
第27話「木江田博士を発見だペッチャ」
第28話「ジャックと豆の木大騒動だペッチャ」
第29話「枯木に花を咲かせるペッチャ」
第30話「赤頭巾ちゃん気をつけてだペッチャ」

150 1976 笹川ひろし 日本 BT034 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。 6/62
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TV タイムボカン　第6巻

第31話「夢みるシンデレラ姫だペッチャ」
第32話「未来の象さんを守ろうペッチャ」
第33話「ビックリ!天女は宇宙人だペッチャ」
第34話「突撃!ヤマタのオロチだペッチャ」
第35話「フランケン!がまんだペッチャ」
第36話「未来はヒヒの国だペッチャ」

150 1976 笹川ひろし 日本 BT035 01

TV タイムボカン　第7巻

第37話「王様は裸だペッチャ」
第38話「桃太郎の鬼退治だペッチャ」
第39話「ハメルンの笛吹きだペッチャ」
第40話「鶴の恩返しだペッチャ」
第41話「竜宮は最高だペッチャ」
第42話「アパッチ谷の秘密だペッチャ」

150 1976 笹川ひろし 日本 BT035 02

TV タイムボカン　第8巻

第43話「かぐや姫は美人だペッチャ」
第44話「サルカニ合戦だペッチャ」
第45話「ジキル博士のナゾだペッチャ」
第46話「マッチ売りの少女だペッチャ」
第47話「アラジンと魔法のランプだペッチャ」
第48話「足柄山の金太郎だペッチャ」

150 1976 笹川ひろし 日本 BT035 03

TV タイムボカン　第9巻

第49話「海さち山さち仲直りだペッチャ」
第50話「赤い靴は悲しいペッチャ」
第51話「月の世界はステキだペッチャ」
第52話「人魚姫を助けるペッチャ」
第53話「透明人間はつらいよペッチャ」
第54話「地底王国のナゾだペッチャ」

150 1976 笹川ひろし 日本 BT035 04

TV タイムボカン　第10巻

第55話「ピラミッドをつくるペッチャ」
第56話「イースター島の巨人騒動だペッチャ」
第57話「ぶどう畑の宝だペッチャ」
第58話「雀のお宿はどこだペッチャ」
第59話「ぼくたちガリバーになったペッチャ」
第60話「シンドバットのロマンだペッチャ」
第61話「ダイナモンドを発見だペッチャ」

175 1976 笹川ひろし 日本 BT035 05

OVA タイムボカン　王道復古

第一話「チキチキ・ウゴウゴ・ホゲホゲマシーン猛レー
ス」
第二話「ヤッターマン　タツノッコン王国で同窓会だコ
ロン」

59
1993、
1994

しぎのあきら 日本 O005

映画 太陽の王子　ホルスの大冒険 本編 82 1968 高畑勲 日本 M002
映画 立喰師列伝 本編 104 2006 押井守 日本 M130

※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。 7/62



【DVD】たちつてと ※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 タッチ　第1巻

episode 1「誰がなんと言おーとオレたち双子です!!」
episode 2「女の直感!チョッチ気になる達也の才能」
episode 3「思わず初登板!和也の名前でお騒がせ!?」
episode 4「見たか?見ないか!?南の日記!!」
episode 5「熱血バトンタッチ!ゴールは正確にネ!?」
episode 6「ウワサは本当!?南と和也の気になる関係」

155 1985 杉井ギザブロー 日本 BT013 01

TV タッチ　第2巻

episode 7「えッホント!!達也と南が結婚しちゃう!?」
episode 8「達也打ちます!!ホンキで兄弟対決!?」
episode 9「達也と原田クンのア･ブ･ナ･イ友情!」
episode 10「みんな悩んで気分はすっかり高校生デス!」
episode 11「来たれ野球部!微妙に揺れる達也の心!!」
episode 12「初練習!ハツラツ和也とヨレヨレ達也!?」

155 1985 杉井ギザブロー 日本 BT013 02

TV タッチ　第3巻

episode 13「和也心配です!恋のスランプ孝太郎くん」
episode 14「不満です?南と和也はベストカップル!?」
episode 15「これは事件です!達也が南を平手打ち!!」
episode 16「せつないネ!和也のハートはレモン色!」
episode 17「ファースト･キス!南より愛をこめて!?」
episode 18「達也の気持ちはちょっとフクザツです!」

155 1985 杉井ギザブロー 日本 BT013 03

TV タッチ　第4巻

episode 19「忘れたい忘れない!?二人の大事な思い出」
episode 20「どーするの?達也の優しさすれちがい!!」
episode 21「それでもカッちゃんは南のために甲子園」
episode 22「いよいよプレーボール!和也ＶＳ寺島!」
episode 23「南に届け!出るか!?恋の逆転タイムリー」
episode 24「甲子園まであと１つ　南の夢もあと１つ！」

155 1985 杉井ギザブロー 日本 BT013 04

TV タッチ　第5巻

episode 25「南の一番長い日！早く来てカッちゃん！！」
episode 26「試合終了！君がいなければ…」
episode 27「短かすぎた夏…カッちゃんにさよなら！」
episode 28「エースのいない野球部なんて…」
episode 29「アレ？優しいタッちゃん　ボクサー失格！？」
episode 30「栄光の背番号１　やってやれない訳はない」

155 1985 杉井ギザブロー 日本 BT013 05

TV タッチ　第6巻

episode 31「剛腕達也!でもコントロールが課題です」
episode 32「俺は和也の恋女房　デモ気になるバカ兄貴」
episode 33「誕生新体操の星！南はやっぱり天才!?」
episode 34「がんばれ達也!ハラハラドキドキ初登板」
episode 35「何かと心配!?　近頃ウワサの南ちゃん!」
episode 36「２人きり!南と達也のアブナイ夜!?」

155 1985 杉井ギザブロー 日本 BT013 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。 8/62



【DVD】たちつてと ※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 タッチ　第7巻

episode 37「めざせ甲子園!ただいま野球部合宿中!!」
episode 38「予選一回戦!頭脳派タッちゃん登場!?」
episode 39「実力拝見!クールな新田とガッツ西村!!」
episode 40「熱投２回戦!タッちゃんｖｓガッツ西村」
episode 41「雨の延長１１回!２死満塁!!バッター西村」
episode 42「もう一つの延長戦!?南をめぐる四角関係」

155
1985、
1986

杉井ギザブロー 日本 BT013 07

TV タッチ　第8巻

episode 43「揺れるエース達也!!新田と南が急接近!?」
episode 44「由加の探偵物語!南と達也はどこへ行く」
episode 45「エースを狙え!僕が上杉のライバルだ!!」
episode 46「ライバル宣言!上杉和也を越えてくれ!!」
episode 47「対決須見工!えッ!?ピッチャー吉田!!」
episode 48「遂に上杉登場!新田、オレと勝負だ!!」

155 1986 杉井ギザブロー 日本 BT013 08

TV タッチ　第9巻

episode 49「ダメ兄貴返上!甲子園が見えてきた!!」
episode 50「放課後デート!?南と新田は危ない関係!!」
episode 51「納得しない!?南が達也に恋人宣言!!」
episode 52「恋の三元中継!ジャマ者はお前だ!!」
episode 53「達也の課外授業…思い過ごしも恋の内!」
episode 54「いよいよ最後の甲子園だゾ！！」

155 1986 杉井ギザブロー 日本 BT013 09

TV タッチ　第10巻

episode 55「総集編I　思い出は美し過ぎて…」
episode 56「総集編II　エースは誰にも渡さない!」
episode 57「謎の新監督がやってくる!!」
episode 58「オレは柏葉!甘ったれは許さない!!」
episode 59「嵐の明青野球部!南が去ってまた一難」
episode 60「新マネジャー大苦戦!やっぱり南が一番」

155 1986 杉井ギザブロー 日本 BT013 10

TV タッチ　第11巻

episode 61「オイ柏葉!南を賭けて勝負だ!!」
episode 62「セピア色の２人!南と新田の海岸物語」
episode 63「サングラスの奥の秘密!柏葉は何者?」
episode 64「仁義なき練習試合!鬼監督のお手並拝見」
episode 65「ガンバレ南!ギブ･アップは似合わない!!」
episode 66「南が生徒会長?アイドルは何かと大変!」

155 1986 杉井ギザブロー 日本 BT013 11

TV タッチ　第12巻

episode 67「ムムッ見えてきたぞ!柏葉監督の正体!」
episode 68「ストップ･ザ･達也！由加のむりやりデート作
戦!!」
episode 69「夢は甲子園!退部届はあわてずに!!」
episode 70「夏まじか!どこまで続く落ちこぼれ騒動」
episode 71「夏合宿突入!鬼監督が待っている!!」
episode 72「鬼より怖い?お嬢様由加の合宿料理!!」

155 1986 杉井ギザブロー 日本 BT013 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。 9/62



【DVD】たちつてと ※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 タッチ　第13巻

episode 73「包丁人由加!グルメの道は険しく遠い!!」
episode 74「遂にきた!南と由加のクッキング大戦争」
episode 75「お料理騒動完結!?隠し味は南のスパイス」
episode 76「気にして新体操!南は達也を待っている!?」
episode 77「予選組み合わせ決定!いよいよ夏本番!!」
episode 78「総集編I　浅倉南１８才！ただいま青春進行
形!!」

155 1986 杉井ギザブロー 日本 BT013 13

TV タッチ　第14巻

episode 79「総集編II　ファイト明青!!柏葉なんか怖くない」
episode 80「本日予選一回戦!やる気だけは負けないぜ!!」
episode 81「とんでもない一回戦！本当の敵は柏葉!?」
episode 82「見えたぞ!柏葉兄弟のふかーい謎」
episode 83「どうする達也二回戦!孝太郎大ピンチ!!」
episode 84「由加チャン危機一髪!!押しかけデートもほどほ
どに」

155 1986 杉井ギザブロー 日本 BT013 14

TV タッチ　第15巻

episode 85「執念の対決!今頃あいつがカムバック!」
episode 86「負けてたまるか三回戦　エースの力を見せて
やる!」
episode 87「意外!?柏葉ロマンス！南に似ている恋心」
episode 88「復讐じゃない!?ＮＯサインで４回戦!!」
episode 89「達也はエース?背中に感じるプレッシャー!?」
episode 90「準々決勝！明青ＶＳピッチャーが３人!?」

155
1986、
1987

杉井ギザブロー 日本 BT013 15

TV タッチ　第16巻

episode 91「番狂わせ!?まだまだ勝負は判らない！」
episode 92「せつないイメージ重なるネ!達也は南の予想以
上！」
episode 93「出た!?監督命令！心に傷持つ柏葉采配!」
episode 94「準決勝真最中!なるかタッちゃん大記録!」
episode 95「祝･決勝進出!運命は柏葉の手の中に!」
episode 96「あと１つで甲子園!叶えたい!和也の約束」

155 1987 杉井ギザブロー 日本 BT013 16

TV タッチ　第17巻

episode 97「ＧｏＧｏ明青!勝利に向かってプレーボール!」
episode 98「誰のための決勝戦!?本当の達也を見せて!」
episode 99「もう後が無い!?出るか!柏葉サイン!」
episode 100「勝つぞ明青!甲子園は俺たちを待っている!」
episode 101「新しいスタートライン･上杉達也は浅倉南を
…」

129 1987 杉井ギザブロー 日本 BT013 17

TV 楽しいムーミン一家　第1巻

1話「ムーミン谷の春」
2話「魔法の帽子」
3話「浜で見つけた難破船」
4話「おばけ島へようこそ」

100 1990 斉藤博 日本 T0260

※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。 10/62



【DVD】たちつてと ※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 楽しいムーミン一家　第2巻

5話「ニョロニョロの秘密」
6話「小さな小さなお客様」
7話「スーツケースの中身」
8話「飛行オニの魔術」

100 1990 斉藤博 日本 T0261

TV 楽しいムーミン一家　第3巻

9話「姿の見えないお友達」
10話「笑顔がもどったニンニ」
11話「大空を飛ぶスノーク」
12話「ムーミン海賊と闘う」

100 1990 斉藤博 日本 T0262

TV 楽しいムーミン一家　第4巻

13話「地球最後の龍」
14話「お隣りさんは教育ママ」
15話「記憶を失ったフローレン」
16話「ムーミン谷に火星人!」

100 1990 斉藤博 日本 T0263

TV 楽しいムーミン一家　第5巻

17話「ムーミンパパの家出」
18話「海から来た魔法の種」
19話「ムーミン谷はジャングル」
20話「ムーミン虎たちを救う」

100 1990 斉藤博 日本 T0264

TV 楽しいムーミン一家　第6巻

21話「スナフキンの旅立ち」
22話「ムーミンとミイの大冒険」
23話「ムーミン谷の冬の住人」
24話「帰ってこないスナフキン」

100 1990 斉藤博 日本 T0265

TV 楽しいムーミン一家　第7巻

25話「パパの夢をのせて」
26話「灯台に明かりがともる日」
27話「お金持ちのジェーンおばさん」
28話「浮かぶばけもの屋敷」

100 1990 斉藤博 日本 T0266

TV 楽しいムーミン一家　第8巻

29話「離れ離れの家族」
30話「喜びの再会」
31話「スノークの空飛ぶ船」
32話「まぼろしの金色の魚」

100 1990 斉藤博 日本 T0267

TV 楽しいムーミン一家　第9巻

33話「魔法のランプに願いを込めて」
34話「たこに乗ったミイ」
35話「帰ってきた魔女」
36話「クリスマスって何?」

100 1990 斉藤博 日本 T0268

TV 楽しいムーミン一家　第10巻

37話「冬の生物たちのお祭り」
38話「眠りの魔法」
39話「真夜中の不思議な音」
40話「花火の秘密」

100
1990
～1991

斉藤博 日本 T0269

TV 楽しいムーミン一家　第11巻

41話「ムーミン谷の怪事件」
42話「魔女のほうき」
43話「サーカスのヒロイン」
44話「すてきなお誕生日」

100 1991 斉藤博 日本 T0270

※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。 11/62



【DVD】たちつてと ※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 楽しいムーミン一家　第12巻

45話「ムーミンの建てた家」
46話「パパは大金持ち?」
47話「温泉が出た!」
48話「シャボン玉に乗ったムーミン」

100 1991 斉藤博 日本 T0271

TV 楽しいムーミン一家　第13巻

49話「ママの秘密」
50話「枯木の中の声」
51話「フローレンの超能力」
52話「宝探しで大騒ぎ」

100 1991 斉藤博 日本 T0272

TV 楽しいムーミン一家　第14巻

53話「水の妖精」
54話「ミムラに贈り物」
55話「寂しそうなパパ」
56話「旅に出たママ」

100 1991 斉藤博 日本 T0273

TV 楽しいムーミン一家　第15巻

57話「フローレンの子育て」
58話「ムーミン谷のコンテスト」
59話「パパの思い出」
60話「ミイのいたずら」

100 1991 斉藤博 日本 T0274

TV 楽しいムーミン一家　第16巻

61話「ムーミンは天才占い師」
62話「魔法の言葉」
63話「オーケストラ号の冒険」
64話「巣立ちの日」

100 1991 斉藤博 日本 T0275

TV 楽しいムーミン一家　第17巻

65話「ムーミンの秘密」
66話「ムーミン谷の吸血鬼」
67話「壊れたパパの大事な椅子」
68話「ママと運命の出会い」

100 1991 斉藤博 日本 T0276

TV 楽しいムーミン一家　第18巻

69話「伝説の不死鳥の危機」
70話「お魚パ-ティーで仲直り」
71話「光るキノコの正体」
72話「ムーミンとイルカの友情」

100 1991 斉藤博 日本 T0277

TV 楽しいムーミン一家　第19巻

73話「ムーミン探検隊」
74話「歌う花のプレゼント」
75話「ムーミンのすてきな夢」
76話「こわれたおうち」

100 1991 斉藤博 日本 T0278

TV 楽しいムーミン一家　第20巻
77話「完成!空飛ぶ船」
78話「ムーミン大空へ」

50 1991 斉藤博 日本 T0279

OVA ダロス

第1部「リメンバー・バーソロミュー」
第2部「ダロス破壊指令!」
第3部「望郷の海に起つ ACT.Ⅰ」
第3部「望郷の海に起つ ACT.Ⅱ」
特典：「ダロス」企画プレゼン資料―パイロット映像、
ドキュメントムービー「リメンバー・ダロス 1983-2003」
他

120＋44
1983、
1984

押井守 日本 O003

※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。 12/62



【DVD】たちつてと ※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 ちいさなジャンボ 注：「チリンの鈴」の項をご覧ください 28 1977
平田敏夫、
波多正美

日本 M253

アート チェコアニメ傑作選　第1巻

「粘土」
「ジェネシス」
「謎かけと飴玉」
「ディスクジョッキー」
「魔法の森のお菓子の家」
「飲みすぎた一杯」
「探偵シュペイブル」
「ロマンス」

101
1951
～1980

ヤロスラフ・ザフ
ラドニーク、
ヤナ・メルグロ
ヴァー、
イジー・バルタ、
ブジェチスラフ・
ポヤル

チェコ A031

アート チェコアニメ傑作選　第2巻

「視角の外」
「灯台守」
「プロジェクト」
「緑の森のバラード」
「樫の葉が落ちるまで」
「ライオンと歌」
「雄弁家」
「ナイトエンジェル」

105
1959
～1991

パヴェル・コウツ
キー、
イヴァン・レンチ、
イジー・バルタ、
ヴラスタ・ポス
ピーシロヴァー、
ブジェチスラフ・
ポヤル

チェコ A032

映画 チェブラーシカ 本編 70
1969
～1983

ロマン・カチャーノフ ロシア M225

OVA
真ゲッターロボ　世界最後の日　第1巻
（チェンジ）

第1話「復活!!悪の要塞早乙女研究所」
第2話「脅威!!神か悪魔か真ドラゴン!」
第3話「日本壊滅!!さらばゲッター!」
特典：設定資料画像、ノンクレジットOP・ED、スー
パープロモ

80 1998 記載なし 日本 O055

OVA
真ゲッターロボ　世界最後の日　第2巻
（チェンジ）

第4話「激震!!荒れ狂う大地!」
第5話「出撃!!新たなる戦士たち!」
第6話「悪夢!!暴かれた真実!」
特典：設定資料画像、ノンクレジットOP

80 1998 川越淳 日本 O056

OVA
真ゲッターロボ　世界最後の日　第3巻
（チェンジ）

第7話「決戦!!スーパーロボット軍団!」
第8話「死闘!!血に染まる氷原」
第9話「謀略!!摩天楼の決闘!」
特典：設定資料画像、ノンクレジットED

80 1998 川越淳 日本 O057

OVA
真ゲッターロボ　世界最後の日　第4巻
（チェンジ）

第10話「降臨!!南海を断つ邪神!」
第11話「襲来!!甦る亡者たち!」
第12話「戦慄!!砕け散る魂!」
第13話「閃光!!進化の果て!」
特典：設定資料画像、TVCF集

105 1998 川越淳 日本 O058

※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。 13/62



【DVD】たちつてと ※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 チックンタック

「ボウリング」
「イタズラ矢印」
「マジックハット」
「まい子やーい」
「電球一家」

29 鈴木伸一 日本 T0095

TV チックンタック　びっくりハウス

「びっくりハウス」
「ストローマン」
「ウッドマン」
「羽衣」
「宇宙船」

25 鈴木伸一 日本 T0671

TV ちっちゃな雪使いシュガー　第2巻

#4「「きらめき」はどこ？」
#5「長老さま現る!!」
#6「ゴメンねがいえなくて」
特典：Snow flowerプロモーション映像

75 2001 木村真一郎 日本 T0183

TV ちはやふる　第1巻
第一首「さくやこのはな」
第二首「からくれなゐに」
第三首「ふれるしらゆき」

70 2011 浅香守生 日本 T0899

TV ちびまる子ちゃん　1990年1月～2月

1月7日:
A「まるちゃんきょうだいげんかをする」の巻／
B「まるちゃんはまだおとそ気分」の巻
1月14日:
A「家庭教師がやってきた」の巻／
B「まるちゃん目覚まし時計を買う」の巻
1月21日:
A「今日は家庭訪問」の巻／
B「生き物係のキザ野郎参上」の巻
1月28日:
「まるちゃん自転車の練習をする」の巻
2月4日:
A「まるちゃん賞状をもらう」の巻／
B「まるちゃんカゼをひく」の巻
2月11日:
「まるちゃんたち犬をひろう」の巻
2月18日:
A「みんなでフランス料理を食べに行く」の巻／
B「まるちゃんはマラソンがイヤ」の巻
2月25日:
A「悲しきバレンタインデー」の巻／
B「花輪君 子供歌合戦に出場する」の巻

193 1990
芝山努、
須田裕美子

日本 T0060

※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。 14/62



【DVD】たちつてと ※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 ちびまる子ちゃん　1990年3月～4月

3月4日:
A「まるちゃん笛の練習をする」の巻／
B「雪を食べたい」の巻
3月11日:
「まるちゃん遠くのしんせきの家に行く」の巻
3月18日:
A「避難訓練に余念のない県民」の巻／
B「まるちゃん通信簿をもらう」の巻
3月25日:
A「まぼろしのツチノコ株式会社」の巻／
B「まるちゃんは遠足の準備が好き」の巻
4月1日:
「まるちゃん遠足に行く」の巻
4月8日:
A「あこがれの鼻血」の巻／
B「ふたりだけの留守番」の巻
4月15日:
「丸尾君学級委員選挙いよいよ出馬」の巻
4月22日:
A「まるちゃん盲腸になる」の巻／
B「まるちゃん占いをされる」の巻
4月29日:
A「まるちゃん小鳥がほしくなる」の巻／
B「まるちゃんお誕生会を開く」の巻

217 1990
芝山努、
須田裕美子

日本 T0061

※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。 15/62



【DVD】たちつてと ※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 ちびまる子ちゃん　1990年5月～6月

5月6日:
A「お母さんの宝物」の巻／
B「まるちゃん深夜の宴会」の巻
5月13日:
「おかあさんの日」の巻
5月20日:
A「5月のオリエンタル小僧」の巻／
B「ゆううつな参観日」の巻
5月27日:
「まるちゃん学芸会に出る」の巻
6月3日:
A「まるちゃん文通をはじめる」の巻／
B「自習時間大好き」の巻
6月10日:
「まるちゃんの町は大洪水」の巻
6月17日:
A「まるちゃん、虫歯が痛い」の巻／
B「ああ身体検査」の巻
6月24日:
「まるちゃん学校でお腹が痛くなる」の巻

193 1990
芝山努、
須田裕美子

日本 T0062

TV ちびまる子ちゃん　1990年7月～8月

7月1日:
「プールびらき」の巻
7月8日:
「七夕の願い事」の巻
7月15日:
A「まるちゃん傘を買ってもらう」の巻／
B「まるちゃんの夏の思い出」の巻
7月22日:
A「まるちゃんの家のお風呂がこわれた」の巻／
B「おっちゃんの魔法カード」の巻
7月29日:
「まるちゃんは夏休みも学校へ通う」の巻
8月5日:
「まるちゃん南の島へ行く（前編）」の巻
8月12日:
「まるちゃん南の島へ行く（後編）」の巻
8月19日:
「まるちゃんお化け屋敷に行く」の巻
8月26日:
「宿題をためたまる子ちゃん」の巻

217 1990
芝山努、
須田裕美子

日本 T0063

※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。 16/62



【DVD】たちつてと ※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 ちびまる子ちゃん　1990年9月～10月

9月2日:
A「まるちゃん写真屋さんに行く」の巻／
B「嵐の夜の出来事」の巻
9月9日:
「まるちゃん熱帯魚を飼う」の巻
9月16日:
「おかっぱ・かっぱ」の巻
9月23日:
「まるちゃんハイキングに行く」の巻
9月30日:
「まるちゃん　お金を見つける」の巻
10月7日:
「男子対女子　大戦争」の巻
10月14日:
A「まるちゃん席替えをする」の巻／
B「まるちゃん飲み屋さんに行く」の巻
10月21日:
「まるちゃんブロマイドをなくす」の巻
10月28日:
「まるちゃん実験をする」の巻

217 1990
芝山努、
須田裕美子

日本 T0064

TV ちびまる子ちゃん　1990年11月～12月

11月4日:
「まるちゃんの“星に願いを”」の巻
11月11日:
「いとこの七五三」の巻
11月18日:
A「恐怖のにわとり小屋そうじ」の巻／
B「一人っきりの日曜日」の巻
11月25日:
「お父さんとお母さん　けんかする」の巻
12月2日:
「まるちゃん自分の部屋が欲しくなる」の巻
12月9日:
「まるちゃん年賀状を書く」の巻
12月16日:
「うちはびんぼう」の巻
12月23日:
「まるちゃん町内のクリスマス大会に参加する」の巻
12月30日:
「年越し　まる子ちゃん」の巻

217 1990
芝山努、
須田裕美子

日本 T0065

※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。 17/62



【DVD】たちつてと ※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
ちびまる子ちゃん　1991年
「まる子 はまじとウワサになる」の巻

「まる子 南の島のおみやげ分配に困る」の巻
「まる子 はまじとウワサになる」の巻
「おじいちゃんの世界一周」の巻
「まる子 遊園地に行く」の巻
「家庭内カルチャー教室」の巻
「まるちゃん 社会科見学に行く」の巻
「まる子 松茸を食べる」の巻
「まる子 泡風呂に憬れる」の巻
「お楽しみ給食会」の巻
「誘拐犯に気をつけろ」の巻

217 1991
芝山努、
須田裕美子

日本 T0934

TV ちびまる子ちゃん　1992年
「動物園の写生大会」の巻

「まる子 ふれあいの一人旅」の巻
「ツバメよ来い来い」の巻
「クラスのお誕生日会」の巻
「動物園の写生大会」の巻
「しゃっくりが止まらない」の巻
「お父さん 北海道へ行く」の巻
「ヨッちゃんの彼女」の巻
「食用ガエルで大騒ぎ」の巻
「フタが開かない」の巻
「まる子 砂時計が欲しい」の巻
「まる子 大パニック」の巻
「うれしいお中元」の巻

217 1992
芝山努、
須田裕美子

日本 T0935

映画 ちびまる子ちゃん　大野君と杉山君 本編 94＋4 1990
芝山努、
須山久美子

日本 M033

TV ちびまる子ちゃん　さくらももこ脚本傑作集　第3巻

「カメラマンになりたい」の巻
「まる子 ハンコが欲しい」の巻
「誰かオレを撮ってくれ!!」の巻
「佐々木のじいさんの孫の受験」の巻
「運命の合格発表」の巻

118
1997
～1998

須田裕美子 日本 T0924

TV ちびまる子ちゃん　さくらももこ脚本傑作集　第5巻

「商店街にうなぎ屋開店する」の巻
「小杉君の腹痛」の巻
「歌のテスト」の巻
「ブー太郎のセーター」の巻
「藤木のねんざ」の巻

118
1998
～1999

須田裕美子 日本 T0925

TV
ちびまる子ちゃん　さくらももこ脚本集
「ヒデじいのお見舞いに行く」の巻

「まる子タマムシを捕りに行く」の巻
「ヒデじいのお見舞いに行く」の巻
「ヒデじいの人生」の巻
「隣の町のあばれん坊」の巻
「まる子は盆栽好き」の巻

118 1995 須田裕美子 日本 T0927

※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。 18/62



【DVD】たちつてと ※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
ちびまる子ちゃん　さくらももこ脚本集
「まる子 おすし屋さんへ行く」の巻

「今日はサンジョルディの日」の巻
「なかよしの集い」の巻
「まる子 忘れ物をする」の巻
「まる子 おすし屋さんに行く」の巻
「まる子 ローラースルーゴーゴーがどうしても欲し
い!!」の巻

118 1995 須田裕美子 日本 T0926

TV ちびまる子ちゃん　さくらももこスペシャル

クリスマススペシャル「爆笑!!マッチ売りのまる子」の
巻
第2期 第100話「ちびまる子ちゃん100回記念」の巻
FNS 27時間テレビスペシャル「なんか いいことをしよ
う」の巻
10周年記念スペシャル「勝ち抜き!!家族対抗俳句合
戦」の巻

119
1995～
2000

須田裕美子、
芝山努

日本 T0936

TV ちびまる子ちゃん
よりぬき! ちびまる子ちゃん　第1巻

「まる子 目覚まし時計を買う」の巻
「まぼろしのツチノコ株式会社」の巻
「まる子 賞状をもらう」の巻
「おかあさんの宝物」の巻
「まる子 文通をはじめる」の巻

118 2000
須田裕美子、
芝山努

日本 T0937

TV ちびまる子ちゃん 「わたしの生まれた日」の巻 「わたしの生まれた日」の巻 58 2012 高木淳 日本 T0888

その他 超合金クロニクル 村上克司セレクション
超合金を創った男 村上克司インタビュー、超合金
ファイル、超合金CF集

56 2004 日本 BS001

映画 超時空要塞マクロス　愛・おぼえていますか完全版 本編 120 1984
河森正治、
石黒昇

日本 M023

TV 超獣機神ダンクーガ　第1巻

第1話「帝国の野望」
第2話「吠えろ！獣戦機」
第3話「シャピロ!転生!!」
第4話「狙われたジャミング」
第5話「最後に来た男」
第6話「戦場の聖少女」

141 1985 奥田誠治 日本 BT031 01

TV 超獣機神ダンクーガ　第2巻

第7話「小さな英雄」
第8話「激戦!!思い出を囮に」
第9話「アマゾン河の魔獣」
第10話「騎士の伝説」
第11話「敵からの援護射撃」
第12話「目覚めるな恐竜」

141 1985 奥田誠治 日本 BT031 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。 19/62



【DVD】たちつてと ※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 超獣機神ダンクーガ　第3巻

第13話「裏切りの町」
第14話「ニューヨーク市街戦」
第15話「獣を超え、人を超え、いでよ神の戦士（前
編）」
第16話「獣を超え、人を超え、いでよ神の戦士（後
編）」
第17話「デスガイヤーの敗北」
第18話「神の国への誘惑」

141 1985 奥田誠治 日本 BT031 03

OVA 超獣機神ダンクーガ　第4巻
GOD BLESS DANCOUGA
超獣機神ダンクーガ SONG SPECIAL 獣戦機隊
SONGS

110 1985 奥田誠治 日本 BT031 04

TV 超獣機神ダンクーガ　第5巻

第19話「怪奇‼悪魔に消された部隊」
第20話「南風ハートブレイク」
第21話「降りてきた死神」
第22話「止まった時間」
第23話「殺人鬼への報復」
第24話「凱旋門 燃ゆ」

141 1985 奥田誠治 日本 BT037 01

TV 超獣機神ダンクーガ　第6巻

第25話「ヨーロッパ戦線の罠」
第26話「黒騎士の罠」
第27話「妖星堕つ」
第28話「獣戦基地総攻撃(前編)」
第29話「獣戦基地総攻撃(後編)」
第30話「戦場!出会い、そして別れ」

141 1985 奥田誠治 日本 BT037 02

TV 超獣機神ダンクーガ　第7巻

第31話「去りゆきし長官」
第32話「空からの強敵」
第33話「飛べ明日へ‼将軍の子ら」
第34話「故郷に別れの歌を」
第35話「月は地獄だ」
第36話「野望の崩壊」

141 1985 奥田誠治 日本 BT037 03

TV 超獣機神ダンクーガ　第8巻
第37話「暗黒の終焉」
第38話「最後の咆哮」
OVA「失われた者たちへの鎮魂歌」

135 1985 奥田誠治 日本 BT037 04

TV 超獣機神ダンクーガ　第9巻

ACT1「魔人転生」
ACT2「超獣魔境」
ACT3「壊滅双曲線」
ACT4「呪縛の終焉」
特典

120 1985 奥田誠治 日本 BT037 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。 20/62



【DVD】たちつてと ※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 超電磁ロボコン･バトラーV　第1巻

第1話「出撃！どれい獣を倒せ」
第2話「不死のどれい獣ゾンビ」
第3話「どれい獣ゼンダの罠」
第4話「特訓！電磁ヨーヨー」
第5話「コンバイン！危機一髪」
第6話「大将軍ガルーダの挑戦」

145 1976 長浜忠夫 日本 BT080 01

TV 超電磁ロボコン･バトラーV　第2巻

第7話「絶叫！おれの腕を返せ」
第8話「大逆転！必殺二段射ち」
第9話「憤怒のどれい獣キール」
第10話「ロペットが恋をした」
第11話「豹馬よ痛みの炎を跳べ」
第12話「決闘！豹馬対ガルーダ」

145 1976 長浜忠夫 日本 BT080 02

TV 超電磁ロボコン･バトラーV　第3巻

第13話「死を賭けた友情」
第14話「コネクション大爆発！」
第15話「美しき戦闘員の涙」
第16話「非常事態！一号機墜落」
第17話「意外！Vは地獄の使者」
第18話「発進！ガルガンチュワ」

145 1976 長浜忠夫 日本 BT080 03

TV 超電磁ロボコン･バトラーV　第4巻

第19話「戦慄！真っ赤な妖花」
第20話「卑劣！博士誘拐さる」
第21話「標的はマリンだ！」
第22話「冷凍獣よ君の星に帰れ」
第23話「裏切られた友情」
第24話「死力だ！ちずるよ起て」

145 1976 長浜忠夫 日本 BT080 04

TV 超電磁ロボコン･バトラーV　第5巻

第25話「大将軍ガルーダの悲劇」
第26話「オレアナ城大崩壊！」
第27話「マグマ獣驚異の大反撃」
第28話「やった！ニューV作戦」
第29話「ああ！堂々の珍勇士」
第30話「珍メカケロット大殊勲」

145 1976 長浜忠夫 日本 BT080 05

TV 超電磁ロボコン･バトラーV　第6巻

第31話「電磁を奪う強敵モグマ」
第32話「猛威！恐怖のツララ弾」
第33話「死闘！六十秒が勝負だ」
第34話「Vをのみ込むマグマ獣」
第35話「コネクション応答なし」
第36話「消える敵ドローンの謎」

145 1976 長浜忠夫 日本 BT080 06

TV 超電磁ロボコン･バトラーV　第7巻

第37話「女王の罠！豹馬危うし」
第38話「ロペットは蛙が苦手！」
第39話「男だ大作！ど根性戦法」
第40話「衝撃！ちずるは偽者だ」
第41話「卑怯！悪魔の人質作戦」
第42話「清き瞳の暗殺者」

145 1977 長浜忠夫 日本 BT080 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。 21/62



【DVD】たちつてと ※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 超電磁ロボコン･バトラーV　第8巻

第43話「女帝の趣味は豹馬狩り」
第44話「見事! ケロット撹乱戦術」
第45話「敵の秘策！スピン封じ」
第46話「仮装舞踏会は死の香り」
第47話「ダンゲル捕虜となる！」
第48話「敵に超強力ロボ出現！」

145 1977 長浜忠夫 日本 BT080 08

TV 超電磁ロボコン･バトラーV　第9巻

第49話「体当たり！ジェット2号」
第50話「三段変身獣スネーグル」
第51話「奇策！十三ロボ群襲来」
第52話「ダンゲル落日に死す！」
第53話「コネクションの最期！」
第54話「平和の使者Vは不滅だ」

144 1977 長浜忠夫 日本 BT080 09

映画 チリンの鈴 本編 95
1977
～1978

波多正美、
平田敏夫・波多
正美、
やなせ･たかし

日本 M253

映画 チンプイ エリさま活動大写真 本編 82
1990、
1993

本郷みつる、
原恵一

日本 M168

その他
TSUSHIN ANIME
京都造形芸術大学通信教育アニメーションコース
2010年度卒業制作作品集

「少年と鳥」 大重可菜子
「押入れの中のきのこ」 北出しらべ
「白い鳥」 PoisonedDesign
「G3 man」 樺谷菜央
「外の向こう」 小長谷七得
「おもちゃごっこ」 田中美也
「どぶ鼠」 中村古都子
「お菓子屋「○」」 星衣久江
「ライバルはサラダ？」 松下智士
「しあわせのたね」 高溝明日香
「抱卵の日」 塩川遼子
「小悪党、あこぎの顛末」 武田至功
「A Night to Remember」 山本裕紀

65 2010
※「内容」の項
目をご覧くださ
い

日本 S070

アート つみきのいえ 本編 12+12 2008 加藤久仁生 日本 A072

TV
D4プリンセス　第1巻
（ディーフォー）

第1話「登場、瑠璃堂どりす!」
第2話「華麗に変身!いけてる?あたし」
第3話「砕けた自信 あたし泣いちゃう」
第4話「朝からヘトヘト 御姉様ひどいよ」
第5話「味体験?誰かあたしを救って」
第6話「救いのヒーロー その名は駄犬チロ!」
特典

60 1999 井出安軌 日本 T0254

※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。 22/62



【DVD】たちつてと ※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
D4プリンセス　第2巻
（ディーフォー）

第7話「東方帝都学園24時 瑠璃堂どりす」
第8話「中央闘技場で動悸 あなた誰?」
第9話「ファーストバトル!緊張するっス」
第10話「歪む日常 みんな怖いよ」
第11話「バトル前からボロボロ でも負けないモン」
第12話「リベンジバトル 見せるわ特訓の成果!」
特典

60 1999 井出安軌 日本 T0255

TV
D4プリンセス　第3巻
（ディーフォー）

第13話「新たなる珍特訓 今度は何?」
第14話「スカートめくれまくり?二人目は風使い」
第15話「竜巻地獄!脅威のT･モーター」
第16話「DはDを呼ぶ 止められない決意」
第17話「御姉様がこだわるもうひとつの私」
第18話「無謀なる戦い?血が示す可能性」
特典

60 1999 井出安軌 日本 T0256

TV
D4プリンセス　第4巻
（ディーフォー）

第19話「軋みあうドリル そこに或るもの」
第20話「ワレモノ注意!硝子のプリンセスハート」
第21話「皇女只今家出中につき」
第22話「暮れゆく紅 癒される赤」
第23話「照らせない心 届かない陽射し」
最終話「だってあたしはプリンセス」
特典

60 1999 井出安軌 日本 T0257

OVA テイルエンダーズ
本編
特典：テイルエンダーズPV集

28＋7 2011

ピコグラフ
（太田真、
河原大、
mebae、
佐々木尚）

日本 O061

※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。 23/62



【DVD】たちつてと ※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 でこぼこフレンズ　「あめとかさ」ほか

はなはなマロン：01．「ふくらみすぎ」、02．「トイレ」、
03．「にらめっこ」、04．「ボール」
ケン・バーン：05．「あめと かさ」、06．「カメラ」、07．
「ちょうネクタイ」、08．「ケンケンバーン」
たまごおうじ：09．「わすれもの」、10．「かぜ」、11．
「ボール けります」、12．「ソフトクリーム」
メロディーヌ：13．「フラフープ」、14．「トマト」、15．「ぼ
うし」、16．「すべりだい」
どんぐりん：17．「ながぐつ すべりだい」、18．「かくれ
んぼ」、19．「ぐりんどん？」、20．「ハーモニカ」
オオガーラとムクムク：21．「おふろ」、22．「チョコレー
ト」、23．「ちいさな オオガーラ？」、24．「ライオン」
あなくま：25．「おせんたく」、26．「かんがえごと」、27．
「おんせん」、28．「もぐらと ちゃいます」
サボサボ：29．「キャッチボール」、30．「かえる」、31．
「トマトが にげちゃった」、32．「かくれんぼ」
ふじおばば：33．「うめぼし」、34．「こどもの ころの
しゃしん」、35．「てんきうらない」、36．「かみふうせ
ん」
くいしんボン：37．「りんごの え」、38．「トランポリン」、
39．「メロンパン」、40．「メロンパンと フライパン」
じょうろう：41．「どっちに あるかな?」、42．「にじ」、
43．「ハムスターくん」、44．「こかげで どくしょ」
カランコロン：45．「かんぱい」、46．「スケートボード」、
47．「つみき」、48．「あめ ふるかな？」

27 2002 他 秋穂範子 日本 T0097

TV デジモンアドべンチャー０２　第1巻

第1話「勇気を受け継ぐ物」
第2話「デジタルゲートオープン」
第3話「デジメンタルアップ」
第4話「闇の王デジモンカイザー」

90 2000 角銅博之 日本 T0180

TV デジモンテイマーズ　第1巻

第1話「ギルモン誕生!僕の考えたデジモン」
第2話「君はぼくのともだち　テリアモン登場!」
第3話「レナモン対ギルモン!戦いこそがデジモンの
命」
第4話「テイマーの試練!ゴリモンを倒せ!!」

90 2001 貝澤幸男 日本 T0181

TV デジモンフロンティア　第1巻

第1話「伝説の闘士!炎のアグニモン」
第2話「光のヴォルフモン　地下迷宮の戦い」
第3話「いじめは許さない!氷のチャックモン進化」
第4話「私のキックは痛いわよ!女闘士フェアリモン」

93 2002 貝澤幸男 日本 T0182

※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。 24/62



【DVD】たちつてと ※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 手塚治虫 実験アニメーション作品

１「ある街角の物語」
２「おす」
３「めもりい」
４「人魚」
５「しずく」
６「展覧会の絵」
７「創世記」
８「ジャンピング」
９「おんぼろフィルム」
10「プッシュ」
11「村正」
12「森の伝説」
13「自画像」

152＋20
1962
～1988

手塚治虫 日本 A001

映画 手塚治虫のブッダ―赤い砂漠よ!美しく―

本編
特典：完成披露試写会、アフレコ風景＆インタ
ビュー、森下監督スペシャルインタビュー、特報、予
告、TVスポット

111 2011 森下孝三 日本 M266

映画 鉄コン筋クリート 本編 111 2006 マイケル･アリアス 日本 BM012 01

TV 鉄人２８号　第1巻

第1話「生い立ちの記」
第2話「PX団壊滅」
第3話「X-33号の襲撃」
第4話「空を飛ぶ28号」

100 1964 渡辺米彦 他 日本 BT001 01

TV 鉄人２８号　第2巻

第5話「二人のクロロホルム」
第6話「危うし正太郎」
第7話「ギャング団現る」
第8話「恐竜の襲撃」

100 1964 渡辺米彦 他 日本 BT001 02

TV 鉄人２８号　第3巻

第9話「ニコポンスキーの悪だくみ」
第10話「恐竜の逆襲」
第11話「ニコポンスキーの最期」
特別編「誕生編」

100 1964 渡辺米彦 他 日本 BT001 03

TV 鉄人２８号　第4巻

第12話「怪物アカエイ」
第13話「奇厳城を攻撃せよ」
第14話「人造人間モンスター」
第15話「謎の怪人」

100 1964 渡辺米彦 他 日本 BT001 04

TV 鉄人２８号　第5巻

第16話「怪人の正体フランケン博士」
第17話「強敵バッカス」
第18話「鉄人28号修理完了」
第19話「バッカス撃退」

100 1964 渡辺米彦 他 日本 BT001 05

TV 鉄人２８号　第6巻

第20話「フランケン博士の秘密」
第21話「黒衣の怪人」
第22話「ロボットオックス」
第23話「ロボット部隊襲来」

100 1964 渡辺米彦 他 日本 BT001 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。 25/62



【DVD】たちつてと ※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 鉄路の彼方

本編
特典：「鉄路の彼方」（英字幕版）・予告編、「スクリー
ンの幻」（本編・英語字幕版）、「りんごのきのしま」（本
編・英語字幕版）、「KLOKA」（本編・日本語字幕版）

12+20 2005 御影たゆた 日本 A014

TV 鉄腕アトム　第1巻

第1話「アトム誕生の巻」
第2話「フランケンの巻」
第3話「火星探検の巻」
第4話「ゲルニカの巻」
第5話「スフィンクスの巻」

136 1963
手塚治虫、
坂本雄作

日本 BT008 01

TV 鉄腕アトム　第2巻

第6話「電光人間の巻」
第7話「アトム大使の巻」
第8話「幽霊製造機の巻」
第9話「ブラックルックスの巻」
第10話「イワンの馬鹿の巻」

135 1963

杉井儀三郎、
山本暎一、
石井元明、
紺野修司、
坂本雄作

日本 BT008 02

TV 鉄腕アトム　第3巻

第11話「タイムマシンの巻」
第12話「十字架島の巻」
第13話「キリストの目の巻」
第14話「人工太陽の巻」
第15話「植物人間の巻」

136 1963

手塚治虫、
杉井儀三郎、
山本暎一、
石井元明、
紺野修司

日本 BT008 03

TV 鉄腕アトム　第4巻

第16話「白い惑星号の巻」
第17話「ロボットランドの巻」
第18話「ガデムの巻」
第19話「アトム対魔神の巻」
第20話「気体人間の巻」

135 1963

坂本雄作、
杉井儀三郎、
山本暎一、
手塚治虫、
虫プロ演出部

日本 BT008 04

TV 鉄腕アトム　第5巻

第21話「人工衛星R-45の巻」
第22話「海蛇島の巻」
第23話「ミュータントの巻」
第24話「海底王国の巻」
第25話「地底戦車の巻」

136 1963

手塚治虫、
虫プロ演出部、
紺野修司、
杉井儀三郎、
山本暎一

日本 BT008 05

TV 鉄腕アトム　第6巻

第26話「アトラスの巻」
第27話「パール星の巻」
第28話「マッドマシンの巻」
第29話「思い出の日の巻」
第30話「ZZZ総統の巻」

135 1963

林重行、
紺野修司、
杉井儀三郎、
山本暎一、
石井元明

日本 BT008 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。 26/62



【DVD】たちつてと ※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 鉄腕アトム　第7巻

第31話「黒い宇宙線の巻」
第32話「ホットドッグ兵団の巻」
第33話「三人の魔術師の巻」
第34話「ミドロが沼の巻」
第35話「人間牧場の巻」
映像特典：藤子不二雄(A)・つのだじろう・鈴木伸一座
談会、第34話原画（30枚）
音声特典：藤子不二雄(A)、つのだじろう、鈴木伸一
による第34話解説

151 1963

林重行、
紺野修司、
杉井儀三郎、
鈴木伸一、
スタジオゼロ、
山本暎一

日本 BT043 01

TV 鉄腕アトム　第8巻

第36話「プイプイ教の巻」
第37話「ウランちゃんの巻」
第38話「狂った小惑星の巻」
第39話「赤い猫の巻」
第40話「ネオ･シーザーの巻」

135 1963

石井元明、
林重行、
杉井儀三郎、
白川大作、
虫プロ演出部、
柴山達雄

日本 BT043 02

TV 鉄腕アトム　第9巻

第41話「X爆弾の巻」
第42話「黄色い馬の巻」
第43話「デッド・クロス殿下の巻」
第44話「エジプト陰謀団の巻」
第45話「クレオパトラの首飾りの巻」

135 1963

手塚治虫、
虫プロ演出部、
片岡忠三、
林重行、
石井元明、
杉井儀三郎

日本 BT043 03

TV 鉄腕アトム　第10巻

第46話「ロボット宇宙艇の巻」
第47話「宇宙ガニの巻」
第48話「天馬族の巻」
第49話「透明巨人の巻」
第50話「アトム西部へ行くの巻」

137 1963

林重行、
虫プロ演出部、
坂本雄作、
山本暎一、
杉井儀三郎

日本 BT043 04

TV 鉄腕アトム　第11巻

第51話「小象プーラの巻」
第52話「雪ライオンの巻」
第53話「アトム・サヨナラ・1963年の巻」
第54話「アルプスの決斗」
第55話「若がえりガスの巻」

135
1963
～1964

虫プロ演出部、
山本暎一、
杉井儀三郎、
林重行、
片岡忠三

日本 BT043 05

TV 鉄腕アトム　第12巻

第56話「地球防衛隊の巻」
第57話「ロボット学校の巻」
第58話「13の怪神像の巻」
第59話「白熱人間の巻」
第60話「悪魔の蜂の巻」

135 1964

高木厚、
山本暎一、
林重行、
片岡忠三、
青木茂

日本 BT043 06

TV 鉄腕アトム　第13巻

第61話「宇宙の寄生虫の巻」
第62話「幽霊船の巻」
第63話「人工氷山の巻」
第64話「コウモリ伯爵の巻」
第65話「勇敢な脱走者の巻」

136 1964

山本暎一、
虫プロ演出部、
林重行、
坂本雄作

日本 BT044 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。 27/62



【DVD】たちつてと ※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 鉄腕アトム　第14巻

第66話「スペース･バイキングの巻」
第67話「夜の勇士たちの巻」
第68話「時計塔の秘密の巻」
第69話「恐竜人の反乱の巻」
第70話「ラフレシアの巻」

134 1964

山本暎一、
手塚治虫、
虫プロ演出部、
林重行、
坂本雄作

日本 BT044 02

TV 鉄腕アトム　第15巻

第71話「地球最後の日の巻」
第72話「宇宙漂流7日間の巻」
第73話「ビッグ・タイタンの巻」
第74話「地底探検の巻」
第75話「空とぶ町の巻」

136 1964
山本暎一、
林重行、
青木茂

日本 BT044 03

TV 鉄腕アトム　第16巻

第76話「モンスター・マシンの巻」
第77話「ケープ・タウンの子守唄の巻」
第78話「50万年後の世界の巻」
第79話「ドクター脳の巻」
第80話「ヒューマノイド･ピルの巻」
第81話「夢みる機械の巻」

161 1964

虫プロ演出部、
山本暎一、
青木茂、
林重行、
紺野修司、
片岡忠三

日本 BT044 04

TV 鉄腕アトム　第17巻

第82話「ロボット競技大会の巻」
第83話「怪鳥ガルダの巻」
第84話「イルカ文明の巻」
第85話「狂ったベルトウェイの巻」
第86話「時間銃の巻」
第87話「新かぐや姫の巻」

162 1964

坂本雄作、
高木厚、
勝井千賀雄、
青木茂、
林重行、
沢わたる

日本 BT044 05

TV 鉄腕アトム　第18巻

第88話「細菌部隊の巻」
第89話「ゴメスの亡霊の巻」
第90話「ロボット砦の巻」
第91話「ガロンの逆襲の巻」
第92話「ロボット三銃士の巻」
第93話「コバルトの巻」

162 1964

片岡忠三、
杉井儀三郎、
手塚治虫、
勝井千賀雄、
青木茂、
林重行

日本 BT044 06

TV 鉄腕アトム　第25巻

第128話「インカ帝国の宝の巻」
第129話「アトム対アトムの巻」
第130話「火星の嵐の巻」
第131話「ムーン・チャンピオンの巻」
第132話「ルイ王子の巻」
映像特典：第127話｢実験ロボットの巻」復元映像

153 1965

富野喜幸、
広川和行、
岡崎稔、
出崎統

日本 BT045 01

TV 鉄腕アトム　第26巻

第133話「十年目の復讐の巻」
第134話「脱出作戦の巻」
第135話「ロボット犬バッキーの巻」
第136話「ジャガー警部の巻」
第137話「小さなクーリィの巻」
映像特典：中期版オープニング絵コンテ、第146話次
回予告画面(静止画)

136 1965

富野喜幸、
大西清、
西牧秀雄、
高木厚

日本 BT045 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。 28/62



【DVD】たちつてと ※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 鉄腕アトム　第27巻

第138話「長い一日の巻」
第140話「王様とアトムの巻」
第141話「機関車行進曲の巻」
第142話「ミーニャの星の巻」
第143話「バード・ストリート物語の巻」
映像特典：第139話「盗まれたアトムの巻」復元映像

157 1965

富野喜幸、
岡崎稔、
西牧秀雄、
大西清、
遠藤政治、
出崎統

日本 BT045 03

TV 鉄腕アトム　第28巻

第144話「失われた友情の巻」
第145話「アトム深海を行くの巻」
第146話「未来からの報告の巻」
第147話「空中スクリーンの巻」
第148話「ロビオとロビエットの巻」
映像特典：'64年版鉄腕アトムカレンダー用イラスト、
'65年版虫プロカレンダー用イラスト

131 1965

片岡忠三、
岡崎稔、
大西清、
西牧秀雄、
杉井儀三郎

日本 BT045 04

TV 鉄腕アトム　第29巻

第149話「カンヅメ狂想曲の巻」
第150話「マグネットちゃんの巻」
第151話「1人ぼっちのアトム」
第152話「ロボット爆弾の巻」
第153話「赤い木馬の巻」
映像特典：'66～'67年版虫プロカレンダー用イラスト

128 1966

富野喜幸、
高木厚、
虫プロ演出部、
岡崎稔、
西牧秀雄

日本 BT045 05

TV 鉄腕アトム　第30巻

第154話「青い鳥物語の巻」
第155話「狂った国境線の巻」
第156話「ロボット市長の巻」
第157話「ジプシーの星の巻」
第158話「おかしな道づれの巻」
第159話「悪魔と天使の巻」

156 1966

大西清、
遠藤政治、
片岡忠三、
富野喜幸、
遠藤政治、
西牧秀雄、
岡崎稔

日本 BT045 06

映画 鉄腕アトム【宇宙の勇者】
本編
映像特典：劇場用映画「鉄腕アトム【地球防衛隊】」

87 1964
山本暎一、
林重行、
高木厚

日本 BM003 02

TV 鉄腕バーディー DECODE　第3巻
#04「A STRANGER FROM EARTH」
#05「ANOTHER WORLD」

47 2008 赤根和樹 日本 T0904 01

映画 テニスの王子様
二人のサムライ The First Game
本編
特典：メイキング、予告編

65+14 2005 浜名孝行 日本 M162

TV デビルマン　第1巻

第1話「悪魔族復活」
第2話「妖獣シレーヌ」
第3話「妖獣ゲルゲ」
第4話「魔将軍 ザンニン」
第5話「眠れる美女 ゾルドバ」
第6話「ロクフェルの首」
第7話「恐怖の人形使い ズール」

181 1972 勝間田具治 他 日本 T0365 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。 29/62



【DVD】たちつてと ※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 デビルマン　第2巻

第8話「イヤモンとバウウ」
第9話「脳波妖獣 ゴンドローマ」
第10話「妖獣ガンデェ 眼が歩く」
第11話「真紅の妖花 ラフレール」
第12話「火焔妖獣 ファイファム」
第13話「誇り高き マーメイム」

156 1972 勝間田具治 他 日本 T0365 02

TV デビルマン　第3巻

第14話「氷の国への挑戦」
第15話「妖獣エバイン 千本の腕」
第16話「闇に住む 妖獣ジェニー」
第17話「切手妖獣ダゴン」
第18話「銀色の魔矢子」
第19話「妖獣アダル 人形作戦」
第20話「さらば 妖獣ドランゴ」

182 1972 勝間田具治 他 日本 T0366 01

TV デビルマン　第4巻

第21話「妖獣ドローは人間が好き」
第22話「妖獣ムガール 幻影の魔術師」
第23話「妖獣ベラ チベットの怪」
第24話「妖獣ジャコン 生きている幽霊」
第25話「妖将軍ムザン 学園大襲撃」
第26話「白銀の妖獣ララ」

156
1972
～1973

勝間田具治 他 日本 T0366 02

TV デビルマン　第5巻

第27話「妖獣ジュエル 果てなき欲望」
第28話「妖獣ミニヨン 悪魔のペンダント」
第29話「妖獣ケネトス 謎のネックレス」
第30話「妖獣ファイゼル 影に狂う」
第31話「妖獣キルスキイ 真紅の旋風」
第32話「妖獣オーロラ 輝く牢獄」
第33話「妖獣ウエザース 太陽の反乱」

182 1973 勝間田具治 他 日本 T0367 01

TV デビルマン　第6巻

第34話「妖獣アルロン 恐怖のマキシ」
第35話「妖元帥レイコック 凍れる学園」
第36話「妖獣マグドラー 空飛ぶ溶岩」
第37話「妖獣ウッドドウ 怒れる緑」
第38話「妖獣ドリムーン 月は地獄だ」
第39話「妖獣ゴッド 神の奇蹟」

156 1973 勝間田具治 他 日本 T0367 02

TV 天空のエスカフローネ　第1巻

第1話「運命の告白」
第2話「幻の月の少女」
第3話「華麗なる剣士」
第4話「魔性の美少年」

98 1996 赤根和樹 日本 T0420

TV 天空のエスカフローネ　第2巻

第5話「兄弟の刻印」
第6話「策謀の都」
第7話「予期せぬ別れ」
第8話「天使の舞う日」

96 1996 赤根和樹 日本 T0421

※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。 30/62



【DVD】たちつてと ※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 天空のエスカフローネ　第3巻

第9話「羽根の記憶」
第10話「青き瞳の王子」
第11話「死の予言」
第12話「秘密の扉」

92 1996 赤根和樹 日本 T0422

TV 天空のエスカフローネ　第4巻

第13話「赤い運命」
第14話「危険な傷跡」
第15話「失われた楽園」
第16話「導かれし者」

92 1996 赤根和樹 日本 T0423

TV 天空のエスカフローネ　第5巻

第17話「この世の果て」
第18話「運命の引力」
第19話「恋の黄金律作戦」
第20話「偽りの契り」

92 1996 赤根和樹 日本 T0424

TV 天空のエスカフローネ　第6巻

第21話「幸運の反作用」
第22話「黒き翼の天使」
第23話「嵐の予感」
第24話「運命の選択」

92 1996 赤根和樹 日本 T0425

TV 天空のエスカフローネ　第7巻

第25話「絶対幸運圏」
第26話「永遠の想い」
特典：ミュージッククリップ集、プレイステーション版
ゲーム「天空のエスカフローネ」内ムービー

77 1996 赤根和樹 日本 T0426

映画 天空の城ラピュタ 本編 124 1986 宮崎駿 日本 M007 01
映画 天元突破グレンラガン 紅蓮篇 本編 112 2008 今石洋之 日本 BM014 01
映画 天元突破グレンラガン 螺巌篇 本編 126 2009 今石洋之 日本 BM015 01

TV 天才バカボン　第1巻

第1話「バカボン一家だコニャニャチハ」
第2話「赤ちゃんはホンモノがいいのだ」
第3話「モシモシ早く生まれておいでね」
第4話「コニャニャチハ赤ちゃん」
第5話「赤ちゃんはハジメちゃんなのだ」
第6話「ハジメちゃんがはじめてしゃべったのだ」
第7話「天才児はハジメちゃんなのだ」
第8話「ハジメちゃんの中継は中止なのだ」
第9話「免許証なんか知ってたまるか」
第10話「バカボンのロボットいい研究ね」

125 1971 吉川惣司 日本 BT079 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。 31/62



【DVD】たちつてと ※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 天才バカボン　第2巻

第11話「アラジンのランプは大男なのだ」
第12話「パパのむすこはダレなのだ」
第13話「都の西北ワセダのとなり」
第14話「モシモシお月さんコンバンハ」
第15話「パパの警官ゴクローサン」
第16話「アッホヤッホー山へいこう」
第17話「カネのなる木はいかがかね」
第18話「ごちそうはレバニライタメなのだ」
第19話「バカは日本製がいいのだ」
第20話「俳句で電報うったのだ」

125 1971 吉川惣司 日本 BT079 02

TV 天才バカボン　第3巻

第21話「ヤットコはこわいのだ」
第22話「きょうはだいじな日なのだ」
第23話「物置きみたいな人なのだ」
第24話「いぬがパパでねこがバカボンなのだ」
第25話「クリスマスはクルシミマスなのだ」
第26話「おかしなふしぎなチャペルなのだ」
第27話「ソウジキはベンリなのだ」
第28話「もちつきはドロボーがうまいのだ」
第29話「お年玉はイタイ!のだ」
第30話「たこあげはタコにかぎるのだ」

125
1971
～1972

吉川惣司 日本 BT079 03

TV 天才バカボン　第4巻

第31話「服をきていると死刑なのだ」
第32話「スキーがなくてもヤッホーなのだ」
第33話「夜まわりはこわいのだ」
第34話「殿さまはクルシイのだ」
第35話「ガッコウの先生がせめてくる」
第36話「バカボンとパパの旅ガラスなのだ」
第37話「パパは会社でコニャニャチハ」
第38話「クツミガキはこどもがいいのだ」
第39話「運動会はパパにまかせろ」
第40話「バカボンの学芸会なのだ」
特典映像：「パイロットフィルム」

125+15 1972 吉川惣司 日本 BT079 04

TV 天才バカボン　第5巻

第41話「けんかに勝つのはむずかしいのだ」
第42話「パパの10万円は夢なのだ」
第43話「怪獣の木がテレビに出たのだ」
第44話「ガードマンはお化けなのだ」
第45話「それでもパパはヒイキするのだ」
第46話「バカボンのひなまつりなのだ」
第47話「バカボンのクラス委員せんきょなのだ」
第48話「ナポレオンはぐっすり眠るのだ」
第49話「パパはモーレツ記者なのだ」
第50話「バカボンの旅行はハワイなのだ」

125 1972 吉川惣司 他 日本 BT079 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。 32/62



【DVD】たちつてと ※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 天才バカボン　第6巻

第51話「バカボンとハジメは兄弟なのだ」
第52話「パパは男のなかの男なのだ」
第53話「バカボンが初恋をしたのだ」
第54話「チョキンチョキンともうけるのだ」
第55話「父親参観日はつらいのだ」
第56話「押花をつくると先生が困るのだ」
第57話「パパがテレビでうたうのだ」
第58話「別れはつらいものなのだ」
第59話「親切にするとパトカーに乗れるのだ」
第60話「バカボンが誘拐されたのだ」

125 1972 斉藤博 他 日本 BT079 06

TV 天才バカボン　第7巻

第61話「おまわりさんは清く正しくつらいのだ」
第62話「バカボンの親切にしまショウなのだ」
第63話「バカボンのひとりたびなのだ」
第64話「ふとらないと犯人になれないのだ」
第65話「ジャーン！バカボンのくびがないのだ」
第66話「パパの巣箱は大きいのだ」
第67話「バカボンの結婚式なのだ」
第68話「パパはこうして植木屋になったのだ」
第69話「魚をつると密輸犯人にされるのだ」
第70話「パパとママがケンカをしたのだ」

125 1972 斉藤博 他 日本 BT079 07

TV 天才バカボン　第8巻

第71話「パパは真面目が欠点なのだ」
第72話「パパは運転の名人なのだ」
第73話「時の記念日はねむいのだ」
第74話「パパはゴルフでカッコいいのだ」
第75話「パパがヘンシーンと変身したのだ」
第76話「パパのデベソは100円玉なのだ」
第77話「パパが二人になったのだ」
第78話「パパはサーカスのスターなのだ」
第79話「バカボン一家がサヨウナラ」

125 1972 斉藤博 他 日本 BT079 08

OVA 天使禁猟区　第2巻 「物質界編」覚醒－AWAKENING－ 30 2000 佐山聖子 日本 O066

TV 電脳冒険記ウェブダイバー　第1巻

DIVE01「Web戦士!グラディオン」
DIVE02「悪魔のプログラム!デリトロス」
DIVE03「疾風の戦士!ジャガオン」
DIVE04「恐怖の海!シャークオン」

105 2001 ネギシヒロシ 日本 T0177

映画 トイ・ストーリー
本編
特典：ピクサー短編CGアニメーション「ティン・トイ」、メ
イキング

81 1995 ジョン・ラセター アメリカ M276

※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。 33/62



【DVD】たちつてと ※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 東映TVアニメ主題歌大全集　第1巻

狼少年ケン、少年忍者風のフジ丸、宇宙パトロール
ホッパ、宇宙っ子ジュン、ハッスルパンチ、レインボー
戦隊ロビン、海賊王子、魔法使いサリー、ピュンピュ
ン丸、ゲゲゲの鬼太郎(第1作)、サイボーグ009、あか
ねちゃん、ひみつのアッコちゃん、もーれつア太郎、タ
イガーマスク、キックの鬼、魔法のマコちゃん、さると
びエッちゃん、アパッチ野球軍、ゲゲゲの鬼太郎(第2
作)、原始少年リュウ、魔法使いチャッピー、デビルマ
ン、マジンガーZ、バビル2世、ミクロイドS、ドロロンえ
ん魔くん、キューティーハニー、魔女っ子メグちゃん、
ゲッターロボ、グレートマジンガー、鋼鉄ジーグ、UFO
ロボグレンダイザー、一休さん

97+a 日本 S036

その他 東映TVアニメ主題歌大全集　第2巻

大空魔竜ガイキング、マシンハヤブサ、超電磁ロボ
コンバトラーV、マグネロボ ガ☆キーン、ジェッターマ
ルス、惑星ロボ ダンガードA、氷河戦士ガイスラッ
ガー、超電磁マシーンボルテスⅤ、超人戦隊バラタッ
ク、アローエンブレム グランプリの鷹、とびだせ!マ
シーン飛竜、激走ルーベンカイザー、魔女っ子チック
ル、宇宙海賊キャプテンハーロック、闘将ダイモス、
SF西遊記スタージンガー、SF西遊記スタージンガー
Ⅱ、宇宙魔神ダイケンゴー、銀河鉄道999、キャプテ
ンフューチャー、花の子ルンルン、サイボーグ
009(新)、未来ロボ ダルタニアス、円卓の騎士物語
燃えろアーサー、燃えろアーサー白馬の王子、魔法
少女ララベル、宇宙大帝ゴッドシグマ、がんばれ元
気、百獣王ゴライオン、ハロー!サンディベル、Dr.スラ
ンプアラレちゃん、タイガーマスク二世、あさりちゃん、
機甲艦隊ダイラガーXV、パタリロ!、ぼくパタリロ!、The
かぼちゃワイン、わが青春のアルカディア 無限軌道
SSX

116+a 日本 S037

その他 東映TVアニメ主題歌大全集　第3巻

愛してナイト、光速電神アルベガス、
キン肉マン、ストップ!!ひばりくん!、ベムベムハンター
こてんぐテン丸、夢戦士ウイングマン、とんがり帽子
のメモル、ビデオ戦士レザリオン、GU-GUガンモ、北
斗の拳、は～いステップジュン、コンポラキッド、ゲゲ
ゲの鬼太郎(第3作)、メイプルタウン物語、DRAGON
BALL、銀牙 流れ星銀、剛Q超児イッキマン、聖闘士
星矢、新メイプルタウン物語パームタウン編、北斗の
拳2、ビックリマン、仮面の忍者赤影、レディレディ!!、
闘将!!拉麺男、魁!!男塾、ハロー!レディリン、ひみつの
アッコちゃん(第2作)、新ビックリマン、悪魔くん、
DRAGON BALL Z

105+a 日本 S038

※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。 34/62



【DVD】たちつてと ※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 tokyo SOS

ACT-1 大井文雄
ACT-2 鈴木伸一
ACT-3 西村緋祿司
ACT-4 古川タク
ACT-5 一色あづる
ACT-6 和田敏克
ACT-7 福島治
ACT-8 島村達雄
ACT-9 吉良敬三
ACT-10 ひこねのりお

11 2011

G9＋1
（一色あづる、
大井文雄、
きらけいぞう、
鈴木伸一、
島村達雄、
西村緋祿司、
ひこねのりお、
福島治、
古川タク、
和田敏克）

日本 A081

その他

東京工芸大学 芸術学部
アニメーション学科　大学院芸術学研究科
アニメーションメディア領域
作品集2006-2010　disc-1

A program（2006-2008年度ベストセレクション）
「おはなしの花」 久保亜美香
「ウシニチ」 一瀬皓コ
「狐火」 森本祥久真
「ママ星」 市岡恵理奈
「おじいのサバニ」 山城智恵・本田愛
「shift」 八木智子
「リバースデー」 林佳織
「Lizard Planet」 上甲トモヨシ
「AMIDANIMATION～アミダニメーション～」 町田啓太
「おらえさけ」 永澤愛生
「FACE」 中島涼子
「はなぐもり」 長畑由佳
「向ヶ丘千里はただ見つめていたのだった」 植草航

B program（2009+2010年度ベストセレクション）
「交換しましょ！」 酒井浩史
「春と怪物」 神立亜沙子
「カランコロンの音がする。」 千葉光希・秋生悠
「タロは、まつ」 高士亜衣
「マキャビティ」 野中聡紀
「REVERSI」 袴田圭吾
「POCHO」 遊馬佳織
「でいだんぼう」 早乙女崇士
「LANGUAGE」 キム イェオン
「愛しのサリー」 那須文哉・山本晃輔
「snowy snowy」 小泉嘉延
「10本の白い足」 森田志穂
「present」 ハン スンア

113 2011
※「内容」の項
目をご覧くださ
い

日本 S106 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。 35/62



【DVD】たちつてと ※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

東京工芸大学 芸術学部
アニメーション学科　大学院芸術学研究科
アニメーションメディア領域
作品集2006-2010　disc-2

C program（2009年度セレクション）
「交換しましょ！」 酒井浩史
「春と怪物」 神立亜沙子
「カランコロンの音がする。」 千葉光希・秋生悠
「。。。。。。」 趙 容顕
「まわるよ」 堀切みなみ
「「模様」」 楜澤裕香
「シルクハットと坊や」 中島文美加
「小さな星」 梶田朋美
「3番街の点灯夫」 鈴木翠
「ポジティブな絵が描けない」 島谷直樹
「Microcosm」 萩田小織
「げんしれんじ」 松田耕一・小暮祥太・横山裕和
「タロは、まつ」 高士亜衣

D program（2010年度セレクション）
「マキャビティ」 野中聡紀
「Trip」 田所将
「ぐりうむ」 キム ハケン
「REVERSI」 袴田圭吾
「Forget me not」 パク アルム
「POCHO」 遊馬佳織
「でいだんぼう」 早乙女崇士
「LANGUAGE」 キム イェオン
「ハバネラ通りの女たち」 古村静香
「夏のみさと」 澤井俊洋
「falling down」 樽井光梨・広沢未希
「FRIEND.」 鈴木春香
「愛しのサリー」 那須文哉・山本晃輔
「snowy snowy」 小泉嘉延
「10本の白い足」 森田志穂
「present」 ハン スンア

130 2011
※「内容」の項
目をご覧くださ
い

日本 S106 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。 36/62



【DVD】たちつてと ※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

東京工芸大学 芸術学部
アニメーション学科　大学院芸術学研究科
アニメーションメディア領域
作品集2006-2013　disc-1

2006-2010 セレクション
「おはなしの花」 久保亜美香
「ウシニチ」 一瀬皓コ
「雲の人 雨の人」 上甲トモヨシ
「Around the World!」 吉邉尚希
「おじいのサバニ」 山城智恵・本田愛
「リバースデー」 林佳織
「狐火」 森本祥久真
「はなぐもり」 長畑由佳
「AMIDANIMATION～アミダニメーション～」 町田啓太
「おらえさけ」 永澤愛生
「向ヶ丘千里はただ見つめていたのだった」 植草航
「カランコロンの音がする。」 千葉光希・秋生悠
「タロは、まつ」 高士亜衣

67 2014
※「内容」の項
目をご覧くださ
い

日本 S107 01

その他

東京工芸大学 芸術学部
アニメーション学科　大学院芸術学研究科
アニメーションメディア領域
作品集2006-2013　disc-2

2011-2013 セレクション
「ぐりうむ」 キム ハケン
「snowy snowy」 小泉嘉延
「REVERSI」 袴田圭吾
「でいだんぼう」 早乙女崇士
「present」 ハン スンア
「crazy for it」 久保雄太郎
「にこり」 高橋真美
「うのみ」 本田康明
「Candle night」 平川侑樹
「お皿に水を、心に愛を」 浅井愛弓・須藤万里絵
「electrify」 木村未佑
「トリ・トリ・トリビア」 古嶋恵美
「一杯の珈琲から」 森田志穂
「さとうのちひろ」 さとうちひろ
「てのひらの春」 米谷聡美

65 2014
※「内容」の項
目をご覧くださ
い

日本 S107 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。 37/62



【DVD】たちつてと ※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

東京工芸大学 芸術学部
アニメーション学科　大学院芸術学研究科
アニメーションメディア領域
作品集2007-2009

A program
「おはなしの花」 久保亜美香
「雲の人 雨の人」 上甲トモヨシ
「HACO-SUN」 Team HACO-SUN
「夏風バースデー」 鈴木悠羽
「ゴトオユキ」 深谷路都・真上京子
「やまなし」 松井久美
「Dualist」 高賀茂寛人
「nose noise」 鈴木敬典
「はなぐもり」 長畑由佳
「AMIDANIMATION～アミダニメーション～」 町田啓太
「COSMIC!」 一瀬皓コ

B program
「龍炎美華」 黒木美由紀・河合佑香
「image」 田中宏大
「Around the World!」 吉邉尚希
「狐火」 森本祥久真
「ナカナオリ」 宍戸望・有満達也・大久保聡子・金子達也・花尾俊竹・丸山
史暁
「林檎の心臓」 一方井えり子
「shift」 八木智子
「あめりおがる」 新妻瑠維
「コンセント」 梅脇かおり・瀬川亜希・野中聡紀・松本早織
「FACE」 中嶋涼子
「くれおん」 増子浩代
「Lizard Planet」 上甲トモヨシ

C program
「ウシニチ」 一瀬皓コ
「おじいのサバニ」 山城智恵・本田愛
「ママ星」 市岡恵理奈
「こどもたちの戦果」 渡津道子
「十四歳の冷奴」 村尾悦郎
「リバースデー」 林佳織
「おらえさけ」 永澤愛生
「篠宮さんのウソ日記」 木村康子
「向ヶ丘千里はただ見つめていたのだった」 植草航

147 2009
※「内容」の項
目をご覧くださ
い

日本 S105

※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。 38/62



【DVD】たちつてと ※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

東京工芸大学 芸術学部
アニメーション学科 大学院芸術学研究科
アニメーションメディア領域
卒業制作作品集2006-2017

「おはなしの花」 久保亜美香
「Around the World!」 吉邉尚希
「おらえさけ」 永澤愛生
「向ヶ丘千里はただ見つめていたのだった」 植草航
「タロは、まつ」 高士亜衣
「present」 ハン スンア
「ぐりうむ」 キム ハケン
「crazy for it」 久保雄太郎
「うのみ」 本田康明
「Candle night」 平川侑樹
「一杯の珈琲から」 森田志穂
「さとうのちひろ」 さとう ちひろ
「乱波（らっぱ）」 中島悠喜
「Steppin' sounds」 小野由了
「ゆめみるシロ」 武中敬吾・野本有紀
「ÉMIGRÉ」 中島渉
「暴走猿人」 山腰蒔
「Travel」 チン ドウネン
「ノアの□庭」 狩野洋典
「TECHNOLOGY」 今井洸暉
「withdrawal symptoms」 尾崎爽乃
「宇宙の片すみで」 金井千夏
「霓裳倩影」 トウ ソケン
「夢TV」 服部笙太
「coffee time」 コカ

120
2006
～2017

※「内容」の項
目をご覧くださ
い

日本 S104

映画 東京ゴッドファーザーズ 本編 92 2003 今敏 日本 M044

その他 東京ファンタジア
本編
特典：メイキング

8+105 2005 G9+1 日本 S004

アート TOKYOファンタジア

Act-1 吉良敬三
Act-2 島村達雄
Act-3 福島治
Act-4 鈴木伸一
Act-5 一色あづる
Act-6 西村緋祿司
Act-7 ひこねのりお
Act-8 大井文雄
Act-9 古川タク
Opening Act & Titles 和田敏克

8 2005

G9＋1
（一色あづる、
大井文雄、
きらけいぞう、
鈴木伸一、
島村達雄、
西村緋祿司、
ひこねのりお、
福島治、
古川タク、
和田敏克）

日本 A079

TV 東京マグニチュード8.0　第1巻
第1話「お台場、沈む」
第2話「壊れる、世界」

45 2009 橘正紀 日本 T0876

※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。 39/62



【DVD】たちつてと ※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 tokyo未完成

opening,intermissions,ending 島村達雄
act-01 福島治
act-02 古川タク
act-03 大井文雄
act-04 和田敏克
act-05 きらけいぞう
act-06 ひけねのりお
act-07 西村緋祿司
act-08 鈴木伸一
act-09 一色あづる

14 2013

G9＋1
（一色あづる、
大井文雄、
きらけいぞう、
鈴木伸一、
島村達雄、
西村緋祿司、
ひこねのりお、
福島治、
古川タク、
和田敏克）

日本 A082

映画 塔の上のラプンツェル 本編、特典 101+a 2010
ネイサン・グレノ、
バイロン・ハワー
ド

アメリカ M247

映画 どうぶつ宝島
本編
特典：アートギャラリー他

78 1971 池田宏 日本 M056

映画 動物農場 本編、特典：ハラス＆バチュラー短編作品ほか 72 1954
ジョン・ハラス、
ジョイ・バチュ
ラー

イギリス M242

映画 時をかける少女 本編、特典 98+20 2006 細田守 日本 BM007 01

TV ど根性ガエル　第1巻

第1回：第1話「ピョン吉誕生の巻」第2話「平面ガエル
はつらいよの巻」
第2回：第3話「ひろしのデートの巻」、第4話「おとこ涙
のサングラスの巻」
第3回：第5話「五郎の初恋の巻」、第6話「幽日ヶ原の
決闘の巻」
第4回：第7話「あ～んしてハイッの巻」、第8話「かりも
かりたりすごいものの巻」
第5回：第9話「ピョン吉のホームランの巻」、第10話
「お礼はキッスの巻」
第6回：第11話「ぼくのマリヤちゃんの巻」、第12話「涙
の大特訓の巻」

152 1972
岡部英二、
長浜忠夫

日本 BT021 01

TV ど根性ガエル　第2巻

第7回：第13話「すてきな先生の巻」、第14話「マリヤ
のへんなクセの巻」
第8回：第15話「かあちゃん寿司食いてェの巻」、第16
話「ブラボー！ヨシコ先生」
第9回：第17話「おフロで決闘の巻」、第18話
「おー！！わがとうちゃんの巻」
第10回：第19話「かわいいあの子の巻」、第20話
「男！！梅さんの巻」
第11回：第21話「かあちゃんの涙の巻」、第22話「す
べって転んでの巻」

128 1972
岡部英二、
長浜忠夫

日本 BT021 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。 40/62



【DVD】たちつてと ※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 ど根性ガエル　第3巻

第12回：第23話「どうするどうするクリスマスの巻」、
第24話「泣くな梅さんの巻」
第13回：第25話「かぜかぜムンムンの巻」、第26話
「年越し寿司だよ全員集合の巻」
第14回：第27話「すてきなお年玉の巻」、第28話「す
し、すき、スキーの巻」
第15回：第29話「おヨメさんのためならの巻」、第30話
「ひろし、ピョン吉迷コンビの巻」
第16回：第31話「さよなら京子ちゃんの巻」、第32話
「しつこいのはだれだの巻」

128
1972、
1973

長浜忠夫 日本 BT021 03

TV ど根性ガエル　第4巻

第17回：第33話「ひろしは天才ボウラーの巻」、第34
話「寒中水泳ギャーの巻」
第18回：第35話「まぶたの父の巻」、第36話「ほれ
ちゃあいけねえ先生の巻」
第19回：第37話「マリヤの秘密の巻」、第38話「にっく
きゴリライモの巻」
第20回：第39話「かあちゃんショックの巻」、第40話
「出前もちひろしの巻」
第21回：第41話「華麗なる変身の巻」、第42話「男の
子女の子の巻」

128 1973 長浜忠夫 日本 BT021 04

TV 図書館戦争　第1巻
状況 一「我ガ王子様ハ図書館ニアリ」
状況 二「図書特殊部隊(ライブラリー・タスクフォー

45 2008 浜名孝行 日本 T0873

TV とっとこハム太郎　第1巻

1話「とっとこ登場！ハム太郎」
2話「とっとこ作るよ！地下ハウス」
3話「とっとこ集まれ！ハムちゃんず」
4話「とっとこ飛び出せ！リボンちゃん」

92 2000 鍋島修 日本 T0136

TV とっとこハム太郎　はむはむぱらだいちゅ！　第1巻

194話「とっとこラピスちゃんと！ラズリーちゃん」
195話「とっとこすい～ちゅ！ぱらだいす」
196話「とっとこじっけん！ふしぎなタネ」
197話「とっとこ恋する！リボンちゃん」

92 2004 鍋島修 日本 T0100

映画 とっとこハム太郎　ハムハムランド大冒険 本編 52 2001 出崎統 日本 M078

OVA トップをねらえ! GUNBUSTER　第1巻

第1話「ショック! 私とお姉様がパイロット!?」
第2話「不敵! 天才少女の挑戦!!」
特典：「グッドモーニング沖女!」（新作映像）、「トップを
ねらえ!ビデオ予告」、「設定資料集」

60 1988 庵野秀明 日本 O032

OVA トップをねらえ! GUNBUSTER　第2巻

第3話「初めてのときめき☆初めての出撃」
第4話「発進!! 未完の最終兵器!」
特典：「戦闘宙域」（新作映像）、「トップをねらえ!ビデ
オ予告」、「設定資料集」

63 1988 庵野秀明 日本 O033

※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。 41/62



【DVD】たちつてと ※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 トップをねらえ! GUNBUSTER　第3巻

第5話「お願い!! 愛に時間を!」
最終話「果てし無き、流れのはてに…」
特典：「シズラープロジェクト」（新作映像）、「トップを
ねらえ!店頭用予告」、「設定資料集」

72 1988 庵野秀明 日本 O034

映画 となりのトトロ 本編 86 1988 宮崎駿 日本 M006 01

TV 飛べ！イサミ　第1巻

第1話「秘密の扉は開かれた!」
第2話「しんせん組と正義の剣」
第3話「黒天狗の影を追え!」
第4話「誘拐されたプリンセス」
第5話「怪人クモ男出現!」
特典：ノンクレジットOP･ED(第1期)

125+3 1995
佐藤竜雄、
杉井ギサブ
ロー

日本 BT075 01

TV 飛べ！イサミ　第2巻

第6話「RX95の秘密」
第7話「ねらわれたピアニスト」
第8話「幻のガママイマス」
第9話「しのびよる影」
第10話「二つの顔をもつ男」

125 1995
佐藤竜雄、
杉井ギサブ
ロー

日本 BT075 02

TV 飛べ！イサミ　第3巻

第11話「ブラウン博士の宝物」
第12話「リモコン大混線」
第13話「黒天狗の女スパイ」
第14話「迷犬ゲンベェ」
第15話「コりない怪人クモ男」
特典：イサミファンクラブ

125+15 1995
佐藤竜雄、
杉井ギサブ
ロー

日本 BT075 03

TV 飛べ！イサミ　第4巻

第16話「コイ泥棒にご用心」
第17話「海だ!水着だ!大騒動」
第18話「夏祭りのミステリー」
第19話「おばけの大脱走」
第20話「くの一見参!」
特典：イサミファンクラブ

125+15 1995
佐藤竜雄、
杉井ギサブ
ロー

日本 BT075 04

TV 飛べ！イサミ　第5巻

第21話「ニセのガンバマン」
第22話「モグラ大作戦」
第23話「ナゾの三姉妹登場」
第24話「ルミノタイトを守れ!」
第25話「しんせん組大変身!!」
特典：飛べ！イサミスペシャル

125+20 1995
佐藤竜雄、
杉井ギサブ
ロー

日本 BT075 05

TV 飛べ！イサミ　第6巻

第26話「怪光線をぶっとばせ」
第27話「君こそヒーローだ!」
第28話「UFOを捕まえろ!」
第29話「黒天狗の珍発明?」
第30話「謎の落とし物」
特典：ノンクレジットOP･ED(第2期)

125+3 1995
佐藤竜雄、
杉井ギサブ
ロー

日本 BT076 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。 42/62



【DVD】たちつてと ※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 飛べ！イサミ　第7巻

第31話「不思議なカプセル」
第32話「幻のミーオを追え!」
第33話「龍の剣の秘密」
第34話「謎の男の大ピンチ」
第35話「ロボットパニック」

125 1995
佐藤竜雄、
杉井ギサブ
ロー

日本 BT076 02

TV 飛べ！イサミ　第8巻

第36話「幽霊SL大暴走!」
第37話「対決!ウルトライースト」
第38話「くの一忍者の秘密」
第39話「また また また クモ男」
第40話「黒天狗の陰謀」
第41話「秘密基地へ潜入せよ!」

150 1996
佐藤竜雄、
杉井ギサブ
ロー

日本 BT076 03

TV 飛べ！イサミ　第9巻

第42話「謎のアドバルーン」
第43話「発見!ルミノタイト」
第44話「瑠美之一族の秘密」
第45話「衝撃!黒天狗の正体とは?」
第46話「天駆ける黒天狗号の反乱」
第47話「カラクリ天狗最終決戦!?」

150 1996
佐藤竜雄、
杉井ギサブ
ロー

日本 BT076 04

TV 飛べ！イサミ　第10巻

第48話「ゴールデン天狗の挑戦」
第49話「明かされた真実」
第50話「しんせん組よ 永遠に!」
特典：飛べ！イサミスペシャル

75+49 1996
佐藤竜雄、
杉井ギサブ
ロー

日本 BT076 05

TV トム・ソーヤーの冒険　完結版 本編 90 1980
楠葉宏三（完結
版）、
斉藤博（TV)

日本 T0908

映画 トライガン TRIGUN Badlands Rumble 本編、特典 90+5 2010 西村聡 日本 M218 01

TV ドラえもんコレクション　第1巻

1「ゆめの町ノビタランド」
2「変身ビスケット」
3「テストにアンキパン」
4「N・Sワッペン」
5「ころばし屋」
6「のび太のおよめさん」
7「ドラえもんの大予言」
8「恐竜ハンター」
9「(秘)スパイ大作戦」
10「ラッキーガン」
11「のろいのカメラ」
12「地下鉄をつくっちゃえ」
13「一生に一度は百点を」
14「ママをとりかえっこ」
15「大空中戦」
16「ナイヘヤドア」

108 1979

西牧ひでお、
塚田庄英、
出崎哲、
大関雅幸、
森脇真琴、
福富博、
山崎勝彦、
山吉康夫

日本 T0004

※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。 43/62



【DVD】たちつてと ※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 ドラえもんコレクション　第2巻

1「走れ! ウマタケ」
2「ああ、好き、好き、好き!」
3「のりものアクセサリー」
4「すてきなミイちゃん」
5「おもちゃの兵隊」
6「こいのぼり」
7「古どうぐきょう走」
8「紙工作は楽しいな」
9「猛獣ならし手袋」
10「ご先祖様がんばれ、
11「白ゆりのような女の子」
12「コベアベ」
13「おくれカメラ」
14「プロポーズ作戦」
15「リザーブマシン」
16「タヌ機」

108 1979

西牧ひでお、
向中野義雄、
森脇真琴、
大関雅幸、
福富博、
小和田良博、
康村正一、
もとひら了、
大原蓮三、
阿部正巳

日本 T0046

TV ドラえもんコレクション　第3巻

1「○○と××が△△する」
2「おせじ口べに」
3「おばあちゃんのおもいで（前）」
4「おばあちゃんのおもいで（後）」
5「未知とのそうぐう機」
6「ぼくをぼくの先生に」
7「かがみの中ののび太」
8「立体コピー」
9「せん水艦で海へ行こう」
10「友情カプセル」
11「ごくうリング」
12「アパートの木」
13「タイムマシンで犯人を」
14「けん銃王コンテスト」
15「ばっ金箱」
16「のび太漂流記」

108 1979

森脇真琴、
山口秀憲、
西牧ひでお、
坂田透、
山崎猛、
森下圭介、
川田武範

日本 T0159

※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。 44/62



【DVD】たちつてと ※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 ドラえもんコレクション　第4巻

1「空気ブロックせいぞう機」
2「つづきスプレー」
3「なくし物とりよせ機」
4「あらかじめアンテナ」
5「声のかたまり」
6「ねがい星」
7「カミナリになれよう」
8「ＸＹＺ線カメラ」
9「未来世界の怪人」
10「ロボ子が愛してる」
11「雲ざいくで遊ぼう」
12「ウラオモテックス」
13「ニセ宇宙人」
14「ぼくの生まれた日」
15「弓やで学校へ」
16「かがみでコマーシャル」

108 1979

森脇真琴、
もとひら了、
山崎勝彦、
西牧ひでお、
森下圭介、
小和田良博、
大原蓮三、
康村正一

日本 T0160

TV ドラえもんコレクション　第5巻

1「デンデンハウスは気楽だな」
2「人間製造機」
3「ママのダイヤを盗み出せ」
4「ドンブラ粉」
5「未来からの買いもの」
6「ロケットそうじゅうくんれん機」
7「タタミの田んぼ」
8「ネコが会社を作ったよ」
9「スピードどけい」
10「ガールフレンドカタログ」
11「手にとり望遠鏡」
12「家がだんだん遠くなる」
13「Yロウ作戦」
14「サハラ砂漠で勉強できない」
15「うそつきかがみ」
16「なげーなげなわ」

108 1979

渋谷哲夫、
福富博、
森脇真琴、
西牧ひでお、
坂田透、
もとひら了、
藤みねお、
森下圭介、
山崎勝彦、
小和田良博

日本 T0161

※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。 45/62



【DVD】たちつてと ※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 ドラえもんコレクション　第6巻

1「悪の道を進め」
2「オトコンナを飲めば!」
3「ドロン葉」
4「わすれ とんかち」
5「わらって くらそう」
6「宇宙ターザン(前)」
7「宇宙ターザン(後)」
8「タマシイム マシン」
9「たとえ胃の中水の中」
10「ゆめのチャンネル」
11「進化退化放射線源」
12「ウルトラよろい」
13「温泉旅行」
14「もしもジャイアンがスーパーマンになったら」
15「ネズミとばくだん」
16「ソウナルじょう」

108 1979

もとひら了、
西牧ひでお、
福富博、
藤みねお、
森脇真琴、
森下圭介、
山崎勝彦、
坂田透

日本 T0162

TV ドラえもんコレクション　第7巻

1「見たままスコープ」
2「人間ラジコン」
3「にがてつくり機」
4「台風のフー子」
5「いないいないシャワー」
6「よかん虫」
7「はいどうたづな」
8「のろのろじたばた」
9「トレーサーバッジ」
10「わすれ鳥」
11「自動販売タイムマシン」
12「夢まくらのおじいさん」
13「ロボットペーパー」
14「黒おびのび太」
15「ウルトラミキサー」
16「無人島の作り方」

108 1979

福富博、
藤みねお、
もとひら了、
小和田良博、
森脇真琴、
山崎勝彦、
森下圭介、
坂田透

日本 T0163

※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。 46/62



【DVD】たちつてと ※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 ドラえもんコレクション　第8巻

1「台風発生機」、
2「お金のいらない世界」、
3「アベコンベ」、
4「おすそわけガム」
5「のび左ェ門の秘宝」、
6「スケジュールどけい」、
7「大むかし漂流記」、
8「どこでも大ほう」、
9「空とぶさかな」、
10「いっすんぼうし」、
11「あちこち ひっこそう」、
12「立ちユメぼう」、
13「怪談ランプ」、
14「あらかじめ日記はおそろしい」、
15「エースキャップ」、
16「ヤカンレコーダー」

108 1979

山崎勝彦、
もとひら了、
藤みねお、
森脇真琴、
福富博、
森下圭介、
山崎勝彦、
向中野義雄

日本 T0164

TV ドラえもんコレクション　第9巻

1「バイバイン」
2「マッド・ウオッチ」
3「勉強べやの大なだれ」
4「ゴマロック」
5「いただき小ばん」
6「ロボッター」
7「おかしな おかしな かさ」
8「もしもボックス」
9「時間貯金箱」
10「主役はめこみ機」
11「テレパスロボット」
12「宝くじ大当たり」
13「実物立体日光写真」
14「新聞社ごっこセット」
15「ロボットがほめれば」
16「公園でスキーを!!」

108
1979、
1980

森脇真琴、
もとひら了、
岡崎稔、
小和田良博、
福富博、
向中野義雄、
山崎勝彦

日本 T0165

※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。 47/62



【DVD】たちつてと ※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 ドラえもんコレクション　第11巻

1「影取りプロジェクター」
2「元気エサ」
3「ごきげんメーター」
4「秘密のぬけ穴」
5「ただ見セット」
6「雪山のロマンス」
7「カネバチはよく働く」
8「とりよせバッグ」
9「スカンタコ」
10「万能テントですてきなキャンプ」
11「ブルートレインにのろう」
12「無生物さいみんメガフォン」
13「チョージャワラシベ」
14「ピンチの時にタスケロン」
15「まるいものじ石」
16「ジーンと感動する話」

108
1979、
1980

向中野義雄、
もとひら了、
藤みねお、
森脇真琴、
山崎猛、
岡崎稔、
坂田透

日本 T0167

TV ドラえもんコレクション　第12巻

1「流行性ネコシャクシビールス」
2「架空通話アダプター」
3「植物ペン」
4「タッチカメラでテレビ出演」
5「空でふわふわ」
6「きせつカンヅメ」
7「いばり屋のび太」
8「王かんコレクション」
9「税金鳥」
10「気象シート」
11「雲になって……?」
12「さいみんグラス」
13「ココロチョコ」
14「黒べえをすくえ!」
15「アワセール」
16「してない貯金を使う法」

108 1980

森脇真琴、
岡崎稔、
もとひら了、
向中野義雄、
山崎勝彦、
坂田透、
尾崎正善、
藤原良二

日本 T0168

TV ドラえもん 春のおはなし 2005

「勉強べやの釣り堀」
「どくさいスイッチ」
「驚音波発振機」
「のろのろ、じたばた」
「のび太のおよめさん」
「ミニシアター」

69 2005

寺本幸代、
釘宮洋、
宮本幸裕、
鈴木卓夫、
楠葉宏三

日本 T0679

※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。 48/62



【DVD】たちつてと ※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 ドラえもん 春のおはなし 2006

「かべ紙の中で新年会」
「このかぜうつします」
「温泉旅行」
「タタミのたんぼ」
「オーバーオーバー」
「大むかし漂流記」

69 2006

宮本幸裕、
三家本泰美、
寺本幸代、
渡辺温子

日本 T0680

映画 ドラえもん　のび太の恐竜 本編 94 1980 福富博 日本 M062
映画 ドラえもん　のび太の宇宙開拓史 本編 96 1981 西牧秀夫 日本 M040
映画 ドラえもん　のび太の大魔境 本編 93 1982 西牧秀夫 日本 M066
映画 ドラえもん　のび太の海底鬼岩城 本編 97 1983 芝山努 日本 M096
映画 ドラえもん　のび太の魔界大冒険 本編 100 1984 芝山努 日本 M067
映画 ドラえもん　のび太の宇宙小戦争 本編 100 1985 芝山努 日本 M068
映画 ドラえもん　のび太と鉄人兵団 本編 100 1986 芝山努 日本 M063
映画 ドラえもん　のび太と竜の騎士 本編 93 1987 芝山努 日本 M069
映画 ドラえもん　のび太のパラレル西遊記 本編 93 1988 芝山努 日本 M070
映画 ドラえもん　のび太の日本誕生 本編 102 1989 芝山努 日本 M071
映画 ドラえもん　のび太とアニマル惑星 本編 104 1990 芝山努 日本 M072
映画 ドラえもん　のび太のドラビアンナイト 本編 101 1991 芝山努 日本 M073
映画 ドラえもん　のび太と雲の王国 本編 100 1992 芝山努 日本 M161

映画 ドラえもん　のび太とふしぎ風使い 本編 120 2003
芝山努、
渡辺歩

日本 M167

映画 ドラえもん　のび太の恐竜２００６
本編
特典：『うごくえほん・のび太の恐竜』

107+12 2006 渡辺歩 日本 M170

映画 ドラえもん　のび太の新魔界大冒険　7人の魔法使い 本編 112 2007 寺本幸代 日本 M184
映画 ドラえもん　新のび太の宇宙開拓史 本編 102 2009 楠葉宏三 日本 M202 01

映画 ドラえもん　おばあちゃんの思い出
注：「２１エモン　宇宙（そら）いけ！　裸足のプリンセ
ス」の項目をご覧ください

26 2000 渡辺歩 日本 M042

映画 ドラえもん　ぼく、桃太郎のなんなのさ 本編 80
1981、
1997

神田武幸、
米谷良知

日本 M166

映画 ドラえもん　のび太の結婚前夜
注：「ドラミちゃん　アララ少年山賊団！」の項をご覧く
ださい

26 1999 渡辺歩 日本 M041

TV
DRAGON BALL　第1巻
（ドラゴンボール）

第1話「ブルマと孫悟空」
第2話「あらららー！タマがない！」
第3話「亀仙人のキント雲」
第4話「人さらい妖怪ウーロン」
第5話「つよくて悪い砂漠のヤムチャ」
第6話「真夜中の訪問者たち」

150 1986
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 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。 49/62



【DVD】たちつてと ※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
DRAGON BALL　第2巻
（ドラゴンボール）

第7話「フライパン山の牛魔王」
第8話「亀仙人のカメハメ波」
第9話「うさぎオヤブンの得意技」
第10話「D.B.うばわれる!!」
第11話「ついに龍あらわる!」
第12話「神龍への願い」

150 1986
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 02

TV
DRAGON BALL　第3巻
（ドラゴンボール）

第13話「悟空の大変身」
第14話「悟空のライバル？参上!!」
第15話「？な女の子ランチ」
第16話「修業･石さがし」
第17話「命がけ!牛乳はいたつ」
第18話「亀仙流きつーい修業」

150 1986
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 03

TV
DRAGON BALL　第4巻
（ドラゴンボール）

第19話「天下一武道会はじまる!」
第20話「でるか!?修業の威力」
第21話「危うし!クリリン」
第22話「ヤムチャVSジャッキーチュン」
第23話「出たーっ!強敵ギラン」
第24話「クリリン必死の大攻防戦」

150 1986
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 04

TV
DRAGON BALL　第5巻
（ドラゴンボール）

第25話「たて悟空!恐るべき天空Ｘ字拳」
第26話「決勝戦だ!!カメハメ波」
第27話「悟空･最大のピンチ」
第28話「激突!!パワー対パワー」
第29話「ふたたび冒険さまよう湖」
第30話「ピラフと謎の軍団」

150 1986
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 05

TV
DRAGON BALL　第6巻
（ドラゴンボール）

第31話「ゲゲ!ニセ悟空出現!!」
第32話「消えた!?空とぶ要塞」
第33話「龍の伝説」
第34話「非情のレッドリボン」
第35話「北の少女スノ」
第36話「マッスル塔の恐怖」

150 1986
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 06

TV
DRAGON BALL　第7巻
（ドラゴンボール）

第37話「忍者ムラサキ参上」
第38話「恐るべし!!分身の術」
第39話「謎の人造人間8号」
第40話「どうする悟空!!戦慄のブヨン」
第41話「マッスルタワーの最期」
第42話「危機一髪!!ガンバレ8ちゃん」

150 1986
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 07

TV
DRAGON BALL　第8巻
（ドラゴンボール）

第43話「西の都のブルマんち」
第44話「悟空と仲間と危険がいっぱい」
第45話「気をつけろ!空中の罠」
第46話「ブルマの大失敗」
第47話「KAME HOUSE発見さる!!」
第48話「ブルー将軍攻撃開始!!」

150 1986
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 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。 50/62



【DVD】たちつてと ※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
DRAGON BALL　第9巻
（ドラゴンボール）

第49話「危うしランチさん」
第50話「海賊たちのワナ」
第51話「海底のガードマン」
第52話「やった!お宝発見」
第53話「恐怖の光る眼」
第54話「逃げろや逃げろ!!大脱出」

150 1986
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 09

TV
DRAGON BALL　第10巻
（ドラゴンボール）

第55話「んちゃ!追ってペンギン村」
第56話「うほほーい!アラレ雲にのる」
第57話「対決!アラレVSブルー」
第58話「魔境の聖地カリン」
第59話「きた!世界一の殺し屋“桃白白”」
第60話「勝負!!カメハメ波VSどどん波」

150 1986
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 10

TV
DRAGON BALL　第11巻
（ドラゴンボール）

第61話「カリン塔のカリン様」
第62話「果して!?超聖水のききめ」
第63話「孫悟空の逆襲」
第64話「最後の桃白白」
第65話「ゆけ悟空!突撃開始」
第66話「レッドリボン軍必死の攻防」

150 1986
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 11

TV
DRAGON BALL　第12巻
（ドラゴンボール）

第67話「レッド総帥死す!!」
第68話「最後のドラゴンボール」
第69話「キュートな!?占いババ」
第70話「突撃!われら5人の戦士」
第71話「決死の大流血戦!」
第72話「悟空見参!悪魔の便所」

150 1987
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 12

TV
DRAGON BALL　第13巻
（ドラゴンボール）

第73話「必殺アクマイト光線とは!?」
第74話「なぞの五人目の男」
第75話「激突!!強敵同士」
第76話「仮面男の正体は!?」
第77話「ピラフの大作戦」
第78話「神龍ふたたび」

150 1987
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 13

TV
DRAGON BALL　第14巻
（ドラゴンボール）

第79話「金角･銀角の人食いひょうたん」
第80話「いざ御前試合!悟空VS天龍」
第81話「悟空･魔界へ行く」
第82話「あばれ怪獣イノシカチョウ」
第83話「いそげ悟空!天下一武道会」
第84話「めざせ武道天下一！！」

150 1987
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 14

TV
DRAGON BALL　第15巻
（ドラゴンボール）

第85話「勝ちのこるぞ!!予選サバイバル」
第86話「決定!!8人の勇者たち」
第87話「対決!!ヤムチャVS天津飯」
第88話「ゆけヤムチャ!恐るべし天津飯」
第89話「恐怖!!満月の恨み」
第90話「なななっ!!なんとどどん波」

150 1987
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 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。 51/62



【DVD】たちつてと ※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
DRAGON BALL　第16巻
（ドラゴンボール）

第91話「逆転!!クリリンの8でんネ大作戦」
第92話「おまたせーっ!孫悟空参上!!」
第93話「実力伯仲!!天津飯VSジャッキー」
第94話「ゲゲゲッ!!新鶴仙流･太陽拳」
第95話「ファイト!!悟空VSクリリン」
第96話「まさか悟空!?クリリンの大作戦」

150 1987
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 16

TV
DRAGON BALL　第17巻
（ドラゴンボール）

第97話「決勝!!はたして武道天下一は!?」
第98話「秘技･排球拳VS戦闘パワー」
第99話「天津飯の苦悩!!」
第100話「生か死か!?最後の手段」
第101話「武道会終了!そして…!!」
第102話「クリリンの死　恐ろしき陰謀」

150 1987
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 17

TV
DRAGON BALL　第18巻
（ドラゴンボール）

第103話「ピッコロ大魔王の恐怖!!」
第104話「よみがえれ孫悟空!!」
第105話「怪男児･ヤジロベー登場!!」
第106話「魔獣･タンバリンがやっつてくる!!」
第107話「孫悟空･怒り爆発!!」
第108話「ピッコロ大魔王降り立つ!!」

150 1987
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 18

TV
DRAGON BALL　第19巻
（ドラゴンボール）

第109話「孫悟空対ピッコロ大魔王」
第110話「がんばれっ!孫悟空!!」
第111話「亀仙人の最後の魔封波!!」
第112話「若がえるか!?ピッコロ大魔王」
第113話「キングキャッスルの攻防!!」
第114話「悟空のねがい!!カリン様もなやむ」

150 1987
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 19

TV
DRAGON BALL　第20巻
（ドラゴンボール）

第115話「手に入れろ!謎の超神水」
第116話「生きていた亀仙人!?」
第117話「孫悟空ついに発進!!」
第118話「天津飯の決意!!」
第119話「きまるか!?伝説の魔封波」
第120話「悟空・怒りのフルパワー!!」

150 1987
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 20

TV
DRAGON BALL　第21巻
（ドラゴンボール）

第121話「孫悟空最大の危機!!」
第122話「最後の賭け!!」
第123話「如意棒の秘密」
第124話「雲の上の神殿」
第125話「神様登場!!」
第126話「よみがえる神龍!!」

150 1987
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 21

TV
DRAGON BALL　第22巻
（ドラゴンボール）

第127話「カミナリよりも速く!!」
第128話「空のように静かに」
第129話「時をかける悟空」
第130話「悟空の敵は・・悟空!?」
第131話「それぞれの道をめざして」
第132話「マグマより熱く」

150 1988
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 22

※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。 52/62



【DVD】たちつてと ※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
DRAGON BALL　第23巻
（ドラゴンボール）

第133話「嵐の前の再会」
第134話「波乱の天下一武道会」
第135話「選ばれた8人」
第136話「殺し屋桃白白の逆襲」
第137話「孫悟空の結婚」
第138話「謎の男･シェン」

150 1988
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 23

TV
DRAGON BALL　第24巻
（ドラゴンボール）

第139話「激闘ふたたび!悟空VS天津飯」
第140話「ほんとうの力」
第141話「四人の天津飯」
第142話「どっちが強い!?神VSピッコロ大魔王」
第143話「この世の運命を賭けて!」
第144話「でた!究極の超カメハメ波」

150 1988
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 24

TV
DRAGON BALL　第25巻
（ドラゴンボール）

第145話「ピッコロ大魔王超巨身術」
第146話「孫悟空のワナ」
第147話「万事休す!!」
第148話「やった!地球上最強の男」
第149話「炎の中のウェディングドレス」
第150話「幻の火喰い鳥」

150 1988
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 25

TV
DRAGON BALL　第26巻
（ドラゴンボール）

第151話「チチの花嫁修業のおかげです」
第152話「いそげ悟空!五行山のなぞ」
第153話「燃えるフライパン山!一瞬の決死行」
特典映像「悟空の交通安全」、「悟空の消防隊」他

100 1988
岡崎稔、
西尾大介

日本 BT006 26

TV
DRAGON BALL Z　第1巻
（ドラゴンボールゼット）

第1話「ミニ悟空はおぼっちゃま!ボク悟飯です」
第2話「史上最強の戦士は　悟空の兄だった!」
第3話「やった!これが地上最強のコンビだ!」
第4話「ピッコロの切り札!悟飯は泣きむしクン」
第5話「悟空死す!ラストチャンスは一度だけ」
第6話「エンマ様もビックリ　あの世でファイト」

150 1989 西尾大介 日本 T0280

TV
DRAGON BALL Z　第2巻
（ドラゴンボールゼット）

第7話「恐竜とサバイバル!悟飯のツライ修行」
第8話「月の輝く夜に大変身!悟飯パワーの秘密」
第9話「ゴメンねロボットさん　砂漠に消えた涙」
第10話「泣くな悟飯!はじめての闘い」
第11話「宇宙一の強戦士　サイヤ人めざめる!」
第12話「蛇の道でいねむり　悟空が落っこちる」

150 1989 西尾大介 日本 T0281

TV
DRAGON BALL Z　第3巻
（ドラゴンボールゼット）

第13話「手を出すな!エンマ様の秘密の果実」
第14話「あま～い誘惑!蛇姫さまのおもてなし」
第15話「ピッコロからの脱出!嵐を呼ぶ悟飯」
第16話「走れ悟飯!チチの待つなつかしのパオズ山」
第17話「明日なき街!勝利への遠い道のり」
第18話「終点～ん蛇の道!おめえ界王様か？」

150 1989 西尾大介 日本 T0282

※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。 53/62



【DVD】たちつてと ※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
DRAGON BALL Z　第4巻
（ドラゴンボールゼット）

第19話「重力との闘い!バブルス君をつかまえろ」
第20話「よみがえるサイヤ人伝説!悟空のルーツ」
第21話「いでよ神龍!サイヤ人ついに地球到着」
第22話「んなバカな!土から生まれたサイバイマン」
第23話「ヤムチャ死す!おそるべしサイバイマン」
第24話「さよなら天さん!餃子の捨て身の戦法」

150 1989 西尾大介 日本 T0283

TV
DRAGON BALL Z　第5巻
（ドラゴンボールゼット）

第25話「天津飯絶叫!これが最後の気功砲だ」
第26話「ひたすら待って3時間!弾丸飛行の筋斗雲」
第27話「ぼくにまかせて!悟飯、怒りの大爆発」
第28話「サイヤ人の猛威!神様もピッコロも死んだ」
第29話「父さんすげえや!究極の必殺技・界王拳」
第30話「限界を超えた熱い戦い!悟空対べジータ」

150 1989 西尾大介 日本 T0284

TV
DRAGON BALL Z　第6巻
（ドラゴンボールゼット）

第31話「いまだ悟空!すべてを賭けた最後の大技」
第32話「戦闘力10倍！！べジータ大変身」
第33話「死なないで父さん！！これが悟飯の底力」
第34話「撃てクリリン！願いをこめた元気玉」
第35話「奇跡を起こせ！スーパーサイヤ人孫悟飯」
第36話「飛び出せ宇宙へ！希望の星はピッコロの故郷」

150
1989
～1990

西尾大介 日本 T0285

TV
DRAGON BALL Z　第7巻
（ドラゴンボールゼット）

第37話「謎のユンザビット!神様の宇宙船を捜せ」
第38話「ナメック星行き発進!悟飯たちを待つ恐怖」
第39話「敵か味方か?謎の巨大宇宙船の子供たち」
第40話「ホントにホント?あれが希望のナメック星」
第41話「親切な宇宙人　いきなりあったよ五星球」
第42話「惑星フリーザNo.79　復活のべジータ!!」

150 1990 西尾大介 日本 T0286

TV
DRAGON BALL Z　第8巻
（ドラゴンボールゼット）

第43話「そろったぞ神龍球!ピッコロさんも生き返る」
第44話「あらたな強敵!宇宙の帝王フリーザ」
第45話「野望のべジータ！宇宙一の戦士はオレだ!!」
第46話「悟空パワー全開!!銀河の果てまで6日間」
第47話「意表をついた攻撃!!長老の狙いはスカウター」
第48話「悟飯危うし!死を呼ぶ追跡者ドドリア」

150 1990 西尾大介 日本 T0287

TV
DRAGON BALL Z　第9巻
（ドラゴンボールゼット）

第49話「爆死ドドリア!べジータの恐るべき衝撃波」
第50話「燃える惑星からの脱出!!命がけのカメハメ波」
第51話「勇気百倍!界王の下に集結する戦士たち」
第52話「聞け悟空よ!フリーザには手を出すな」
第53話「ほとんど鳥肌!美戦士ザーボンの悪魔の変身」
第54話「希望の星を守れ!!クリリン驚異のパワーUP」

150 1990 西尾大介 日本 T0288

TV
DRAGON BALL Z　第10巻
（ドラゴンボールゼット）

第55話「死の淵からよみがえった奇跡の男・べジータ」
第56話「どでかい戦闘力砕け散るフリーザの陰謀」
第57話「元気が戻ったぞ!!100倍重力の中の悟空」
第58話「フリーザの秘密兵器!悪魔のギニュー特戦隊」
第59話「ブルマが危ない!!四星球はフリーザの手に」
第60話「激突だ!!不屈の闘志の界王拳とカメハメ波」

150 1990 西尾大介 日本 T0289

※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。 54/62



【DVD】たちつてと ※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
DRAGON BALL Z　第11巻
（ドラゴンボールゼット）

第61話「迫る超決戦!ギニュー特戦隊只今参上!!」
第62話「悟空が大接近!フリーザの包囲網をぶち破れ」
第63話「超魔術かトリックか!?Mr.グルドが怒ったぞ！」
第64話「猛攻リクーム!!悪くて強くてとんでもない奴」
第65話「死ぬな悟飯!悟空、ついに決戦場に到着だ」
第66話「ケタ外れの強さ!!伝説の超サイヤ人孫悟空」

150 1990 西尾大介 日本 T0290

TV
DRAGON BALL Z　第12巻
（ドラゴンボールゼット）

第67話「赤と青の光球!ジースとバータが悟空を襲う」
第68話「ついに直接対決!!ギニュー隊長のおでましだ」
第69話「凄まじい迫力!!見たか、悟空のフルパワー」
第70話「闘いの行方!?最長老に迫るフリーザの魔の手」
第71話「ビックリ!!悟空がギニューで　ギニューが悟空」
第72話「出でよ超神龍!!ボクの願いをかなえたまえ」

150 1990 西尾大介 日本 T0291

TV
DRAGON BALL Z　第13巻
（ドラゴンボールゼット）

第73話「奴はオラじゃネェ!悟飯びびるな父を撃て!!」
第74話「大誤算!!ギニューがカエルになっちゃった」
第75話「七ツの玉を揃えし者よ・・・　さあ合言葉を言え!」
第76話「神様も生き返った!超神龍でピッコロが復活」
第77話「最強戦士の誕生か!?ネイルとピッコロが合体」
第78話「悪夢の超変身!!戦闘力100万のフリーザ」

150
1990
～1991

西尾大介 日本 T0292

TV
DRAGON BALL Z　第14巻
（ドラゴンボールゼット）

第79話「ここまでか!?凶悪超絶パワーが悟飯を襲う」
第80話「一気に形勢逆転!!遅れてきた戦士・ピッコロ」
第81話「ピッコロの自信!フリーザを倒すのはオレだ」
第82話「出撃だ悟空!!激怒のフリーザが第2の変身」
第83話「恐怖しろ!!フリーザは3度の変身で勝負する」
第84話「デンデの死…　でてこい!とびきり全開パワー」

150 1991 西尾大介 日本 T0293

TV
DRAGON BALL Z　第15巻
（ドラゴンボールゼット）

第85話「待ちに待ったぜ、この瞬間!!!孫悟空が復活だ」
第86話「無念…!!誇り高きサイヤ人・べジータ死す」
第87話「超決戦の幕開けだ!!おめえだけはオラが倒す」
第88話「激突の2大超パワー!本気同士の肉弾戦!!!」
第89話「フリーザ恐怖の宣言!手を使わずお前を倒す」
第90話「ハッタリじゃねえぞ!!大胆素敵な奴・孫悟空」

150 1991 西尾大介 日本 T0294

TV
DRAGON BALL Z　第16巻
（ドラゴンボールゼット）

第91話「決着だ!!炎の化身　20倍界王拳のカメハメ波」
第92話「超特大の元気玉　これが最後の切り札だ!!」
第93話「チャンスを生かせ!!ピッコロ捨身の援護射撃」
第94話「元気玉の超破壊力!!生き残ったのは誰だ!?」
第95話「ついに変身!!伝説の超サイヤ人・孫悟空」
第96話「怒り爆発!!悟空よ、みんなの仇を討ってくれ」

150 1991 西尾大介 日本 T0295

※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。 55/62



【DVD】たちつてと ※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
DRAGON BALL Z　第17巻
（ドラゴンボールゼット）

第97話「ナメック星消滅か!?大地を貫く魔の閃光」
第98話「勝つのはオレだ…　生き残りをかけた最終攻撃」
第99話「神龍よ宇宙を走れ!!迫るナメック星消滅の時」
第100話「ボクは孫悟空の息子だ!!悟飯、再び決戦場へ」
第101話「オレはこの星に残る!!勝利への最後の願い」
第102話「とことんやろうぜ!!消えゆく星に残った二人」

150 1991 西尾大介 日本 T0296

TV
DRAGON BALL Z　第18巻
（ドラゴンボールゼット）

第103話「哀れフリーザ!震えだしたら止まらない!!」
第104話「悟空の勝利宣言だ!!フリーザが自滅する時…」
第105話「フリーザ敗れる!!すべての怒りをこめた一撃」
第106話「ナメック星大爆発!!宇宙に消えた悟空」
第107話「生きていた孫悟空　Z戦士が全員復活だ!!」
第108話「天界が大変だ!!ガーリックJｒ.が神になる!?」

150 1991 西尾大介 日本 T0297

TV
DRAGON BALL Z　第19巻
（ドラゴンボールゼット）

第109話「恐怖の黒い霧…!!みんな魔族になっちゃった」
第110話「天界が戦場だ!!ピッコロが魔族に逆戻り…」
第111話「ピッコロと直接対決!!天界に怒りの魔せん光」
第112話「みんなの心を取り戻せ!!神殿に眠る超神水」
第113話「朝まで待てない!!神様の覚悟をきめた決死行」
第114話「超過激に勝負だ!!掟やぶりの神様」

150 1991 西尾大介 日本 T0298

TV
DRAGON BALL Z　第20巻
（ドラゴンボールゼット）

第115話「効いたぜ超神水!!世界が悪夢からさめた」
第116話「悟飯に一瞬の勝機!!あの魔凶星を撃て…」
第117話「男だねェ…クリリン　101回目のプロポーズ」
第118話「あれが地球だよパパ…　フリーザ親子の逆襲」
第119話「フリーザはボクが倒す・・・　悟空を待つ謎の少
年」
第120話「フリーザを一刀両断!!もう一人の超サイヤ人」

150 1991 西尾大介 日本 T0299

TV
DRAGON BALL Z　第21巻
（ドラゴンボールゼット）

第121話「オッス!!ひさしぶり…帰ってきた孫悟空」
第122話「ボクの父はべジータです…謎の少年の告白」
第123話「悟空の新必殺技!?見てくれ、オラの瞬間移動」
第124話「こえてやる…悟空を!!戦闘民族サイヤ人の王」
第125話「免許皆伝?悟空の新たなる試練」
第126話「気配を持たぬ殺人鬼　どいつが人造人間だ!?」

150
1991
～1992

西尾大介 日本 T0300

TV
DRAGON BALL Z　第22巻
（ドラゴンボールゼット）

第127話「冷血20号の悪逆非道!!悟空、怒りの超変身」
第128話「悟空、ダブルショック!!病と敵のはさみ撃ち」
第129話「べジータ強し!!目覚める超サイヤ人の血」
第130話「20号の不適な笑い…ドクターゲロの秘密」
第131話「事実は未来より恐ろしい!?トランクスの疑惑」
第132話「追撃!!ドクターゲロ　謎の研究所を探し出せ」

150 1992 西尾大介 日本 T0301

※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。 56/62



【DVD】たちつてと ※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
DRAGON BALL Z　第23巻
（ドラゴンボールゼット）

第133話「そして恐怖が現実に…　目覚める17号と18号!!」
第134話「すべてが手遅れか!?悟空を殺す最終兵器」
第135話「かわいい顔で超パワー!?18号に死角なし」
第136話「誰にも奴らを止められない…Z戦士全滅か!?」
第137話「ピッコロの決意!!とっておきの最後の手段」

150 1992 西尾大介 日本 T0302

TV
DRAGON BALL Z　第24巻
（ドラゴンボールゼット）

第138話「歩く超破壊兵器!!人造人間が悟空に迫る」
第139話「不吉な予感!ブルマが知らせたミステリー」
第140話「邪悪の卵を発見!!恐怖するトランクス」
第141話「かつてない敵に向けて…超ナメック星人誕生!!」
第142話「カメハメ波!?悟空の気を持つモンスター」

150 1992 西尾大介 日本 T0303

TV
DRAGON BALL Z　第25巻
（ドラゴンボールゼット）

第143話「憎悪と破壊の生命体!!奴の名は人造人間セル」
第144話「ピッコロ痛恨の大失敗!セルが街に放たれた!」
第145話「セル誕生の秘密!研究所の地下に何がある!?」
第146話「悟空闘いへの目覚め!超サイヤ人を超えろ!!」
第147話「修行を急げサイヤ人　精神と時の部屋で…」

150 1992 西尾大介 日本 T0304

TV
DRAGON BALL Z　第26巻
（ドラゴンボールゼット）

第148話「天を裂く激烈光弾!!ピッコロVS人造人間17号」
第149話「この日を待っていた!!セル・完全体への序曲」
第150話「捨て身の反撃及ばず!ピッコロ燃え尽きる!!」
第151話「残された唯一の望み…　無言の戦士16号立つ!!」
第152話「17号を飲み込んだ…　変身セルは超グルメ」
第153話「明日はオメエを叩きのめす!!悟空の挑戦状」

150 1992 西尾大介 日本 T0305

TV
DRAGON BALL Z　第27巻
（ドラゴンボールゼット）

第154話「全てオレが片付ける!!新生べジータ親子出撃」
第155話「いきなり全開!!光り輝くベジータの超パワー」
第156話「セルよひざまずけ!オレは超ベジータだ!!」
第157話「危険なプライド!!完全体セルへの挑戦」
第158話「オレ悩んじゃう!!クリリンの18号破壊工作」
第159話「全宇宙に衝撃!!セル、完全体へ驚異の進化」

150 1992 西尾大介 日本 T0306

TV
DRAGON BALL Z　第28巻
（ドラゴンボールゼット）

第160話「戦闘力無限大!!セルという名の破壊神誕生」
第161話「超ベジータ危うし!!完全無欠の恐怖が迫る!!」
第162話「超サイヤ人の限界突破!!嵐を呼ぶトランクス」
第163話「父を救え!!天をも焦がすトランクスの怒り」
第164話「絶望の未来!!地獄を生き抜いた男トランクス」
第165話「超トランクスに弱点!!セル、衝撃の爆弾発言」

150 1992 西尾大介 日本 T0307

TV
DRAGON BALL Z　第29巻
（ドラゴンボールゼット）

第166話「悟空に迫る大決戦!!新天下一武道会の謎」
第167話「視聴率100%!!死を呼ぶセルゲーム独占生放送」
第168話「悟空と悟飯…ヒーロー親子究極レベルアップ」
第169話「悟空の余裕!?休んで待とうセルゲーム」
第170話「戦士の休息…少女と嘘と悟飯の決意」
第171話「秘められた力!!悟飯が赤ン坊だった頃」

150
1992
～1993

西尾大介 日本 T0308

※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。 57/62



【DVD】たちつてと ※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
DRAGON BALL Z　第30巻
（ドラゴンボールゼット）

第172話「神様を探し出せ!!悟空、大瞬間移動」
第173話「デンデの初仕事!!ドラゴンボール復活だ」
第174話「悟空に難問!?神龍球をとり戻せ」
第175話「セルに挑む者たち!!決戦の幕開け」
第176話「ちょっと待った!!サタン軍団大暴れ」
第177話「勝負だ悟空!!超緊迫セルゲーム」

150 1993 西尾大介 日本 T0309

TV
DRAGON BALL Z　第31巻
（ドラゴンボールゼット）

第178話「地球直撃!!セルの特大カメハメ波」
第179話「敗北か死か!?悟空、逆転の秘策」
第180話「死闘に決着!!悟空の降参宣言!?」
第181話「最強を継ぐ者…その名は悟飯」
第182話「怒れ悟飯 眠れる力を呼び起こせ」
第183話「ちっちゃな脅威!!セルジュニア来襲」

150 1993 西尾大介 日本 T0310

TV
DRAGON BALL Z　第32巻
（ドラゴンボールゼット）

第184話「16号無惨!!動き出す怒りの超悟飯」
第185話「吹荒れる真の力!!セルジュニア粉砕」
第186話「セルをKO!!たった2発の超鉄拳」
第187話「セルに異変!!崩された完全体」
第188話「バイバイみんな!!悟空最後の瞬間移動」
第189話「白昼の悪夢!!恐怖はより完璧に」

150 1993 西尾大介 日本 T0311

TV
DRAGON BALL Z　第33巻
（ドラゴンボールゼット）

第190話「悟空から悟飯へ…父の魂は伝わった」
第191話「戦いは終った…ありがとう孫悟空」
第192話「オラあの世で修業する!!笑顔の別れ」
第193話「新しい日々…父さん!ボクがんばる」
第194話「もう一つの結末!!未来はオレが守る」
第195話「大感激!!いたぞ!あの世のスゲエ奴」

150 1993 西尾大介 日本 T0312

TV
DRAGON BALL Z　第34巻
（ドラゴンボールゼット）

第196話「あの世一はオラだ!!歴代の勇者大集合」
第197話「大界王星熱狂!!まきおこせ悟空旋風」
第198話「炎の決勝!!悟空かパイクーハンか!?」
第199話「逃すな勝利!!決めろ超速かめはめ波」
第200話「あれから7年!今日から僕は高校生」
第201話「愛と正義のグレートサイヤマン参上」

150 1993 西尾大介 日本 T0313

TV
DRAGON BALL Z　第35巻
（ドラゴンボールゼット）

第202話「悟飯のハチャメチャ初デート!?」
第203話「悟飯、緊急出動！ビーデルを救え!!」
第204話「盗難事件発生!!犯人はサイヤマン!?」
第205話「悟空も復活!?天下一武道会出場だ!!」
第206話「悟飯もビックリ！悟天の爆発パワー」
第207話「あっ飛べた!!　ビーデルの舞空術入門」

150 1993 西尾大介 日本 T0681

※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。 58/62



【DVD】たちつてと ※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
DRAGON BALL Z　第36巻
（ドラゴンボールゼット）

第208話「おかえり悟空！Zチーム全員集合!!」
第209話「危うしサイヤマン！激写に御用心!?」
第210話「ハンパじゃないぜ!!チビトランクス」
第211話「ボクの出番だ！悟天、緊張の第一戦」
第212話「うれしさ百万倍！少年王者決定!!」
第213話「どうするサタン!?史上最大のピンチ」

150
1993
～1994

西尾大介 日本 T0682

TV
DRAGON BALL Z　第37巻
（ドラゴンボールゼット）

第214話「対戦相手決定!!早くやろうぜ一回戦」
第215話「どうしたピッコロ!!まさかの不戦敗」
第216話「不死身で不気味!?スポポビッチの謎」
第217話「ビーデル無惨!!出るか怒りの超悟飯」
第218話「バレちゃった!!サイヤマンは孫悟飯」
第219話「うごめく陰謀!!悟飯の力が奪われた」

150 1994 西尾大介 日本 T0683

TV
DRAGON BALL Z　第38巻
（ドラゴンボールゼット）

第220話「黒幕登場!!悪の魔導師バビディ」
第221話「待ち受けるワナ!!魔界からの挑戦状」
第222話「なめるな!!ベジータ怒りの初戦突破」
第223話「悟空パワー全開!!ブッ飛べヤコン」
第224話「大誤算!!サタンVS3人の超戦士!?」
第225話「強いぜチビッコ!!18号大苦戦!?」

150 1994 西尾大介 日本 T0684

TV
DRAGON BALL Z　第39巻
（ドラゴンボールゼット）

第226話「たちはだかる魔王！出番だ悟飯!!」
第227話「見つけられた邪心!!ダーブラの名案」
第228話「破壊王子ベジータ復活!!武闘会乱入」
第229話「宿命の超対決!!激突 悟空VSベジータ」
第230話「待ってろ バビディ!!野望は許さない」
第231話「解けた封印！出るぞ凶悪魔人ブウ!!」

150 1994 西尾大介 日本 T0685

TV
DRAGON BALL Z　第40巻
（ドラゴンボールゼット）

第232話「復活させない!!抵抗のかめはめ波」
第233話「絶望へ一直線!?嘆きの界王神」
第234話「魔人恐るべし!!悟飯に迫る死の恐怖」
第235話「食べちゃうぞ!!腹ペコ魔人の超能力」
第236話「戦士の決意!!魔人はオレが始末する」
第237話「愛する者のために…ベジータ散る!!」

150 1994 西尾大介 日本 T0686

TV
DRAGON BALL Z　第41巻
（ドラゴンボールゼット）

第238話「悪夢ふたたび!!生きていた魔人ブウ」
第239話「ビーデルたちの奮闘！探せ神龍球」
第240話「でっかい希望!!チビたちの新必殺技」
第241話「悟天 トランクス 全世界に指名手配」
第242話「悟飯復活 界王神の秘密兵器!?」
第243話「抜けたァ～!!伝説のゼットソード」

150 1994 西尾大介 日本 T0687

※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。 59/62



【DVD】たちつてと ※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
DRAGON BALL Z　第42巻
（ドラゴンボールゼット）

第244話「狙われた西の都！止まれ魔人ブウ!!」
第245話「アッと驚く大変身!!超サイヤ人３」
第246話「バイバイ･バビディ!!魔人ブウ反逆」
第247話「メチャカッコ悪い!?特訓変身ポーズ」
第248話「じゃあな みんな!!悟空あの世に帰る」
第249話「悟飯はどこだ!?界王神界の猛特訓」

150 1994 西尾大介 日本 T0688

TV
DRAGON BALL Z　第43巻
（ドラゴンボールゼット）

第250話「ウソだろ!?ゼットソードが折れちゃった」
第251話「合体超人誕生!!その名はゴテンクス」
第252話「最終兵器始動!?サタンは地球を救う」
第253話「殺すのやめた!!魔人ブウよい子宣言」
第254話「逃げろサタン!!怒りの魔人ブウ出現」
第255話「どっちが勝つの!?善悪ブウブウ対決」

150
1994
～1995

西尾大介 日本 T0689

TV
DRAGON BALL Z　第44巻
（ドラゴンボールゼット）

第256話「待ったなしの破局!!地球人類絶滅」
第257話「特訓成功!!これで終わりだ魔人ブウ」
第258話「本気で行くぜ!!超ゴテンクス全開」
第259話「やったぜ!!オバケで成功ブウ退治!?」
第260話「異次元からの脱出!!超ゴテンクス３」
第261話「ノリすぎ!?ブウブウ バレーボール」

150 1995 西尾大介 日本 T0690

TV
DRAGON BALL Z　第45巻
（ドラゴンボールゼット）

第262話「まさにグレート!!新生悟飯地球へ」
第263話「ブウを圧倒!!悟飯のミラクルパワー」
第264話「やったか!?魔人ブウ大爆発」
第265話「ブウ最悪の反則!!ゴテンクス吸収!?」
第266話「全宇宙のために…よみがえれ孫悟空」
第267話「奇跡は一度…なるか悟飯との超合体」

150 1995 西尾大介 日本 T0691

TV
DRAGON BALL Z　第46巻
（ドラゴンボールゼット）

第268話「合体!!ベジータの誇りと悟空の怒り」
第269話「壮絶パワー!!究極を超えるベジット」
第270話「次元に亀裂!!ブウがキレちゃった!?」
第271話「ブウの奥の手!!アメ玉になっちゃえ」
第272話「ヒーロー喪失!?吸収されたベジット」
第273話「魔の迷宮!!ブウの腹に何がある!?」

150 1995 西尾大介 日本 T0692

TV
DRAGON BALL Z　第47巻
（ドラゴンボールゼット）

第274話「悪夢か幻か!?悟空と悟飯の親子対決」
第275話「魔人の秘密!!ブウの中に2人のブウ」
第276話「出口はどこだ!?崩れるブウから脱出」
第277話「地球消滅!!ブウ邪悪への逆変身」
第278話「ブウ来襲!!界王神界で決着だ」
第279話「未来をつかめ!!宇宙をかけた大決戦」

150 1995 西尾大介 日本 T0693

※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。 60/62



【DVD】たちつてと ※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
DRAGON BALL Z　第48巻
（ドラゴンボールゼット）

第280話「ベジータ脱帽!!悟空お前がNo.1だ」
第281話「耐え抜けベジータ!!命がけの1分間」
第282話「サタンをいじめるな!!元祖ブウ復活」
第283話「ベジータの秘策!!神龍と2つの願い」
第284話「最後の希望!!作るぜでっかい元気玉」
第285話「超感激!!できたぜみんなの元気玉」

150 1995 西尾大介 日本 T0694

TV
DRAGON BALL Z　第49巻
（ドラゴンボールゼット）

第286話「やっぱり最強孫悟空!!魔人ブウ消滅」
第287話「戻った平和!!正義の味方魔人ブウ!?」
第288話「遅いぜ悟空！みんなでパーティ!!」
第289話「悟空おじいちゃん！私がパンよ!!」
第290話「オイラはウーブ！今10歳で元魔人!?」
第291話「もっと強く!!悟空の夢は超でっけえ」

150
1995
～1996

西尾大介 日本 T0695

映画 ドラゴンボールＺ　神と神
本編
特典：予告集、設定資料集

85 2013 細田雅弘 日本 M270

映画 ドラミ&ドラえもんズ ロボット学校七不思議！？ 本編 125
1996、
1981

米谷良知、
芝山努

日本 M169

映画 ドラミちゃん　アララ少年山賊団！ 本編 83
1991、
1999

原恵一、
米谷良知、
渡辺歩

日本 M041

映画 ドラミちゃん　ハロー恐竜キッズ！！
注：「チンプイ エリさま活動大写真」の項目をご覧くだ
さい

日本 M168

TV ドルアーガの塔 ～the Aegis of URUK～　第1巻
第1話「ドルアーガの巨塔」
第2話「塔内都市メスキア」

61 2008 千明孝一 日本 T0827 01

TV ドルアーガの塔 ～the Aegis of URUK～　第2巻
第3話「旅立ちの前に」
第4話「バンド・オブ・ハンド」

64 2008 千明孝一 日本 T0828

TV ドルアーガの塔 ～the Aegis of URUK～　第3巻
第5話「ジウスドラの罠」
第6話「雷光の架け橋」

69 2008 千明孝一 日本 T0829

TV ドルアーガの塔 ～the Aegis of URUK～　第4巻
第7話「片羽と踊れ」
第8話「伝説の塔」

64 2008 千明孝一 日本 T0830

TV ドルアーガの塔 ～the Aegis of URUK～　第5巻
第9話「イレブンナイン」
第10話「夏の終わりに」

64 2008 千明孝一 日本 T0831

TV ドルアーガの塔 ～the Aegis of URUK～　第6巻
第11話「ただ一枚の盾として」
第12話「YOU ZAPPED TO…」

69 2008 千明孝一 日本 T0832

TV ドルアーガの塔 ～the Sword of URUK～　第1巻
第1話「ギルガメスの塔」
第2話「王都メスキア」

51 2009 千明孝一 日本 T0833

TV ドルアーガの塔 ～the Sword of URUK～　第2巻
第3話「夢の国メルトランド」
第4話「幻影の中へ」

51 2009 千明孝一 日本 T0834

TV ドルアーガの塔 ～the Sword of URUK～　第3巻
第5話「影の国」
第6話「四つの刺客」

52 2009 千明孝一 日本 T0835

※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。 61/62



【DVD】たちつてと ※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 ドルアーガの塔 ～the Sword of URUK～　第4巻
第7話「常春の館」
第8話「二人はかつて」

52 2009 千明孝一 日本 T0836

TV ドルアーガの塔 ～the Sword of URUK～　第5巻
第9話「夢の終わりに」
第10話「ラストリゾート」

52 2009 千明孝一 日本 T0837

TV ドルアーガの塔 ～the Sword of URUK～　第6巻
第11話「神をうつもの」
第12話「つないだ手は…」

55 2009 千明孝一 日本 T0838

TV どろろ　第1巻

第1話「百鬼丸の巻　その一」
第2話「百鬼丸の巻　その二」
第3話「万代の巻　その一」
第4話「万代の巻　その二」
第5話「無残帖の巻　その一」
第6話「無残帖の巻　その二」

162 1969 杉井ギサブロー 日本 BT088 01

TV どろろ　第2巻

第7話「妖刀似蛭の巻　その一」
第8話「妖刀似蛭の巻　その二」
第9話「ばんもんの巻　その一」
第10話「ばんもんの巻　その二」
第11話「ばんもんの巻　その三」

136 1969 杉井ギサブロー 日本 BT088 02

TV どろろ　第3巻

第12話「白面不動の巻　その一」
第13話「白面不動の巻　その二」
第14話「妖怪かじりんこん」
第15話「いないいない村」
第16話「妖馬みどろ」

135 1969 杉井ギサブロー 日本 BT088 03

TV どろろ　第4巻

第17話「妖怪どんぶりばら」
第18話「海獣ビラビラ」
第19話「雷火犬」
第20話「おんぶら鬼」
第21話「まいまいおんば」

134 1969 杉井ギサブロー 日本 BT088 04

TV どろろ　第5巻

第22話「妖怪もんもん」
第23話「人食い大木」
第24話「四化入道」
第25話「妖怪土坊主」
第26話「最後の妖怪」
特典：パイロットフィルム(カラー)

156 1969 杉井ギサブロー 日本 BT088 05

OVA トワイライトＱ
第1話「時の結び目」
第2話「迷宮物件」
映像特典：樋上晴彦フォトギャラリー

59 1987
望月智充、
押井守

日本 O045 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。 62/62


