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合気道
AIKIDO

神技

塩田剛三

SPD-8001●51分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） パートカラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125680011■ISBN4-87389-516-2 C3875 Y5600E
実戦合気道の総本山合気道養神館を設立し、神技と呼ばれた素晴らしい演武によって達人の名を欲しいままにした塩田剛三
の1962 年から1990 年の最後の演武まで、映像として遺された演武のほとんど全てを収録。大ヒット作となったビデオをDVD
化。
特典映像として師植芝盛平や合気道の極意について語った講演の模様を収録。

サンプルムービー

塩田剛三

サイトの詳細ページへ

神技伝授

SPD-8002●56分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125680028■ISBN4-87389-624-X C2875 Y5600E
故塩田剛三の遺された数少ない演武の中から、これまで未公開だった演武を厳選。そして研修会、黒帯会において、合気道の極
意を高弟たちに伝授した指導風景など、生前の貴重な映像を多数収録。さらに発掘された古フィルムの完全ビデオ化。すべて
の映像が初公開であり、達人の技を後世に伝える資料的価値も極めて高い。
AppleScript

サンプルムービー
塩田剛三の高弟たち

合気道達人列伝

サイトの詳細ページへ

安藤毎夫

SPD-8003●91分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125680035■ISBN4-87389-646-0 C2875 Y5600E
合気道の達人、故塩田剛三の神技を受け継ぐ高弟たちを紹介するシリーズ第4 弾。内弟子としての長年に渡る修行の末極意に
開眼。独立を果たし、養神館合気道龍を主宰する安藤毎夫を、演武、インタビュー、指導風景などあらゆる側面から捉えた。今な
お研鑽の日々を続ける達人のすべて。

サイトの詳細ページへ

合気道

SPD-8004●27分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） モノクロ／モノラル／/ALL／片面1層
Jan.4941125680042■ISBN4-87389-675-4 C2875 Y3800E
1962年
（昭和37年）
に制作された映画「合気道」をDVD化。養神館合気道を広く世間に普及させることと、この日本古来の武道
を後世に伝えるために制作されたものであり、当時、時代劇の監督として著名な石山稔氏を迎え、佐志田由郎氏の企画、製作に
より作られた貴重なフィルムである。

サイトの詳細ページへ

合気道養神館［演武篇］

SPD-8005●32分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税）
カラー／STEREO／日本語音声・英語音声・仏語音声／ALL／片面1層
Jan.4941125680059■ISBN4-87389-696-7 C2875 Y4800E
故塩田剛三をはじめ、合気道養神館の精鋭が見せた驚異の技の数々。演武とは、技のみを行うのではなく、いかにすべての動作
に気力が伴っているかを表すものであり、従って演武は、真剣勝負と同じ意味を持つ。基本動作連続（剣・徒手）/ 基本動作と
関連技/ 中級技/ 緩急技/ 短刀操方/ 護身技/ 自由技を収録。

サイトの詳細ページへ

合気道入門

SPD-8006●96分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125680066■ISBN4-87389-721-1 C2875 Y5600E
井上強一合気道養神館館長が語る、合気道とは何か？その理合いと体捌きの基本について、演武を交えながら丁寧に説明す
る。そして千田務道場長による、合気道の極意を体現した美しき基本技演武の数々。合気道を修得しようとする者にとって必
携のバイブル。合気道とは/ 合気道の理合/ 体さばきの基本/ 基本技15 本。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

3

養神館合気道龍

安藤毎夫

合気道の証

SPD-8007●80分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／ ALL/片面1層
Jan.4941125680073■ ISBN4-87389-762-9 C2875 Y5600E
合気道の達人として数々の逸話を残した故塩田剛三。安藤毎夫は、その直弟子として長年修行を重ね、現在は自らの道場・養
神館合気道龍を主宰し、千葉県を中心に合気道王国を築いている。名人になるという亡き師との約束を果たすべく、更なる研
鑽の道を歩んでいる安藤が、合気道の深奥なる技法の数々を紹介する。

サイトの詳細ページへ

合気道養神館

SPD-8008●54分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／日本語音声・英語音声・仏語音声／ ALL/片面1層
Jan.4941125680080■ ISBN4-87389-767-X C2875 Y5600E
達人塩田剛三によって設立された合気道養神館は、警視庁機動隊や婦人警官の必修科目として採用され、高い実戦性を誇っ
ている。実戦合気道の総本山と言われる養神館の技を、基礎から秘技まで克明に追う。基本姿勢、基本動作、四方投げ、一ヶ条、
二ヶ条、三ヶ条、四ヶ条、入身投げ、小手返し、天地投げ、肘締め、肘当て呼吸投げ、自由技。

サンプルムービー
塩田剛三の高弟たち

合気道達人列伝

サイトの詳細ページへ

井上強一

SPD-8009●90分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／ ALL／片面1層
Jan.4941125680097■ ISBN4-87389-785-8 C2875 Y5600E
昭和が生んだ偉人・塩田剛三が遺した合気道の技と精神。そして、実戦合気道の総本山合気道養神館の第2 代館長として、
塩田
剛三の大いなる遺産を受け継ぐ平成の達人井上強一。その素晴らしき技の数々を公開! 自然の理法に逆らわず、天地自然と一
体となって行う和の武道、日本文化の精緻と言われる合気道。その神秘の技に迫る!

サイトの詳細ページへ
塩田剛三の高弟たち

合気道達人列伝

千田 務

SPD-8011●75分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／ ALL／片面1層
Jan.4941125680110■ ISBN4-87389-787-4 C2875 Y5600E
塩田剛三が作り上げた合気道養神館は、実戦合気道の総本山として数多くの人材を世に送り出し続けている。主席師範とし
てその重責を担う千田務は、晩年の塩田館長と最も長い時間を共にした高弟であり、神技と呼ばれた技の解明と普及に努め
てきた。これは、達人千田務が合気道上達の糸口となる極意を明かした作品である。

サイトの詳細ページへ

塩田泰久

養神館合気道

極意

SPD-8012●90分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／英語字幕／ ALL/片面1層
Jan.4941125680127■ ISBN4-87389-788-2 C2875 Y5600E
一切の我を捨て、素直に相手に対する天地自然の理と一体になった和合の技。それが塩田剛三が遺した合気道である。養神館
合気道の「極意」へ通ずる道を、塩田剛三の実子であり合気道養神館師範である塩田泰久が一つ一つ解りやすく実演、解説。塩
田剛三の神技をともに受け継いでいくための最強ツールがここに出来上がった。

サイトの詳細ページへ

第1回養神館合気道世界大会 1990年6月23日カナダ・オンタリオ州トロント

SPD-8013●90分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／日本語／ALL/片面1層
Jan.4941125680134■ISBN9784-86308-020-1 C3875 Y5600E
1990年6月。合気道養神館にとって初めての世界大会が開催された。今は亡き達人・塩田剛三館長をはじめ、カナダ、
アメリカ、
イギリス、フランス、ドイツ、イスラエル、ニュージーランド、そして日本で活躍する世界各国の代表的合気道家が顔を揃え、
演
武を行った。世界的な普及と発展を遂げた養神館合気道の、記念碑的大会。

サイトの詳細ページへ

塩田剛三

合気の伝承

SPD-8014●84分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO/日本語音声・英語音声／ALL／片面1層
Jan.4941125680141■ISBN978-4-86308-778-1 C2875 Y5000E
塩田剛三館長が世界中の弟子たちを指導した伝説の大会、カナダで5日間にわたり開催されたセミナーを完全収録。
※この商
品は、
1990年6月に塩田剛三館長がカナダ・オンタリオ州のトロントとウィンザーで行った海外セミナーの模様を収録した
VHS2作品を収録したものです。塩田剛三館長の実演解説などは日本語のままですが、
ナレーションは英語で、日本語字幕が付
いています。
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サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

養神館合気道技術全集BOX

SPD-8100●3枚組476分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／ STEREO／日本語音声・英語音声／ ALL/片面2層
Jan.4941125681001■ ISBN4-87389-549-9 C2875 Y15000E
伝説的達人の神技と、その技術を徹底的に解明する。故塩田剛三館長が作り上げた合気道養神館は、実戦合気道の総本山と呼
ばれ、警察や自衛隊の必修科目として指導されているその技は、従来のイメージを覆す実戦的なものである。その基本となる
技法の完全習得を目的として作られたビデオ全集を、全三巻のDVD として発売。

サイトの詳細ページへ

養神館合気道技術全集 vol.1

基本動作、四方投げ、一ヶ条

SPD-8101●120分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／日本語音声・英語音声／ ALL／片面1層
Jan.4941125681018■ ISBN4-87389-546-4 C2875 Y5600E
伝説的達人の神技と、その技術を徹底的に解明する。故塩田剛三館長が作り上げた合気道養神館は、実戦合気道の総本山と呼
ばれ、警察や自衛隊の必修科目として指導されているその技は、従来のイメージを覆す実戦的なものである。その基本となる
技法の完全習得を目的として作られた全三巻全集の第一巻。

サイトの詳細ページへ

養神館合気道技術全集 vol.2

二ヶ条、三ヶ条、四ヶ条

SPD-8102●153分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／日本語音声・英語音声／ ALL/片面2層
Jan.4941125681025■ ISBN4-87389-547-2 C2875 Y5600E
伝説的達人の神技と、その技術を徹底的に解明する。故塩田剛三館長が作り上げた合気道養神館は、実戦合気道の総本山と呼
ばれ、警察や自衛隊の必修科目として指導されているその技は、従来のイメージを覆す実戦的なものである。その基本となる
技法の完全習得を目的として作られた全三巻全集の第二巻。

サイトの詳細ページへ

養神館合気道技術全集 vol.3

入り身投げ、肘締め・肘当て呼吸投げ、小手返し、天地投げ・呼吸法・自由技

SPD-8103●203分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／日本語音声・英語音声／ ALL／片面2層
Jan.4941125681032■ ISBN4-87389-548-0 C2875 Y5600E
伝説的達人の神技と、その技術を徹底的に解明する。故塩田剛三館長が作り上げた合気道養神館は、実戦合気道の総本山と呼
ばれ、警察や自衛隊の必修科目として指導されているその技は、従来のイメージを覆す実戦的なものである。その基本となる
技法の完全習得を目的として作られた全三巻全集の第三巻。

サイトの詳細ページへ

塩田剛三

直伝

SPD-8201●3枚組328分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／ STEREO／ ALL／片面2層
Jan.4941125682015■ ISBN4-87389-641-X C2875 Y15000E
故・塩田剛三が、内弟子や限られた高弟たちにその極意を伝授した研修会の模様を収録。神技と呼ばれた技の解明に努めたビ
デオシリーズ「塩田剛三スペシャル」全10 巻をDVD 化。合気道の精緻な技の根本となる原理を、塩田館長自らが演武、解説す
る貴重な映像である。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

塩田剛三大全 合気道の天地

SPD-8202●3枚組250分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／ STEREO／ ALL／片面2層
Jan.4941125682022■ ISBN4-87389-779-3 C2875 Y15000E
合気道の根本である中心力、その中心力の極限である集中力、さらに武道のエッセンスであり最高の状態である呼吸力につ
いて、達人塩田剛三が全身全霊で伝授する。ここに収録された映像は、塩田剛三の技と心を後世の人々に伝える大いなるメッ
セージである。
DISC.1 塩田剛三演武編、
DISC.2 塩田剛三直伝編、
DISC.3 塩田剛三特別講議編。

サイトの詳細ページへ
塩田剛三直伝 合気道養神館研修会vol.1

呼吸力の神髄

SPD-8211●71分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125682114■ISBN4-87389-858-7 C2875 Y5600E
合気道養神館の研修会とは、達人塩田剛三が合気道の精髄を伝えた特別稽古である。その当時の研修会の模様、貴重な映像記
録をそのまま収録。さらに塩田剛三先生が研修会で教えている理合と呼吸力について、井上強一館長がわかりやすく丁寧に実
演、
解説したものを特別収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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塩田剛三直伝 合気道養神館研修会vol.2

呼吸力の神髄

SPD-8212●67分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125682121■ISBN4-87389-864-1 C2875 Y5600E
選ばれた直弟子、専修生のみを対象とし、本当に効果のある技を身に付けることを目的に行われた研修会の模様をそのまま収
録した貴重な映像記録。vol.1に続いて、手首と肘の作用を、故・塩田剛三館長が指導する。さらに、井上強一館長による実演解
説を特別収録。

サンプルムービー
塩田剛三直伝 合気道養神館研修会vol.3

サイトの詳細ページへ

呼吸力の神髄

SPD-8213●85分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125682138■ISBN4-87389-907-9 C2875 Y5600E
vol.3では、肘を持たれた場合の作用を、故・塩田剛三館長が様々なシチュエーションごとに細かく指導する。さらに、
塩田剛三
先生が研修会で教えている理合と呼吸力について、井上強一館長がわかりやすく丁寧に実演、解説。神秘の技と言われる合気
道の秘密が、ついに解明される。

サンプルムービー
塩田剛三直伝 合気道養神館研修会vol.4

サイトの詳細ページへ

呼吸力の神髄

SPD-8214●86分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ALL／片面1層
Jan.4941125682145■ISBN4-87389-947-8 C2875 Y5600E
故・塩田剛三館長による研修会の模様を捉えた秘蔵映像より、手首の操作:二ヶ条(一)/上から持たれた場合(一)/手首の動き/手
刀/二ヶ条(二)/横から持たれた場合/両手で持たれた場合/上から持たれた場合(二)を収録。さらに井上強一館長による、
片手を
持たれた時の呼吸力の使い方:力の作用/二ヶ条を特別収録。

サイトの詳細ページへ

小山田崇之

合気道の身体

その神秘

SPD-8071●123分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125680714■ISBN978-4-86308-603-6 C2875 Y5300E
達人塩田剛三の下で合気道を学び、養神館本部道場にて20数年にわたり指導を行ってきた小山田崇之が、自ら会得した合気
道を教える。塩田剛三先生曰く、極意は初めにあり！審査科目「少年部10級～初段基本技 一般部10級～4級」を収録。
テキス
トとしても視聴可能な画期的DVD。

サイトの詳細ページへ

塩田泰久

合気道超入門

SPD-8072●116分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125680721■ISBN978-4-86308-651-7 C2875 Y5300E
不世出の達人・塩田剛三を父に生まれ、13歳より合気道を開始、以後合気道と共に歩んできた塩田泰久。これは、塩田泰久が教
える、
合気道の理合を元にした自己鍛練と、基本姿勢、基本動作、基本技法を確実かつ効率よく身に付けられる画期的方法論
である。

サイトの詳細ページへ
合気道親和館

井上強一

真・合気道入門

SPD-8081●115分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125680813■ISBN978-4-86308-411-7 C2875 Y5600E
井上強一の考える合気道とは何か？本質である武道としての姿、合気道を貫く和の精神、基本の重要性と正しい方法。
長年に
渡る合気道一筋の修行によって身に付けた至高の技と、そのメカニズムを解き明かした丁寧な解説。あらゆる合気道修行者に
贈るDVD作品。

サンプルムービー

井上強一

合気道技法大全

サイトの詳細ページへ

その1

SPD-8082●82分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125680820■ISBN978-4-86308-639-5 C2875 Y5300E
合気道養神館基本技法の制定に関わった井上強一が、合気道の動きや技法の理合を丁寧に説明し、基本技法全体が把握出来る
よう構成。合気道の真髄を後世に伝えるための技法大全。全3巻。
［収録内容］基本姿勢／基本動作／基本技法：四方投げ／一ヵ
条抑え
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サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

井上強一

合気道技法大全

その2

SPD-8083●80分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125680820■ISBN978-4-86308-639-5 C2875 Y5300E
合気道養神館基本技法の制定に関わった井上強一が、合気道の動きや技法の理合を丁寧に説明し、基本技法全体が把握出来る
よう構成。合気道の真髄を後世に伝えるための技法大全。全3巻。
［収録内容］基本姿勢／基本動作／基本技法：四方投げ／一ヵ
条抑え

サイトの詳細ページへ

井上強一

合気道技法大全

その3

SPD-8084●85分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125680844■ISBN978-4-86308-649-4 C2875 Y5300E
合気道養神館基本技法の制定に関わった井上強一が、合気道の動きや技法の理合を丁寧に説明し、基本技法全体が把握出来る
よう構成。合気道の真髄を後世に伝えるための技法大全。全3巻。
［収録内容］入身投げ／肘締め／肘当て呼吸投げ／小手返し／
天地投げ／呼吸法／呼吸投げ

サイトの詳細ページへ

井上強一

合気道技法大全

DVD-BOX

SPD-8085●3枚組253分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125680851■ISBN978-4-86308-780-4 C2875 Y15000E
達人•塩田剛三の下で合気道を学び、合気道養神館警視庁師範として機動職員、警察官、婦人警官等を長年指導、
実戦合気道を
体現する合気道家であった井上強一。これは、2017年末に惜しまれつつ逝去した井上強一が自ら制定した合気道基本技のす
べてを実演、解説したものである。完全版DVD-BOX。

サンプルムービー

千田務

合気道錬身会

サイトの詳細ページへ

基礎篇

SPD-8091●110分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125680912■ISBN978-4-86308-266-3 C2875 Y5600E
達人・故塩田剛三の下で、内弟子として最も長い時間を過ごし、実戦合気道の総本山と呼ばれた合気道養神館の本部主席師範、
本部道場長として長年活躍して来た千田務。本部道場だけではなく、警視庁師範として警察官をも指導。その技の確かさと指
導力には定評が有る。有効な武術としての合気道を紹介。

サイトの詳細ページへ

千田務

合気道錬身会

中級篇

SPD-8092●97分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125680929■ISBN978-4-86308-340-0 C2875 Y5600E
合気道の達人・故塩田剛三の下で、内弟子として最も長い時間を過ごし、実戦合気道の技を今に受け継ぐ千田務。
その技の確か
さと定評ある指導力で合気道錬身会を率いる千田務が、有効な武術としての合気道を紹介する第2弾。

サイトの詳細ページへ

千田務

合気道錬身会

応用篇

SPD-8093●80分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125680936■ISBN978-4-86308-681-4 C2875 Y5300E
基本技の動きの原理を丁寧に実演解説。他の技への導入の仕方まで、合気道の様々な技を自由自在に行うことができるように
なるためのDVD第3弾応用篇。
［収録項目］正面打ち四方投げ／肩持ち一ヶ条抑え／後技襟持ち一ヶ条抑え／座り技片手綾持ち二ヶ条抑え／両手持ち三ヶ条
抑え／後技両肩持ち三ヶ条抑え 他

サイトの詳細ページへ

養神館合気道技術教則

基本技法初級篇（一）

SPD-8104●122分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125681049■ISBN978-4-86308-679-1 C2875 Y5300E
これはただ養神館合気道の基本技を紹介するものではない。技の形だけではなく技の質を高める法を教える画期的作品。
初
心者と中・上級者それぞれに向けた注意点を丁寧に解説。
［収録内容］構え／正座法／膝行法／受け身／体の変更（一）
（二）／臂力の養成（一）
（二） 他

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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養神館合気道技術教則

基本技法初級篇（ニ）

SPD-8105●89分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125681056■ISBN978-4-86308-684-5 C2875 Y5300E
これはただ養神館合気道の基本技を紹介するものではない。技の形だけではなく技の質を高める法を教える画期的作品。
初心
者と中・上級者それぞれに向けた注意点を丁寧に解説。
［収録内容］片手持ち二ヶ条抑え（一）／片手持ち二ヶ条抑え（二）／正面打ち三ヶ条抑え（一） 他

サンプルムービー

塩田剛三

最後の指導 vol.1

サイトの詳細ページへ

黒帯研修会の記録

SPD-8221●80分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125682213■ISBN978-4-86308-811-5 C2875 Y5000E

塩田剛三先生が遺された最後の映像。数年間にわたり収録した黒帯会の映像の中から、生前最後半年間の映像のみで新たに
構成。
合気道の根本となる原理を身につけるための示唆に富んだ、極めて有用な貴重映像。
［収録内容］合気道養神館本部道場黒帯研修会／1990年7月28日・1990年8月23日

サンプルムービー

塩田剛三

最後の指導 vol.2

サイトの詳細ページへ

黒帯研修会の記録

SPD-8222●92分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125682220■ISBN978-4-86308-812-2 C2875 Y5000E

塩田剛三先生が遺された最後の映像。数年間にわたり収録した黒帯会の映像の中から、生前最後半年間の映像のみで新たに
構成。
合気道の根本となる原理を身につけるための示唆に富んだ、極めて有用な貴重映像。
［収録内容］合気道養神館本部道場黒帯研修会／1990年8月25日・1990年8月30日・1990年9月20日

サイトの詳細ページへ

塩田剛三

最後の指導 vol.3

黒帯研修会の記録

SPD-8223●72分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125682237■ISBN978-4-86308-827-6 C2875 Y5000E

塩田剛三先生が遺された最後の映像。数年間にわたり収録した黒帯会の映像の中から、生前最後半年間の映像のみで新たに
構成。
合気道の根本となる原理を身につけるための示唆に富んだ、極めて有用な貴重映像。
［収録内容］本部道場黒帯研修会／1990年10月11日・1990年10月27日

サイトの詳細ページへ

塩田剛三

最後の指導 vol.4

黒帯研修会の記録

SPD-8224●69分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125682244■ISBN978-4-86308-837-5 C2875 Y5000E

塩田剛三先生が遺された最後の映像。数年間にわたり収録した黒帯会の映像の中から、生前最後半年間の映像のみで新たに
構成。
合気道の根本となる原理を身につけるための示唆に富んだ、極めて有用な貴重映像。
［収録内容］本部道場黒帯研修会／1990年11月15日・1990年12月13日

サイトの詳細ページへ

合気道の真理
有川定輝顕彰シリーズ1 植芝盛平
SPD-8301●48分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125683012■ISBN978-4-86308-343-1 C2875 Y5600E
合気道開祖植芝盛平の直弟子として厳しい修行に励み、後には重鎮として合気会を陰で支えた合気道の達人有川定輝。
実力
者としてだけではなく、数多くの資料を蒐集した研究家としても名高く、私財を投入して師の映像を多数収録したことでも
知られる。遺された肉声、写真、フィルムをもとに、植芝盛平の武道を解明する。

サイトの詳細ページへ
有川定輝顕彰シリーズ2

有川定輝

合気道の真髄

SPD-8302●126分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125683029■ISBN978-4-86308-344-8 C2875 Y5600E
植芝盛平より合氣道の真髄を受け継ぎ、進化させた有川定輝。遺された数々の資料、貴重映像により、達人の姿が蘇る。
そして
有川定輝よりすべてを託された豊崎円空就保が、合氣道の源を求め続けた師について共鳴案内する。
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サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

有川定輝顕彰シリーズ3

植芝盛平

合気道の奥義

SPD-8303●62分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125683036■ISBN978-4-86308-434-6 C2875 Y5600E
日本武術の珠玉、合気道の奥義とは何か。有川定輝が収集し遺した膨大な資料の中から厳選した合気道の開祖、植芝盛平の肉
声、
写真、フィルムを通して明らかにする。植芝盛平稽古指導（フィルム/24min.）植芝盛平肉声「勲四等旭日小綬賞
（昭和39年11
月3日）記念講演」
（音声テープ/13min.）有川定輝肉声（音声テープ/3min.）
「翁先生の門人として」
等を収録。

サンプルムービー
有川定輝顕彰シリーズ4

豊崎円空就保

サイトの詳細ページへ

合気道の和合

SPD-8304●115分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125683043■ISBN978-4-86308-839-9 C2875 Y5000E
合気道の名人・有川定輝翁より学んだ武術の奥義。その原理を豊崎円空就保は「天地人陰陽霊気の和合」と名付けた。
合気とは和
合であり、すべての動作は和合無くして合気たり得ない。その秘密を有川定輝翁のすべてを受け継いだ豊崎円空就保が紐解く。

サイトの詳細ページへ

合気道

起源と伝授

SPD-8401●66分●税込¥4,715（本体価格¥4,286+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125684019■ISBN978-4-86308-510-7 C2875 Y4286E
合気道家でありフィルム制作者であるアラン・ゲリエ渾身のドキュメンタリー。開祖、植芝盛平の足跡を克明にたどり、
収集し
た多くの資料、フィルムや写真を縦横に使い、合気道の起源と伝授に迫る。出生の地田辺、修錬面での白滝と遠軽、
精神面での
綾部、
完成期の岩間…合気道とは何か、合気道の起源を克明に追う。

サンプルムービー

合気道

サイトの詳細ページへ

基本技法の真髄

SPD-8402●44分●税込¥4,715（本体価格¥4,286+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125684026■ISBN978-4-86308-511-4 C2875 Y4286E
アラン・ゲリエのドキュメンタリー第2弾。貴重映像を通して合気道とは何か、合気道の原点とは何か、が明らかになる。
植芝盛
平が披露した基本技法を、道主・植芝吉祥丸、藤平光一、大沢喜三郎、五月女貢、引土道雄、山口清吾…が行う画期的な内容。
歴史
的演武の記録も公開。すべての合気道家必見の映像がここに。

サイトの詳細ページへ

合気道

動作の原理

SPD-8403●54分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125684033■ISBN978-4-86308-579-4 C2875 Y5000E
合気道の本質は動きにあるのではなく目につかない内部に存在する。開祖・植芝盛平に始まり、植芝吉祥丸道主、
藤平光一、
引
土道雄、山口清吾ら、高名な師範たちによる演武をもとに、合気道家であり映像制作者であるアラン・ゲリエが合気道特有の呼
吸力と気に注目し、その原理を論理的に解説した作品。

サイトの詳細ページへ

大東流と合気道

SPD-8404●54分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125684040■ISBN978-4-86308-791-0 C2875 Y5000E
大東流と合気道。２つの武道の誕生と発展の経緯を追ったルポルタージュ。大東流合気柔術開祖・武田惣角。合気道開祖・植芝
盛平。
２人の生地や修行の地を巡り、後継者たちのインタビューや演武で、それぞれの武術の足跡を辿る。さらに両者の技を比
較し、
技術の変遷を探る。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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松葉國正

剣と合氣道

入門

SPD-7513●112分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125675130■ISBN978-4-86308-404-9 C2875 Y5600E
作刀で数々の賞に輝く名匠であり、たぐいまれな合気道家でもある松葉國正。合氣道の理合はすべて剣の理合にあり、
青年時
代の剣道修行と、常に真剣とともに生きる生活が、松葉國正の合氣道に活かされている。松葉國正こそ、剣と合氣道の術理を解
き明かすにふさわしい。今回は、入門篇である。

サンプルムービー
松葉國正

剣と合気道２

大周天杖術

サイトの詳細ページへ

陰陽合気道鍛錬法

SPD-7530●67分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125675307■ISBN978-4-86308-760-6 C2875 Y5300E
矢山式気功法大周天をもとにした短杖を用いた陰陽転回。合氣道上達を手助けする画期的アプローチを松葉國正が紹介する。
剣道、
合気道、そして気功法のエッセンスを融合させたエポックメイキングな作品である。

サンプルムービー

10

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

武神館 初見良昭

BUJINKAN HATSUMI MASAAKI

武神館DVDシリーズ vol.1

薙刀、長巻、眉尖刀

SPD-7001●51分+20分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／英語字幕／ ALL／片面1層
Jan.4941125670012■ ISBN4-87389-658-4 C2875 Y5600E
世界中に数多くの弟子を持ち、武神として慕われ、崇められる初見良昭。DVD 化第一弾は、薙刀、長巻、眉尖刀。六尺棒、槍、小太
刀と学び、その理を会得した後に学ぶと言う薙刀の秘術を徹底解説。さらに特典映像として、1995 年に一年間に渡って行われ
た薙刀のセミナーを収録。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.2

サイトの詳細ページへ

剣、太刀、刃

SPD-7002●70分+20分●税込¥6,160
（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／英語字幕／ ALL／片面1層
Jan.4941125670029■ ISBN4-87389-664-9 C2875 Y5600E
様々な種類の刀剣を紹介し、
それぞれの特性や、
効果的な使用法について、
初見良昭が自ら実演、
解説。
刀を一年間のテーマとし
ていた1996年。
一年間の膨大な練習風景素材から、
初見良昭宗家の演武のみを集めた特典映像も収録。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.3

サイトの詳細ページへ

六尺棒術

SPD-7003●50分+20分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／英語字幕／ ALL／片面1層
Jan.4941125670036■ ISBN4-87389-674-6 C2875 Y5600E
古より受け継がれてきた棒の術を初見良昭が自ら実演、解説する。基本的な構え、棒振型から、初傳型、中傳型、そして奥傳ま
で、高い実戦性を持つ六尺棒術の技を、徹底紹介。映像特典として、1997 年、一年間の練習テーマであった杖の稽古風景から、
初見良昭宗家の演武のみを集めて収録。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.4

サイトの詳細ページへ

古武道の奇本

SPD-7004●60分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／英語字幕／ ALL／片面1層
Jan.4941125670043■ ISBN4-87389-733-5 C2875 Y5600E
基本八法が正しく出来なければ、武はものにならず。忍者マスター初見良昭が、あらゆる武道の基になる動き、基本八法を紹
介する。初めて明かされる武道のエッセンス。骨指基本三法/ 右一文字の構え 、右飛鳥の構え、右十文字 捕手基本型五法
（一）
〜（五） ほか

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.5

サイトの詳細ページへ

武道とは何か

SPD-7005●70分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／英語字幕／ ALL／ /片面1層
Jan.4941125670050■ ISBN4-87389-738-6 C2875 Y5600E
忍者マスター初見良昭が、格闘技と比較しながら武道の本質について教える。
［収録内容］武道の意味/ 格闘技から武道へ/ 武
道の本質/ 破術九条(1) 手解き(2) 体解き(3) 親殺し(4) 子殺し(5) 腰砕き(6) 八方蹴り(7) 蹴り砕き（一）(8) 蹴り砕き（二）
(9) 拳
砕き/ 応用技

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.6

槍術

サイトの詳細ページへ

槍の技法

SPD-7006●60分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／英語字幕／ ALL／片面1層
Jan.4941125670067■ ISBN4-87389-752-1 C2875 Y5600E
古武道9 流派を受け継ぐ忍者マスター初見良昭が教える槍の技法。
それは、
虚実が入り交じった変幻自在の槍である。
ただ突くのでは
ない。
突き、
返して攻撃、
そしてまた突く。
武器が変わっても、
その武の本質は変わることがない。
[ 収録内容] 槍術、
極意型ー霞型、
免許
皆傳ー変蝶型

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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武神館DVDシリーズ vol.7

大光明祭2003 武道のゼロ
（ZERO）

SPD-7007●207分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／ ALL／片面2層
Jan.4941125670074■ ISBN4-87389-758-0 C2875 Y5600E
大光明祭とは、その年の終り初見良昭の誕生日にちなんで宗家が世界中の高弟たちに武神館の武術を伝授するセミナ−のこ
とである。2003 年のテーマは、ゼロ。様々な術を一通り修得した後に、原点へと還り、
新たなスタートが始まる。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.8

サイトの詳細ページへ

無刀捕

SPD-7008●60分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／英語字幕／ ALL／片面1層
Jan.4941125670081■ ISBN4-87389-766-1 C2875 Y5600E
無刀捕とは、あらゆる忍法体術の根本となる体術であり、そこには武道の極意が秘められている。[ 収録内容] 高木揚心流大小
捌型: 柄碎/ 引捕/ 入捕/ 乱岳 / 掬捕/ 柳骨/ 潮返/ 掛落/ 小手止/ 横刀/ 車投/ 四ッ手刀/ 刃結/ 透捕 無刀捕: 片手落/ 一文字/ 沈投
/ 後捕/ 平一文字/ 正眼/ 柄碎/ 松葉落

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.9

サイトの詳細ページへ

隠し武器・手裏剣術

SPD-7009●51分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／英語字幕／ ALL／片面1層
Jan.4941125670098■ ISBN4-87389-771-8 C2875 Y5600E
隠し武器、手裏剣とは、ただ敵に向かって討つだけの武器ではない。ある時は手の内にあり、敵の死角を突く。あるいは宙を飛
び、目くらましとなって攻撃を補完する。フィクションの世界ではなく、真の実戦において使用される隠し武器、手裏剣は、隠
された、恐るべき威力を持つ武器なのである。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

武神館DVDシリーズ vol.10 武道の幽玄 高松寿嗣 33 回忌特別セミナー
SPD-7010●165分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／ ALL／片面2層
Jan.4941125670104■ ISBN4-87389-778-5 C2875 Y5600E
'04 年春、
初見良昭は、
師である高松寿嗣の33 回忌特別セミナーを東京で開いた。
世界中から高弟を中心に多くの武友が馳せ参じた。
今
回のテーマは「武道の幽玄」
。
'03 年で海外でのセミナーを打ち止めにした武神館にとって、
新しい状況での最初のセミナーでもある。
'04 年4 月1-3 日、
東京武道館。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.11

サイトの詳細ページへ

真剣白刃止

SPD-7011●57分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／英語字幕／ ALL／片面1層
Jan.4941125670111■ ISBN4-87389-790-4 C2875 Y5600E
初見良昭、彼の道場武神館には今なお紛争の絶えない世界中から、数多くの弟子が集まって来る。初見良昭の教える武術は、実
戦において勝つためのものではなく、あらゆる状況を生き延びる術である。真剣白刃止の極意はゆっくりと捕ることであり、
危険を避け、確実に敵を倒す。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.12

サイトの詳細ページへ

大光明祭'98 神伝不動流八方秘剣

SPD-7012●180分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO ／ ALL／片面2層
Jan.4941125670128■ISBN4-87389-805-6 C2875 Y5600E
初見良昭宗家の誕生日にちなんで一年の終わりに開催されるセミナー大光明祭。1998年のテーマは神伝不動流八方秘剣。
世
界中から集まった高弟たちに対し初見宗家は、
「最高の悟りを求めない。自然に対して逆らわない。ゆとりを求めよ。
「勝ち負
」
けではなく、生きることが大事である。」と語り、奥義到達への道を示した。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.13

大光明祭2002

サイトの詳細ページへ

武道の生命(いのち)

SPD-7013●190分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670135■ISBN4-87389-811-0 C2875 Y5600E
生きることに敏感にならざるをえない世界の各地から、多数の高弟たちが、毎年初見良昭の元へと馳せ参じる。大光明祭セミ
ナーは、武神・初見良昭が、武友たちとともに濃密な時を過ごす至福の時間でもある。宗家自らが口伝によって教える武道の
エッセンスは、高弟たちを通して、世界へと広がっていくのである。
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サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

武神館DVDシリーズ vol.14

大光明祭2004

武道の源

SPD-7014●204分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670142■ISBN4-87389-816-1 C2875 Y5600E
日本では、盾がなかった。鎧が盾でもあったからだ---書物で表わすことの出来ない多くの技は、口伝を通して受け継がれてき
た。
2,600年間の武神たちの智恵が重なっている。現代の武神・初見良昭が口伝により武神館のエッセンスを伝授する。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.15

大光明祭2001

サイトの詳細ページへ

武道の風水

SPD-7015●180分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670159■ISBN4-87389-823-4 C2875 Y5600E
常識に捕らわれない、非常識が大事。強弱柔剛あるべからざる..変化を毎日していると生きられる。
相手を討つことより、
もぐ
り、
捌き方を身につける。どの方向へも応じ、自由を自分のものとする。一つの技が様々な状況に応じ、千変万化する。
基本八法
を修行したら型を崩す、壊す。即ち、きれいな液体、きれいな気体になることである。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.16

大光明祭2000

サイトの詳細ページへ

骨法

SPD-7016●180分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670166■ISBN4-87389-829-3 C2875 Y5600E
全身から出るゼロのパワー。骨(こつ)が忽然と消え、忽然と現れる。'93棒、'94槍・小太刀、'95薙刀、
'96剣、'97杖、'98神伝不動流
八方秘剣、'99九鬼神伝流八方秘剣−−−世紀末にかけて武器術をテーマとしてきた武神館・初見良昭が体術に戻ってきた。
そ
の始めは、武道の骨髄ともいうべき「骨法」。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.17

大光明祭'99

サイトの詳細ページへ

九鬼神伝流極意 八方秘剣

SPD-7017●180分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670173■ISBN4-87389-836-6 C2875 Y5600E

初見良昭が師匠の高松寿嗣に師事した時、師匠は70歳であった。その時の師匠と同じ70歳という年齢になった初見良昭が、
九
鬼神伝流の八方秘剣を伝授する。その極意は、相手の急所に近づいて傍らで討ち、傍らで倒すことにある。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.18

大光明祭'95

サイトの詳細ページへ

薙刀

SPD-7018●180分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670180■ISBN4-87389-844-7 C2875 Y5600E
生きるか死ぬかの中に成長した武道体術。手とは技なり。武神館において初見良昭が教える武術は、古より伝わり、
高松寿嗣先
生より初見宗家にマンツーマンの指導の末伝授されたものである。世界中から集まった高弟たちに秘技を伝授するセミナー
大光明祭の模様を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館DVDシリーズ vol.19

武神館骨法術

SPD-7019●49分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125670197■ISBN4-87389-854-4 C2875 Y5600E
既発売のVHS作品「 虎倒流骨法術」を再編集し、新たに撮影された玉心流、義鑑流などの骨法を項目にプラスして再構成。
現代
に生きる武神・初見良昭が、武神館の骨法を教える。2,600年間に渡り受け継がれてきた武神たちの叡智がここに。

サイトの詳細ページへ
武神館DVDシリーズ vol.20

大光明祭'96

剣

SPD-7020●180分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670203■ISBN4-87389-859-5 C2875 Y5600E
初見良昭が教える剣の技法。それは、刀剣を用いて敵を倒す術ではない。手にした刀に囚われれば、選択肢は狭まり、
自ら危険
に陥ることになる。持っている刀を使おうとせず、刀から自由になる。その感覚を身につけることによって、刀の本当の使い方
を知ることができるのである。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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武神館DVDシリーズ vol.21

大光明祭'97

杖術

SPD-7021●180分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670210■ISBN4-87389-865-X C2875 Y5600E
杖術は、剣と六尺棒術から考案されたものである。手だけで行わず、流れで身体で行う。杖を使おうとせず、相手を全体的に包
んでしまうのである。一点を決めて獲らない。技を獲ろうとしない。相手の変化に自在に応じて自分も変化する。
1997年11月
20日-22日 東京武道館

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.22

大光明祭'94

サイトの詳細ページへ

槍・小太刀 技法

SPD-7022●160分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670227■ISBN4-87389-871-4 C2875 Y5600E
槍に構え無く、小太刀に形無く。高松寿嗣より古武道9流派を受け継ぎ、生き抜くための武術を教える初見良昭が高弟たちに
直接武道を指導する年に一度のセミナー大光明祭。ここでは、1994年12月に行われた、槍・小太刀の技法を紹介する。
1994年
12月1日-3日 東京武道館

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.23

サイトの詳細ページへ

高木揚心流柔体術

SPD-7023●44分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125670234■ISBN4-87389-876-5 C2875 Y5600E
柔体術とは、徒手の格闘術だけを指すのではない。剣、十手、棒、鉄扇など、武芸十八般あらゆる技に通じる総合的なものであ
る。
柔道や柔術として今に残る技は、主に徒手による投げや関節の逆捕り技であるが、本来は武器の有無に関係なく使用され
た体術全般を指す。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.24

大光明祭'93

サイトの詳細ページへ

棒術

SPD-7024●180分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670241■ISBN4-87389-882-X C2875 Y5600E
玉虎流棒術、捌きの棒術、霞の棒術。相手により、場所により、状況により、様々に千変万化する棒の術を、マスター初見良昭が
紹介。
敵を虚空に見つけ、体で捌き、空間で打つ。極める。棒はディスタンスで生きる。1993年11月30日、12月1-2日 東京武道館

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.25

大光明祭2005

玉虎流

サイトの詳細ページへ

天・地・人

SPD-7025●196分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670258■ISBN4-87389-908-7 C2875 Y5600E
初見良昭宗家が高松先生より受け継いだ古武道九流派のひとつ玉虎流の奥義を、三日間にわたり徹底的に指導する。
古より
伝わる深遠なる武道の術は、天地人がひとつになることで、実戦における有効性を獲得する。2005年11月29-30日、
12月1日東
京武道館

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.26

大光明祭'90

サイトの詳細ページへ

構 - 玉虎流

SPD-7026●110分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670265■ISBN4-87389-917-6 C2875 Y5600E
VHSで発売されていた大光明祭'90(作品タイトル「忍法ビデオ道場」)に、未収録だった応用編を再編集、映像特典として収録。
1990年11月29-30日。[収録内容]一之構/飛鳥之構/十文字之構/十文字之表逆捕/表逆に対する一之構/飛鳥之構からの蹴り/さ
ばき足/小手逆捕/映像特典「応用編」

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.27

大光明祭'91

サイトの詳細ページへ

受身体変術

SPD-7027●117分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670272■ISBN4-87389-924-9 C2875 Y5600E
逃げるのではなく、死角、盲点に入るーーーー消える
武神館道場で初見良昭宗家が教える受け身とは、従来の受け身とは全く異なる概念である。基礎編、発展編と、2本のVHSで発
売されていた作品を、DVD1枚に収録。NO.1基礎編では受け身の体術を、NO.2発展編ではその様々な変化を紹介する。
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サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

武神館DVDシリーズ vol.28

大光明祭'92

気空の戦い

SPD-7028●113分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125670289■ISBN4-87389-940-0 C2875 Y5600E
武神館の武術。その極意は、気と空を支配することにある。気とは自らの気、相手の気、そして空間の気である。空とは、
敵と相
対した空間であり、無であるが、それを有とすることで、敵を制するのである。VHS上下巻で発売されていた「気空の戦い」
を、
DVD1枚に収録。1992年11月30日-12月1日 東京武道館。

サイトの詳細ページへ
武神館DVDシリーズ vol.29

玉虎流骨指術

SPD-7029●40分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125670296■ISBN4-87389-946-X C2875 Y5600E
初見良昭武神館宗家が教える玉虎流の骨指術。骨指術には、指一本で敵を倒せるという意味もあるが、武道の骨子に通じるも
のである。玉虎流骨指術は、様々な武道のもととなった。VHSで発売されていた同タイトルに、新規撮影分を加えて再編集。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.30

大光明祭2006

サイトの詳細ページへ

神伝不動流打拳体術

SPD-7030●214分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／/片面2層
Jan.4941125670302■ISBN978-4-87389-985-5 C2875 Y5600E
初見良昭武神館宗家が、年に一度、世界中の高弟を集めて行うセミナー「大光明祭」。初見宗家が、高松寿嗣先生に師事してから
ちょうど50周年という記念の年を迎えて行われた大光明祭2006は、神伝不動流の極意が伝授された。

サイトの詳細ページへ
武神館DVDシリーズ vol.31

九鬼神伝流 鎧組討・半棒術・仕込杖

SPD-7031●50分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125670319■ISBN978-4-87389-992-3 C2875 Y5600E
ここに紹介する鎧組打、半棒術は、九鬼神伝流八法秘剣として伝わる技のひとつである。鎧は武士にとって非常に重い着用物
であり、体術がしっかりできないと、闘うことができない。半棒術は日本古来からあったという説で、戦の最中、槍を折られた
武士が残った半分の柄を駆使して戦ったところから生まれたと言われている。半棒はさらに仕込杖へと発展する。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.32

大光明祭2007

サイトの詳細ページへ

九鬼神伝流

SPD-7032●250分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670326■ISBN978-4-86308-049-2 C2875 Y5600E
最後の実戦忍者高松寿嗣より古武道9流派を受け継ぎ、古の技を今に伝える現代の武神・初見良昭。
年に一度、その教えを求め
て世界中から集まった高弟たちに、初見自ら武神館武術の奥義を伝授するセミナーが大光明祭である。3日間にわたり行われ
るその模様を3台のカメラにより完全収録。

サイトの詳細ページへ
武神館DVDシリーズ vol.33

戸隠流忍法体術

SPD-7033●44分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕・スペイン語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125670333■ISBN978-4-86308-077-5 C2875 Y5600E
12世紀初頭、木曽義仲の家臣だった戸隠大助が開いたもので、手甲、旋盤投げ、手裏剣、水遁の術に使う四尺のしの竹等に特徴
がある。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.34

大光明祭2008

サイトの詳細ページへ

九流派（九つの空間）を無にする

SPD-7034●243分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670340■ISBN978-4-86308-136-9 C2875 Y5600E

最後の実戦忍者高松寿嗣より古武道9流派を受け継ぎ、古の技を今に伝える現代の武神・初見良昭。
年に一度、その教えを求め
て世界中から集まった高弟たちに、初見自ら武神館武術の奥義を伝授するセミナーが大光明祭である。3日間にわたり行われ
るその模様を完全収録。2008年11月30日-12月2日・千葉。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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武神館DVDシリーズ vol.35

忍者秘剣

SPD-7035●35分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125670357■ISBN978-4-86308-180-2 C2875 Y5600E
最後の実戦忍者高松寿嗣より古武道9流派を受け継ぎ、古の技を今に伝える現代の武神・初見良昭。
忍者刀の特徴から、
従来の
剣法を覆す初見宗家独特の剣法、さまざまな変化技まで、あらゆる剣の秘技を公開。忍者秘剣は、帯刀から体刀、そして妙刀へ
と変化する。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.36

大光明祭2009

サイトの詳細ページへ

才能魂器

SPD-7036●243分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670364■ISBN978-4-86308-232-8 C2875 Y5600E
初見良昭宗家の誕生日にちなんで開催される年に一度のセミナー、大光明祭。その教えを求めて世界中から集まった高弟たち
に、
宗家自ら武神館武術の奥義を伝授する。3日間にわたり行われるその模様を完全収録。2009年11月30日-12月2日・東京。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.37

大光明祭2010

サイトの詳細ページへ

禄魂笑浄

SPD-7037●163分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO ／ALL／片面2層
Jan.4941125670371■ISBN978-4-86308-322-6 C2875 Y5600E
現代に生きる武神・初見良昭の誕生日にちなんで開催される年に一度のセミナー大光明祭。その教えを求めて世界中から集
まった高弟たちに、初見自ら武神館武術の奥義を伝授する。3日間にわたり行われるその模様を完全収録。2010年11月30日-12
月2日・東京武道館

サイトの詳細ページへ
武神館DVDシリーズ vol.38

大光明祭2011

季翻初萌

SPD-7038●238分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO ／ALL／片面2層
Jan.4941125670388■ISBN978-4-86308-383-7 C2875 Y5600E
現代に生きる武神・初見良昭の誕生日にちなんで開催される年に一度のセミナー大光明祭。その教えを求めて世界中から集
まった高弟たちに、初見自ら武神館武術の奥義を伝授する。3日間にわたり行われるその模様を完全収録。2011年11月30日-12
月2日・千葉。

サイトの詳細ページへ

武神館DVDシリーズ vol.39

神伝不動流打拳体術

SPD-7039●54分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO ／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125670395■ISBN978-4-86308-428-5 C2875 Y5600E
現代に生きる達人として名高い初見良昭武神館宗家の技を伝えるＤＶＤシリーズ。その最新刊は高松寿嗣翁より受け継いだ
古武道９流派の一つ、神伝不動流の打拳体術を紹介。古より伝わる武術の深奥なる世界を垣間みることのできる貴重な映像作
品。
既発売のＶＨＳ作品に新たに撮影した映像を加えた再編集版。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.40

サイトの詳細ページへ

十手術

SPD-7040●50分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー ／STEREO ／英語字幕／ALL ／片面1層／英語字幕
Jan.4941125670401■ISBN978-4-86308-437-7 C2875 Y5600E
達人初見良昭が武神館武術の奥義を公開するシリーズの第40弾は武神館十手術！ 古より伝わる武術の、深奥なる世界を垣間
みることのできる貴重な映像作品。既発売のＶＨＳ作品に、新たに撮影した最新映像を加えて再編集。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ vol.41

大光明祭2012

サイトの詳細ページへ

神龍要護

SPD-7041●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO ／ALL／片面2層
Jan.4941125670418■ISBN978-4-86308-448-3 C2875 Y5600E
古の技を今に伝える現代の武神・初見良昭。その初見宗家の誕生日にちなんで開催される年に一度のセミナーが、
大光明祭で
ある。
その教えを求めて世界中から集まった高弟たちに、宗家自ら武神館武術の奥義を伝授する。3日間にわたり行われるそ
の模様を完全収録。2012年11月30日-12月2日・千葉。
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サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

武神館DVDシリーズ vol.42

くの一

大海

SPD-7042●181分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125670425■ISBN978-4-86308-489-6 C3875 Y5600E
世界中の高弟達に秘術を直接伝授するセミナーの特別編として、女性忍者くの一の技を２日間にわたって公開した模様を完
全収録。ドイツに続く2回目となる今回は2013年3月22日・23日、東京での開催。初見良昭宗家が言う「最後はくの一に到達す
る」
を体現するセミナーは、武神館の武術がより高い次元へと到達した証となった。

サイトの詳細ページへ
武神館DVDシリーズSpecial

最後の実戦忍者

高松寿嗣

SPD-7101●71分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） パートカラー／ STEREO／英語字幕／ ALL／片面1層
Jan.4941125671019■ ISBN4-87389-706-6 C2875 Y5600E
中国武徳会会長として数々の武勇伝を残し、
蒙古の虎と呼ばれた武道の達人、
最後の実戦忍者として名高い高松寿嗣。
その高松
先生から古武道9 流派を受け継いだ初見良昭宗家が、
生前の貴重映像（約30 分）
を始め、
多数の手紙や写真、
各流派の伝書など
を紹介する。

サンプルムービー
武神館DVDシリーズ番外編

初見良昭

サイトの詳細ページへ

武神館演武編

SPD-7102●131分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO ／英語・スペイン語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125671026■ISBN978-4-86308-133-8 C2875 Y3800E
古武道９流派を最後の実戦忍者・高松寿嗣先生より受け継ぎ、現代に生きる武神として尊敬を集めている初見良昭武神館宗
家。
その教えを求めて、多数の弟子たちが世界中から集まる。戸隠流忍法体術発祥の地である戸隠で行われた戸隠神社奉納演
武など、初見宗家と弟子たちが行ってきた記念演武を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館DVDシリーズ番外編

必問・武神伝

上巻

SPD-7103●96分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125671033■ISBN978-4-86308-365-3 C2875 Y5600E
戸隠流忍法体術をはじめとする古武道９流派の宗家として世界中に膨大な数の弟子を持ち今に生きる武道の達人として尊敬
を一身に集める初見良昭。齢80歳を迎えその武道人生を振り返ったインタビューとともに、長年追い続けた数々の貴重映像
で構成された永久保存版の年代記。上下巻で堂々の完成。

サイトの詳細ページへ
武神館DVDシリーズ番外編

必問・武神伝

下巻

SPD-7104●82分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125671040■ISBN978-4-86308-366-0 C2875 Y5600E
戸隠流忍法体術をはじめとする古武道９流派の宗家として世界中に膨大な数の弟子を持ち今に生きる武道の達人として尊敬
を一身に集める初見良昭。齢80歳を迎えその武道人生を振り返ったインタビューとともに、長年追い続けた数々の貴重映像
で構成された永久保存版の年代記。上下巻で堂々の完成。

サイトの詳細ページへ
武神館DVDシリーズ番外編

忍法人法伝

上巻

SPD-7105●114分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125671057■ISBN978-4-86308-666-1 C2875 Y5300E
古武道9流派を継承し、真に実践的な武術を教えて数十年。その武術は世界中あらゆるところで教えられており、
その道場・武
神館は世界中に広がっている。80歳を超え、今なお数多くの弟子たちの指導に励む初見良昭が語った武道の極意。

サイトの詳細ページへ
武神館DVDシリーズ番外編

忍法人法伝

中巻

SPD-7106●73分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125671064■ISBN978-4-86308-678-4 C2875 Y5300E
古武道9流派を継承し、真に実践的な武術を教えて数十年。その武術は世界中あらゆるところで教えられており、
その道場・武
神館は世界中に広がっている。80歳を超え、今なお数多くの弟子たちの指導に励む初見良昭が語った武道の極意。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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武神館DVDシリーズ番外編

忍法人法伝

下巻

SPD-7107●71分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125671071■ISBN978-4-86308-691-3 C2875 Y5300E
古武道9流派を継承し、真に実践的な武術を教えて数十年。その武術は世界中あらゆるところで教えられており、
その道場・武
神館は世界中に広がっている。80歳を超え、今なお数多くの弟子たちの指導に励む初見良昭が語った武道の極意。

サイトの詳細ページへ
武神館DVDシリーズ番外編 日本刀とは何か？ 日本外国特派員協会における日本刀特別講義
SPD-7108●71分●税込¥3,300（本体価格¥3,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125671088■ISBN978-4-86308-821-4 C2875 Y3000E
初見良昭武神館宗家が教える実用品としての日本刀の価値。ともすれば観賞用の美術品として取引されている日本刀だが、
そ
の本質は極めて実用的な武器であり、精密さと強靭さを併せ持つ。2018年10月4日、外国特派員協会へと赴いた初見良昭武神
館宗家は、自らが所有する膨大な数の日本刀を披露し、それぞれの刀の由来や使い方を伝えた。武人でなければ教えることの
できない日本刀本来の価値を教える口伝である。

サイトの詳細ページへ

武神館DVDシリーズSpecial

初見良昭コレクション

忍者刀

SPD-7109●35分●税込¥3,300（本体価格¥3,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125671095■ISBN978-4-86308-841-2 C2875 Y3000E
初見良昭武神館宗家が、所蔵する忍者刀コレクションを解説披露。古武道９流派を継承し、世界中に広がる武神ネットワーク
を作り上げた初見良昭。長年にわたる実践は、たゆまぬ研鑽と豊富な知識によって支えられてきた。その過程で手に入れた多
数の資料の中から、忍者刀のコレクションを紹介する。歴史の闇に潜む忍者刀は、一流の職人たちによる合作であり、
名だたる
日本刀に勝るとも劣らない名品である。

サンプルムービー

武神館DVDシリーズSpecial

初見良昭宗家卒寿記念

サイトの詳細ページへ

宗家の言葉

SPD-7110●60分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125671101■ISBN978-4-86308-883-2 C2875 Y5000E
2021年12月2日。初見良昭宗家は90歳を迎えた。その人生を武道一筋に生き抜き、高松寿嗣先生より受け継いだ貴重な技と心
を世界中の弟子達に伝授した。これは初見宗家が折々の稽古の中で弟子達に伝えた言葉を抜き出したものである。
武神館武術
のエッセンスが凝縮された珠玉の言葉と、橿原、戸隠、野田という武神館のルーツを辿った未公開映像で構成。

サイトの詳細ページへ
武神館DVDシリーズ天威武宝（一）

無刀捕

地

SPD-7111●121分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125671118■ISBN978-4-86308-789-7 C2875 Y5000E
真に実践的な武道を追求してきた初見良昭師が、最後に伝授する武術の奥義・無刀捕。そのレッスンに密着し、口伝の全てを
記録した映像をついに公開。武道界を揺るがす問題作いよいよシリーズ開始。

サイトの詳細ページへ
武神館DVDシリーズ天威武宝（二）

無刀捕

水

SPD-7112●123分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125671125■ISBN978-4-86308-805-4 C2875 Y5000E
真に実践的な武道を追求してきた初見良昭師が、最後に伝授する武術の奥義・無刀捕。そのレッスンに密着し、口伝の全てを
記録した映像をついに公開。武道界を揺るがす問題作第2弾。

サイトの詳細ページへ
武神館DVDシリーズ天威武宝（三）

無刀捕

火

SPD-7113●118分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125671132■ISBN978-4-86308-818-4 C2875 Y5000E
真に実践的な武道を追求してきた初見良昭師が、最後に伝授する武術の奥義・無刀捕。そのレッスンに密着し、口伝の全てを
記録した映像をついに公開。武道界を揺るがす問題作第3弾。
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サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

武神館DVDシリーズ天威武宝（四）

無刀捕

風

SPD-7114●63分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125671149■ISBN978-4-86308-833-7 C2875 Y5000E
真に実践的な武道を追求してきた初見良昭師が、最後に伝授する武術の奥義・無刀捕。そのレッスンに密着し、口伝の全てを
記録した映像をついに公開。武道界を揺るがす問題作第4弾。

サイトの詳細ページへ
武神館DVDシリーズ天威武宝（五）

無刀捕 無刀捕 木火土金水

木

SPD-7116●64分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125671156■ISBN978-4-86308-861-0 C2875 Y5000E
真に実践的な武道を追求してきた初見良昭師が、最後に伝授する武術の奥義・無刀捕。そのレッスンに密着し、口伝の全てを
記録した映像をついに公開。武道界を揺るがす問題作第5弾。

サイトの詳細ページへ

2023.2.18
発売

武神館DVDシリーズ天威武宝（六）

無刀捕 無刀捕 木火土金水

木

SPD-7116●64分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125671163■ISBN978-4-86308-928-0 C2875 Y5000E

2023.2.18
発売

武神館DVDシリーズ天威武宝は、武神館の歴史が半世紀を越え、
51年目を迎えた2018年よりリリースが開始された。
無刀捕は
単なる武術の技の一つではなく、武神館武術の粋であり、全人的な教えでもある。日常の稽古を通して初見良昭宗家は無刀捕
を長年伝授してきた。そして後に続く者たちが無刀捕の精神を持って武神館を継承、発展させてくれることを望んだ。
この映
像は、
初見宗家が全世界の弟子たちに残す現代版秘伝書、生きた口伝の記録である。シリーズ第6弾。

サイトの詳細ページへ

武神館DVDシリーズ天威武宝（七）

無刀捕 無刀捕 木火土金水

火

SPD-7117●64分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125671170■ISBN978-4-86308-929-7 C2875 Y5000E
武神館DVDシリーズ天威武宝は、武神館の歴史が半世紀を越え、
51年目を迎えた2018年よりリリースが開始された。
無刀捕は
単なる武術の技の一つではなく、武神館武術の粋であり、全人的な教えでもある。日常の稽古を通して初見良昭宗家は無刀捕
を長年伝授してきた。そして後に続く者たちが無刀捕の精神を持って武神館を継承、発展させてくれることを望んだ。
この映
像は、
初見宗家が全世界の弟子たちに残す現代版秘伝書、生きた口伝の記録である。シリーズ第7弾。

サイトの詳細ページへ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その一
SPD-7201●97分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672016■ISBN4-87389-968-0 C2875 Y4800E
初見良昭、直伝 !武神館道場において、初見良昭宗家が弟子たちとともに行う稽古。
それは武神館の武術を宗家から直接伝授さ
れる貴重な機会である。この道場での稽古を、初見良昭宗家は、武神館秘巻伝照シリーズとして公開することにした。
第一弾
には、
2003年1月7日より1月21日まで全5回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二
SPD-7202●112分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672023■ISBN978-4-87389-973-2 C2875 Y4800E
初見良昭、直伝 !武神館道場において、初見良昭宗家が弟子たちとともに行う稽古。
それは武神館の武術を宗家から直接伝授さ
れる貴重な機会である。この道場での稽古を、初見良昭宗家は、武神館秘巻伝照シリーズとして公開することにした。
第二弾
には、
2003年1月24日より、
2月2日まで、全4回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その三
SPD-7203●91分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672030■ISBN978-4-87389-979-2 C2875 Y4800E
初見良昭、直伝 !武神館道場において、初見良昭宗家が弟子たちとともに行う稽古。
それは武神館の武術を宗家から直接伝授さ
れる貴重な機会である。この道場での稽古を、初見良昭宗家は、武神館秘巻伝照シリーズとして公開することにした。
第三弾
には、
2003年2月4日より、2月11日まで、全4回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その四
SPD-7204●113分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672047■ISBN978-4-86308-003-4 C2875 Y4800E
初見良昭、直伝 !武神館道場において、初見良昭宗家が弟子たちとともに行う稽古。
それは武神館の武術を宗家から直接伝授さ
れる貴重な機会である。この道場での稽古を、初見良昭宗家は、武神館秘巻伝照シリーズとして公開することにした。
第四弾
には、
2003年2月13日より、2月21日まで、全3回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その五
SPD-7205●97分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672054■ISBN978-4-86308-008-9 C2875 Y4800E
初見良昭、直伝 !武神館道場において、初見良昭宗家が弟子たちとともに行う稽古。
それは武神館の武術を宗家から直接伝授さ
れる貴重な機会である。この道場での稽古を、初見良昭宗家は、武神館秘巻伝照シリーズとして公開することにした。
第五弾に
は、
2003年2月23日より、
3月11日まで、全4回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その六
SPD-7206●97分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672061■ISBN978-4-86308-015-7 C2875 Y4800E
初見良昭、直伝 !武神館道場において、初見良昭宗家が弟子たちとともに行う稽古。
それは武神館の武術を宗家から直接伝授さ
れる貴重な機会である。この道場での稽古を、初見良昭宗家は、武神館秘巻伝照シリーズとして公開することにした。
第六弾に
は、
2003年3月18日より、
4月11日まで、全5回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その七
SPD-7207●110分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672078■ISBN978-4-86308-021-8 C2875 Y4800E
初見良昭、直伝 !武神館道場において、初見良昭宗家が弟子たちとともに行う稽古。
それは武神館の武術を宗家から直接伝授さ
れる貴重な機会である。この道場での稽古を、初見良昭宗家は、武神館秘巻伝照シリーズとして公開することにした。
第七弾に
は、
2003年4月15日より、
5月9日まで、全5回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その八
SPD-7208●101分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672085■ISBN978-4-86308-030-0 C2875 Y4800E
初見良昭、直伝 !武神館道場において、初見良昭宗家が弟子たちとともに行う稽古。
それは武神館の武術を宗家から直接伝授さ
れる貴重な機会である。この道場での稽古を、初見良昭宗家は、武神館秘巻伝照シリーズとして公開することにした。
第8弾に
は、
2003年5月11日より、
5月30日まで、全6回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その九
SPD-7209●77分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672092■ISBN978-4-86308-037-9 C2875 Y4800E
初見良昭、直伝 !武神館道場において、初見良昭宗家が弟子たちとともに行う稽古。
それは武神館の武術を宗家から直接伝授さ
れる貴重な機会である。この道場での稽古を、初見良昭宗家は、武神館秘巻伝照シリーズとして公開することにした。
第9弾に
は、
2003年7月11日より、
9月30日まで、全4回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十
SPD-7210●65分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672108■ISBN978-4-86308-041-6 C2875 Y4800E
初見良昭、直伝 !武神館道場において、初見良昭宗家が弟子たちとともに行う稽古。
それは武神館の武術を宗家から直接伝授さ
れる貴重な機会である。この道場での稽古を、初見良昭宗家は、武神館秘巻伝照シリーズとして公開することにした。
第10弾
には、
2003年10月21日より、12月16日まで、全3回の稽古を収録。
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サイトの詳細ページへ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十一
SPD-7211●107分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672115■ISBN978-4-86308-061-4 C2875 Y4800E
古来より日本の武術は、その火伝を、口伝により師から弟子へと受け継いできた。エッセンスやフィーリングを文章や絵画で
伝えることは、不可能だったからである。武神館秘巻伝照シリーズ第11弾は、2004年1月6日より2月20日までの、
全6回の稽古
を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十二
SPD-7212●103分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672122■ISBN978-4-86308-067-6 C2875 Y4800E
古来より日本の武術は、その火伝を、口伝により師から弟子へと受け継いできた。エッセンスやフィーリングを文章や絵画で
伝えることは、不可能だったからである。武神館秘巻伝照シリーズ第12弾は、2004年2月22日より3月5日までの、
全6回の稽古
を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十三
SPD-7213●109分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125672139■ISBN978-4-86308-072-0 C2875 Y4800E
古来より日本の武術は、その火伝を、口伝により師から弟子へと受け継いできた。エッセンスやフィーリングを文章や絵画で
伝えることは、不可能だったからである。武神館秘巻伝照シリーズ第13弾には、2004年3月7日ょり3月16日までの、
全4回の稽
古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十四
SPD-7214●123分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672146■ISBN978-4-86308-101-7 C2875 Y4800E
初見良昭宗家は、道場での稽古を公開する武神館秘巻伝照シリーズ。第14弾には、2004年3月19日、3月21日、3月23日、
3月26
日、
4月6日、4月11日の全6回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十五
SPD-7215●125分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672153■ISBN978-4-86308-102-4 C2875 Y4800E
初見良昭宗家は、道場での稽古を公開する武神館秘巻伝照シリーズ。第15弾には、2004年4月18日、4月20日、4月23日、
4月25
日、
4月27日、4月30日、5月2日、5月7日、5月11日の全9回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十六
SPD-7216●125分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672160■ISBN978-4-86308-107-9 C2875 Y4800E
初見良昭宗家は、道場での稽古を公開する武神館秘巻伝照シリーズ。第16弾には、2004年5月14日、2004年5月21日、
2004年5
月28日、2004年6月4日、2004年6月11日、2004年6月18日、2004年6月25日の、全7回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十七
SPD-7217●118分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672177■ISBN978-4-86308-108-6 C2875 Y4800E
初見良昭宗家は、道場での稽古を公開する武神館秘巻伝照シリーズ。第17弾には、2004年7月2日、2004年7月6日、
2004年7月9
日、
2004年7月20日、2004年8月6日、2004年8月8日、2004年8月10日の、全7回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十八
SPD-7218●117分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672184■ISBN978-4-86308-115-4 C2875 Y4800E
初見良昭宗家は、道場での稽古を公開する武神館秘巻伝照シリーズ。第18弾には、2004年8月15日、2004年8月20日、
2004年9
月5日、2004年9月10日、2004年9月17日、2004年9月24日、2004年9月28日、2004年10月1日の全8回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十九
SPD-7219●111分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672191■ISBN978-4-86308-116-1 C2875 Y4800E
初見良昭宗家は、道場での稽古を公開する武神館秘巻伝照シリーズ。第19弾には、2004年10月3日、2004年10月8日、
2004年10
月10日、2004年10月15日、2004年10月24日、2004年10月29日、2004年11月5日、2004年11月7日の全8回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二十
SPD-7220●111分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672207■ISBN978-4-86308-125-4 C2875 Y4800E
初見良昭宗家は、道場での稽古を公開する武神館秘巻伝照シリーズ。第20弾には、2004年11月19日、2004年11月26日、
2004年
11月28日、2004年12月5日、2004年12月10日、2004年12月17日、2004年12月19日の全7回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二十一 2005 春
SPD-7221●121分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672214■ISBN978-4-86308-160-3 C2875 Y4800E
武神館道場において初見良昭宗家が弟子たちとともに行う稽古を、武神館秘巻伝照シリーズとして公開する第21弾。
2005年
春の稽古の記録、1月5日〜3月29日まで、
全20回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二十二 2005 夏
SPD-7222●122分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672221■ISBN978-4-86308-202-1 C2875 Y4800E
武神館道場において初見良昭宗家が弟子たちとともに行う稽古を、武神館秘巻伝照シリーズとして公開する第22弾。
2005年
夏の稽古の記録、4月1日〜6月26日まで、
全16回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二十三 2005 秋
SPD-7223●123分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125672238■ISBN978-4-86308-209-0 C2875 Y4800E
口伝とは言霊でありヒントである。第23弾は2005年秋の稽古の記録。それは武神館の武術を、宗家から直接伝授される貴重な
機会である。7月1日〜9月30日まで、
全26回の稽古を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二十四 2005 冬
SPD-7224●122分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672245■ISBN978-4-86308-219-9 C2875 Y4800E
古来より日本の武術は、その火伝を、口伝により師から弟子へと受け継いできた。エッセンスやフィーリングを文章や絵画で
伝えることは、不可能だったからである。第24弾は、2005年冬の稽古の記録。10月2日〜11月25日まで、全16回の稽古を収録。
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サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二十五 2006 喜
SPD-7225●120分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672252■ISBN978-4-86308-285-4 C2875 Y4800E
初見良昭直伝の道場稽古を公開。
第25弾は、
2006年1月〜3月までの稽古の記録、
1月(1/10、
1/12、
1/15、
1/20、
1/22、
1/24)、
2月
(2/5、
2/7、
2/12、
2/17、
2/19、
2/21、
2/26)、
3月(3/7、
3/12、
3/19、
3/21、
3/28)を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二十六 2006 怒
SPD-7226●121分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672269■ISBN978-4-86308-291-5 C2875 Y4800E
初見良昭直伝の道場稽古を公開。第26弾は、2006年4月〜6月までの稽古の記録、4月(4/2、4/ 7、4/11、4/14、4/23、4/28)、5月
(5/5、
5/9、5/12、5/19、5/23、5/28、5/30)、6月(6/4、6/6、6/13、6/18、6/23、6/27)を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二十七 2006 哀
SPD-7227●121分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672276■ISBN978-4-86308-295-3 C2875 Y4800E
初見良昭直伝の道場稽古を公開。第27弾は、2006年 10月〜12月までの稽古の記録、7月(7/4、7/11、7/16、7/18、7/21、
7/25)、
8月
(8/1、
8/8、8/13、8/15、8/27)、9月(9/8、9/10、9/12、9/17、9/24)を収録。

サイトの詳細ページへ
武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二十八 2006 楽
SPD-7228●121分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125672283■ISBN978-4-86308-303-5 C2875 Y4800E
初見良昭直伝の道場稽古を公開。第28弾は、2006年 10月〜12月までの稽古の記録、10月(10/3、10/10、10/13、10/15、
10/22、10/27、10/31)、11月(11/3、11/7、11/10、11/21、11/24、11/26、11/28)、12月(12/5、12/12、12/15、12/17、
12/22、12/24)を収録

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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剣道・居合・剣術
KENDO・IAI・KENJUTSU

笹森建美

小野派一刀流剣術

SPD-7521●122分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125675215■ISBN978-4-86308-652-4 C2875 Y5300E
室町時代、伊藤一刀斎景久によって創始され、江戸時代には柳生新陰流と並び、徳川将軍家の御流儀として栄えた小野派一刀
流剣術。剣術界の大潮流となった一刀流には多くの支流があり、それらと区別するため正統を小野派一刀流と呼ぶ。
剣術の究
極の姿であり現代剣道の源でもあるその伝を、第17代宗家笹森建美が紹介する初めての映像作品。

サンプルムービー

高無宝良

武蔵流剣術

宮本武蔵の二刀流

サイトの詳細ページへ

実技とその変遷

SPD-7527●101分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125675277■ISBN978-4-86308-718-7 C2875 Y5300E
日本武道の歴史上、最も有名な剣豪宮本武蔵の剣術技法を、二天一流と二天流をともに学んだ稀有な武術家・高無宝良が、
時代
における変遷とともに丁寧に実演・解説。

サンプルムービー

青木宏之

サイトの詳細ページへ

剣武天真流

SPD-7605●139分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125676052■ISBN978-4-86308-258-8 C2875 Y5600E
優秀な武術家との猛稽古によって人間の心と身体のしくみを徹底的に解明し、まったく新しい心身開発体技である新体道を
創始した青木宏之。その青木宏之が、日本文化の粋であり、世界に誇る美術工芸品でもある日本刀に着目。日本刀本来の使用方
法を研究し、新たに創り上げた体系が、剣武天真流である。

サイトの詳細ページへ

昭和の剣豪

SPD-8601●57分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） モノクロ／モノラル／ALL／片面1層
Jan.4941125686013■ISBN4-87389-544-8 C3875 Y5600E
現代のスポーツ剣道とは異なる、武道家が一命を賭した修行の姿を描く。剣聖持田盛二に挑む往年の名手中野八十二、若き日の天才
剣士森寅雄、剣道界きっての鬼才と称された乳井義博の稽古と剣道観、現代剣道界の第一人者中倉清ほか、剣道界にその名を轟かす
剣士群像を描いた貴重な古フィルムを発掘。ビデオ版未収録の映像も追加。

サイトの詳細ページへ

名勝負と名剣士

全日本剣道連盟創立三十周年記念剣道選手権選抜優勝大会

SPD-8603●3枚組141分●税込¥13,200（本体価格¥12,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125686037■ISBN4-87389-680-0 C3875 Y12000E

全日本剣道連盟創立30 周年を記念して行われた剣道選手権選抜優勝大会は、現代剣道において気力、体力、技量において最も
優れた大会と後々まで評される歴史的大会となった。全国の有名剣士が一同に会し、全智全能を傾けて戦い抜いた。昭和57 年
（1982 年）6 月20 日、日本武道館。

サイトの詳細ページへ
達人の秘術と剣聖の心

植芝盛平と中山博道

SPD-8605●32分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） モノクロ／モノラル／ ALL／片面1層
Jan.4941125686051■ ISBN4-87389-722-X C2875 Y5600E
昭和の武道界に屹立した二人の名人。努力精進の末に道を極めた美しい姿。80 歳を越えて全盛の技を繰り出す中山博道。臨終
の間際に「自分は今が絶頂である」と言い放った植芝盛平。生命を賭した百練千磨を経て自他の相対を超え、体現された名人
の姿。
技や力ではない、永遠不滅の美と心。
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サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

剣聖と極意

日本剣道形

SPD-8606●36分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） モノクロ／モノラル／ ALL／片面1層
Jan.4941125686068■ ISBN4-87389-727-0 C2875 Y5600E
日本剣道界最古のフィルムのひとつである昭和初期の映像をDVD 化。昭和5 年に、高速度カメラを使用して撮影された貴重
な映像、打太刀高野佐三郎、仕太刀中山博道による大日本帝国剣道形。そして昭和33 年撮影の打太刀斎村五郎、仕太刀持田盛
二による日本剣道形。歴史的価値も高い永久保存版。

サイトの詳細ページへ

中倉 清

鬼の剣士一代記

SPD-8607●55分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） パートカラー／モノラル／ ALL／片面1層
Jan.4941125686075■ ISBN4-87389-730-0 C2875 Y5600E
昭和の生んだ剣豪として知られ、多くの逸材が輩出した同時代の剣道界にあって、
「戦うに敵無し」
「昭和の武蔵」とうたわれ、
連勝記録を残した中倉清。その超人的強さの秘密は一体何なのか？これは、往年の試合フィルムとともに、中倉清の幼少から
青年時代、そして晩年に至るまでの努力と苦難、そして栄光の過程を追ったドキュメントである。

サイトの詳細ページへ

美と栄光の剣士たち

SPD-8608●30分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） モノクロ／モノラル／ ALL／片面1層
Jan.4941125686082■ ISBN4-87389-763-7 C2875 Y4800E
発掘された武道界の古フィルムを、新たな演出や脚色を避け、できる限りそのままの形で収録した貴重な映像記録。
美田村千
代の天道流なぎなた、園部秀雄、山内禎子による直真影流なぎなた、剣豪・中村藤吉、羽賀準一の居合い、合気道開祖植芝盛平の
演武など、今は亡き昭和の達人たちを紹介する。

サイトの詳細ページへ

久保昭

剣道入門

SPD-8609●110分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125686099■ISBN4-87389-952-4 C2875 Y5600E
剣道を学ぼうとする人、剣道を始めたばかりの人に最適であり、また指導者にとっても参考になる、剣道の基本を教える入門
教則作品。剣道のあらゆる稽古の他、礼法、着装の仕方、防具の結束方法、竹刀の扱い方など、ふだんはなかなか教えてもらうこ
とのできない道場での作法、そして日本人の精神を育んだ剣道の心を、東京久明館道場の久保昭館長が教える。

サイトの詳細ページへ

大和龍門

闘剣

SPD-8610●130分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125686105■ISBN4-87389-953-2 C2875 Y5600E
木刀、
バット、
鉄パイプ。
突然の暴力からあなたは身を守れるか!闘剣は、
居合、
剣道の世界に育ち、
打っても打っても飛び出る杭と
成った大和龍門が創始した、
現代のサバイバルテクニックである。
剣を持たなくても敵を制するサムライの気迫、
潜在能力を、
大
和龍門が引き出す。
突然の非道や暴力、
不条理が息を潜めるこの世界を一刀両断!

サンプルムービー

大和龍門

武士の礼法

サイトの詳細ページへ

SAMURAI ETIQUETTE

SPD-8611●60分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125686112■ISBN4-86308-154-3 C2875 Y4800E
武士は、常に不意の攻撃を想定し、防御と反撃の体勢を伴った礼法を身に付けていた。武士の礼法は、室町時代より続く小笠原
流の礼法を手本とし、武の理合いを取り入れて、剣独自の礼法へと昇華した。礼法本来の敬意と尊厳を保ちながら、
敵対護身動
作によって組み立てられており、礼法を身につけることは護身の技を身につけることに繋がる。

サンプルムービー

籏谷嘉辰

戸山流居合道

サイトの詳細ページへ

日本刀、実戦操法のあくなき追求

SPD-8613●66分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125686136■ISBN978-4-86308-225-0 C2875 Y5600E
戦前に旧陸軍戸山学校で制定された軍刀の操法を、戦後、伝統的な居合流派にある残心や血振りの動作を独自に加えた居合
道。
全日本戸山流居合道連盟は、必殺の刀法をひたすら追い求め、本来同じであった居合・剣術・抜刀を有機的かつ実戦的な稽
古を通して本来あったように再興した。日本のみならず世界の実戦居合の最前線にいる。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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山下知緒

手裏剣道

験流手裏剣術入門

SPD-8614●55分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125686143■ISBN978-4-86308-431-5 C2875 Y5600E
捨て身の剣、手裏剣術。剣の理合に基づいたその技と思想。手裏剣術を身につけることは、身の回りのあらゆるものから剣の速
さ、
鋭さを引き出すことが出来るようになることであり、それは「剣を選ばない」という意味で無刀の境地である。
自らと向き
合い、
寸鉄のわずかな刃に剣の刃筋を見い出す。それが手裏剣道である

サイトの詳細ページへ

剣道具

用と美

SPD-8808●69分●税込¥3,080（本体価格¥2,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125688086■ISBN978-4-86308-584-8 C2875 Y2800E
剣道具が持つ、
優れた道具としての合理性と、
実用を突き詰めた美しさ。
匠の技が息づく伝統工芸品である剣道具は、
正しい使
い方を心がけ適切な手入れを行うことで、
安全性が保たれ長く快適に使うことができる。
剣道競技者、
指導者の方々に向けて、
剣道具の特徴と正しい着装、
手入れの仕方を紹介。
毎日の保守・管理方法をわかりやすい図解で紹介したテキストブック
「剣道
用具の保守・管理」
（30ページ）
も封入。

サイトの詳細ページへ

26

CONTENTS へ

刀剣

TOKEN

小柄工房 刀鍛冶のすすめ

KZK-001●日本語版30分+英語版30分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125590013■ISBN4-86308-220-5 C2875 Y3800E
世界に誇る工芸品、美術品である日本刀。匠の技により生まれたその実用性と美しさは千年以上も人々を魅了してきた。
日本
刀研究家ポール・マーティン氏が刀工小澤重範氏の指導を受けながら、日本刀と同じ製作方法に従い、伝統的な小刀の製作を
試みた。その製作工程を追ったドキュメント。

サイトの詳細ページへ

刀剣 匠の世界 叢雲会作品集

-普及版-

SPD-8801●日本語版45分+英語版45分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125688017■ISBN978-4-86308-273-1 C2875 Y5600E

「天の叢雲の剣」発祥の地である奥出雲で、現代の名刀を生み出すべく切磋琢磨を続ける刀鍛冶8名の集団、それが叢雲会であ
る。
各自の代表作15振りの地金や刃文の輝きなどを刀鍛冶の目で忠実に再現。ハイビジョン撮影で余す所無く捉えた究極の
美術作品。刀の働きや時代の姿の変遷など基礎知識も収録。

サンプルムービー
現代に伝わる 日本刀の心と技

サイトの詳細ページへ

-普及版-

SPD-8802●日本語版32分+英語版32分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125688024■ISBN978-4-86308-280-9 C2875 Y5600E
日本刀は、千年を超える歴史の中で作り上げられてきた機能美から出発した美術工芸品である。その研ぎ澄まされた姿に湛え
る美しさは、武人の気高く威ある精神と、日本人の清明なる心を端的に表している。名刀の代名詞といえる長船の地で、
末備前
の刀剣一口を古式鍛錬により作成した工程をビデオ化。

サンプルムービー

日本刀

サイトの詳細ページへ

宮入行平のわざ

SPD-8803●日本語版35分/英語版35分/特典分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税）
カラー・モノクロ／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125688031■ISBN978-4-86308-351-6 C2875 Y5600E
重要無形文化財「日本刀」保持者、宮入行平が伝承する作刀技法のうち、最も基本となる地鉄の鍛錬法を中心に紹介。
一連の工
程をすべて記録した貴重な資料映像。研ぎ師は小野光敬。

サイトの詳細ページへ

鍛刀一貫

刀匠 吉原國家

-普及版

SPD-8804●31分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125688048■ISBN978-4-86308-538-1 C2875 Y4500E
この作品は、現代の日本刀備前伝製作の第一人者、吉原國家（本名 荘二）が製作する備前伝「甲ぶせ」鍛練技法を本人のインタ
ビューも交えつぶさにハイビジョンで撮影記録したものである。吉原國家は、父、兄、甥も刀鍛冶という家系に育ち、
自らも18
歳より刀鍛冶を目指し修行を重ねた。平成20年に東京都無形文化財指定を受ける。全日本刀匠会顧問。

サンプルムービー

炎に祈る

刀匠 宮入小左衛門行平

サイトの詳細ページへ

-普及版-

SPD-8805●34分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125688055■ISBN978-4-86308-552-7 C2875 Y4500E
この作品は、現代の日本刀相州伝製作の第一人者、宮入小左衛門行平が製作する相州伝「本三枚」鍛練技法を、本人のインタ
ビューも交え、つぶさにハイビジョンで撮影記録したものです。宮入小左衛門行平は、父の人間国宝・故宮入行平に師事、
幼少
より刀鍛冶になる環境のもとで育ちました。宮入一門のまとめ役としての大任も果たしつつ、現代刀普及にも精力的に活動し
ています。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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百錬精鉄

刀匠 月山貞利

～綾杉の系譜～

-普及版-

SPD-8806●日本語版30分+英語版30分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125688062■ISBN978-4-86308-572-5 C2875 Y4500E
鎌倉時代に隆盛を極めた出羽の月山鍛冶。月山伝は、地金に綾杉、刀身彫りが特徴です。その流れを汲み、800年の伝統を受け
継ぐ月山貞利（がっさんさだとし）。大学卒業後、父の人間国宝、故月山貞一の薫陶を受け刀鍛冶の道に入る。現在は、
月山一門
当主として後継者育成にも尽力し、多くの優秀な刀鍛冶を輩出しています。

サイトの詳細ページへ
日本刀の研磨と手入れ

本阿彌光洲

-普及版-

SPD-8807●28分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125688079■ISBN978-4-86308-583-1 C2875 Y4500E
本阿彌家は、室町時代から日本刀の研磨・鑑定を生業とし、古くから数多くの名人を輩出してきた。現宗家である本阿彌光洲も
また、
2014年10月、国指定重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定され、その卓越した技術が評価された。光意系18代本阿彌
光洲の日本刀研磨技術をつぶさに披露した貴重映像に加え、ジャパニーズスタンダードとも言える本阿彌家の日本刀手入れ
方法と鑑賞方法も同時収録。

サイトの詳細ページへ

三谷修史

日本刀・柄巻のすべて

-普及版-

SPD-8809●134分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125688093■ISBN978-4-86308-658-6 C2875 Y5300E
日本刀の柄を巻く職人である柄巻師。江戸時代に徳川家が正式に採用した「一本留め」。徳川家以外の各藩によって独自に発
展した「二本留め」。より装飾的な巻き方である「蛇腹糸留め」。それぞれの留め方を第一人者三谷修史が丁寧に実演、解説。さ
らに、柄形の各種、柄木の製作、鮫皮着せ、柄糸、目貫の位置と入れ方についても、あわせて収録。

サンプルムービー

拵・刀装具の美

高山一之の世界

サイトの詳細ページへ

-普及版-

SPD-8810●73分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125688109■ISBN978-4-86308-815-3 C2875 Y5000E
江戸時代から続く代々続く鞘師の家系の6代目であり、卓越した拵の技法で日本刀に携わる多くの者から賞賛と敬意を集める
高山一之。本作品は、高山一之のこれまでの業績をたどり、実際の拵の製作工程を捉えたドキュメンタリーに加え、
本人自身に
よる作品の解説を収録。さらに約50点の作品を紹介した貴重映像集である。

サイトの詳細ページへ

鍛刀一筋

刀匠 三上貞直

-普及版-

SPD-8811●30分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125688116■ISBN978-4-86308-850-4 C2875 Y4500E
相伝備前は、華やかさが特徴の備前伝に、鎌倉末期に登場、流行した相州伝を取り入れたものであり、多くの刀工によって手掛
けられ一大潮流となった。三上貞直はその相伝備前に魅せられ、北広島の地で相伝備前一筋に作刀に励んでいる。
これは、
三上
が惚れ込んだ相伝備前の鍛錬技法とその作品を紹介したものである。

サイトの詳細ページへ
鍛錬・研磨・拵・刀装具

日本刀 究極の美

～名刀の出来るまで～

SPD-8812●35分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125688123■ISBN978-4-86308-870-2 C2875 Y5000E
一本の日本刀が出来上がるまでには、様々な工程がある。歴史の中で育まれた多数の職人による創意工夫、匠の技が結集され
た日本刀は、まさに日本伝統文化の粋である。玉鋼に命を吹き込む刀匠の鍛錬。そして研師、白銀師、鞘師、塗師、金工師、
柄巻師
といった職方の、日本刀を優れた美術品に仕立て上げる技法の数々。
伝統を踏襲しつつ、日々研鑽を重ねて新しい技法を取り入れ、至高を目指して進化を続ける日本刀の現在を描く。

サイトの詳細ページへ

長光に挑む

刀匠

久保善博

-普及版-

SPD-8813●41分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125688130■ISBN978-4-86308-884-9 C2875 Y4500E
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発売

鎌倉時代後期、備前長船最大の流派長船派を率い、当代随一の名工と評された長光。数多くの名刀を世に残し、刀剣王国長船の
一時代を築いた。
「古刀の再現は現代の技術では不可能」という言葉に刺激を受けて刀鍛冶を志した久保善博は、
作刀開始以来
一貫して当時の技術の再現に挑んできた。それは、砂鉄の化学成分を調べ、たたらを用いて自ら当時と同じ鉄を作ることに始
まる徹底したものである。これは、久保善博が長年追求してきた全ての知識と技術
を結集させて、偉大なる長光の作品に挑んだ記録である。
サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

柔道
JUDO

寝技の真髄

高専柔道

SPD-3502●68分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／ ALL／片面1層
Jan.4941125635028■ ISBN4-87389-564-2 C2875 Y5600E
立ち技無し、場外無し、時間制限無し。旧制高校や高等専門学校において行われ、寝技だけで闘ったため、寝技の技術が究極ま
で研究され進歩したと言われる高専柔道。その真髄を故平田鼎師範が初公開し、大ヒットとなったビデオをDVD 化。立ち技か
ら寝技への移行、返し、足の制し方、抑え込み、三角絞め、十字逆、腕搦み、絞め技の8 部構成。

サンプルムービー

平田鼎直伝

サイトの詳細ページへ

高専柔道

SPD-3509●86分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／ ALL／片面1層
Jan.4941125635097■ ISBN4-87389-731-9 C2875 Y5600E
戦前は立ち技の講道館、寝技の高専と言われるほど隆盛を極めた高専柔道。寝技は練習量がそのまま実力に反映されるとも言
われ、センスに頼る部分が多い立ち技とは大きな違いを見せる。寝技の神髄を究めたとまで言われた故平田鼎師範の技を受け
継ぎ、
現在も次々と新しい技を開発し続けている寝業研究会の技術を紹介する。

サイトの詳細ページへ

小坂光之介

高専柔道

寝技の伝承

SPD-3513●55分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125635134■ISBN4-87389-812-9 C2875 Y5600E
高専柔道は、練習量がすべてを決定する柔道と言われ、全国の大学、専門学校において、学校の名誉をかけた厳しい競争が繰り
広げられてきた。その技術は、現代においても色褪せることのない奥深さを持っている。井上靖の自伝的小説「北の海」
におい
て、
大天井と呼ばれた高専柔道の巨人・小坂光之介。彼が遺した素晴らしき寝技の技術がここに甦る。

サンプルムービー
奥田義郎柔道教則

サイトの詳細ページへ

勝つための寝技

SPD-3507●104分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125635073■ISBN4-87389-685-1 C2875 Y5600E
寝技の達人が教える段階的寝技修得法。人呼んで“ 絞めの奥田”。柔道王国九州にその人有りと言われた寝技師が抑え込みの初
歩から極意までを詳解。その半生を指導者として過ごしてきた奥田義郎が、長年の指導経験を活かし、実戦において役立つ寝
技の技術を、誰でも身につけることができるよう段階を踏んで丁寧に解説。

サイトの詳細ページへ

柔道寝技教科書

奥田義郎

段階的寝技鍛錬法

SPD-3547●141分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125635479■ISBN978-4-86308-483-4 C2875 Y5300E
無差別で戦うことにこだわった伝説の寝技師、奥田義郎。指導歴50年考え抜いた寝勝負に強くなる方法を伝授。講道館ルール
から高専柔道まで、初心者から段階的に強くなる柔道理論。全編6章。

サイトの詳細ページへ
岩釣兼生

木村政彦伝 鬼の柔道

SPD-3511●92分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125635110■ISBN4-87389-770-X C2875 Y5600E
大外刈りは体格の大きな人が使う技で、自分より小さい相手にしかかからないと一般的には思われているが、木村政彦の大外
刈りは、相手が自分より大きくても倒すことができる技であり、現在一般に使われている大外刈りとは大きく異なる。この作
品では、木村政彦の一番弟子・岩釣兼生が、大外刈りをはじめ受け継いだ技の数々を丁寧に紹介する。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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柔道の真髄

神技三船十段完全版

SPD-3514●78分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） モノクロ／モノラル／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125635141■ISBN4-87389-860-9 C2875 Y5600E
既発売
「神技 三船十段」(収録時間30分)の完全版とも言うべき別編集バージョン(収録時間60分)を発掘。短縮版では全面的に
カットされていた投裏の形、固技、絞技、関節技、護身術、そしてこのバージョンでしか聞くことのできない三船十段の肉声、
ま
さに永久保存版の貴重な映像コレクションである。さらに映像特典として、九段時代の記録映像を特別収録。

サイトの詳細ページへ

小室宏二

柔道固技上達法 上巻

SPD-3528●120分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕・仏語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125635288■ISBN4-86308-198-7 C2875 Y5600E
希代の寝技師・小室宏二が柔道固技の上達法を徹底紹介。それぞれの動作が実際の試合の中でどのように使われるかを理解
し、
その上で正しいやり方を身につけなくてはならない。上巻では、固技に必要な身体の動きを身につけるための基本練習、
立
ち技から寝技への移行技術、そして小室宏二の必殺技として有名な袖車絞めとコムロックを紹介する。

サンプルムービー

小室宏二

サイトの詳細ページへ

柔道固技上達法 中巻

SPD-3529●103分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕・仏語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125635295■ISBN4-86308-204-5 C2875 Y5600E
柔道の技には投技(立ち技)と固技(寝技)がある。本来、この2つは車の両輪であり、固技の修得は、柔道上達のために無くてはな
らないものである。中巻では、抑込技の中から横返し、腹包み、春日ロック、回転式後袈裟固の様々なバリエーションを収録。
前
作同様、技の詳しい紹介に加え、それらの技が実際の試合でどのように使われているかを丁寧に解説。

サイトの詳細ページへ

小室宏二

柔道固技上達法 下巻

SPD-3530●100分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕・仏語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125635301■ISBN4-86308-214-4 C2875 Y5600E
小室宏二が固技上達のために必要な、あらゆる要素を詳しく紹介。下巻では、絞技と関節技を紹介。送襟絞、十字絞、
三角絞、
そ
して腕固、巴十字、十字固。いずれも自らが実戦においてその有効性を確かめた技である。入り方から極めのコツまでわかりや
すく丁寧に解説。

サイトの詳細ページへ

小室宏二

柔道固技上達法DVD-BOX

SPD-3531●3枚組323分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO／英語字幕・仏語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125635318■ISBN4-86308-251-9 C2875 Y15000E
基本練習、立ち技から寝技への移行、小室宏二の必殺技・袖車絞めとコムロックを紹介した上巻。横返し、腹包み、
春日ロック、
回転式後袈裟固を収録した中巻。送襟絞、十字絞、三角絞、腕固、巴十字、十字固の入り方から極めのコツまでわかりやすく丁寧
に解説した下巻をお得なセットにしたDVD-BOX。

サイトの詳細ページへ

ザ・コムロック THE KOMLOCK World Wide

SPD-3534●93分+35分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕・仏語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125635349■ISBN978-4-86308-308-0 C2875 Y5600E
袖車絞を現代柔道に復活させ、さらにはコムロックと名付けられたオリジナルの腕固めを開発。柔道界きっての寝技師として
名を馳せた小室宏二が、それらの技の使用法を惜しみなく公開し、大ヒット作となった「ザ・コムロック」。最新の試合映像と本
人の解説、そして世界王者となった第2回世界形選手権決勝の映像を追加し、世界バージョンとなって新登場。

サイトの詳細ページへ

鳥居智男 インテリジェンス柔道 上巻

SPD-3532●103分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕・仏語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125635325■ISBN978-4-86308-264-9 C2875 Y5600E
柔道の体重別日本一を決める大会、講道館杯日本体重別選手権を実に8度に渡り制し、数々の国際大会等でも活躍。
今なお第
一線で活躍を続ける鳥居智男6段。その豊かな発想で次々とオリジナリティ溢れる技を開発し、指導者としても高い評価を得
ている彼が、見逃されがちな柔道上達のコツを徹底解説。
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サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

鳥居智男 インテリジェンス柔道 下巻

SPD-3533●112分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕・仏語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125635332■ISBN978-4-86308-270-0 C2875 Y5600E
普通に歩く、丸いものを見つける、引き手は引くのではなく押す。鳥居智男の言葉は驚きにあふれている。柔道とはつまると
ころバランスの奪い合いであり、自分のバランスを保ちながら、相手のバランスを崩すことで、投げることができる。
工夫と
それを身につけるための反復練習こそが上達への道である。

サイトの詳細ページへ

鳥居智男 インテリジェンス柔道 DVD-BOX

SPD-3543●2枚組103分＋112分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕／仏語字幕
Jan.4941125635431■ISBN978-4-86308-441-4 C2875 Y10000E
柔道界指折りの業師として活躍を続けている鳥居智男６段がその技術を大公開！世界の強豪と闘うために工夫を重ね、
磨き
続けた技。豊富な指導経験によって培われた伝えるための言葉。鳥居智男の柔道は独創とヒントにあふれている。
自分の柔道
を作り上げるために常に新しい技を生み出し続ける鳥居智男のDVD２作品をまとめたお買い得BOX。

サイトの詳細ページへ

鳥居智男 インテリジェンス柔道 寝技篇 上巻

SPD-3541●95分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕／仏語字幕
Jan.4941125635417■ISBN978-4-86308-361-5 C2875 Y5600E
柔道には立ち技と寝技がある。両方の技術を持つことで、寝技への移行を恐れずに、思い切って立ち技をかけることができ
る。
立ち技だけではなく、寝技においても数々の独創的な技を開発してきた鳥居智男が教える寝技篇第1弾。寝技の4つのポジ
ションのうち、最もよく見られる四つん這いの姿勢、亀の体勢からの攻防を紹介。

サイトの詳細ページへ

鳥居智男 インテリジェンス柔道 寝技篇 下巻

SPD-3542●118分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕／仏語字幕
Jan.4941125635424■ISBN978-4-86308-367-7 C2875 Y5600E
一本を奪うためには様々な技の連携が必要とされるが、寝技においても一つの技を繰り出すのではなく、立ち技から寝技、
寝
技から寝技への連携が大切である。寝技によく見られる引き込んだ状態、引き込まれた状態からの攻防、そして寝技の防御、
立ち技から寝技への連携技を紹介。

サイトの詳細ページへ

石津宏一

怒濤館柔道理論 vol.1

SPD-3535● 104分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125635356■ISBN978-4-86308-333-2 C2875 Y5600E
天理大学四年制体育学部の第一期生として名門柔道部の礎を作り、卒業以来数十年間を柔道指導一筋に捧げてきた石津宏
一。
毎年のように全日本大会に選手を送り出し、自宅に開いた小さな道場「怒濤館」には、その理論を求めて日本中の指導者が
集まる。膨大な理論の根本となる中心足の論理を紹介。

サイトの詳細ページへ

石津宏一

怒濤館柔道理論 vol.2

SPD-3536●121分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125635363■ISBN978-4-86308-337-0 C2875 Y5600E
柔道界の名伯楽として全国にその名が轟く石津宏一。半世紀の間、ひたすらに柔道の原理を研究し、長年の指導でそれを実証
してきた。近所に住むわずかな人数の少年少女を指導し、次々と中央に送り出す驚異的な実績は理論の確かさを裏付ける。
第
2弾はまとめ足と中心足の論理を紹介。

サイトの詳細ページへ

岡田弘隆

柔道足技を極める vol.1

SPD-3545●90分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125635455■ISBN978-4-86308-453-7 C2875 Y5600E
足技は、組み方を工夫することで相手の体格等に関係なく技を仕掛けることが出来、戦局を有利にすることができる。
足技を
たくさんマスターすることは、そのまま柔道の幅が広がることにつながる。1987年エッセン、1991年バルセロナの両世界選手
権で優勝し、足技の名手と謳われた岡田弘隆が足技の極意を徹底解説。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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岡田弘隆

柔道足技を極める vol.2

SPD-3546●75分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125635462■ISBN978-4-86308-477-3 C2875 Y5600E
名手と謳われた岡田弘隆が足技の極意を徹底解説する第2弾。多くの種類があり、いろいろな技と連携できる足技は、柔道の中
でも特に重要な役割を持つ。vol.2でも、岡田弘隆が開発したオリジナルの小内刈りをはじめ、多数の足技を紹介。

サンプルムービー

岡田弘隆

サイトの詳細ページへ

柔道足技を極める DVD-BOX

SPD-3548●2枚組165分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125635486■ISBN978-4-86308-595-4 C2875 Y10000E
種類も多く、いろいろな技と連携できる足技は、柔道の技の中でも特に重要な役割を持ち、たくさんマスターすることで柔道
の幅が広がる。1987年エッセン（78kg級）、1991年バルセロナ（86kg級）の両世界選手権を制し、足技の名手と謳われた岡田弘
隆がその極意を徹底解説。DVD２作品をまとめたお買い得BOX。

サイトの詳細ページへ

古賀稔彦 一本で勝つ柔道実戦教科書DVD-BOX

SPD-3550●3枚組245分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125635509■ISBN978-4-86308-694-4 C2875 Y15000E
古賀稔彦が組手から様々な技、技を身につけるためのトレーニングなど、一本を取るために必要な実戦テクニックを、
DVD3枚
にわたって徹底的に実演・解説した映像版柔道教科書。さらに、初心者から指導者まで参考になり、抜群の効果が実証されてい
る古賀塾での稽古も公開。DVD3枚をセットにしたお買い得ボックス。

サイトの詳細ページへ

古賀稔彦 一本で勝つ柔道実戦教科書 上巻

SPD-3551●91分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125635516■ISBN978-4-86308-623-4 C2875 Y5300E
［収録項目］釣手と引手の持ち方／相四つの奥襟の持ち方／ケンカ四つの奥襟の持ち方／引手と釣手の切り方／ケンカ四つで
の引手の持ちかえし方／極端な変形相四つからの技の入り方／内股／払腰／小内刈／古賀塾スペシャルトレーニング
（80%
打込／8秒投込／8秒投込上級篇／移動打込）古賀塾柔道教室（けん玉トレーニング／準備体操）

サイトの詳細ページへ

古賀稔彦 一本で勝つ柔道実戦教科書 中巻

SPD-3552●77分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125635523■ISBN978-4-86308-632-6 C2875 Y5300E
［収録項目］相四つの技（背負投／一本背負／大外刈／巴投／体落）ケンカ四つの技（体落）相四つ・ケンカ四つの技
（背落／袖釣
込腰）
ケンカ四つの技（腰車／小外掛／大外刈／大内刈／一本背負／大腰）古賀塾柔道教室（ウォーミングアップ）

サイトの詳細ページへ

古賀稔彦 一本で勝つ柔道実戦教科書 下巻

SPD-3553●77分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.44941125635530■ISBN978-4-86308-640-1 C2875 Y5300E
［収録項目］ケンカ四つが得意になる方法／ケンカ四つ 足払からの攻撃（足払から大内刈／小内刈／内股／払腰／大外刈／背
負投）
ケンカ四つ 連続技（小外刈から背負投／小外刈から足車／小外刈から内股／大内刈・内股から大内刈／大内刈からケン
ケン内股）相四つ 連続技（片襟の小内刈から袖釣込腰／一本背負から大外刈 他

サイトの詳細ページへ

金野 潤 思考の柔道 入門篇

SPD-3554●70分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125635547■ISBN978-4-86308-762-0 C2875 Y5300E
勝つために必要な練習とは？目先の勝利ではなく、本当の強さを身につけるための方法とは。日大柔道部を躍進させ、
さらに
全日本チームの強化に励む金野潤の、その指導力の秘密を探る。

32

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

少林寺拳法

SHORINJI KEMPO

少林寺拳法

乱捕りのすすめ

ヨーロッパ地区研究篇

SPD-6001●44分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／ STEREO／ ALL／片面1層
Jan.4941125660013■ ISBN4-87389-687-8 C2875 Y4800E
少林寺拳法が解き明かす武道の秘技、対の先、先の先。
「乱捕り」という応用問題を解くことによって、法形という方程式を真に
習得することが出来る。何のために、どういう方法で、正しく、楽しく少林寺拳法の技の思想を生かすための「乱捕り」練習の
画期的方法（ヨーロッパでの試み）を公開！

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

少林寺拳法〜究極の護身術〜

SPD-6002●40分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／ STEREO／ ALL／片面1層
Jan.4941125660020■ ISBN4-87389-734-3 C2875 Y3800E
大きな反響を呼び、
絶版となっていたヨーロッパ少林寺拳法のビデオが甦る! 燕返から木葉返まで、
多彩を極める少林寺拳法の
技の数々。
過去数十年に渡り門外不出とされ、
一般の目に触れることのなかった幻の技をついに映像化。
少林寺拳法の真実の姿
が明らかになる。
（この映像は、
かつて同タイトルで徳間書店よりリリースされたものです。
）

サイトの詳細ページへ

少林寺拳法の世界

ヨーロッパ編

SPD-6003●108分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／英語字幕・仏語字幕・伊語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125660037■ISBN4-86308-227-4 C2875 Y4500E
少林寺拳法の更なる発展のための基本、あるべき姿と国際化、新しい時代を開く智慧について。36年にわたり海外での指導・
普及に努めてきた青坂 寛の経験を通して、少林寺拳法の更なる発展のための基本、あるべき姿と国際化、新しい時代を開く智
慧について明らかにする。

サイトの詳細ページへ

少林寺拳法 達人伝説

青坂 寛

SPD-6004●105分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／英語字幕・仏語字幕・伊語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125660044■ISBN4-86308-228-1 C2875 Y4500E
至高の武道。高みに至ることでしか得られない身体智を世界のあらゆる武道のステージに向けて発信する。達人伝説が、
過去
形でなく、現在進行形になる。欧州の地において、高い武名を誇る青坂寛がその達人の技を披露する。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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日本拳法

NIPPON KEMPO

日本拳法

DVD-BOX

SPD-7700●266分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125677004■ISBN978-4-87389-349-3 C2875 Y15000E
日本拳法の入門編、組手基本編、形指導編の3枚をセットにしたお得なBOXセット

サイトの詳細ページへ

日本拳法

入門編

SPD-7701●100分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125677011■ISBN4-87389-870-6 C2875 Y5600E
日本拳法は、古来よりある様々な武術の中から、突き、蹴りの当て身技を中心に、投げ、逆捕りをも加えた徒手による格闘技で
ある。
防具を装着することによって、あらゆる技を実戦形式で練習することが可能になり、短期間で技術習得ができる。
その技
を、
日本拳法連盟副会長の土肥豊八段が紹介する。

サイトの詳細ページへ

日本拳法

組手基本編

SPD-7702●68分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125677028■ISBN4-87389-875-7 C2875 Y5600E
拳法の技を、実戦の場において効果的に使うためには、組手の稽古が必要である。この作品では、組手の稽古を行うに当たっ
て、
身につけておかなければならない様々な技術を、ひとつひとつ丁寧にわかりやすく紹介する。基本を学んだ上で、
組手の稽
古を積み重ねることが、拳法上達への早道である。

サイトの詳細ページへ

日本拳法

形指導編

SPD-7703●98分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125677035■ISBN4-87389-881-1 C2875 Y5600E
形は個々の基本技の中から攻防に適した代表的なものを選び出し、模範的に組み立てたものある。基本課題は、日本拳法連盟
が基本技術の普及と徹底を図るために定めたものであり、昇段級審査会の受験課題でもある。基本の練習は日常より必須の
ものであり、日本拳法の習得、上達には、この基本課題を学び、身につけることが最も大切である。

サンプルムービー
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サイトの詳細ページへ

空手

FULLCONTACT KARATE

山崎照朝の実戦空手

SPD-1801●193分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／ ALL／片面2層
Jan.4941125618014■ ISBN4-87389-554-5 C2875 Y5600E
実戦空手とは、グローブ、ニーパッドなど、一切のプロテクターを身に付けることなく、素手、素足で相手に直接打撃を加えて
闘う空手である。山崎照朝が、自ら身に付けた実戦空手の技術を徹底指導する。これだけで道場での実際の練習内容が手に取
るようにわかり、誰もが正しい練習方法を身に付けることができる。ビデオ3 タイトルを1 枚に収録。

サイトの詳細ページへ

黒澤浩樹 THE INFIGHT

SPD-1802●61分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／ ALL／片面1層
Jan.4941125618021■ ISBN4-87389-553-7 C2875 Y5600E
黒澤浩樹は、数々の挫折、負傷に見舞われながら、常に不死鳥のように甦り、数多のドラマを生み出してきた。代名詞とも言え
る下段廻し蹴りと、相手の内懐に臆せず飛び込むインファイトの技術を中心に、破壊力やスピードを増すためのトレーニン
グ、
そして実戦や練習に挑む心構えを語ったインタビューなど、黒澤浩樹のすべてを収録。

サイトの詳細ページへ

黒澤浩樹 空手革命 4スタンス理論

SPD-1838●200分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125618380■ISBN978-4-86308-098-0 C2875 Y5600E
極真カラテで全日本選手権を制し、格闘マシーンの異名を取った黒澤浩樹。独立後はPRIDEやK−1のマットでも活躍した黒
澤が長年の研究と実践の末たどり着いた空手の新しい可能性、それが4スタンス理論である。その概念と応用技術を紹介する
他、
同理論の提唱者である廣戸総一氏との対談も収録。

サンプルムービー

二宮城光 ENSHIN METHOD

サイトの詳細ページへ

限りなきチャレンジ

SPD-1803●56分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／ ALL／片面1層
Jan.4941125618038■ ISBN4-87389-569-3 C2875 Y5600E
長年の実戦経験を基に考案した円心空手は、攻防における円の動きとポジショニング、独特の崩し、捌き、投げのテイクダウ
ン、相手のパワーを最大限に利用するカウンター攻撃を特色とする。華麗にして重厚。円心会館のテクニックと精神を、二宮館
長自らが解説する。

サイトの詳細ページへ

二宮城光 ENSHIN METHOD 2

捌一筋

SPD-1807●72分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／ ALL／ /片面1層
Jan.4941125618076■ ISBN4-87389-596-0 C2875 Y5600E
捌一筋。空手界に独自の道を築き上げ、さらなる技術の追求を続ける二宮城光が、高度な捌きのテクニックをわかりやすく丁
寧に解説した第2 弾。ベースとなるポジショニングを活かした、具体的な攻防一体の技術を紹介する。第1 弾からより進んだ
テクニックを収録。

サイトの詳細ページへ

白蓮会館 剛法篇

最強の組手

SPD-1813●75分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／ ALL／片面1層
Jan.4941125618137■ ISBN4-87389-793-9 C2875 Y5600E
広く様々な大会への挑戦を続け、自ら開催する全日本空手道選手権大会においては、他流派の参戦を制限無く受け入れ、ただ
ひたすらに強さのみを追い求める白蓮の戦士たち。その強さの秘密を解き明かす。実戦を想定した具体的なフルコンタクト
のテクニックと多彩なコンビネーション、勝つためのすべてのテクニックと、その精神を明かす。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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白蓮会館 柔法篇

逆技の極意

SPD-1814●60分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ STEREO／ ALL／片面1層
Jan.4941125618144■ ISBN4-87389-800-5 C2875 Y5600E
最強の侵略者と呼ばれる白蓮会館は、長年に渡り、フルコンタクト空手の世界に大きな嵐を巻き起こしてきた。その一方で、杉
原正康館長が目指す、生涯武道実践のために培われた技術が柔法である。少林寺拳法をベースに杉原館長が研究・開発した、
腕や手への逆技を中心とする柔法。その独特の技術を紹介する。

サイトの詳細ページへ

白蓮会館 南豪宏

神速豪腕の突き

SPD-1855●80分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618557■ISBN978-4-86308-321-9 C2875 Y5600E
数多の強敵を打ち破った強烈無比の拳!杉原正康館長の武闘魂を受け継ぎ、白蓮会館の全日本選手権を通算7度制覇。
他流派の
大会でも数々の実績を残した名選手南豪宏。威力ある突きの打ち方、効果的な突きの使い方、そして鍛え方。破壊力ある突きを
を生み出す秘訣を初公開。南豪宏の突きを身につけるためのあらゆる方法がここに。

サイトの詳細ページへ

白蓮会館 世界空手道選手権大会

2004年11月21日・大阪府立体育会館
BK01●120分●税込¥6,285（本体価格¥5,714+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4959930030798■ISBN4-87389-840-4 C3875 Y5714E
白蓮会館設立20周年記念で行われた第一回世界大会。フルコンタクト空手団体のトップ選手が国内外から集結したオールス
ター戦。軽量級優勝・石原浩二、中量級優勝・平木博仁、重量級優勝・北島悠悠と白蓮選手が全階級制覇。全試合ダイジェスト収
録。
杉原正康館長の神業的な演武も収録。

サイトの詳細ページへ

心体育道

超護身

SPD-1831●70分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618311■ISBN978-4-87389-996-1 C2875 Y4800E
全米カラテチャレンジを2連覇した廣原誠が教える究極の護身術「心体育道」。派手、無理、無駄など、スキを生ずる動き一切
を捨て去った武道理論。相手に勝つのではなく、相手に負けない事を目的とした捌きの理論を、心体育道創始者廣原誠が教え
る。
さらにDVD用の映像特典として、平成14年〜18年の奉納演武(約7分)と、平成19年1月に広島直轄道場で行われた稽古指導
風景(約25分)を特別収録。

サイトの詳細ページへ

廣原誠

心体育道杖術

SPD-1845●105分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618458■ISBN978-4-86308-272-4 C2875 Y5600E
芦原會館に学び、全米カラテチャレンジ重量級を2連覇した実績を誇る廣原誠師範。自分にスキを生じるような一切の無理な
動き、
無駄な動きを捨て去った空手を創り上げ、心体育道を創始した。そして、ひとつひとつの技を自ら考案、試行錯誤の末に
新たに創り上げた心体育道杖術。その技法を丁寧に紹介する。

サイトの詳細ページへ

三浦美幸

空手基本の提言

SPD-1846●102分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618465■ISBN978-4-86308-279-3 C2875 Y5600E
基本を徹底的に稽古し、しっかりとした基本を身に付ける。それが三浦美幸の空手である。アメリカ・シカゴでの40年以上に
渡る指導生活の中で作り上げられた空手は、基本を重視しながら、オリジナリティあふれる稽古システムを持つ合理的なもの
である。三浦美幸があらゆる空手家に贈る提言。

サイトの詳細ページへ

伊藤泰三

攻撃捌

実戦護身道空手円誠塾

SPD-1848●102分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618489■ISBN978-4-86308-301-1 C2875 Y5600E
円誠塾空手は、伊藤泰三塾長が創始した、実践的で理にかなった動きを追求した護身武道である。芦原會館にて故芦原英幸館
長に学んだ「サバキ」を原点とし、より実戦性を重んじて顔面攻撃、急所攻撃を想定。ゼロコンマ何秒の世界で必ず勝利を得る
ための技術。それが円誠塾空手である。
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サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

成嶋弘毅

葉隠流空手

SPD-1857●120分＋20分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618571■ISBN978-4-86308-372-1 C2875 Y5600E
極真会館をはじめとするフルコンタクト空手の大会で驚異的な成績を収め、空手界にその名を轟かす葉隠塾。塾長成嶋弘毅
は、
様々な空手の技を研究し、固定概念を捨て、自由な発想で次々に新しい技を開発。実子である成嶋竜に幼少の頃より英才教
育を施し、極真会館の2階級王者に育て上げた。そのオリジナリティ溢れる技の数々を成嶋弘毅が紹介する。

サイトの詳細ページへ

淑徳巣鴨空手道部

強さの秘密

SPD-1849●123分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618496■ISBN978-4-86308-309-7 C2875 Y5600E
フルコンタクト空手界の驚異として知られる淑徳巣鴨中学高等学校空手道部。中学、高校の部活動でありながら名だたる団体
の大会で驚くべき好成績を残す練習方法、そして考え方。奇跡を生み出す大崎理論とは!?大崎マジックの秘密に迫り解明した
画期的作品。教育に携わるあらゆる指導者に。

サイトの詳細ページへ
淑徳巣鴨空手道部

強さの秘密2

福地勇人

打たせずに倒す！

SPD-1860●73分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618601■ISBN978-4-86308-368-8 C2875 Y5600E
フルコンタクト空手界に鳴り響く淑徳巣鴨中学高等学校空手道部、その代表選手が福地勇人である。一般部には及ばない体
格、
パワーをカバーするための技術。学校の部活動であることで、限られた練習時間、怪我の防止を第一の目的とした稽古、
様々な制約が「打たせずに倒す」というスタイルを生み出した。勝つために磨き抜かれた革命的テクニック。

サイトの詳細ページへ

淑徳巣鴨空手道部

強さの秘密

実践篇

SPD-1869●116分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618694■ISBN978-4-86308-615-9 C2875 Y5300E
日々の試行錯誤の中から稽古に組み込まれた新たな練習方法、そして実戦で勝つための秘訣をさらに掘り下げて語り尽くし
たインタビュー。
「空手で勝つだけではなく、人生に勝つことが目的」と語る大崎先生の、素晴らしい指導理論が満載。

サイトの詳細ページへ
玉城厚志

心輝会空手

組手で使えるサバキ

SPD-1871●75分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618717■ISBN978-4-86308-624-1 C2875 Y5300E
フルコンタクト空手界重量級の実力者として、正道会館ばかりでなく、国士会館、白蓮会館、士道館、佐藤塾と、様々な団体の大
会に出場し、タイトルを総なめにした玉城厚志。正道会館支部長、館長代理などを経て、自らの空手を追求するために、
心輝会
を設立。数々の実戦で培ったテクニックを紹介する。

サイトの詳細ページへ

中村日出夫

拳道伝説

SPD-1872●2枚組66分+特典56分●税込¥8,800（本体価格¥8,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618724■ISBN978-4-86308-633-3 C2875 Y8000E
拳道会総師中村日出夫。その名は、日本空手界に燦然と輝く星であり、流派を超え、あらゆる空手家から尊崇の念を持って語ら
れる稀有の存在である。これは、遺された貴重な演武の映像を中心に、秘蔵写真、弟子たちの語る師の素顔などで構成された一
代記である。伝説の超人中村日出夫。そのすべてがここに。

サイトの詳細ページへ

藤原賢治

極真空手正攻法

SPD-1879●74分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層／英語字幕
Jan.4941125618793■ISBN978-4-86308-734-7 C2875 Y5300E
1975年から3年間、極真会館総本部内弟子として大山倍達館長から直接指導を受けた後、1978年に渡米。大山茂師範の内弟
子となって1979年代に2回世界大会に出場。極真空手黄金時代の技術と精神を受け継ぐ数少ない空手家である藤原賢治。こ
れは、藤原賢治の空手の根幹とも言える一撃必殺の極意を公開した、初めての映像作品である。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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英心會館

石本 誠 究極の護 サバキ

上巻

SPD-1881●121分●税込¥5,830
（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125618816■ISBN978-4-86308-769-9 C2875 Y5300E
故芦原英幸によって創造された攻防一体の技術
「サバキ」
。
故人の下で長年修行に励んだ石本誠は、
沖縄空手道松林流喜舎場塾の
新里勝彦師、
そして合気道日心館の井上強一師と出会い、
サバキの技術のさらなる深層へと進んだ。
石本誠が追求する武術の根
本原理を徹底解説。

サンプルムービー

英心會館

石本 誠 究極の護 サバキ

サイトの詳細ページへ

下巻

SPD-1882●121分●税込¥5,830
（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125618823■ISBN978-4-86308-770-5 C2875 Y5300E
故芦原英幸によって創造された攻防一体の技術
「サバキ」
。
故人の下で長年修行に励んだ石本誠は、
沖縄空手道松林流喜舎場塾の
新里勝彦師、
そして合気道日心館の井上強一師と出会い、
サバキの技術のさらなる深層へと進んだ。
石本誠が追求する武術の根
本原理を徹底解説。

サンプルムービー

英心會館

石本 誠

究極の護 サバキ

サイトの詳細ページへ

DVD-BOX

SPD-1880●2枚組241分●税込¥11,000
（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125618809■ISBN978-4-86308-835-1 C2875 Y10000E
芦原会館総本部において芦原英幸先生の組手の相手を務め、
サバキ技術の確かさを認められた石本誠。
生涯をかけて探求し続け
てきたサバキの極意がここに。
発売開始以来大きな反響を呼んだ上下巻２タイトルをお買い得なBOX仕様で発売。

サイトの詳細ページへ

士魂 添野義二の軌跡

SPD-1883●74分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618830■ISBN978-4-86308-765-1 C2875 Y5300E
今年70歳の古希を迎えた添野義二世界空手道連盟士道館館長。極真の猛虎と呼ばれ、キックボクシングでも活躍した後に士
道館を結成。数多くの名選手を送り出し、空手界のレジェンドとして世界中の空手家たちから慕われる添野館長の軌跡を追
い、
全国支部長セミナー、三峰山合宿、古希記念大会など、今なお修行と指導の日々を送る現在の姿を伝える。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

F.S.A拳真館 秒速で取得する空手！グローブ！MMA！

FSA-1001●74分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125593014■ISBN978-4-86308-830-6 C3875 Y5000E
あらゆるルールに挑戦し倒せる空手の確立を目指す拳真館の技術紹介。
素手で顔面を叩くことによって知った本当に人を倒すことのできる空手。空手を再び地上最強の格闘技にするため、
あらゆる
技術に挑戦し続けてきた羽山威行館長が教えるFSA拳真館の技術。初公開される４つの基本動作では、体力向上と効率的な身
体の動きが身に付き、さらに様々なルールに柔軟に応用することができる。

サイトの詳細ページへ

長谷川一幸 誰にでもできる極真カラテ 入門編 vol.1

KHD-1001●92分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125591010■ISBN978-4-86308-078-2 C2875 Y5600E
空手の基本稽古、移動稽古はなぜ必要なのか、基本や移動がどのように実戦の技につながっていくのか?長谷川一幸が40年
の歳月をかけて追求してきた極真カラテの技術を公開[映像特典]未公開秘蔵映像(約18分) 第2回全日本空手道選手権大会
(1970.9.26)より、長谷川一幸、山崎照朝、添野義二の激闘譜
制作・発売/国際空手道連盟 極真会館 長谷川道場

サイトの詳細ページへ

長谷川一幸 誰にでもできる極真カラテ 入門編 vol.2

KHD-1002●84分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125591027■ISBN978-4-86308-083-6 C2875 Y5600E
空手の基本稽古、移動稽古はなぜ必要なのか、基本や移動がどのように実戦の技につながっていくのか?長谷川一幸が40年
の歳月をかけて追求してきた極真カラテの技術を公開[映像特典]未公開秘蔵映像(約10分)第2回全日本空手道選手権大会
(1970.9.26) 故郷徳島での祝勝会、演武大会、道場での稽古風景等
制作・発売/国際空手道連盟 極真会館 長谷川道場

38

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

藤井脩祐

倒す組手テクニック

KYKU-008●105分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125592086■ISBN978-4-86308-472-8 C2875 Y5600E
極真館城南品川支部の名伯楽・金子雅弘師範の英才教育を受け、19歳で日本代表に初選出。以来、
世界の強豪と渡り合い、
数多
くの輝かしい実績を残してきた藤井脩祐。さらには強豪ひしめくロシアへ渡っての長期滞在修行でますます磨かれた倒すた
めの技術。対戦相手を次々と葬り去る脅威のテクニックを惜しみなく公開。 制作・発売/極真空手道連盟極真館

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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伝統空手

TRADITIONAL KARATE

硬式空手道

SPD-1815●63分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／英語字幕／片面1層
Jan.4941125618151■ISBN4-87389-830-7 C2875 Y5600E
顔面攻撃を含めたあらゆる空手の技を、いち早く直接打撃の中で研鑽することを可能にした、安全にして最強のコンタクト・
カラテ、硬式空手道。緻密に整理、体系化された硬式空手道の技術と理念を、創始者久高正之空観範士九段が紹介する。

サイトの詳細ページへ

國際松濤館空手完全教則

入門篇

SPD-1821●107分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618212■ISBN4-87389-918-4 C2875 Y5600E
空手の修得、上達には、基本の動作を、正しく、しっかりと身につけることが大切である。毎日の稽古に役立ち、正しい技を自ら
のものとすることができるビデオ教則作品。[収録項目]立ち方/拳の握り方/其の場突き/其の場蹴り/其の場受け:下段払い,揚げ
受け,外受け,内受け,手刀受け/移動基本/型:平安初段,二段,三段/基本組手:五本組手,三本組手

サンプルムービー

國際松濤館空手完全教則

サイトの詳細ページへ

中級篇

SPD-1822●85分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618229■ISBN4-87389-925-7 C2875 Y5600E
金澤弘和館長が、
國際松濤館空手の基本を教える完全教則シリーズの第2弾。
[収録項目]自然体からの三本突き、
猿臂/閉足立ち
からの前蹴りの連蹴り/前屈立ちからの刻み突き・逆突き、
刻み前蹴り・前蹴り、
刻み突き・前蹴り・逆突き/自然体からの前蹴り・
から突き、
廻し蹴り・から突き/移動基本:三本突き(追い突き)/三本突き(逆突き) 他

サイトの詳細ページへ

國際松濤館空手完全教則

上級篇

SPD-1823●113分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618236■ISBN4-87389-937-0 C2875 Y5600E
入門者から黒帯取得者までを対象に、松濤館空手の基本を教えるビデオ教則作品の第3弾。[収録項目]其の場基本:刻み突き・逆
突き/前蹴り・廻し蹴り 移動基本:刻み突き・前蹴り・逆突き/揚げ受け・廻し蹴り・裏拳・順突き/不動立ち順突き/不動立ち三本突
き/前屈立ち連蹴り 自由一本組手:上段突き/中段突き/前蹴り 他

サイトの詳細ページへ

國際松濤館空手完全教則DVD-BOX

SPD-1856●3枚組305分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618564■ISBN4-86308-357-8 C2875 Y15000E
入門者から黒帯取得者までを対象に、金澤弘和館長が國際松濤館空手の技術を、基本から型、上級テクニックまで丁寧に教え
る完全教則。毎日の稽古に役立ち、繰り返し稽古を重ねることで正しい技術を自らのものとすることができる貴重なＤＶＤ全
３巻を、お買い得価格で提供するBOX作品。

サイトの詳細ページへ

金澤弘和空手伝説 KARATE LEGEND

SPD-1835●87分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618359■ISBN978-4-86308-040-9 C2875 Y5600E
世界のカナザワとして知られる空手家金澤弘和の貴重映像を満載した永久保存作。日本空手協会が主催した第1回全国空手道
選手権優勝、第2回大会での組手、型、両部門制覇など、空手界に数多くの伝説を残す金澤弘和。現役時代の試合映像や海外で撮
影された若き日の姿、そして最新のインタビューと演武など、全編まるごと貴重映像で構成された記念作品。永久保存版。

40

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

糸洲流

空手道型大鑑DVD-BOX

SPD-1824●5枚組550分●税込¥27,500（本体価格¥25,000+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL/片面1層
Jan.4941125618243■ISBN4-86308-178-9 C2875 Y25000E
近世の拳聖と呼ばれる糸洲安恒師を流祖とする糸洲流型は、空手道の入り口であり、修行の深浅の道程であり、奥義でもあ
る。
空手道は、型で入り、型で進み、型で終わる。空手道を学校体育に取り入れ、その普及に大きな貢献を果たした糸洲安恒師
は、
ピンアンなど数多くの型を創作した。糸洲流正統四世坂上節明宗家が、糸洲流のすべての型を紹介する全5巻。

サイトの詳細ページへ

糸洲流

空手道型大鑑（一）

SPD-1825●120分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618250■ISBN978-4-87389-974-9 C2875 Y5600E
近世の拳聖と呼ばれ、最も基本的な「平安の型」を初めとするたくさんの型を創った糸洲安恒師を流祖とする糸洲流空手
道。
その全ての型を、正統四世坂上節明が紹介する第一弾。[収録内容]平安初段、二段、三段、四段、五段/抜砦(大)(小)/征遠鎮/
二十四/雲手

サイトの詳細ページへ

糸洲流

空手道型大鑑(二)

SPD-1826●123分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618267■ISBN978-4-87389-986-2 C2875 Y5600E
近世の拳聖と呼ばれ、最も基本的な「平安の型」を初めとするたくさんの型を創った糸洲安恒師を流祖とする糸洲流空手道。
その全ての型を、正統四世坂上節明が紹介する。第2弾には、三戦/撃砦(一)(二)/十八/公相君(大)(小)/松茂良鷺牌/松村抜砦/
二十八歩/五十四歩の型を収録。英語字幕付き。

サイトの詳細ページへ

糸洲流

空手道型大鑑(三)

SPD-1827●101分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618274■ISBN978-4-86308-060-7 C2875 Y5600E
型は空手道の入り口であり、修業の深浅の道程であり、奥義でもある。空手道を身につけるには、型に含まれている様々な技
法の特徴と意味を正しく理解し、完全に自分のものとなるまで練習することが必要である。糸洲流空手道の全ての型を正統
四世坂上節明が紹介する第3弾。[収録内容]術手/慈音/慈允/四方公相君 /腕貫 /壮鎮/転掌/砦破/来留波 /白鳥

サイトの詳細ページへ

糸洲流

空手道型大鑑(四)

SPD-1828●101分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618281■ISBN978-4-86308-099-7 C2875 Y5600E
型は空手道の入り口であり、修業の深浅の道程であり、奥義でもある。空手道を身につけるには、型に含まれている様々な技
法の特徴と意味を正しく理解し、完全に自分のものとなるまで練習することが必要である。近世の拳聖と呼ばれ、
最も基本的
な
「平安の型」を初めとするたくさんの型を創った糸洲安恒師を流祖とする糸洲流空手道。その全ての型を、正統四世坂上節
明が紹介する。

サンプルムービー

糸洲流

サイトの詳細ページへ

空手道型大鑑(五)

SPD-1829●100分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618298■ISBN4-86308-177-2 C2875 Y5600E
近世の拳聖と呼ばれる糸洲安恒師を流祖とする糸洲流型は、空手道の入り口であり、修行の深浅の道程であり、奥義でもあ
る。
空手道は、型で入り、型で進み、型で終わる。空手道を学校体育に取り入れ、その普及に大きな貢献を果たした糸洲安恒師
は、
ピンアンなど数多くの型を創作した。糸洲流正統四世坂上節明宗家が、糸洲流のすべての型を紹介する最終巻。

サンプルムービー

山口剛史

剛柔流空手道

サイトの詳細ページへ

伝統技法(一)

SPD-1833●84分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618338■ISBN978-4-86308-019-5 C2875 Y5600E
空手道剛柔会を設立し、
拳聖とも称された故・山口剛玄先生より受け継いだ剛柔流の伝統技法を、
日本空手道剛柔会会長山口剛史最
高師範が長年に渡りさらに研究、
開発。
これは、
その成果が凝縮された作品である。
空手本来の、
武術としての側面を重視した、
基本
の運動から、
受け、
突き、
蹴りの攻防、
移動と型の様々な練習方法などを紹介。
さらに映像作品としては初めての公開となる伝統技法
の数々。
剛柔流空手道の真髄がここに。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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山口剛史

剛柔流空手道

伝統技法(二)

SPD-1834●100分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618342■ISBN978-4-86308-038-6 C2875 Y5600E
剛柔流空手は、
その文字が示すように、
剛と柔を組み合わせた天然の理によって構成され、
剛から柔へ、
柔から剛へと、
敵の動きに合
わせて変幻自在、
融通無碍の動きで敵を制する。
伝統空手諸流派の中でも、
迫力に満ちた武術の原始的形態をそのままに伝承し、
最
も古武道的色彩を濃厚に持つと言われる。
空手本来の、
武術としての側面を重視した、
基本の運動から、
受け、
突き、
蹴りの攻防、
移動
と型の様々な練習方法などを紹介。

サイトの詳細ページへ

山口剛史

剛柔流空手道

伝統技法 DVD-BOX

SPD-1867●2枚組184分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618370■ISBN978-4-86308-479-7 C2875 Y10000E
空手本来の武術としての側面を重視した伝統技法。拳聖山口剛玄直伝の技を長年にわたり研究、鍛錬し続けてきた第一人者、
山口剛史剛柔会会長が丁寧に紹介し、大きな反響を巻き起こしたDVD作品をBOX化。剛柔流空手の真髄がここに。

サイトの詳細ページへ

山口剛玄

空手道伝説

SPD-1847●102分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618472■ISBN978-4-86308-288-5 C2875 Y5600E
剛柔流空手道を世界に知らしめた拳聖・山口剛玄。
遺された貴重なフィルムとともにその生涯を追う。
山口宗家に遺されてい
た多数の古フィルムを初のビデオ化。
長男・剛正、
三男・剛史、
末娘・和歌子が語る父の姿。
自由組手や型演武、
苦行の様子などの
貴重映像と近親者の証言によって、
空手道一筋に生きた山口剛玄の生涯が甦る。

サイトの詳細ページへ

和道流流祖 大塚博紀

空手伝説

SPD-1861●101分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618618■ISBN978-4-86308-409-4 C2875 Y5600E
糸東流、剛柔流、松濤館流と並び、伝統派空手4大流派のひとつに数えられる和道流空手道。その開祖であり、空手界の歴史を
作った偉大なる名人の一人である大塚博紀。遺された古フィルムを発掘した貴重映像に加え、実子である第2代宗家のインタ
ビューと演武等で構成された記念碑的作品。

サンプルムービー
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サイトの詳細ページへ

沖縄空手

OKINAWA KARATE

金城裕

甦える伝統空手 基本 型(一) 型(二)

SPD-1820●196分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125618205■ISBN4-87389-962-1 C2875 Y5600E
空手とは何か?古の先達が経験的合理性の中に編み出した空手型の本当の意味とは?流派を越え、
伝統空手の実践、
研究に生涯
を捧げてきた孤高の空手家・金城裕が、
その成果を全ての空手人に公開する。
型とは、
空手の技の表現様式(記号)であり、
組型と
は、
型の中の一つ一つの動きが持つ意味(本質)を、
相手と組むことにより、
最も実戦に近づけた練習方法である。
VHS３巻で発売
されていた作品をDVD1枚に収録。

サイトの詳細ページへ

今野敏 沖縄空手 首里手の探求

SPD-1841●110分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618410■ISBN978-4-86308-184-0 C2875 Y5600E
数多くのベストセラーを生み出す人気作家今野敏。しかし空手界にあっては「作家が空手をやっているのではなく、
空手家今
野敏が小説を書いている」と言われる程の達人である。沖縄伝統空手首里手の源流を学び、最もオリジナルに近い空手を追
求。
型に隠された実戦的なテクニックを公開する。

サンプルムービー

今野敏 沖縄空手 首里手の探求

サイトの詳細ページへ

上級篇

SPD-1870●92分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618700■ISBN978-4-86308-620-3 C2875 Y5300E
沖縄空手ショウリン流首里手の型を学び、徹底した動作の分解研究と実戦への応用を通して、その術理を探求。空手の原点を
追求し続ける空手道今野塾。様々な型を紹介した第１弾に続く今作では、型分解と分解解説、応用までを一つ一つ丁寧に説明。
20年以上にわたる今野敏空手道探求の成果を披露する。

サイトの詳細ページへ
今野敏 首里手の探求 演武篇

空手道今野塾十周年記念演武会

SPD-1844●67分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618441■ISBN978-4-86308-263-2 C2875 Y4800E
空手の源流を辿る今野塾のマイルストーン。沖縄から駆けつけた3人の範士十段を筆頭に、内外の豪華客演陣が気迫のこもっ
た演武を披露。今野塾の塾生たちも精一杯の演武でその気持ちに応えた。そして主宰・今野 敏がトリを努め、今野塾10年の成
果を披露。空手と武道を愛する者達の手による熱い一夜を完全収録。

サイトの詳細ページへ

沖縄空手・古武術の指南

DVD-BOX

SPD-1850●3枚組248分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618502■ISBN978-4-86308-461-2 C2875 Y15000E
外間哲弘師範が、半世紀に渡る修行、研究の成果を余すところ無く公開し、大きな反響を巻き起こしたDVD全3巻の完全BOX。
準備運動、補助運動に始まり、三戦、ゲキサイ、サイファなどの型、棒やサイ、トンファーなどの武器術、急所術、逆技、
護身術ま
で沖縄に伝承する空手・古武術のあらゆる技術体系を網羅した大鑑。

サイトの詳細ページへ

沖縄空手・古武術の指南

上巻

SPD-1851●80分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618519■ISBN978-4-86308-311-0 C2875 Y5600E
沖縄空手界の重鎮・外間哲弘による空手の探求。現代に遺された空手の技を研究し、オリジンを探り、その意味を考える。
半世
紀に渡る空手研究の精華がここに結実。セーエンチン/準備運動/ゲキサイ(一)/三戦/サンセール/セーパイ/スーパーリンペイ/
護身/逆技/武器術/少年部稽古/書

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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沖縄空手・古武術の指南

中巻

SPD-1852●81分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618526■ISBN978-4-86308-320-2 C2875 Y5600E
沖縄空手界の重鎮・外間哲弘による空手の探求。現代に遺された空手の技を研究し、オリジンを探り、その意味を考える。
半世
紀に渡る空手研究の精華がここに結実。沖縄空手博物館/琉球舞踊 浜千鳥/鍛錬/禽拿術/三戦/ゲキサイ(一)/普及型/クルルン
ファ/転掌/手法/試割/武器術/少年部稽古

サイトの詳細ページへ

沖縄空手・古武術の指南

下巻

SPD-1853●87分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618533■ISBN978-4-86308-327-1 C2875 Y5600E
沖縄空手界の重鎮・外間哲弘による空手の探求。現代に遺された空手の技を研究し、オリジンを探り、その意味を考える。
半世
紀に渡る空手研究の精華がここに結実。武備誌/教材型/セーサン/シソーチン/サイファ/武器術/ユル運動と禽拿術/少年部稽
古/外間哲弘インタビュー

サイトの詳細ページへ

國際琉球古武道與儀會舘

琉球古武道武器術

初級篇

SPD-1863●81分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618632■ISBN978-4-86308-420-9 C2875 Y5600E
琉球古武道武器術の決定版！棒、釵、ヌンチャク、トンファなど沖縄に伝わる数々の武器術を体系化し、その伝承に邁進する國
際琉球古武道與儀會舘。その技を丁寧に紹介する初めての完全教則作品。初級篇では、棒、釵、ヌンチャクの基本と補助運動、
形
とその分解を実演、解説。

サイトの詳細ページへ
國際琉球古武道與儀會舘

琉球古武道武器術

中級篇

SPD-1864●81分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618649■ISBN978-4-86308-456-8 C2875 Y5600E
沖縄に伝わる武器術の体系を紹介する完全教則作品として大好評を得た初級編に続く第２弾。棒と釵の中級形である
「佐久川
の棍
（小）」
「北谷屋良の釵」に加え、トンファと鉄甲術の基本、補助運動、形「浜比嘉のトンファ」
「前里の鉄甲」とその分解を実
演、
解説。

サンプルムービー
國際琉球古武道與儀會舘

琉球古武道武器術

サイトの詳細ページへ

上級篇

SPD-1865●60分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618656■ISBN978-4-86308-535-0 C2875 Y5300E
DVD第３弾となる上級編。棒術「佐久川の棍（大）」
、釵術
「浜比嘉の釵」、ヌンチャク
「清流（清龍）二丁ヌンチャク」の形とその分
解を丁寧に実演、解説。さらに初公開となるティンベイ術では「鐘川のティンベイ」の形を紹介。

サイトの詳細ページへ

國際琉球古武道與儀會舘

琉球古武道武器術

DVD-BOX

SPD-1878●3枚組212分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO ／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618786■ISBN978-4-86308-690-6 C2875 Y15000E
棒、
釵、ヌンチャク、トンファなどの武器術を体系化し、伝承する與儀會舘。その技を初めて紹介する完全教則映像作品として
大好評を得たDVD3枚をまとめたお買い得BOX。

サイトの詳細ページへ
新垣広富

上地流空手道

上巻

SPD-1874●80分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125618748■ISBN978-4-86308-657-9 C2875 Y5300E
上地流空手の基本技術と、正しい型を身に付けるための補助運動。そして上地流究極の型である三戦の型を徹底解説。
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サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

新垣広富

上地流空手道

中巻

SPD-1875●80分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125618755■ISBN978-4-86308-665-4 C2875 Y5300E
完子和、完周、十戦の３つの型と、中間補助運動、そして上地流の精神とも言える小手鍛えを実演解説。映像特典では上地完英
第２代宗家の型演武を古フィルムより発掘。

サイトの詳細ページへ
新垣広富

上地流空手道

下巻

SPD-1876●83分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125618762■ISBN978-4-86308-680-7 C2875 Y5300E
十三、
十六、完戦、三十六の4つの型と、約束組手、自由攻防、そして上地流の凄みを体現する試割りの数々。さらに東京大会の
模様、
琉球古武道＆舞踊演武、4代目宗家就任披露パーティー、上地完英第2代宗家の型演武を発掘した映像特典。

サイトの詳細ページへ
新垣広富

上地流空手道

DVD-BOX

SPD-1877●3枚組243分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125618779■ISBN978-4-86308-785-9 C2875 Y15000E
沖縄の上地流宗家に学び、そのオリジナルの型と技を受け継ぐ新垣広富東京修武館館長が、上地流のすべてをDVD全3巻にわ
たって紹介。過去から現在へと受け継がれる上地流空手道のすべてがここに。

サイトの詳細ページへ

沖縄伝統空手道剛柔流 DVD-BOX

KMG-110●3枚組日本語版147分+英語版147分●税込¥14,080（本体価格¥12,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125591102■ISBN978-4-86308-138-3 C2875 Y12800E
八木明徳先生創作明武拳及び剛柔流の型に合わせて織り込んだ独特の明武舘古武術を全て！流祖宮城長順先生より後継者
八木明徳先生へ、そして師の長男八木明達先生へ、更に八木明人先生へと、伝統空手を受け継いで来た剛柔流の全ての型、
お
よび組手をここに公開。全3巻。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

沖縄伝統空手道剛柔流 上巻

KMG-111●日本語版51分+英語版51分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125591119■ISBN978-4-86308-139-0 C2875 Y4800E
流祖宮城長順先生より後継者八木明徳先生へ、そして師の長男八木明達先生へ、更に八木明人先生へと、伝統空手を受け継い
で来た剛柔流の全ての型、および組手をここに公開。流祖宮城長順先生の後継者八木明徳範士十段による演武「天地」
を収録。

サイトの詳細ページへ

沖縄伝統空手道剛柔流 中巻

KMG-112●日本語版49分+英語版49分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125591126■ISBN978-4-86308-140-6 C2875 Y4800E
流祖宮城長順先生より後継者八木明徳先生へ、そして師の長男八木明達先生へ、更に八木明人先生へと、伝統空手を受け継い
で来た剛柔流の全ての型、および組手をここに公開。流祖宮城長順先生の後継者八木明徳範士十段による演武「征遠鎮」
を収
録。

サイトの詳細ページへ

沖縄伝統空手道剛柔流 下巻

KMG-113●日本語版47分+英語版47分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125591126■ISBN978-4-86308-140-6 C2875 Y4800E
流祖宮城長順先生より後継者八木明徳先生へ、そして師の長男八木明達先生へ、更に八木明人先生へと、伝統空手を受け継い
で来た剛柔流の全ての型、および組手をここに公開。流祖宮城長順先生の後継者八木明徳範士十段による演武「十八手」
を収
録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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映画 地上最強のカラテ

MOVIES THE STRONGEST KARATE

地上最強のカラテ

SPD-1901●99分+10分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面2層
Jan.4941125619011■ISBN4-87389-517-0 C3875 Y5600E
極真カラテ映画三部作の第1 弾。1975 年11 月、東京体育館で開催された第1 回全世界空手道選手権大会での壮絶な闘いぶり
を中心に、各国代表選手の過酷なトレーニング風景、真剣白刃取り、氷柱割り、ビール瓶切りなどの驚異的な演武の数々など、
衝撃の映像で世界的なカラテ映画ブームを巻き起こした。1976 年度作品。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

地上最強のカラテ PART.2

SPD-1902●108分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面2層
Jan.4941125619028■ISBN4-87389-522-7 C3875 Y5600E
極真カラテ映画三部作の第2 弾。
北米、
南米、
欧州、
東南アジアなど海外数カ国ロケを敢行。
極真名物地獄稽古での過酷な鍛錬、
手裏
剣、
ヌンチャクなどの武器術、
そして故大山倍達館長の神技５人掛け、
ウィリー・ウィリアムスと巨大人喰い熊との激闘を収録して、
前
作に次ぐ大ヒットを記録したドキュメント映画の傑作。
1976 年度作品。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

最強最後のカラテ

SPD-1903●98分+10分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面2層
Jan.4941125619035■ISBN4-87389-530-8 C3875 Y5600E
極真カラテ映画三部作の第3 弾。熊殺しウィリーが参戦し、母国日本の王座最大の危機と言われた第2 回世界大会の模様を中
心に、日本映画史上初の世界一周キャラバンロケーションによって、頂点を目指す空手家たちの限界を超えた荒行に挑む姿
を描いた。1980 年度作品。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

地上最強のカラテ 結集篇

SPD-1904●102分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面2層
Jan.4941125619042■ISBN4-86308-116-6 C3875 Y5600E
「地上最強のカラテ」
「地上最強のカラテpart.2」
の映像素材を吟味し、
より完成度の高いドキュメンタリー映画として、
ドラマチックに
再編集。
選び抜かれた迫真映像の連続は大興奮間違いなし。
1977 年作品。
映像特典としてDisc.1 〜3 に収められている予告編とは別
バージョンの、
英語版予告編を本邦初公開。
さらに、
映画公開当時の宣伝用スチール写真や、
多数発売された関連商品の写真も特別
収録。

サイトの詳細ページへ

地上最強のカラテ全集 DVD-BOX

SPD-1906●4枚組400分●税込¥18,480（本体価格¥16,800+税） カラー／STEREO／2／片面1層+2層
Jan.4941125619066■ISBN4-87389-826-9 C3875 Y16800E
クエスト創立20周年記念作品第1弾。日本ドキュメンタリー映画史上最大のヒットを放った極真カラテ映画シリーズ全4作品
をまとめたコンプリートボックス。

サイトの詳細ページへ

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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新極真会

SHINKYOKUSHINKAI

新極真会

最強を極める空手入門 DVD-BOX

SPD-1700●4枚組505分●税込¥22,000（本体価格¥20,000+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層+2層
Jan.4941125617000■ISBN9784-86308-002-7 C2875 Y20000E
緑健児代表と15人の王者が勢揃い!圧倒的ボリュームで送るDVD-BOX。新極真会を代表する名選手たちが、試合で実際に使用
し、
実戦で磨き抜いてきたテクニックをあますところなく公開。わかりやすい説明と実演により、誰でも王者のテクニックを
身につけることができる。頂点を極めた王者たちの、最先端実戦テクニックだ。

サイトの詳細ページへ
新極真会

最強を極める空手入門

第壱巻

SPD-1701●120分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO ／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125617017■ISBN4-87389-929-X C2875 Y5600E
新極真会を代表する王者、名選手たちが、そのテクニックをあますところなく公開。そのすべての技は、試合で実際に使用され
ている、実戦で磨き抜かれたテクニックばかり。わかりやすい説明と実演により、誰でも身につけることができる。
第１弾に登
場するのは、緑健児代表をはじめ、鈴木国博、山田一仁、兼光のぞみ。頂点を極めた王者たちの、最先端実戦テクニックだ。

サイトの詳細ページへ
新極真会

最強を極める空手入門

第弐巻

SPD-1702●100分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125617024■ISBN4-87389-943-5 C2875 Y5600E
フルコンタクト空手の最新・最強テクニックを、新極真会の王者たちが紹介する第2弾。登場するのは、緑健児代表をはじめ、
独特の身体理論を持つマッハ蹴りの塚本徳臣、ロシアを代表する足技師ローマン、小さな巨人緑代表の遺伝子を受け継ぐ森健
太、
重量級も下がらせる突き技師竹澤剛の5人。また映像特典として、長年の研究によって構築された理論を持つ塚本が、オリ
ジナルの練習方法を紹介する。

サイトの詳細ページへ

新極真会

最強を極める空手入門

第参巻

SPD-1703●122分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO ／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125617031■ISBN4-87389-950-8 C2875 Y5600E
第参弾では、緑代表と日本が誇る4人の王者が登場。第1回、第3回と2度に渡りワールドカップの軽量級を制した谷川光、
相手
の先を取るカウンターを武器に、全日本ウエイト制重量級を2度制し、第8回世界大会2位の栄冠を手にした逢坂祐一郎、
全日
本ウエイト制中量級2連覇の佐藤隆孝、そして強烈な下段蹴りで全日本ウエイト制の重量級を制した野本尚裕。頂点を極めた
王者たちの、最先端実戦テクニックだ。

サイトの詳細ページへ

新極真会

最強を極める空手入門

第四巻

SPD-1704●163分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面2層
Jan.4941125617048■ISBN4-87389-955-9 C2875 Y5600E
第3回ワールドカップ重量級を制した塚越孝行、軽量級屈指のテクニシャンとして全日本ウエイト制軽量級を実に6度も制した
山本健策、リトアニアの大巨人ドナタス・イムブラス、ブルガリアが生んだ超戦術空手家ヴァレリー・ディミトロフ、鋼鉄の肉体
を持ついぶし銀小泉英明、そして緑健児代表。さらに映像特典には様々なトレーニング、代表インタビューに加え、ドナタスと
ヴァレリーのド迫力スパーを特別収録。

サイトの詳細ページへ

新極真会 第38回全日本空手道選手権大会 2006年10月21-22日 東京体育館
SPD-1705●123分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125617055■ISBN9784-87389-995-4 C3875 Y5600E
第 9回世界大会の代表選手選抜を兼ねて行われた全日本選手権。鈴木、塚本、塚越の 3強が激突 !優勝の栄冠は誰の手に !?そ
して、世界の舞台へ駒を進めるのは誰だ ![収録内容 ]一回戦〜四回戦ハイライト /準々決勝 /女子準々決勝 /女子準決勝 /男子
準決勝 /女子 3位決定戦 /男子 3位決定戦 /女子決勝 /男子決勝
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サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

第24回全日本ウエイト制空手道選手権大会 2007年5月19-20日大阪府立体育会館
SPD-1706●165分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125617062■ISBN978-4-86308-013-3 C3875 Y5600E
新極真会

第9回世界大会日本代表最終選抜戦となった第24回全日本ウエイト制大会。
栄冠を勝ち取るのは誰か?軽量級、中量級、
重量
級の男子、女子、合わせて6階級の王者が誕生。さらに映像特典として全ロシア空手道選手権大会(2006.11.11)ハイライトと全
ヨーロッパ空手道選手権大会(2007.4.21リトアニア・ビリニュス)からヴェロニカ、ヴァレリー、ドナタスの全試合を収録。

サイトの詳細ページへ

重戦車

塚越孝行

SPD-1712●171分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125617123■ISBN978-4-86308-064-5 C3875 Y5600E
第9回全世界空手道選手権大会。鈴木、塚本が相次いで敗れ、日本最後の砦となった塚越は、ヴァレリー、ドナタスといった優
勝候補をも圧倒。堂々の優勝を果たした。塚越の勝利は、まぎれもない努力の結晶である。第5回全関東大会から、
第9回全世界
大会までの戦いの歴史を本人のインタビューとともに振り返る。さらに世界を制した必殺のテクニックを実演・解説。
世界王
者・塚越孝行のすべてがここに。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

第25回全日本ウエイト制空手道選手権大会 2008年5月17-18日大阪府立体育会館
SPD-1713●220分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO 副音声解説／ALL／片面2層
Jan.4941125617130■ISBN978-4-86308-082-9 C3875 Y5600E
新極真会

ワールドカップの出場権をかけた闘い男女6階級、9名の代表選手が決定!映像特典として、全ヨーロッパ空手道選手権大会
(2008.5.24 ブルガリア)を収録。副音声では、両大会に足を運んで観戦した世界王者・塚越孝行選手による解説を特別収録。

サンプルムービー
ブルガリアの神童

サイトの詳細ページへ

ヴァレリー・ディミトロフ

SPD-1714●154分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO 英語音声･日本語字幕／ALL／片面2層
Jan.4941125617147■ISBN978-4-86308-121-5 C2875 Y5600E
決して恵まれたとは言えない体格ながら、強烈な突きとヴァレリーキックに代表される多彩な足技でKOの山を築き、
第3回
ワールドカップ中量級優勝、第9回世界大会3位など数々の実績を残して来たヴァレリー・ディミトロフ。
その華麗なテクニッ
クと、
自身が選んだメモリアルマッチを多数収録。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

新極真会 第40回全日本空手道選手権大会 2008年10月18-19日 東京体育館
SPD-1715●230分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO 副音声解説／ALL／片面2層
Jan.4941125617154■ISBN978-4-86308-122-2 C3875 Y5600E
来年、
ロシアのサンクトペテルブルグで開催されるカラテワールドカップ。その出場選手選考会を兼ねて行われる全日本空
手道選手権大会。世界王者鈴木国博、同じく世界王者塚本徳臣、中量級の雄・山田一仁、復活を果たした古豪・逢坂祐一郎ら、
日
本を代表する選手たちが世界の檜舞台を目指し覇を競う。

サンプルムービー

山本健策

サイトの詳細ページへ

カミソリキック

SPD-1716●133分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125617161■ISBN978-4-86308-134-5 C2875 Y5600E
カミソリキックと呼ばれた得意のハイキックを武器にKOの山を築き、全日本軽量級王座を6度制するという金字塔を打ち立
てた山本健策。多彩な蹴り技の数々と、使用方法、コンビネーション、そしてカウンター、実戦において相手を倒すためのあら
ゆるテクニックを惜しみなく公開。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

第4回カラテワールドカップ IN ロシア 2009年6月20-21日ロシア・サンクトペテルブルグ
SPD-1717●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125617178■ISBN978-4-86308-182-6 C3875 Y5600E
新極真会

第4回を迎え、ロシア・サンクトペテルブルグで行われる新極真会のカラテワールドカップ。無差別で争われる世界大会に対
し、
男女それぞれが3階級で優勝を懸け闘うワールドカップは、体格のハンディがなくなり、より厳しい闘いとなる。6階級の
激闘に加え、5月に行われた全日本ウエイト制大会を収録。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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第41回全日本空手道選手権大会 2009年10月3-4日 東京体育館
SPD-1718●220分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125617185■ISBN978-4-86308-215-1 C3875 Y5600E
新極真会

塚越孝行、鈴木国博、塚本徳臣。3人の世界王者そろい踏みに加え、前年の全日本覇者・山田一仁、夏のウエイト制大会各階級王
者である村山努、吉田富和、前田優輝が参戦。野本尚裕、逢坂祐一郎、谷川光らのベテラン勢に対し、島本一二三、雄二の兄弟を
筆頭とするユース世代も牙を剥く。未曾有のサバイバルトーナメントとなった第41回大会。

サンプルムービー

南里 宏

サイトの詳細ページへ

試割の極意

SPD-1719●70分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125617192■ISBN978-4-86308-245-8 C2875 Y5600E
試割は、武士が刀の切れ味を試した試し斬りと同じだと南里師範は言う。空手家の武器である己の肉体が、どこまでの破壊力
を持つのか。それがわからなければ、闘うことはできないのだと。建築資材であるコンクリートブロック、レンガが破断する衝
撃の瞬間をスーパースローカメラが捉えた。空手家超人伝説を体現する男の、衝撃の試割映像がここに。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

新極真会 第10回全世界空手道選手権大会 2011年10月22-23日 東京体育館
SPD-1720●204分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125617208■ISBN978-4-86308-376-9 C3875 Y5600E
記念すべき第10回大会を迎えた新極真会の全世界空手道選手権大会。４年に１度、世界中の強豪が覇を競い、空手オリンピッ
クとも称される大会に、79カ国158名の選手が参戦。２日間に渡り激闘を繰り広げた。この大会で引退を表明していた日本の
エース塚本徳臣が圧倒的な強さを見せて２度目の世界王座戴冠！

サイトの詳細ページへ

緑健児

ストグレ魂

SPD-1721●157分●税込¥7,260（本体価格¥6,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層／英語字幕
Jan.4941125617215■ISBN978-4-86308-359-2 C2875 Y6600E
記念すべき第10回世界大会に向けた熱血指導、栄光の世界チャンピオンとなった第5回世界大会、そして世界と闘うための
チャンピオンテクニック。
小さな巨人緑健児のすべて！

サイトの詳細ページへ

塚本徳臣

激闘篇

SPD-1722●203分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125617222■ISBN978-4-86308-394-3 C2875 Y5600E
自らが選んだ記憶に残る名勝負。選手生活を振り返ったインタビュー。塚本徳臣が築き上げた金字塔の数々。史上最年少での
世界王座戴冠から始まった塚本徳臣の空手ロード。数多の栄光の記録に彩られたその道程は、だが決して平坦ではなかった。
数々の挫折を乗り越え、栄冠を掴んだ20年に及ぶ選手生活。空手界にひと際大きく輝く巨星のメモリアル記念作品。

サンプルムービー

山本健策

サイトの詳細ページへ

世界王者テクニック徹底解明

SPD-1724●89分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125617246■ISBN978-4-86308-425-4 C3875 Y5600E
全日本ウエイト制大会軽量級を６度に亘って制したＫＯアーティストであり、ナショナルチームコーチとして第10回世界大
会に挑んだ山本健策。世界代表選手が繰り広げた攻防の中から、山本コーチ自らが選りすぐった実戦テクニック、
高度な攻防
技の応酬を抽出。丁寧な実演解説を加えた技術ＤＶＤ作品。

サンプルムービー
新極真会

最強を極める空手入門

サイトの詳細ページへ

第五巻

SPD-1726●80分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO ／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125617260■ISBN978-4-86308-518-3 C2875 Y5600E
新極真会の王者達が最先端の実戦テクニックを紹介するシリーズの最新作。7年ぶりの発売となる本作品では、島本一二三、
島本雄二、佐藤弥沙希、加藤大喜、加藤小也香の5人が登場。新時代を切り開くユース世代の代表選手、島本兄弟と加藤兄妹。そ
して長年世界の強豪と渡りあってきた日本女子の第一人者・佐藤弥沙希。最強の空手家を目指すための最強の1枚。
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サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

新極真会

教則型全集

SPD-1727●2枚組161分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／英語字幕／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125617277■ISBN978-4-86308-560-2 C2875 Y10000E
新極真会技術委員会の監修によって新たに編纂された型全集。型を学ぶすべての人に向けた完全教則作品。
vol.1 太極そのⅠ／太極そのⅡ／太極そのⅢ／足技太極そのⅠ／足技太極そのⅡ／足技太極そのⅢ／平安そのⅠ／平安そ
のⅡ／平安そのⅢ／平安そのⅣ／平安そのⅤ／三戦／転掌／安三 vol.2 突きの型／最破／撃塞大／撃塞小／征遠鎮／臥
竜／十八／観空／五十四歩

サイトの詳細ページへ

山本健策

カミソリキック 実践編

SPD-1730●86分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125617307■ISBN978-4-86308-637-1 C2875 Y5300E
一瞬で相手の意識を奪うカミソリキックの切れ味はどうして生まれるのか？これまで明かされることのなかった蹴り方、
練
習方法、そして実戦用法を初公開。KOアーティスト山本健策がそのすべてを初公開！

サイトの詳細ページへ

島本雄二 最強王者テクニック

前蹴りを極める

SPD-1731●86分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125617314■ISBN978-4-86308-766-8 C2875 Y5300EE
世界の強豪を相手に厳しい戦いを勝ち抜いてきた島本雄二。様々なタイプを相手に自分のペースをつかんできた必殺の武器
である前蹴り。その使い方を中心に、間合いの作り方、相手の崩し方、カウンターテクニックなどを丁寧に紹介。さらにグラン
ドスラム達成までのメモリアルマッチ8試合を自ら解説。

サンプルムービー

激闘！新極真

サイトの詳細ページへ

第11回オープントーナメント全世界空手道選手権大会/第6回全世界ウエイト制空手道選手権大会

SPD-1732●230分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125617321■ISBN978-4-86308-783-5 C3875 Y5300E
無差別と体重別、新極真会の２大世界大会を収録。2017年に開催された第6回全世界ウエイト制空手道選手権大会。
この大会
で男女の重量級を制した島本雄二と将口恵美は、全日本の無差別と体重別、そして世界の無差別と体重別を制覇するグランド
スラムを達成した。

サンプルムービー

島本雄二 最強王者テクニック2

サイトの詳細ページへ

運足を極める

SPD-1733●114分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125617338■ISBN978-4-86308-863-4 C2875 Y5000E
グランドスラム制覇、そして世界大会２連覇。新極真会の歴史に大きな足跡を残した島本雄二。
「打たせずに打つ」
を体現した
技巧と強さを兼ね備える組手は、まさに新時代の空手である。
偉大なる王者島本の世界２連覇への道、
そして惜しみなく公開された実戦テクニック。
強くなるための秘密が凝縮された1枚。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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空道

大道塾

KUDO DAIDOJUKU

格闘空手大道塾

北斗旗への道

SPD-1804●75分+40分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618045■ISBN4-87389-589-8 C2875 Y5600E
大道塾とは？その理念とは？その歴史とは？その活動とは？そのスタイルとは？北斗旗とは？そしてその技法とは？東塾
長自らの実演による基本テクニックの解説と、大道塾を代表する強者6 人による移動稽古とコンビネーションテクニック、ス
パーリング。格闘空手大道塾のすべてがここに。映像特典として「北斗旗1984-2001」を収録。

サイトの詳細ページへ
格闘空手大道塾 実戦組手編

北斗旗への道Ⅱ

SPD-1805●81分+27分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618052■ISBN4-87389-590-1 C2875 Y5600E
東孝塾長をはじめ、北斗旗歴代優勝・入賞者が明らかにする必倒コンビネーションの数々。それぞれの打撃に対する対処ばか
りでなく、投げから寝技への移行、さらには不利な体勢下での対処法など、実戦でのあらゆる状況を想定し、それを打開するた
めの具体的なテクニックを紹介。映像特典として、THE WARS 全5 回の名勝負を収録。

サイトの詳細ページへ

大道塾

着衣総合格闘技 空道 Part.1

SPD-1817●96分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618175■ISBN4-87389-883-8 C2875 Y5600E
大道塾を代表する一流選手達が勝つためのテクニックを大公開。世界中から集結する強豪外国勢を倒すために、
日々研鑽を続
ける大道塾の王者が、持てる技術を余すところなく公開。さらに、part.1では藤松泰通が寝技の基本を紹介。大道塾空道を志す
全ての競技者、そして実戦における強さを求めるあらゆる人に。

サイトの詳細ページへ

大道塾

着衣総合格闘技 空道 Part.2

SPD-1818●100分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618182■ISBN4-87389-900-1 C2875 Y5600E
常に実戦における有効性を追い求め、技術革新を重ねてきた大道塾。その理想は、ついに着衣総合格闘技空道として結実し
た。
大道塾の王者が実戦に役立つ具体的なノウハウを丁寧に紹介する。さらに、part.2では加藤清尚、飯村健一が打撃の基本と
ミット打ちの技術、東孝塾長が関節蹴りや金的などの特殊技攻防を紹介。

サイトの詳細ページへ

着衣総合格闘技 空道 DVD-BOX

SPD-1862●2枚組196分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618625■ISBN4-86308-417-9 C2875 Y10000E
大道塾の歴史を作ってきた一流選手たちが教える空道の実戦テクニック。世界でも類を見ないオリジナルの武術である着衣
総合格闘技空道のノウハウ、それぞれの選手が長年追求してきた技術を惜しみなく公開。2枚のDVD作品をカップリングした
お買い得作品。

サイトの詳細ページへ

大道塾

第2回世界空道選手権大会

2005.11.13 国立代々木競技場第二体育館

SPD-1819●234分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125618199■ISBN4-87389-901-X C2875 Y5600E
北斗旗の旗の下、新しい総合格闘競技として開催された第一回大会より4年。世界34カ国の強豪選手が参戦、よりスケール
アップを果たして開催された第2回世界大会の全試合を収録。。6階級の熾烈なトーナメントは、着衣総合格闘技「空道」
の戦い
が、
次のステージへと駆け上がったことを観衆に見せつけた。解説:東孝大道塾塾長。
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サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

大道塾

第3回世界空道選手権大会

2009.11.14-15 国立代々木競技場第二体育館

SPD-1842●230分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125618427■ISBN4-86308-216-8 C3875 Y5600E
あらゆる競技の要素を取り入れながら、武道の本質を守り抜く空道の理念は、世界各国の賛同を集め、参加国、参加人数とも大
幅な増加となった。質、量ともに最高レベルで来襲した外国勢に対し、日本戦士たちは空道母国の意地を見せることができる
か?男子6階級+女子。全世界57カ国の強豪が北斗旗の下で覇を競う。

サンプルムービー

21世紀武道

空道入門

サイトの詳細ページへ

〜新昇段審査体系＆必倒テクニック〜

SPD-1859●132分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618595■ISBN4-86308-375-2 C2875 Y5600E
「空道」とは、現実の闘争を想定し、顔面攻撃を含めた突き、蹴りによる打撃、さらには投げ、絞め、関節技などの攻撃をも認めた
武道スポーツである。ただ己の強さだけを追究するのではなく、指定補助具やルールを整備して安全性を確保し、
武道の持つ
社会教育の側面も重視した新しい武道、それが空道なのである。
「空道」の最新テクニック。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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芦原会館

ASHIHARA KAIKAN

芦原カラテ

基本

SPD-1839●64分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618397■ISBN978-4-86308-169-7 C2875 Y5600E
実戦カラテの雄としてケンカ十段の異名を取った故・芦原英幸館長が、作り上げた芦原會館の基本。それはひとつひとつの技
を実戦に役立つように工夫、改良したものである。それぞれの動作には細かな注意点があり、そこにはすべて実戦に即した理
合いがある。芦原會館の基本稽古を、芦原英典館長が丁寧に実演、解説。

サンプルムービー

芦原カラテ

サイトの詳細ページへ

型

SPD-1840●51分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618403■ISBN978-4-86308-183-3 C2875 Y5600E
実戦カラテの雄として勇名を馳せた故芦原英幸。劇画「空手バカ一代」や映画「地上最強のカラテ」でもおなじみの彼が、
実戦の
中で磨きをかけた様々な技、動きを組み合わせて作り上げた芦原会館の型。そのすべてを、息子であり、芦原会館の2代目を継
ぐ芦原英典館長が、丁寧に実演指導する。

サイトの詳細ページへ

芦原空手

サバキテクニック

西山道場篇

SPD-1830●87分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618304■ISBN978-4-87389-991-6 C2875 Y5600E
小林由佳、岡田円をはじめ、芦原会館のテクニックとチャレンジ精神で、様々な他流派の大会に出場して好成績を残し、
少年部
から一般、女子、壮年にいたるまで、多くの有力選手を輩出し続けている芦原会館西山道場。その強さの秘密を芦原会館東日本
総括責任者西山亨師範が初公開!さらに映像特典として、故・芦原英幸初代館長の北海道審査会における指導風景を収録。

サンプルムービー

芦原空手

サバキテクニック

サイトの詳細ページへ

西山道場篇 part2

SPD-1836●228分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125618366■ISBN978-4-86308-058-4 C2875 Y5600E
相手の攻撃を制する間合いとステップこれがサバキの極意だ!フルコンタクト、新空手など様々な大会で数々の実績を積み上
げる西山道場。実戦で役立つ芦原会館のテクニックとは?映像特典として故・芦原英幸館長の秘蔵映像を再び発掘(120分)、
他
に映像特典として芦原会館北海道支部第5回審査会(1988年12月11日)も収録。

サイトの詳細ページへ

芦原空手

サバキテクニック

西山道場篇 part3

SPD-1843●170分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125618434■ISBN978-4-86308-243-4 C2875 Y5600E
理想的な打撃=ノーモーションで速い。攻撃の際に、予備動作があったり、モーションが大きかったりすると、相手に簡単に察
知され、カウンターをとられてしまう。力を抜き、スムーズな重心移動を行うことで、予備動作のない打撃を打つことができ
る。
積極的な試合出場で、数々の実績を残してきた西山道場の強さの秘密が、シリーズ第3弾において初めて明らかになる。

サイトの詳細ページへ

芦原空手

サバキテクニック

西山道場篇 DVD-BOX

SPD-1854●4枚組580分●税込¥18,480（本体価格¥16,800+税）
カラー／STEREO／ALL／片面・1層（DISC.1&4）片面・2層（DISC.2&3）
Jan.4941125618540■ISBN978-4-86308-315-8 C2875 Y16800E

西山亨師範が教える芦原空手の真髄その全てがここにある。芦原英幸先代館長直伝!小林由佳、卜部兄弟ら有力選手が次々に
輩出し様々な大会を席巻。芦原会館東日本総括責任者西山亨師範による芦原空手テクニック。芦原英幸先代館長の秘蔵映像、
幻の北海道審査会も特典映像+特典ディスクでたっぷりと収録。
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サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

芦原会館西山道場

必勝空手テクニック

SPD-1868●103分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618687■ISBN978-4-86308-570-1 C2875 Y5300E
積極的な試合出場で数多くの有力選手を育て上げ、他流派が主催する様々なルールの下で驚異の実績を残してきた西山道
場。
その強さは、西山亨師範による考え抜かれた練習によって養われたものである。高い効果があると実証された数々の練習
方法を公開。進化を続ける西山道場の強さの秘密がここに。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

小林由佳のキセキ

SPD-1837●235分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125618373■ISBN978-4-86308-065-2 C3875 Y5600E
空手界のアイドル・小林由佳その活躍のすべてを集めたDVD。中学3年生でのデビュー戦からライバル達との激闘、
全日本選手
権制覇ワールドカップでの快進撃SMACKGIRLなどプロのマットへの出場など全204試合の中からメモリアルマッチを可能な
限り収録。様々な思いを語ったロングインタビューもあり。

サイトの詳細ページへ

芦原英幸

空手一代サバキ伝説

SPD-1873●2枚組92分+118分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125618731■ISBN978-4-86308-638-8 C2875 Y10000E
空手界に「サバキ」という概念を導入し、爆発的な人気を集めた故芦原英幸。その魅力溢れる人間性と、様々な武道研究の末に
確立された空手理論は、世界中の弟子たちの熱い支持を受け、数多くの後継者を生み出した。没後20年を迎え、その在りし日
の姿を捉えた貴重映像を多数発掘。故人を知る人たちの証言やエピソードを交えて、偉大なる巨人の素顔を描き出した記念作
品。

サイトの詳細ページへ

新国際空手道連盟芦原會館

西山亨

空手サバキの探求

SPD-1884●94分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618847■ISBN978-4-86308-795-8 C2875 Y5300E
伝説の空手家、故芦原英幸館長の下で空手を学び始めて以来35年、ひたすら芦原カラテの探求を続けてきた西山亨師範。
師よ
り学んだ空手を忠実に守り続けると共に、自ら指導を行いながらそれぞれの動作の意味を研究して弟子の育成に生かしてき
た。
これはその長年の成果を公開する画期的作品である。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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極真館

KYOKUSHINKAN

極真空手型全集

上巻

KYKU-001●113分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125592017■ISBN978-4-86308-297-7 C2875 Y5600E
極真空手の型を正しく学ぶために作られた決定版!チャンピオンクラスの選手たちによる見本演武。そして型の第一人者岡崎寛人
師範による詳しい動作の解説と分解組手。極真空手を学ぶ全ての空手家に贈る型全集。太極/平安その1/平安その2/安三/什の型そ
の1/十字型/撃砕 小/最破/観空/大城の棍 制作・発売/極真空手道連盟極真館

サイトの詳細ページへ

極真空手型全集

中巻

KYKU-002●100分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125592024■ISBN978-4-86308-304-2 C2875 Y5600E
極真空手の型を正しく学ぶために作られた決定版!チャンピオンクラスの選手たちによる見本演武。そして型の第一人者岡崎
寛人師範による詳しい動作の解説と分解組手。極真空手を学ぶ全ての空手家に贈る型全集。平安その3/平安その4/撃砕 大/征
遠鎮/十八/三戦/多和田の釵 制作・発売/極真空手道連盟極真館

サイトの詳細ページへ

極真空手型全集

下巻

KYKU-003●100分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125592031■ISBN978-4-86308-310-3 C2875 Y5600E
極真空手の型を正しく学ぶために作られた決定版!チャンピオンクラスの選手たちによる見本演武。そして型の第一人者岡崎
寛人師範による詳しい動作の解説と分解組手。極真空手を学ぶ全ての空手家に贈る型全集。臥竜/五十四歩/内歩進初段/周氏
の棍/照川のトンファ/転掌/盧山初雄館長特別演武:転掌 制作・発売/極真空手道連盟極真館

サイトの詳細ページへ

極真空手型全集

DVD-BOX

KYKU-007●3枚組313分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125592079■ISBN978-4-86308-396-7 C2875 Y15000E
盧山初雄館長の下、
手技による顔面攻撃を認めたルールで試合を行うなど、
武道としての空手を追求してきた極真館。
岡崎寛人
副本部長を中心に型競技にも力を入れ、
長年にわたり研究、
指導を続けて来た。
極真空手の型を正しく学ぶためのテキストとな
る完全教則作品。
全３巻をお買い得なＢＯＸで発売。 制作・発売/極真空手道連盟極真館

サイトの詳細ページへ

極真空手武器術

棒・トンファー

KYKU-005●113分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125592055■ISBN978-4-86308-382-0 C2875 Y5600E
組手に特化することなく、空手本来の技術と稽古法である基本、型、武器術を重視した武道空手を追究する極真館。
棒、
トン
ファーの2種類の武器について、礼法、立ち方、構え、基本稽古、移動稽古などそれぞれの基本動作から型、分解まで、
武器術を学
ぶために必要な要素を丁寧に紹介する。 制作・発売/極真空手道連盟極真館

サイトの詳細ページへ

極真空手武器術

杖・釵

KYKU-006●80分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125592062■ISBN978-4-86308-400-1 C2875 Y5600E
組手競技の技術に特化することなく、空手本来の技術を重視し、基本、型、武器術などの稽古をも取り入れた武道空手を追究する極
真館。武器術の礼法、立ち方に始まり、杖、釵の２種類の武器について、基本稽古、移動稽古などの基本動作から型、分解まで、武器術
を学ぶために必要な要素を丁寧に紹介する。 制作・発売/極真空手道連盟極真館
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サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

極真空手武器術

DVD-BOX

KYKU-009●2枚組193分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125592093■ISBN978-4-86308-508-4 C2875 Y10000E
極真空手に必要な身体操作が身につく、あらゆる空手家に有効な武器術。棒、サイ、トンファー、杖。4種類の武器について、そ
れぞれの基本動作から型、分解まで、武器術を学ぶために必要な要素を丁寧に紹介したDVD2タイトルをセットにしたお買い
得品バージョン。
制作・発売/極真空手道連盟極真館

サイトの詳細ページへ

盧山初雄 直伝

極真館国際指導者技術研修

KYKU-004●242分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／日本語 英語 ロシア語／ALL／片面2層
Jan.4941125592048■ISBN978-4-86308-326-4 C2875 Y5600E
盧山館長、廣重副館長、岡崎師範、孫立特別師範が世界中の師範らを対象に行った技術研修をDVD化!2011年2月11-13日、
福島
県石川郡にて行われた極真館国際指導者研修。盧山館長はじめ、各師範の熱心な指導内容を複数のビデオカメラで克明に捉
えた貴重な映像記録。英語、ロシア語同時通訳入り。 制作・発売/極真空手道連盟極真館

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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島津兼治

柳生心眼流

SHIMAZU KENJI YAGYU SHINGAN-RYU

島津兼治

柳生心眼流教傳所竹翁舎

SPD-7502●82分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／日本語音声・英語音声／ALL／片面1層
Jan.4941125675024■ISBN4-87389-768-8 C2875 Y5600E
柳生心眼流は、勇壮活発にして剛胆、猛烈な気迫で敵をうち倒す実戦の法である。鋭い気合いとともに打ち下ろす拳の当て身
を特徴とし、その破壊力は一撃で相手の腕をも砕くと言われる。他の流派の追随を許さぬ荒々しい破壊力を持つその技を、島
津兼治師範と竹翁舎の高弟たちが紹介する。

サイトの詳細ページへ

島津兼治

柳生心眼流教傳所竹翁舎

実戦篇

SPD-7505●85分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125675055■ISBN978-4-86308-009-6 C2875 Y5600E
柳生心眼流は柔術を中心とする他の古武道体術とは趣を異にし、拳を握り、肘を曲げ、腕を固めて、鋭い気合いとともに打ち下
ろす一撃必殺の拳である。実戦的武術として真の姿を、柳生心眼流竹扇舎を主宰する島津兼治師範が解き明かす。
長い時間を
経て今に生き続ける柳生心眼流の実戦技法を紹介するDVDシリーズ第2弾。VHSで発売されていた「第2教 実戦基本篇」
「第3教
実戦技法 捌き」の2作品を収録。

サイトの詳細ページへ

島津兼治

柳生心眼流口伝秘技

究極の山勢厳

SPD-7514●115分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125675147■ISBN978-4-86308-506-0 C2875 Y5600E
口伝によって伝承されてきた柳生心眼流の奥義。その秘技を島津兼治師が紹介！時を超え、今に伝わる古の武術。
山勢厳か
ら、
剛身、手鎌、骨絡、無刀取り、そして活法にいたるまで、柳生心眼流の奥義を惜しみなく公開。秘伝の技が、現代の理論で明ら
かになる

サイトの詳細ページへ

島津兼治

柳生心眼流口伝秘技

剛身

SPD-7525●99分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125675253■ISBN978-4-86308-676-0 C2875 Y5300E
秘伝とされ、許された門人以外には公開されることのなかった古の武術。その技を、島津兼治師が後世に継承するため初公
開。
さらに、現代的な身体理論による奥義の解明。武術界に衝撃を与えた前作に続く第2弾は剛身の極意。剛身の基礎作りから
拳勢巌の摂理、剛身七傳の形、剛身受け身の摂理、そして剛身奥義「手鎌の秘儀」までを惜しみなく紹介。

サンプルムービー

島津兼治

柳生心眼流口伝秘技

サイトの詳細ページへ

皮絡「勢気霊」

SPD-7529●150分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125675291■ISBN978-4-86308-747-7 C2875 Y5300E
限られた門人以外には決して公開されることのなかった武術の奥義。そのままでは失われてしまう秘伝の技を後世に継承す
るため、島津兼治師はすべてを明らかにすることを決意した。口伝秘技3部作、ここに完結。

サイトの詳細ページへ

島津兼治

柳生心眼流口伝秘技

DVD-BOX

SPD-7531●3枚組364分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125675314■ISBN978-4-86308-774-3 C2875 Y15000E
秘伝とされ、許された門人以外には公開されることのなかった武術の奥義。そのままでは失われてしまう秘伝の技を後世に継
承するため、島津兼治師はすべてを明らかにすることを決意した。武術界に衝撃を与えた口伝秘技3部作が早くもBOXとなっ
て登場。
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サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

田中光四郎

TANAKA KOSHIRO

田中光四郎

不二流体術

SPD-7501●121分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125675017■ISBN4-87389-757-2 C2875 Y5600E
1980 年代、アフガン・ゲリラ＜ムジャヒディン＞とともに強大なソ連軍を相手に敢然と闘い、世界中のジャーナリストから
アフガンのサムライと呼ばれた男。自らの武術確立のために、現実の戦場で研鑽を重ねた武道家・田中光四郎が、究極の実戦
武術と呼ばれる体術を紹介する。既発売のビデオ3 部作を完全DVD 化。

サイトの詳細ページへ

田中光四郎

日子流小太刀

SPD-7507●85分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125675079■ISBN978-4-86308-170-3 C2875 Y5600E
1980年代、ゲリラとともにソ連軍に立ち向かって敢然と闘い、世界各国のジャーナリストからアフガンのサムライと呼ばれ
た男・田中光四郎。故郷である福岡県・田川にある英彦山にちなみ、名付けられた日子流は、日子流小太刀、日子流護身術のふた
つを柱とする。田中光四郎が生涯をかけて追求してきた体術と武器術の集大成、それが日子流武術なのである。

サンプルムービー

田中光四郎

サイトの詳細ページへ

日子流護身術

SPD-7508●95分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125675086■ISBN978-4-86308-192-5 C2875 Y5600E
アフガンのサムライと呼ばれた田中光四郎の武術。その中伝、奥伝に位置するものが日子流である。武術の本質は護身であり、
最後まで自分の身を守り通すことは、敵を倒すことと同義である。そして、攻撃こそ最大の防御という言葉もまた真実である。
実際の戦場に身を置き、磨き抜いた護身の技を田中光四郎が教える。

サンプルムービー

田中光四郎

サイトの詳細ページへ

日子流小太刀伝授

SPD-7509●115分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125675093■ISBN978-4-86308-334-9 C2875 Y5600E
侍が自分の身を護る最後の武器として携える小太刀。その技法は絶対的に不利な状況にあろうとも、必ず相手を倒すという気
概に満ちたものである。アフガンのサムライと呼ばれた田中光四郎が、考案したその技のすべてを伝授し、後進が自ら学び、
修
行することができるために残した映像教則作品。

サンプルムービー

田中光四郎

日子流体術

サイトの詳細ページへ

目録技

SPD-7510●121分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125675109■ISBN978-4-86308-388-2 C2875 Y5600E
田中光四郎が生涯をかけて追究した武術日子流。その初傳目録技のすべてを伝授。日子流は、アフガンのサムライ田中光四郎
が長年に亘る研鑽によって創り上げたオリジナルの武術である。交叉法を中心としたその武術を身につけるために必要な準
備運動、そしてすべての初傳目録技、さらには中傳、奥傳までを紹介。田中光四郎による現代版秘伝の書。

サイトの詳細ページへ

田中光四郎

日子流体術

白刃捕り

SPD-7517●88分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125675178■ISBN978-4-86308-532-9 C2875 Y5300E
短刀やナイフを使った事件が後を絶たない現代。凶悪事件から身を守るための術を求められた田中光四郎は、自らの武術を映
像で広く公開し、多くの人々の護身に役立ててもらうことを望んだ。刃物の特性を知り尽くした田中光四郎が教える究極の奥
義。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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田中光四郎

日子流小太刀

抜き打ち

SPD-7528●78分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125675284■ISBN978-4-86308-724-8 C2875 Y5300E
田中光四郎が選んだ最後の武器小太刀。
それは、
大刀でも脇差でもない独特の太刀筋と、
刺し違えてでも必ず相手を倒すという
気概を持った剣である。
その実戦用法として考え抜かれた抜き打ちの技は、
手の内として秘密にされてきた。
今、
世界中からそ
の技の継承を求められ、
自らの技を真に必要とする弟子達に伝え残すため、
田中光四郎はついに抜き打ち技の公開を決意した。

サイトの詳細ページへ
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長野峻也

NAGANO SYUNYA

長野峻也

游心流

武術秘伝の原理

SPD-9501●100分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695015■ISBN4-87389-920-6 C2875 Y5600E
武術の達人しかできないと言われていた技がその場で誰にでもできるようになる!合気・発勁・脱力・縮地・無刀捕りなどを平
易にシステム化した革命的武術理論。
「武術研究は単なる格闘の技に終わらない人間のカラダの可能性を拓くものである」
を
持論にする武術研究家・長野峻也が武術の秘伝を初公開!

サンプルムービー

長野峻也

游心流

サイトの詳細ページへ

武術秘伝の活用

SPD-9503●80分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695039■ISBN978-4-86308-054-6 C2875 Y5600E
日本、
中国を問わず、あらゆる武術には、秘伝とされてきた高度なテクニックが多数存在する。一般人には理解しにくいそれら
の技の秘密を、武術研究家・長野峻也が分かりやすく解説する。シリーズ第2弾となる本作品では、秘伝技の原理を解明するだ
けではなく、その具体的な使用方法までを紹介。誰もが武道の奥義に迫ることができる。

サイトの詳細ページへ

長野峻也

游心流

武術秘伝の戦略

SPD-9504●90分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695046■ISBN978-4-86308-200-7 C2875 Y5600E
達人しかできないとされてきた武術秘伝の原理を、誰もが簡単に修得できるシステムとして編纂してきた長野峻也。
3部作の
完結編となる今作では、それらの原理が、格闘技や護身術などの、実際の敵対動作でどのように使われるかを紹介。
武術の秘伝
が今、
具体的な戦略となって姿を現した!

サンプルムービー

長野峻也

游心流

サイトの詳細ページへ

武術秘伝伝授

SPD-9505●3枚組270分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695053■ISBN978-4-86308-407-0 C2875 Y15000E
長野峻也、武術研究の成果がここに。秘伝の技の原理を解明した第1巻、その技を実際に使えるようにした第2巻、
そしてそれ
ぞれの技を実戦でどのように活かすかを教えた第3巻。武道界にセンセーションを巻き起こした話題作を収めたDVD-BOX。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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自成道 時津賢児

JISEIDO TOKITSU KENJI

時津賢児

自成道

新・空手理論

SPD-1808●2枚組194分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125618083■ISBN4-87389-622-3 C2875 Y10000E
フランスに渡り30 年、時津賢児は遂に新・空手理論を完成させた。自ら成す、自らを成す武道。伝統的な空手の稽古体系に疑
問を呈し、自ら検証することによって、物理的、身体生理学的に理にかなった、50 歳、60 歳になっても勝てる、まったく新たな
理論を構築した。先にビデオで発売された［基本篇］
［組手篇］の2 作品を2 枚組のDVD-BOX で発売。

サイトの詳細ページへ

時津賢児

自成太極拳

SPD-1811●87分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618113■ISBN4-87389-792-0 C2875 Y5600E
自成太極拳は、中国武術・太極拳の形を借りながら、自成道の理念と方法論を導入して再構築された「武術としての太極拳」
で
ある。
太極拳のひとつひとつの動き、姿勢には、それぞれ武的な意味があり、その型はそのまま武術の技である。型を正確に身
につけることが太極拳の重要な稽古であり、その動きを反復練習することで武術的な身体が作り上げられるのである。

サイトの詳細ページへ

時津賢児

自成武道

SPD-1812●92分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125618120■ISBN4-87389-799-8 C2875 Y5600E
空手をはじめ、日本の古武術、中国武術など様々な武道の動きを研究し、そこに隠された本質を探り出してひとつひとつ実
践。
30年以上にわたる、自らの徹底した検証によって得られた理論を、再構築して構成されたのが自成武道である。
年齢を重
ねることによって使うことができなくなるのではなく、高齢になってもなお、修練によってより強くなることができる画期的
武道理論。

サイトの詳細ページへ
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新体道

青木宏之

SHINTAIDO AOKI HIROYUKI

新体道〜気の栄光〜

SPD-7603●72分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125676038■ISBN4-87389-872-2 C2875 Y5600E
肉体の訓練によって心身をあらゆる束縛から解放し、自分が本来あるべき姿に帰る。何物にも邪魔されず、あるがままの自分
本来の潜在能力を全て発揮することを可能にした新体道。その天地人々我一体の観念と、そこに至るための体技、
そして空手、
柔術、
棒術といった新体道の武術を紹介する。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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自然身法 出口衆太郎

SHIZEN SHINPO IDEGUCHI SHUTARO

出口衆太郎

自然身法

SPD-7601●60分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125676014■ISBN4-87389-784-X C2875 Y5600E
出口衆太郎は陳式太極拳、八卦気功、合気柔術の習練を通じて、そこに共通する基本原理を発見し、自然身法と名付けた。それ
は、秘伝とされてきた化勁や合気の技術が、だれにでも習得できるようになる画期的な練習メソッドの完成だった。自然身法
の核心とも言える「相手の中心に入り、
自然な螺旋の動きで崩してしまう極意」
を紹介する。

サイトの詳細ページへ

出口衆太郎

自然身法Ⅱ

中心を崩す合わせの極意

SPD-7602●106分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125676021■ISBN4-87389-837-4 C2875 Y5600E
相手の動きと一つとなって中心に入るならば、相手は自然に崩れていくという合わせの極意は、秘伝、奥義とされてきた化勁
や合気といった技を解き明かすことでもある。また自然の原理は、護身の技の中にだけあるものではなく、日常動作からス
ポーツ、人間関係にまで応用可能な普遍的原理である。練れば練るほどに、心身は楽に自在になっていくのである。

サイトの詳細ページへ

出口衆太郎

自然身法・内功入門

波動七方拝と太極棒・槍術波動功

SPD-7609●102分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125676090■ISBN4-86308-628-9 C2875 Y5300E
様々な気功と陳式太極拳、合気柔術など、東洋の体術に共通する原理を整理・融合して作り上げられた自然な身のこなしのメ
ソッド「自然身法」。心身に内在する生命力である「気」をめぐらし、体を内側から強化する内功術、そして体幹のトレーニン
グでもある自然身法のエクササイズを紹介する。

サンプルムービー

出口衆太郎

気の流れる太極拳

サイトの詳細ページへ

陳式混元太極拳・内功の極意

SPD-7610●118分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125676106■ISBN978-4-86308-641-8 C2875 Y5300E
馮志強老師の下で長年修練を重ねた出口衆太郎が、内功の極意を公開。さらに入門の型（套路）である陳式混元24 式太極拳を
丁寧に実演、解説する。内功を養っていきたい方、太極拳を修練する方に最適の映像作品。

サンプルムービー
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サイトの詳細ページへ

武道
BUDO

永遠なる武道

The ART of KILLING

SPD-1905●91分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／日本語音声・英語音声／ALL／片面1層
Jan.4941125619059■ISBN4-87389-540-5 C3875 Y5600E
海外でも高い評価を受けたドキュメンタリー映画の傑作。居合道、剣道、空手道、なぎなた道、弓道、合気道、相撲道などの武道
に、刀匠による日本刀の誕生、能、禅、大自然の四季なども折り込み、武道の神髄を描き出すことに成功している。制作総指揮
アーサー・デービス。1978 年マイアミ国際映画祭最優秀記録映画賞、
最優秀編集賞受賞作品。

サイトの詳細ページへ
クエスト創立20周年記念作品

武道のすすめ

SPD-6000●114分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125660006■ISBN4-87389-845-5 C2875 Y5600E
武道の達人が到達した至高の美、極限の姿を紹介する。塩田剛三(合気道)、三船久蔵(柔道)、上原清吉(本部御殿手)、
中山博道(剣
道)、
田中光四郎(体術)、姚宗勣(意拳)、島津兼治(柳生心眼流)、平田 鼎(高専柔道)、植芝盛平(合気道)、瀧上鐵生(天然理心流)、
島田
道男(太氣拳)、金城 裕(空手)、中倉 清(剣道)、森重民造(砲術)、そして初見良昭(武神館武道体術)。

サイトの詳細ページへ

廣木道心

護道

SPD-7608●123分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO 英語ナレーション／ALL／片面1層
Jan.4941125676083■ISBN978-4-86308-323-3 C2875 Y5600E
廣木道心が開発した自他護身術:護道。それは自分の身を守るだけではなく、相手が攻撃を発する前に制する先制防御によっ
て、
自分も相手も傷つけることなくその力を100%封じるものである。従来の武道にはなかった自他護身の理念。
体格差や腕力
差を埋める錬成力等を紹介。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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古武道
KOBUDO

上原清吉

琉球王家秘伝武術

本部御殿手

SPD-7503●45分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125675031■ISBN4-87389-815-3 C2875 Y5600E
空手とも、日本本土の古武道とも異なる、琉球王家が作り上げた固有の武術、琉球王家に伝わる幻の武術をただ一人継承した
上原清吉の神技。体術、沖縄独特の武器を使用する武器術の他、剣、槍、長刀などの刀剣類、竹ぼうきや煙管など身の回りのもの
まで、
あらゆるものを武器として戦う。必ず一撃で勝負を決める必殺の合戦武術である。

サイトの詳細ページへ
上州に伝わる幻の武術

気楽流

SPD-7504●44分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125675048■ISBN4-87389-892-7 C2875 Y5600E
長い戦乱の歴史の中、上州の地に根付き、受け継がれながら発展してきた気楽流柔術。今に残る幻の技を、第19 代宗家飯嶌文
夫師範が、自らの演武によって紹介する。柔術にはじまり、棒術、契木術、鎖鎌術、鉄扇術など、気楽流のあらゆる技に加え、上州
に残る気楽流ゆかりの遺跡紹介なども収録。

サイトの詳細ページへ
森重流砲術

火縄銃

SPD-7506●20分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125675062■ISBN978-4-86308-050-8 C2875 Y3800E
天文年間、ポルトガル人によって種子島に伝来した火縄銃は、その威力によってたちまち戦国大名の間に広まり日本全国に普
及。
その後火縄銃は、幕末に至るまで改良を続けられたが、鎖国により世界に類を見ない様式美を生みだした。幕末に完成され
た森重流砲術は、昭和に入り復興され、日本独自の様式を今に伝えている。第7代宗家森重民造が紹介する火縄銃の奥義。

サイトの詳細ページへ

甲斐国征泰心

卜傳流居合兵法

SPD-7511●62分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125675116■ISBN978-4-86308-405-6 C2875 Y5600E
伝説の剣豪塚原卜傅ゆかりの武術を卜傳流柔術腰回正統21代宗家甲斐国征泰心が紹介。塚原卜傳は、武術修行で全国を回り、
日本各地にその剣技を伝え残した。松代藩(現在の長野県)に伝承された卜傳流を受け継ぐ甲斐国征泰心は「武道は一体なり」
の
信念の下、あらゆる武術を修行。研鑽精進の道を歩む武道家である。

サンプルムービー

甲斐国征泰心

サイトの詳細ページへ

卜傳流柔術

SPD-7512●61分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125675123■ISBN978-4-86308-410-0 C2875 Y5600E
宮崎県延岡市を拠点に、日本武道院征武舘館長として日本武道の国際的普及振興活動に励んでいる甲斐国征泰心。
様々な武術
を修めた師が、卜傳流の技を居合術と柔術の2巻に渡って紹介する。卜傳流は、剣、柔術、薙刀、槍など様々な技を持つが、
柔術の
特徴は、帯刀したままで行われる柔の技という点にある。類を見ない卜傳流の体術を丁寧に実演・解説。

サイトの詳細ページへ

池田守利 本部流御殿武術 体術篇

SPD-7515●85分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125675154■ISBN978-4-86308-527-5 C2875 Y5300E
本部御殿手とは、琉球王家を守るために一子相伝で伝えられてきた秘伝の武術である。長くその存在すら秘密とされてきた幻
の技は、戦場での闘いを想定し、一撃必殺、打たれることなく相手を倒す究極の武術である。第12代宗家上原清吉師に学んだ
池田守利手動館館長が、その至芸を紹介する。
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サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

池田守利

本部流御殿武術

武器術篇

SPD-7516●67分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125675161■ISBN978-4-86308-542-8 C2875 Y5300E
達人として多くの武術家の尊敬を集め、その技の普及に努めた琉球王家秘伝本部御殿手第12代宗家・上原清吉。これは上原清
吉師が逝去するまで27年間師事し、本部流御殿武術の継承一筋に活動を続けてきた池田守利が、師より学んだ武術を体系立
てて紹介する映像作品である。体術篇に続く武器術篇。

サンプルムービー

池田守利

本部流御殿武術

サイトの詳細ページへ

DVD-BOX

SPD-7526●2枚組152分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125675260■ISBN978-4-86308-698-2 C2875 Y10000E
上原清吉師が逝去するまで27年間師事し、その武術の継承一筋に活動してきた池田守利が、師より学んだ武術を体系立てて
紹介する映像作品。剛術（素手術）と柔術（取手術）からなる体術篇、身の回りのあらゆるものを使用する武器術篇のセット。

サイトの詳細ページへ

新陰流兵法

渡辺忠成伝

新陰流兵法転会

SPD-7518●95分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125675185■ISBN978-4-86308-581-7 C2875 Y5300E
新陰流は剣聖・上泉伊勢守信綱によって戦国時代に創始され、その後の各流派のほとんどに影響を与えたと言われる日本を代
表する流派である。新陰流兵法転会（まろばしかい）宗主として活動を続けてきた渡辺忠成が、新陰流の教え、技法心法体系、
文
化的側面を紹介する。

サイトの詳細ページへ

新陰流兵法

BOX

SPD-7522●2枚組187分●税込¥9,900（本体価格¥9,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125675222■ISBN978-4-86308-670-8 C2875 Y9000E
新陰流の剣は心技において構えをなくし、
攻めと守りを一つにした
「無形」
を極意とする。
監修・指導／渡辺忠成
（新陰流兵法転会
宗主）
、
企画・協力／渡辺忠久
（新陰流兵法転会宗主代理）
によって作成された新陰流兵法を学ぶための映像版教本。
※BOXは上巻
と下巻をセットにして梱包したもので、
内容は同じです。

サイトの詳細ページへ

新陰流兵法

上巻

SPD-7523●93分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125675239■ISBN978-4-86308-671-5 C2875 Y5000E
［収録内容］
礼法／内伝：参学円之太刀
（取揚げ使い）
／九箇之太刀
（取揚げ使い）
／外伝 試合勢法：相雷刀 八勢
（取揚げ使い）
／中
段 十四勢／下段 八勢
（取揚げ使い）
／後雷刀
（大転変）
十三勢

サイトの詳細ページへ

新陰流兵法

下巻

SPD-7524●94分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125675246■ISBN978-4-86308-672-2 C2875 Y5000E
［収録内容］
内伝：参学円之太刀
（下から使い）
／九箇之太刀
（下から使い）
／燕飛六箇之太刀／外伝 試合勢法：相雷刀 八勢
（下から
使い）
／下段 八勢
（下から使い）
／続雷刀 十八勢 七勢法／続雷刀 十八勢 八勢法／続雷刀 十八勢 三勢法／小転変 十三勢 下段変
七勢／小転変 十三勢 雷刀変 六勢

サイトの詳細ページへ

近藤勝之

大東流合気柔術

SPD-8501●112分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125685016■ISBN4-87389-560-X C2875 Y5600E
武田時宗により免許皆伝を受けた唯一の継承者近藤勝之が、大東流のすべてを顕わす。歴史、演武、原理解説、技法紹介、
そして
インタビュー。ビデオ「大東流合気柔術」
「大東流合気柔術2」に収録されていた技法及び演武などに加え、このDVD のために
新たに撮影した技法解説、大東流史インタビューなどで再構成された完全版。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

67

近藤勝之

大東流合気柔術

合気とは何か

SPD-8502●116分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125685023■ISBN4-86308-206-9 C2875 Y5600E
武田惣角、武田時宗、近藤勝之と伝えられてきた正当なる系譜。
「柔術」から「合気柔術」へ。そして日本から世界へ。
時代を経て、
よりいっそう輝きを増す大東流合気柔術の技と心。この作品では、様々な技法の中から、大東流柔術と大東流合気柔術の違い
をひとつひとつ丁寧に紹介・解説。大東流の本質に迫った画期的内容である。

サンプルムービー
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CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

中国武術

CHINESE MARTIAL ARTS

澤井健一直伝

大気拳

SPD-3801●31分+18分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125638012■ISBN4-87389-563-4 C2875 Y5600E
自然の法則に従い、自然に体得する形あって形無しの無敵の拳法・大気拳。その大気拳を日本に紹介した拳聖・澤井健一の遺
された貴重映像。さらに、澤井の技と精神を受け継ぐ数少ない門下生の一人である飯島弘志が、大気拳のエッセンスを紹介す
る。
DVD 化にあたり、新たに澤井の指導風景( 約3 分) と飯島の演武( 約15 分) を特典として収録。

サイトの詳細ページへ

島田道男

太気拳

SPD-6504●58分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665049■ISBN4-87389-806-4 C2875 Y5600E
幻の太気の達人と呼ばれる島田道男。拳聖と呼ばれた故・澤井健一が生涯で唯一人、道場を出すことを許した弟子でありなが
ら、
あらゆる取材やメディアに背を向け、ひたすら修行の道に邁進してきた男が、初めてカメラの前に立った。武術としての実
戦中国拳法。その真の姿、強さが、今、ここに明かされる。

サンプルムービー

島田道男

太氣拳の実践

サイトの詳細ページへ

立禅

SPD-6506●111分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665063■ISBN4-87389-895-1 C2875 Y5600E
拳聖・澤井健一の数多い弟子の中で唯一人、師より太氣拳の道場を開くことを許された実力者、島田道男。実戦最強の中国拳法
と言われる太氣拳の、基本的稽古方法であり、かつ太氣拳のすべてとも言える立禅を、詳しく実演、解説する。ただひたすらに
立つ。
それが太氣拳の鍛錬となる。立禅なくして、強くなることあたわず。

サイトの詳細ページへ
島田道男

太氣至誠拳法氣功会

立禅と意

SPD-6518●90分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125665186■ISBN4-86308-218-2 C2875 Y5600E
すべては禅の中にある。拳聖・澤井健一が創始した太氣拳を学び、数十年に渡る修行の末に島田道男が到達した武の境地。
禅の
状態に在る時、そこにはどのようなことが起きているのか。これまで誰も語ったことのない立禅の本質を、島田道男が初めて
明かす。

サイトの詳細ページへ

高木康嗣

太気拳パーフェクトディフェンス

SPD-6525●84分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665254■ISBN978-4-86308-627-2 C2875 Y5300E
太気拳第２次黄金時代を築いた筆頭練士として長く澤井健一師の相手を務めた名手・高木康嗣。敗北＝死を意味する実戦に挑
むためには、完全に相手の攻撃を防ぐパーフェクトディフェンスが必要となる。師より学んだ太気拳の極意を紹介する映像作
品。
特典映像として1988年のカレンバッハ講習会を収録。

サイトの詳細ページへ

姚承栄

中国意拳精髄

推手

SPD-6501●80分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面1層
Jan.4941125665018■ISBN4-87389-692-4 C2875 Y5600E
中国意拳の第三代正統継承者・姚承栄老師が、推手と散手を詳解。推手篇は、単推手・双推手での変化技と試力・発力技法を実
演。
さらに特典映像として意拳第二代正統継承者・姚宗勲老師の貴重映像を20 分特別収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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姚承栄

中国意拳精髄

散手

SPD-6502●80分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面1層
Jan.4941125665025■ISBN4-87389-697-5 C2875 Y5600E
中国意拳の第三代正統継承者・姚承栄老師が、推手と散手を詳解。散手篇は、歩法、腿法、サンドバック練習、グローブでの実戦
散手を実演。さらに特典映像として意拳第二代正統継承者・姚宗勲老師の貴重映像を20 分特別収録。

サイトの詳細ページへ

龍飛雲

酔八仙拳

SPD-6503●68分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665032■ISBN4-87389-791-2 C2875 Y5600E
酔ったふりをして相手を騙し、虚を突いて一撃必殺の強烈な打撃で倒す酔八仙拳。千鳥足で歩き、時には旋回したり、倒れたり
と、まるで本当に酒に酔っているかのようにフラフラしながら敵を捌く。数多い中国拳法の中でも最も変則的でユニークな拳
法、
酔八仙拳のすべてを龍飛雲老師が公開する。

サイトの詳細ページへ

龍飛雲

双節棍ヌンチャク

SPD-6505●47分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665056■ISBN4-87389-877-3 C2875 Y5600E
ヌンチャクは攻防自在、一撃必殺の武器として数多くの武術家に愛用されてきた。中国武術におけるヌンチャクの使用法は、
空手など日本の武道におけるヌンチャクの技術と比較すると、比較的振り廻すような用法が多く、棍の旋回によって敵の目を
くらませて打ち込んでいく。華麗な動きとは裏腹に、そのスピードと破壊力は驚異的である。

サンプルムービー
印誠派内家拳

高小飛

サイトの詳細ページへ

王培生伝劉氏八卦六十四掌

SPD-6508●67分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665087■ISBN4-87389-919-2 C2875 Y5600E
現代中国の名手として名高い王培生老師に学び、八卦掌、太極拳の嫡伝を得た高小飛が、劉氏八卦掌を紹介する初めてのビデ
オ。内家拳の発勁原理を、神秘のヴェールに包み込むことなく、極めて具体的な身体と意念の運用方法によって解き明かした
画期的な作品である。

サイトの詳細ページへ

程聖龍内家拳

陳氏太極拳

SPD-6509●131分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125665094■ISBN4-87389-959-1 C2875 Y5600E
中国において内家拳各流派嫡流の武術家に師事し、長年に渡る徹底した修行の中で太極拳、形意拳、八卦掌を極めた程聖龍老
師が、
その技法をあますところなく伝える。映像特典として、第5回程聖龍内家拳演武大会を収録。[収録内容]立禅/馬歩站椿/練
/陳氏太極拳老架式/掩手捶/天地人/陳氏太極拳小架式/武術気功と保健気功/推手/楊氏太極拳散手対打[映像特典]第5回程聖龍
内家拳演武大会

サンプルムービー

程聖龍内家拳

サイトの詳細ページへ

八卦掌

SPD-6510●54分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125665100■ISBN4-87389-969-5 C2875 Y5600E
その技法のほとんどを開手、すなわち拳ではなく掌で行うことからその名を冠せられており、極めて高級な拳理を持ち、
真伝
を受け継ぐことが極めて難しいと言われる八卦掌。その精髄を、日本人でありながら程家龍形八卦游身掌武門四代目を継承す
る程聖龍老師が紹介する。[収録内容]基本姿勢/掌法/手法/歩法/站椿/套路/用法/対打法/武器法

サイトの詳細ページへ

程聖龍内家拳

形意拳

SPD-6511●55分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125665117■ISBN978-4-87389-980-0 C2875 Y5600E
形意拳は、他の内家拳、即ち太極拳、八卦掌に比して、質実剛健の風格がある。その拳理は、高級にして精緻であり、
一見単純に
見える動作であっても、数多くの厳格な要求がある。その全てを満たさない場合には、十分な威力を発揮することはできない。
本作品では、中国における長い闘いの歴史の中で培われてきた数多くの秘伝を特別に公開。詳細に渡って解説している。
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サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

程聖龍内家拳

陳伴嶺太極拳〜双辺太極拳〜

SPD-6515●71分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665155■ISBN978-4-86308-137-6 C2875 Y5600E
陳伴嶺太極拳（双辺太極拳）は、陳伴嶺老師が40年の歳月をかけ、内家拳に共通する拳理の下に、太極拳各流派を集大成して作
り上げた太極拳の傑作である。真の内家拳を身につけるために必要な様々な「法」ー とりわけ重要な「陰陽の法」
を、
理論と実
技の両方から解明。

サンプルムービー

程聖龍内家拳

サイトの詳細ページへ

楊氏太極拳〜散手対打・化勁〜

SPD-6516●55分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665162■ISBN978-4-86308-153-6 C2875 Y5600E
楊氏太極拳とは、太極拳の源流である陳氏太極拳を修めた楊露禪（よう・ろぜん）によって独自の工夫を加えて創始された太極
拳である。発勁に至るまでのメカニズム、技術を超えた化法：粘・連・随・走、打法、歩法、散手対打組手分解、そして套路までを、
程聖龍老師が徹底紹介する。

サイトの詳細ページへ

程聖龍内家拳

推手

SPD-6517●76分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665179■ISBN978-4-86308-171-0 C2875 Y5600E
推手とは、内家拳修行体系の最終段階に位置する奥義である。推手の修行を積み、発勁を身につけること、それがすなわち内家
拳を極めることになる。その先にはもはや実戦しか残されていない。程聖龍内家拳の一連の作品が明らかにしてきた内家拳の
体系。
その螺旋の頂点に位置する最終奥義が、本作品には収録されている。内家拳を包み込む神秘のヴェールが、
初めて取り除
かれた!

サイトの詳細ページへ

私学校龍珉楼武術シリーズ第2弾

精粋少林拳朱家永春門

SPD-6513●52分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665131■ISBN978-4-86308-100-0 C2875 Y5600E
福建省に伝わり「紅船の秘技」とも呼ばれている南派少林拳の福州永春拳を基に、客家の人々の間で伝承されてきた朱家拳を
加味して私学校龍珉楼の呉伯焔老師が総合的に理論、体型づけて完成させた朱家永春拳。柔軟かつ緻密な手法を用いて一気に
打ち込み、敵を制するという秘技の数々を紹介する。

サイトの詳細ページへ
私学校龍珉楼武術シリーズ第3弾

太極拳撰集録

SPD-6514●90分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665148■ISBN978-4-86308-106-2 C2875 Y5600E
陳氏太極拳、楊氏太極拳を中心に、太極拳各門派の実戦用法を選りすぐって収録。これらは過去実際に使用された技ばかりで
あるが、暗打と呼ばれ、一般には日の目を見る事のない、極めて実戦性の高いものである。他に、呉伯焔老師の実演による電気
ドリルを使用する驚異の練功法を特別収録。

サンプルムービー

李保華

サイトの詳細ページへ

馬貴派八卦掌

SPD-6519●100分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー STEREO／英語音声・日本語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125665193■ISBN978-4-86308-484-1 C2875 Y5600E
祖師董海川より全伝を受け継いだ馬貴の第四代継承者李保華老師が教える八卦掌の極意。八卦掌を学ぶ上で最も重要な土台
を身につけるための走圏。そして八卦掌のすべての動作の基本となる単換掌。武術としての高い実用性を誇り、健身法として
も非常に優れた特質を持つ馬貴派八卦掌。李老師の英語解説に日本語字幕付き。

サンプルムービー

李保華

サイトの詳細ページへ

馬貴派八卦掌2

SPD-6520●90分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／英語音声・日本語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125665209■ISBN978-4-86308-533-6 C2875 Y5300E
武術と養生が表裏一体となった中国武術の精華として知られる八卦掌。馬貴派第四代継承者李保華老師によるDVD第２弾で
は、
前作で紹介した単換掌の応用と、単換掌の次に学ぶ双換掌について丁寧に紹介。第1弾からステップアップした技術を学ぶ
ことができる

サンプルムービー
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サイトの詳細ページへ
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山田聡朗

詠春拳

SPD-6521●111分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665216■ISBN978-4-86308-543-5 C2875 Y5300E
女性を創始者とし、筋力に頼らない緻密な技法を持ち、接近しての小さな動きと多彩な手技で敵を倒す。高い実戦性で注目を
集めている詠春拳を山田聡朗が紹介。基本姿勢／構え／歩法／攻撃と防御／套路／対錬／五門ドリル／技の応用／美体操／
形の分解用法／武器術まで。

サンプルムービー

孫立

実戦中国武術

意拳

入門編

サイトの詳細ページへ

Part.1

SPD-6522●82分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665223■ISBN978-4-86308-546-6 C2875 Y5300E
1920年代半ば、伝説の達人・王郷齋によって創始された最も新しい中国武術であり、数ある拳法の集大成という意味から大成
拳とも呼ばれる意拳。王郷斎老師の高名な直弟子たちから意拳を学び、その継承者として活躍する孫立師が、意拳の基礎から
実戦用法までを教える映像作品。

サンプルムービー

孫立

実戦中国武術

意拳

入門編

サイトの詳細ページへ

Part.2

SPD-6523●95分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665230■ISBN978-4-86308-556-5 C2875 Y5300E
現代中国武術最強の拳法と言われる意拳。長い歴史によって磨かれたその拳技を身につけることは非常に難しく、
真伝を受け
継ぐ者は少ない。継承者として世界的に活躍する孫立師が、その技を丁寧に紹介する画期的教則作品第2弾。特別演武
「意拳舞」
も収録。

サイトの詳細ページへ

孫立

実戦中国武術

意拳

入門編

DVD-BOX

SPD-6529●2枚組177分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665292■ISBN978-4-86308-708-8 C2875 Y10000E
王薌齋老師の高名な直弟子たちから意拳を学び、その継承者として活躍する孫立師が、意拳の基礎から実戦用法までを教える
映像作品。お得な2枚セット。

サイトの詳細ページへ

青木嘉教

螳螂拳

SPD-6524●111分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665247■ISBN978-4-86308-592-3 C2875 Y5300E
中国山東省に紀元を持つこの拳法は、北派拳法のうち十八門派を合わせて創始され、カマキリを模したポーズに代表されるよ
うな、
豊富な徒手拳法によって構成されている。細かな手法と、手足を同時に用いて敵を攻撃していく螳螂拳。基本技法として
の歩法、手法から、螳螂拳の発勁原理、套路、実戦散打、特殊兵器まで、螳螂拳のすべてを青木嘉教が紹介する。

サイトの詳細ページへ

青木嘉教

楽々マスター 太極拳

SPD-6527●145分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125665278■ISBN978-4-86308-661-6 C2875 Y5300E
普段の動きとは異なる身体運用があり、正しくマスターすることが難しい太極拳。その慣れない動きがほんのちょっとのヒン
トで簡単に身につく様々なコツ。それぞれの動作の注意すべきポイントなど、数十年にわたる指導経験によって発見した成果
を、
青木嘉教が丁寧に実演解説。

サイトの詳細ページへ

増田 勝

24式太極拳を学ぶ

SPD-6526●100分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665261■ISBN978-4-86308-654-8 C2875 Y5300E
増田勝による初めての映像作品。中国武術における基本的な身体各部の型と法。太極拳24式の動作を実演、解説。
［収録内容］
身体各部の型の要領：手型/歩型/身型/身体各部の法の要領：手法/歩法/腿法/身法/眼法/24式太極拳/太極拳対練/太極棍24式
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サイトの詳細ページへ

増田 勝

32式太極剣

SPD-6528●91分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665285■ISBN978-4-86308-712-5C2875 Y5300E
1994年、
中国武術界最高峰の大会であるアジアオリンピックにおいて、日本人として初めての金メダルに輝いた増田勝。
現在
まで他の日本人が誰一人として成し遂げたことのない前人未到の快挙を達成し、その他、多くの国際、国内大会で優勝を重ね
た。
日本太極拳界のレジェンドと称される増田勝が教える第1作「24式太極拳を学ぶ」に続くDVD第2弾。

サンプルムービー

増田 勝

24式太極拳

サイトの詳細ページへ

対練

SPD-6530●97分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665308■ISBN978-4-86308-756-9 C2875 Y5300E
太極拳本来の、力を使わずに相手を動かすという境地を体現するためには、拳理に則った正しい動作、力の繋げ方とともに、
組
手形式の対練を欠かすことはできない。対練によって攻防の意味の理解が深まり、正しい動きのイメージがリアルに形作られ
る。
全日本選手権「対練」の覇者、日本太極拳界のレジェンド増田勝が、対練の練習方法を初めて公開する画期的な映像作品。

サンプルムービー

池田秀幸

24式太極拳

サイトの詳細ページへ

実戦性の追求

SPD-6531●128分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665315■ISBN978-4-86308-742-2 C2875 Y5300E
陰陽転換の戦闘法が最強の攻防一体を生みだす。35年にわたる実践を通して、太極拳の戦闘理論を研究し続けてきた池田秀
幸。
太極拳の原理を解明し、武術としての合理的な身体操作を追求。様々な武術家、格闘家との交流を通して検証された実戦用
法を、
丁寧に実演・解説。ゆっくりとした動きが瞬時に相手を制する強さへと変化する。その秘密がここに。

サンプルムービー

池田秀幸

陳式太極拳

サイトの詳細ページへ

戦闘理論と用法

SPD-6532●128分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665322■ISBN978-4-86308-810-8 C2875 Y5300E
力のぶつからない武術の真髄。速さと早さの違いと威力。太極拳の合理的な戦闘理論を丁寧に解説し、使えるようになるため
の型と用法を実演。さらに戦いの中の様々な状況への対処法を具体的に紹介。あらゆる武術、格闘技に応用できる実戦武術・太
極拳。
池田秀幸がその奥義を公開。

サイトの詳細ページへ

増田 勝

総合太極拳42式

SPD-6533●96分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125665339■ISBN978-4-86308-865-8 C2875 Y5000E
総合太極拳42式は、伝統的な太極拳の風格の中に、楊式、呉式、孫式、陳式、活歩推手、形意拳など中国武術の様々な要素を取り
入れて構成されており、太極拳を総合的に学ぶことができる。アジア大会でこの総合太極拳42式を表演し、日本人初にして唯
一の金メダリストとなった増田勝が、丁寧に教える映像版教科書。上達を阻む、学習者の陥りやすい間違いなどを詳細に解説
し、
難解な動作については「対練（組手）」を通して動作の意味や勁力の使い方などをわかりやすく示範。

サイトの詳細ページへ

岡林俊雄

嫡流真伝中国正派拳法

SPD-7604●55分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125676045■ISBN4-87389-932-X C2875 Y5600E
昭和が生んだ伝説的武人、故・桜公路一顱が、中国で学んだ各流派の拳法と王樹金老師から学んだ内家拳の攻防原理に、
日本の
居合術や古流柔術、伝統派空手の理合いを加味して独自に編成、創り上げた大日本講武會の技術体系。これは、桜公路一顱が遺
した素晴らしい武術遺産を、全伝を受け継ぐ岡林俊雄師範が公開したものである。

サンプルムービー

小林直樹

躾道館武術

サイトの詳細ページへ

嫡流真伝中国正派拳法篇

SPD-7606●81分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125676069■ISBN978-4-86308-284-7 C2875 Y5600E
嫡流真伝中国正派拳法は、昭和の伝説的武人櫻公路一顱によって、中国各流派の拳法と王樹金老師直伝の内家拳攻防原理、
日
本の居合術、古流柔術、伝統派空手の理合いを融合させて創り上げられた。交叉法を中心とした真に実戦的な武術を小林直樹
躾道館主席師範が紹介。

サンプルムービー
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サイトの詳細ページへ
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小林直樹

躾道館武術

太氣至誠拳法篇

SPD-7607●99分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125676076■ISBN978-4-86308-290-8 C2875 Y5600E
澤井健一と櫻公路一顱。両師よりそれぞれの武術を受け継いだ小林直樹師範がこれまで決して公にしなかったその技を初公
開。
立禅、練、推手、這、といった太氣拳特有の稽古。その基本動作から実戦への応用までを詳しく実演・解説。実戦最強の拳法、
それが太氣至誠拳法である。

サンプルムービー

小林直樹

躾道館武術

サイトの詳細ページへ

DVD-BOX

SPD-7611●2枚組180分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125676113■ISBN978-4-86308-714-9 C2875 Y10000E
躾道館とは、櫻公路一顱の嫡流真伝中国正派拳法、澤井健一の太氣至誠拳法、両師よりそれぞれの武術を受け継いだ小林直樹
が主宰する道場である。半世紀にわたり両師より学んだ武術の研鑽一筋に生きてきた小林直樹師範が、その武術を後世に伝え
残すため、惜しみなく公開した映像作品。お得なBOXセット。

サイトの詳細ページへ
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テコンドー
TAEKWONDO

テコンドー・ファイティング

SPD-3702●170分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／日本語音声／2／片面2層
Jan.4941125637022■ISBN4-87389-679-7 C2875 Y5600E
多彩な蹴りの攻撃技を持つテコンドー。それらの技を、実戦で確実に使うことができるようになるファイティングシステムが
登場。
技の基本構造からカウンター、コンビネーションまで、実際の競技の場で役立つスパーリングの理論を徹底解説。
理論解
説/ 韓国ヨン・イン大学テコンドー課教授ジン・バン・ヤン師

サイトの詳細ページへ

テコンドー

SPD-3706●55分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637060■ISBN4-87389-724-6 C2875 Y5600E
韓国2000 年の歴史を持ち、他の格闘技の追随を許さぬ華麗で多彩な蹴り技のバリエーションを持つテコンドー。驚異的な破
壊力を持つ前蹴り、回し蹴り、横蹴り、後ろ蹴りなどの様々な蹴り技から、テコンドー独特の動きを生み出すフットワーク、そ
してアタックとカウンターまで、テコンドーの基本的テクニックを日本代表選手が徹底解説。

サイトの詳細ページへ
朴 禎 賢（パクチョンヒョン）

テコンドー入門

SPD-3724●2枚組169分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／英語字幕・韓国語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125637244■ISBN978-4-86308-721-7 C2875 Y10000E
手と足を用いた徒手空拳の護身術テコンドー。精神と肉体を鍛えながら、身体の各部分を科学的に活用する現代的武道であ
る。
その歴史から基本動作、華麗なる蹴り技、型、組手など、あらゆる要素を、朴禎賢師範とその高弟たちが実演。

サンプルムービー
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サイトの詳細ページへ
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ボクシング
BOXING

大橋秀行

ボクシング完全教則

DVD-BOX

SPD-5000●3枚組271分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125650007■ISBN4-87389-942-7 C2875 Y15000E
WBAとWBCの2団体を制し、世界2冠王に輝く偉大なチャンピオン大橋秀行。現在は優れた指導者として、自らが指導するジム
で、
王者を次々と送り出している。入門したての初心者がジムで学んでいく順番通りに、基本からプロデビューまで、
ボクシン
グのあらゆるテクニックを教える。ロングセラーを続ける名作DVDを、お求めやすいBOXにして発売。

サイトの詳細ページへ

大橋秀行

ボクシング完全教則

入門篇

SPD-5001●81分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125650014■ISBN4-87389-769-6 C2875 Y5600E
軽量級きってのハードパンチャーとしてWBA、WBC と2 度世界チャンピオンになった大橋秀行。選手としての実績に加え、自
らのジムにおいて次々と有力選手を輩出する指導力、TV、雑誌等での理論的な解説で、指導者としての評価をますます高めて
いる彼が、ボクシングのあらゆる技術を、ひとつひとつ丁寧に実演、解説する。

サイトの詳細ページへ

サンプルムービー

大橋秀行

ボクシング完全教則

中級篇

SPD-5002●101分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125650021■ISBN4-87389-777-7 C2875 Y5600E
世界チャンピオン大橋秀行が、ボクシングのあらゆる技術を、ひとつひとつ丁寧に実演、解説する教則作品。中級篇で攻撃と防
御の基本的テクニックすべてが終了。この技術を磨くことがプロデビューへの第一歩となる。サイドステップ、フック、アッ
パー、
ボディブロー、ブロッキング、パーリング、エルボーブロック等収録。

サイトの詳細ページへ

大橋秀行

ボクシング完全教則

上級篇

SPD-5003●88分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125650038■ISBN4-87389-781-5 C2875 Y5600E
大橋秀行がボクシングのあらゆる技術をひとつひとつ丁寧に実演、解説する教則作品。上級篇では、プロの選手が試合で使用
する、攻撃と防御のコンビネーション、カウンター、サウスポーの為のスペシャルテクニック、そして本邦初公開の世界を取っ
た極秘テクニック、勝つための心構えを説いたインタビューなどを紹介する。

サイトの詳細ページへ

松本好二

ボクシング完全教則サウスポー篇

part.1

SPD-5004●71分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面一層
Jan.4941125650045■ISBN4-87389-938-9 C2875 Y5600E
世界王者川嶋勝重のトレーナーとして史上最年少でエディ・タウンゼント賞を受賞した大橋ボクシングジム・チーフトレーナー
松本好二が教えるサウスポーテクニック。
サウスポーの攻撃と防御の両面から徹底解説。
[収録項目]サウスポーのオフェンス(vs
オーソドックス)/サウスポーのディフェンス(vsオーソドックス)/オーソドックスのオフェンス(vsサウスポー)/オーソドックスの
ディフェンス(vsサウスポー)

サイトの詳細ページへ

松本好二

ボクシング完全教則サウスポー篇

part.2

SPD-5005●66分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面一層
Jan.4941125650052■ISBN4-87389-944-3 C2875 Y5600E
シリーズ第2弾は、より具体的に実戦に即したテクニックを網羅。[収録項目]サウスポーの上級テクニック:パンチのコンビ
ネーション/タイプ別による戦法の違い/有効なカウンターブロー/相手選手のファイトスタイルによる戦略の違い/防御しに
くいパンチ/オーソドックスの上級テクニック:パンチのコンビネーション/右ストレートの奇襲戦法/精神的なプレッシャー
を与える戦法/有効なカウンターブロー 他
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大橋秀行

新ボクシング完全教則

入門篇

SPD-5007●128分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125650076■ISBN978-4-86308-689-0 C2875 Y5300E
ボクシングを志す者必携の映像作品として記録的ロングセラーとなった「ボクシング完全教則DVD」。発売より12 年の歳月
を経て、より進化した最新のボクシング技術を詰め込んだ新たな完全教則が誕生した。大橋会長をはじめとする王者たちの実
演・解説による、現在考えうる最高のテクニックDVD。全3 巻。

サンプルムービー

大橋秀行

新ボクシング完全教則

サイトの詳細ページへ

中級篇

SPD-5008●128分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125650083■ISBN978-4-86308-707-1 C2875 Y5300E
現在考えうる最高のボクシングテクニックDVD 第2 弾。ジム入門から3 ヶ月程度を経過し、基本的な技術を身につけた選手が、
上級者へステップアップするために必要なより実戦的なテクニックを大橋秀行会長が丁寧に紹介。前作に引き続き、
世界王者
八重樫東が実演。

サンプルムービー

大橋秀行

新ボクシング完全教則

サイトの詳細ページへ

上級篇

SPD-5009●128分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125650090■ISBN978-4-86308-725-5 C2875 Y5300E
プロボクシング界の名伯楽・大橋秀行会長による丁寧な解説。そして現役世界王者による実演。現在考えうる最高のボクシン
グテクニックDVD がいよいよ完結。圧倒的な強さで防衛を続ける世界王者井上尚弥が、フェイントとカウンターの技術を中
心に、
自らが実際に試合で使っている高難度のテクニックを紹介。

サンプルムービー

大橋秀行

新ボクシング完全教則

サイトの詳細ページへ

DVD-BOX

SPD-5010●3枚組236分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125650106■ISBN978-4-86308-829-0 C2875 Y15000E
井上尚弥・八重樫東 世界王者が実演！ボクシングテクニックDVDの決定版！
井上尚弥、八重樫東をはじめとする王者たちの実演と大橋会長の丁寧な解説による、現在考えうる最高のテクニックDVD。
進
化した最新のボクシング技術を詰め込んだ新たな完全教則。全3巻。

サイトの詳細ページへ

川島郭志

ボクシング

ディフェンスを極める

SPD-5012●70分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面一層
Jan.4941125650120■ISBN978-4-86308-788-0 C2875 Y5000E
アンタッチャブルと呼ばれ精緻なディフェンステクニックを誇った川島郭志。独自の理論を生かしたパンチの打ち方、
防御と
攻撃の切り替え方、実戦で役立つテクニック、そして感覚を養う練習方法まで、勝つためのヒントに満ちた極めて実用的な映
像作品。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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キックボクシング
KICK BOXING

チャモアペットのスーパーテクニック

SPD-5201●80分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／日本語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125652018■ISBN4-87389-562-6 C2875 Y5600E
前人未踏の9 冠王に輝き、ムエタイの長い歴史の中で最も成功を収めた男チャモアペット。その強さの秘密は、あらゆる攻撃
に優れているだけでなく、鉄壁の防御とカウンターのテクニック、それらすべてが高い次元で組み合わされているところにあ
る。
その芸術的テクニックのすべてを紹介。DVD 特典としてチャモアペットvs ペップシー戦を収録。

サイトの詳細ページへ

チャモアペットのスーパーテクニック<実戦篇>

SPD-5202●57分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／日本語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125652025■ISBN4-87389-600-2 C2875 Y5600E
長い歴史と分厚い選手層を誇るムエタイで、史上最高の9 冠王という実績を残したチャモアペット・チョーチャモアンが、実
戦を勝ち抜くためのより具体的なテクニックを紹介。パンチ、キック、ヒザ、ヒジのそれぞれの技術から、相手の防御や攻撃の
捌き方、有効な攻撃方法やヒットポイントなどを丁寧に解説する。

サイトの詳細ページへ

キックボクシング完全教則

DVD-BOX

SPD-5200●3枚組255分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652001■ISBN4-87389-941-9 C2875 Y15000E
キックボクシングのあらゆるテクニックをわかりやすく紹介し、実力アップに最適として大評判をとった完全教則シリーズ。
全3巻をお求めやすいBOX仕様にて発売。初心者でも使うことができるベーシックな技術を組み合わせたコンビネーション。
敵を欺く効果的なフェイント、相手の様々な攻撃に対する対処法など、実戦にすぐ役立つ技術が満載。

サイトの詳細ページへ

キックボクシング完全教則

入門篇

SPD-5203●97分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652032■ISBN4-87389-720-3 C2875 Y5600E
キックボクシングのあらゆるテクニックを攻撃と防御、カウンター、練習方法まで、山口元気がわかりやすく紹介する画期的
教則ビデオ。入門篇では、基本的なテクニックをオフェンスとディフェンス、練習方法を紹介。映像特典として、
'95 年1 月29
日後楽園ホールで行われたMA 日本フライ級王座挑戦者決定戦、山口元気vs 山本ノボル戦を特別収録。

サンプルムービー

キックボクシング完全教則

サイトの詳細ページへ

中級篇

SPD-5204●80分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652049■ISBN4-87389-725-4 C2875 Y5600E
日本フライ級とフェザー級の2 階級を制覇し、現在は自らのジムにおいて後進の指導に励む山口元気が、実践的でわかりやす
い解説で、打撃のあらゆる技術を紹介する。中級篇はベーシックな技術を組み合わせたコンビネーションなど。映像特典とし
て、
プロを目指すためのジムワーク、'95 年10 月15 日後楽園ホール・山口元気vs 赤根憲昭戦を収録。

サイトの詳細ページへ

キックボクシング完全教則

上級篇

SPD-5205●80分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652056■ISBN4-87389-729-7 C2875 Y5600E
山口元気が実践的でわかりやすい解説で、打撃のあらゆる技術を紹介する教則DVD。上級篇では、勝つために必要な敵を欺く
フェイントと相手の攻撃への対処法。そしてジム生だけが知り得たオリジナルの技を大公開。映像特典として港太郎のスペ
シャルテクニック講座と、山口元気 vs 永嶋真彦戦('98.5.22 後楽園ホール) を収録。
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サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

小野寺力

キックボクシング入門

DVD-BOX

SPD-5225●2枚組159分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652254■ISBN978-4-86308-608-1 C2875 Y10000E
華麗なテクニックでキック界に一時代を築いた小野寺力。キックを始める初心者が最初に教わる基本から、パンチ、
キック、
ディフェンス、首相撲、様々なコンビネーション、実戦テクニックまで、鮮やかにKOの山を築いたそのテクニックを完全網羅。
これで君も強くなれる。

サイトの詳細ページへ

ムエタイ完全教則

入門篇

SPD-5209●113分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652094■ISBN4-87389-951-6 C2875 Y5600E
ラジャダムナンスタジアムの2階級、しかも膨大な層の厚さを誇るムエタイの中でも、最も数多くの強豪が覇を争う厳しい階
級、
ジュニアフェザー級とフェザー級を制した偉大なる王者、ヌンサヤーム・ギャットウィチアンが最強格闘技ムエタイのあ
らゆるテクニックを紹介。第1弾、入門篇では、基本的な構えから、パンチ、キックなどの攻撃、ディフェンス、コンビネーショ
ン、
そして首相撲の基本を教える。

サイトの詳細ページへ

ムエタイ完全教則

中級篇

SPD-5210●89分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652100■ISBN4-87389-956-7 C2875 Y5600E
偉大なる王者であり、選手としての強さを誇るばかりでなく、来日後は数多の日本人選手を指導、トレーナーとしての実績も
築き上げているヌンサヤーム・ギャットウィチアンが、最強格闘技ムエタイのあらゆるテクニックを紹介する。第2弾、
中級篇
では、
より実戦的なサンドバッグでのトレーニング方法、実際に試合で使うコンビネーションや攻防を学ぶミット、
そしてム
エタイの奥義である首相撲を詳しく紹
介する。
サンプルムービー
サイトの詳細ページへ

ムエタイ完全教則

上級篇

SPD-5211●94分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652117■ISBN4-87389-961-3 C2875 Y5600E
ヌンサヤームが、最強格闘技ムエタイのあらゆるテクニックを紹介。最終巻である上級篇では、実戦に直接結びつく練習とさ
れ、
ムエタイで最も重要視されるミット練習、そして相手を崩し自分に有利な体勢を作り出す、様々な首相撲のテクニックを
徹底解説する。

サイトの詳細ページへ

ムエタイ完全教則

DVD-BOX

SPD-5221●3枚組296分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652216■ISBN978-4-86308-470-4 C2875 Y15000E
ラジャダムナンスタジアムのジュニアフェザー級とフェザー級2階級を制した偉大なる王者、ヌンサヤーム。来日後は数多の
日本人選手を指導し、トレーナーとしての実績も築き上げているヌンサヤームが、入門、中級、上級と最強格闘技ムエタイのあ
らゆるテクニックを3枚のDVDで徹底紹介。

鈴木秀明

キックボクシング・アドバンス

vs パンチャー篇

SPD-5212●94分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652124■ISBN978-4-86308-011-9 C2875 Y5600E

キックボクシングの試合において、対戦相手の様々なタイプ、相手が得意とする攻撃に注目し、その対処法を鈴木秀明がわか
りやすく具体的に教える。その1弾は、パンチの攻撃を主体にする相手との闘い方。オーソドックスとサウスポーの違いなど、
細かく丁寧に実演、解説する。

サイトの詳細ページへ

鈴木秀明

キックボクシング・アドバンス2

vs オールラウンダー篇

SPD-5213●127分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652131■ISBN978-4-86308-025-6 C2875 Y5600E

オールラウンダーの相手と戦う場合、最も大切な事は、自らのスキルを上げ、相手の様々なテクニックに対応できるよう準備
することである。鈴木秀明がキックボクシングの実戦テクニックを、対戦相手のタイプ別に、分かりやすく教える第2弾。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

79

鈴木秀明

キックボクシング・アドバンス3

vs ムエタイ篇

SPD-5214●115分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652148■ISBN978-4-86308-039-3 C2875 Y5600E

パンチとキックだけではなく、危険なヒジ、ヒザを使いこなし、組み付いたら離れない首相撲の技術を持つムエタイ選手は、
キックボクサーにとって、超えなければならない永遠の壁である。鈴木秀明がキックボクシングの実戦テクニックを、
対戦相
手のタイプ別に、分かりやすく教える第3弾ムエタイ篇。

サイトの詳細ページへ

鈴木秀明

キックボクシング"完全教則"アドバンス

SPD-5220●3枚組341分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652209■ISBN978-4-86308-447-6 C2875 Y15000E
打倒ムエタイの急先鋒として日本キック界に一時代を築いた鈴木秀明。試合において、対戦相手の様々なタイプ、
相手が得意
とする攻撃に注目し、その対処法を具体的に教える教則作品。対パンチャー篇、対オールラウンダー篇、対ムエタイ篇の３枚を
お買い得なボックスにて新発売。自分のペースを作り、有利に試合を進めるテクニック。

サイトの詳細ページへ

内田康弘

キックボクシングパーフェクトテクニック

SPD-5215●87分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652155■ISBN978-4-86308-254-0 C2875 Y5600E

vol.1

実戦に臨んで、ルールに合わせた戦略をたて、自分と相手のスタイルを考慮した戦術で闘うことは、勝率を上げるために最も
効果のある方法である。選手の特徴を生かし、次々とチャンピオンを生み出している内田康弘が教える勝つ為の方程式。
ルー
ル別傾向と対策、スタイル別傾向と対策。

サンプルムービー

内田康弘

キックボクシングパーフェクトテクニック

SPD-5216●96分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652162■ISBN978-4-86308-257-1 C2875 Y5600E

サイトの詳細ページへ

vol.2

キックボクシングには、ヒジ打の有無、組み付いての攻撃の有無、3R&5Rなど様々なルールがある。そして選手にもアップライ
トやクラウチングなどのスタイルがある。それぞれのルール、スタイルを生かした実戦攻略法をチャンピオンメーカー内田康
弘が教える。

サイトの詳細ページへ

及川道場

打撃の教科書

SPD-5218●120分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652186■ISBN978-4-86308-294-6 C2875 Y5600E
シュートボクシング日本Sフェザー級王者・及川知浩率いる龍栄武舘及川道場。及川本人をはじめ、実弟ナグランチューン・
マーサM16、WMF世界ライト級王者・安東辰也、Girls S-cup王者・RENAら、プロで頂点を極めた選手たちのテクニック。
次々に
選手を育て上げる育成システム。常勝を誇るその強さの秘密に迫る!

サイトの詳細ページへ

及川道場

打撃の教室

SPD-5227●107分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125652278■ISBN978-4-86308-757-6 C2875 Y5000E
躍進を続ける及川道場のジュニア育成方法を大公開。単に戦うためのテクニックを紹介するのではなく、道場における具体的
な指導内容や、基本的な理念を余すところなく紹介。強くなりたい選手から、あらゆるジャンルの指導者まで参考にできる、
貴
重な示唆に富んだ映像作品。

佐藤嘉洋

キックボクシングスーパーテクニック

SPD-5219●87分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652193■ISBN978-4-86308-426-1 C2875 Y5600E
３つの世界タイトルを獲得し、日本人キックボクサーとして最高の実績を誇る一人である佐藤嘉洋が、数々の実戦の中で、
実
際に使用した技術を紹介。その技を使用することでどのようなダメージを相手に与えたか、その技がどのように実戦の中で働
いたか等、技の効果や実戦の中での心理までを丁寧に解説した画期的な作品。
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サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

大和哲也

キックボクシングスーパーテクニック

SPD-5222●66分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652223■ISBN978-4-86308-460-5 C2875 Y5600E
次々と対戦相手をマットに沈め、階級を超えた剛腕パンチャーぶりで怖れられる大和哲也。攻撃の軸となる独特の左フックを
はじめ、その派生形である左ボディー、そして連携とコンビネーションまで、オリジナルテクニックを惜しみなく披露。
実戦で
確実に相手を倒すための秘密が満載。

サンプルムービー

SPD-5212石井宏樹

最強キックボクシング講座

サイトの詳細ページへ

vol.1戦術テクニック篇

SPD-5223●95分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652230■ISBN978-4-86308-594-7 C2875 Y5300E

不滅の金字塔！ラジャダムナン王座2度の防衛。打倒ムエタイを果たした最強のテクニック！あらゆる格闘家必見！テク
ニックを抽出した過去の名勝負も特別収録。vsアダム“アグレッサー”ホーラハン戦／vsジャカワーンレック・サックテーワン
戦／vsトゥンソンノーイ・シンポンローハー戦／vsカノンスック・ウィラサクレック戦／vsギャティサック・シットサイトー
ン戦／首相撲／ヒジ打ち／前蹴り／
ディフェンス
サイトの詳細ページへ
サンプルムービー

石井宏樹

最強キックボクシング講座

vol.2戦略タクティクス篇

SPD-5224●108分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652247■ISBN978-4-86308-602-9 C2875 Y5300E

石井宏樹DVD第2弾は戦略篇！最強ムエタイ戦士、世界の猛者と戦うための駆け引きを豊富な実戦映像と詳細な実演解説で
徹底紹介！vs朴龍戦／vsウイタヤーノーイ・シットクゥオンイム戦／vsウティーチャイ・ソー・プィロムトーン戦／vsアピ
サックK．T．ジム戦／vsプラーイノーイ・ポー．パオイン戦／カウンター／フェイント

サンプルムービー

石井宏樹

最強キックボクシング講座

サイトの詳細ページへ

DVD-BOX

SPD-5226●2枚組203分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652261■ISBN978-4-86308-730-9 C2875 Y10000E
立ち技最高峰と言われるタイ国のスーパーライト級王者となり、外国人として初の王座防衛に成功という歴史に残る快挙を
達成した石井宏樹。戦術テクニック篇と戦略タクティクス篇、2枚のDVDをセットにしたお買い得版。

サンプルムービー

寺戸伸近

サイトの詳細ページへ

右ストレートを極める

SPD-5291●62分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652919■ISBN978-4-86308-555-8 C2875 Y5000E
一つのテクニックに焦点を当てその使用法を徹底的に解説。実力アップと弱点の克服を目指すピンポイントマスターシリー
ズ。
一撃で相手を倒す最強の武器・右ストレート。数々のKOを生み出してきた世界王者・寺戸伸近が、
正しいパンチの打ち方か
ら、
実戦における使用法までを丁寧に紹介。

サイトの詳細ページへ

藤原あらし

左ミドルを極める

SPD-5292●61分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652926■ISBN978-4-86308-565-7 C2875 Y5000E
あらゆるキックの基本となる技・左ミドル。正しく左ミドルを蹴ることができれば、あらゆる蹴り技が出来るようになるとさ
え言われる。最強ムエタイ戦士を相手に輝かしい実績を残してきた藤原あらしが教える左ミドル。これをマスターすること
が、
最強への道だ！

サンプルムービー

山本元気

サイトの詳細ページへ

KOを極める！

SPD-5293●78分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125652933■ISBN978-4-86308-693-7 C2875 Y5000E
"右の殺し屋"山本元気。
「相手を倒すコツは倒れるまで攻撃すること」。連打を続けるために必要な身体の使い方、テクニック、
そしてスタミナの養成法まで、相手をKOするために必要なあらゆる要素をくまなく紹介。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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桜井洋平

一撃必倒 ハイキックを極める！

SPD-5294●62分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652940■ISBN978-4-86308-753-8 C2875 Y5000E
ハイキックを繰り出すために必要な様々なコツ。確実にヒットさせるための戦略。具体的なコンビネーションと実践用法。
NJKFを代表する名選手として多くのファンと競技者を魅了してきた桜井洋平選手のKOテクニック。

サンプルムービー

地獄の風車

サイトの詳細ページへ

ラモン・デッカー

SPD-5301●213分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面2層
Jan.4941125653015■ISBN4-87389-726-2 C3875 Y5600E
その強打でKO の山を築き上げ、格闘王国オランダの地獄の風車と呼ばれたキックボクシング史上最大の人気スター、
ラモン・
デッカー。そのデッカーの、本場タイでのムエタイ戦士との激突、日本のリングにおける、タイ、アメリカ、日本の強豪たちとの
闘いなど、全11 試合を収録。さらに映像特典として、幻のあの試合も特別収録。

サイトの詳細ページへ

RISE 2011

SPD-5306●163分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125653060■ISBN978-4-86308-387-5 C3875 Y5600E
わかりやすいルール、スタイリッシュなコスチューム、そしてスピーディな試合展開を生み出ルールとレフェリング。
参加選
手の団体、所属を問わない自由なリングとして話題を呼び、現在最も多くの観衆を集めているマット。それがＲＩＳＥである。
2011年１年間の試合の中から選び抜かれた名勝負を収録！

サイトの詳細ページへ

Hoost Cup

～Departure～

SPD-5309●128分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125653091■ISBN978-4-86308-436-0 C3875 Y5600E
Ｋ１フォータイムスチャンピオンとして高い知名度を誇り、数多くの日本のファンに愛されているアーネスト・ホースト。
名
古屋に自らのジムを設立したホーストが、世界から選抜した選手と日本代表選手との対抗戦を企画し、大きな話題を集めた大
会がホーストカップである。その全試合を収録したＤＶＤ。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

RISE 2012

SPD-5310●230分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125653060■ISBN978-4-86308-387-5 C3875 Y5600E
RISEの2012年はますますHEAT UP! 記憶と記録に残るBEST BOUT永久保存版。団体の枠に縛られない純粋な闘うマットとして
キック界の将来を担う若さあふれる選手たちがフレッシュな闘いを繰り広げ、高い人気を誇るRISE。格闘技界の新たな聖地で
ある。
ＴＤＣホール大会を含む１年間の総集編。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

Hoost Cup ～王者達の饗宴～ 2013年6月16日愛知・名古屋国際会議場イベントホール
SPD-5312●105分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125653121■ISBN978-4-86308-507-7 C3875 Y5600E
近年最も格闘技の熱い都市・名古屋から生まれたキックの祭典第2弾！地元名古屋の精鋭たちに限らず、ムエタイ伝説のチャ
ンピオンまで出場し、メインでは佐藤嘉洋vs.長島☆自演乙☆雄一郎の異次元対決が実現。特典映像として2013年2月24日に
行われた〈Hoost Cup SPIRIT2～魂 其之弐～〉から厳選5試合もダイジェストで収録。

サイトの詳細ページへ

RISE 2013

SPD-5315●239分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125653152■ISBN978-4-86308-545-9 C3875 Y5300E
RISE激動の2013年。数々の名勝負を収録した永久保存版。裕樹vsイ・ソンヒョン／チャンヒョン・リーvs梅野源治／Dyki vs六川
星矢／吉本光志vs左右田泰臣／清水賢吾vs上原誠／渡辺理想vs高橋幸光／小宮山工介vs裕樹／山本真弘vsセルジオ・ヴィー
ルセン／神村エリカvs紅絹／郷州力vs山口侑馬／渡部太基vsダニロ・ザノリニ等、全20試合。
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サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

ムエタイ通信 復刻版

ムエタイ 伝説の名勝負

SPD-5319●124分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125653190■ISBN978-4-86308-715-6 C3875 Y5000E
ムエタイが最も輝いていた黄金時代の、今なお語り継がれる名選手たちによる激闘。
［収録試合］ピーター・スミットvsチャン
プアック・ギャッソンリット/ナムカブワン・ノンギーパーフュットvsセンティアンノーイ・ソー・ルンロート 他

サンプルムービー
ムエタイ通信 復刻版

サイトの詳細ページへ

ムエタイ 伝説の名勝負2

SPD-5320●113分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125653206■ISBN978-4-86308-750-7 C3875 Y5000E
［収録試合］チュアリー・ソー・ワニットvsワンジャンノーイ・ソー・パランチャイ/チャーンデート・ソー・パラーンタレーvs
ディーダー・ディーレーク/デーン・ムアンスリンvsシーサー・ディレーク/セーンムアンノーイ・ルークヂャウボー・マヘー
サッグvsヂャルンサッグ・ギャットナコンチョン 他

サンプルムービー
ムエタイ通信 復刻版

サイトの詳細ページへ

ムエタイ 伝説の名勝負3

SPD-5321●119分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125653213■ISBN978-4-86308-776-7 C3875 Y5000E
［収録試合］ノッパデー・ソー・レウディー vs チャンノーイ・シーモンコン/ダーラーエッグ・シッルンサッ vs センムサン・イ
サーン/室戸みさき vs タワッチャイ・ペットアーポン/ポータイ・チョーワイクン vs 港 太郎/モングットーン・ポー・プルーム
ガモン vs 新妻 聡 他

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

ムエタイ 伝説の名勝負4

SPD-5322●97分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125653220■ISBN978-4-86308-825-2 C3875 Y5000E
［収録試合］ベル・ヘイヘン vs チャンプア・ゲッソンリット/ボビー・ベッカー vs ジャルントーン・ギャットバンチョーン（1990年
12月15日 後楽園ホール）チンチャイ・サクダルン vs 室戸みさき/マイケル・リューファット vs パントーン・ソンチャイ/ハロルド・
ファン・ハーゲン vs サジットカーン・ギャットパターン（1991年3月22日 後楽園ホール）山崎通明 vs “ランボー” ポンシリ・ポー.
ルアムレディー/ノックウィー・デービィー vs イッサラー・サックリーリン/マーロ
ン・ベンジャミン vs チャンプア・ゲッソンリット（1991年5月24日 後楽園ホール）
サイトの詳細ページへ

女子キックボクシング

Girls SHOCK!

SPD-5402●120分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125654029■ISBN4-87389-740-8 C3875 Y5600E
女子によるキックの大会。日本人最強のウィンディ智美をはじめ、実力派、美形選手らが、女の闘いを繰り広げる。'03.9.7「
Girls SHOCKII」と11.11「Girls SHOCK III」の2 大会の全15 試合に加え、映像特典として1.26 の「Girls SHOCKI」ダイジェストと、
11.7AJ パブリックジムでの特別公開練習& インタビューを収録。

サイトの詳細ページへ

全日本ライト級最強決定トーナメント2004

SPD-5403●235分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654036■ISBN4-87389-789-0 C3875 Y5600E
キック界に大きな反響を呼んだライト級トーナメントがさらにスケールアップ。
全12 名参加のサバイバルマッチに、
あのサムゴーも
緊急参戦。
激戦を勝ち抜くのは誰だ! トーナメント全試合に加え、
全日本キックを揺るがせたベストバウト10 試合、
映像特典として
12.7 後楽園ホールで行われた藤原& 國奥vs 宇野& 小林戦を収録

サイトの詳細ページへ

野良犬

小林聡伝説

SPD-5404●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654043■ISBN4-87389-835-8 C3875 Y5600E
野良犬と呼ばれながら数々の挫折から這い上がり、遂に世界の2冠王となって、全日本キックのエースとして絶大な人気を誇
る小林聡。日本人選手としては驚異的な 戦を越える戦いの中から、大逆転KO、壮絶な敗戦、ライバルとの激闘など、
キック史に
残る名勝負を多数収録。本人自らが自分の試合を振り返る解説付き。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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大月晴明

豪腕伝説

SPD-5405●170分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654050■ISBN4-87389-843-9 C3875 Y5600E
18戦18勝16KO。稀にみる豪腕で次々と対戦相手をマットに沈めてきた大月晴明。デビュー10戦目にして全日本王座戴冠。
そ
してライト級トーナメントを制覇、世界3冠王者ロンキーの戦意を喪失させ、ついには全日本キックのエース小林をも下して
WPKC世界ムエタイライト級王座を奪取した。稀代のKOアーティスト大月晴明の全18試合を完全ノーカット収録。

サイトの詳細ページへ

全日本キック

2005 BEST BOUTS

SPD-5406●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654067■ISBN4-87389-894-3 C3875 Y5600E
日本キック界の牽引車として活発な活動を続ける全日本キックの総集編。2004年後半から2005年秋までの公式戦から、
多数
のベストバウトを収録。

サイトの詳細ページへ
全日本キックTHE 20th ANNIVERSARY

THE TRUTH

SPD-5407●2枚組480分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／2枚組／片面2層
Jan.4941125654074■ISBN4-87389-966-4 C3875 Y10000E
全日本キックボクシング連盟の設立20周年記念作品。旗揚げの1987年から2006年までの20年間の中から、その年を代表する
厳選された名勝負全38試合をノーカットで収録。

サンプルムービー

全日本キック

サイトの詳細ページへ

2006 BEST BOUTS

SPD-5408●245分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654081■ISBN9784-87389-989-3 C3875 Y5600E
2006年に行われたすべての試合から記憶に残る名勝負23試合を厳選。さらに映像特典は2005年、2006年に行われた藤原祭りでのエ
キシビジョンを収録。また2006年9月行われたタイ遠征を特別収録。主な収録試合/小林 聡 vs ヨードクングライ/山本元気 vs ワンロッ
プ/サトルヴァシコバ vs 増田博正/山内裕太郎 vs 白虎/大月晴明 vs 山本雅美

サイトの詳細ページへ

小林聡伝説FINAL

野良犬LAST STAND

SPD-5409●116分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654098■ISBN9784-87389-998-5 C3875 Y4800E
2006年11月12日、東京・後楽園ホール。小林聡は試合前から決めていた引退を大観衆に告げた。小林ほど不屈の男という称号
が似合う男はいない。幾度と無く破れ、傷付き、蘇っては、名勝負を制し、ファンを熱狂の渦に巻き込んできた。野良犬よ、
さら
ば。
2005.4.17のザルボ戦から、現役ラストマッチ、ジャルンチャイ戦までの7試合をノーカットで。さらにラストメッセージを
収録。

サイトの詳細ページへ

全日本キック 2007 BEST BOUTS vol.1

SPD-5410●248分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654104■ISBN978-4-86308-024-9 C3875 Y5600E
充実著しい全日本キックボクシング連盟。格闘技の聖地・後楽園ホール、そして新たな殿堂・新宿FACEをことごとく超満員の
観衆が埋め尽くし、選手達も気合いの入った名勝負で応える。半年間に行われた数多くの試合の中から、選び抜かれた名勝負
を収録した。さらに映像特典では、全日本の精鋭5人による6.17ラジャダムナン決戦、そして3.9野良犬・小林聡のラストマッチ
を収録。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

全日本キック 2007 BEST BOUTS vol.2

SPD-5412●249分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654128■ISBN978-4-86308-052-2 C3875 Y5600E
他団体やフリーの選手をも巻き込んで、キック史上に残る名勝負を次々と生みだした60kgトーナメントを開催。
記念すべき
旗揚げ20周年記念大会を大成功させた全日本キック。続いて中量級70kgトーナメントも開催し、ますます勢いに乗る2007年
後半戦を収録。記憶と記録に残る名勝負をぎっしり4時間。
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サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

全日本キックボクシング

THE 20th ANNIVERSARY 〜another side〜

SPD-5411●2枚組480分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654111■ISBN978-4-86308-034-8 C3875 Y10000E
立嶋がいた。前田がいた。魔裟斗と小比類巻がいた。小林と金沢。大月と花戸。山内裕太郎と山本優弥。元気と真弘。
ライバルの
存在は、熱い闘争本能を、さらに燃え立たせるスパイスとなる。懐かしの名選手から、現在の日本キック界を牽引するチャンピ
オン達まで、記憶に残る名勝負を多数収録。永久保存版。

サイトの詳細ページへ

全日本キック 2008 BEST BOUTS vol.1

SPD-5413●247分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654135■ISBN978-4-86308-088-1 C3875 Y5600E
エース小林聡がGMに就任し、これからの活躍に期待が高まる全日本キック。新エースを狙う石川直生試練の7番勝負や、
藤原
あらしの打倒ムエタイロードなど、キックファンをわしづかみにする毎回の仕掛けも大当たりで観客動員も絶好調。
半年間の
名勝負を目一杯に収録。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

全日本キック 2008 BEST BOUTS vol.2

SPD-5416●224分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654166■ISBN978-4-86308-131-4 C3875 Y5600E
キックボクシングファンが待ち望んだ夢の対決が実現。山本元気と桜井洋平のすさまじい打ち合いは後楽園ホールを熱狂の
渦に巻き込んだ。山内裕太郎と望月竜介のタイトルマッチからも目が離せない。見どころ満載の2008年下半期に行われた試
合の中から選りすぐりの名勝負を収録。さらに映像特典として12.5藤原祭りで行われたスペシャルエキシビションマッチを
収録。

サンプルムービー

小林聡

サイトの詳細ページへ

全日本キック実戦テクニック徹底解明 vol.1

SPD-5414●90分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125654142■ISBN978-4-86308-104-8 C2875 Y5600E
日本キック界の牽引車として数多くのスター選手を擁し、絶大な人気を誇る全日本キックボクシング連盟。そのマットで繰り
広げられる数多の名勝負の中から、小林聡GMを唸らせた超絶技巧、最先端のテクニック、壮絶KOシーンを抜粋。
勝敗を分ける
一瞬のテクニックを、丁寧に実演・解説する。

サンプルムービー

小林聡

サイトの詳細ページへ

全日本キック実戦テクニック徹底解明 vol.2

SPD-5415●70分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL/片面1層
Jan.4941125654159■ISBN978-4-86308-112-3 C2875 Y5600E
大反響を巻き起こした教則DVDの第2弾！全日本キック小林聡GMが、見所のあるテクニック、勝敗を分けた試合の機微など、
決定的シーンを抽出。最初に試合映像を見ながら解説し、さらにそれぞれのテクニックを、自ら実演して、徹底解明する。
これ
までの技術紹介作品とは異なる、本当に試合で使われているテクニックを解説したかつてない教則作品。

サンプルムービー

Naokick!

サイトの詳細ページへ

石川直生

SPD-5417●232分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654173■ISBN978-4-86308-143-7 C3875 Y5600E
"未完のプリンス" 石川直生、初めてのアンソロジー。デビュー戦から2009年1月4日のスワフワンレック戦まで、
全42戦の中
から自らが選んだメモリアルマッチ25試合を収録。それぞれの試合を振り返っ た本人のインタビューとともに、
石川直生の
足跡をたどる。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

全日本キック BEST BOUTS 2009 vol.1

SPD-5418●241分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654180■ISBN978-4-86308-181-9 C3875 Y5600E
MAXで活躍する山本優弥や、60kg級に参戦した大月晴明、山本真弘など、次々と強豪をK1マットに送り込む全日本キック。
K1
との新しいコラボレーションとして始まったKrushシリーズは他団体をも巻き込んだ大激震となって、日本格闘技界を震撼さ
せた。
各団体のエース級が顔を揃えた総集編第1弾。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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Krush

Krushライト級グランプリ2009〜開幕戦 Round.1 2009.7.24 後楽園ホール
SPD-5419●81分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125654197■ISBN978-4-86308-210-6 C3875 Y4800E
60kg最強の名をかけて16人の強者が集ったKrushライト級グランプリ2009。2009年7月24日後楽園ホールにて行われた開幕
戦Round.1を収録。Krushをクラッシュしてきた男"狂拳"竹内裕二、トーナメントの勝ち方を知り尽くす山本真弘、
そして大月
晴明の爆腕がうなりをあげる。同日におこなわれたトーナメント以外の試合も収録。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

Krushライト級グランプリ2009〜開幕戦 Round.2 2009.8.14 後楽園ホール
SPD-5420●104分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125654203■ISBN978-4-86308-211-3 C3875 Y4800E
2009年8月14日後楽園ホールにて行われたライト級グランプリ2009開幕戦Round.2を収録。トーナメント初制覇を狙う山本
元気、
圧倒的な力で真王杯を優勝した桜井洋平、悲願の大晦日へ向けて優勝をめざす石川直生。大波乱、大逆転、大興奮の大会
となった。同日におこなわれたトーナメント以外の試合も収録。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

Krushライト級グランプリ2009〜決勝戦 Final Round〜

2009.11.2 後楽園ホール
SPD-5421●115分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125654210■ISBN978-4-86308-212-0 C3875 Y4800E
剛:山本元気、速:山本真弘、技:石川直生、力:竹内裕二。60kg日本最強がついに決する!リザーブファイトでは元NJKF王者の久保
優太が初参戦。70kgトーナメント決勝では中島弘貴と廣野祐が激突。前田尚紀vs上松大輔の特別試合、激闘を裏付ける強烈な
ダウンシーンセレクトも収録。完全保存版。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

Krush 2010

SPD-5422●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654227■ISBN978-4-86308-300-4 C3875 Y5600E
破壊、
そして創造。Krush が日本のリングを変えていく。まさにキック界の常識をぶっ壊したKrush!55kg、60kg、63kg、そして
70kg。
新たに制定される王座を目指し、次々と登場する強豪、牙を剥く新星。
更なる雄飛を求め、Krushのマットは至高の戦場
となる。2010年1年間のベストバウトを収録。

サイトの詳細ページへ

山本優弥

叫ぶ大和魂

SPD-5423●230分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654234■ISBN978-4-86308-312-7 C3875 Y5600E
キック界の次代を担う期待の男・山本優弥。神童と呼ばれ、わずか16歳にしてプロデビューを果たしてから10年。
自らのキッ
ク人生を振り返ったインタビューと、数々の名勝負、メモリアルマッチを収録したアンソロジー。

サイトの詳細ページへ

Krush初代王座決定トーナメント

SPD-5424●233分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654241■ISBN978-4-86308-336-3 C3875 Y5600E
日本のキック界を牽引してきた石川直生や寺戸伸近らのスター選手と、K-1の63kg級やK-1甲子園などで飛躍した卜部巧也、
野杁正明らの新星達が、初代王座の栄冠をかけて激突。2011年上半期の話題を一手にさらった注目のトーナメント3階級の激
闘を完全収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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Krush YOUTH GP 2011

SPD-5425●239分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654258■ISBN978-4-86308-377-6 C3875 Y5600E
年頭の初代王座決定トーナメント、欧州＆中国勢との対抗戦、そして22歳以下限定のフレッシュトーナメントにＫ１甲子園
出身のトップスターが次々参戦し大きな話題を呼んだユースＧＰ。今年も様々な話題で日本キック界を牽引したKrushのベス
トバウト集。壮絶なる壊し合いを制するのは誰だ！

サイトの詳細ページへ

Krush 2012

SPD-5426●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654265■ISBN978-4-86308-454-4 C3875 Y5600E
日本キック界のメインストリームになったKrush。あらゆる団体の有力選手が続々登場し日本を席巻する勢いで人気を集めて
いるKrushの１年間のベストバウト。山本優弥、城戸康裕らＫ－１のリングでも活躍してきた選手に加え野杁正明ら若手選手
も次々に頭角を顕し、格闘技の醍醐味を見せつけている。2012年の総集編に加え、2013年1月の代々木大会も特別収録。

サイトの詳細ページへ

"狂拳"竹内裕二

SPD-5427●85分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125654272■ISBN978-4-86308-482-7 C3875 Y5600E
"狂った拳" その一言が竹内裕二のすべてをあらわしている。次々と強敵を倒し、KOの山を築いてきた竹内裕二。
2009年5月
の山本真弘戦から、2013年3月林将多戦まで、Krushのリングで戦った全10試合を収録。全員俺がぶっ壊す！

サイトの詳細ページへ

久保優太

王者の拳

SPD-5428●104分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125654289■ISBN978-4-86308-491-9 C3875 Y5600E
K-1、
Krush、GLORY。立ち技最高峰のトーナメントを次々と制覇。名実共に世界最強の座に君臨する久保優太。Krush初参戦と
なった2009年11月の水落洋祐戦から、ライト級GP決勝山本真弘戦、ISKA王座をかけたベナード戦、そして2013年1月の-67kg
級トーナメントまで、全10試合を自らが振り返った総集編。

サイトの詳細ページへ

Krush the KO!!!

SPD-5429●55分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125654296■ISBN978-4-86308-513-8 C3875 Y5600E
2008年11月8日の記念すべき旗揚げ第1戦「Krush! ～Kickboxing Destruction～」から2013年9月21日「Krush.33」まで、
全68大
会から迫力満点のKOシーンだけを集めたKrush5周年記念作品。山本元気vs桜井洋平戦に始まり、最新の”狂拳”竹内裕二vs木村
ミノル、山崎秀晃vsルーク・ターナー戦まで、Krsuhの歴史を作ってきたスター選手達が総出場。カメラが捉えた衝撃の一瞬を
切り取ったビデオクリップ集。

サンプルムービー

歌舞伎龍

サイトの詳細ページへ

梶原龍児

SPD-5430●160分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654302■ISBN978-4-86308-517-6 C3875 Y5600E
多くの人気選手が熾烈なサバイバルマッチを繰り広げ、飛ぶ鳥を落す勢いで格闘技ファンの支持を集めているKrush！その
代表選手の一人である梶原龍児の名勝負集。歌舞伎龍の異名を取り、誰よりも熱い戦いを見せることにこだわってきた梶原龍
児が、
自らの闘いについて語ったロングインタビューも収録。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

Krush 2013 BEST

SPD-5431●240分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654319■ISBN978-4-86308-531-2 C3875 Y5300E
日本を代表する選手たちの激突！全試合が名勝負！Nomanvs木村ミノル／トーマスvs山崎秀晃／梶原龍児vs木村ミノル／
寺戸伸近vs武尊／卜部弘嵩vs板橋寛／久保優太vs野杁正明／梶原龍児vs寺崎直樹／"狂拳"竹内裕二vs木村ミノル／大月晴明
vs平塚大士／卜部功也vs宮越慶二郎／梶原龍児vs卜部弘嵩／山崎秀晃vs木村ミノル等、全41試合240分収録。

88

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

山崎秀晃

Golden Fist

SPD-5432●200分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654326■ISBN978-4-86308-574-9 C3875 Y5300E
内外の強豪を打ち砕いてきた黄金の拳。Krushを代表する王者・山崎秀晃のデビュー戦から2014年6月のモハメド・ブールフ戦
まで、
全24試合を収録。vs河野祐一郎（デビュー戦）／vs藤鬥嘩裟／vs山本佑機／vsNOMAN／vs塚越仁志／vsTaCa／vs寺崎直
樹／vs高橋幸光／vsトーマス・アダマンドポウロス／vs一輝／vsルーク・ターナー／vs木村ミノル

サイトの詳細ページへ

Krush 2014 BEST

SPD-5433●240分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654333■ISBN978-4-86308-599-2 C3875 Y5300E
記憶に残る名勝負がぎっしり！立ち技最高峰の舞台で繰り広げられた激闘33試合。NOMANvs塚越仁志／瀧谷渉太vs匠／
HIROYAvsTaCa／山本優弥vs牧平圭太／城戸康裕vs中島弘貴／板橋寛vs大月晴明／瀧谷渉太vs戸邊隆馬／山崎秀晃vsブール
フ／寺戸伸近vsウルック／HIROYAvs寺崎直樹／卜部功也vs翔／武尊vs鈴木雄三／瀧谷渉太vs大雅／牧平圭太vsアブデラ／
島野浩太朗vs卜部弘嵩等。

サイトの詳細ページへ

不屈の激闘王

寺戸伸近

SPD-5434●208分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654340■ISBN978-4-86308-634-0 C3875 Y5300E
不屈の闘志でKOを量産！倒し倒されの真っ向勝負で常に観客席を沸かせ、数々の大逆転劇で国内３冠王に君臨。
さらにISKA
世界バンタム級王座を獲得して２度の防衛に成功。記憶にも記録にも残る男として長年にわたり活躍を続けてきた寺戸伸
近。
軽量級の歴史を開いた名チャンピオンの激闘集。

サイトの詳細ページへ

Krush 2015 BEST

SPD-5435●240分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125654357■ISBN978-4-86308-659-3 C3875 Y5300E
日本格闘技界で最も激しい戦いが繰り広げられているKrush。K-1というもうひとつの舞台と並走するリングの2015年ベスト
バウト。
［主な収録試合］卜部弘嵩vsヘルマン・タブエンカ／山崎秀晃vsジョアン・カナベラル／山崎秀晃vs野杁正明／卜部弘
嵩vsジョアン・シューソン／NOMANvs山崎秀晃／堀尾竜司vsハキム・ハメッシュ等、13大会36試合

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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K-1

K-1 WORLD GP 2014

～-65kg初代王座決定トーナメント～ 2014.11.3
SPD-5501●174分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125655019■ISBN978-4-86308-611-1 C3875 Y5000E
新しいK-1は、俺たちが創る！記念すべき新生K-1旗揚げ戦。全試合ノーカット収録。HIROYAvsトンプソン／左右田泰臣vs木村
ミノル／山崎秀晃vsゲーオ／久保優太vsラズ／松倉信太郎vsジャオ／佐野天馬vs平本蓮／左右田泰臣vsHIROYA／久保優太vs
ゲーオ／大雅vs武尊／山本優弥vsケリス・ベラ／ゲーオ・フェアテックスvs左右田泰臣等

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

K-1 WORLD GP 2015

～-60kg初代王座決定トーナメント～ 2015.1.18
SPD-5502●178分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125655026■ISBN978-4-86308-612-8 C3875 Y5000E
新生K-1旗揚げ第2戦。島野浩太朗vsハビエル・エルナンデス／卜部弘嵩vsカリム・ベノーイ／山本真弘vsグァニー・バラッジ／
卜部功也vsデニス・ピューリック／戸邊隆馬vs堀尾竜司／瀧谷渉太vsショウ・ロン／卜部弘嵩vsハビエル／卜部功也vs山本真
弘／佐藤嘉洋vsサニー・ダルベック／ゲーオ・フェアテックスvs木村“フィリップ”ミノル／卜部功也vs卜部弘嵩等

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

K-1 WORLD GP 2015

～-55kg初代王座決定トーナメント～ 2015.4.19
SPD-5503●175分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125655033■ISBN978-4-86308-617-3 C3875 Y5000E
最速＝最強！倒し倒されのスピードバトル。新生K-1第3戦。武尊vsアレクサンダー・プリリップ ／瀧谷渉太vsダニエル・ウィ
リアムス／寺戸伸近vsルイ・ボテーリョ／大雅vsソフィアン・エラージ ／マサロ・グランダーvs野杁正明／左右田泰臣vs久保
優太／瀧谷渉太vs武尊／大雅vs寺戸伸近／HIROYAvs木村“フィリップ”ミノル／卜部功也vsハビエル・エルナンデス／大雅vs
武尊

サンプルムービー

K-1 WORLD GP 2015

サイトの詳細ページへ

～-70kg初代王座決定トーナメント～

2015.7.4
SPD-5504●196分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125655040■ISBN978-4-86308-625-8 C3875 Y5000E
世界で最も選手層の厚い階級-70kg。
圧倒的な海外勢に日本中量級の代表選手が挑む。山崎陽一vsマラット・グレゴリアン／牧
平圭太vsディラン・サルバトール／中島弘貴vsサニー・ダルベック／渡部太基vsジョーダン・ピケオーの8人の中から栄冠を勝
ち取るのは誰か？ゲーオ、卜部功也、武尊の3王者も参戦。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

K-1 WORLD GP 2015

～THE CHAMPIONSHIP～ 2015.11.21
SPD-5505●140分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO /ALL／片面2層
Jan.4941125655057■ISBN978-4-86308-636-4 C3875 Y5000E
激戦のトーナメントを勝ち抜き、
記念すべき初代王座の栄冠に輝いた3人の王者によるタイトルマッチ。
9.22後楽園大会も収
録。
［特典］
チャールズ・ボンジョバーニvsダニエル・ウィリアムス／平本蓮vs木村”フィリップ”ミノル

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

K-1 WORLD GP 2016

～-65kg日本代表決定トーナメント～ 2016.3.4
SPD-5506●151分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125655064■ISBN978-4-86308-663-0 C3875 Y5000E
日本最強と世界トーナメントへの出場権を賭けたワンデートーナメント！日本を背負って立つ強豪たちが意地と面子の真っ
向勝負。
［主な収録試合］久保優太vs山崎秀晃／卜部弘嵩vsヨハネス・ウルフ／ゲーオ・ウィラサクレックvsマサロ・グランダー
／山崎秀晃vs野杁正明 他
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サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

K-1 WORLD GP 2016

～-60kg日本代表決定トーナメント～

2016.4.24
SPD-5507●153分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面2層
Jan.4941125655071■ISBN978-4-86308-675-3 C3875 Y5000E
世界最強決定トーナメントへの出場権をかけた-60kg戦士たちの激突！軽量級とは思えないど迫力のどつき合いでKOが続
出。
世界への並々ならぬ闘志を見せつけた。
［主な収録試合］ゲーオ・ウィラサクレックvsイリアス・ブライド／武尊vsヨーセン
チャイ・ソー.ソーピット／卜部功也vs大雅 他

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

K-1 WORLD GP 2016

～-65kg世界最強決定トーナメント～ 2016.6.24
SPD-5508●170分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125655088■ISBN978-4-86308-683-8 C3875 Y5000E
65kg世界最強は誰か？王者ゲーオの連覇か、それともリベンジか？山崎、野杁、
HIROYAが挑む最強への道［主な収録試合］
山
崎秀晃vsイリアス・ブライド／野杁正明vsゲーオ・ウィラサクレック／渡部太基vs城戸康裕／武尊vs小澤海斗／イリアス・ブ
ライドvsゲーオ・ウィラサクレック 他

サンプルムービー

K-1 WORLD GP 2016

～スーパー・フェザー級世界最強決定トーナメント～

サイトの詳細ページへ
2016.9.19

SPD-5509●170分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125655095■ISBN978-4-86308-695-1 C3875 Y5000E
世界最強を争うに相応しいメンバーが揃ったスーパーフェザー級、予測困難なトーナメントの覇者は？［主な収録試合］
大雅
vs 卜部弘嵩／卜部功也 vs パウロ・テバウ／“狂拳”竹内裕二 vs 林健太／上原 誠 vs KOICHI／ゴンナパー・ウィラサクレック vs
山崎秀晃／大雅 vs 卜部功也 他

サンプルムービー

K-1 WORLD GP

～初代フェザー級王座決定トーナメント～

サイトの詳細ページへ

2016.11.3

SPD-5510●174分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125655101■ISBN978-4-86308-711-8 C3875 Y5000E
２階級制覇を目指す武尊の首を狙い海外の強豪が集結！小澤海斗らの日本勢も牙をむく。期待に違わぬ激闘が連続したフェ
ザー級の初代王者決定トーナメント。そして左右田泰臣、久保優太、城戸康裕、注目の3人がスーパーファイトに登場！

サンプルムービー

K-1 WORLD GP 2017 JAPAN

～初代ライト級王座決定トーナメント～

サイトの詳細ページへ
2017.2.25

SPD-5511●160分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125655118■ISBN978-4-86308-722-4 C3875 Y5000E
記念すべきライト級初代王座は誰の手に!?
月大会全15試合をノーカットで収録。

そして卜部弘嵩vs大雅、タイトルマッチの行方は？大番狂わせが続いた衝撃の2

サイトの詳細ページへ

K-1 WORLD GP 2017 JAPAN

～第2代スーパー・バンタム級王座決定トーナメント～ 2017.4.22

SPD-5512●170分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125655125■ISBN978-4-86308-731-6 C3875 Y5000E
春の嵐か!? 壮絶なKOが続出！危険な香りを撒き散らす軽量級スピード王決定戦。世界3冠王寺戸伸近を筆頭に、
Krush-53kg王
者武居由樹、ボクシング界からカムバックを果たした久保賢司らが世界の強豪と激突。HIROYAと大和哲也のスーパーファイ
ト。
そして絶対王者ゲーオの牙城には山崎秀晃が挑む！

サンプルムービー

K-1 WORLD GP 2017 JAPAN

サイトの詳細ページへ

～第2代スーパー・ウェルター級王座決定トーナメント～ 2017.6.18

SPD-5513●181分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125655132■ISBN978-4-86308-739-2 C3875 Y5000E
新生K-1がさいたまスーパーアリーナに初進出。武尊、ルイ、
ゲーオら各階級の王者が総出場！王座をかけたトーナメントは最
も層が厚いと言われる-70kg。掛け値なしの世界の強豪と城戸、廣野、中島、日菜太が激突！

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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K-1 THE BEST

2017.2.25 - 12.27

SPD-5514●240分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125655149■ISBN978-4-86308-777-4 C3875 Y5000E
K-1で繰り広げられた1年間の戦いの中から名勝負を厳選。1年間の激闘34試合を240分間ぎっしりと詰め込んだ、
K-1 DVD初め
てのベストバウト総集編。

サンプルムービー

92

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

シュートボクシング
SHOOT BOXING

SHOOTBOXING THE 20th ANNIVERSARY

〜BLUE CORNER〜

SPD-5302●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125653022■ISBN4-87389-798-X C3875 Y5600E
シーザー武志によって作られたシュートボクシングは、その歴史の中で、大江慎、平直行、吉鷹弘、村濱武洋ら、歴史に残る名選
手を次々と輩出してきた。緒方健一、土井広之らの活躍、世界の強豪を集結させたS-CUP の開催と、ますます人気を集めてい
る。
20 年間の闘いの中から選び抜かれた名勝負を多数収録した総集編。

サンプルムービー

SHOOTBOXING THE 20th ANNIVERSARY

サイトの詳細ページへ

〜RED CORNER〜

SPD-5303●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125653039■ISBN4-87389-804-8 C3875 Y5600E
シュートボクシングの設立20周年を記念した総集編の第2弾。
吉鷹弘の引退から、
緒方健一、
土井広之らの台頭、
そしてアン
ディ・サワーが連覇を果たした2004年S-CUPまで、
20年間の闘いの中から、
選び抜かれた名勝負を多数収録。
シーザー武志会長
をはじめ、
土井、
緒形、
森谷、
宍戸各選手への特別インタビューなど、
おまけ映像もたっぷり。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

S-CUP 2008

SPD-5304●140分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO 1.実況あり 2.実況無し／ALL／片面2層
Jan.4941125653046■ISBN4-86308-173-4 C3875 Y5600E
2年ぶりに開催されたシュートボクシングのワールドトーナメント。アンディ・サワー、緒形健一、ルイス・アゼレードらが参
戦したS-CUP 2008の激闘を完全収録。さらにオープニングマッチ、スペシャルマッチ、レディースマッチまで全試合を収録し
た決定版。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

RENA

SPD-5307●85分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125653077■ISBN978-4-86308-416-2 C3875 Y4800E
立ち技女子格闘技の祭典Girls S-cup2連覇、初代RISEクイーンなど女子格闘技界随一の実績を誇り、その強さとは裏腹な
キュートなルックスで絶大な人気を誇るRENA。様々な挫折を乗り越え闘い抜いてきたRENAの心境や展望を語ったインタ
ビューと、記憶と記録に残る名勝負を綴る、まるごとRENAの1枚。

サンプルムービー
女子高生シュートボクシング

48kg級トーナメント

サイトの詳細ページへ

JKS48

SPD-5308●85分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125653084■ISBN978-4-86308-427-8 C3875 Y4800E
シュートボクシングが放ったスマッシュヒット！女子高生限定トーナメントを収録。RENAの妹分として売り出し中のMIOを
中心に、出場選手を女子高生だけに限定して開催された若さはじけるトーナメントの全試合を収録。さらに映像特典として
MIOのデビュー戦、第2戦、練習風景、インタビューなどを特別収録。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

シュートボクシング 2012 BEST

SPD-5311●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125653114■ISBN978-4-86308-471-1 C3875 Y5600E
Ｋ１-MAX＆S-cup王者アンディ・サワーや、抜群の人気と知名度を誇る女子格闘技界の第一人者RENAらが活躍するシュート
ボクシング。打撃に加え、投げ技や立ち関節技などが認められたユニークなルールで知られるシュートボクシングの１年間の
闘いから厳選された名勝負だけを集めた総集編。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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及川道場

打撃の集大成

12・23及川知浩引退イベント 完全相伝

SPD-5314●175分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125653145■ISBN978-4-86308-528-2 C3875 Y5300E
デビューからわずか2年でシュートボクシング日本スーパーフェザー級王座に着き、延べ10年にわたり王座に君臨した名選
手及川知浩。地元大阪において自らが主宰する及川道場勢総出場で開催される引退試合の模様を中心に、絶対王者及川知浩の
格闘技ロードを辿る。

サンプルムービー
シュートボクシング創立30周年記念

サイトの詳細ページへ

シーザー魂伝承

SPD-5317●169分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125653176■ISBN978-4-86308-621-0 C3875 Y5300E
旗揚げから30年の歩みの中で数多くの名選手を送り出し、S-cupをはじめとする様々なイベントを開催。その歴史を彩った激
闘、
数々のメモリアルマッチを多数収録した記念作品。さらに映像特典として、J-SPORTSの人気企画「シーザー魂」
から、
ハイ
ライトシーンをピック。SB必携のDVD。

サイトの詳細ページへ

シーザー武志メモリアル

SPD-5318●117分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125653183■ISBN978-4-86308-635-7 C3875 Y5300E
シュートボクシング創始者であり、先頭に立つエースとして旗揚げ間もないシュートボクシングを牽引したシーザー武志。
創
立から30周年を迎え、現役時代の名勝負と、今だから明かせる秘話をたっぷりと語ったインタビューで綴った記念作品。

サンプルムービー
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CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

レスリング
WRESTLING

第3回女子レスリングワールドカップ

2003.10.11-12国立代々木競技場体育館

SPD-2403●227分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125624039■ISBN4-87389-745-9 C3875 Y5600E
世界最強を誇る日本女子レスリングチームが3 連覇をかけて、世界のトップを走る強国7 カ国のメダリストたちと激戦を繰り
広げた2 日間。浜口京子、伊調姉妹、山本姉妹、吉田沙保里、坂本真喜子、斉藤紀江らの代表選手が、アテネオリンピックを目指
し激しいライバル競争を展開した。

サイトの詳細ページへ
東京五輪金メダリスト

アニマル渡邊不敗伝説

レスリングの骨指

SPD-3904●103分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125639040■ISBN978-4-86308-194-9 C2875 Y5600E
東京オリンピックのレスリング・フリースタイルフェザー級(62kg級)で金メダルを獲得。決勝まで相手に1ポイントも与えな
いまま優勝を果たしたその圧倒的強さに、人は彼をアニマルと呼んだ。公式戦189連勝は、
世界記録としてギネスブックにも
記録されている。レスリングを志すすべての人に贈るバイブル。

サンプルムービー

宮田和幸

サイトの詳細ページへ

テイクダウンマスター

SPD-3905●120分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan. 4941125639057■ISBN978-4-86308-277- C2875 Y5600E
レスリングでシドニーオリンピック代表となり、総合格闘技に転向後はパワーとテクニックを融合させ、第一線で活躍を続け
ている宮田和幸。武器である様々なテイクダウンの秘訣、テクニックをあますところなく公開。

サイトの詳細ページへ

宮田和幸

レスリングマスター

SPD-3906●100分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan. 4941125639064■ISBN978-4-86308-439-1 C2875 Y5600E
シドニー五輪代表レスラー宮田和幸が教えるレスリング上達法。日本人離れしたフィジカルと高いスキルで世界と渡り合い、
オリンピック代表選手としても活躍した宮田和幸。タックルから投げ、グラウンドまで、レスリングのあらゆる技術を、
基本テ
クニックから細かな実戦のコツまで丁寧に紹介。

サンプルムービー

赤石光生

サイトの詳細ページへ

テクニカル・レスリング

SPD-3907●115分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125639071■ISBN978-4-86308-668-5 C2875 Y5300E
相手の攻撃を切り返すカウンター攻撃を武器に、オリンピックに３度出場。フリースタイル62kg級で銀、68kg級で銅と、
２つ
のメダルを獲得した赤石光生。指導者としても豊富な経験を誇る赤石が、有利なポジションを得るためのいなし、
崩し、
さば
き。
相手の意表をつく実戦的なテクニックなど、勝利につながる数多くの技を余すところなく紹介。

サンプルムービー

阿部裕幸

サイトの詳細ページへ

勝つためのレスリング

SPD-3908●61分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125639088■ISBN978-4-86308-735-4 C2875 Y5000E
キッズ、ジュニアから世界で活躍するプロ選手まで、数多くの選手を育て上げ、日本レスリング界の名伯楽として知られる阿
部裕幸。次々と強豪選手を送り出すその秘密は？細かなテクニックをたくさん覚える前にまず身につけるべき基本。
目先の一
勝にとらわれず、生涯にわたって勝ち抜くための考え方を教える。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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永田克彦

日本人でも勝てる！

グレコローマン・レスリング完全教則 vol.1

SPD-3911●117分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.494112563910■ISBN978-4-86308-782-8 C2875 Y5300E

日本人の特性を生かした戦い方を追求し、世界でも勝てるスタイルを確立した永田克彦。日本レスリング界のレベルアップ
と、
次世代のメダリスト育成のために、長年の研究の成果を惜しみなく披露した完全教則DVD。第1巻では、基本の構えから腕
の差し方、腕取り、ツーオンワンなど、グレコローマンスタイルの基本となる技術を丁寧に実演・解説。

サンプルムービー
永田克彦

日本人でも勝てる！

サイトの詳細ページへ

グレコローマン・レスリング完全教則 vol.2

SPD-3912●117分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125639125■ISBN978-4-86308-794-1 C2875 Y5300E

日本人の特性を生かした戦い方を追求し、世界でも勝てるスタイルを確立した永田克彦。日本レスリング界のレベルアップ
と、
次世代のメダリスト育成のために、長年の研究の成果を惜しみなく披露した完全教則DVD。第2巻では、がぶりと投げのテ
クニックを、様々なバリエーションや展開、防御方法までを丁寧に実演・解説。

サンプルムービー
永田克彦

日本人でも勝てる！

サイトの詳細ページへ

グレコローマン・レスリング完全教則 vol.3

SPD-3913●119分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125639132■ISBN978-4-86308-816-0 C2875 Y5300E

日本人の特性を生かした戦い方を追求し、世界でも勝てるスタイルを確立した永田克彦。日本レスリング界のレベルアップ
と、
次世代のメダリスト育成のために、長年の研究の成果を惜しみなく披露した完全教則DVD。第3巻では、ローリングからリ
フト、
俵返しまで、グレコローマンレスリングらしい力強いグラウンドの攻防を丁寧に実演・解説。

サイトの詳細ページへ
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CONTENTS へ

サンボ / コマンド・サンボ
SAMBO/COMMAND SAMBO

軍隊格闘術コマンドサンボ<上巻>

SPD-3704●86分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面1層
Jan.4941125637046■ISBN4-87389-716-5 C2875 Y5600E
コマンドサンボとは、ロシアの国技であるスポーツサンボの体術をベースにした、軍、警察、特殊部隊などが使う実戦用の格闘
術である。戦場や事件の現場での格闘などあらゆる状況を想定した技術体系が作られている。旧ソ連邦の時代にはその存在自
体が秘密とされていたが、
ペレストロイカによって日本でも紹介できるようになった。

サイトの詳細ページへ

軍隊格闘術コマンドサンボ<下巻>

SPD-3705●86分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面1層
Jan.4941125637053■ISBN4-87389-717-3 C2875 Y5600E
実戦とは道場やマットの上で、始めの合図によって行われるものではない。危機はいつでも不意に、隙を狙ってやって来る。
こ
の作品では、様々な攻撃方法とともに、その防御により多くの時間が割かれているが、相手の攻撃パターンを知ることは、
防御
にも役立つ。攻防一体の技術を身につけてこそ、本当に使える技となるのである。

サイトの詳細ページへ

コマンドサンボ応用技術200

SPD-3709●84分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面1層
Jan.4941125637091■ISBN4-87389-825-0 C2875 Y5600E
コマンドサンボとは、文字通り戦闘のためのサンボのことであり、軍事活動における白兵戦に対処できるよう考案されている
ため、
相手からのあらゆる攻撃に対する防御と、反撃の方法が含まれており、その技は実に1万を超えるとも言われている。
こ
の作品では、実戦における具体的な場面を想定し、それに対するコマンドサンボの応用技術を多数収録している。

サイトの詳細ページへ

サンボ完全教則

入門篇

SPD-3711●118分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637114■ISBN4-87389-958-3 C2875 Y5600E
日本の柔術をベースに、旧ソ連邦を構成した共和国の、様々な民族格闘技から抽出したエッセンスを加え、ソ連の国技として
発展したサンボ。5年連続での世界選手権出場など、国際大会での豊富な経験を持ち、柔道やレスリング出身ではない純粋な
サンビストとして知られる田中康弘が、サンボのオリジナルテクニックを丁寧に紹介する第1弾。

サンプルムービー

サンボ完全教則

サイトの詳細ページへ

中級篇

SPD-3712●116分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637121■ISBN978-4-87389-976-3 C2875 Y5600E
旧ソ連邦の国技として育まれ、たくさんの名選手を生みだしてきたサンボ。あらゆる部位を掴んだ投げ技や、どんな体勢から
でも繰り出される関節技など、その独特で多彩な技は、多くの格闘家を魅了してきた。純粋なサンビストとして知られる田中
康弘が、サンボのオリジナルテクニックを丁寧に紹介する第2弾。

サンプルムービー

サンボ完全教則

サイトの詳細ページへ

上級篇

SPD-3713●127分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637138■ISBN978-4-87389-994-7 C2875 Y5600E
知られざるサンボの真の姿を余すところなく公開。大評判となった前2作に続く第3弾上級編では、試合を有利に進めるため
の組手争いや、様々な複合技など、実戦で有効な、高度なテクニックを多数紹介。さらに映像特典では、日本で一度だけ開催さ
れた第20回世界選手権から、偉大なチャンピオン達の試合映像を紹介、解説し、サンボ特有の受け身、そして田中康弘現役時
代の勇姿を収録。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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サンボ完全教則

DVD-BOX

SPD-3715●3枚組361分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637152■ISBN978-4-86308-069-0 C2875 Y15000E
多くの格闘家を魅了した独自の投げ技と関節技、旧ソ連邦が残した大いなる遺産「サンボ」のオリジナル・テクニックを3枚の
DVDに完全収録

サイトの詳細ページへ

松本秀彦

最強のサンボ

SPD-3723●121分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637237■ISBN978-4-86308-669-2 C2875 Y5300E
世界の強豪と激戦を繰り広げ、長年にわたり日本サンボ界を牽引してきた松本秀彦。数多くの実戦の中で磨き抜かれた本当に
役に立つテクニックを厳選収録。サンボを志す人、さらなる実力アップを目指す選手、ユニークかつ独創性にあふれた多彩な
技を学ぼうとするすべての人に。2015年に改定されたサンボ新ルールの紹介と、
その対応作も解説した、本当に使える1枚。

サンプルムービー

コマンドサンボ

サイトの詳細ページへ

基本技術

SPD-3725●53分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637251■ISBN978-4-86308-806-1 C2875 Y5000E
コマンド・サンボとは、ロシアの国技として広まった格闘競技であるスポーツ・サンボとは一線を画し、戦場における白兵戦
や、
警察官による制圧、逮捕を想定して生み出された徒手格闘術である。長年秘密とされてきた技術がヴォルク・ハン選手やア
ンドレィ・コピィロフ選手により公開され、日本でも大きな話題を集めた。ロングセラーを続けていたVHS作品のDVD化。

サイトの詳細ページへ
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CONTENTS へ

ジークンドー
JEET KUNE DO

御舘透

ジークンドーへの道

SPD-3703●42分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637039■ISBN4-87389-715-7 C2875 Y5600E
ブルース・リーが遺した格闘技として、あらゆる武道・格闘技の集大成と言われるジークンドー。ドラゴンの魂を受け継ぐ男、
御舘透がブルース・リーゆかりの技を公開する。構え、パンチ、キック、そしてジークンドー特有のトラッピングテクニック、
手技、
足技、コンビネーション、実戦用法などを収録。

サイトの詳細ページへ

御舘透 ジークンドー・トラッピング・アート 第1巻

SPD-3707●40分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637077■ISBN4-87389-774-2 C2875 Y4800E
御舘透が教えるブルース・リーゆかりの武術ジークンドーの実戦テクニック。ジークンドーならではの接近戦テクニックで
あるトラッピングにスポットを当て、基本から中級までの技術を解説。さらに、始祖ブルース・リーが映画の中で披露した、鋭
く、
素早い手技の連続攻撃トラッピング・アートを徹底紹介する。すべてのジークンドー修行者必見!

サイトの詳細ページへ

御舘透 ジークンドー・トラッピング・アート 第2巻

SPD-3708●46分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637084■ISBN4-87389-810-2 C2875 Y4800E
ジークンドー独特の接近戦テクニックであるトラッピングにスポットを当て、基本から中級までの技術を解説。
初心者には、
習得が困難とされていた手技トラッピングのコンビネーションを三方向からのアングルでとらえた映像が謎を解く。
すべて
のジークンドー修行者必見!

サイトの詳細ページへ

ヒロ渡邉

ジークンドー

基礎篇

SPD-3719●120分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637190■ISBN978-4-86308-526-8 C2875 Y5300E
ブルース・リーゆかりの武術として名高いジークンドー。ブルースの高弟であり、直接指導を受けたテッド・ウォン師父に学
んだヒロ渡邉氏が教えるジークンドーの技術。その第１弾は、構え、フットワーク、パンチ＆キックの攻撃技、そして防御技の
数々を紹介する。

サンプルムービー

ヒロ渡邉

ジークンドー

サイトの詳細ページへ

基本応用篇

SPD-3720●121分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637206■ISBN978-4-86308-559-6 C2875 Y5300E
テッド・ウォン師父より学んだジークンドーオリジナルの実戦用法を、ヒロ渡邉師が紹介。DVD第2弾では、戦闘理論、
戦術、
戦略を含む、より実戦に即したテクニックを惜しみなく公開。真のブルース・リーズジークンドーの理解がより深まる内容と
なっている。

サンプルムービー

ヒロ渡邉 ジュン・ファン/ジークンドー

サイトの詳細ページへ

振藩功夫（ジュンファン・グンフー）篇 vol.1

SPD-3721●122分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637213■ISBN978-4-86308-598-5 C2875 Y5300E
ジュンファン・グンフーは、ブルース・リー師祖が詠春拳や、その他様々な中国武術の技術を、実戦的観点から抜粋整理し、
さら
にボクシングやフェンシングといった西洋の格闘技を加味して作り上げた武術。その歴史と特徴、基本技術、接触法を用いた
トラッピングテクニックを収録。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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ヒロ渡邉

ジュン・ファン/ジークンドー

上級篇

SPD-3722●121分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637220■ISBN978-4-86308-653-1 C2875 Y5300E
ブルース・リー師祖が東洋と西洋の武術を融合させて作り上げたジュンファン・グンフー。そしてそれを捨て新たに作ろうと
したオリジナルの武術ジークンドー。ヒロ渡邉は、様々な後継者より学んだ二つの武術を融合し、現代のあらゆる武術に優越
する最先端の武術ジュンファン/ジークンドーへと進化させた。ジークンドーマスターを目指すすべての人に。

サンプルムービー

御舘透

サイトの詳細ページへ

ジークンドー大全

SPD-3726●3枚組128分●税込¥14,850（本体価格¥13,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637268■ISBN978-4-86308-866-5 C2875 Y13500E
基本技術を網羅した「ジークンドーへの道」。そして独特の接近戦テクニックであるトラッピングテクニックを詳解した
「ト
ラッピング・アート第1&第2巻」。日本におけるジークンドー指導の第一人者・御舘透の3部作をセットにしたすべてのジーク
ンドー修行者必見のDVD-BOX。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

カパプ
KAPAP

アヴィ・ナルディア カパプ KAPAP 〜Face to Face Combat〜

イスラエル軍近接格闘術のすべて

SPD-3804●132分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO 日本語音声･英語音声／ALL／片面1層
Jan.4941125638043■ISBN978-4-86308-044-7 C2875 Y5600E
イスラエル特殊部隊の戦闘システムを活用した実戦的接近戦闘術カパプ。今なお戦火の続く世界最大の紛争地帯であるイス
ラエルにおいては、誰もが自らの身を守る術を身につけなくてはならない。机上の技術論ではなく、道場でのスポーツ競技で
もない、実戦の中で活用、改良されてきた、最も実戦的な戦闘術、究極の護身術を紹介する。

サンプルムービー

アヴィ・ナルディア

カパプ KAPAP 2

サイトの詳細ページへ

セルフ・ディフェンスの最適ポジション

SPD-3806●132分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO 日本語音声･英語音声／ALL／片面1層
Jan.4941125638067■ISBN978-4-86308-123-9 C2875 Y5600E
イスラエル軍の軍事機密であった戦闘術を基に、世界中の様々な格闘技を取り入れて作られた実践護身術。第2弾となる本作
では、
あらゆる状況で自分の身を守るために最も重要な、最適ポジションの取り方を紹介。第1弾と合わせ、KAPAPのベーシッ
ククラスであるレベル4の技術は、これですべて網羅される。

サンプルムービー

アヴィ・ナルディア

カパプ KAPAP 3

サイトの詳細ページへ

トライアングルトレーニング

SPD-3808●140分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125638081■ISBN978-4-86308-338-1 C2875 Y5600E
イスラエル軍によって研究・開発された近接戦闘術カパプ。様々な格闘技の長所を取り入れ、あらゆる危険から自分の身を守
ることを目的とした技術である。戦い、テクニック、そしてゲーム。戦闘は3つの要素で成り立ち、その構成の仕組みを理解す
ることが生き残るための重要な鍵となる。全世界注目の第3弾。

サイトの詳細ページへ

アヴィ・ナルディア

カパプ KAPAP 4

デスパレード・トレーニング

SPD-3810●124分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125638104■ISBN978-4-86308-522-0 C2875 Y5300E
ヘブライ語で「Face to Face Combat」接近しての戦闘術を意味する言葉がKAPAPである。イスラエル軍の軍事機密であった戦
闘術を基に、世界中の様々な格闘技を取り入れ、改良が続けられている実践護身術である。第4弾では、相手を確実に制するた
めの人体の急所の攻め方や、ナイフを持った相手への対処法などを紹介。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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グラップリング
GRAPPLING

COMBAT WRESTLING THE 10th ANNIVERSARY

SPD-2207●198分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622073■ISBN4-87389-704-1 C3875 Y5600E
サブミッション+ レスリングというユニークなコンセプトで'94 年にスタートしたコンバットレスリングは、組技日本一を決
める大会として評価を集めてきた。牽引役としての長年に渡る活躍で特別表彰を受けた佐藤ルミナを筆頭に、数多の名選手が
参戦。
その歴史を彩る多数の名勝負を1 枚に凝縮。永久保存版。

サイトの詳細ページへ

Gi Grappling 2005

2005.11.16 北沢タウンホール

SPD-2404●191分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／ALL/片面2層
Jan.4941125624046■ISBN4-87389-902-8 C2875 Y5600E
パラゴン柔術、衝撃の日本初登場! そして内外の精鋭グラップラーが下北沢に集結。日本格闘技界の新しい潮流として注目を
集めた「Gi Grappling 2005」全試合をノーカットで収録。さらに、小野瀬達也、八隅孝平、青木真也ら、こちらも見逃せない実力
者が多数顔を揃えて同時開催されたアマチュアトーナメントも収録。

サイトの詳細ページへ

Gi Grappling 2006 2006.10.9ディファ有明
SPD-2410●90分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125624107■ISBN978-4-87389-972-5 C3875 Y5600E
格闘技界の新しい潮流として、
アメリカを中心に世界中で人気が高まっているグラップリング。
日本で唯一の大会Gi Grappling
2006は、
好勝負続出で大絶賛を受けた。
柔術やサンボ、
総合格闘技で日本を代表する8人が覇を競ったライト級トーナメントと、
クーパー、
マグダレノという強豪をアマゾン、
K太郎が迎え撃ったミドル級トーナメントを完全ノーカットで収録。

サイトの詳細ページへ

Gi Grappling 2007

2007.9.24北沢タウンホール

SPD-2412●159分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125624121■ISBN978-4-86308-045-4 C3875 Y5600E
日本のトップ選手と海外招待選手の激突で、毎回名勝負が繰り広げられるGiの2007年大会は、UFCマットで活躍する中村K太
郎が、
クリスチアーノ上西、渡辺直由らの柔術黒帯を撃破して優勝。世界レベルの実力を見せ付けた。映像特典として、
同日昼
に開催されたSMACKGIRLグラップリングトーナメントを収録。

サイトの詳細ページへ

Gi Grappling 2008 2008.8.31 東京・北沢タウンホール
SPD-2414●120分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125624145■ISBN978-4-86308-105-5 C3875 Y5600E
グラップリングは世界一の格闘技大国アメリカで火が付いた打撃無しの寝技&組技競技で、世界最大規模のアブダビ・コン
バットをはじめ毎週のように各地で大会が開催される人気格闘技である。第4回を迎えたGiグラップリングは、日本における
唯一の全日本大会であり、内外のトップアスリートが集結する。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

ブラジリアン柔術
BRAZILIAN JIU-JITSU

GI-UM

プロフェッショナル柔術リーグ旗揚げ戦

2002.5.1 北沢タウンホール＆ 5.2 ディファ有明

SPD-2501●167分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／ALL／片面2層
Jan.4941125625012■ISBN4-87389-637-1 C3875 Y5600E
ついに実現したプロ柔術リーグの記念すべき旗揚げ興行を完全収録。日本におけるブラジリアン柔術の第一人者中井祐樹
が、世界王者でもあるレオナルド・ヴィエイラと激突。5.1 下北沢GI-ZERO での6 試合、そして5.2 ディファ有明GI-UM の10 試
合を完全ノーカットで収録。

サイトの詳細ページへ

全日本ブラジリアン柔術オープントーナメント

2002.11.9,10,17 台東リバーサイド

SPD-2502●217分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り2.実況無し／ALLひ片面2層
Jan.4941125625029■ISBN4-87389-677-0 C3875 Y5600E
中井と早川による初めての黒帯対決が実現し、大きな話題を集めた注目の大会。グレイシー一族の活躍と共に日本に逆輸入さ
れたブラジリアン柔術は、中井らの活躍と共に人気を集め、瞬く間に日本全国へと基盤を広げた。'02 年のパレストラ主催全
日本オープン選手権大会を収録。

サイトの詳細ページへ
プロフェッショナル柔術リーグ

GI-02

2003.2.11 ディファ有明

SPD-2503●115分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り2.実況無し／ALL／片面1層
Jan.4941125625036■ISBN4-87389-690-8 C3875 Y5600E
旗揚げ大会で中井祐樹を相手に超絶技巧を披露し観衆の度肝を抜いたレオジーニョが、今度は中井を破った早川光由と激
突。そして中井は'01 年のムンジアルで悔しい敗戦を喫した因縁の相手ソッカに雪辱を期した。旗揚げ戦に劣らぬ注目のカー
ド連発の第2 回大会。全試合ノーカット収録。

サイトの詳細ページへ

DESAFIO

BLACKBELT CHALLENGE Ⅲ

2003.8.21 ブラジル・サンパウロ

SPD-2504●159分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り2.実況無し／2／片面2層
Jan.4941125625043■ISBN4-87389-739-4 C3875 Y5600E
6 人の世界王者が集結！ジャカレ、レオ・サントス、マルセロ・ガルシア、ビビアーノ・フェルナンデス、ダンタス・カフェ、
フェ
ルナンド・テレレと柔術界を代表する名選手たちが大激戦！世界中が大注目。最高峰の闘いを充分に堪能できる12 試合。解
説：中井祐樹。

サイトの詳細ページへ

全日本ブラジリアン柔術オープントーナメント2003

2003.11.23-24 松戸市柿の木台公園体育館

SPD-2505●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り2.実況無し／ALL／片面2層
Jan.4941125625050■ISBN4-87389-751-3 C3875 Y5600E
前年より100 名以上参加者が増え、実に650 名がエントリー。国内最大規模で開催されたブラジリアン柔術の全日本オープン
トーナメント2003。参加人数の増加にともなって名実ともに全国規模の大会となった。数多くの試合の中から厳選された試
合ばかりを、容量一杯240 分に収録。

サイトの詳細ページへ
プロフェッショナル柔術リーグ

GI-03

2004.3.7 ディファ有明

SPD-2506●200分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り2.実況無し／ALL／片面2層
Jan.4941125625067■ISBN4-87389-764-5 C3875 Y5600E
早川光由に中井祐樹。日本柔術界を代表する2 人が世界の強豪と激突。和道稔之、朝倉孝二、渡辺直由、福住慎祐ら日本柔術界
の実力者や、杉江アマゾン、弘中邦佳、植松直哉ら総合格闘技界の強豪も参戦。さらに、03.8.1 下北沢で行われた女子柔術大会
も特別収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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BLACK BELT GP

2004.6.24 ブラジル・サンパウロ

SPD-2507●120分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／2/片面1層
Jan.4941125625074■ISBN4-87389-797-1 C3875 Y5600E
ブラジリアン柔術最強の選手を決めるために開催されたブラックベルトGP。第1 弾ライト級GP には、サントス、モラエス、ヘ
イスと3 人の現役世界王者に加え、フェイトーザ、パイシャオンの元王者が参戦。最強の称号を目指す強豪柔術家16 人が、最
高峰の闘いを繰り広げた賞金トーナメント。

サイトの詳細ページへ

DESAFIO-2

2004.7.28 ブラジル・サンパウロ
SPD-2508●78分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り2.実況無し／2／片面1層
Jan.4941125625081■ISBN4-87389-803-X C3875 Y5600E
早川光由、中井祐樹、渡辺孝、福住慎祐、佐藤愛香、日本を代表する柔術家5人が、本場ブラジルのトップスターに挑んだ日本対
ブラジル5対5マッチが実現。さらに、世界王者同士の激突ペジシュンボ対マカコ、ヘビー級4戦士によって争われたトーナメ
ントなど、サンパウロを熱くさせた熱闘全9試合を収録。

サイトの詳細ページへ
プロフェッショナル柔術リーグ

Gi04・05

2004.5.26北沢タウンホール2004.9.19ディファ有明

SPD-2509●205分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／ALL／片面2層
Jan.4941125625098■ISBN4-87389-809-9 C3875 Y5600E
ついに登場!生ける伝説デラヒーバ。中井祐樹を震撼させた強さとは?早川vs中井、最後の決戦 !日本を代表する柔術強豪と、
本
場ブラジルのトップ選手を招聘して開催されてきたプロ柔術「Gi」。超満員の観衆の中、
緊張感溢れる名勝負を繰り広げて見せ
た。
2大会全22試合をノーカットで収録。

サイトの詳細ページへ

全日本ブラジリアン柔術オープントーナメント2004

2004.10.2-3 東京武道館

SPD-2510●220分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125625104■ISBN4-87389-814-5 C3875 Y5600E
761名がエントリーした2004年の全日本ブラジリアン柔術オープントーナメント。紫帯、茶帯、黒帯全階級の対戦から、
すべて
の決勝戦と好勝負を多数収録。また、会場で絶賛された子供の試合も完全収録。大好評の映像特典もBEST MOVE 100に拡大。

サイトの詳細ページへ
プロフェッショナル柔術

Gi-06

2005.4.9-10北沢タウンホール

SPD-2511●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／ALL／片面2層
Jan.4941125625111■ISBN4-87389-851-X C3875 Y5600E
誰がその牙城を打ち破るのか?Gi-03において和道稔之を秒殺一本に下し、その圧倒的な実力で柔術ファンの度肝を抜いたビ
ビアーノが再び来日。大きな注目を集めたGiワールドトーナメントの全試合を収録。映像特典として、同時に開催されたGiガ
ロ級JAPAN CUPトーナメントも収録。

サイトの詳細ページへ

全日本ブラジリアン柔術オープントーナメント2005

2005.11.19-20 松戸市柿の木台体育館

SPD-2512●231分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り2.実況無し／ALL／片面2層
Jan.4941125625128■ISBN4-87389-899-4 C3875 Y5600E
延べ参加人数実に971 名を記録した日本最大の柔術トーナメント。黒帯、茶帯クラスを中心に、ハイレベルの攻防が繰り広げ
られた。大好評だった子供クラスの試合もたっぷりと収録、副音声では、パラエストラ代表中井祐樹と、番頭若林太郎の実況解
説も復活。中井祐樹代表自らが「これは見応えがあって面白い」と太鼓判を押す、充実した内容となった。

サイトの詳細ページへ

第8回全日本ブラジリアン柔術選手権大会

2007.7.22 大泉学園町体育館

SPD-2513●238分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125625135■ISBN978-4-86308-018-8 C3875 Y5600E
日本ブラジリアン柔術連盟主催による全日本選手権大会より、黒帯と茶帯の全試合を収録。[主な収録試合]黒ペナ:荒牧誠vs早
川正城/荒牧 誠vs植松直哉/佐藤稔之vs福住慎祐/黒レ−ヴィ:大内敬vs半谷泰佑/丹治章近vs高谷聡/半谷泰佑vs高谷聡/黒メジ
オ:林俊介vs上村彰/黒アブソルート:上村彰vs杉江大輔/高谷聡vs杉江大輔/林俊介vs杉江大輔

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

全日本ブラジリアン柔術選手権大会2008

SPD-2514●229分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125625142■ISBN978-4-86308-076-8 C3875 Y5600E
第9回全日本ブラジリアン柔術選手権(2008.4.26〜27 東京・光が丘体育館)、
第1回全日本ブラジリアン柔術オープン選手権
(2007.12.23〜24 新宿コズミックスポーツセンター)日本ブラジリアン柔術連盟主催による2つの大会を1枚のディスクに凝
映像特典には各大会ごとに一本勝ちをおさめた試合を選抜し、BEST MOVESと題してダイジェストで収録。
縮。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

ブラジリアン柔術アジア選手権大会2008

2008.11.29-30 東京・東京武道館
SPD-2515●223分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125625159■ISBN978-4-86308-130-7 C3875 Y5600E
アジアチャンピオンの栄冠を目指し集った述べ1200人の激闘のうち、男子アダルト茶帯と男子アダルト黒帯の試合を中心に
収録。
映像特典には一本勝ちをおさめたシーンを選抜し、BEST MOVESと題してダイジェストで収録。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

第10回全日本ブラジリアン柔術選手権大会

SPD-2516●244分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125625166■ISBN978-4-86308-157-4 C3875 Y5600E
記念すべき10回目の開催となった今大会。第1回大会が行われてからここまで日本におけるブラジリアン柔術は目覚ましい
発展をとげてきた。今や最激戦区となった男子アダルト紫帯、熱戦に沸いた男子アダルト茶帯。どちらもハイレベルな攻防が
繰り広げられる見応えのある試合となった。男子アダルト紫帯、男子アダルト茶帯、男子アダルト黒帯各階級のトーナメント
を収録。

サンプルムービー

第1回東京国際ブラジリアン柔術オープントーナメント

サイトの詳細ページへ

2009年11月28-29日 東京武道館

SPD-2517●230分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125625173■ISBN978-4-86308-222-9 C3875 Y5600E
日本ブラジリアン柔術連盟が主催する初の国際大会。
日本のみならず海外からも多数の選手がエントリーし、
名前にふさわし
い国際色豊かな大会となった。
男子黒帯、
男子茶帯各階級のトーナメントに加え、
男子紫帯、
男子青帯、
女子青/紫帯の決勝戦を
ダイジェストで収録。
柔術ならではのテクニカルな攻防が存分に楽しめる作品となった。

サイトの詳細ページへ
ルイス＆ペデネイラス

ノヴァ・ウニオン柔術＜上巻＞

SPD-3503●83分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／日本語音声／2／片面1層
Jan.4941125635035■ISBN4-87389-598-7 C2875 Y5600E
アンドレ・ペデネイラスとジョン・ルイスが主宰するノヴァ・ウニオンは、、続々と世界の頂点に君臨する選手を送り出す優
れた育成道場であり、その強さと勢いは数多いブラジルの柔術道場の中でも際だった存在である。ペデネイラスとルイスの2
人が、
実戦に役立つ具体的な柔術のテクニックを詳しく解説。

サイトの詳細ページへ
ルイス＆ペデネイラス

ノヴァ・ウニオン柔術＜下巻＞

SPD-3504●90分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／日本語音声／2／片面1層
Jan.4941125635042■ISBN4-87389-599-5 C2875 Y5600E
攻撃と防御、両面から技を学ぶことができる画期的な教則作品。これらの技術は、ルイス& ペデネイラスを初めとする一流の
戦士たちが、実際に道場で練習しているものであり、柔術を学ぶ人たちにとって、まさに待望の作品。他にイゴール・ジノビエ
フのスペシャルテクニック、所属選手の実戦風景なども収録。

サイトの詳細ページへ

中井祐樹

柔術バイブル

SPD-3505●90分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125635059■ISBN4-87389-618-5 C2875 Y5600E
中井祐樹がブラジリアン柔術と高専柔道の技術をミックスした独自のテクニックを、基礎から応用まで余すところ無く公
開。柔術のルールから、テイクダウンの技術、ガードポジション、サイドポジション、マウントポジション、それぞれの体勢で
の基本的な攻防を詳しく紹介する。大反響を呼んだビデオのDVD 化。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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中井祐樹

柔術バイブル2

SPD-3508●123分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125635080■ISBN4-87389-695-9 C2875 Y5600E
中井祐樹による柔術の技術教則第2 弾。前作より高度で、現時点での最先端のテクニックを多数収録。ふだん道場で教えてい
る技を、同じように実演しているため、わかりやすく、誰もが道場と同じように技術をマスターすることができる。さらに特典
映像として、インタビューと、自らが解説したエキシビションマッチ3 試合を収録。

サイトの詳細ページへ

ブラジリアン柔術完全教則

入門篇

SPD-3519●176分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125635196■ISBN4-87389-965-6 C2875 Y5600E
ブラジリアン柔術のあらゆる技術を紹介する完全教則シリーズの第1弾。勝つために必要な基本の技を、徹底紹介。
さらに映像
特典として、柔術に必要な体捌きを身につけ、柔術家としての身体を作るのにも役立つムーブメントを佐々幸範が紹介。

サイトの詳細ページへ

ブラジリアン柔術完全教則

中級篇

SPD-3520●140分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125635202■ISBN978-4-87389-982-4 C2875 Y5600E
ブラジリアン柔術のあらゆる技術を紹介する完全教則シリーズの第2弾。日本人としてブラジリアン柔術の黒帯を初めて取得
した柔術界の第一人者、中井祐樹が紹介する。あくまで一本を取ることを目的としたものであり、一本を狙う闘い方が、
基本に
忠実な闘い方。勝つために必要な技を徹底紹介。

サイトの詳細ページへ

ブラジリアン柔術完全教則

上級篇

SPD-3521●134分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125635219■ISBN978-4-86308-000-3 C2875 Y5600E
上級篇で紹介する全ての技は中井祐樹が自ら考案した独自の技である。世界の強豪と闘うためのヒントは、ただ学ぼうとする
のではなく、様々なテクニックを参考にして、自分自身の武器を作ることである。完全教則シリーズ最終巻ついに完成！

サイトの詳細ページへ

ブラジリアン柔術完全教則

DVD-BOX

SPD-3527●3枚組450分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125635271■ISBN987-4-86308-156-7 C2875 Y15000E
日本人として初めてブラジリアン柔術の黒帯を取得し、長年その普及に力を尽くして、日本柔術界の父とも言われる中井祐
樹。
柔術の基本から実戦テクニック、そして自らが編み出したオリジナル技まで、あらゆる技術を惜しみなく公開した完全教
則全３巻を、お得なＢＯＸ仕様で発売。

サンプルムービー

平 直行

サイトの詳細ページへ

リアルファイト柔術

SPD-3506●108分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125635066■ISBN4-87389-678-9 C2875 Y5600E
たくさんの技を知っていても実際に極めることができなくては意味がなく、知っている技がたとえ一つでも、様々な相手、
様々な状況で技を極めることが出来る方法( 術) を身につけていれば、それで自分の身を守ることができる。様々なフィール
ドで活躍してきた平直行が明かす、画期的上達法。

サイトの詳細ページへ

早川光由

THE ARTS of JIU-JITSU

SPD-3510●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125635103■ISBN4-87389-746-7 C2875 Y5600E
2002 年のカンペオナートで、先駆者中井祐樹と初めての日本人黒帯対決を行い、勝利を収めた早川光由。柔術より他競技の
経験が長い師・平直行の指導をベースに、自ら積極的に他競技との交流を計るなどして築き上げた早川の柔術は、オリジナリ
ティに溢れている。人呼んで技のおもちゃ箱。多彩な技をあますところなく紹介。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

早川光由

柔術技法（上）

SPD-3525●138分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125635257■ISBN978-4-86308-129-1 C2875 Y5600E
長く日本のトップ選手に君臨。現在も柔術界の牽引者として活躍し指導者としても数々の実績を残してきた早川光由が、
その
多彩なテクニックを紹介する教則作品。異例の大ヒット作となった前作の発売から４年。技のおもちゃ箱・早川光由が満を持
して放つ実戦テクニックDVD。

サイトの詳細ページへ

サンプルムービー

早川光由

柔術技法（下）

SPD-3526●135分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125635264■ISBN978-4-86308-142-0 C2875 Y5600E
最先端のテクニックを整理再編し、実戦においてより効果的と思われる技に焦点を絞って早川光由が紹介する技法DVD。
第2
弾は、
ボトムポジションからの様々なテクニックを、バリエーションも豊富に紹介。もちろん第1弾に続きセルフディフェン
スの技を紹介した映像特典も 収録。

サイトの詳細ページへ

サンプルムービー

マルセロ・ガッシア

柔術セミナー in JAPAN

SPD-3512●140分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125635127■ISBN4-87389-783-1 C2875 Y5600E
瞬く間に相手のバックを奪う神業で、世界格闘技界に衝撃のデビューを飾った超新星マルセロ・ガッシア。2004 年5 月に待
望の初来日を果たし、その極意を惜しみなく披露したセミナーを完全収録。さらに、トップ選手同士の超絶技巧を見せつけた
フェルナンド・テレレ戦も特別収録。

サイトの詳細ページへ

デラヒーバ

ザ・マスター・オブ柔術2

SPD-3524●88分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO 日本語音声 ポルトガル語音声／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125635240■ISBN978-4-86308-091-1 C2875 Y5600E
ブラジリアン柔術の世界で、誰もがマスターと認めるマスター・オブ・マスター、デラヒーバ。自身の名前を冠したデラヒーバ
ガードや、フックガードなど数々のオリジナル技の開発で知られ、伝説の寝技マジシャンと呼ばれる彼が、寝技を中心とした
様々な柔術テクニックを披露する。

サイトの詳細ページへ

サンプルムービー

渡辺直由

ブラジリアン柔術ベストテクニック

ボトムポジション篇

SPD-3537●123分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125635370■ISBN987-4-86308-350-9 C2875 Y5600E

ブラジリアン柔術およびグラップリングの強豪として長年活躍を続け、指導者としても自らのジム、トライフォース柔術アカ
デミー秋葉原支部を率いる渡辺直由。その粘り強く独創性に溢れたグラウンドテクニックには定評が有る。様々な実戦で磨か
れてきたオリジナルテクニックを多数紹介する初のDVD作品。

サイトの詳細ページへ

渡辺直由 ブラジリアン柔術ベストテクニック トップ＆バックポジション篇
SPD-3538●122分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125635387■ISBN987-4-86308-360-8 C2875 Y5600E

ブラジリアン柔術およびグラップリングの強豪として長年活躍を続け、指導者としても自らのジム、トライフォース柔術アカ
デミー秋葉原支部を率いる渡辺直由。その粘り強く独創性に溢れたグラウンドテクニックには定評が有る。様々な実戦で磨か
れてきたオリジナルテクニックを多数紹介するDVD第2弾。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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修斗

SHOOTO

バーリトゥード・ジャパン96-97

1996.7.7&1997.11.29 東京ベイ N.K. ホール

SPD-2301●156分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面2層
Jan.4941125623018■ISBN4-87389-525-1 C3875 Y5600E
廃盤となっていたバリジャパ96 がDVD で発売。ホイラー・グレイシーが日本初登場で5 年間無敗の王者朝日昇と激突。エンセン
vs ジノビエフ、ルミナvs ルイス、スバーン、菊田も出場。97 年大会も、エンセンvs フランク、ルミナvs ルイス、桜井vs アグア、巽vs
ホーキなど注目の対決ばかり。

サイトの詳細ページへ

サンプルムービー

バーリトゥード・ジャパン98-99

1998.10.25&1999.12.17 東京ベイ N.K. ホール

SPD-2302●222分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面2層
Jan.4941125623025■ISBN4-87389-529-4 C3875 Y5600E
修斗四天王が世界の最高峰に挑んだ98 年。エンセンvs クートゥア、ルミナvs ペデネイラスなど全8 試合。そしてブラジル最強
戦士との全面対決となった99 年。マッハvs ビクトリアーノ、宇野vs ペデネイラス、巽vs ノゲーラ、中井vs シャオリン、ほか全
8 試合。

サイトの詳細ページへ

サンプルムービー
修斗ウェルター級チャンピオンシップ

宇野 薫 vs 佐藤ルミナ

2000.12.17 東京ベイ N.K. ホール

SPD-2303●90分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／2／片面1層
Jan.4941125623032■ISBN4-87389-551-0 C3875 Y5600E
衝撃の結末となったウェルター級チャンピオンシップ宇野vs ルミナ、素晴らしい攻防で年間最高試合に輝いたマッハvs ト
リッグほか。全7 試合中6 試合がKO か一本で決着が付いた奇跡的な大会。全試合ノーカット。

サイトの詳細ページへ

修斗2000 BEST

SPD-2304●145分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面2層
Jan.4941125623049■ISBN4-87389-568-5 C3875 Y5600E
クーパー、マッハ、三島、宇野。ルミナのハワイ初登場とエリック・パーソンのラストファイト。バレット・ヨシダ衝撃の初参
戦。アブダビ帰りの刺客を迎え撃った植松と巽の激闘。真夏の横浜決戦。朝日vs 植松の世代闘争。五味vs ライアンのウェル
ター級サバイバルマッチ。2000 年に行われた数々の試合の中から、選び抜かれた26 試合を収録。

サイトの詳細ページへ
修斗ミドル級チャンピオンシップ

マッハ vs シウバ

2001.8.26大阪府立体育会館

SPD-2305●83分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／2／片面1層
Jan.4941125623056■ISBN4-87389-593-6 C3875 Y5600E
2 大エースが揃い踏みを果たした真夏の大阪決戦全試合を収録! 桜井“ マッハ” 速人が初の敗戦でミドル級王座陥落。相手は
ブラジル・シュートボクセからの刺客アンデウソン・シウバ。佐藤ルミナは曲者マーシオ・クロマドと対戦。他、ラリパパvs 須
田、
池本vs バーガーなど全6 試合。

サイトの詳細ページへ
修斗ウェルター級チャンピオンシップ

五味隆典 vs 佐藤ルミナ

2001.12.16東京ベイN.K.ホール

SPD-2306●86分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／2／片面1層
Jan.4941125623063■ISBN4-87389-601-0 C3875 Y5600E
ついに実現したウェルター級の王座決定戦、五味vs ルミナ。ノゲイラは戸井田カツヤの挑戦を退け最強の王者であることを
証明。
復活した桜井“ マッハ” 速人はダン・ギルバートを一蹴。ランカー同士の対決で、レベルの高さを見せ付けた修斗のN.K. 大
会、
全7 試合を収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

修斗 2001

SPD-2307●2枚組403分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／2／片面2層
Jan.4941125623070■ISBN4-87389-620-7 C3875 Y10000E
修斗の2001 年は、マッハ、ルミナの両エースに続く、新しい世代の実力者たちが次々と頭角を顕わした。勝田、戸井田、今泉、中
山、大石を筆頭に、中尾、池田らベテラン勢も意地を見せた。地道な選手育成を続けてきた修斗の努力が、見事に花開き、結実し
た1 年であった。2001 年に行われた修斗の3 回戦42 試合を全て収録。

サイトの詳細ページへ

修斗 2002 BEST vol.1

SPD-2308●178分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／2／片面2層
Jan.4941125623087■ISBN4-87389-645-2 C3875 Y5600E
2002 年1 月から6 月までに行われた数多くの大会から、厳選された全23 試合。ランスvs 須田、阿部vs バレット、植松vs 井上、
クーネンvs 石原、今泉vs 勝村、マモルvs 吉岡、秋本vs アルカレズ、パーリングvsKID、川尻VS 杉江、ABKZvs ハミルトン、
ストラッ
サーvs 池本、ルミナvs バスケス、三島vs イラン、五味vs サントスなど。

サイトの詳細ページへ

NOGUEIRA

最強の王者

SPD-2309●140分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面2層
Jan.4941125623094■ISBN4-87389-655-X C3875 Y5600E
アレッシャンドリ・フランカ・ノゲイラ。修斗ライト級不動の王者。衝撃の日本デビュー以来、彼は名乗り出る挑戦者をことご
とく打ち破り、数々の名勝負を残してきた。そのノゲイラの日本における全試合を本人が解説。+ 特別収録ノゲイラ先生のギ
ロチン講座、さらに映像特典としてブラジルで制作された技術ビデオO LUTADOR を収録。

サイトの詳細ページへ

修斗 2002 BEST vol.2

SPD-2310●228分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／2／片面2層
Jan.4941125623100■ISBN4-87389-688-6 C3875 Y5600E
修斗2002 年の総集編第2 弾。7 月から12 月までの半年間に行われた国内の大会から、名勝負を厳選。人気スター総出場。勝田
vs 井上、ノゲイラvs 阿部、タクミvs 山崎、今泉vsABKZ、マモルvs モウラ、鶴屋vs シャオリン、勝田vsKID、五味vs ブレナン、大石
vs 池田、小松vs 木部、野中vs 吉岡、尾松vs 川尻、漆谷vs 阿部、門脇vs 小松ほか、全23 試合。

サイトの詳細ページへ

修斗 1997-1999

SPD-2311●2枚組343分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／2／片面2層
Jan.4941125623117■ISBN4-87389-702-5 C3875 Y10000E
バーリトゥード・ジャパン96 における惨敗によって地に墜ちた修斗が、驚くべき勢いで失地回復を果たした1997 年からの3
年間。エンセン井上、佐藤ルミナ、桜井速人、宇野薫らが次々と台頭し、三島☆ド根性ノ助、植松直哉、五味隆典ら現在のトップ
選手も相次いでデビュー。総合格闘技の歴史に残る名勝負が続々と生まれた。全45 試合。

サイトの詳細ページへ

修斗 2003 BEST vol.1

SPD-2312●227分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／2／片面2層
Jan.4941125623124■ISBN4-87389-718-1 C3875 Y5600E
長年の悲願であった世界タイトルの制定を果たした修斗。その記念すべき年となった2003 年は、競技人口の増加とレベル
アップを裏付ける数多くの名勝負が生まれた。この作品に収録されている25 試合は、世界のトップレベルに立つ強豪選手同
士の激突、そして次代を狙う新星の、恐るべき潜在能力をまざまざと見せつけた試合ばかりである。

サイトの詳細ページへ

修斗 2003 BEST vol.2

SPD-2313●230分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／2／片面2層
Jan.4941125623131■ISBN4-87389-750-5 C3875 Y5600E
修斗の2003 年は、かつてないほど数多くの名勝負が生み出され、競技としての成熟を感じさせた1 年だった。アマチュアから
始まる人材の育成と、海外への普及も進み、層の厚さが熾烈なサバイバル競争を生み出した。修斗の強さと面白さがぎっしり
とつまった名勝負集。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

109

110

修斗 2004 BEST vol.1

SPD-2314●239分+87分●税込¥8,360（本体価格¥7,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／ALL／片面2層+片面1層
Jan.4941125623148■ISBN4-87389-782-3 C3875 Y7600E
2004 年修斗の上半期ベストバウト集。厳選されたベストバウト16 試合に加え、超豪華特典として海外6 カ国の名勝負18 試合、
さらに7.9 ハワイ大会全試合収録の特典ディスク付き。空前絶後の超ボリュームでお腹一杯は確実! 勝田vs 石川、ロウロvs 勝
村、
ホーキvs 高谷、福本vs 石田、菊地vs モーガン 、植松vs パルバー、川尻vs 宇野ほか。

サイトの詳細ページへ

THE COMPLETE RUMINA 10th Anniversary

SPD-2315●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面2層
Jan.4941125623155■ISBN4-87389-802-1 C3875 Y5600E
貪欲に一本を狙うスタイルを貫き通し、Living Legend 生ける伝説として戦い続けている佐藤ルミナ。プロデビュー戦からバ
オ・クァーチ戦までの公式戦27試合、バーリトゥード・ジャパン4試合を収録。さらに自ら試合を振り返ったインタビューやコ
ンバット・レスリングなどの特典映像もバッチリ収録された永久保存版。

サイトの詳細ページへ

修斗 2004 BEST vol.2

SPD-2316●236分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／ALL／片面2層
Jan.4941125623162■ISBN4-87389-828-5 C3875 Y5600E
修斗2004年下半期のベストバウトを可能な限り収録2004年7月〜12月期に行われた日本および海外の修斗公式戦から、厳選
された名勝負全32試合をディスク容量いっぱいの4時間にぎっしりと詰め込んだ1枚。本格的に始動を始めた世界中の大会か
らも、
初来日を果たした注目の選手や、まだ見ぬ強豪たちの勇姿をたっぷりと収録。

サイトの詳細ページへ

修斗 2005 BEST vol.1

SPD-2317●235分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125623179■ISBN4-87389-856-0 C3875 Y5600E
2005年修斗総集編第1弾!ルミナ、朴が初めての王座獲得、海外でも地区タイトル王者が次々誕生。そして川尻、菊地、
ノゲイ
ラ、
マモル、須田。5人の世界王者も総出場。2005年1月から5月上旬までに行われた日本および海外の修斗公式戦から、
名勝負
だけを厳選して収録。日本で行われた全7大会から18試合、海外5カ国全8大会から17試合。最高峰の戦いがここに。

サイトの詳細ページへ

修斗 2005 BEST vol.2

SPD-2318●190分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125623186■ISBN4-87389-884-6 C3875 Y5600E
2005年総集編第2弾が早くも登場。5月の札幌&岡山における地方興行から、ルミナ、マッハ、ヨアキムらが登場した8月の横浜
大会までの、全8大会から選りすぐった名勝負を収録。さらに9月18日、兵庫県で行われた第12回全日本アマチュア修斗選手権
大会から、決勝戦全試合を特別収録。多方面での活躍で再評価されている修斗の、現在がここに。

サイトの詳細ページへ

修斗 2006 BEST vol.1

SPD-2319●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125623193■ISBN4-87389-923-0 C3875 Y5600E
2005年9月の後楽園大会から、川尻達也対ヨアキム・ハンセン、菊地昭対青木真也の2大世界タイトルマッチをはじめ、
カリス
マ佐藤ルミナ、女子の第一人者藤井恵ら、スター選手が総出場する2月の代々木大会までの総集編。分厚い選手層を誇る修斗
ならではの名勝負がぎっしり。全26試合。

サイトの詳細ページへ

修斗 2006 BEST vol.2

SPD-2320●237分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125623209■ISBN978-4-87389-971-8 C3875 Y5600E
修斗2006年2月名古屋大会から10月横浜大会までの総集編。全29試合。[主な収録試合]漆谷康宏vsBJ/ロウロvs外薗晶敏/青木
真也vs弘中邦佳/水垣偉弥vs徹肌イ郎/中村K太郎vs吉田善行/廣田瑞人vs光陰兜/天突頑丈vs遠藤雄介/マモルvs高橋大児/藤井
惠vs瀧本美咲/大沢ケンジvs植松直哉/石川真vsリオン武/佐藤ルミナvsカルバーリョ/石田光洋vs冨樫健一郎/菊地昭vs青木真
也/川尻達也vsハンセン

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

修斗 2007 BEST vol.1

SPD-2321●235分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125623216■ISBN9784-86308-012-6 C3875 Y5600E
[主な収録試合]大沢ケンジvs水垣偉弥/不死身夜天慶vs戸井田カツヤ/下川雄生vs赤木康洋/日沖発vsキム・ビョンジョ/室伏シ
ンヤvs竹沢弘晃/上田将勝vs松本輝之/奥野泰輔vs小西"獅子"優樹/田村彰敏vsウィッキー聡生/藤井惠vs吉田正子/水垣偉弥vs
山本篤/天突頑丈vs遠藤雄介/リオン武vs阿部裕幸/不死身夜天慶vs田村彰敏/中蔵隆志vs廣田瑞人/青木真也vs菊地昭/正城ユウ
キvs塩田"GOZO"歩

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

修斗 2007 BEST vol.2

SPD-2322●235分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125623223■ISBN978-4-86308-048-5 C3875 Y5600E
長い歴史の中で数多くの名選手を育て上げてきた修斗。その顔触れはまるで綺羅星のごとくである。次々と名選手を生み出す
その秘密は、日本中に広がるアマチュア組織を基盤とし、熾烈なサバイバル競争を勝ち抜いた実力者だけがトップに立つとい
う厳しい競争原理にある。世界の頂点に立つ王座を巡る争いから、明日のトップを目指す次世代スターたちの闘いまで、
最高
峰の闘いを多数収録。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

SHOOTO BRASIL

SPD-2323●142分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125623230■ISBN978-4-86308-080-5 C3875 Y5600E
全世界にネットワークをひろげる修斗。その理念は日本のみならず海外でも深く認知され、公式戦も数多くおこなわている。
特にブラジルからは、アレッシャンドリ・フランカ・ノゲイラやヴィトー"シャオリン"ヒベイロなど名だたる世界王者も誕生
している。そのブラジルでおこなわれた2つの大会から南米ランキングトップランカー達が繰り広げる激闘を収録。

サンプルムービー

修斗伝承

サイトの詳細ページへ

vol.1

SPD-2324●237分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125623247■ISBN978-4-86308-087-4 C3875 Y5600E
日本における総合格闘技のルーツであり、現在も世界の最先端で戦い続ける名選手たちを次々と輩出しながら、
活発な活動
を続ける修斗。2009年に迎える20周年という節目に向けて、修斗伝承というシリーズを開催している修斗の名勝負集。
桜井
“マッハ”速人、佐藤ルミナらが出場したビッグマッチも収録。

サンプルムービー

修斗伝承

サイトの詳細ページへ

vol.2

SPD-2325●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125623254■ISBN978-4-86308-150-5 C3875 Y5600E
20周年のクライマックスへ向けますます激しさを増すサバイバルレース。歴史を伝承する男達の熾烈な闘い。上田vsロウロの
世界戦が行われた9月大会から、日沖vsルミナ、門脇vsリオンが行われた11月大会、そして上田vs田澤、BJvs正城が行われた3月
大会までを収録。

サンプルムービー

修斗 THE 20th ANNIVERSARY

サイトの詳細ページへ

Best of Knock Out

SPD-2326●147分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO 1.現場音 2.座談会／ALL／片面2層
Jan.4941125623261■ISBN978-4-86308-199-4 C3875 Y5600E
修斗20周年記念DVD第1弾!!1994年から2009年の公式戦&VTJからいいとこ取りで選び抜いた、156試合を147分に濃縮収録!中
井×草柳/エンセン×シャムロック/桜井"マッハ"×トリッグ/宇野×ルミナ/パーリング×山本"KID"/五味×三島/シャオリン
×川尻/リオン×カルバーリョ/日沖×キム等。坂本&中井&若林座談会も。

サンプルムービー

修斗 THE 20th ANNIVERSARY

サイトの詳細ページへ

Art of Submission

SPD-2327●230分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO 1.現場音 2.座談会／ALL／片面2層
Jan.4941125623278■ISBN978-4-86308-205-2 C3875 Y5600E
1994年から2009年のプロ修斗公式戦&VTJから選び抜いた一本勝ち決着283試合を230分に濃縮収録!修斗20周年記念DVD第2
弾!! 朝日×ホイラー/桜井×宇野/桜井×ヴィチコフ/エンセン×クートゥア/ニュートン×川口/ルミナ×宇野/五味×エドゥア
ウド/キース×青木真也/マモル×BJ/田澤×上田等。座談会は坂本&草柳&若林。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

111
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VALE TUDO JAPAN 09

10/30 2009 JCB HALL TOKYO
SPD-2328●237分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125623285■ISBN978-4-86308-248-9 C3875 Y5600E
総合格闘技の礎を築いた、あのバリ・ジャパが10年ぶりに復活!さらなる飛躍を求めて開催されたVTJ09。新たなる歴史がここ
に始まる。マモルvsタイタノ/シケリムvs冨樫/不死身夜vsジョーンズ/ルミナvsグラント/リオンvsノゲイラ/五味vsハービー。
全試合ノーカット。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

修斗 2009 BEST

SPD-2329●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125623292■ISBN978-4-86308-253-3 C3875 Y5600E
プロ化20周年の年。革命的な変革の時を迎えた修斗。1年間に選び抜かれた名勝負を厳選収録。田原vs室伏/石渡vs土屋/BJvs
フォルミーガ/上田vs ダンタス/山上vs石井/田原vsタイタノ/ルーカスvs山崎/遠藤vs朴/岡嵜vs扇久保/田澤vs勝村/藤井
vsWINDY/朴vs坂口/山下vs和田/田原vsランバー/奥野vs小西等。

サイトの詳細ページへ

THE LEGEND of MAY

SPD-2330●163分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125623308■ISBN978-4-86308-287-8 C3875 Y5600E
名勝負続出となった20周年の最終章。そして新時代の扉を開いた2010年。修斗の底力を見せつけた伝説の5月大会。
2年連続
で5月に行われたビッグマッチ「修斗伝承 ROAD TO 20th ANNIVERSARY FINAL」
「The Way of SHOOTO 〜Like a Tiger Like a
Dragon〜」
とをカップリング!

サイトの詳細ページへ

修斗 2010 BEST BOUTS

SPD-2331●230分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125623315■ISBN978-4-86308-307-3 C3875 Y5600E
世界初の総合格闘技として産声を上げた修斗2010年の総集編。主な収録試合:上田将勝vs勝村周一朗/マテウス・ラーデスマ
キvs不死身夜天慶/土屋大喜vs田村一聖/ランバー・ソムデートM16vs阿部博之/佐藤洋一郎vs久米鷹介/猿丸ジュンジvsジェ
シー・タイタノ/佐々木信治vsタクミ/漆谷康宏vs森 卓也/北原史寛vsマモル/土屋大喜vsグスタヴォ・ファルシローリ/猿丸ジュ
ンジvsATCHアナーキー/門脇英基vs矢地祐介

サイトの詳細ページへ

修斗

KO & 一本

SPD-2332●2枚組377分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／現場音・座談会／ALL／片面2層
Jan.4941125623322■ISBN978-4-86308-329-5 C3875 Y10000E
修斗20周年記念作品として発売された「Best of K.O.」と「Art of Submission」の2作品をカップリングしたお買い得バージョ
ン。
公式戦&VTJから選び抜いたKOと一本決着シーンが満載。さらに修斗の歴史を共に歩んできた証人達の爆笑座談会も聞き
逃せない!

サイトの詳細ページへ

リオン武

Evolution 〜進化する拳〜

SPD-2333●195分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125623339■ISBN978-4-86308-364-6 C3875 Y5600E
リオン武。たぐいまれなる打撃センスで、デビューからわずか3年、キャリア10戦目にして修斗ライト級の頂点に立つ。
2度の
世界王座戴冠。そして修斗のカリスマ佐藤ルミナ、絶対王者として長期政権を築いたノゲイラを下し、修斗の歴史に新たな地
平を開いた。次々と対戦相手をマットに沈め、幾度となく窮地を乗り越えて来た破壊力抜群の拳。今なお進化を続けるリオン
武の闘いの歴史を、本人自らの解説とともに振り返る。

サイトの詳細ページへ

修斗 2011 BEST

SPD-2334●228分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125623346■ISBN978-4-86308-406-3 C3875 Y5600E
激動の2011年、修斗のリングは何も変わらずそこに在った。変わらないもの、変わるべきもの。時代の変遷とともに、
新たなス
ターが生まれ、ルールが改正、会場の景色も大きく変わった。しかし、修斗の理念は揺るがない。打・投・極の頂点を目指す。
その
思いが結集するマットで繰り広げられたベストバウトを収録。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

修斗 2012 BEST

SPD-2335●234分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125623353■ISBN978-4-86308-478-0 C3875 Y5600E
修斗の反攻はじまる。日本における総合格闘技の祖である修斗。隆盛を誇った原点は、熾烈なサバイバルマッチにあった。
次々
と台頭するニューパワーがしのぎを削り、実力と実績を誇るベテラン勢に牙を剥く。情け容赦のない潰し合いが大きな感動と
興奮を巻き起こしたベストバウト。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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DEEP

DEEP 2001 4th IMPACT

2002.3.30 in NAGOYA
SPD-2202●95分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125622028■ISBN4-87389-651-7 C3875 Y5600E
総合格闘技の新しいチャレンジとして新世紀にスタートし、ユニークな試みを連発して話題の大会。その第4 弾は、パンクラ
ス& リングス連合軍とルチャ軍団との対抗戦。謙吾vs ドスカラスのリベンジマッチの他、近藤vs キックボクサー、坂田vs イリ
ソン、
鈴木vs ソラールほか全12 試合。

サイトの詳細ページへ

DEEP 2001 5th IMPACT

2002.6.9 in DIFFER ARIAKE
SPD-2203●96分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125622035■ISBN4-87389-656-8 C3875 Y5600E
実力者8 人の1DAY トーナメントによって争われたDEEP JAPAN ミドル級王者決定戦。村浜天晴、星野勇二、梁正基、上山龍紀、
久松勇二、窪田幸生、石川英司、長南亮。
82kg 以下最強の称号を得るのは誰か? 特別試合の伊藤vs 日高、ソムデート吉沢vs ダレ
ン、
和田vsMAX 宮沢の3 試合も注目。

サイトの詳細ページへ

DEEP THE BEST 2005

SPD-2219●226分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／ALL／片面2層
Jan.4941125622196■ISBN978-4-87389-984-8 C3875 Y5600E
足関十段・今成正和、ピラニア・長南亮を筆頭に、中尾受太郎、三島☆ド根性ノ助、TAISHO、しなしさとこら、超個性派集団が集
う自由なマット、それがDEEPだ。所属団体や出身競技にとらわれず、多方面で活躍する実力者たちが続々と集結。
2005年、
一年
間の闘いの中から、選び抜かれた名勝負を収録。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

DEEP THE BEST 2006

SPD-2220●195分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622202■ISBN978-4-87389-990-9 C3875 Y5600E
2006年に行われたDEEP本大会の公式戦全試合を収録した総集編。永久保存版。[主な収録試合]MIKUvs古舘由紀/中村大介
vs藤沼弘秀/今成正和vsジェフ・グローバー/小路晃vs三崎和雄/桜井隆多vs長南 亮/山崎剛vs宮川博孝/Barbaro44vsシセロ・
コスタ/横田一則vsミルトン・ヴィエイラ/滑川康仁vsザ・スネーク/帯谷信弘vs雷暗暴/長谷川秀彦vs雷暗暴/石井大輔vsホ
アン・ジュカオン/今成正和vsパイ
サンプルムービー
シャオン/中尾受太郎vs窪田幸生
サイトの詳細ページへ

DEEP THE BEST 2007

SPD-2222●188分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622226■ISBN978-4-86308-053-9 C3875 Y5600E
ピラニア・長南亮、足関十段・今成正和をはじめ、桜井隆多、長谷川秀彦、しなしさとこら個性溢れる選手たちを多数擁し、
大小
合わせると30を超える大会を開催するなど、2007年の日本格闘技界で、最も活発な活動を続けたDEEP。様々な選手たちによ
る、
多くの試合の中から名勝負を収録した総集編。

サイトの詳細ページへ

DEEP THE BEST 2008

SPD-2226●235分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622264■ISBN978-4-86308-135-2 C3875 Y5600E
We? DEEP!もう皆MMAの面白さにトリコ!DEEP 34 IMPACT〜DEEP 39 IMPACTの5大会に加え、映像特典としてMIKU vs レーナ
(2008.6.1 club DEEP TOYOTA)、井上俊介vs川口雄介(2008.8.2 club DEEP TOYOTA)、
長島☆自演乙☆雄一郎vsサクシー・ケイ・
リバー(2008.12.22 DEEP PROTECT IMPACT)の3試合を収録。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

DEEP THE BEST 2009

SPD-2230●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622301■ISBN978-4-86308-241-0 C3875 Y5600E
2009年もDEEPマットは大賑わい!長南亮の日本マットカムバック。ヘラクレス宮田和幸の参戦。ライト級・菊野、
ミドル級・福
田、
フェザー級・大塚、3階級での新王者誕生。そしてDEEP初の金網マッチCAGE IMPACTの開催。総合格闘技の面白さがぎっし
りと詰まった1枚。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

DEEP 10年目の奇跡

SPD-2231●2枚組480分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622318■ISBN978-4-86308-278-6 C3875 Y 10000E
10年目を迎えたDEEP佐伯代表自らが奇跡と呼ぶその歩みを徹底収録。新世紀の2001年、村浜 vs ホイラー戦をメインに産声
を上げたDEEP。10年が経過し、今や格闘技界になくてはならない存在となった。10年間の軌跡、数々の名勝負と迷勝負、
衝撃の
KOと一本など、あらゆる側面からその足跡を追う。

サイトの詳細ページへ

DEEP 2010-2011

SPD-2233●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622332■ISBN978-4-86308-324-0 C3875 Y5600E
旗揚げ10周年を迎えた総合格闘技DEEP。10年目の記念大会として行われたJCBホール大会には青木真也、長南亮、
今成正和、
菊野克紀、ミノワマンらのトップ選手が総出場。そのビッグマッチをはじめ、2010年〜2011年上半期の名勝負を多数収録した
総集編。

サイトの詳細ページへ

DEEP 2011-2012

タイトルマッチ＆KO

SPD-2236●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622363■ISBN978-4-86308-459-9 C3875 Y5600E
日本総合格闘技界の底力を見せつけるべく活発な活動を続けているDEEP。北岡悟、廣田瑞人、菊野克紀らトップクラスの日本
人ファイターに加え、ジョージ・ルーカスの愛娘であるアマンダまでもが参戦。1年半の闘いの中からDEEPの象徴であるタイ
トルをかけた闘いと、壮絶なKO、一本で決まった試合のみを収録。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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総合格闘技
MMA

ADRENALINAS

リトアニアBUSHIDO 2003.4.5 リトアニア・ヴィリニュス
SPD-1104●115分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／2／片面1層
Jan.4941125611046■ISBN4-87389-719-X C3875 Y5600E
2003 年4 月、リトアニアの首都ヴィリニュスで行われた「BUSHIDO」は、回を重ねて18 回目の大会。PRIDE ヘビー級王者ヒョー
ドルや、矢野卓見、今成正和、小谷直之、所英男といった日本勢との対戦は、彼らの実力を世界に知らしめる大きな一歩となっ
た。
全8 試合収録。

サイトの詳細ページへ
リトアニアBUSHIDO 5th ANNIVERSARY

BUSHIDO THE BEST

SPD-1106●167分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125611060■ISBN4-87389-796-3 C3875 Y5600E
世界を揺るがす一大勢力となった北欧の格闘技界。中でもリトアニアは、活発な活動を続け、日本にも精力的に選手を送り出
してきた。ハン、コピィロフ、ヒョードル、アターエフらを招聘するなど、隣接する大国ロシアとも積極的な交流を計り、
その戦
力も目覚ましい上昇を遂げた。今尚たゆまぬ進化を続けるリトアニアの、5 周年の歩みを追った総集編。

サイトの詳細ページへ

BUSHIDO THE BEST 2005

SPD-1110●141分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125611107■ISBN4-87389-933-8 C3875 Y5600E
レミギウス・モリカビュチスを筆頭に日本格闘技界を席巻するリトアニアの選手達。リトアニア本土で定期的に開催される大
会では、日本における様々な大会のルールに対応するべく、あらゆるルールで試合が行われている。そしてそこでは恐るべき
ポテンシャルを秘めた逸材が、虎視眈々と牙を研いでいるのだ。恐るべきバルチックの強国リトアニア。見る者を戦慄させず
にはおかない21試合。この男たちの戦いから眼を離すな!

サイトの詳細ページへ

BUSHIDO THE BEST 2006

SPD-1111●104分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／片面1層
Jan.4941125611114■ISBN9784-86308-035-5 C3875 Y5600E
熱く激しい戦いが繰り広げられている国がある。ヨーロッパ北東部、バルト海に面して並ぶバルト三国のひとつリトアニアだ。大会
の規模、選手の技術、観客の熱気、どれをとっても一級品。近い将来、確実にやってくるリトアニアの脅威に備える必要があるだろう。
2006年にリトアニアで行われた大会のなかから厳選したベストバウト、全18試合を収録。

サイトの詳細ページへ

ZST

SPD-1105●223分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125611053■ISBN4-87389-756-4 C3875 Y5600E
総合格闘技の新しい大会として2002 年11 月にスタートしたZST。リングスKOK ルールを引き継ぎ、リトアニアから積極的に
選手を招聘するなど、海外勢の発掘にも力を入れ、独自のスタンスで着実な成功を収めた。旗揚げ戦から2003 年11 月と2004
年1 月に行われた中量級トーナメント「ZST-GP」決勝までの6 大会から、ベストバウトを多数収録。

サイトの詳細ページへ

ZST Ⅱ

SPD-1107●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125611077■ISBN4-87389-833-1 C3875 Y5600E
総合格闘技の新しい潮流として旗揚げから3年目を迎えたZST。いたずらにノールールに走るのではなく、より競技性が高く、
誰が見ても面白い試合を作るためのルールにこだわり、小谷、所の両エースを中心に確固たる地位を築いてきた。
第2回ZSTー
GPを中心に1年間の戦いを完全収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

所英男

SPD-1108●236分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125611084■ISBN4-87389-906-0 C3875 Y5600E
2005年に最もブレイクした男、所英男。そのスターへの道のりは、決して平坦なものではなかった。この作品は、
一人の平凡
だった若者が、夢をあきらめずにチャレンジし、大きな輝きを手にした、奇跡のような5年間の記録である。所英男が、
自らの格
闘技人生を語り尽くした、初めてのアンソロジー。所英男のデビュー戦から2005.4.7リトアニアでのエリカス戦まで全25試合
を収録。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

ZST Ⅲ

SPD-1109●157分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125611091■ISBN4-87389-916-8 C3875 Y5600E
日本格闘技界のニューヒーローとして人気沸騰中の所英男。その所が活躍するホームリングZSTの旗揚げ3周年記念作品。
所
英男の他、レミギウス・モリカビュチス、小谷直之、勝村周一郎らが出場する2.18大会や、3周年記念大会を含む、全4大会を収
録。
所英男の試合も含め、全ての試合が初公開。

サイトの詳細ページへ

PREMIUM CHALLENGE 01 2002.5.6 東京ベイ N.K. ホール
SPD-2201●179分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／1.実況有り 2.実況無し／ALL／片面2層
Jan.4941125622011■ISBN4-87389-638-X C3875 Y5600E
プレミアムの権威を守り高めるガーディアンと挑戦者であるエクスプローラーとの誇りと意地をかけた闘い。プロデビュー
わずか2 戦目にして近藤有己を破るという快挙を成し遂げた怪物百瀬善規をはじめ、確かな実力を持つ強豪たちが、確かな光
を得た記念すべき旗揚げ戦。全13 試合。

サイトの詳細ページへ

BEST SELECTION of THE CONTENDERS

SPD-2204●224分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622042■ISBN4-87389-662-2 C3875 Y5600E
コンテンダーズ全大会から名勝負をなんと40 試合厳選。宇野薫はX-RAGE、Club CONTENDERS を含め全試合収録。さらに秘蔵
写真、DEMOLITION など特典映像もバッチリ。収録時間は片面2 層ディスクにぎっしりと実に224 分。まさに歴史の集大成と
もいえる超お買い得の1 枚。

サイトの詳細ページへ

DEMOLITION&CONTENDERS 2003 BEST

SPD-2209●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622097■ISBN4-87389-761-0 C3875 Y5600E
総合格闘技の新しい潮流としてスタートしたデモリッションの全大会から選び抜かれた名勝負を収録。そして、宇野薫プロ
デュースで有名なコンテンダーズ2 大会からは、宇野& 雷暗vs 三島& 植松戦や小室vs 戸井田戦、そして宇野& 五味という夢の
タッグが実現したタッグトーナメント全試合等を収録。

サイトの詳細ページへ

D.O.G.

SPD-2217●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622172■ISBN4-87389-967-2 C3875 Y5600E
あの八角形の金網オクタゴンマットが日本にも登場。金網の元祖UFCへの登竜門として日本、
そして海外の強豪が続々集結。
D.O.G.-I〜VI、6大会の全47試合を収録。[主な収録試合]大沢ケンジvs築城実/佐東伸哉vs石田光洋/廣野剛康vs井口摂/コカvs漆
谷康宏/フォスターvs岡見勇信/ストラッサーvs門馬秀貴 他

サイトの詳細ページへ

CAGE FORCE I

SPD-2227●156分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622271■ISBN978-4-86308-167-3 C3875 Y5600E
世界中の総合格闘技界を制圧したアメリカＵＦＣ。それと同じ金のオクタゴンマットを使用する日本で唯一の大会、
それが
ケージフォースである。中村Ｋ太郎、高谷裕之ら、ケージでの活躍を足がかりにアメリカへ進出した選手も多くますます注目
が集まっている。旗揚げ戦からの名勝負を多数収録。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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CAGE FORCE Ⅱ

SPD-2228●162分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622288■ISBN978-4-86308-168-0 C3875 Y5600E
2008年に開催されたバンタム級とフェザー級のトーナメントを中心に名勝負を多数収録。[主な収録試合]ジョニー・フラシェ
vs廣田瑞人/イ・ヨンフンvs門馬秀貴/RYOTAvs中原太陽/廣田瑞人vs鹿又智成/徹肌ィ郎vs戸井田カツヤ/星野勇二vsアントニ
オ・カルバーリョ/田口亮vs根津優太/徹肌ィ郎vs大石真丈/宮下トモヤvs大沢ケンジ/大石真丈vs水垣偉弥/星野勇二vsウィッ
キー聡生

サイトの詳細ページへ

長南 亮

怒りの拳

SPD-2229●152分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622295■ISBN978-4-86308-223-6 C3875 Y5600E
常に圧倒的なキャリアを持つ相手と闘い、まさかの結果を残してきた長南亮。またたく間に世界MMAの最先端まで駆け上
がった長南の、数々の名勝負を収録。デビューから現在までを語ったロングインタビューとともに構成されたベストオブ長
南。

サンプルムービー

SUPER GAME PLAN

サイトの詳細ページへ

戦略練習法

SPD-3603●75分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636032■ISBN4-87389-633-9 C2875 Y5600E
総合格闘技の試合に勝つために最も大切な技術とは何か? 打撃が勝る相手、寝技に勝る相手、そして総合的に勝る相手と戦う
場合、どのような戦略をたて、どう戦うのか? これは、格闘家育成集団WK/NETWORK が初めて明かす、勝つための練習方法で
ある。

サイトの詳細ページへ

高阪 剛 寝技大全

トップポジション篇vol.1

SPD-3604●185分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125636049■ISBN4-87389-652-5 C2875 Y5600E
アメリカUFC のオクタゴンにおいて、ヘビー級のトップコンテンダーとして活躍。日本人選手では最高の実績を誇る高阪剛
が、得意とする寝技の技術を徹底的に紹介、解説する。第一弾では、上を取った状態からの攻撃と防御の中から、テイクダウ
ン、
ポジションのキープ、トップからの様々な攻撃等を収録。

サイトの詳細ページへ

高阪 剛 寝技大全

トップポジション篇vol.2

SPD-3605●160分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125636056■ISBN4-87389-657-6 C2875 Y5600E
「自分が知っている限りの技を全て入れました。これ以外の技はありません。
」高阪剛がそう言い切った寝技大全集。トップポ
ジション篇第2 弾は、四つんばいになった相手への攻撃、四つんばいの状態での防御、トップから様々な足関節への移行、足関
節の防御法、基礎トレーニングを収録。

サイトの詳細ページへ

高阪 剛 寝技大全

ボトムポジション篇

SPD-3606●181分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125636063■ISBN4-87389-663-0 C2875 Y5600E
高阪剛が、身につけたグラウンドのテクニックを、基本技術から上級者向けのテクニック、実戦を想定した連続技やカウン
ターまで、全4 巻に完全収録。ボトムポジション篇では、ガードからの逃げ、スイープ、下からの様々な攻撃、下からの攻撃に対
する防御、自身の名が付けられたTK シザースなどを紹介する。

サイトの詳細ページへ

高阪 剛 寝技大全

連続技&カウンター篇

SPD-3607●107分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636070■ISBN4-87389-673-8 C2875 Y5600E
総合格闘技を闘う際に必要な寝技の技術を、完璧に身につけることができる決定版。完結編となる第4 弾では、様々な連続技
とカウンターを紹介する。腕から腕、首から腕、腕から足、固め技から絞め技など、効果的な連続技のバリエーション。そして、
相手の攻撃を切り返しての反撃技など、実戦に役立つ技を多数収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

TK式格闘学会 実践編vol.1 テイクダウン・ポジショニング・フィニッシュ
SPD-3617●135分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636179■ISBN978-4-86308-051-5 C2875 Y5600E

高阪 剛

アメリカUFCマットのトップコンテンダーとして活躍し、世界のTKと呼ばれる高阪剛。実績に裏打ちされた卓越した理論と、
最先端の技術を分かりやすく教える丁寧な指導者ぶりで定評のある高阪が、総合格闘技の試合で本当に使うことができ、
とて
も役立つ技術、戦い方のコツなどを紹介する。

サイトの詳細ページへ
高阪 剛 TK式格闘学会 実践編vol.2 先手を取られてしまった場合のカウンター攻撃
SPD-3618●131分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636186■ISBN978-4-86308-057-7 C2875 Y5600E
実戦の中では、どのような攻防が行われているのか?フィニッシュへ結びつくまでには、どのような伏線があったのか?単純な
技の解説だけでは理解できない、隠れたテクニックの数々を、高阪剛が明らかにする。

サイトの詳細ページへ
高阪 剛 TK式格闘学会 実践編vol.3 打撃とテイクダウンの連携〜グラウンドでの展開
SPD-3619●139分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636193■ISBN978-4-86308-063-8 C2875 Y5600E
単純な技の解説だけでは理解できない、隠れたテクニックの数々を、高阪剛が明らかにする。第3弾は、テイクダウンと打撃の
連係技、打撃を使ったテイクダウンの方法、そしてテイクダウンの後のグラウンドでの攻防を紹介。試合で勝つための、
本当に
身につけるべき技術がここにある。

サイトの詳細ページへ
高阪 剛

TK式格闘学会 実践編 DVD-BOX

SPD-3634●3枚組405分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125636346■ISBN978-4-86308-662-3 C2875 Y15000E
実戦では次々と新しい局面が訪れる。
ひとつの技から次の技への移行。
相手の技に対する防御と反撃。
単純な技の解説だけでは
理解できない隠れたテクニック。
世界のTK高阪剛が教える実践的総合格闘技理論。
お得なBOXセット。

サイトの詳細ページへ

空手道禅道会

バーリトゥードKARATE

SPD-3608●57分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636087■ISBN4-87389-672-X C2875 Y5600E
実際の格闘能力が伴わない空手は武道ではない。空手道禅道会は、武道を体現するために、従来突き蹴りのみとされてきた空
手の固定概念を破り、総合格闘技の中で闘うことの出来る空手を確立させた。総合格闘技界に旋風を巻き起こしている禅道会
の技術を、基本からバーリトゥードテクニックまで丁寧に詳解した初めての映像作品。

サイトの詳細ページへ

ノヴァ・ウニオン・バーリトゥード<上巻>

SPD-3609●72分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／日本語音声／2／片面1層
Jan.4941125636094■ISBN4-87389-683-5 C2875 Y5600E
ブラジリアン柔術界を代表するビッグクラブのひとつであり、特に軽量級に豊富な人材を持つノヴァ・ウニオン。これは、ア
ンドレ・ペデネイラスとジョン・ルイスの2 人が、バーリトゥードのテクニックをガードやマウントなどそれぞれのポジショ
ンごとに、デフェンスとオフェンスの両面に分けて詳しく解説したものである。

サイトの詳細ページへ

ノヴァ・ウニオン・バーリトゥード<下巻>

SPD-3610●84分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／日本語音声／2／片面1層
Jan.4941125636100■ISBN4-87389-684-3 C2875 Y5600E
ペデネイラスとルイスの2 人が紹介するこれらの技術は、当代一流の戦士たちが実際に道場で練習しているものであり、極め
て具体的かつ実戦的なものである。テイクダウン、ガードポジション、パスガード、抑え込み、マウントポジション、バックポジ
ションのそれぞれの攻防を、6 つのステップに分けて紹介。代表選手の実戦なども収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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植松直哉

総合格闘技完全教則

入門篇

SPD-3611●187分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125636117■ISBN4-87389-821-8 C2875 Y5600E
修斗ライト級にあって早くから天賦の才能を見せつけ、緻密な理論家としても高い評価を受けている植松直哉が、
わかりやす
く丁寧に教える総合格闘技のテクニックABC。打・投・極のすべての技術を連係させて戦う総合格闘技は、ひとつひとつの技術
を磨くだけではなく、あらゆる要素を総合して練習することが、実戦でのスキルアップにつながる。

サイトの詳細ページへ

植松直哉

総合格闘技完全教則

中級篇

SPD-3612●150分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125636124■ISBN4-87389-827-7 C2875 Y5600E
総合格闘技における打・投・極のあらゆる技術をバランス良く教え、プロデビューまでに身につけるべき様々なテクニックを
植松直哉が詳しく紹介するシリーズの第2弾。中級編では、ジム入門から約3ヶ月を経過し、スパーリングを行うことができる
程度の技術を身につけていることを前提に、実際の試合でよく使われるテクニックを解説する。

サイトの詳細ページへ

植松直哉

総合格闘技完全教則

上級篇

SPD-3613●130分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125636131■ISBN4-87389-834-X C2875 Y5600E
総合格闘技における打・投・極のあらゆる技術をバランス良く教え、プロデビューまでに身につけるべき様々なテクニックを
植松直哉が詳しく紹介するシリーズの第3弾。上級編では、ここまで身につけておけばプロテストに挑むことができるレベル
の、
実際の試合でよく使われるテクニックを解説する。

サイトの詳細ページへ

植松直哉

総合格闘技完全教則

DVD-BOX

SPD-3600●3枚組467分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125636001■ISBN978-4-86308-007-2 C2875 Y15000E
打・投・極のすべての技術を連係させて戦う総合格闘技は、ひとつひとつの技術を磨くだけではなく、次の技へのつながりや、
相手の反撃に対する対処など、あらゆる要素を総合して練習することが、実戦でのスキルアップにつながる。植松直哉がわか
りやすく丁寧に教える総合格闘技のテクニックABC。DVD3巻をお得なBOX仕様で発売。

サイトの詳細ページへ

足関十段

今成正和

SPD-3614●98分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636148■ISBN4-87389-926-5 C2875 Y5600E
元祖十段が、超絶足関テクニックを初公開!見て面白くためになる、使えるDVD教則作品。あらゆる体勢から、あっという間に
足関節を極めてしまう独特のスタイルを貫き通す今成正和が、代名詞であるヒール&アンクルホールドの決め方のコツ、
スラ
イディングやアームドラッグなどを使ったヒールへの入り方など、足関節技の極意とユニークな発想を徹底紹介。

サンプルムービー

吉鷹 弘

サイトの詳細ページへ

総合格闘技完全打撃マニュアル

SPD-3615●127分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636155■ISBN978-4-86308-001-0 C2875 Y5600E
総合格闘技における打撃は、小さなオープンフィンガーグローブの着用と、投げやタックルへの対処により、ボクシングや
キックボクシングとは異なる技術を必要とする。打撃技術の目覚ましい向上を見せ、修斗のチャンピオンとなった外園晶敏と
中蔵隆志。彼らを育てた吉鷹弘のメソッドとは?徹底した研究と実践により生み出された、総合格闘技で勝つための打撃テク
ニック。

サイトの詳細ページへ

総合格闘技完全打撃マニュアル

実践編

SPD-5217●112分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125652179■ISBN978-4-86308-289-2 C2875 Y5600E
総合格闘技界の最先端を走る打撃技術。さらに深化を遂げた吉鷹理論を徹底紹介。格闘技界における西の名伯楽として名高い
吉鷹弘が、MMAの技術を徹底的に分析し、日本人が世界と闘うために考え抜いた打撃技術。その現在進行形がここに。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

跳関十段

青木真也

SPD-3518●106分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125635189■ISBN4-87389-910-9 C2875 Y5600E
柔道をバックボーンとした得意の関節技を武器に、
柔術や総合格闘技、
グラップリングなどを股にかけて活躍する青木真也。
立った状態から素早く相手に跳び付き極めてしまう素晴らしいキレ味の関節技で、
跳関十段の異名を持つ青木が、
跳び十字、
脇
固め、
スピニングチョークなど、
極め技の極意を丁寧に実演、
解説する。

サイトの詳細ページへ

サンプルムービー

跳関十段2

青木真也

SPD-3616●130分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636162■ISBN978-4-86308-043-0 C2875 Y5600E
狙うは関節技による一本勝ちのみ!打撃の攻防が主流となっている総合格闘技界にあって、徹底して極めによる勝利にこだわ
り、
その超絶テクニックで一本の山を築いている青木真也。驚異的な発想と、あらゆる体勢から繰り出される多彩なテクニッ
クは、
観衆を魅了し大人気を呼んでいる。大ヒット作の第2弾。

サンプルムービー

青木真也

サイトの詳細ページへ

跳関十段3 「極める。」

SPD-3626●115分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636261■ISBN978-4-86308-229-0 C2875 Y5600E
世界最高峰の寝技師として注目を集めるDREAMライト級王者・青木真也が、MMAで「極める」ためのテクニックを徹底解説。
DREAMライト級王者・青木真也が、
MMAで。
「極める。
」
ためのテクニックを徹底解説。
マウント、
バック、
足関の3つのパターンに
ついて、
自らが研究、
開発した最新の技術を、
惜しみなく公開。
映像特典では07年2月の菊池戦、
09年12月の廣田戦で使用した実戦
テクニックを実演、
解説。
見ればグラッ
サイトの詳細ページへ
プリングが確実に強くなる1枚。
サンプルムービー

青木真也

跳関三十段DVD-BOX

SPD-3633●3枚組351分●税込¥13,200（本体価格¥12,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636339■ISBN978-4-86308-589-3 C2875 Y12000E
卓越したグラウンドテクニックを武器に、長年日本総合格闘技界に君臨する青木真也。世界トップクラスの選手と闘い、
進化
し続けてきたそのテクニックを、隠すこと無く紹介してきたDVD3作品をお買い得なBOXにセットして新発売。

サイトの詳細ページへ

青木真也

MMA BEST GROUND TECHNIQUES

SPD-3629●88分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125636292■ISBN978-4-86308-371-4 C2875 Y5600E
日本が世界に誇る寝技のスペシャリスト、青木真也が教えるMMAテクニック。常に研究をおこたらず、進化を続ける青木が到
達した最先端の技術がここに。映像特典としてシンガポールEVOLVEでのトレーニング風景も特別収録。

サイトの詳細ページへ

青木真也 MMA BEST GROUND TECHNIQUES

テイクダウンを極める

SPD-3631●91分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636315■ISBN978-4-86308-549-7 C2875 Y5300E

卓越したグラウンドテクニックを主体に、世界の強豪と闘い続ける青木真也。世界トップクラスの一人に数えられる実力者と
して長年活躍を続けてきた。その最先端のMMAテクニックを、惜しみなく公開する映像作品。

サンプルムービー
和術慧舟會トイカツ道場

サイトの詳細ページへ

トイカツの下からの寝技

SPD-3620●111分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636209■ISBN978-4-86308-068-3 C2875 Y5600E
寝技のための基礎運動からスイープ、下からの関節技応用技、実戦テクニックそして秘伝のオリジナル技まで持てる技術の全
てを大公開

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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中井祐樹

関節技逃れ方大全(上)

SPD-3621●113分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636216■ISBN987-4-86308-074-4 C2875 Y5600E
事前にサブミッションへ移行される芽を潰してしまうやり方、相手の準備運動を察知して対処するやり方、サブミッションの
体勢に入られてしまってからの逃げ方、グラウンド状態のあらゆる体勢における様々な関節技を取り上げ、その防御方法を教
える。
グラウンドの攻防が得意な人、できるだけグラウンドから逃れたい人、どちらにも役立つ画期的なDVD教則作品。

サンプルムービー

中井祐樹

サイトの詳細ページへ

関節技逃れ方大全(下)

SPD-3622●118分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636223■ISBN987-4-86308-097-3 C2875 Y5600E
事前にサブミッションへ移行される芽を潰してしまうやり方、相手の準備運動を察知して対処するやり方、サブミッションの
体勢に入られてしまってからの逃げ方、グラウンド状態のあらゆる体勢における様々な関節技を取り上げ、その防御方法を教
える。
グラウンドの攻防が得意な人、できるだけグラウンドから逃れたい人、どちらにも役立つ画期的なDVD教則作品。

サンプルムービー

八隅孝平

サイトの詳細ページへ

テイクダウン必勝法

SPD-3623●109分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636230■ISBN987-4-86308-158-1 C2875 Y5600E
数々のグラップリングの大会で実績を残し、組み技日本最強とも噂される実力者・八隅孝平。総合格闘技で日本のトップを走
る選手達が頼るその理論を初公開。総合格闘技は打・投・極の３つの技術と言われながら、最も注目されてこなかった組み技。
試合に生きる様々なテイクダウンと抑え込みの技術。

サンプルムービー

Pancrase ism

サイトの詳細ページへ

北岡 悟

SPD-3624●220分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125636247■ISBN987-4-86308-175-8 C2875 Y5600E
五味隆典を下し、見事戦極の初代ライト級チャンピオンとなった北岡悟。自ら選んだ得意のテクニックを披露するテクニッ
ク編と、豊富なキャリアの中から思い出に残るベストバウトを選んだ名勝負編で構成されるアンソロジー。[収録項目]フロン
トチョーク/変型チョーク/ヒールホールド/アキレス腱固め/変型腕固め/vsペリグリーノ/vsシュルツ/vsコンディット/vsデイ
リー/vsジュピョ/vsモンテイロ

サンプルムービー

長南 亮

サイトの詳細ページへ

最先端MMAテクニック

SPD-3627●83分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636278■ISBN978-4-86308-252-6 C2875 Y5600E
アメリカMMAマットに闘いを挑みながらTEAM QUESTでトップ選手たちとの切磋琢磨を続けた長南亮。その最先端テクニッ
クを大公開!スタンドでの打撃/テイクダウンの攻防/パウンド/アンダーポジション/グラウンドでの肘打ちを実演・解説。

サイトの詳細ページへ

勝村周一朗

ザ・ニンジャチョーク

SPD-3628●101分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636285■ISBN978-4-86308-265-6 C2875 Y5600E
修斗世界フェザー級チャンピオン勝村周一朗が王座を奪取したあのテクニックを大公開!現在のMMA界において最も注目
されている技ニンジャチョークの形、入り方、極め方などを丁寧に紹介。様々な体勢、ポジションから繰り出されるニンジャ
チョークは変幻自在、まさにニンジャそのもの。

サイトの詳細ページへ

マモル

最先端MMAテクニック

SPD-3630●70分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636308■ISBN978-4-86308-468-1 C2875 Y5600E
修斗の世界王座フェザー＆バンタム２階級の初代王者であり、さらにはKing of the Cageでも王者になったマモル。
対戦相手
を次々とKOで葬り、世界の強豪と互角以上に渡り合ってきた数少ない日本人ファイターの一人であるマモルが最先端MMA
テクニックを初めて公開！

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

弘中邦佳

肩甲骨と骨盤の動きで勝つMMA

SPD-3632●92分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636322■ISBN978-4-86308-575-6 C2875 Y5300E
MMAを制する秘訣は肩甲骨と骨盤にあった！弘中邦佳が教えるMMA上達法。同じ技でも肩甲骨と骨盤を使うことで効果が
飛躍的にアップする。一流選手の隠された強さの秘密を大公開。打撃、テイクダウン、サブミッション、すべてののレベルアッ
プに。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

鈴木秀樹 キャッチアズキャッチキャン入門

SPD-3635●83分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636353■ISBN978-4-86308-809-2 C2875 Y5000E
「全身どこを使ってもOK」のレスリング”キャッチアズキャッチキャン”。アマチュアレスリングと一線を画する多彩な関節技は、長年
世界中のプロレスファンを魅了してきた。CACCの技術を世界に広めた代表選手ビル・ロビンソンに学んだ鈴木秀樹が、キャッチの基
本を丁寧に実演解説。

サイトの詳細ページへ

今成正和

足関節を極める

SPD-3636●72分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636360■ISBN978-4-86308-802-3 C2875 Y5300E
今成正和の名は、今や足関節技の代名詞として世界に鳴り響いている。アキレス腱、ヒザ十字を柱とした様々な足関節技のパ
ターンや独特のムーブで知られる今成ロールなど、数十年にわたって追求してきたテクニックの、現時点での到達点を惜しみ
なく公開。

サンプルムービー

平直行

総合武術入門

サイトの詳細ページへ

武術を格闘技に活かす！

SPD-9410●106分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694100■ISBN978-4-86308-379-0 C2875 Y4800E
長い歴史の中で育まれた武術の技は、非常に精緻な体系を持つ。それらの技術を、現代の知識、概念によって解明し、
わかりや
すい言葉で置き換えることで、格闘技に活かすことを平直行は考えた。同じに見える技が、武術の概念を取り入れることで、
見
違えるような威力を発揮する。格闘技界の道標となる活動を続けてきた平直行が、また大きな一石を投じた!

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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女子総合格闘技
WOMEN'S MMA

SMACK GIRL BEST BOUTS 2002 Feb.〜Sep.

SPD-2205●120分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125622059■ISBN4-87389-676-2 C3875 Y5600E
スマックガール2002 年の闘いから篠社長自らが厳選した名勝負、話題の一戦を10 試合。さらに2 月から9 月までの全大会の
流れを追うとともに、代表選手7 名にインタビュー。2002SMACK の全てがこの1 枚に。辻結花、しなしさとこ、石原美和子ら代
表選手7 名の歴戦の記録& インタビューも収録。

サイトの詳細ページへ

SMACK GIRL JAPAN CUP 2002

SPD-2206●120分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125622066■ISBN4-87389-689-4 C3875 Y5600E
ライト級とミドル級の2 階級に分かれて行われたSMACK GIRL のジャパンカップトーナメント。
ライト級はしなしさとこ、
ミドル
級は辻結花と、
大本命が激戦を勝ち抜き優勝を果たした。
このトーナメント全試合に加え、
11.9 ディファ有明大会や久保田有希の
復帰戦が行われた12.29TFM ホール大会のトーナメント以外の試合も特典として収録。

サイトの詳細ページへ

SMACK GIRL 2003 vol.1

SPD-2208●120分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125622080■ISBN4-87389-712-2 C3875 Y5600E
何でも有りの女子格闘技スマックガール。2003 年上半期の全試合を収録。辻結花、しなしさとこ、久保田有希、ウィンディ智美、渡辺久江と、
様々な競技をバックボーンにした選手たちが力を伸ばし、女子総合という新しいジャンルも飛躍の時を迎えた。海外から来襲する強豪選手
たち、そしてジェット・イズミ、真、唯我などの新興勢力も続々参戦。

サイトの詳細ページへ

SMACK GIRL 4

SPD-2210●193分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622103■ISBN4-87389-765-3 C3875 Y5600E
女子による総合格闘技の大会として歴史を重ねてきたスマックガールの第4 弾。2003 年9 月から2004 年3 月までの5 大会を
収録。しなしさとこ、吉住絹代、ジェット・イズミ、15、大門まい子らの常連選手に加え、羽島まゆみら新勢力も頭角を現します
ます魅力充実。

サイトの詳細ページへ

SMACK GIRL

聖地凱旋

SPD-2211●120分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125622110■ISBN4-87389-795-5 C3875 Y3800E
スマックガールが3 年8 カ月ぶりに聖地・後楽園ホールに帰ってきた。女王・辻結花が念願のグラウンド顔面パンチ有りルー
ルで、
エリカ・モントーヤと激突。藤井恵は総合ルールに初挑戦で松本裕美と対戦。他に高橋洋子vs 唯我、AKINOvs たま☆ちゃ
ん、
舞vs 川畑千秋、ロイヤルスマックなど、全試合を収録。

サイトの詳細ページへ

SMACK GIRL WORLD ReMix

2004.12.19ツインメッセ静岡

SPD-2212●191分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622127■ISBN4-87389-822-6 C3875 Y5600E
8人の強豪によるサバイバルトーナメント。スマックガールが世界最強の女を決めるために開催したWORLD ReMix全試合を
完全収録。トーヒル、キャロリーナクーネン、藪下、高橋、石原、モダフェリ、フーパーと、最強を争うに相応しい8人が顔を揃え
た。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

SMACK GIRL VI

SPD-2214●234分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622141■ISBN4-87389-863-3 C3875 Y5600E
スマックガール総集編第6弾は、2005年1月の北沢大会から6月の後楽園大会まで4大会を収録。辻結花vs渡辺久江のライト級
初代王者決定戦をはじめ、クールファイター近藤有希の引退試合マーロス・クーネン戦、藪下めぐみ、テビ・サイ、
女子プロレス
ラー大向美智子らが参戦したミドル級初代王者決定トーナメントなど、女子格闘技の名勝負がズラリ勢揃い。

サイトの詳細ページへ

SMACK SEVEN

SPD-2215●224分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622158■ISBN4-87389-893-5 C3875 Y5600E
2006年7月の北沢大会から11月の後楽園大会まで4大会を収録したスマックガール総集編。辻結花vsおっさんのライト級タイ
トルマッチ、内外の中量級選手が総出場したミドル級トーナメント決勝とスマックの総力を結集した真夏の代々木大会。
しな
しさとこvs大室奈緒子、渡辺久江vs茂木康子ら新設されたフライ級の4選手が出場し、最軽量記念日と銘打たれた後楽園大会
など、
注目の対戦が目白押し。

サイトの詳細ページへ

SMACK GIRL 8

SPD-2216●203分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622165■ISBN4-87389-945-1 C3875 Y5600E
2006年の最強女子は誰か?女王・辻結花のタイトルマッチから頂女決戦まで、2006年上半期の激闘を多数収録。さらに映像特
典として「女子格闘家15日記 出張版」と「辻結花 新たなる挑戦」を収録。選手層も厚くなり、ますますSMACKのリングから目が
離せない!

サイトの詳細ページへ

SMACK GIRL 9

SPD-2218●220分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622189■ISBN4-87389-978-7 C3875 Y5600E
2006年7月ゴールドジムでのグラップリングトーナメントから、赤野vsヘイゼルのミドル級女王決定戦が行われた9月の後楽
園、
10月西調布でのberry15のラストマッチ、瀧本vsリサ、大室vs吉田、藤井vsマーレイと注目カードが連続した11月後楽園大
会、
そして2007年3月、端vsスター、しなしvs瀧本などが行われた新宿FACE昼夜興行まで、全5大会、
37試合を収録。

サイトの詳細ページへ

THE LEGENDS of AX

SPD-2213●245分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622134■ISBN4-87389-842-0 C3875 Y5600E
日本女子格闘技界を代表するスター選手が集った伝説の団体AX。歴史に残る数々の名勝負が蘇る。時代が追い付かず、
わずか
1年で活動停止となったが、その活動がなければ、世界でも希有な女子総合格闘技が、日本に根付くことはなかった。今では実
現不可能と思われる豪華カードが並ぶAXの全5大会を収録。

サイトの詳細ページへ

女子総合格闘技

JEWELS

SPD-2232●201分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622325■ISBN978-4-86308-313-4 C3875 Y5600E
女子だけの総合格闘技の大会として世界でも類を見ないユニークな活動を続けているJEWELS。前身であるスマックガールの
遺産を受け継ぎながら、次々と新たなスター候補をデビューさせ、着実な進歩を見せた。旗揚げから2周年を迎えて行われた
後楽園大会をメインに、歴史を彩った数々の名勝負を収録。

サイトの詳細ページへ
~WOMEN'S FIGHTING ENTERTAINMENT~

JEWELS 2

SPD-2234●245分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125622349■ISBN978-4-86308-415-5 C3875 Y5600E
強く、
美しい女性たちの闘いにますます人気が沸騰。世界で唯一、女子だけの総合格闘技団体JEWELSの総集編DVD第2弾。
2011年5月に行われた「JEWELS 13th RING」から2012年5月の「JEWELS 19th RING」までの7大会から、現女王浜崎朱加と絶対女
王と呼ばれた辻結花との女子頂上決戦など名勝負を厳選。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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MMAの宝石

長野美香

MIKALAND

SPD-2235●92分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125622356■ISBN978-4-86308-440-7 C3875 Y4800E
美しすぎる女子格闘家として評判を呼ぶ長野美香の闘いを集めた総集編。女子格闘技界の宝石と言われ、そのルックスでたち
まち人気選手となった彼女の闘いの軌跡を追い、素顔に迫ったインタビューもたっぷりと収録したファン待望の作品。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

行くぜっ！杉山しずか

SPD-2237●62分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125622370■ISBN978-4-86308-497-1 C3875 Y4800E
女子総合格闘技JEWELSの元気印・杉山しずか。そのピュアでキュートな魅力が満載！JEWELS旗揚げ戦でのプロデビュー戦か
ら最新の試合までメモリアルマッチの数々。そして格闘家生活を振り返り、女性杉山しずかの素顔に迫ったインタビュー。

サイトの詳細ページへ

ジョシカク伝説 vol.1

～Forever Smack Girl～

SPD-2238●67分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125622387■ISBN978-4-86308-737-8 C3875 Y4500E
かつて日本には、スマックガールという名のリングがあった。ジョシカク黎明期。明日を信じて戦い続けた女子選手たちの熱
いスピリットがここに。
［主な収録試合］ナナチャンチン＆玉井敬子vs虎島尚子＆照井和瑛/辻 結花vsナナチャンチン/渡邊久
江vs大門まい子 他

サンプルムービー

ジョシカク伝説 vol.2

サイトの詳細ページへ

～M.M.A. vs Pro-wrestling～

SPD-2239●67分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125622394■ISBN978-4-86308-741-5 C3875 Y4500E
［主な収録試合］HARI vs 赤野仁美/たま☆ちゃんvs唯我/茂木康子vs深谷愛/斎藤”edge”あゆみvs石川美津穂/キム・ヒョンソン
vs藪下めぐみ/イ・ヒジンvs大向美智子/山田よう子vs大貫はるか/横瀬いつかvs岡田円/風香vs川畑千秋/前川久美子vsたま☆
ちゃん/WINDY智美vs小八ヶ代真紀/赤野仁美vs彩丘亜沙子 他

サイトの詳細ページへ

ジョシカク伝説 vol.3

～Critical Women Fight～

SPD-2240●107分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125622400■ISBN978-4-86308-745-3 C3875 Y4500E
［主な収録試合］たま☆ちゃんvsイ・ヒジン/WINDY智美vsチャ・ソンジン/浜田福子vs妖/HARIvs亀井奈津子/辻結花vsキャ
ミー・ホステットラー/弁慶vs村上リエ/森藤美樹vs佐藤瑞穗/諸星和奈vs有賀美由紀/高橋洋子vs武田美智子/Edgevs玉田育子/
中村さくらvs竹下嘉奈子/WINDY智美vsせり 他

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

格闘技その他

OTHER FIGHTING ARTS

麻生秀孝

関節技大全

SPD-3601●120分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125636018■ISBN4-87389-541-3 C2875 Y5600E
日本における関節技の、有数の使い手として古くから総合の世界をリードしてきた麻生秀孝。彼がその技術を惜しげもなく公
開した「THE 関節」と「THE 裏関節」の2 作品を1 枚のDVD に収録。単に技の掛け方を解説するのではなく、それぞれの技の入
り方や変化を様々な状況ごとに紹介しているため、
すぐ実戦に役立てることができる。

サイトの詳細ページへ

麻生秀孝

格闘教室

最強への道

SPD-3625●120分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125636254■ISBN978-4-86308-221-2 C2875 Y5600E
極め技一筋!S.A.W.創始者・麻生秀孝が教える総合格闘技実戦テクニック。あらゆる局面で役立つ実戦的な技を徹底紹介。
がぶ
りからのラリアート袈裟固め/亀の相手への腹刈り十字→フロント逆腕足ひしぎ肩固め/ローリングからの裏アキレス&膝じ
ん帯/カニばさみから膝十字等、総合格闘技に必要な関節技テクニックを多数紹介。

サンプルムービー

矢部 良

サイトの詳細ページへ

カポエィラ

SPD-3710●105分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637107■ISBN4-87389-957-5 C2875 Y5600E
陽気な歌とビリンバウ、
パンデイロの響き。
激しいリズムとアクロバティックな動きにカモフラージュされたカポエィラの真
の姿は、
その動作ひとつひとつに武術的合理性がある。
創始者メストレ・ビンバの直系メストレ・バンバ氏の下で学び、
日本人
として初めてカポエィラの道場を設立した第一人者矢部良が、
カポエィラの様々なテクニックを紹介。
[収録内容]基本動作/基
本蹴り技/体術/応用動作/ホーダ

サンプルムービー

G.V.ポポフ

サイトの詳細ページへ

ロシア軍特殊部隊戦闘格闘術

SPD-3714●51分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／日本語字幕
Jan.4941125637145■ISBN978-4-86308-055-3 C2875 Y5600E
旧ソ連邦の空挺部隊および内務省特殊部隊で、
格闘術のリーダーとして長年にわたり指導を行ってきたポポフ氏。
その技は、
あ
らゆる状況において、
確実に相手の攻撃を制し、
自らの身を守ることができる。
様々な危険が潜む今日の世界で、
その技術を一般
の人々に教えることは、
極めて有益であるとの認識から、
ここに公開されることになった。

サイトの詳細ページへ
サレム・アスリ

サバットvol.1

入門篇

SPD-3716●77分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637169■ISBN978-4-86308-075-1 C2875 Y5600E
フランスの国技として知られるサバット。それは、パンチ、キックを主体とし、最も多くの競技人口を持つボクス・フランセー
ズ、
投げ技、関節技のパリジャン・レスリング、そしてステッキで打ち合うラ・キャンの3つからなる総合格闘技である。
ヨー
ロッパの騎士道、そしてその精神を身につけるのに、最も適した格闘技と言われるサバット、その真の姿を紹介する。

サンプルムービー
サレム・アスリ

サバットvol.2

サイトの詳細ページへ

上級篇

SPD-3717●68分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125637176■ISBN978-4-86308-081-2 C2875 Y5600E
サバットにおける一番の特徴は靴を履いていることである。堅い爪先や踵を使った多種多様な蹴り技は、キックやムエタイと
は異なる独特の間合いを持つ。その攻撃は、まさに一撃必倒である。第2弾上級編では、コンビネーションやフェイント、返し
技などボクス・フランセーズの実戦テクニックと、パリジャン・レスリング、ラ・キャンの基本を紹介する。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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毛利元貞

毛利流サバイバル戦闘術

SPD-3802●53分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125638029■ISBN4-87389-736-X C2875 Y5600E
自分の身体は自分で守らなければならない。危険を事前に回避するための心構えや行動、そして危険に遭遇してしまった時の
格闘術、実戦における四大原則「防止」
「警戒」
「対処」
「離脱」など、毛利元貞がサバイバルテクニックのすべてを明かす。
特殊な
訓練を必要とせず、現代を生きる人々が身を守るために必要な技の数々を紹介する。

サイトの詳細ページへ

横山雅始

総合実戦護身術功朗法

デッドゾーンからの生還

SPD-3803●88分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125638036■ISBN4-87389-747-5 C2875 Y5600E

暴漢の突発的な攻撃により、そのような絶体絶命の状態におちいってしまった時にどう対処すれば良いか。凶悪犯罪が激増す
る現代社会にあって、様々な危険から身を守る実践的武術として考案された功朗法。相手の行動を先に読み、最小、
最速の動き
で制する方法を紹介する。

サイトの詳細ページへ

横山雅始

総合実戦護身術功朗法2

歩きながら敵を制す

SPD-3805●77分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125638050■ISBN978-4-86308-066-9 C2875 Y5600E
総合実戦護身術功朗法はその高い実戦性、実用性から多方面で注目され、国内のみならず海外でも、警察官、軍人、
武道・護身術
指導者、ボディガードなど数多くのプロフェッショナルが指導を受ける武術として名高い。第２弾は敵の攻撃をかわしながら
側面や背面へ回り込み制圧する戦術性の高い歩法を紹介。

サンプルムービー

キモ・フェレイラ

サイトの詳細ページへ

拳法術

SPD-3807●60分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／日本語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125638074■ISBN978-4-86308-190-1 C2875 Y5600E
ハワイの伝統武術ルアにはじまり、太極拳、白鶴拳などの中国伝統武術、カリに代表されるフィリピン、インドネシアなど東
南アジアの武術、そして日本古武術の空手、合気柔術。世界のあらゆる武術を統合し、有機的に編纂。実戦に即した技術のみを
抽出したもの。それがキモ師範の教える拳法術である

サイトの詳細ページへ

キモ・フェレイラ

路上の戦闘術

SPD-3824●101分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層／日本語字幕
Jan.4941125638241■ISBN978-4-86308-655-5 C2875 Y5300E
心神喪失者による突発的な事故。悪意を持った犯罪者による突然の襲撃。現代の路上には危険が満ち満ちている。
突然の襲
撃への心構えとその対処法を長年にわたり研究し続け、セキュリティの専門家として安全確保の方法を指導してきたキモ・
フェレイラ。その集大成がここに。

サイトの詳細ページへ

米山俊光

現実対応型制圧術

SPD-3809●120分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125638098■ISBN978-4-86308-419-3 C2875 Y5600E
警察官として直面した様々な闘争の経験を基に現実の危機に対応するための数々のノウハウを初公開。人の身体は気持ちの
持ち方で全然動きが変わってくる。さらに、自分の気持ちひとつで、相手の動きも変わってくる。逆上した暴漢、錯乱した薬物
中毒者、狡猾な犯人を相手にした厳しい現場を多数経験してきた米山俊光が、実際の闘争において本当に役立つ制圧術を紹介
する。

サンプルムービー

米山俊光

サイトの詳細ページへ

現実対応型組討術

SPD-3822●74分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125638227■ISBN978-4-86308-562-6 C2875 Y5300E
相手と接触する一瞬が命。そこで闘いの結果が決まる。多くの相手を想定しなくてはならない現実の闘いでは、時間をかけず、
瞬時に相手を倒すことが必要。視野を広くし、全体を見通すことが大切である。武道の達人ではなく、普通の人間が現実の闘争
を制する術＝組討術を紹介。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

米山俊光

現実対応型格闘術

SPD-3825●83分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125638258■ISBN978-4-86308-685-2 C2875 Y5300E
実際の戦いにおける戦法、戦術、戦略。それが現実対応型格闘術である。路上において戦わなくてはならない状況に陥ってし
まった時、最も大切なことは危険な状況を切り抜けて離れること。突き、蹴り、組み、多人数。様々な状況における具体的な戦い
方を紹介。

サイトの詳細ページへ

西村政志

真護身

SPD-3826●112分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125638265■ISBN978-4-86308-822-1 C2875 Y5000E
喧嘩二千戦無敗と称され、数多くの武勇伝で知られる西村政志。だがその素顔は単なる喧嘩屋ではなく、50年以上にわたる経
験を誇る警備、ボディーガードのプロである。どんな相手か？何人か？どのような状況か？何が起こるかわからない、
あらゆ
る現場で確実に身を守る術とは？一瞬の攻防が明暗を分ける。本物の護身術がここにある。

サイトの詳細ページへ
アレクサンドル・メドベージェフ

UNIBOS(ユニボス) 鈎爪の技術〜防御のための打撃・攻撃

SPD-3811●85分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO ロシア語／日本語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125638111■ISBN978-4-86308-176-5 C2875 Y5600E

旧ソ連邦の秘密警察として恐れられたKGB。そこに伝わる格闘術を公開する実戦戦闘術を紹介するシリーズの第1弾。
まず最
初に身につけなくてはならない格闘の最も重要な原理を解説。身体中の急所とロシア独特の打撃法、相手の様々な攻撃をかわ
し、
しとめる感覚のトレーニング、メディテーションとコンセントレーションの方法、格闘の動きなどについて、
詳しく説明す
る。

サイトの詳細ページへ

アレクサンドル・メドベージェフ

UNIBOS(ユニボス) 2

鈎爪の技術vol.2〜瞑想と雲の動き

SPD-3812●75分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO ロシア語／日本語字幕／ALL／片面1層
Jan.49411256238128■ISBN978-4-86308-191-8 C2875 Y5600E

旧ソ連邦の秘密警察として恐れられたKGBに伝わる格闘技DVD第2弾。まず身につけなければならない格闘の最も重要な原理
を紹介。身体中の急所とロシア独特の打撃法、相手の様々な攻撃をかわし仕留める感覚のトレーニング、メディテーションと
コンセントレーションの方法、格闘の動きなど。

サイトの詳細ページへ
イーゴリ・ザイツェフ

ロシヤ戦闘護身術vol.1

拘束と連行の方法

SPD-3813●51分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／日本語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125638135■ISBN978-4-86308-231-1 C2875 Y4800E
視野の広いトレーニング。状況的、精神的、心理学的方法。相手を拘束し連行する技術と応用。第2次世界大戦において、
ソ連軍
参謀本部情報総局の中で採用された究極の戦闘護身術。平均的な人が、いかなる相手と遭遇しても封じることが出来るよう体
系化されたメソッド。

サイトの詳細ページへ
イーゴリ・ザイツェフ

ロシヤ戦闘護身術vol.2

二人掛りの拘束と連行の方法

SPD-3814●51分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／日本語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125638142■ISBN978-4-86308-240-3 C2875 Y4800E

Hand to Hand Fighting System。ソ連軍参謀本部情報総局が採用した究極の戦闘護身術。スメールシュとはスパイに死を、
と
いう意味。その原理は、シンプルそのもの。余分なものを徹底して排したサバイバルの術。その第2弾。

サイトの詳細ページへ
アレクサンドル・メドベージェフ

UNIBOS 3(ユニボス) 自己防衛と攻撃Vol.1

SPD-3815●80分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO ロシア語／日本語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125638159■ISBN978-4-86308-274-8 C2875 Y4800E
旧ソ連邦の秘密警察として恐れられたKGBに伝わる実戦格闘術が初めて公開される。まず身につけなければならない格闘の
最も重要な原理の紹介。そして敵の攻撃を的確に捌き最も効果的に反撃する方法、相手のバランスを崩すための様々なテク
ニックを紹介。格闘技と武術を融合させたロシヤ独特の戦闘術。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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アレクサンドル・メドベージェフ

UNIBOS 4(ユニボス) 自己防衛と攻撃Vol.2 格子による一般的な方法と訓練

SPD-3816●80分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO ロシア語／日本語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125638166■ISBN978-4-86308-281-6 C2875 Y4800E

旧ソ連邦の秘密警察として恐れられたKGBに伝わる格闘技DVDの第4弾。いよいよ実戦編がスタートする。バランスを崩し相
手を無力化し攻撃するための様々な技術、トレーニング方法を紹介する。戦闘用に開発された無駄のない実戦技。
コンバッ
ト・スクール以外では決して公開されることのなかった原理と体系。ロシア戦闘術の古くて新しいスタイルである。

サイトの詳細ページへ
アレクサンドル・メドベージェフ

UNIBOS 5(ユニボス)

技のワナと術Vol.1

SPD-3817●82分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO ロシア語／日本語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125638173■ISBN978-4-86308-393-6 C2875 Y4800E
いよいよ実戦編がスタートする。次回リリースするDVDと2巻で、バランスを崩し相手を無力化し攻撃するための様々な技
術、
トレーニング方法を紹介する。戦闘用に開発された無駄のない実戦技。コンバット・スクール以外では決して公開されるこ
とのなかった原理と体系。ロシア・スタイルの古くて新しいスタイルである。

サイトの詳細ページへ

ステンカ

SPD-3821●146分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO
Jan.49411256238210■ISBN978-4-86308-541-1 C2875 Y5300E

ロシア語／日本語字幕／ALL／片面1層

ステンカとは、ロシア語で「壁」を意味する。長い歴史を誇るロシア固有の伝統武術である。１対１の戦いだけでなく、
集団対集
団の戦いを基にした世界でも類のないシステムである。集団で壁を作って戦うためのあらゆるメソッドは、生活の中から生ま
れ、
実際の白兵戦に最も有効なものである。草を刈る、弓を引く、櫂（かい）で漕（こ）ぐ、薪を割る、土を掘る動きがそのまま技と
なり、
しかも、攻撃と防御が一体となる。

サイトの詳細ページへ

実戦ナイフ・ディフェンス

原理とテクニック

SPD-3823●95分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO
Jan.4941125638234■ISBN978-4-86308-591-6 C2875 Y5300E

仏語／日本語字幕／ALL／片面1層

刃物による事件が後を絶たない世相を反映して、現在非常にニーズが高まっているナイフ・ディフェンス・テクニック。
対武器
のスペシャリストとして、北米を中心にセキュリティやシークレットサービスなどに指導を行ってきたベルナード・グレゴ
アーが、直接的なナイフによる攻撃から身を守る方法を教える。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

はじめようシリーズ
LET'S BEGIN

大橋秀行

はじめようボクシング

SPD-0501●78分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.49411256305014■ISBN978-4-86308-475-9 C2875 Y4800E
大橋ボクシングジムのカリキュラムに沿ったボクシングのABC。基本的な構え、ジャブ、ワン・ツーにはじまり、本格的な実戦
に入っていくまで、選手として身につけるべきほぼすべての基本的な技術を丁寧に紹介。これからボクシングをはじめようと
思う全ての方に。

サンプルムービー

小林孝至

サイトの詳細ページへ

はじめようレスリング

SPD-0502●113分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.49411256305021■ISBN978-4-86308-488-9 C2875 Y4800E
天才と称された高度なテクニックを誇り、初出場のソウルオリンピック・フリースタイル-48kg級で見事金メダルを獲得。
現役
引退後は児童から学生まで幅広い層を指導し、大きな実績を残している小林孝至。金メダルにつながる、見落とされがちな基
本技の細かな注意点から、独創的なオリジナルテクニックまでを丁寧に紹介。

サイトの詳細ページへ

新田明臣

はじめようキックボクシング

SPD-0503●70分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.49411256305038■ISBN978-4-86308-492-6 C2875 Y4800E
キック界を代表する名選手を次々輩出しながら、キッズからアマチュアまで幅広い層への丁寧な指導で知られるバンゲリン
グベイ。新田明臣会長以下、藤原あらし、寒川直喜らの所属一流選手達が、パンチ、キックから、ディフェンス、コンビネーショ
ン、
サンドバッグ、シャドー、ミット練習までを丁寧に紹介。

サンプルムービー

中井祐樹

サイトの詳細ページへ

はじめようブラジリアン柔術

SPD-0504●73分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STERE／/ALL／片面1層
Jan.49411256305045■ISBN978-4-86308-476-6 C2875 Y4800E
パラエストラ東京のカリキュラムに沿ったブラジリアン柔術のABC。ブラジリアン柔術の基本的な知識から、基礎運動、
ベー
シックなテクニック、道場での練習内容まで、道場に入門した初心者がまず身につけるべきすべての項目を丁寧に紹介。
これ
からブラジリアン柔術をはじめようと思う全ての方に。

サンプルムービー

田中康弘

サイトの詳細ページへ

はじめようサンボ

SPD-0505●61分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.49411256305052■ISBN978-4-86308-495-7 C2875 Y4800E
日本の柔術を源流とし、今は無き旧ソ連邦を構成した各共和国に伝承された民族格闘技のエッセンスを加え、国技として制定
されたサンボ。自由な発想から生み出された独自の投げ技や関節技は、柔道や総合格闘技等の他の格闘技でも活躍する多数の
名選手を生み出した。ユニークでオリジナリティあふれるサンボの技を、第一人者田中康弘が惜しみなく紹介。

サイトの詳細ページへ

土肥 豊

はじめよう日本拳法

step.1

SPD-0506●101分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.49411256305069■ISBN978-4-86308-505-3 C2875 Y4800E
日本拳法を志すすべての人に向けた基本から応用までの丁寧な技術解説。日本拳法は、突き、蹴りなどの打撃技に加え、
組み
技、
逆捕り技などを持つ武道であり、防具を装着した稽古によって効率的に技術を身につけることのできる、安全かつ合理的
な武道スポーツとして普及してきた。正しい日本拳法の技術を教えるDVD第1弾

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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土肥 豊

はじめよう日本拳法

step.2

SPD-0507●93分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125605076■ISBN978-4-86308-516-9 C2875 Y4800E
日本拳法は、突き、蹴りなどの当身技と、投げ、関節捕りなどの組打技。双方の技術を併せ持った日本発祥の徒手格闘術であ
る。
防具を装着し、直接相手に攻撃を加える実戦形式の稽古を行うことで、安全かつ効率的に技術を学ぶことができる。
その基
本技術を丁寧に実演、解説するビデオ教則作品の第２弾

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

Dr.F

DOCTOR FUTAESAKU

Dr.F

格闘技の運動学 vol.1

SPD-9554●114分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695541■ISBN978-4-86308-390-5 C2875 Y4800E
知れば必ず役に立つ!格闘技ドクターが紹介する強くなるためのヒント!医学的根拠に基づいたコンディショニング。
解剖学、
運動学に基づいたテクニックと戦術。驚くべき効果と効率を誇るトレーニング。vol.1では視覚の機能向上、固有感覚向上ト
レーニング、格闘技と反射、格闘技と呼吸、格闘技動作改善プログラムを紹介。

サイトの詳細ページへ

Dr.F

格闘技の運動学 vol.2

SPD-9555●97分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695558■ISBN978-4-86308-402-5 C2875 Y4800E
競技者を医学的な観点からサポートし大きな成果を上げているDr.F。あらゆる競技者のパフォーマンス向上に有効な様々な
運動学を公開。vol.2では、関節角度、連動と格闘技ストレッチ、格闘技と頸反射、動作と重力、格闘技動作改善プログラムを紹
介。
Dr.Fの親友John Blackwell氏のオリジナルサウンドトラックも必見。

サイトの詳細ページへ

Dr.F

KOの解剖学

顔面篇

SPD-9557●122分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695572■ISBN978-4-86308-442-1 C2875 Y4800E
医師の観点から格闘技を解明するドクターFがKOのメカニズムを丁寧に紹介！格闘技者のレベルアップに欠かせない様々な
運動学を紹介し、大反響を巻き起こした前作に引き続き、Dr.Fが取り上げるのは打撃系格闘技の華・KO。相手をKOするための
様々なテクニックを紹介・解説するとともに、パンチドランカー予防法、KO負け後の試合復帰手順等も紹介。

サイトの詳細ページへ

Dr.F

KOの解剖学

ボディ＆下段篇

SPD-9559●119分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695596■ISBN978-4-86308-463-6 C2875 Y4800E
Dr.Fが打撃系格闘技の華・KOを生み出すためのテクニックを紹介する第２弾。相手をKOするためのボディの打ち方、
蹴り方。
そして一撃必殺の下段ローキックのメカニズム。顔面篇に続く格闘技脳の秘密を紹介。さらに今回もドクターと親交の厚い一
流のアスリートが自らのKOテクニックを披露。確実に倒すための最強の1枚がまた生まれた。

サンプルムービー
Dr.F 格闘技の運動学vol.3

反射と重力

サイトの詳細ページへ

基礎篇

SPD-9560●99分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695602■ISBN978-4-86308-521-3 C2875 Y4500E
一流選手が実はフル活用している反射（特に伸張反射）について医学的に解説し、実際に反射を利用した動きの習得法、
効率的
な身体の使い方、誰でもハイキックを蹴ることができる方法など、格闘技の徹底したパフォーマンス向上についてDr.Fが教え
るシリーズ第3弾。

サンプルムービー
Dr.F 格闘技の運動学vol.4

反射と重力

サイトの詳細ページへ

実戦篇

SPD-9561●120分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695619■ISBN978-4-86308-530-5 C2875 Y4500E
レベルアップのための新たなヒント。人体に備わる反射のしくみと地球の重力を生かす驚きの攻撃メソッド。自らの筋力だけ
を使うのではなく、反射と重力を利用することで、攻撃の威力が別次元のものに引き上げられる。たとえ体格、筋力で劣ってい
ても、
互角に戦うことができるようになる。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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Dr.F 格闘技の運動学vol.5

カラテで勝つ格闘技

上巻

SPD-9564●120分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695640■ISBN978-4-86308-660-9 C2875 Y5000E
打撃の効果的な使い方、威力の出し方をはじめ、格闘技の様々な局面で応用できる空手の体捌きを紹介。
［主な収録内容］
不動
立ち
（パンチへの応用／打たれ強さを作る／組み技への応用／ハイキックへの応用）三戦立ち（蹴りへの応用／パンチへの応
用）
前屈立ち（角度調節 他

サンプルムービー

Dr.F 格闘技の運動学vol.6

カラテで勝つ格闘技

サイトの詳細ページへ

下巻

SPD-9565●120分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695657■ISBN978-4-86308-664-7 C2875 Y5000E
［主な収録内容］構えと受け（構えは受けの中にある／構えと神経支配／受けを攻撃として使う／体の使い方を学ぶ）
肩甲骨と
上肢
（パンチと反作用／肩甲骨外転の実験／反射と重力を生み出す／引き手の秘密／肩甲骨がリードする蹴り）
手の使い方
（貫手とパンチ) 他

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

トレーニング
TRAINING

大和龍門

武士トレ

SAMURAI FITNESS BUSHITORE

SPD-8612●61分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／英語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125686129■ISBN978-4-86308-244-1 C2875 Y3800E
武士には決してストレスに潰されることなく、自己の能力を十二分に発揮する二つの技法が伝えられてきた。生き死にと言う
極度の緊張下にあっても精神をリラックスさせ、冷静に敵の攻撃に対処する「心法」。そして最高の集中力と気迫を以て肉体を
合理的に運用し、一撃のもとに敵を葬る「身法」。この二つの秘技を現代に活かした武士のトレーニング。

サイトの詳細ページへ

池本誠知

KICKFIT text

キックボクシングフィットネス AtoZ

SPD-9417●78分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694179■ISBN978-4-86308-801-6 C2875 Y5000E
プロ格闘家が実践してきた身体作りのメソッドを使い、ワンランク上のライフスタイルを提供することのできる本物のト
レーニング法として話題のキックボクシングフィットネス。全身を使った格闘技エクササイズで効率的に動きやすい身体を
作り、
ストレス発散にも最適。プロを目指す格闘家のレベルアップにも！

サイトの詳細ページへ

宮田和幸

格闘ボディメイキング

SPD-9552●70分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695527■ISBN978-4-86308-233-5 C2875 Y4800E
闘うために必要な筋量を養いながら、15分間闘い抜くスタミナを保持し、なおかつ規定体重までの減量を強いられる。
あらゆ
る格闘家にとって、この筋量、スタミナ、体重のバランスは永遠の課題である。宮田和幸が教えるトレーニング、食事、
そして減
量法。
規格外ボディはどのようにつくられたのか!?

サイトの詳細ページへ
格闘家のためのファンクショナルトレーニング

SPD-9553●100分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695534■ISBN978-4-86308-330-1 C2875 Y4800E
ファンクショナル=機能性。使えるカラダをつくる新感覚トレーニング!ファンクショナルトレーニングは筋力トレーニング
で鍛えた筋肉を機能的、効率的に使えるようにし、次々と世界王者を生み出した格闘技界最注目のトレーニング。
スピード、
パ
ワー、
瞬発力、反応力、それらの機能を高め、効率よく使うための感覚を養う。

サイトの詳細ページへ

和田良覚

ザ・プライオメトリックス

ハイパーストレングス肉体改造法

SPD-9556●86分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695565■ISBN978-4-86308-422-3 C2875 Y4800E

爆発力を手に入れろ！格闘家顔負けの肉体を誇り、最強レフェリーの異名を取る和田良覚。国士舘大学陸上競技部監督である
岡田雅次教授考案のプライオメトリクストレーニングをもとに、多数の格闘家を指導。圧倒的なフィジカルを身につけるため
のスピード＆パワートレーニングを紹介する。

サンプルムービー

弘中邦佳

サイトの詳細ページへ

バットダンベル＆イーグルクロー トレーニング

SPD-9558●60分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695589■ISBN978-4-86308-449-0 C2875 Y4800E

古の鍛錬器具が現代の智慧と素材で再現され最新鋭のトレーニング機器として蘇った！上半身をバランス良く鍛えることが
でき、
実戦に役立つ、
使える筋肉を身につけることができるバットダンベル。
イーグルクローは沖縄空手の鍛錬で見られる、
握
力を鍛えるための壺をヒントにしたもの。
そのトレーニングメニューと、
正しいトレーニング方法を教える初めての映像作品。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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石田太志

フットバッグ"体幹"トレーニング

空手蹴り技上達法

SPD-9562●75分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695626■ISBN978-4-86308-573-2 C2875 Y 5000E
立ち技競技者必見！みるみる体幹力がアップし蹴りが別次元のレベルに！フットバッグは、直径5cm程度の柔らかいお手玉
のようなボールを足に乗せて行う競技であり、楽しみながら自然に体幹力と脚力が養われる効果抜群のトレーニングにな
る。
立ち技競技者必見の作品。

サイトの詳細ページへ

トップアスリートストレッチング

SPD-9563●55分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125695633■ISBN978-4-86308-577-0 C2875 Y4500E
ストレッチングは、
様々な運動競技の前後に必ず行わなければならない重要なものであるが、
正しく行わなければ、
その効果は
ゼロどころかマイナスになってしまう。
各部位の筋肉に働きかける正しいセルフストレッチングと、
効果を飛躍的に高めるギ
ア、
骨盤職人とストレッチ用ポールの使い方をも紹介したアスリート必見の作品。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

メディカル
MEDICAL

野呂田秀夫

格闘技・武道のためのメディカルケア

SPD-9451●82分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694513■ISBN978-4-86308-418-6 C2875 Y4800E
格闘技を楽しむ人たちにとって、安全は何よりも大切なものである。しかし、万が一のトラブルが起きてしまった時、
重大な事
故を防ぐためには的確な判断と応急処置が大切になる。医学の知識がなくても救急車が到着するまでに出来ること、
やっては
いけないことを部位、症状ごとに解説。あらゆるジム、道場に必携。待望のDVD作品。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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U系

U relation

伝説の虎戦士

スーパータイガー

SPD-1001●2枚組311分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610018■ISBN4-87389-555-3 C3875 Y10000E
大ブームを巻き起こしたスーパーヒーロー・タイガーマスクが格闘プロレスU.W.F. で復活。前田日明、高田伸彦、藤原喜明ら
と、壮絶な闘いを展開。従来のイメージを覆した本格的なキック、骨が軋むような関節技を主体にしたファイトスタイルは大
きな衝撃を与え、現在の格闘技ブームへと続いている。全17 試合を可能な限りノーカットで収録。

サイトの詳細ページへ

初代タイガーマスク

平成猛虎伝説

SPD-1031●2枚組417分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610315■ISBN978-4-86308-271-7 C3875 Y10000E
プロレス界に彗星の如く登場し、またたく間にスーパーヒーローとなった初代タイガーマスク。その衝撃の登場から30周年
を記念して自らが主宰するリアルジャパンプロレスの旗揚げから最新の大会まで5年間の激闘を完全収録。プロレスの復興
を目指したストロングスタイルの名勝負を2枚組でぎっしりと収録。

サイトの詳細ページへ

蘇る幻の虎戦士

ザ・タイガー<復刻版>

SPD-1008●95分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125610087■ISBN4-87389-584-7 C3875 Y5600E
廃盤となっていたザ・タイガーの幻のビデオ2 作品をDVD で復刻。
人気絶頂のまま新日を退団したタイガーマスクが、
ザ・タイ
ガーとなってファンの前に再びその勇姿を現した。前田、藤原、高田ら、旧友との邂逅が生み出した格闘プロレスという新しい
潮流は、
やがて日本を世界格闘技の中心地へと導くことになる。

サイトの詳細ページへ

THE LEGEND of KINGDOM

SPD-1205●2枚組440分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125612050■ISBN4-87389-713-0 C3875 Y10000E
桜庭和志、高山善廣らの雌伏の時代。勝った者が上に立つ完全実力主義を標榜。これが伝説のキングダムだ! そのルールはシリ
アスであり、高度な技術に裏付けられたレスリングと関節技の攻防がキングダムマットの闘いだった。彼らがまぎれもない実
力者たちであったことは、その後の活躍が証明している。

サイトの詳細ページへ

U-STYLE

SPD-1401●198分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125614016■ISBN4-87389-703-3 C3875 Y5600E
U の 遺 伝 子 を 受 け 継 ぐ 男 田 村 潔 司 が 理 想 の ス タ イ ル を 目 指 し て 作 り 上 げ た 新 し い リ ン グU-STYLE。
2003.2.15 デ ィ フ ァ 有 明 で の 記 念 す べ き 旗 揚 げ 戦 と、三 島 ☆ ド 根 性 ノ 助 と の 名 勝 負 が 生 ま れ た4.6 旗 揚 げ 第2
戦を完全ノーカット収録。さらに、旗揚げ戦前の全選手のインタビューや田村ロングインタビュー、練習風景などを特別収録。

サイトの詳細ページへ

U-STYLE 2nd

SPD-1402●234分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125614023■ISBN4-87389-760-2 C3875 Y5600E
田村潔司率いるプロレスリングU-STYLE の第2 弾。
旗揚げ第3 戦、
初めての大阪大会ではパンクラスミッションの冨宅飛駈と初
対決。
12 月の後楽園では、
U.F.O. の藤井克久を一蹴。そして2004 年2 月の1 周年記念大会では高阪剛を相手に至高の名勝負を
繰り広げた。
田村潔司の3 試合をノーカットで収録する他、
4 大会から多数の名勝負を収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

第一次 U.W.F.
1st U.W.F.

The Memory of 1st U.W.F. vol.1

激闘！U.W.F.旗揚げ

1984年4月11日・大宮スケートセンター

SPD-1061●90+25分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125610612■ISBN978-4-86308-843-6 C3875 Y5000E
日本プロレス史の証言となる超記念碑的ビデオが、実に36 年の時を超えて復刻。プロレスビデオの歴史はここから始まった。
後に大ブレイクを果たすU.W.F. の旗揚げ第一戦。前田日明vs ダッチ・マンテル戦など全5 試合を収録。

サイトの詳細ページへ
The Memory of 1st U.W.F. vol.2

U.W.F.実力No.1決定戦

1984年9月7日＆9月11日・後楽園ホール

SPD-1062●57+68分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125610629■ISBN978-4-86308-844-3 C3875 Y5000E
タイガーマスクを脱皮し新生スーパー・タイガーが誕生。関節技の鬼・藤原喜明、未完の大器・前田日明との死闘2 連戦を収
録し、
プロレスビデオの草分けとなった歴史的大ヒット作品。

サイトの詳細ページへ
The Memory of 1st U.W.F. vol.3

U.W.F.シューティングプロレス

1984年12月5日・後楽園ホール

SPD-1063●56+26分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125610636■ISBN978-4-86308-845-0 C3875 Y5000E
ジムに通って身につけたタイガーの本格的なキック。カール・ゴッチ直伝の技に磨きをかけた藤原の関節技。それまでのプロ
レスでは見られることのなかった攻防は、シューティングプロレスと名付けられた。見る者を戦慄させずには置かない文字通
りの死闘。

サイトの詳細ページへ
The Memory of 1st U.W.F. vol.4

U.W.F.格闘技ロード公式戦Ⅰ

1985年1月7日 東京・後楽園ホール

SPD-1064●52+41分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125610643■ISBN978-4-86308-847-4 C3875 Y5000E
パンクラチオン葬送マッチ篇と名付けられた本作では、タイガーvs 前田の一戦が再び実現。藤原喜明には、タイガーの下で
キックに磨きをかけた山崎一夫が挑む。
さらに特典映像では、レフェリーとして活躍していたミスター空中の一戦と、広島県立体育館での前田vs ハワード、藤原vs 高
田、
木戸vs タイガーの3 試合を特別収録。

サイトの詳細ページへ

The Memory of 1st U.W.F. vol.5

U.W.F.格闘技ロード公式戦Ⅱ

1985年1月20日&2月18日 東京・後楽園ホール

SPD-1065●63+34分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125610650■ISBN978-4-86308-848-1 C3875 Y5000E
格闘技ロードと名付けられたU.W.F. の総当たりリーグ戦は、確かに従来のプロレスではなかった。その証拠に主力のスー
パー・タイガー、藤原喜明が相次いで負傷、欠場を余儀なくされ、他の選手も満身創痍のまま戦い続けた。それは、
カール・ゴッ
チが理想とした、強さだけを追い求めるレスリングそのものであった。

サイトの詳細ページへ
The Memory of 1st U.W.F. vol.6

U.W.F.格闘技ロード公式戦Ⅲ

1985年2月18日 東京・後楽園ホール

SPD-1066●57+43分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125610667■ISBN978-4-86308-849-8 C3875 Y5000E
U.W.F. スタイル。それは従来のプロレスを超えたバチバチのストロング・スタイルであった。暗黙の了解にとらわれない攻撃
に対処するためタイガーは、人気者の証であるマスクと決別する道を選んだ。
誰もが格闘プロレスの確立に向け、一丸となって突き進んでいた。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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The Memory of 1st U.W.F. vol.7

U.W.F.格闘技ロード公式戦Ⅳ

1985年3月2日 東京・後楽園ホール

SPD-1067●60+67分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125610674■ISBN978-4-86308-851-1 C3875 Y5000E
格闘技ロード。この時期のU.W.F. は、キック、スープレックス、サブミッションの技術を競い合う、文字通りの格闘技を確立す
るために戦っていた。彼らの切磋琢磨が礎となり、やがて大輪の花を咲かせて現在のMMA 総合格闘技へと続いた。
そのリングに理想の実現を夢見て参加した若手選手たちの試合も発掘。

サイトの詳細ページへ
The Memory of 1st U.W.F. vol.8

U.W.F.シューティングマッチ

1985年7月25日 東京・大田区体育館

SPD-1068●60+67分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125610681■ISBN978-4-86308-852-8 C3875 Y5000E
現在へと続く世界的な総合格闘技ブームの礎となったU.W.F.。その第1 期の活動はわずか2 年で終焉の時を迎えた。だがスー
パー· タイガー佐山聡が唱えた脱プロレス→シューティングへの移行は、いち早く日本のファンの心を掴んでいた。夏の大田
区体育館には、新時代の到来を信じる者たちの熱気が渦巻いていた。

サイトの詳細ページへ
The Memory of 1st U.W.F. vol.9

U.W.F.ラストマッチ

1985年9月11日

東京・後楽園ホール

SPD-1069●55+71分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125610698■ISBN978-4-86308-853-5 C3875 Y5000E
総合格闘技という新しいスタイルのプロレスリングを作り出す。その夢に向かって突き進んでいたU.W.F. だったが、時代はま
だ追い付いていなかった。理想の確立だけを目指す佐山と、現実的な団体経営のために思い悩む前田の対立は、突然の解散で
終わりを告げた。だが新たな潮流は、押し留めることのできない激流となって流れ始めていた。

サイトの詳細ページへ
The Memory of 1st U.W.F. vol.10

U.W.F.メモリアル

1985年9月2日／大阪・大阪府立臨海スポーツセンター＆9月6日／東京・後楽園ホール

SPD-1070●120分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125610704■ISBN978-4-86308-854-2 C3875 Y5000E
1 年半という極めて短い活動の末に消滅した第1 次U.W.F.。後楽園ホールを除く地方の体育館で開催された大会は、ほぼ例外
なく貧弱な照明設備の下、薄暗いリングと僅かな観客の中で行われた。だが、この活動が無ければ、その後の第2 次U.W.F. の成
功は無く、また、世界的な総合格闘技ブームも全く異なる道を辿ったことは間違いない。
旗揚げ戦・大宮スケートセンターの、まるで地下プロレスのようなリングから始まるこのストーリーは、まさに奇跡である。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

第二次 U.W.F.
2nd U.W.F.

The Legend of 2nd U.W.F. vol.1

1988.5.12後楽園＆6.11札幌

SPD-1041●164分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610414■ISBN978-4-86308-813-9 C3875 Y5000E
その日を誰もが待ち望んでいた。
U.W.F. が独立を果たし、自らの手で興行を開始。再旗揚げの地となった後楽園ホールのチ
ケットは瞬く間に完売し、プロレス界に衝撃が走った。その勢いは止まらず、札幌へと続く。プロレス界を閃光のごとく駆け抜
けた2 年8 ヶ月。記念すべき伝説の始まり。

サイトの詳細ページへ

The Legend of 2nd U.W.F. vol.2

1988.8.13有明＆9.24博多

SPD-1042●182分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610421■ISBN978-4-86308-814-6 C3875 Y5000E
旗揚げ第3 戦の地はオープンエアのコロシアム。大観衆の願いをあざ笑うかのように吹き荒れた前夜の台風は日の出とと
もにかき消え、爽やかな青空が広がった。すり鉢状の客席を埋め尽くした大観衆は、まさしく歴史の証人となった。そして
U.W.F. は西の聖地へと向かう。

サイトの詳細ページへ

The Legend of 2nd U.W.F. vol.3

1988.11.10露橋＆12.22大阪

SPD-1043●172分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610438■ISBN978-4-86308-817-7 C3875 Y5000E
ついに高田が前田を破った！新ルールがU.W.F. の闘いを劇的に変える！後楽園、札幌、有明、そして福岡。プロレス界に大きな
衝撃を与えながら、U.W.F. は名古屋、そして大阪に上陸。純度100% のU.W.F. は、プロレスファンの心に確かな足跡を残した。

サイトの詳細ページへ

The Legend of 2nd U.W.F. vol.4

1989.1.10武道館＆2.27徳島

SPD-1044●217分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610445■ISBN978-4-86308-819-1 C3875 Y5000E
新年第1 弾、そして初進出となる日本武道館。この大会でU.W.F. はクローズド・サーキットを使用した同時中継を行なった。会
場となった劇場に足を運んだ名古屋、大阪、福岡のファンは、前田vs 高田の黄金カードと、山崎一夫初めての格闘技戦をリア
ルタイムで観戦。大きな感動と興奮を味わった。

サイトの詳細ページへ

The Legend of 2nd U.W.F. vol.5

1989.4.14後楽園＆5.4大阪球場

SPD-1045●203分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610452■ISBN978-4-86308-820-7 C3875 Y5000E
所属わずか6 選手という体制で1 年間を戦い抜いたU.W.F. に新たな戦士が参戦！4.3 後楽園ではまず鈴木実が安生洋二と対
戦。
5.4 大阪では藤原喜明vs 船木優治という師弟対決が組まれた。さらに、旗揚げからわずか1 年で進出した大阪球場大会のメ
インイベントにはオランダのサンボ王クリス・ドールマンが登場。前田日明との初対決は大きな話題を集めた。

サイトの詳細ページへ

The Legend of 2nd U.W.F. vol.6

1989.5.21N.K.ホール＆6.14愛知

SPD-1046●183分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610469■ISBN978-4-86308-823-8 C3875 Y5000E
新たな局面に突入したU.W.F. マット。船木、鈴木が新風を吹き込み、会場は未知なる戦いに沸いた。さらに新生U.W.F. の第1 回
入門テストに合格した生え抜きの新人・田村潔司も待望のデビュー。若手の着実な成長が、U.W.F. の新たな地平を開いた。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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The Legend of 2nd U.W.F. vol.7

1989.7.24博多＆8.13横浜

SPD-1047●208分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610476■ISBN978-4-86308-824-5 C3875 Y5000E
真夏の格闘技戦と銘打った有明コロシアム大会から1 年。横浜アリーナに場所を変えて行われたビッグマッチにU.W.F. は、ず
らりと日本人対決を並べた。ともに切磋琢磨してきた盟友同士だからこそ出来る死力を尽くした激闘。会場を埋め尽くした1
万8 千人の大観衆に、これこそがU.W.F. だと訴えた。

サイトの詳細ページへ

The Legend of 2nd U.W.F. vol.8

1989.9.7長野＆9.30-10.1後楽園

SPD-1048●154分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610483■ISBN978-4-86308-826-9 C3875 Y5000E
U.W.F. の原点回帰とも言えた横浜大会に続く2 大会は、その歴史の中で最も多様性に富んだカードが組まれた。船木、鈴木の
加入によって刺激を受けた中野、安生、宮戸の覚醒が大きな力となった。その自信と誇りは、2DAYS 初日のマイクを握った中
野龍雄の「すべての試合がメインイベント」という言葉に表れていた。

サイトの詳細ページへ

The Legend of 2nd U.W.F. vol.9

1989.10.25札幌＆911.29東京ドーム

SPD-1049●239分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610506■ISBN978-4-86308-830-6 C3875 Y5000E
わずか1 年半で東京ドームに進出、各界一流の格闘家が集結！
柔道とレスリングのオリンピックメダリスト、サンボ世界王者、キック界無敵の世界王者にムエタイの帝王。当代きっての一
流選手が顔を揃え、かつてないスケールで開催された格闘技の祭典。旗揚げからわずか1 年半で到達したU.W.F. の頂点。

サイトの詳細ページへ

The Legend of 2nd U.W.F. vol.10

1990.1.16武道館＆2.9大阪

SPD-1050●164分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610506■ISBN978-4-86308-830-6 C3875 Y5000E
新たな局面を迎えたU.W.F. の再出発、激動のラストイヤーが始まる。
東京ドーム大会を大成功させたU.W.F.。それに続く２大会は、自分たちの足元を見つめ直す大事なものとなる。原点に帰り、自
分たちの戦いを検証するためのカード。そして東京ドームで確かな成長を見せた若手たちのチャレンジマッチ。新時代の始ま
りは大いなる時代のうねりを予感させた。

サイトの詳細ページへ

The Legend of 2nd U.W.F. vol.11

1990.2.27南足柄＆4.15博多

SPD-1051●169分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610513■ISBN978-4-86308-832-0 C3875 Y5000E
練習生堀口和郎さんの死去という悲しい事故から約1 年。ようやく実現した南足柄大会では、高田vs 藤原、前田vs 山崎という
メインカードを揃えて追悼の意を示した。
2 度にわたる骨折を乗り越えた船木誠勝とライバル心を燃やす鈴木みのるは、共にレガースを外して登場。独自のカラーを生
み出そうとする実験は、大きな反響を呼んだ。

サイトの詳細ページへ

The Legend of 2nd U.W.F. vol.12

1990.5.4武道館＆5.28宮城

SPD-1052●210分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610520■ISBN978-4-86308-834-4 C3875 Y5000E
ついに前田と船木が初対決！2 度の骨折による長期離脱から復活を果たした船木誠勝がU.W.F. のトップに立つ前田に挑戦。
下剋上を狙う。そして格闘王国オランダからの2 度目の来襲は、フライとハマカーという最凶コンビ。日本武道館は怪しい雰
囲気に包まれた。

サイトの詳細ページへ

The Legend of 2nd U.W.F. vol.13

1990.6.21大阪＆7.20札幌

SPD-1053●186分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610537■ISBN978-4-86308-836-8 C3875 Y5000E
U.W.F. を牽引してきた4 強の一人、山崎一夫が船木誠勝に敗れた。それは、実力主義を謳ったU.W.F. にとって、いつかは訪れる
当然の帰結であった。安生洋二、鈴木みのるらが船木に続けとばかりに牙を磨く。
選手移籍や団体買収という噂に翻弄されながら、3 年目を迎えたU.W.F.。
若手同士の切磋琢磨が、希望の光となっていた。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

The Legend of 2nd U.W.F. vol.14

1990.8.13横浜＆9.13名古屋

SPD-1054●217分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610544■ISBN978-4-86308-838-2 C3875 Y5000E
6.21 大阪で山崎一夫を初めて破った船木誠勝が、横浜アリーナで因縁の相手高田延彦、続く愛知では師匠藤原喜明に挑んだ。
若獅子の躍進がU.W.F. の希望の星となる。さらに、待望の新戦力として冨宅祐輔と垣原賢人がデビューを果たした。まだ誰も、
その後の激動を予想する者はなかった。

サイトの詳細ページへ

The Legend of 2nd U.W.F. vol.15

1990.10.25大阪＆12.1松本

SPD-1055●246分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125610551■ISBN978-4-86308-840-5 C3875 Y5000E
一大ブームを巻き起こしたU.W.F.はわずか2年8ヶ月で消滅の時を迎えた。だがその一瞬の光は、世界中に拡散し、
現在へと続
いている。U.W.F.が切り開いたフロンティア。それぞれの理想と野望を追い求めた戦いの記録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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U.W.F. インターナショナル
U.W.F. International

U.W.F. vs 新日本全面戦争 vol.1

SPD-1201●200分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125612012■ISBN4-87389-556-1 C3875 Y5600E
実現不可能と思われていた夢が突如として実現。全プロレスファンを巻き込む大激震となったU.W.F と新日本プロレスの対
抗戦。それはイデオロギーを越え、闘う者たちの意地と意地が真正面からぶつかり合う熾烈なサバイバルウォーであった。高
田vs 越中、安生& 垣原vs 長州& 永田、佐野vs 武藤、桜庭vs 金本、安生vs 蝶野ほか。

サイトの詳細ページへ

U.W.F. vs 新日本全面戦争 vol.2

SPD-1202●183分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125612029■ISBN4-87389-559-6 C3875 Y5600E
プロレス界に大きな衝撃を残したU.W.F. と新日本の全面戦争は、約1 年に渡り激しい抗争を繰り広げた。それはプロレスの歴
史に記された栄光の日々であり、プロレス界が大きく転回する始まりとなった。高田延彦& 金原弘光 vs 長州 力& 佐々木健介、
桜庭和志 vs 石沢常光、佐野友飛 vs 橋本真也など多数の名勝負を収録。

サイトの詳細ページへ
U.W.F. International

最強伝説 vol.1

SPD-1203●2枚組400分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125612036■ISBN4-87389-639-8 C3875 Y10000E
高田延彦をはじめ、桜庭和志、田村潔司、高山善廣、金原弘光ら錚々たる実力者を次々に輩出したU.W.F. インター。総合格闘技
界に君臨する彼らの原点、出発点となった闘いを収録。鉄人ルー・テーズゆかりのベルトを巡る数々の名勝負や、桜庭、高山、
金原らのデビュー戦など、歴史に残る一戦を収録。第1 弾には高田vs オブライトなど全50 試合を収録。

サイトの詳細ページへ
U.W.F. International

最強伝説 vol.2

SPD-1204●2枚組423分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125612043■ISBN4-87389-661-4 C3875 Y10000E
U.W.F. International は驚異の人材育成団体だった。金原弘光に続き、高山善廣、桜庭和志、山本健一、松井駿介、上山龍紀らが
次々とデビュー、その後日本の格闘技界をリードする選手へと成長していった。ここに収められている試合は、まだ原石で
あった彼らが切磋琢磨し次第にダイヤモンドへと変貌していった、その過程である。全50 試合収録。

サイトの詳細ページへ
安生洋二引退記念DVD

ANJO NEVER DIE

SPD-1339●244分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613392■ISBN978-4-86308-619-7 C3875 Y5300E
波乱万丈のプロレス人生を送ってきた安生洋二がついに現役を引退。聖地・後楽園ホールを温かな観衆で埋め尽くした引退
興行に加え、安生洋二本人が解説をした名勝負BEST3 ＆幻のイスラエル大会、元・UWF インターナショナル取締役であり、
現・
市屋苑代表取締役、鈴木健氏との「今だから話せるU.W.F. と安生洋二の真実」対談も収録。

サイトの詳細ページへ
復刻！ U.W.F. インターナショナル最強シリーズ vol.1

髙田延彦 vs 北尾光司 1992.10.23 日本武道館
SPD-1211●130分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612111■ISBN978-4-86308-727-9 C3875 Y5000E
ついに実現した髙田延彦と、大相撲元横綱北尾光司との格闘技世界一決定戦。2 メートル、140kg という北尾の巨体に髙田の
技は通用するのか？プロレスの威信をかけた大一番は、劇的なフィナーレを迎えた。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

復刻！U.W.F.インターナショナル最強シリーズvol.2

高田延彦 vs ゲーリー・オブライト 1992.9.21 大阪府立体育会館
SPD-1212●130分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612128■ISBN978-4-86308-732-3 C3875 Y5000E
ルー・テーズ。ダニー・ホッジ。ビル・ロビンソン。プレレス史に残る巨人たちが認めた最強の証・世界ヘビー級のベルトをか
けた決戦。” 殺人スープレックス” ゲーリー・オブライトを撃破し、名実ともに最強王者へと駆け上がることができるか!?

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

復刻！U.W.F.インターナショナル最強シリーズvol.3

高田延彦 vs スーパー・ベイダー

1993.12.5 神宮球場
SPD-1213●154分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612135■ISBN978-4-86308-736-1 C3875 Y5000E
ついに実現したベイダーとの一騎打ち。最強の証・プロレスリング世界ヘビー級王座を保持する高田と、アメリカWCW 世界
ヘビー級王者ベイダー。神宮球場という壮大な舞台で繰り広げられた最高峰の戦いに、超満員の大観衆が酔いしれた。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

復刻！U.W.F.インターナショナル最強シリーズvol.4

高田延彦 vs トレバー・バービック 1991.12.22 東京・両国国技館
SPD-1214●143分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612142■ISBN978-4-86308-740-8 C3875 Y5000E
最強を目指す高田延彦が初の格闘技世界一決定戦に挑む！相手はプロボクシングの元世界ヘビー級チャンピオン、
トレバー・
バービック。かつてない緊張感に満ちたリング。高田延彦の最強伝説はこの一戦から始まった。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

復刻！U.W.F.インターナショナル最強シリーズvol.5

'94プロレスリング・ワールド・トーナメント開幕戦 1994.4.3 大阪城ホール
SPD-1215●119分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612159■ISBN978-4-86308-743-9 C3875 Y5000E
U インターがプロレス史に残した金字塔ワールド・トーナメント。他団体の王者に賞金一億円を提示しての出場依頼で話題
を集め、世界の強豪が多数参戦して激闘を繰り広げた。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

復刻！U.W.F.インターナショナル最強シリーズvol.6

'94プロレスリング・ワールド・トーナメント２回戦 1994.5.6 日本武道館
SPD-1216●119分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612166■ISBN978-4-86308-748-4 C3875 Y5000E
ワールド・トーナメント2 回戦。世界の強豪16 選手が激突した1 回戦を勝ち上がった8 人が、再び過酷なサバイバルマッチに
挑む。
髙田延彦、ゲーリー・オブライト、スーパー・ベイダー。3 強の牙城は果たして崩れるのか？

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

復刻！U.W.F.インターナショナル最強シリーズvol.7

'94プロレスリング・ワールド・トーナメント準決勝 1994.6.10 日本武道館
SPD-1217●125分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612173■ISBN978-4-86308-754-5 C3875 Y5000E
最強の座を狙いトーナメントを勝ち上がってきた4 選手が激突。U.W.F. 実力No.2 と呼ばれ成長著しい田村潔司はブルパワー
のベイダーに挑む。そしてエース高田延彦は宿敵、殺人スープレックスのゲーリー・オブライトと対戦。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

復刻！U.W.F.インターナショナル最強シリーズvol.8

'94プロレスリング・ワールド・トーナメント優勝戦 1994.8.18 日本武道館
SPD-1218●128分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラーvSTEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612180■ISBN978-4-86308-758-3 C3875 Y5000E
プロレス界に衝撃を与えたワールドトーナメント。その優勝を争う一戦に、高田は自らが保持する世界ヘビー級選手権のタイ
トルも賭けた。最強最大の敵ベイダーを相手に世界２冠王となることはできるのか!? 全世界注目の中行われた２度目のライ
バル対決。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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復刻！U.W.F.インターナショナル最強シリーズvol.9

格闘技世界一決定戦 '92YOKOHAMA 1992.5.8 横浜アリーナ
SPD-1219●137分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612197■ISBN978-4-86308-763-7 C3875 Y5000E
怪物のような強さを見せて殺人スープレックスの異名をとったゲーリー・オブライト。向かうところ敵無しの勢いでU イン
ター勢を蹴散らし、ついに本丸の高田戦へと駒を進めた。破竹の勢いでプロレス界の頂点へと駆け上がっていったU.W.F. イン
ターの横浜決戦。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

復刻！U.W.F.インターナショナル最強シリーズvol.10

高田延彦 vs ハシミコフ

1993.7.18 両国国技館
SPD-1220●128分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612203■ISBN978-4-86308-767-5 C3875 Y5000E
レスリング世界選手権を３度制した実力を引っさげて旧ソ連邦初のプロレスラーとなったサルマン・ハシミコフ。新日本プ
ロレスのリングではベイダーを下してIWGP の王者となり、さらなる栄光を求めてU インターに参戦。照準を高田のベルトに
当ててついに挑戦権を獲得した。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

U.W.F.インターナショナル伝説シリーズvol.1

高田延彦 vs 天龍源一郎

1996 年 9 月 11 日 東京・神宮球場
SPD-1221●128分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612210■ISBN978-4-86308-857-3 C3875 Y5000E
高田延彦と天龍源一郎。プロレス王とミスター・プロレス。異なる道を歩んできた両雄が、ついに巡り合った頂上対決。夢の実
現に立錐の余地がなくなるほどの大観衆が神宮球場を埋め尽くした。その数なんと4 万。
さらに新日本プロレスから橋本真也、佐々木健介、全日本プロレスから川田利明が
参戦。安生洋二の格闘技戦や、初代タイガーマスク vs ザ・コブラなど、U インター
サイトの詳細ページへ
が残した最高傑作とも言える伝説の一夜。その全試合をノーカットで収録。
U.W.F.インターナショナル伝説シリーズvol.2

真夏の神宮大決戦

1996 年 8 月 17 日 東京・神宮球場
SPD-1222●129分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612227■ISBN978-4-86308-858-0 C3875 Y5000E
U.W.F. インターのエースの座を5 年間守り続けてきた高田。ゴールデン・カップスを率い、200％男として一気にトップに駆
け上がってきた安生。U.W.F. インター旗揚げ後、初めてのシングルマッチが、
団体の頂点をかけて遂に実現した！
W.A.R 総大将・天龍源一郎、復活・初代タイガーマスク、怪人・キモ、オランダ・ゴルドー軍団が参戦し、最強のラインナップが
揃った必見の神宮大会を全試合ノーカットで収録。

サイトの詳細ページへ

U.W.F.インターナショナル伝説シリーズvol.3

プロレスリング世界ヘビー級選手権 ベイダー vs 高田

1995 年 4 月 20 日 愛知・名古屋レインボーホール
SPD-1223●118分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612234■ISBN978-4-86308-859-7 C3875 Y5000E
U.W.F. インターの頂点を決する高田とベイダーの対戦は3 度実現した。そしてそのいずれもがプロレスリング世界ヘビー級
選手権のタイトルを争う最強決戦であった。これが最後となった両雄の顔合わせは文字通りの死闘となり、だが試合後はお互
いを称え合う素晴らしい結末を迎えた。プロレス史に残る名勝負の一つである。

サイトの詳細ページへ

U.W.F.インターナショナル伝説シリーズvol.4

プロレスリング世界ヘビー級選手権次期挑戦者決定戦 高田延彦 vs オブライト

1994年11月30日 東京・日本武道館

SPD-1224●118分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612241■ISBN978-4-86308-860-3 C3875 Y5000E

ゲーリー・オブライトは、
U インター旗揚げの1991 年8 月に初来日を果たすと、強烈なスープレックスを武器に瞬く間にU イ
ンターマットを席巻。
次々とKO の山を築いて、
翌1992 年5 月には格闘技世界一決定戦で高田をも下し、
以後半年間メインイベ
ンターの座に君臨。
エース高田の最強の相手として数多くの名勝負を残した。
今は亡きゲーリーが新境地を見せた最後の決戦。

サイトの詳細ページへ

U.W.F.インターナショナル伝説シリーズvol.5

プロレスリング世界ヘビー級選手権試合 ベイダー vs オブライト

1995年1月16日 東京・日本武道館

SPD-1225●122分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612258■ISBN978-4-86308-862-7 C3875 Y5000E

U.W.F. インターナショナルの歴史の中で、エース高田を破ったのはベイダーとオブライトの2 人だけである。その両雄による
唯一の直接対決は1995 年1 月、
日本武道館においてプロレスリング世界ヘビー級選手権試合として行われた。
日本武道館を揺
るがせた超巨獣決戦。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

U.W.F.インターナショナル伝説シリーズvol.6

U.W.F. vs 新日本全面戦争第2弾 安生洋二 vs 蝶野正洋

1995年10月28日 東京・国立代々木競技場第一体育館
SPD-1226●117分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612265■ISBN978-4-86308-864-1 C3875 Y5000E
新日本との対抗戦をきっかけに一気に大ブレークを果たしたのがMr.200％・安生洋二である。ヒクソン・グレイシーに惨敗を喫し
たことでかえって名を上げ、持ち前のプロレスセンスと本来の実力、魅力たっぷりの話芸で、一気に天下取りを伺う位置まで上り
つめた。新日本プロレス・蝶野正洋との初の一騎打ちは、その魅力がフルに発揮された
名勝負である。全てのカードが対抗戦となった代々木決戦を全試合ノーカットで収録。
サイトの詳細ページへ

U.W.F.インターナショナル伝説シリーズvol.7

IWGPヘビー級選手権試合 高田延彦 vs 越中詩郎 1996年3月1日
SPD-1227●131分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612272■ISBN978-4-86308-867-2 C3875 Y5000E

東京・日本武道館

武藤敬司を倒して新日本プロレスの至宝IWGP のベルトを巻いた高田。その初防衛戦がU インターのリングで行われた。対するは
平成維震軍大将であり、かつては新日本マットで何度も名勝負を繰り広げた相手、越中詩郎。8 年ぶりとなった両雄の激突は何を生
み出したか？リベンジに燃える武藤は佐野と対戦。安生＆高山組vs 山崎＆飯塚組、垣原vs 大谷と、新日本との対抗戦4 試合に加え、
田村vs 桜庭、金原vs チャンプアなど注目の対戦目白押しの武道館決戦。

サイトの詳細ページへ

U.W.F.インターナショナル伝説シリーズvol.8

騒乱！大阪春の陣

高田 vs 長州 頂上対決

1996年4月19日 大阪府立体育会館
SPD-1228●97分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612289■ISBN978-4-86308-868-9 C3875 Y5000E

U インターと新日本プロレスの対抗戦。禁断の扉を開けたのは高田と長州、両団体のトップ2 人による英断だった。互いの威信を掛け
た総大将同士の初顔合わせは、一連の対抗戦の中でも屈指の白熱バトル。ついには高田のキックによって長州の歯が吹き飛んだ！さ
らに、大ブレイクを果たした安生洋二率いるゴールデンカップスとU インター正規軍の激突、垣原vs 永田、高山vs 高岩、桜庭vs 石沢と
いう注目の対抗戦3 試合など、いずれも見逃せない全6 試合をノーカットで収録。

サイトの詳細ページへ

U.W.F.インターナショナル伝説シリーズvol.9

高田延彦武道館最強決戦 1993年2月14日 東京・日本武道館
SPD-1229●124分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612296■ISBN978-4-86308-869-6 C3875 Y5000E
前年の10 月、日本武道館に初進出したU.W.F. インターナショナルは、エース高田が大相撲元横綱北尾光司をハイキック一撃でKO に下す
という衝撃的結末で一躍日本プロレス界台風の目となった。それから4 ヶ月。ゲーリー・オブライト、デニス・カズラスキー、ダン・スバー
ンらエース級の外国人選手を揃え、U インターは全試合シングルマッチで再びの武道館に挑んだ。メインはエース高田に超新星田村潔司
が初挑戦。第1 試合から見どころ十分な対決が並び、U インターの底力を見せつけた。

サイトの詳細ページへ

U.W.F.インターナショナル伝説シリーズvol.10

U.W.F. FINAL

1996年12月27日 東京・後楽園ホール
SPD-1230●126分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612302■ISBN978-4-86308-871-9 C3875 Y5000E
1984 年の旗揚げ以来、プロレス界に大きな足跡を残したU.W.F. は、この日をもって消滅した。そのムーブメントはまさに革
命であり、リング上の戦いだけではなく、興行形態、プロモーション、映像戦略など、あらゆるものが劇的に変化した。また、
U.W.F. を巣立った選手たちは、目覚ましい活躍で以降の格闘技界をリードし、世界に大きな影響を与えた。一つの時代の終わ
りは、
新たな時代の扉を開いたのだ。

サイトの詳細ページへ

U.W.F.インターナショナル熱闘シリーズvol.1

世界王者大決戦 1993年5月6日 東京・日本武道館
SPD-1231●120分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612319■ISBN978-4-86308-872-6 C3875 Y5000E
日本、そしてアメリカのマットで猛威を振るってきた超大型のベイダー台風が、満を持してU.W.F. インターナショナルに上
陸。一気に完全制圧を目指した圧倒的なパワーファイトは必見。殺人スープレックス・ゲーリーは五輪銀メダリストのカズラ
スキーと激突。世界ヘビー級王者高田はサンボ・ナショナル王者のスバーンを迎撃。日本武道館を震撼させた強者たちの競演。

サイトの詳細ページへ

U.W.F.インターナショナル熱闘シリーズvol.2

ザ・ファイト・オブ・チャンピオンズ

1993年8月13日 東京・日本武道館
SPD-1232●134分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612326■ISBN978-4-86308-873-3 C3875 Y5000E
U.W.F. インターのリングに衝撃の登場を果たした巨獣ベイダーが再び参戦。高田との頂上対決を視野に、副将山崎一夫と激突
した。世界王者高田延彦、殺人スープレックスのゲーリー・オブライトをはじめ、スバーン、カズラスキー、アレンら世界の強
豪が顔を揃えた武道館決戦。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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U.W.F.インターナショナル熱闘シリーズvol.3

スーパーヘビー大決戦

1994年10月8日 東京・日本武道館
SPD-1233●135分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612333■ISBN978-4-86308-874-0 C3875 Y5000E
プロレスリング世界ヘビー級王座とワールドトーナメント優勝。２冠をかけた戦いで高田延彦を倒し、最強の称号を手にした
ベイダー。その独走を阻止し、最強外国人の座を奪おうと立ち上がったゲーリー・オブライト。殺人的と言われるオブライト
のスープレックスはベイダーに炸裂するのか？一瞬も目が離せない巨獣対決。

サイトの詳細ページへ

U.W.F.インターナショナル熱闘シリーズvol.4

高田延彦死闘両国２連戦 1992年12月20日 東京・両国国技館
SPD-1234●135分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612340■ISBN978-4-86308-875-7 C3875 Y5000E
バルセロナ五輪レスリングのグレコローマンスタイルで銀メダリストとなったデニス・カズラスキー。新日本プロレスを退
団し、
新たな戦場を求めた実力者・佐野直喜。アマとプロを代表する強豪の挑戦を同時に受けたプロレス王・高田は、
一気に決
着をつけるべく連戦を決意。かつてない死闘のリングへと向かった。

サイトの詳細ページへ
U.W.F.インターナショナル熱闘シリーズvol.5

高田 vs 山崎

熱闘大阪 1993年4月10日 大阪府立体育会館
SPD-1235●126分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612357■ISBN978-4-86308-876-4 C3875 Y5000E
新日本プロレスの若手時代からしのぎを削りあい、実力を高め合ってきた両雄。プロレスリング世界ヘビー級の王座に上り詰
め、プロレス王と呼ばれるまでになった高田延彦に対し、山崎一夫は副将としてU.W.F. インターのリングを共に支えてきた。
久々に実現した一騎討ちに燃える山崎のライバル魂が、緊張感あふれる名勝負を生んだ。

サイトの詳細ページへ
U.W.F.インターナショナル熱闘シリーズvol.6

U.W.F. vs 新日本 全面戦争

1995年10月11日 大阪府立体育会館
SPD-1236●83分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612364■ISBN978-4-86308-877-1 C3875 Y5000E
新日本プロレスの10.9 東京ドーム大会から始まった両団体の全面戦争。その2 日後、今度は長州力率いる新日本軍団が
U.W.F. マットに乗り込んだ。敵地での戦いに緊張感を漲らせる新日勢に対し、エース高田を怪我による欠場で欠いたU イン
ターの戦士たちは誰もが決死の覚悟でマットに上った。そして異次元の遭遇は、新たなヒーローを生み出した。

サイトの詳細ページへ

U.W.F.インターナショナル熱闘シリーズvol.7

U.W.F. vs 新日本 全面戦争 第3弾

1995年11月25日 東京・両国国技館
SPD-1237●100分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612371■ISBN978-4-86308-878-8 C3875 Y5000E
ますますヒートアップするU.W.F. インターと新日本プロレスの全面戦争。代々木大会で遺恨勃発となった安生と蝶野は、メイ
ンイベント初登場に萌える高山、対抗戦初登場で気合い十分の天山をそれぞれ率いてダブルバウトで激突。対抗戦負け知らず
の垣原は巨漢安田とシングル対決。そしてブルファイター中野は長州の牙城に挑む。異次元の対決は、思わぬ化学反応を巻き
起こした！

サイトの詳細ページへ

U.W.F.インターナショナル熱闘シリーズvol.8

激突！U.W.F.軍 vs 平成維震軍 1996年3月23日 宮城県スポーツセンター
SPD-1238●90分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612388■ISBN978-4-86308-879-5 C3875 Y5000E
3.1 武道館大会で実に8 年ぶりとなる高田との激突を果たした越中。平成維震軍大将として今度は軍団を率い、
U.W.F. マット
に参戦。意地とメンツをかけたぶつかり合いに仙台の地が震えた。セミファイナルではゴールデンカップスを結成した安生洋
二が小林＆野上と対戦。さらに、垣原vs 斉藤、金原vs 木村と、いずれも見逃せない名勝負。

サイトの詳細ページへ
U.W.F.インターナショナル熱闘シリーズvol.9

撃破！U.W.F.包囲網

東京・日本武道館
SPD-1239●120分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612395■ISBN978-4-86308-880-1 C3875 Y5000E
U.W.F. インターナショナルの5 周年記念興行第1 弾。エース高田はかつての師・藤原喜明と対戦。異なる道を歩んだ5 年間を
経て、両雄が再び同じマットに立つ。そして新日本プロレスとの抗争に、W.A.R が新たに参戦。三つ巴の戦いがスタートした。
ゴールデンカップス安生と高山は冬木＆外道と激突。新日本との対抗戦で著しい成長を見せる垣原は平成維震軍大将・越中
を迎え撃つ。更なる激動を予感させた日本武道館大会。

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

U.W.F.インターナショナル熱闘シリーズvol.10

プロレススクランブルウォーズ

1996年6月26日 愛知・名古屋レインボーホール
SPD-1240●133分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125612401■ISBN978-4-86308-882-5 C3875 Y5000E
U.W.F. のエース高田延彦を中心に、新日本プロレスから藤波辰爾、W.A.R. から天龍源一郎、藤原組の藤原組長、ゴールデンカッ
プスで人気沸騰の安生洋二、高山善廣。一騎当千の猛者たちが激突し、互いの意地が交錯した名古屋決戦。さらに桜庭和志がオ
ランダ・チャクリキジムのレネ・ローゼと特別試合で注目の対戦。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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プロレス

PRO-WRESTLING

仮面伝説#1

SPD-1307●180分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613071■ISBN4-87389-732-7 C3875 Y5600E
プロレスの世界を彩る華やかなマスクマンたち。マスカラス・ブラザーズが魅せた編隊飛行を中心に、ウルティモ・ドラゴン、
獣神サンダー・ライガーら、スター選手の名勝負を集めた総集編。マスカラスvs ドラゴン、vs マルクスJr、vs ピエロ、マスカラ
ス& ドスカラスvs 維新力& ライオン、マスカラス& ドラゴンvs ライガー& サムライなど、全11 試合収録。

サイトの詳細ページへ

仮面伝説#2

SPD-1308●219分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613088■ISBN4-87389-737-8 C3875 Y5600E
プロレスの世界を彩る華やかなマスクマンたち。現在はWWE で大活躍中のレイ・ミステリオJr. とウルティモ・ドラゴンの日
本における名勝負を集めた総集編。ミステリオvs シコシス、vs ゲレーラ、vs ドラゴン、ドラゴンvs サスケ、vs ライガー、
vs 大谷、
vs オーエン・ハートなど全15 試合を収録。

サイトの詳細ページへ
プロレスの神様

カール・ゴッチ

SPD-1320●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613202■ISBN978-4-86308-113-0 C3875 Y5600E
日本の数多くのファンから愛され、尊敬されたカール・ゴッチ。その名声とは裏腹に、その生涯は謎に包まれている時期も
多い。イギリスでの修業時代からアメリカマットデビュー、待望の初来日など、若き日のカール・ゴッチに焦点を当て、そ
の謎に迫る。さらに、死の 10年前、1997年に行われたロングインタビューでは、老いてなおレスリングに情熱を燃やすゴッ
チの、飾らない素顔を垣間見ること
ができる。
サンプルムービー
サイトの詳細ページへ

FMW伝説

ノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチ

SPD-1324●2枚組473分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613248■ISBN978-4-86308-207-6 C3875 Y10000E
邪道プロレスはここから始まった。大仁田厚の原点がここに。FMWが一番の衝撃をファンに与えた黎明期のビデオシリーズ
7作品をまとめてDVD化!涙のカリスマ大仁田厚とターザン後藤との世界初のノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチをはじ
め、
このDVDでしか見られない選手が続々登場!

サイトの詳細ページへ
不滅の昭和プロレス 第1巻

黄金の荒鷲

坂口征二

SPD-1325●173分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー&モノクロ／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613255■ISBN978-4-86308-217-5 C3875 Y5600E
鳴り物入りで柔道から転向し絶大な人気を誇った坂口征二。日プロ入門から全米をサーキットした修業時代、2度のワールド
リーグ参戦まで、今だから話せる秘話の数々を、流智美を相手に語り尽くしたトーク。そして発掘された幻の試合フィルム、
ド
ン・サベージ戦(1970年2月)を初公開。映像特典はテーズvsシュミット、ロッキー・ジョンソンvsミスターX。

サイトの詳細ページへ
不滅の昭和プロレス 第2巻

魂のプロレス請負人

竹内宏介

SPD-1326●193分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー&モノクロ／STEREO／/ALL／片面2層
Jan.4941125613262■ISBN978-4-86308-224-3 C3875 Y5600E
プロレスライター草分けの一人であり、数多くのプロレスラーと深い親交を持った竹内宏介が、流智美をパートナーに様々
な事件の裏話、あらゆる選手のエピソードなどを縦横無尽に語り尽くしたトークショーを2時間超に渡り収録。映像特典では
ルー・テーズ、ダニー・ホッジ、カール・ゴッチ、ジョージ・ゴーディエンコらの貴重映像をどっさりと蔵出し初公開。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

ユニバーサルプロレスリング設立20周年記念

空中殺法ルチャ伝説

SPD-1327●2枚組467分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／/片面2層
Jan.4941125613279■ISBN978-4-86308-259-5 C3875 Y10000E
ユニバーサルプロレス。空中殺法の本場メキシコから数多くのトップレスラーを次々に招聘し、明るく楽しいルチャを日本に
紹介。
また、軽量級の選手を育成し、ドラゴン、邪道&外道、サスケ、デルフィン、東郷、TAKAなど現在のトップレスラーを多数
送り出した。伝説の闘いがここに甦る。

サイトの詳細ページへ
ユニバーサルプロレス AGAIN !

ルチャ空中大戦争

SPD-1331●2枚組480分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613316■ISBN978-4-86308-368-4 C3875 Y10000E
UWA世界タッグトーナメントを全試合収録。エル・イホ・デル・サント、ぺーロ・アグアヨ 、ドス・カラス、ソラール等人気ルチャ
ドールが続々登場。クーリーSZ、ブルドッグKT、テリーボーイ、TAKAみちのく、ライトニング・キッド、ジェリー・リン等今は有
名選手となった若き日の姿も必見!マスクマンとして間もないスペル・デルフィンやザ・グレート・サスケも登場!50試合をこ
える大ボリューム。

サイトの詳細ページへ

マスクド・スーパースター

流星仮面

栄光の軌跡

SPD-1332●130分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125613323■ISBN978-4-86308-373-8 C3875 Y5600E
日本中に大ブームを巻き起こした80年代のプロレスシーンを代表する名レスラーの一人マスクド・スーパースター。
その全
盛期を記録した貴重な映像を発掘。そしてその舞台裏、時代背景を流智美が名調子で解説した永久保存版。

サイトの詳細ページへ

国際プロレス・クロニクル

上巻

SPD-1328●5枚組1200分●税込¥22,000（本体価格¥20,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層／特典CD-ROM付
Jan.4941125613286■ISBN978-4-86308-269-4 C3875 Y20000E
約15年にわたり日本のプロレス界に一時代を築いた国際プロレス。故吉原功社長の下、急逝した「金網の鬼」ラッシャー木村、
マイティ井上、アニマル浜口らが繰り広げた激闘の数々が甦る。17時間を越える収録試合はすべて初のソフト化。
さらに特典
として、全シリーズのパンフ全ページを上下巻に分け完全収録!

サイトの詳細ページへ

国際プロレス・クロニクル

下巻

SPD-1329●5枚組1063分●税込¥22,000（本体価格¥20,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層／特典DVD-ROM付
Jan.4941125613293■ISBN978-4-86308-306-6 C3875 Y20000E
国際プロレス決定版がいよいよ完結。新たに発見された未発表素材の数々。初のソフト化となる国際プロレス女子部。
そして
特典ディスクには全パンフレット全ページデータ後半に加え、テーズ、ホッジ、ロビンソン、ロシモフらによる伝説の名勝負を
撮影した貴重な試合写真も多数収録。

サイトの詳細ページへ

国際プロレス・クロニクル

外伝

SPD-1330●3枚組653分●税込¥13,200（本体価格¥12,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613309■ISBN978-4-86308-352-3 C3875 Y12000E
不滅のパイオニア魂！国際プロレスを愛する昭和プロレスファンからの大絶賛に応え再び甦った「国際プロレス・クロニク
ル」
。
これだけの名勝負、名試合が新たに発掘されては、リリースしないわけにはいかない！

サイトの詳細ページへ
ジミー鈴木Presents

DSW旗揚げ一周年記念大会

DSW 伝説の一夜

SPD-1341●117分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125613415■ISBN978-4-86308-764-4 C3875 Y5000E
日米を股にかけ長年プロレスの素晴らしさを伝え続けてきたジミー鈴木。プロレス界に輝かしい夢を取り戻そうと、
自ら手掛
けた大会Diamond Stars Wrestlingが旗揚げより1周年を迎えた。腕相撲マッチ、異種格闘技戦、さらにはターザン山本がリン
グデビューを果たしたインディランブルまで、バラエティに富んだ全10試合を収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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仮面FIESTA 〜コンプリート2009〜

OYO-101●200分●税込¥6,809（本体価格¥6,190+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125411011■ISBN978-4-86308-268-7 C3875 Y6190E
仮面貴族ミル・マスカラス、飛鳥仮面ドス・カラス、流星仮面マスクド・スーパースターら、プロレス界に輝くレジェンドたちを
招聘して開催され、ルチャ・リブレファンを熱狂させた「仮面FIESTA」が初の映像化。
藤波辰爾、
初代タイガーマスクら豪華ゲス
トが参戦した3大会全試合を収録。

サイトの詳細ページへ

仮面FIESTA 〜コンプリート2010〜

OYO-102●200分●税込¥6,809（本体価格¥6,190+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125411028■ISBN978-4-86308-316-5 C3875 Y6190E
「仮面貴族FIESTA」
「呪術師FIESTA」
「NOSAWA BOM-BA-YA6」記念3大会を収録!アブドーラ・ザ・ブッチャー来日40周年、
NOSAWA論外デビュー15周年、そしてミル・マスカラス誕生45周年。世界を駆けめぐった3人の記念3大会を収録!天龍源一郎・
藤原喜明・鈴木みのる・CIMAらプロレス名人の共演も必見だ!

サイトの詳細ページへ

仮面FIESTA2011

OYO-103●217分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125411035■ISBN978-4-86308-480-3 C3875 Y5000E
ミル・マスカラスの来日40周年記念興行に超豪華メンバーが集結！マスカラスブラザーズと初代タイガーマスクが最初で最
後の夢のトリオを結成。感動のエンディングでハヤブサが１０年ぶりに後楽園ホールのリングへ。特典映像として、
“流星仮
面”マスクド・スーパースター引退試合も収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

ルー・テーズ
Lou Thesz

世界のプロレス レトロ篇#1

鉄人ルー・テーズ

SPD-1305●93分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） モノクロ／STEREO／2／片面1層
Jan.4941125613057■ISBN4-87389-714-1 C3875 Y4800E
プロレス史上に輝く記録を多数残した20 世紀最大のレスラー鉄人ルー・テーズの勇姿がDVD で蘇る。1954 年8 月に行われ
たタム・ライスとの一戦をはじめ、ドン・レオ・ジョナサン戦、ハンス・シュミット戦、ラフィ・シルバースタイン戦、ジン・キ
ニスキー戦と5 つのNWA 世界選手権試合に加え、テーズ肉声のメッセージも収録。

サイトの詳細ページへ
世界のプロレス レトロ篇#2

ルー・テーズ最後の勇姿

SPD-1306●81分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） モノクロ／STEREO／2／片面1層
Jan.4941125613064■ISBN4-87389-723-8 C3875 Y4800E
プロレス界に燦然と輝く大記録936 連勝。その連勝記録継続中に行われたパーマー戦、アトラス戦から、現役生活最後の時代
となったニューヨークIWA でのマスカラスと組んだタッグマッチまで、長年に渡って活躍を続けたテーズの変遷をたどる。さ
らに豪華映像特典として、発掘された貴重映像「現存する世界最古のタイトルマッチ」を収録。

サイトの詳細ページへ
世界のプロレス レトロ篇#3

鉄人ルー・テーズ

完結編

SPD-1311●100分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） モノクロ(特典のみカラー)／STEREO／1.解説有り2.解説無し／ALL／片面1層
Jan.4941125613118■ISBN4-87389-813-7 C3875 Y5600E
プロレス史上最大のレスラー、鉄人ルー・テーズの貴重な古フィルムをプロレス博士・流智美が新たに発掘。新たな映像は、
こ
れが最後と思われる貴重な作品である。さらに、映像特典として、ブルーザー・ブロディが友人スティーブ・ムナリに語ったプ
ライベート・インタビューを特別収録。初めて世に公開されるブロディの素顔。こちらも非常に貴重な映像である。

サイトの詳細ページへ

鉄人ルー・テーズ

DVD-BOX

SPD-1335●3枚組275分●税込¥13,200（本体価格¥12,000+税） モノクロ&カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613354■ISBN978-4-86308-430-8 C3875 Y12000E
全盛期の凄まじいテーズ・レスリングが蘇る。不滅の金字塔、936連勝。バックドロップ、フライング・ボディシザース、
パイル
ドライバー、プロレス技の原点がここに！プロレス史上最高のレスラー、鉄人ルー・テーズの勇姿を現代に伝える貴重な映像
として、熱い支持を集めてきたロングセラーDVD全3巻がついにBOX化

サイトの詳細ページへ

Lou Thesz Chronicle

ルー・テーズ クロニクル

SPD-1337●246分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613378■ISBN978-4-86308-496-4 C3875 Y5600E
試合、
伝記、写真、秘蔵フィルムで綴るルー・テーズのすべて。全盛期のテーズとガニアが激突した伝説の名勝負、
フルタイム
の激闘。さらにアメリカで制作された伝記作品ルー・テーズ・ストーリーを本邦初公開。生誕から逝去までを綴ったスライド
ショー。こちらも初公開の貴重なプライベートフィルム。テーズを余すところ無く描き出した年代記決定版。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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天龍源一郎

Tenryu Genichiro

Mr.プロレス

天龍源一郎

SPD-1309●209分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613095■ISBN4-87389-780-7 C3875 Y5600E
相手を光らせ、その上で自分も輝く。それがプロレスラーならば、天龍源一郎こそは真のプロレスラーである。そこにはプロレ
スラーとしての誇りがあり、その存在はプロレス界の宝である。漢・天龍源一郎がプロレス史に刻み込んだ名勝負集。
vs フレ
アー、
vs 橋本、vs 蝶野、vs ムタ、vs ヨコヅナ、vs 高田、vs 阿修羅など全12 試合収録。

サイトの詳細ページへ
Mr.プロレス

天龍源一郎 怒りの章

SPD-1310●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613101■ISBN4-87389-808-0 C3875 Y5600E
このヤロー!怒っている。常に。対戦相手に。プロレス界に。そしてプロレスを舐めている世間に。天龍は、それらすべての怒り
を吹き飛ばすために、全身全霊をこめて戦い続ける。熱く。激しく。手応えのある名勝負を生みだした直後。その瞬間しか、
天龍
は満足しない。また明日もリングに天龍の咆哮が響き渡る。

サイトの詳細ページへ
Mr.プロレス

天龍源一郎 魂の章

怒りの軍団抗争史

SPD-1319●237分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613194■ISBN978-4-86308-004-1 C3875 Y5600E
これぞプロレスラー !天龍源一郎の飽くなき闘い。彼のファイティング・スピリットは、いまだ衰えを見せない。その存在は、
まさにミスター・プロレス。[主な収録試合 ]天龍源一郎 &石川敬士 vs長州力 &橋本真也 /天龍源一郎 &アニマル浜口 vsケン
ドー・ナガサキ &嵐 /天龍源一郎 &北原光騎 vs北尾光司 &望月成晃 /天龍源一郎 vs冬木弘道など全 23試合

サイトの詳細ページへ
Mr.プロレス

天龍源一郎

DVD-BOX

SPD-1333●3枚組686分●税込¥13,200（本体価格¥12,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125613330■ISBN978-4-86308-412-4 C3875 Y12000E
男気あふれる闘いぶりでプロレス界に燦然と輝く金字塔を打ち立てたミスタープロレス天龍源一郎。数多のライバル達と繰
り広げてきた名勝負を集めて大きな反響を呼んだ天龍源一郎の総集編DVD3作品をセットに。ファン待望の永久保存版記念作
品。

サイトの詳細ページへ

天龍源一郎クロニクル

～アメリカ武者修行篇

SPD-1338●217分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613385■ISBN978-4-86308-520-6 C3875 Y5300E
16歳で角界に入門以来50年。天龍源一郎が自らの格闘家生活を振り返ったインタビューと、発掘された未公開映像で構成さ
れた記念作品。後にミスタープロレスと呼ばれ、日本を代表するプロレスラーとなった天龍の雌伏の時代。アメリカ武者修行
時代の秘話を包み隠さずに吐露したマニア必見のインタビュー集。アメリカ修業時代の貴重な試合映像も特別収録。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

プロレス名勝負コレクション

プロレス名勝負コレクション vol.1

天龍源一郎 vs 蝶野正洋

SPD-1421●80分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614214■ISBN978-4-86308-544-2 C3875 Y4500E
これぞプロレス！歴史的価値の高い一戦、語り継がれる名勝負を発掘したシリーズを復刻。第１弾は、W.A.Rと新日本プロレ
スが火の出るような対抗戦を繰り広げていた93年、その天王山として行われた天龍源一郎と蝶野正洋との一騎打ちを収録。
他に原vs木戸、冬木vs馳、マスカラス＆ドラゴンvsライガー＆サムライ等。

サイトの詳細ページへ
プロレス名勝負コレクション vol.2

天龍 vs 大仁田

初対決！

SPD-1422●79分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614221■ISBN978-4-86308-548-0 C3875 Y4500E
Mr.プロレス天龍源一郎と涙のカリスマ大仁田厚。決して交わることはないと思われてきた2人が、初めて激突した両国決戦。
奇抜なデスマッチの数々で、カリスマとまで称されるほどの人気を博した大仁田は、天龍を相手にどのような闘いを見せるの
か!?両国国技館超満員の大観衆が燃えた伝説の一戦。

サイトの詳細ページへ
プロレス名勝負コレクション vol.3 W.A.R vs 新日本頂上対決 天龍&石川 vs 長州&橋本
SPD-1423●91分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614238■ISBN978-4-86308-551-0 C3875 Y4500E
自らの団体を旗揚げし、理想とする熱く激しいプロレスを求める天龍の呼びかけに長州が応え、W.A.Rと新日本は全面戦争へ
と突入。天龍＆石川、長州＆橋本、両団体の総大将とナンバー2がタッグを組み、初めて激突した頂上対決。他にカブキvs藤波、
原＆冬木＆北原＆マシンvs越中＆木村＆小林＆斎藤など。

サイトの詳細ページへ
プロレス名勝負コレクション vol.4

天龍源一郎 vs 藤波辰巳

SPD-1424●81分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614245■ISBN978-4-86308-558-9 C3875 Y4500E
プロレス界一頑丈と言われる肉体をこれでもかとばかりにぶつけていく天龍。他の誰よりも受けの凄みを見せつける藤波。
プ
ロレス史に「俺たちの時代」を創り上げ昇龍と飛龍、2匹の龍が持てる全ての力を出し切って闘った素晴らしい名勝負。

サイトの詳細ページへ
プロレス名勝負コレクション vol.5

オールスタータッグウォーズ

SPD-1425●90分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614252■ISBN978-4-86308-564-0 C3875 Y4500E
W.A.R.の2周年興行にプロレス史上最高の9団体が集結。迫力と興奮の6MENで激突した1dayトーナメント。天龍＆大仁田＆ビ
ガロ、
冬木＆邪道＆外道、原＆テンタ＆人生、ウォーロード＆カサノバ＆ライオン、浜口＆平井＆船木、ナガサキ＆青柳＆嵐、
北
原＆石川＆維新力、北尾＆小林＆望月。各団体選りすぐりの強豪が顔を揃えた夢の一夜を完全収録。

サイトの詳細ページへ

天龍源一郎 vs 橋本真也 1993.6.17 日本武道館
SPD-1426●89分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614269■ISBN978-4-86308-571-8 C3875 Y4500E

プロレス名勝負コレクション vol.6

革命陽上

日本マット界最大の壁として立ちはだかる天龍に、破壊王の異名を取る橋本が新世代の代表選手として挑んだ。
世代を越えた
ライバルとして、名勝負数え歌を紡いでいくことになる両雄の、初の邂逅を記録した貴重な映像であるとともに、
今は亡き橋
本真也が遺した代表的な試合の一つに数えられる名勝負。他に原vsムタ、北原vs蝶野、冬木vs馳、ドラゴンvs保永。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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プロレス名勝負コレクション vol.7 W.A.R vs 新日本 龍魂2連戦
1993.10.1 札幌中島体育センター & 10.11 福井市体育館 WAR-ISM '93 龍魂
SPD-1427●91分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614276■ISBN978-4-86308-576-3 C3875 Y4500E
天龍が新日トップと繰り広げた2連戦。今となっては実現不可能となってしまった天龍＆原、そして橋本＆蝶野のタッグ。
それ
を見るだけでも価値のある一戦。同世代のライバルとして闘い続けてきた天龍と藤波が、バイプレイヤーに徹する原と木戸を
従えて激突。名勝負製造機同士の対
サイトの詳細ページへ
サンプルムービー
決は常に手に汗握る攻防を展開。
プロレス名勝負コレクション vol.8 W.A.R vs 新日本 裏ドーム大会
BATTLE ANGEL in 後楽園ホール 1995.4.2 東京・後楽園ホール
SPD-1428●90分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614283■ISBN978-4-86308-582-4 C3875 Y4500E
あらゆるプロレス団体を集め、華々しく開催された夢のオースルター戦・東京ドーム大会。その同日、同時刻に、後楽園ホール
で天龍は興行を行った。天龍の反骨心に賛同した長州力らの新日本プロレス勢も参戦し、ドームに負けじと白熱の好勝負を展
開。
天龍源一郎を語る上で欠かすことのできない歴史的一戦。

サイトの詳細ページへ

プロレス名勝負コレクション vol.9 天龍vs武藤頂上決戦
SUPER REVOLUTION`94 1994.1.5 大阪府立体育会館
SPD-1429●90分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614290■ISBN978-4-86308-590-9 C3875 Y4500E
馬場、
猪木の両巨頭からフォールを奪う偉業達成の翌日！日本プロレス界の頂点に立った天龍に対し、かねてから対戦を熱望
していた新日本最後の刺客・武藤敬司が満を持して挑戦。その後名勝負を繰り広げていく両雄の初対決。これは、
若き天才・武
藤敬司の成長を知る上でも、見逃すことのできない一戦である。

サイトの詳細ページへ

プロレス名勝負コレクション vol.10 カブキ vs ムタ 初対決！
革命翔舞Ⅱ OSAKA DREAM 1993.5.24 大阪府立体育会館
SPD-1430●105分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614306■ISBN978-4-86308-593-0 C3875 Y4500E
絢爛豪華な衣装とヌンチャク、毒霧といったギミックでアメリカマットに旋風を巻き起こしたカブキとムタ。日本マットには
存在しなかったペインティングレスラーに変身して闘う両雄が、初めて激突した歴史的一戦。天龍は石川を従え、
藤波＆橋本
組と対戦。2週間後に天龍との待望の一騎打ちを控えた橋本の気迫は凄まじく、両
雄の肉弾相打つ戦いも必見。
サイトの詳細ページへ
プロレス名勝負コレクション vol.11 天龍源一郎 vs リック・フレアー
1992.9 .15 革命点火 in 横浜アリーナ
SPD-1431●101分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614313■ISBN978-4-86308-601-2 C3875 Y4500E
世界最大のプロレス団体WWE。その王者リック・フレアーをはじめ、ジ・アンダーテイカー、アニマル・ウォリアーらのトップ
スターが来襲したW.A.R史上最大の一大イベント。天龍源一郎が世界王者リック・フレアーの牙城に挑んだ日米を代表するミ
スター・プロレスの激突は、プロレスマニアなら見逃すことのできない歴史的一
戦。
サイトの詳細ページへ
プロレス名勝負コレクション vol.12 天龍vs原 ラストマッチ
革命縦断 ～South to North～ 1994.9.29東京&10.3長崎&10.11札幌
SPD-1432●102分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614320■ISBN978-4-86308-605-0 C3875 Y4500E
長きにわたり天龍のパートナーを努め、気迫溢れる無骨な試合運びで支え続けた阿修羅・原。決断の時を迎えた友に、
天龍は最
後の一騎打ちで応えた。阿修羅・原の故郷、長崎で行われた忘れ得ぬ一戦に加え、東京での天龍vs冬木戦、そして天龍とナガサ
キの遺恨が勃発した札幌大会も収録。

サイトの詳細ページへ

プロレス名勝負コレクション vol.13 天龍源一郎 vs グレート・ムタ
OSAKA CRUSH NIGHT! 1996年10月11日大阪府立体育会館
SPD-1433●120分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614337■ISBN978-4-86308-609-8 C3875 Y4500E
天龍の鉄拳か、ムタの毒か!? 大阪の夜が魔界に飲み込まれた。遂に実現した天龍vsムタ、初の一騎打ち！悪の化身グレート・ム
タが変幻自在の残虐ファイトを繰り出せば、その猛攻に耐えた天龍が怒りのグーパンチで反撃。想像を遥かに超えた激闘に、
W.A.Rマットは文字どおりの修羅場と化した。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

プロレス名勝負コレクション vol.14 天龍源一郎 vs 神取 忍
SUPER HEAVY-WARワンナイトタッグトーナメント 1995年12月8日 東京・大田区体育館館
SPD-1434●119分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614344■ISBN978-4-86308-613-5 C3875 Y4500E
“女子プロレス界最強の男”神取忍、史上初の快挙達成！男 s女！前代未聞の激突が公式戦で実現した。男はミスタープロレス、
あの天龍源一郎。女は最強の名を欲しいままにする神取忍。あえて果敢な挑戦に挑んだ神取の勇気。それを真正面から受けと
めた天龍の男気。性別を超えた２人のアスリートの激突は必見！

サイトの詳細ページへ

プロレス名勝負コレクション vol.15 天龍源一郎 vs 安生洋二
SUPER SUMMER WARS 1996年7月21日 東京・両国国技館
SPD-1435●120分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614351■ISBN978-4-86308-618-0 C3875 Y4500E
W.A.R真夏の両国2連戦の大トリとして行われた天龍vs安生。プロレス界に一時代を築いた２人の最初で最後の一騎打ちは、
パ
ワーとスピード、力と技の激突で、国技館超満員の大観衆をうならせる見事な攻防を展開。すべてが対抗戦として行われ、
豪華
カードが居並ぶビッグマッチのメインを飾るにふさわしい名勝負となった。

サイトの詳細ページへ

プロレス名勝負コレクション vol.16

天龍 vs 高田

初対決！

SPD-1436●120分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614368■ISBN978-4-86308-622-7 C3875 Y4500E
天龍源一郎と髙田延彦。W.A.RとU.W.F.インターを率いる両雄が初の邂逅。まったく異なる道を歩んできた実力者同士による
異次元対決は、マット上でどのような化学反応を見せたのか？W.A.R、U.W.F.インターの総大将に加え、新日本プロレスから長
州力、
さらに冬木軍、安生軍、北尾軍などが参戦したオールスタートーナメント。

サイトの詳細ページへ
プロレス名勝負コレクション vol.17

天龍源一郎 vs 高田延彦

SPD-1437●120分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614375■ISBN978-4-86308-626-5 C3875 Y4500E
夏の神宮球場で行われた両雄初めての一騎打ちから半年。一敗地にまみれた天龍は、安生洋二、グレート・ムタ、山崎一夫を
撃破し、いよいよ満を持して高田延彦とのリベンジマッチに挑んだ。ミスタープロレスとしてプロレス界に君臨する天龍に
とって、最強を掲げる高田への連敗は許されない。剛拳vs剛脚。両国国技館を揺るがせた名勝負を復刻。

サイトの詳細ページへ
プロレス名勝負コレクション vol.18

天龍源一郎

力道山ベルト戴冠への道

SPD-1438●90分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614382そISBN978-4-86308-631-9 C3875 Y4500E

力道山が、昭和29年12月22日蔵前国技館において柔道の鬼・木村政彦との天下分け目の一戦と言われた大一番を制し手にし
たのが初代日本ヘビー級のタイトルだった。その時力道山の腰に巻かれていた伝説のベルトが発見され、実に43年ぶりに復
活。
ミスタープロレス天龍が現役生活最後の大仕事として、並々ならぬ決意で争奪戦に臨んだ。

サンプルムービー
プロレス名勝負コレクション vol.19

サイトの詳細ページへ

SUPER J CUP ～2nd. STAGE～ part.1

SPD-1439●90分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614399■ISBN978-4-86308-648-7 C3875 Y4500E

プロレス界に燦然と輝く金字塔を築き上げたジュニアの祭典、団体の枠を超えてオールスターが集結した伝説の大会。プロレス界に一
時代を築いた名選手たちによる若き日の激突は、まさに必見の名勝負ばかり。その全試合をpart.1&part.2の2枚に分けノーカットで収
録。1995.12.13 両国国技館。

サイトの詳細ページへ
プロレス名勝負コレクション vol.20

SUPER J CUP ～2nd. STAGE～ part.2

SPD-1440●129分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614405■ISBN978-4-86308-650-0 C3875 Y4500E

プロレス界に燦然と輝く金字塔を築き上げたジュニアの祭典、団体の枠を超えてオールスターが集結した伝説の大会。
プロレ
ス界に一時代を築いた名選手たちによる若き日の激突は、まさに必見の名勝負ばかり。その全試合をpart.1&part.2の2枚に分
けノーカットで収録。1995.12.13 両国国技館。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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大日本プロレス

大日本プロレス

BLOOD & DEATH HISTORY

SPD-1318●2枚組437分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613187■ISBN4-87389-954-0 C3875 Y10000E
有刺鉄線、画鋲、ラダー、蛍光灯、ガラス、ピラニア、サソリ、ワニ、サボテン、そしてレモン!?あらゆる形式のデスマッチがここ
に。
大日本プロレスの血塗られた10年間の軌跡。[主な収録デスマッチ]風船画鋲時限爆弾デスマッチ/ピラニア/サソリ&サボ
テン/毒針蜘蛛の巣/月光闇討ち・電撃殺人器/ガラス&画鋲/極熱ドライアイス葬棺桶/ファイヤー/敗者ワニ葬/ケーブルチェー
ン手錠 他

サイトの詳細ページへ

大日本血みどろデスマッチ復刻シリーズ番外編

大日本認定初代ジュニアヘビー級王座決定 ハイパーＪトーナメント
SPD-1441●91分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4941125614405■ISBN978-4-86308-650-0 C3875 Y4500E
ジュニア戦士が白熱のバトルを展開！壮絶なデスマッチの印象が強かった大日本プロレスが主催し、スピードとスリルに溢
れる戦いで話題を集めた５団体参戦の1 DAY トーナメント。1998.2.3 東京・後楽園ホール。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

風船画鋲時限爆弾デスマッチ

SPD-1442●60分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614429■ISBN978-4-86308-682-1 C3875 Y4500E
インディ・プロレスを日本に根付かせた大日本、長い歴史を彩る数々のデスマッチを復刻したシリーズ。リング上は画鋲の
じゅうたん！全身穴だらけの地獄のデスマッチ。かつてこれほどまでに痛みを感じさせる試合はなかった！デスマッチと言
えば大日本という評価を決定的にした歴史的一戦。1996年5月22日 東京・後楽園ホール。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

建築現場デスマッチ

SPD-1443●60分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614436■ISBN978-4-86308-686-9 C3875 Y4500E
何と今度はリング上が建築現場に！後楽園ホールのバルコニーをも超える高さ。歩くこともままならない狭さ。
血の匂いに
誘われたか、ミスター・デンジャー松永光弘が大日本マットに登場。DEATH BY FALLING DOWN. 地獄へ堕ちるのはどっちだ!?
1996年7月19日 東京・後楽園ホール。

サイトの詳細ページへ

毒針蜘蛛の巣デスマッチ

SPD-1444●88分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614443■ISBN978-4-86308-692-0 C3875 Y4500E
リング上に張り巡らされた有刺鉄線ネット。落ちれば即流血。世界一痛い蜘蛛の巣の上で繰り広げられた肉弾戦。
毒針に絡め
取られ、
地獄に落ちるのは、
松永か、
中牧か、
それとも小鹿社長か？ 1997年1月6日 東京・後楽園ホール。

サンプルムービー
東京砂漠

サイトの詳細ページへ

猛毒サソリ・サボテン・デスマッチ

SPD-1445●61分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614450■ISBN978-4-86308-696-8 C3875 Y4500E
突如としてコーナーポストに現れた4メートルを超すサボテン。そしてその間に置かれた水槽にはアフリカに生息するサソリ
20匹。
巨大サボテンの無数の針に刺し貫かれ、意識の遠のくままに倒れこめば、毒針が待ち受ける。身の毛のよだつ前代未聞
のデスマッチ！ 1996年11月20日 東京・後楽園ホール。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

電撃殺人器四面楚歌デスマッチ

SPD-1446●90分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614467■ISBN978-4-86308-699-9 C3875 Y4500E
今度こそは死！2,000ボルトの殺人ボードが四方を囲む！チリチリという音とともに不気味な光が放たれ、恐怖の戦いが始
まった。阿鼻叫喚の地獄絵図を展開してきた大日本プロレス究極のデスマッチシリーズが、ついに最後の死線を越えた！
1997年4月1日 東京・後楽園ホール。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

人喰いピラニア・デスマッチ

SPD-1447●90分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614472■ISBN978-4-86308-709-5 C3875 Y4500E
喰われるのはどっちだ!?今度のデスマッチはアマゾンより運ばれた獰猛な肉食魚ピラニア。
今や遅しと餌食の投下を待つ水
槽を挟み、対峙するのは松永とナガサキ。皮膚を破り、肉を喰われる断末魔の絶叫がリングにこだまする。身の毛のよだつ前代
未聞の闘い。1996年8月19日 神奈川・横浜文化体育館。

サイトの詳細ページへ

人間闇なべデスマッチ

SPD-1448●60分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614481■ISBN978-4-86308-713-2 C3875 Y4500E
その闘いは、闇の中で始まる…あらゆる凶器がブチ込まれた煮えたぎる闘いの闇なべの中で身もだえする様な闘いの宴が、
地
獄の惨劇が、展開される！1996年9月30日 埼玉県・大宮スケートセンター

サイトの詳細ページへ

皆殺しの棺桶

～地獄の墓場デスマッチ～

SPD-1449●60分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614498■ISBN978-4-86308-719-4 C3875 Y4500E
リング上に並ぶ不気味な棺桶。その中に叩き込まれた者は身動きもできず、地獄へと落とされる。最後に生き残るのは誰だ!?
1997.12.8東京・大田区体育館。

サンプルムービー
流血砂漠

サイトの詳細ページへ

電ノコ・サボテン・デスマッチ

SPD-1450●60分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614504■ISBN978-4-86308-723-1 C3875 Y4500E
棘、
棘、棘…リングの四方を取り囲む巨大サボテン。そして不気味な音を立ててうごめく鋭利な電動ノコギリ。ここはマット
か、
それとも地獄の１丁目か？松永とポーゴ、会ってはならない２人が再び激突した恐怖の一夜。1998.3.25 東京・後楽園ホー
ル。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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W★ING伝説 VOL.1

暴虐のラプソディ[狂詩曲]

SPD-1321●2枚組470分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613217■ISBN978-4-86308-114-7 C3875 Y10000E
1990年代の日本プロレス界に吹き荒れたW★ING台風。インディープロレスのあらゆる要素を詰め込んだ、奇想天外な活動ぶ
りは、
フリーク達の熱烈な支持を受け、W★INGマニアと呼ばれる熱狂的なファンを生み出した。時は流れ、今や伝説となって
語られるW★ING。その闘いがついに蘇る。これが世界最凶のプロレス団体W★INGだ！

サンプルムービー

W★ING伝説 VOL.2

サイトの詳細ページへ

血みどろのレクイエム[葬送曲]

SPD-1322●2枚組480分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613224■ISBN978-4-86308-151-2 C3875 Y10000E
破天荒な暴れっぷりで日本マット界に大きな足跡を残したW★ING。次々繰り出されるアイディアと、目まぐるしく移り変わ
る遺恨闘争は、マニアの間で絶大なフィーバーとなった。しかし、ああ無情。相次ぐ主力選手の離脱、活動停止、奇跡の復活。
そ
して、
断末魔の雄叫びとともにW★INGはこつ然と姿を消した。あれはもう決して還らぬ古き良き思い出なのだろうか?いや、
W★ING魂は決して消え去ることはない。
サイトの詳細ページへ
W★INGよ、永遠に!
サンプルムービー

新W★ING伝説

2009.5.29東京・新木場1st.RING

SPD-1323●235分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613231■ISBN978-4-86308-185-7 C3875 Y5600E
世界で最も危険なプロレス団体と言われ、絶大な人気を誇ったものの乱脈経営で崩壊したW★INGプロレス。今年発売された
総集編DVDが記録的ヒットとなり、味をしめた茨城社長がついに復活興行を開催。ポーゴ、金村らかつてのメンバーが顔を揃
え、
超過激なデンジャラスファイトに挑む。特典映像有り

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

W★ING最凶伝説シリーズ vol.1

BE DREAMERS

ジプシー・ジョー10年ロマンス

SPD-1461●60分+特典16分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614610■ISBN978-4-86308-744-6 C3875 Y5000E
茨城清志氏を代表とする新体制でリスタートを切ったW★ING。記念すべき第一弾は茨城氏がエース外国人として見込んだジ
プシー・ジョーを招聘して開催され、代名詞である金網デスマッチが実現した。1992年2月16日 後楽園ホール。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

W★ING最凶伝説シリーズvol.2

WHO’S THE DANGER

一番危険な奴は誰だ!!

SPD-1462●60分+特典15分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614627■ISBN978-4-86308-749-1 C3875 Y5000E
前シリーズの後楽園ホール大会で決死のバルコニーダイブを行い、一躍男を上げた松永光弘が、スクランブル・バンクハウス・
デスマッチでポーゴの牙城に挑んだ。金村ゆきひろが明かす有刺鉄線バット誕生秘話も収録。1992年3月8日 後楽園ホール。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

W★ING最凶伝説シリーズvol.3

SCAFFOLD MATCH

奈落の底に突き落とせ!!

SPD-1463●60分+特典10分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614634■ISBN978-4-86308-755-2 C3875 Y5000E
約10mの高さに設置された極狭空間。アイスマンとミゲル・ペレスJrの勇気ある戦い。ますます極悪ぶりを発揮するミスター・
ポーゴは新鋭金村ゆきひろを2戦連続で血祭りに。1992年3月11日 半田市民ホール＆13日 静岡産業館。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

W★ING最凶伝説シリーズvol.4

DESIRE FOR BLOOD

血塗られた闘争

SPD-1464●60分+特典10分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614641■ISBN978-4-86308-759-0 C3875 Y5000E
後楽園ホールで初めての有刺鉄線デスマッチが実現。リングを取り巻く無数の有刺鉄線。大流血必至のデスマッチでポーゴ＆
インベーダーに挑むのは金村＆徳田。そしてケビン・サリバン率いる怪奇派軍団もポーゴに牙をむく！格闘技の聖地が血の
海に染まった。1992年4月5日 後楽園
サイトの詳細ページへ
サンプルムービー
ホール。
W★ING最凶伝説シリーズvol.5

DEAD OR ALIVE

アンダーテイカー〈棺桶〉デスマッチ

SPD-1465●60分+特典10分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614658■ISBN978-4-86308-768-0 C3875 Y5000E
ジェイソン・ザ・テリブル 大ブレイク！アンダーテイカー＜棺桶＞デスマッチを戦うにもっともふさわしい戦士が誕生し
た。
極悪大王ポーゴを相手に絶大な存在感を示し、ファンのハートを鷲掴みにしたジェイソン。W★INGの歴史の中でも、
5指
に数えられる名勝負。1992年5月7日 後楽園ホール。

サイトの詳細ページへ

W★ING最凶伝説シリーズvol.6

CLIMBING UP

4対4全面対決 W★ING vs プエルトリコ軍団

SPD-1466●60分+特典18分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614665■ISBN978-4-86308-775-0 C3875 Y5000E
松永光弘と金村ゆきひろのツートップがいずれも怪我で戦線を離脱。崩壊の危機に追い込まれたW★INGに対し、
ビクター・キ
ニョネス率いるプエルトリコ軍が全面対決を仕掛けた。４対４のイリミネーションマッチ。断崖絶壁のW★INGマットに奇跡
が巻き起こった。1992年6月11日 後楽
サイトの詳細ページへ
園ホール。
サンプルムービー
W★ING最凶伝説シリーズvol.7

FIRE DEATH MATCH

ONE NIGHT ONE SOUL

SPD-1467●90分+特典13分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614672■ISBN978-4-86308-779-8 C3875 Y5000E
後にこの試合は「人間焼肉デスマッチ」と呼ばれ、長くプロレスファンの間で語り継がれることになった。数々の凄惨なデス
マッチを見続けてきた彼らにとっても、それほどの衝撃を与えた一戦であった。ポーゴと松永による歴史的一戦。
1992年8月2
日 船橋オートレース駐車場。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

W★ING最凶伝説シリーズvol.8

BE AMBITIOUS

真夏の夜の“夢闘”

SPD-1468●61分+特典12分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614689■ISBN978-4-86308-784-2 C3875 Y5000E
W★INGマットで実現した夢の対決！マスカラスvsカネックのWタイトルマッチ！さらにポーゴと松永が衝撃の合体。
日本初
のインクレディブル・マッチは、戦前の予想通り、大荒れとなった。1992年8月15日 川崎市体育館。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

W★ING最凶伝説シリーズvol.9

WE LOVE W★ING

1stANNIVERSARY

SPD-1469●91分+特典16分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614698■ISBN978-4-86308-790-3 C3875 Y5000E
リングを取り巻く無数の五寸釘。Mr.デンジャーの名を欲しいままにしていた松永光弘が次に選んだ舞台は釘板の上だった。
落ちれば全身穴だらけ。果たして決死の戦いの行方は？1992年12月20日 戸田市スポーツセンター。

サイトの詳細ページへ
W★ING最凶伝説シリーズvol.10

'93新春後楽園地獄絵巻

SPD-1470●61分+特典12分●税込¥5,500（本体価格¥5,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125614702■ISBN978-4-86308-796-5 C3875 Y5000E
W★INGマットの代名詞となった有刺鉄線バットが唸りを上げる。後楽園ホールの場内すべてがリング。鮮血がほとばしる命
がけの戦い。1993年1月7日 後楽園ホール。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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世界のプロレス

世界のプロレス

カリブ篇#1

SPD-1301●170分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面2層
Jan.4941125613019■ISBN4-87389-681-9 C3875 Y5600E
1990 年前後、
プエルトリコは大物プロレスラーが次々と登場する世界有数のマーケットであった。
帝王コローンが大観衆の声
援を受けて、
ブロディ、
ハンセンら強敵を迎撃。
そしてブッチャー、
ファンクスらの悪役が奇想天外なデスマッチで度肝を抜く。
プロレスのあらゆる要素を飲み込んだ混沌のリング、
それがカリビアンプロレスなのだ。

サイトの詳細ページへ

世界のプロレス

カリブ篇#2

SPD-1302●166分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面2層
Jan.4941125613026■ISBN4-87389-686-X C3875 Y5600E
カリブ編第2弾は、
80年代を代表する名レスラー、
ブルーザー・ブロディとスタン・ハンセン、
それにカリビアンプロレスの代名
詞デスマッチの大特集という1枚で実に3度もおいしいお買い得版。
はしご、
金網、
チェーン、
ファイヤーと、
後に日本のインディ
団体が輸入した奇想天外なデスマッチの本場の姿。
プロレスマニア必見のお宝映像だ。

サイトの詳細ページへ

世界のプロレス

カリブ篇#3

SPD-1303●171分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面2層
Jan.4941125613033■ISBN4-87389-693-2 C3875 Y5600E
80 年代後半のプエルトリコは、世界中の大物プロレスラーが次々と登場する世界有数のマーケットであった。プロレスのあ
らゆる要素を飲み込んだ混沌のリング、カリビアンプロレスの名勝負。第3 弾はアブドーラ・ザ・ブッチャー、テリー・ファン
ク、
そしてカリビアンオールスターを特集。

サイトの詳細ページへ

世界のプロレス

カリブ篇#4

SPD-1304●172分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／2／片面2層
Jan.4941125613040■ISBN4-87389-698-3 C3875 Y5600E
カリブ編の掉尾を飾るのは、
1980 年頃までは世界中に存在していた、いわゆるご当地レスラーと呼ばれる選手達と、ブッ
チャー、テリー・ファンクら日本でもおなじみの選手らとのローカル色満点の名勝負。プロレスのあらゆる要素が詰め込まれ
たカリブマット。その面白さは永遠にマニアのハートを捉えて離すことはないだろう。

サイトの詳細ページへ

世界のプロレス

カリブ編

DVD-BOX

SPD-1334●4枚組680分●税込¥16,280（本体価格¥14,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125613347■ISBN978-4-86308-421-6 C3875 Y14800E
1980年頃から90年代にかけて、プエルトリコは世界中の大物プロレスラーが次々と登場する世界有数のマーケットであっ
た。
プエルトリコの帝王と呼ばれたカルロス・コローンが、大観衆の声援を背に受けてブロディ、ハンセンらの強敵を迎撃。
そ
してブッチャー、ファンクスらの悪役が奇想天外なデスマッチで度肝を抜いた。流智美解説による全プロレスファン必見の貴
重映像。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

流智美の黄金期プロレス 50 選

流智美の黄金期プロレス50選vol.1

戦後悪役の権化 東郷&シーク

SPD-1312●228分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） モノクロ／STEREO 1.流智美解説有り 2.解説無し／ALL／片面2層
Jan.4941125613125■ISBN4-87389-862-5 C3875 Y5600E
グッドオールドデイズと呼ばれるアメリカの50年代。時代と歩調を合わせるかのように黄金時代を迎えていたアメリカンプ
ロレス。幾多の名選手を輩出した時代の名勝負を、プロレス博士流智美が紹介する。その第1弾は、グレート東郷とザ・シーク。
日米を代表する究極の2大悪役レスラーを大特集。

サンプルムービー
流智美の黄金期プロレス50選vol.2

サイトの詳細ページへ

殺人狂コワルスキー&地獄の料理人シュミット

SPD-1313●220分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） モノクロ／STEREO 1.流智美解説有り 2.解説無し／ALL／片面2層
Jan.4941125613132■ISBN4-87389-868-4 C3875 Y5600E
シリーズ第2弾ではキラー・コワルスキーとハンス・シュミットを特集。
代名詞のフライングニードロップでユーコン・エリックの耳
をそぎ落とし、
他にも対戦相手を次々と病院送りにして恐れられたコワルスキー。
シュミット式バックブリーカーにその名を残す
ハンス・シュミット。
いずれも個性あふれる名レスラーである。

サンプルムービー
流智美の黄金期プロレス50選vol.3

サイトの詳細ページへ

ミネソタの猛虎バーン・ガニア

SPD-1314●193分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） モノクロ／STEREO 1.流智美解説有り 2.解説無し／ALL／片面2層
Jan.4941125613149■ISBN4-87389-874-9 C3875 Y5600E
好評のシリーズ第3弾は後にAWAの帝王と呼ばれるバーン・ガニアが登場。必殺のスリーパー・ホールドを武器に、
どんな相手
でも苦にしないテクニックと、猛虎の異名を呼んだ荒々しさを兼ね備え、堂々とした王者の風格を見せつけていた。
プロレス
史に残る偉大な名選手の一人であるバーン・ガニア。その全盛期の姿がここに。

サンプルムービー
流智美の黄金期プロレス50選vol.4

サイトの詳細ページへ

生傷男ブルーザー&ぶっ壊し屋クラッシャー

SPD-1315●234分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） モノクロ／STEREO 1.流智美解説有り 2.解説無し／ALL／片面2層
Jan.4941125613156■ISBN4-87389-880-3 C3875 Y5600E
シリーズ第4弾には、いよいよ50年代最大のヒール、極道コンビのブルーザーとクラッシャーが登場。パワーを生かした殴る
蹴るのケンカファイトと、暴れ出したら誰も止めることができない暴走ぶりで観客を恐れさせた。この時代を代表する稀代の
悪役である。

サンプルムービー
流智美の黄金期プロレス50選vol.5

サイトの詳細ページへ

人間台風ジョナサン&MSG無冠の帝王ロッカ

SPD-1316●222分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） モノクロ／STEREO 1.流智美解説有り 2.解説無し／ALL／片面2層
Jan.4941125613163■ISBN4-87389-891-9 C3875 Y5600E
シリーズ第5弾に登場するのは、人間台風の異名をとった大型のパワーファイター、ドン・レオ・ジョナサンと、殿堂マジソン・
スクエア・ガーデンを舞台に大活躍し、無冠の帝王として絶大な人気を誇った元祖アルゼンチン・バックブリーカー鳥人ロッ
カ。
いずれも個性際立つ同時代の名レスラーである。

サイトの詳細ページへ
流智美の黄金期プロレス50選vol.6

鉄人テーズ&野生児ロジャース

SPD-1317●241分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） モノクロ／STEREO 1.流智美解説有り 2.解説無し／ALL／片面2層
Jan.4941125613170■ISBN4-87389-898-6 C3875 Y5600E
シリーズ最終巻に登場するのは、マットの魔術師と呼ばれたオコーナー。容貌、パワー、スピード、テクニック、雰囲気と、
プロ
レスラーに必要なすべてのものを兼ね備え絶大な人気を誇った野生児ロジャース。そして不滅の金字塔936連勝を記録する
など、
史上最高のレスラーとして数々の記録を残した鉄人テーズ。50年代のプロレス黄金時代を作り上げた3人である。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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復刻版！プロレススーパースター列伝

復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.1

キラー・コワルスキー＆ペッパー・ゴメッツ

SPD-3001●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630016■ISBN978-4-86308-885-6 C2875 Y2000E

ショービジネス全盛のアメリカにあって、娯楽の中心であり続けたアメリカンプロレス。その人気を支えたのは個性溢れる
様々なスターレスラー達であった。彼らの往年の名勝負、そして現在の姿、インタビュー、メッセージなどで構成されたファン
感涙のドキュメント。その第1弾は、耳そぎ伝説の菜食モンスター・コワルスキーと、脅威の腹筋力を持つ白豹ゴメッツ。

サイトの詳細ページへ
復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.2

バーン・ガニア＆レオ・ノメリーニ

SPD-3002●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630023■ISBN978-4-86308-886-3 C2875 Y2000E

ロンドンオリンピックに出場したレスリングの名選手でありながら、プロフットボーラーとして NFLでも活躍し、鳴り物入
りでプロレスに転向、スリーパーホールドを生んだ AWAの帝王バーン・ガニアと、ミネソタ大学時代に 2度フットボールの
オールアメリカンに選出されたサンフランシスコのタックル王レオ・ノメリーニ編

サイトの詳細ページへ
復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.3

バロン・フォン・ラシク&アル・コステロ

SPD-3003●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630030■ISBN978-4-86308-887-0 C2875 Y2000E

スキンヘッドの特異な容貌と必殺技ブレーン・クローを武器に全米各地で活躍。日本においても国プロのエース S小林との
抗争や、全日本プロレス馬場、鶴田との名勝負で鮮烈な印象を残したラシク。オースイ・スープレックスを開発したテクニシャ
ンで、タッグとして初の殿堂入りを果たしたカンガルーズのコステロを紹介。

サイトの詳細ページへ
復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.4

ニック・ボックウィンクル&ファビュラス・ムーラ

SPD-3004●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630047■ISBN978-4-86308-888-7 C2875 Y2000E

AWA最後の帝王として長年世界ヘビー級王座に君臨したニック・ボックウィンクル。確かなレスリングテクニックを持つ実
力派レスラーでありながら、劣勢を装っては反則負けを選び、相手の持ち味を充分に引き出しながら、タイトルだけは防衛
するというヒール・スタイルを貫いた。女帝ムーラは、実に 60年にわたる現役生活を送った女子プロレス界のレジェンド。

サイトの詳細ページへ
復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.5

ザ・シーク&ドン・カーチス

SPD-3005●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630054■ISBN978-4-86308-889-4 C2875 Y2000E

凶器攻撃と言えばシークと連想されるほどプロレスファンに恐れられたザ・シーク。悪役としてのあまりの勇名ぶりは、
シー
クの名を語った数多くの亜流レスラーを生み出した。元祖アラビアの怪人。そして落雷男の異名を持つドン・カーチス。
マー
ク・ルーインとのコンビで長年活躍し、タッグチームとして殿堂入りも果たしている名選手である。

サイトの詳細ページへ
復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.6

イワン・コロフ&ニキタ・コロフ

SPD-3006●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630061■ISBN978-4-86308-895-5 C2875 Y2000E

コサック帽とブーツを身に付けたロシア系悪役というギミックを創り上げたイワン・コロフ。WWWFでサンマルチノの敵役
として活躍し、チャンピオンにもなった。同じギミックを使った多くの亜流レスラーと組み、タッグの名手としても長年活躍
を続けた。その相棒としてザ・ラシアンズで活躍したニキタはソ連人悪役として活躍した最後の一人である。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.7

ワフー・マクダニエル&ロニー・ガービン

SPD-3007●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL/片面1層
Jan.4941125630078■ISBN978-4-86308-896-2 C2875 Y2000E

純粋なインディアンの血を引き、トマホークチョップなどのインディアンスタイルで人気を呼んだ狼酋長ワフー・マクダニエ
ル。
ベビーフェイスでありながら、流血やラフファイトにも強い異色のレスラーであった。そして石の右拳を持つ男と呼ばれ
右のパンチ攻撃を得意とした異色のレスラー、ロニー・ガービン。

サイトの詳細ページへ
復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.8

ジャック・ブリスコ&ペニー・バナー

SPD-3008●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630085■ISBN978-4-86308-897-9 C2875 Y2000E

アマレスエリートとして鳴り物入りでデビューし、2年5ヶ月という長期間にわたりNWA世界王座に君臨した南部の麒麟児。
鉄人ルー・テーズが「すべてにおいて文句のつけようがなく完璧。NWAの権威を守った最後の王者」と絶賛した名レスラー。
そ
して黎明期の女子プロレスを牽引した美貌と運動能力を併せ持つ牝豹ペニー・バナー。

サイトの詳細ページへ
復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.9

ディック・スレーター＆タリー・ブランチャード

SPD-3009●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630092■ISBN978-4-86308-902-0 C2875 Y2000E

テリー・ファンクの弟分として日本マットでも大活躍を見せた右利きのテリー”喧嘩番長ディック・スレーター。
リック・フレ
アー率いるフォー・ホースメンの一員としてNWAで、1989年7月にはデモリッションを破ってWWF世界タッグ王座を奪取、
NWA王座との2大タッグ王座を制したブランチャード。

サイトの詳細ページへ
復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.10

ドリー・ファンクJr.＆ダン・ミラー

SPD-3010●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630108■ISBN978-4-86308-903-7 C2875 Y2000E

長年にわたりNWA世界王座に君臨、日本でも弟テリーとのタッグで絶大な人気を誇ったファンク一家の長兄。日米を股にか
けて一時代を築きテリーと共にWWEプロレス殿堂入りしたグレートテキサン ドリー・ファンクJrとAWA、WWWFなどのマッ
トでも活躍、タンパの正統派、美豹ダン・ミラー。

サイトの詳細ページへ
復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.11

ヒロ・マツダ＆ポール・ジョーンズ

SPD-3011●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630115■ISBN978-4-86308-904-4 C2875 Y2000E

ダニー・ホッジを破りNWA世界ジュニアヘビー級王座を獲得、ゴッチに学んだ関節技とジャーマンスープレックスを駆使し、
アメリカマットで最も大きな成功を収めた日本人レスラーの一人ヒロ・マツダとネルソン・ロイヤルとの牧童コンビとして活
躍した火を噴く人間ゴマ ポール・ジョーンズ。

サイトの詳細ページへ
復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.12

ミスター・レスリング＆エイブ・ジェイコブス

SPD-3012●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630122■ISBN978-4-86308-908-2 C2875 Y2000E

正統派覆面レスラーとして活躍し、正義の白覆面と呼ばれたトップスタ ー、ミスター・レスリング。アベ・ヤコブまたはマスク
マンのレッド・ピンパネールとして猪木と名勝負を繰り広げたジェイコブス。今は亡きプロレス界のスーパースターたちの晩
年にインタビューを敢行した貴重な記録を廉価版で復刻

サイトの詳細ページへ
復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.13

キンジ・シブヤ＆サンディー・スコット

SPD-3013●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630139■ISBN978-4-86308-909-9 C2875 Y2000E

巧みな話術と柔道や空手のギミックを使いこなした試合運びで60～70年代の西海岸では知らぬ者の無い憎まれ役として活
躍したキンジ・シブヤ。兄ジョージとのタッグチーム、フライング・スコットとしてカナダマットを席巻したサンディー。
今は
亡きプロレス界のスーパースターたちの晩年にインタビューを敢行した貴重な記録を廉価版で復刻。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.14

サイクロン・ネグロ＆スウェード・ハンセン

SPD-3014●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630146■ISBN978-4-86308-910-5 C2875 Y2000E

日本では覆面レスラー、カリプス・ハリケーンの名で知られ、日米を股にかけ活躍したサイクロン・ネグロ。ヒールでありなが
らギミックに頼ることなく激しい試合を繰り広げファンやレスラー仲間、関係者から絶大な信頼と賞賛を集めたハンセン。
今
は亡きプロレス界のスーパースターたちの晩年にインタビューを敢行した貴重な記録を廉価版で復刻。

サイトの詳細ページへ
復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.15

ダニー・スパイビー＆ジョージ・スコット

SPD-3015●100分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630153■ISBN978-4-86308-914-3 C2875 Y2000E

スタン・ハンセンとのタッグで、スティーブ・ウィリアムス、テリー・ゴディらと激闘を繰り広げ、全日本プロレス最強外国人レ
スラーの1人として長年親しまれたダニー・スパイビー。テレビを使ったプロモーションと弟サンディと組んだ空中殺法で大
人気を集め、引退後はブッカーとしてWWF全米制覇の礎を築いたジョージ。
往年のプロレス・スーパースターにインタビュー
を敢行した貴重な記録を廉価版で復刻。

サイトの詳細ページへ

復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.16

スティーブ・カーン＆カール・フォン・ヘス

SPD-3016●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630160■ISBN978-4-86308-915-0 C2875 Y2000E

スタン・レーンとのタッグ”ファビュラス・ワンズ”で80年代のアメリカマ ットを席巻。
アイドル系タッグチームの先駆けとして
多くのタッグチームに影響を与えたカーン。
ヒットラーの亡霊というギミックで反則一辺倒の残虐ファイトを繰り広げ、
最も
憎まれる悪役レスラーとなったヘス。
往年のプロレス・スーパースターにインタビューを敢行した貴重な記録を廉価版で復刻。

サイトの詳細ページへ
復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.17

アレックス・スミルノフ＆ラウル・マタ

SPD-3017●102分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630177■ISBN978-4-86308-916-7 C2875 Y2000E

70年代のロシアンギミックを代表するトップヒールとして、日米を股にかけ長年活躍を続けた名選手アレックス・スミルノ
フ。
メキシコの鷹のニックネームで長年王座に君臨し、ロサンゼルス地区の大ヒーローだったラウル・マタ。今は亡きプロレス
界のスーパースターたちの晩年にインタビュ ーを敢行した貴重な記録を廉価版で復刻。

サイトの詳細ページへ
復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.18

ジプシー・ジョー＆バグジー・マグロー

SPD-3018●99分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630184■ISBN978-4-86308-920-4 C2875 Y2000E

2023.1.20
発売

国際プロレスのエース外人としてラッシャー木村との金網デスマッチで本領を発揮。金網最上段からのニードロップを武器
に暴れ回ったジプシー・ジョー。巨体を武器にしたラフ＆パワーファイトで日米を股にかけ息の長い活躍を続けたバグジー・
マグロー。往年のプロレス・スーパースターが語る半生記と現役時代のエピソード。貴重な映像記録を廉価版で再発売

サイトの詳細ページへ
復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.19

マイク・グラハム＆ジョニー・ロッズ

SPD-3019●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630191■ISBN978-4-86308-921-1 C2875 Y2000E

2023.1.20
発売

名プロモーターとしてフロリダ地区で辣腕を振るったエディ・グラハムを父に持ち、藤波辰巳とのNWAジュニアヘビー級王
座戦で日本のファンにも鮮烈な印象を残したマイク・グラハム。ニューヨーク生まれのニューヨーク育ち。名脇役としてWWE
マットで長年しぶい活躍を続けたロッズ。往年のプロレス・スーパースターが語る半生記と現役時代のエピソード。
貴重な映
像記録を廉価版で再発売。

サイトの詳細ページへ

復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.20

ロン・バス＆アンジェロ・ポッフォ

SPD-3020●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630207■ISBN978-4-86308-922-8 C2875 Y2000E

2023.1.20
発売

バス3兄弟の一員としてアラバマ、ロス、フロリダなどで悪名を轟かせ、日本ではスタン・ハンセンのタッグパートナーとして
活躍したロン・バス。均整の取れた肉体美を誇るレスラーとして活躍し、後には息子である”マッチョマン"ランディ・サベージ
のマネージャーとして長年プロレス界で活躍したアンジェロ・ポッフォ。往年のプロレス・スーパースターが語る半生記と現
役時代のエピソード。貴重な映像記録を廉価版で再発売。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.21

ジミー・ガービン＆バディ・コルト

SPD-3021●99分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630214■ISBN978-4-86308-925-9 C2875 Y2000E

2023.2.18
発売

マイケル・ヘイズ、テリー・ゴディとのチーム"ファビュラス・フリーバーズ”の一員として日米をまたにかけ活躍したジミー・
ガービン。"カウボーイ"もしくは"ハンサム"ロン・リードという本名でも活躍。60年代から70年代にジョージア＆フロリダ地
区でトップヒールとして君臨したバディ・コルト。往年のプロレス・スーパースターが語る半生記と現役時代のエピソード。
貴
重な映像記録を廉価版で再発売。

サイトの詳細ページへ

復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.22

グレッグ・バレンタイン＆ルイ・ティレイ

SPD-3022●100分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630221■ISBN978-4-86308-926-6 C2875 Y2000E

2023.2.18
発売

父であるジョニー・バレンタイン譲りの毒針エルボー攻撃を得意とし、新日本の常連外人として藤波、長州らと激闘を繰り広
げたグレッグ・バレンタイン。
「フランスの流血王」の異名を持ち、一度も来日しなかったが、1960年代から70年代にかけ
「ま
だ見ぬ強豪」のリストに常にランクされていたルイ・ティレイ。往年のプロレス・スーパースターが語る半生記と現役時代のエ
ピソード。貴重な映像記録を廉価版で再発売。

サイトの詳細ページへ

復刻版！プロレス・スーパースター列伝

vol.23

ザ・デストロイヤー＆ジョニー・ウィーバー

SPD-3023●100分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125630238■ISBN978-4-86308-927-3 C2875 Y2000E

2023.2.18
発売

代名詞でもある必殺技「足四の字固め」を武器にWWA王座を３度戴冠。ヘビー級のトップに君臨した初のマスクマンである
ザ・デストロイヤー。最もポピュラーなプロレス技の一つであるスリーパーホールド。これを初めてフィニッシュホールドと
して使用したジョニー・ウィーバー。往年のプロレス・スーパースターが語る半生記と現役時代のエピソード。貴重な映像記録
を廉価版で再発売。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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復刻版！格闘技名作ライブラリー

復刻版！格闘技名作ライブラリー

ビビアーノ・フェルナンデス ブラジリアン柔術スーパーテクニック

SPD-3101●74分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125631013■ISBN978-4-86308-890-0 C2875 Y2000E

日本のさまざまな大会で活躍し、圧倒的強さで衝撃を残した名選手ビビア ーノ・フェルナンデスが、数々のテクニックを惜し
みなく披露した教則DVDを復刻。手首固めのバリエーションに始まり、ガードからの攻撃、バ ックからの攻撃、スタンドでの
攻撃、
そしてパスガード。ビビアーノならではの超絶テクニックが満載。

サイトの詳細ページへ
復刻版！格闘技名作ライブラリー

スマックガール大全集 vol.1

SPD-3102●245分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125631020■ISBN978-4-86308-891-7 C3875 Y2000E
現在は普通となったが、世界初の女子総合格闘技として産声を上げ、世界で唯一女子が戦えるマットとして一時代を築いたス
マックガール。その総集編として発売されたDVDを復刻。フライ級とミドル級のベストバウトを多数収録し、スマックガール
の歴史を彩った懐かしい選手たちが総出場。

サイトの詳細ページへ
復刻版！格闘技名作ライブラリー

佐藤 満

レスリング入門 vol.1

SPD-3103●100分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125631037■ISBN978-4-86308-898-6 C2875 Y2000E
フリースタイルレスリングを学ぶための映像版教科書として、ソウル五輪金メダリストの佐藤満がさまざまなテクニックを
丁寧に実演、解説しロングセラーを続けてきた教則DVDの名作。競技のさらなる普及・発展を目指してその第1弾を廉価版とし
て再発売。

サイトの詳細ページへ
復刻版！格闘技名作ライブラリー

相川宗大

倒すパンチ

SPD-3104●100分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125631044■ISBN978-4-86308-899-3 C2875 Y2000E
異次元のスピードが最強のパワーを生み出す！ボクシング世界チャンピオンを指導するトレーナーに『動きが予測できず、
フック、アッパー、ボデ ィ、何が来るかもまったく見えませんでした。見えない相手になす術がない状態です。』そう言わせた
驚異の理論。重心移動によるリズムステップで相手をサンドバッグにする見えないパンチの秘密を公開。

サイトの詳細ページへ
復刻版！格闘技名作ライブラリー

畑中清詞

ボクシングチャンピオンテクニック

SPD-3105●87分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125631051■ISBN978-4-86308-905-1 C2875 Y2000E

ハードパンチでKOの山を築いた第13代WBC世界スーパーバンタム級王者畑中清詞。引退後は世界３階級王者田中恒成を育て
上げ、
指導者としても活躍する畑中清詞のボクシングテクニック。それは、何よりもまず基本をしっかりと身につけることを
重視したオーソドックスなものである。誰もが陥りそうな注意点を丁寧に指導、矯正し、確かな実力アップへと導く映像作品。

サイトの詳細ページへ
復刻版！格闘技名作ライブラリー

山田崇太郎

ケトルベルトレーニング

SPD-3106●120分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125631068■ISBN978-4-86308-906-8 C2875 Y2000E

格闘技に必要な筋肉を全身バランス良く鍛えることが出来るトレーニング法として注目され、あらゆるジムで取り入れられ
ているケトルベル。そのトレーニング方法を、項目別、目的別に分け、体系立てて丁寧に教える映像版教科書。効率よく体幹を
鍛え、
バランスの取れた身体を作ることができる。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

復刻版！格闘技名作ライブラリー

マルコ・バルボーザ

ザ・マスター・オブ柔術

SPD-3107●120分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125631075■ISBN978-4-86308-911-2 C2875 Y2000E

ブラジリアン柔術の代表的指導者として知られるマルコ・アントニオ・バルボーザ。本国ブラジルで数多くの弟子を指導する
かたわら、世界中を回り柔術普及の活動を続け、日本でも彼を信奉するたくさんの弟子たちが、バルボーザの名の下に柔術の
修行を続けている。その卓越したテクニックから、特にパスガードとバックの攻防を紹介。

サイトの詳細ページへ
復刻版！格闘技名作ライブラリー

黒い稲妻

マンソン・ギブソン

SPD-3108●131分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125631082■ISBN978-4-86308-912-9 C3875 Y2000E
躍動！衝撃！破壊！全てのキックボクシングファンの脳裏に焼き付いて離れない脅威の男マンソン・ギブソン。
その強さ、
ス
ピード、テクニックを再確認するために制作されたDVDを復刻。
日本マット界を旋風のように駆け抜けたマンソン・ギブソン
の勇姿が甦る。

サイトの詳細ページへ
復刻版！格闘技名作ライブラリー

小野寺力

キックボクシング入門 vol.1

SPD-3109●75分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125631099■ISBN978-4-86308-917-4 C2875 Y2000E

華麗なテクニックでキック界に一時代を築いた小野寺力。キックを始める初心者が最初に教わる基本から、パンチ、
キック、
ディフェンス、首相撲、様々なコンビネーション、実戦テクニックまで、鮮やかにKOの山を築いたそのテクニックを完全網羅
した教則作品。。

サイトの詳細ページへ
復刻版！格闘技名作ライブラリー

佐藤 満

レスリング入門 vol.2

SPD-3110●94分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125631105■ISBN978-4-86308-918-1 C2875 Y2000E
フリースタイルレスリングを学ぶための映像版教科書として、ソウル五輪金メダリストの佐藤満がさまざまなテクニックを
丁寧に実演、解説しロングセラーを続けてきた教則DVDの名作。
競技のさらなる普及・発展を目指して廉価版として再発売。

サイトの詳細ページへ
復刻版！格闘技名作ライブラリー

小野寺力

キックボクシング入門 vol.2

SPD-3111●84分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125631112■ISBN978-4-86308-923-5 C2875 Y2000E

2023.1.20
発売

華麗なテクニックでキック界に一時代を築いた小野寺力。キックを始める初心者が最初に教わる基本から、パンチ、
キック、
ディフェンス、首相撲、様々なコンビネーション、実戦テクニックまで、鮮やかにKOの山を築いたそのテクニックを完全網羅
した教則作品の第2弾。

サイトの詳細ページへ
復刻版！格闘技名作ライブラリー

スマックガール大全集vol.2

SPD-3112●243分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125631129■ISBN978-4-86308-924-2 C3875 Y2000E

2023.1.20
発売

現在は普通となったが、世界初の女子総合格闘技として産声を上げ、世界で唯一女子が戦えるマットとして一時代を築いたス
マックガール。その総集編として発売されたDVDを復刻。第2弾はライト級と無差別級のベストバウトを多数収録。
スマック
ガールの歴史を彩った懐かしい選手たちが総出場。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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復刻版！クエスト名作ライブラリー

合気道達人列伝 竹野高文

SPD-3201●75分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125632010■ISBN978-4-86308-892-4 C2875 Y2000E
合気道養神館最高師範として師・塩田剛三より受け継いだ技の伝承に努めている竹野高文。その奥義を紹介するとともに、
演
武大会、稽古風景、インタビューなどで構成し、達人の姿に迫った貴重な記録映像。

サイトの詳細ページへ
復刻版！クエスト名作ライブラリー

龍飛雲

蛇拳

SPD-3202●63分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125632027■ISBN978-4-86308-893-1 C2875 Y2000E
蛇拳は、左右の移動やとぐろを巻いたりといった動きで相手の目をくらませ、蛇形手と呼ばれる独特の手法で一気に相手の急
所を打つ。狭く、障害物があるといった場所で戦うことを得意とし、パワーよりもスピードを重視して、的確に急所を狙ってい
く極めて実戦的な拳法である。龍飛雲老師が蛇拳のエッセンスを紹介。

サイトの詳細ページへ
復刻版！クエスト名作ライブラリー

天然理心流

SPD-3203●59分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125632034■ISBN978-4-86308-894-8 C2875 Y2000E
天然理心流は、剛胆な気組を練り、捨て身で向かう実戦の剣である。その特徴は、単純なる太刀筋を磨き、真剣の修羅場におい
てこそ威力を発揮するところにある。近藤勇は、この気組の精神を生かし、新選組を作り上げた。激動する幕末の世に、
天然理
心流の剣術は、その名を歴史に刻まれたのである。

サイトの詳細ページへ
復刻版！クエスト名作ライブラリー

完全版 昭和の剣豪

SPD-3204●57分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125632041■ISBN978-4-86308-900-6 C2875 Y2000E
武道家が一命を賭した修行の姿、名剣士達の試合と稽古を捉えた、貴重な古フィルムを発掘。剣聖持田盛二に挑む往年の名手
中野八十二。若き日の天才剣士森寅雄。剣道界きっての鬼才と称された乳井義博の稽古と剣道観。現代剣道の第一人者として
活躍した中倉清。剣道界にその名を轟かす剣士群像を描く。

サイトの詳細ページへ
復刻版！クエスト名作ライブラリー

天然理心流

SPD-3205●75分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125632058■ISBN978-4-86308-901-3 C2875 Y2000E
三船十段直伝！一本を取るために研き抜かれた究極の技、術がひとつの芸に進化した姿を、水口修孝は体現している。
嘉納治
五郎から三船久蔵へと続く、柔道が本来持っていた素晴らしき技の数々。その中に隠された理をひとつひとつ解明した名作。
貴重な映像資料を後世に伝え残すために、廉価版で復刻。

サイトの詳細ページへ

復刻版！クエスト名作ライブラリー

嫡傅尚氏形意拳大全

SPD-3206●40分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125632065■ISBN978-4-86308-907-5 C2875 Y2000E
拳法史上に名高く、形意拳の近世三大名手のひとりに数えられている尚雲祥は、数多くの実戦において弸拳の一技のみを用い
て敵を打ち倒し「半歩弸拳遍く天下を打つ」と称されたという。その拳風は独特の体系を有し、真伝を伝えるものは極めて少な
い。
その尚氏形意拳を映像化し、詳細に解説。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

復刻版！クエスト名作ライブラリー

新極真会 THE BEST OF KO

SPD-3207●105分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125632072■ISBN978-4-86308-913-6 C3875 Y2000E
全世界空手道選手権大会、カラテワールドカップ、全日本選手権、全ヨーロッパ選手権。新極真会のトップ選手が覇を競う大会
から、
一撃必のKOシ ーンばかりを集めた衝撃映像集。直接打撃を当てるフルコンタクト制の試合ならではの、迫力満点映像が
たっぷり。

サイトの詳細ページへ
復刻版！クエスト名作ライブラリー

本部流唐手術

SPD-3208●35分●税込¥2,200（本体価格¥2,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125632089■ISBN978-4-86308-919-8 C2875 Y2000E
松濤館流、糸東流、剛柔流とともに、沖縄空手の源流のひとつに数えられる本部流。その開祖本部朝基は、大正年間に、
本土に初
めて空手の威力を知らしめた不世出の空手家であり、数多くの逸話を残した。その組手は、シンプルな動きとスピードを重視
した、
極めて実戦的なものであったという。拳豪・本部朝基が遺した技術を紹介する。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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女子プロレス

WOMEN'S PRO-WRESTLING

風香祭7&8

FMP-106●240分●税込¥5,762（本体価格¥5,238+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125410069■ISBN978-4-86308-174-1 C3875 Y5238E
女子プロレス界きっての人気ナンバー1アイドルレスラー風香。そのデビュー5周年を記念して行われた昼夜興行は、
田村欣
子、
高橋奈苗、日向あずみ、そしてメキシコからダーク・エンジェルが特別参戦した豪華版。主役の風香も八面六臂の活躍を見
せ、
踊って、歌って、そして闘って締めくくった大感動大会

サイトの詳細ページへ
A to Z 2nd Anniversary A to Z vs 外敵軍 全面対抗戦 2005.8.7 後楽園ホール
KOV-1001●88分●税込¥5,170（本体価格¥4,700+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125410014■ISBN4-87389-897-8 C3875 Y4700E
旗揚げ2 周年を迎えたメジャー女子プロレスA to Z。その記念大会は「負けたら団体解散」をオーナーから宣告される緊急事
態となった。外敵軍との全面対抗戦は、団体への愛とプライドを胸に戦い抜いた6 戦士が勝利し、感動の涙を流した。大波乱の
2 周年記念大会を収録。映像特典として、名物道場マッチ5 試合、アイドル華名の道場ライフ紹介を収録。

サイトの詳細ページへ

府川唯未PERFECT COLLECTION

"SAYONARA"

SPD-4101●2枚組360分●税込¥11,000（本体価格¥10,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641012■ISBN4-87389-526-X C3875 Y10000E
女子プロ人気ナンバー1 のアイドルが、そのレスラー生活のすべてを振り返った永久保存完全版。デビューを果たした全日本
女子プロレス時代の試合から2000 年7 月のラストファイトまで、100 を越える豊富な試合映像に加え、インタビュー、
レスラー
生活をたどったヒストリー、
プライベート密着映像など、
特典映像も満載した引退記念作品。

サイトの詳細ページへ

PERFECT ARSION

〜アルシオン6年間の軌跡〜

SPD-4102●236分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641029■ISBN4-87389-824-2 C3875 Y5600E
現在の女子プロレス界を席巻するヴィジュアルブーム。その潮流はアルシオンの旗揚げから始まった。美しき戦士たちによ
る、
しかしながら妥協を許さぬファイト。それは女子プロレスが到達した一つの頂点であり、女子プロレス界の歴史に輝く金
字塔として屹立している。旗揚げから消滅まで、アルシオンの6年間に渡る戦いを追った。

サイトの詳細ページへ

M's Style

SPD-4103●238分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641036■ISBN4-87389-939-7 C3875 Y5600E
2004年9月大会から2006年4月の「High Light Style TOURNAMENT 2006」
までの総集編DVD!闘獣牙Leon&闘牛・空&栗原あゆ
みのアニマルマロンが各大会を紹介。[主な収録試合]AKINO&ライオネス飛鳥vs大向美智子&尾崎魔弓/AKINO&浜田文子vsア
ジャ・コング&大向美智子/闘獣牙Leonvs浜田文子/AKINOvs栗原あゆみ 他
［特典映像］M's Style 外伝/グアム珍道
サイトの詳細ページへ
中/おすすめSHOP
サンプルムービー

AYUMI'S STYLE

女子プロレスラー栗原あゆみはじまりのリング

SPD-4118●239分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641180■ISBN978-4-86308-487-2 C3875 Y5600E
誰よりも愛された女子プロレスラー、栗原あゆみ。彼女がプロデビューを果たし、最も愛したM's styleマットでの全試合を収
録。
記念すべきデビュー戦当日の完全密着映像にはじまり、瑞々しい若さはじける21試合を振り返り、自らが歩んできたプロ
レスラー人生について語ったインタビュー。栗原あゆみファン必携の永久保存版DVD。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

尾崎魔弓

黒い魔性の赤い薔薇

SPD-4123●242分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641234■ISBN978-4-86308-547-3 C3875 Y5300E
尾崎魔弓が旗揚げした団体OZアカデミーでの自らの名勝負を振り返る。
敗者髪切りマッチ、
ドレスアップワイルドファイト、
ノールールと様々な試合の中で悪の限りを尽くす尾崎魔弓のベストマッチ集。
25年以上に渡るヒール人生を振り返るロングインタビューも収録。

サイトの詳細ページへ

ゆずポン祭2

〜ゆずポンキック・ナイト〜

YPM-103●80分●税込¥4,191（本体価格¥3,810+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125410335■ISBN978-4-86308-342-4 C3875 Y3810E
グラビアアイドルからプロレス入りした愛川ゆず季が、デビュー3戦目にして試練の大一番に挑む。暴走女王・堀田祐美子の
牙城に迫ったゆずポンは反則チェーン攻撃に苦しみながらもゆずポンキックで大逆転。念願の初勝利を飾ったゆずポン感動
の一戦を完全収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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JWP

JWP激闘史 vol.1

PURE HEART PURE WRESTLING

SPD-4104●236分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641043■ISBN978-4-86308-031-7 C3875 Y5600E
JWP旗揚げ15周年記念作品。壮大なボリュームで贈る総集編第1弾。[主な収録試合]デビル雅美vs斎藤澄子/プラム麻里子vsボ
リショイ キッド/ダイナマイト関西&福岡晶vsキューティー鈴木&尾崎魔弓/キューティー鈴木vs井上貴子/ダイナマイト関西
vsアジャ・コング/キャンディー奥津vs矢樹広弓/久住智子vs豊田真奈美/ダイナマイト関西&本谷香名子vs神取忍&遠藤美月/福
岡晶vs紅夜叉

サイトの詳細ページへ

JWP激闘史 vol.2

PURE HEART PURE WRESTLING

SPD-4105●236分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641050■ISBN978-4-86308-042-3 C3875 Y5600E
JWP旗揚げ15周年記念総集編第2弾。[主な収録試合]福岡 晶&久住智子vsデビル雅美&キューティー鈴木/美咲華菜vs日向あず
み/田村欣子&元気美佐恵vs日向あずみ&輝優優/春山香代子vs日向あずみ/米山香織vs日向あずみ/カルロス天野&宮崎有妃vs
日向あずみ&輝優優/日向あずみvs豊田真奈美/希月あおいvs中島安里紗/田村欣子vs日向あずみ

サイトの詳細ページへ

JWP激闘史 2007

PURE HEART PURE WRESTLING

SPD-4106●239分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641067■ISBN978-4-86308-059-1 C3875 Y5600E
2007年にJWPで行われた全タイトルマッチや団体対抗戦など激闘を収録。SUN、仙女との団体対抗戦、10年ぶりに行われた
ディスカバー・二ュ−ヒロイン・タッグトーナメントと2007年女子プロレスの中心となったJWPのベストマッチ集。

サイトの詳細ページへ

JWP激闘史 2008

SPD-4108●243分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641081■ISBN978-4-86308-145-1 C3875 Y5600E
JWPの2008年ベストマッチ集！JWPで行われたタイトルマッチやJWP認定無差別級王座次期挑戦者決定リーグ戦、
夏女決定
トーナメントの全試合など、82試合収録。各選手の2008年ベストマッチインタビューや年末のJWP授賞式も収録！

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

JWP激闘史 2009

SPD-4111●245分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641111■ISBN978-4-86308-241-0 C3875 Y5600E
2009年にJWPで行われた全タイトルマッチや対抗戦の激闘、JWPを15年間支え続け、12月27日に引退した日向あずみの引退
ロードを収録。映像特典として自らが選んだ試合と共に15年間を振り返る「日向あずみの軌跡」を収録。

サイトの詳細ページへ

JWP激闘史 2010

SPD-4114●244分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641142■ISBN978-4-86308-313-1 C3875 Y5600E
JWPの2010年ベストマッチ集。JWPで行われた全タイトルマッチや他団体での米山香織のJWP認定無差別級選手権試合、
オー
プンクラスチャレンジリーグ等を収録。JWP全選手が2010 BEST BOUTを自ら紹介!

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

JWPイデオロギー闘争

ボリショイ・ディケイド&JWP vs 華名

SPD-4122●242分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641227■ISBN978-4-86308-537-4 C3875 Y5300E
様々なプロレス イデオロギーが激突！旗揚げからJWPを守り続けるコマンドボリショイがJWP全選手と闘ったボリショイ・
ディケイド。ボリショイとJWP選手たちは、今のJWPに何を感じたのか？そして、JWP女子プロレスとは？ピュアハート、
ピュ
アーレスリングを進化させてきたJWPに最強の外敵、華名来襲！JWPのレスリングを否定し、暴れ回る華名を止められるのは
誰だ？

サイトの詳細ページへ

女子プロレス女王の系譜 VOL.1

〜JWP認定無差別級列伝〜

SPD-4115●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641159■ISBN978-4-86308-389-9 C3875 Y5600E
女子プロレス界で最も歴史のあるＪＷＰ認定無差別級のベルト。そのベルトを腰に巻いた歴代女王の戦いの歩みを追った記
念作。
VOL.1では、初代王者ダイナマイト関西から第7代王者コマンド ボリショイの激闘を収録。

サイトの詳細ページへ

女子プロレス女王の系譜 VOL.2

〜JWP認定無差別級列伝〜

SPD-4116●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641166■ISBN978-4-86308-401-8 C3875 Y5600E
女子プロレス界で最も歴史のあるＪＷＰ認定無差別級のベルト。そのベルトを腰に巻いた歴代女王の戦いの歩みを追った記念
作品第２弾。VOL.2では、第8代王者日向あずみから第18代王者倉垣翼の激闘を収録。

サイトの詳細ページへ

JWP激闘史

〜団体対抗戦vs全女編〜

SPD-4107●239分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641074■ISBN978-4-86308-124-6 C3875 Y5600E
JWP女子プロレスをはじめ、全日本女子、LLPWなど、様々な団体の選手たちが、団体の枠を超えて一同に会し、それぞれの面子
をかけて激突した対抗戦は、大きな話題を呼び、数多くの名勝負を生みだしてきた。様々な対抗戦の中から、歴史に残るメモリ
アルマッチばかりを厳選して収録した永久保存版。

サンプルムービー

JWP激闘史

サイトの詳細ページへ

〜団体対抗戦vs全女&GAEA編〜

SPD-4110●244分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641104■ISBN978-4-86308-193-2 C3875 Y5600E
今回の対抗戦は1994年2月〜1995年1月を収録。関西の呼び掛けにより復帰を果たした長与千種をプラム、キューティー、
尾
崎、
デビル、ボリショイが迎え撃つ!GAEA JAPAN設立後は、KAORU&BOMBER光が参戦!全女との対抗戦も激化!ラスカチョの
ヒール覚醒や世代マッチデビル&ブル中野vs福岡晶&長谷川咲恵は必見!

サイトの詳細ページへ

JWP激闘史

〜団体対抗戦3 女子プロレス戦国時代編〜

SPD-4113●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641135■ISBN978-4-86308-283-0 C3875 Y5600E
全女から始まった団体対抗戦も、GAEA JAPAN 、FMW 、Jd'、IWA JAPANらが次々と参戦!そして、決して交わる事がないとされ
ていたLLPWとも開戦、女子プロレスは、戦国時代を迎えた。

サイトの詳細ページへ

JWP激闘史

〜団体対抗戦vol.4〜

SPD-4127●240分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641272■ISBN978-4-86308-629-6 C3875 Y5300E
女子プロレス団体対抗戦シリーズ第4弾！今回も、JWP vs 全日本女子プロレス、GAEA JAPAN、ネオレディース等様々な対抗
戦の中から福岡晶vs長谷川咲恵ラストライバルマッチ、尾崎魔弓vs長与千種の大流血ケンカマッチ、尾崎魔弓vs 府川由美の
異色マッチ、初登場となる井上京子率いるネオレディース戦など名勝負を収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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中島安里紗

激闘史

SPD-4119●241分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641197■ISBN978-4-86308-490-2 C3875 Y5600E
現在の女子プロレス界にあって、最も長い歴史を持つJWP認定無差別級選手権王座。その権威あるベルトを史上最年少で手に
した中島安里紗の激闘譜。2006年12月のジュニアトーナメント制覇から、涙の王座戴冠、最新の試合まで名勝負をこれでもか
とたっぷり収録。新時代の旗手中島安里紗の魅力が満載。

サイトの詳細ページへ

中島安里紗

激闘史2

SPD-4129●240分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125641296■ISBN978-4-86308-677-7 C3875 Y5300E
中島安里紗の激闘史第2弾。華名、木村響子、藤本つかさ、春山香代子等との王座防衛戦、2度に渡る王座陥落、藤本つかさとの
タッグ
「ベストフレンズ」結成から無敗の快進撃、タッグ王座奪取、OZアカデミー尾崎魔弓との共闘、裏切り、流血の死闘から
の王座奪還。激動の熱き闘いを厳選収録。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

キューティーマニア

SPD-4120●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641203■ISBN978-4-86308-519-0 C3875 Y5600E
長い歴史を持つ全日本女子プロレスに対抗する女子プロレス第2勢力として活動を始めたJWPで絶大な人気を誇ったキュー
ティー鈴木の名勝負集。レスラーとしては小柄な体格ながら、驚異的な打たれ強さで劣勢を跳ね返し、多くのファンの感動を
誘ったキューティー。自らが選んだメモリアルマッチを振り返る。

サイトの詳細ページへ

キューティーマニア 2

SPD-4121●240分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641210■ISBN978-4-86308-525-1 C3875 Y5300E
プロレスラーらしからぬ小さな身体とキュートなルックス。
打たれても打たれても立ち上がるけなげな姿で、
爆発的なアイドル
人気を集めたキューティー鈴木。
女子プロレス界に確かな足跡を残した数々の名勝負を、
自らが振り返ったロングインタビュー
とともに構成した永久保存版。

サイトの詳細ページへ

キューティーマニア 3

SPD-4126●235分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641265■ISBN978-4-86308-616-6 C3875 Y5300E
キューティーマニア第3弾！今回は、旗揚げの1992年に行われた無差別級総当りリーグ戦やキューティー鈴木本人が忘れら
れない試合に挙げるJWP認定タッグ選手権防衛戦キューティー鈴木＆尾崎魔弓 vs ダイナマイト関西＆デビル雅美、
懐かしの
レジー・ベネットとのタッグ、大流血にみまわれた初めてのドレスアップワイルドファイト等23試合を収録！

サイトの詳細ページへ

キューティー鈴木

CUTY MANIAX

SPD-4130●3枚組718分●税込¥16,500（本体価格¥15,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125641302■ISBN978-4-86308-751-4 C3875 Y15000E
引退後に編まれたアンソロジーDVDながら爆発的なヒットを記録した「CUTY MANIA」3部作。今なお衰えぬその人気に応え、
3
作品をセットにしたコンプリートBOXが登場。ジャケットまでそのままのDVDをBOXに収め、さらに特典としてプライベート
ショットを収めた完全オリジナルポストカードを同梱。

サイトの詳細ページへ

尾崎魔弓

魔性

～JWP編1～

SPD-4125●239分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641258■ISBN978-4-86308-610-4 C3875 Y5300E
「愛され憎まれるヒール」
と自ら称し、
正統派プロレスからハードコアマッチまで様々な試合で多くのライバルたちと名勝負を
繰りひろげている魔性の女 尾崎魔弓。
尾崎魔弓がプロレスラーとして開花したJWP旗揚げから全日本女子プロレスとの対抗戦
までの初DVD化13試合を含む全25試合収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

尾崎魔弓

魔性

～JWP編2～

SPD-4128●239分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125641289■ISBN978-4-86308-642-5 C3875 Y5300E
尾崎魔弓の代名詞、
私服姿で闘うストリートファイト
「ザ・ドレスアップワイルドファイト」
JWPでの初対決ダイナマイト関西
戦、
スーパーヒールでの対戦となったデビル雅美戦、
テキサスデスマッチとして行なわれた井上貴子戦、
FMWの工藤めぐみ戦、
大流血となったキューティー鈴木戦の5試合収録。

サイトの詳細ページへ

JWPクロニクルVOL .1

旗揚げから団体対抗戦 1992～1996

SPD-4131●240分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125641319■ISBN978-4-86308-697-5 C3875 Y5300E

現在の女子プロレス界において一番の歴史を持つJWP。
その歴史を名勝負やメモリアルマッチで振り返る。
第1弾は、
1992年の
旗揚げ戦からアジャ・コングや北斗晶率いる全日本女子プロレス、
長与千種率いるGAEA JAPANとの対抗戦全盛期の1996年ま
でを収録。

サンプルムービー

JWPクロニクルVOL .2

サイトの詳細ページへ

対抗戦激化から新生JWP 1997～2006

SPD-4132●242分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125641326■ISBN978-4-86308-720-0 C3875 Y5300E

JWPクロニクル第2弾は、
対抗戦が激化した1997年から絶対王者日向あずみ時代までを収録。
様々な団体と対抗戦を繰り広げ
てきたJWPだが、
絶対交わる事はないと言われてきたLLPWとついに開戦。
ダイナマイト関西、
福岡晶が神取忍、
紅夜叉を迎え撃
つ！

サイトの詳細ページへ

JWPクロニクルVOL .3

激動の王座戦線 2007～2011

SPD-4133●240分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125641333■ISBN978-4-86308-726-2 C3875 Y5300E

2007年に入り、
JWPの頂点に立つ王座戦線は激動の時代を迎えることになった。
時代を築いたエース日向あずみが引退、
勝、
ラ
ビットら有望新人が次々とデビューし、
大きな世代交代の時を迎えた。

サンプルムービー

JWPクロニクルVOL .4

サイトの詳細ページへ

外敵襲来！JWPイデオロギー闘争 2012~2015

SPD-4134●243分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125641340■ISBN978-4-86308-738-5 C3875 Y5300E

JWPマットを自身のカラーに染めるべく様々な外敵が襲来！尾崎魔弓、
華名、
さくらえみらが独特のプロレスイデオロギー
でJWPの変革を狙い、
コマンド・ボリショイ、
春山香代子、
中島安里紗らJWP王者が迎え撃つ。
果たしてPURE HEART PURE
WRESTLINGは守れるのか？JWP至宝のベルトの行方は？

サンプルムービー

JWPクロニクルVOL .5

サイトの詳細ページへ

あなたの心にJWP 2016~2017

SPD-4135●240分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125641357■ISBN978-4-86308-761-3 C3875 Y5300E

日本女子プロレス界に新風を吹き込み続けたJWPがついに解散…その長い歴史を時系列で追ったクロニクルシリーズの最終
章。
2017年4月2日、
東京・後楽園ホールにおける25周年記念大会が最後の興行となった。
ラストマッチを含め、
JWP波乱と激動の
2年間を収録。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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息吹

息吹 2008

SPD-4109●245分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641098■ISBN978-4-86308-152-9 C3875 Y5600E
吉田万里子が若手選手の活躍の場として2005年にスタートした息吹。3周年を迎えた2008年は、まさに、飛躍の年となった。
日々の努力が大きく花開いた2008年の激闘の42試合と映像特典として吉田万里子デビュー20周年記念大会全5試合を収録。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

息吹〜最終章〜

SPD-4112●242分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641128■ISBN978-4-86308-247-2 C3875 Y5600E
若手レスラーの登用や新人レスラーの育成。
そして彼女達を主役にした興行を行うという息吹の活動は、
未知数の選手たちが
次々と花開き、
見事な成果を上げた。
旗揚げから5年。
立派に成長した選手たちは、
息吹のマットを卒業する。
解散ではなく、
発
展的解消。
彼女達はネクストステージへ向け、
早くも疾走を始めた。
次なるリングはどこだ!?

サイトの詳細ページへ

女子プロレス MANIA

～新星登場編～

SPD-4117●240分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL/片面2層
Jan.4941125641173■ISBN978-4-86308-462-9 C3875 Y5600E
第14代CMLL世界王者 栗原あゆみ、第21代JWP無差別級王者 中島安里紗、初代レジーナ王者 桜花由美、ハイスピード王者 夏
樹☆たいよう等、現在、団体のトップ選手のデビュー戦や奮闘する若手時代の貴重映像を収録。若手時代を振り返ったインタ
ビューも収録。

サイトの詳細ページへ

女子プロレスMANIA

MY BEST MATCH

息吹編

SPD-4124●243分●税込¥5,830（本体価格¥5,300+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125641241■ISBN978-4-86308-566-4 C3875 Y5300E
2000年代後半、低迷する女子 プロレス界を復興へと導く、若き選手達の新たな時代の息吹を感じてほしいという意味が込め
られた大会名「息吹」。団体の枠にこだわらず、新しい力の新しい女子プロレスは、正に女子プロレス界に新風を吹きおこした。
松本浩代、中川ともか、大畠美咲、渋谷シュウ、木村響子、江本敦子、水波綾、栗原あゆみ等様々なスター選手が育ち、
活躍した息
吹のベストマッチ集！

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

スターダム

スターダム旗揚げ戦

SDV-101●175分●税込¥5,762（本体価格¥5,238+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125410212■ISBN978-4-86308-331-8 C3875 Y5238E
札止め466人が目撃者となったスターダムの幕開け!噂の美闘陽子がメインで勝利すれば、ゆずポンは顔面崩壊の危機!?つい
にベールを脱いだ新団体スターダムは旗揚げ戦で、その輝くばかりの躍動美と魂の叫びを存分に披露した。

サイトの詳細ページへ

STARDOM × STARDOM 2011

SDV-104●236分●税込¥5,762（本体価格¥5,238+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125410243■ISBN978-4-86308-370-7 C3875 Y5238E
奈苗の15周年、AMAの初陣、夢の大奮闘...ゆずポンが白のベルトでグラビア・ポーズ、夏樹とLeonは至高の名勝負を繰り広げ
た!スターダムが旗揚げから半年で到達した後楽園大会は、新設された赤と白のベルトの争奪戦を中心に熱い闘いの連続。
2011年7月24日／東京・後楽園ホール

サイトの詳細ページへ

初代GODDESSES OF STARDOM争奪タッグリーグ戦

SDV-106●235分●税込¥5,762（本体価格¥5,238+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125410267■ISBN978-4-86308-385-1 C3875 Y5238E
初代GODDESSES OF STARDOMを決定する争奪タッグリーグ戦には、チーム丸顔(高橋奈苗&紫雷イオ)、
BY砲(愛川ゆず季&美
闘陽子)、川崎葛飾最強伝説(夏樹☆たいよう&世Ⅳ虎)、女—AMA—(星輝ありさ&岩谷麻優)の精鋭4チームが出場。
開幕戦から
川崎葛飾最強伝説がAMAに敗れる番狂合わせもあったが、同点決勝の末、
BY砲が川崎葛飾に雪辱し初代王者に輝いたのだっ
た。

サイトの詳細ページへ

スターダム Season4

SDV-107●240分●税込¥5,762（本体価格¥5,238+税） カラー／STEREO／ALLv片面2層
Jan.4941125410274■ISBN978-4-86308-403-2 C3875 Y5238E
高橋奈苗対夏樹☆たいようの赤いベルト戦は昨年のベストバウト!世IV虎が喜びの新人王奪取!脇澤美穂が十年ぶりにリター
ン!そして、グラドルレスラーとしてTVドラマでも大活躍中のゆずポンは大阪で白いベルトのV2成功で有終の美を飾った!女
子プロレス新団体スターダムの全5大会をぎっしりと収録。

サイトの詳細ページへ

スターダム Season9

Goddesses in Stars 2012

SDV-115●2枚組479分●税込¥6,285（本体価格¥5,714+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125410458■ISBN978-4-86308-467-4 C3875 Y5714E
グラビアアイドルから女子プロレスへの転身で話題を呼んだ愛川ゆず季が、４月の両国国技館大会での引退を発表。
２年連続
女子プロレス大賞受賞のエース選手突然の離脱宣言にスターダムマットは揺れた。引退まで半年に迫ったゆずポン最後の勇
姿もたっぷりと収められたスターダムの２枚組最新作。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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気・健康
KI･HEALTH

矢山利彦

小周天気功法

SPD-9401●85分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694018■ISBN4-87389-708-4 C0847 Y4800E
自分の力によって自らを癒し、元気を取り戻すための方法として考案された矢山式気功法。外科医師として緊急医療に携わる
かたわら、患者の健康を取り戻す方法を探り、長年の研究の末に辿り着いた気功法。西洋医学と東洋医学を融合させ、
真の健康
を求める人々に対し、大きな成果を挙げている画期的方法を紹介。

サイトの詳細ページへ

矢山利彦

大周天気功法

SPD-9402●70分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694025■ISBN4-87389-709-2 C0847 Y4800E
大周天気功法とは、小周天気功法を体得した後に学ぶより上位の気功法である。チャクラを開いて天地の気を取り込み、自分
の気と自然の気を交流させる方法であり、小宇宙である自分の中に無限に広がる大宇宙の気を取り入れることによって、
大い
なる力を得ることができる。矢山利彦医師が紹介。

サイトの詳細ページへ

矢山利彦

武士道気功

SPD-9408●173分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125694087■ISBN978-4-86308-332-5 C0847 Y4800E
サムライのDNAを呼び覚ませ！進化する矢山式気功で、気功がスピーディに行える強力なツール、阿吽剣が開発された。
「気」
を浄化、活性化する阿吽剣を使った刀気功。5つのチェックポイントで気を確認しながら行う画期的エクササイズ。
エキサイ
ティングかつユニークな気の鍛錬を目的とする。独自の気功を開発した矢山利彦のシリーズ第3弾。

サンプルムービー
矢山利彦

矢山式気功

サイトの詳細ページへ

合気、ヒーリング―自由自在

SPD-9415●96分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694155■ISBN978-4-86308-728-6 C0874 Y4800E
「気」
の研究家であり、Y.H.C.矢山クリニック院長として、健康な身体、能力開発、意識の進化を目指す人々をサポートしている
矢山利彦。そのノウハウを詰め込んだ実技指導DVDの第4弾。小周天気功、大周天気功から進み、人体のすべてを司るブレー
ン・パワーを磨くことで、合気、ヒーリングなどが思いのままになる。

サンプルムービー

小室昭治

サイトの詳細ページへ

自然波動法

SPD-9403●90分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694032■ISBN4-87389-773-4 C0847 Y4800E
気を練り、宇宙の波動を取り入れることによって、身体の調子を整える自然波動法。自然波動法療術学院において長年に渡り、
肉体と心の行き詰まりを開くための指導を行ってきた小室昭治が、計り知れないパワーを生み出す法を公開する。これはすべ
ての人に備わっている能力であり、
健康維持、
病巣の駆逐、
そして自己啓発に活用できる。

サイトの詳細ページへ

易筋経

深呼吸で内臓を強くし健康になる

SPD-9404●68分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694049■ISBN4-87389-817-X C0847 Y4800E
易筋経は、
身体を整え内臓を鍛えることで、
自ら健康を生み出す呼吸法である。
腹式呼吸による深呼吸と、
それに合わせて行う
発声、
簡単な運動の入力・脱力の繰り返しが、
強く丈夫な筋肉、
骨、
内臓、
神経を作り上げ、
健康な身体を作るとともに、
集中力を
高め、
競技力向上に結びつけることができる。
監修:日本空手道拳志会会長岡林俊雄師範。

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ

山路さなえ

朝夕10分で楽々!

ピラティス

SPD-9405●60分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694056■ISBN4-87389-960-5 C2875 Y3800E
ピラティスは、世界中のセレブリティ、トップアスリート、ダンサーなどがこぞって取り組み、高い運動効果が実証されている
エクササイズ。あらゆる運動競技のレベルアップやリハビリ、シェイプアップ、体調管理など、多方面での効果が実感できる。
このDVDでは、朝、昼、夜、それぞれの時間に最適なピラティスを、山路さなえが紹介。
短時間でも、驚くほどの変化が現れる!

サイトの詳細ページへ
浅井恵子

視覚気法と練丹操

SPD-9406●86分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694063■ISBN978-4-86308-103-1 C0847 Y4800E
気法練丹操とは、誰もが簡単に気を発生させる事が出来るテクニック。身体に良い気をみなぎらせ、逆に悪い気を排出するこ
とにより疲れは癒され、病は起こらず、老いても元気でいることができる。気を知り、活用することができれば、あらゆること
が良い方向に進み、成功を勝ち取ることができる。

サイトの詳細ページへ
平直行

操体法

気持ち良さで意識が変わる 目的が定まる

SPD-9407●82分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694070■ISBN978-4-86308-109-3 C0847 Y4800E
操体とは単なる体操や運動ではなく、自然な身体の動きによって歪みのない身体を作りあげる方法です。自分の身体と上手に
対話し、気持ちの良い動きをすることで、自然に身体のバランスを調整していきます。プロ格闘家として長年活躍してきた平
直行が、健康な身体作りを望む人たちに向けた操体法を紹介。

サンプルムービー
小林宏美

サイトの詳細ページへ

武道柔身法

SPD-9409●118分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694094■ISBN978-4-86308-369-1 C0847 Y3800E
武道柔身法とは、古代中国の僧・達磨によって始められたと言われる心身練磨法「易筋経」の技法、理合をもとに、
近代的なエク
ササイズ、ストレッチなどの要素を加味して構成された身体整法。
「基本の呼吸」と「基本の立ち方」2つをマスターするだけで
あらゆる運動に応用できる画期的メソッド。

サンプルムービー
大関智洋

養武健真法

サイトの詳細ページへ

禅的心身ストレッチ

SPD-9411●99分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694117■ISBN978-4-86308-485-8 C2875 Y4800E
東洋医学、カイロプラクティック、オステオパシー等の手技療法と中国武術・日本武術に伝わる練功法を集大成し、
禅の思想を
核とした健康追求テクニック養武健真法。心身の状態をダイナミックに改善しストレスを解消。また潜在能力の画期的な開
発・向上によって、武術・格闘技に限らず、様々なボディワークのパフォーマンスアップに役立つ。

サイトの詳細ページへ
富田高久

肥田式強健術

入門篇

SPD-9412●70分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694124■ISBN978-4-86308-523-7 C0847 Y4500E
明治時代から昭和期を生きた体育研究家・肥田春充によって創始され、昭和初期に一世を風靡した健康法「肥田式強健術」
。
そ
の鍛錬法は、気合とともに丹田に力を集めることを基本原理としながら身体の各部を鍛える独特なものであり、
長年にわたり
武術家、格闘家を始め、各界から高い評価を得てきた。
「究極の心身鍛錬法」を富田高久が紹介する。

サンプルムービー
富田高久

肥田式強健術

サイトの詳細ページへ

実践篇

SPD-9413●106分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694131■ISBN978-4-86308-536-7 C0874 Y4500E
肥田式強健術の基本原理と身体の使い方を紹介した第１弾に続き、実践篇では、呼吸法と第1動から第11動までの動作を詳し
く解説。入門篇を正しく理解し、実践篇で紹介した動作を正確に行うことで、初めて大きな成果を得ることができる。
生命力が
活性化され、潜在能力が開花する合理的な心身能力開発法。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

181

182

肥田式強健術

富田高久

入門篇&実践篇

DVD-BOX

SPD-9416●2枚組176分●税込¥9,350（本体価格¥8,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694131■ISBN978-4-86308-797-2 C2875 Y8500E
真の健康を目指して肥田春充が創始した肥田式強健術は、気合とともに丹田に力を集めることを基本とした日本独自の身体
運用方法である。強健術の基本原理と身体の使い方を紹介した入門篇、呼吸法と正しい動作を説明した実践篇。肥田式強健術
を身につけるために必要な全てを収録した2枚のDVDをセット。

サイトの詳細ページへ

誰にでもできる整体操法入門

中賢一郎

SPD-9414●123分●税込¥4,950（本体価格¥4,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125694148■ISBN978-4-86308-529-9 C0847 Y4500E
古武術の殺活術、修験道や密教に伝わる治療術、神道の行法、各地に伝わる家伝の療法、鍼灸や漢方などの東洋医学、
そして明
治以降に海外から導入されたカイロプラクティックやオステオパシーなどの手技療法。様々な治療法を、実際の効果に絞って
野口晴哉師を中心に完成された整体療法を中賢一郎が紹介。

サンプルムービー
聖佑子

サイトの詳細ページへ

シニアのバレエエクササイズ

RUND-002●54分●税込¥2,970（本体価格¥2,700+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4580496480020■ISBN978-4-86308-567-1 C2875 Y2700E
バレエの動きはとてもしなやか且つエレガントで、カラダを美しく、健康に保ちます。その中から、50代、60代、またはもっと
お年を召された方であっても無理なくできる動きを、バッハ、チャイコフスキーのクラシックの名曲とともに学べる、
シニア
のためのバレエエクササイズＤＶＤ。バレエ未経験の方や、久しぶりにバレエをやる方にもぴったりの内容。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

スイミング
SWIMMING

野口智博・原英晃に学ぶクロール改造法

SPD-9001●62分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125690010■ISBN4-87389-772-6 C2875 Y4800E
クロール泳法を楽しく学びながら、もっと早く泳ぐことができるようになるための様々な方法を、日本競泳界クロールの第一
人者原英晃が、自らの経験と記録の変遷をたどりながら順を追って紹介し、テレビ解説でおなじみ野口智博コーチが、わかり
やすく解説。プルの改善からキックの強化、そして身体全体を使った泳ぎ方など。

サイトの詳細ページへ
らくらくスイミング

誰でも泳げるクロール

SPD-9002●65分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125690027■ISBN4-87389-847-1 C2875 Y4800E
スイミングの最も基本的な泳法であるクロールを、誰でも上手に泳ぐことができるようになる。日本大学水泳部4部門統括
コーチであり、オリンピックなどのテレビ解説でもおなじみ野口智博が、豊富な指導経験を生かして、わかりやすく、
覚えやす
いクロールの泳ぎ方を紹介。これで今日から、Let's enjoy swimming。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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自転車

BICYCLE BIKE

栗村修

ヒルクライムレースで速くなるテクニック＆トレーニング

RUND-001●155分●税込¥3,850（本体価格¥3,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4580496480013■ISBN978-4-86308-550-3 C2875 Y3500E

プロロードレーサーとして内外で活躍し、現在はプロチーム宇都宮ブリッツェンでアドバイザーを務める栗村修が、
レースで
役立つテクニックをわかりやすく伝授。さらに、トップクライマーのトレーニングも収録。

サイトの詳細ページへ
須田晋太郎

ロードバイク

ライディングテクニック・クリニック

SPD-9011●47分●税込¥3,850（本体価格¥3,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125690119■ISBN978-4-86308-700-2 C2875 Y3500E

自転車は技術が未熟であっても高速で走行することが出来てしまうため、知識と技術不足による事故が多発している。
これ
は、
安全な高速走行を身につけるためのテクニックを、各地でのセミナーを通して普及発展に努めてきたプロコーチ須田晋太
郎が教える映像作品である。

サイトの詳細ページへ
須田晋太郎

ロードバイク

実戦で生きるレース戦略＆テクニック

SPD-9012●51分●税込¥3,850（本体価格¥3,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125690126■ISBN978-4-86308-710-1 C2875 Y3500E

著名なホビーレースが開催される主戦場サーキットをはじめ、様々な実戦の場で役立つ戦略。なかなか気付きにくい意外なテ
クニックや集団走行のセオリーなどをプロコーチ須田晋太郎が丁寧に教える。実際の自転車の動きと、自分がイメージしてい
る動きの差を解消し、プロ選手の走りに近づくためのノウハウが満載。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

釣り

FISHING

つり名人シリーズvol.1

アジ名人

鵜殿順一

SPD-9111●77分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125691116■ISBN978-4-86308-022-5 C2876 Y3800E
アジ名人・鵜殿順一の技を複数のビデオカメラが徹底解明!名人に学んで大きな釣果を目指せ!初・中級者に役立つ様々なテク
ニックが満載!1年中を通して釣ることのできるマアジは、釣って面白く、食べてもおいしい人気の魚。細めのラインと短めの
ロッド、手応えのある引きでブームを呼んでいるライトタックルの釣りを紹介。浅場の中サイズをビシ仕掛けとサビキ仕掛け
で狙う。

サンプルムービー

つり名人シリーズvol.2

カワハギ名人

サイトの詳細ページへ

小澤忠弘

SPD-9112●74分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125691123■ISBN978-4-86308-023-2 C2876 Y3800E
匠の技を一挙に公開!これであなたも名人の仲間入り。初・中級者に役立つ様々なテクニックが満載!エサ取り名人と言われる
カワハギ。黙って糸を垂らしていれば「釣れた」ということはなく、自分のテクニックで「釣る」魚であることが人気の秘密。
釣
り具や基本的な仕掛けの説明から、
「誘い」
「たるませ」などカワハギ特有の釣法を紹介する。

サンプルムービー
つり名人シリーズvol.3

シーバス名人

サイトの詳細ページへ

小林達哉

SPD-9113●96分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125691130■ISBN978-4-86308-032-4 C2876 Y3800E
80cmを超える大物が狙え、強い引きでスポーツフィッシングの醍醐味を味わうことができるシーバス釣り。新たなジャンル
として注目のジギング釣りと、バイブレーションを使った釣りを紹介。さらに、シーバスが潜んでいる様々なタイプのストラ
クチャー(構造物)ごとに、それぞれの攻略法を丁寧に説明する。

サンプルムービー
つり名人シリーズvol.4

ワカサギ名人

サイトの詳細ページへ

郡千釣

SPD-9114●74分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／/STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125691147■ISBN978-4-86308-033-1 C2876 Y3800E
古くから冬の風物詩として知られるワカサギ。近年は従来からの穴釣り、ボート釣りに加え、ドーム船や屋形船での釣りが女
性や家族連れのファンを増やしている。仕掛けが長く針が多い分、取り込みの際のトラブルも多く、どう攻略するかが難しい
魚である。ドーム船での電動リール、手巻きリール、手繰り、3種類の釣り方と、長竿を使ったボートでの釣りを紹介。

サンプルムービー
必ず1ピキを釣るための超攻撃的システム!

サイトの詳細ページへ

チェコニンフを極める

SPD-9115●100分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125691154■ISBN978-4-86308-094-2 C2876 Y3800E
ニンフ・フライは水生昆虫の幼虫を模した疑似餌を使用したフライフィッシング。その世界選手権で常に優勝を争う強豪チェ
コチームが開発。厳しい条件下でも必ず釣ることが出来、特にレコードクラスの大物を狙えることで注目されるチェコニンフ
システムを、国内外の大会で活躍する吉田俊彦が紹介。

サンプルムービー

爆釣！チェコニンフ

タイイング編

サイトの詳細ページへ

鋭く上アゴをとらえる超攻撃的バーブレスパターン

SPD-9116●107分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125691161■ISBN978-4-86308-155-0 C2876 Y3800E
どんな悪条件下でも釣れると大評判のチェコニンフ・システム。前作でそのシステムとテクニックを紹介した第一人者吉田俊
彦が、
今度はチェコニンフ・システムにベストマッチするフライパターンを惜しみなく公開。目線カメラが捉えた極めてわか
りやすいタイイングの紹介。そしてそれらのフライの使い方を教える実釣シーン。これで君も爆釣間違いなし!

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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文化・生活
CULTURE・LIFE

白石剛達伝

苦しい時を突き抜ける決断と行動

SPD-9105●102分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125691055■ISBN978-4-86308-498-8 C0876 Y4800E
白石剛達は、多くのスポーツ番組、取り分け格闘スポーツ番組を生み育てたプロデューサーであり、昭和39年に開局したばか
りの東京12chのその後のスポーツ番組の礎を作った。その原動力は、情熱と挑戦だった。流智美と当時の状況を語る。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

アラキネマ
ARAKINEMA

A LIVE DVDアラーキー Overseas 1997-2000

SPD-9301●156分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125693011■ISBN4-87389-566-9 C0874 Y4800E
イタリア、ウィーン、上海、バンコク、アムステルダム、台北 そして東京。世界の都市を歩き、愛し、飲み、シャッターを押し続け
たアラー記録。撮影の現場、写真展、写真集、パフォーマンス、イベント、トーク、アラキネマ…アラーキー人生の鼓動を伝える
初めてのDVD 作品。[Araki in Italy][Arakinema( アラキネマ・イタリア)][Araki Overseas][Araki in Tokyo] の4 作品を収録。

サイトの詳細ページへ

Arakinema

花曲3

Flower Rondo 3

SPD-9302●20分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125693028■ISBN4-87389-615-0 C0874 Y3800E
アラキネマは映画でもなく、スライドでもない、荒木経惟によるまったく新しい写真表現のひとつ。アラーキー自身の演出に
よる写真表現を、見る側が同時体験し共有するものである。花はアラーキーの90 年代の重要なモチーフの一つであり、数多く
の作品が世界中で高い評価と話題を呼んだ。全4部作となる「花曲」の第3弾。

サイトの詳細ページへ

A LIVE

顔写

アラーキーの100人

SPD-9303●138分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125693035■ISBN4-87389-616-9 C0874 Y4800E
顔は写されるためにある。その皮下組織にかくされた過去・ラブストーリーを複写してしまうのだ。天才アラーキーが1 日で
撮る100 人の肖像写真。富山、東京、帯広での撮影現場に密着。写真行為のすべてを捕らえたA LIVE。
「アラーキー顔写」
「百花百
蝶」
「十勝平野喜怒哀楽」の3 作品の他、
「アラキネマ 十勝平野喜怒哀楽」も特別収録。

サイトの詳細ページへ

Arakinema

花曲4 「死曲」

SPD-9304●20分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125693042■ISBN4-87389-670-3 C0874 Y3800E
全4 部作となる「花曲」シリーズの最後の作品。前作「花曲3」では、生と死の振幅をさらに大きくした。空と花の官能的なコラ
ボレイト。花弁に色を塗った花情な結末。
「花曲4 死曲」では、ネガ写真から始まりカラーへ激しく転調し、モノクロから思わぬ
結末を迎える。花がアラーキー人生の節目ごとにあったことを改めて知ることになる。

サイトの詳細ページへ

Arakinema

バルコニーの空に色情花

SPD-9305●40分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125693059■ISBN4-87389-748-3 C0874 Y3800E
アラキネマ初の2 部構成。第1 部は、'03 年5 月30 日、40 年間の全仕事自選集「ARAKI by ARAKI」出版記念&63 回目の生誕祭で
ライブ上映された。第2 部は本邦初公開であり、全てが花に色を塗った写真で構成されている。アラーキーは色を塗りながら
写真を撮る。写真を撮りながら色を塗る。感度の幸福感の絶頂がここにはある。

サイトの詳細ページへ

Arakinema

冬春

SPD-9306●21分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） モノクロ／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125693066■ISBN4-87389-807-2 C0874 Y3800E
歌人宮田美乃里の写真をモチーフに展開されていく、アラキネマとしては初のモノクロ作品。撮影は2004 年1 月4 日、静岡の
海岸から始まる。宮田は、乳ガンにより左乳房の全摘出手術を受けた。自ら希望してヌードを撮って欲しいとアラーキーに手
紙で申し込む。やがて冬が過ぎ、春になる。アラキネマ紙芝居は静かに淡々と続く。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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Arakinema

炎夏

SPD-9307●20分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125693073■ISBN4-87389-820-X C0874 Y3800E
横断歩道、看板、ヌード、高層ビル、交差点、ゴールデン街、空、歩道、花と車、歌舞伎町....新宿。アラーキーの夏が、刻まれてい
く。
160カット全てをトリミングして「炎夏」を構成している。ヌードから女の顔へ、そして逆光の中の少年とのオーバーラッ
プ....濃密な夏は続く。
「炎夏」は、アラキネマのavant-garde(解体新書)である。

サイトの詳細ページへ

Arakinema

花秋

SPD-9308●21分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125693080■ISBN4-87389-832-3 C0874 Y3800E
アラキネマ「花秋」は、全5楽章から構成されている。第1楽章、夜明けの新宿・歌舞伎町。第2楽章、新宿の空と花(カラー)。
第3楽
章、
鮮やかな花(カラー)。第4楽章、カラーの花+モノクロの花。第5楽章、
朽ちた花(モノクロ)。そして、プロローグにエピローグ。
「花秋」は、移りゆくこと、人生を奏でる交響詩である。

サイトの詳細ページへ

Arakinema

クルマド・トーキョー

SPD-9309●20分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125693097■ISBN4-87389-873-0 C0874 Y3800E
アラーキーが車の窓から撮っているクルマドのトーキョー。
「写真は時間をフレーミングすること。だから写真のコマは、
その
前と後ろに過去と未来を持っている」。クルマドは、写真論の本質そのものなのだ。アラーキーは10年ほど前にクルマドを始
めた。
それからほぼ毎日、クルマドから街をパーッと撮り続けている。車の窓のフレームが何とも官能的である。

サイトの詳細ページへ

Arakinema

青ノ時代

SPD-9310●20分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125693103■ISBN4-87389-886-2 C0874 Y3800E
アラーキーが70〜80年代の
「写真の時代」に精力的に撮ったフィルムを脱色し、
ブルーになった写真だけで構成されている。
過去がアラキネマによって過去進行形になっている。言葉にならない感覚の頂点を、アラーキーは見せてくれる。
生と死の叙
事詩がここにはある。もちろんピカソへのオマージュでもある。

サイトの詳細ページへ

Arakinema

去年ノ夏

SPD-9311●20分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL/片面1層
Jan.4941125693110■ISBN4-87389-887-0 C0874 Y3800E
写真そのものに色を付けることをアラーキーは以前からやってきた。この「去年の夏」は、フィルムに直接色を付けることま
でやってしまった。
「生理のままに、拒否することなく、素直に出しただけ。立ち止まることなく、一気に色を付けた」
とアラー
キーは言う。アラキネマの新たな頂点。言葉と対極の世界がここに。

サイトの詳細ページへ

Arakinema

KaoRi

色淫女

SPD-9312●30分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125693127■ISBN4-87389-949-4 C0874 Y3800E
「KaoRi 色淫女」は2部構成のアラキネマ。第1部「KaoRi」光と影の重なり合い。KaoRiとアラーキーのダンス。動きの重なり合い。
しなやかさと官能の極地。モノクローム。第2部「色淫女」9枚の写真を大きな1枚の写真の様に並べ、一気にペインティング。
そ
れを一点ずつ複写し、さらにバラバラにして構成。色の重なり合いの迷宮、或いは、感性の最高の高みに昇るイコノスタスのよ
う。

サイトの詳細ページへ

Arakinema

7月

SPD-9313●20分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125693134■ISBN978-4-87389-975-6 C0874 Y3800E
アラキネマ「7月」は、アラーキーが2006年7月に撮影した写真で構成されている。交差点、水族館、建設中のビル、
パーキング、
チロ、
湾岸、東京タワー、路地、カラオケ、空。アラキネマは虹であり、花火であり、蜃気楼であり、天の川であり、飛行機雲であ
り、
そして天空に架かる現代の日本橋となった。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

Arakinema

緊縛色淫

SPD-9314●20分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125693141■ISBN978-4-87389-981-5 C0874 Y3800E
モノクロームの緊縛写真にカラーペインティングをほどこされた作品で、アラキネマ「緊縛色淫」は構成されている。
艶やかで
鮮やかな色情、こちら側とあちら側を繋ぐ掠れた線条、したたる生命の過剰、乳白色の死情。アラーキーは言う「絵も写真と同
じ。
描きたいと思ったらさっと描く」と。ペインティングで一瞬にして生命の息を吹き込むアラーキー。
「緊縛色淫」
は、
死と再
生の神話である。

サイトの詳細ページへ

Arakinema

愛ノ花

SPD-9315●20分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125693158■ISBN978-4-86308-016-4 C0874 Y3800E
1990年1月27日。妻・陽子逝去。病室のコブシの花。アラキネマ「愛ノ花」は、妻が逝った後に咲いたコブシの花から始まる。
モノ
クロームの花。妻のことを想い、行きつ戻りつしながらシャッターを切り続けた17年。撮る花そのものも時とともに変わって
いく。
想いが濃密な塊となり、溶け出し、新たな姿を結ぶ。2007年1月27日、17年目の妻の命日。ふたたび、コブシの花を撮る。

サイトの詳細ページへ

Arakinema

67才ノ反撃

SPD-9316●20分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125693165■ISBN978-4-86308-017-1 C0874 Y3800E
アラキネマ「67才ノ反撃」は4部構成で作られている。第1部、
クルマド。第2部、空とヌード。第3部、花とヤモリンスキー。
第4部、
KaoRi Dance。アラーキーはエネルギーを込めてデジタル世界を撃つ。刹那から遠ざかっていくことへ反撃する。
アラキネマ
「67才ノ反撃」は、アラーキー自身に対しての反撃でもある。それは何か。

サイトの詳細ページへ

Arakinema

花緊縛

SPD-9317●20分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125693172■ISBN978-4-86308-073-7 C0874 Y3800E
アラキネマ「花緊縛」は、6×7の写真すべてを35mmサイズに切り取ったもので構成されている。トリミングでなく、
文字通り
写真を切ってしまったのだ。花は花芯を露にし、生々しく匂い、鼓動を響かせる。緊縛は花そのもの。花は緊縛そのもの。
写真実
と写虚実とが重なり合い、破壊と創造が同時に起こっている。2008年のドイツと緊縛が出合いどのようなウムラウトになる
のか。

サイトの詳細ページへ

Arakinema

空

SPD-9318●20分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125693189■ISBN978-4-86308-079-9 C0874 Y3800E
アラキネマ「空」は、全編モノクロームの写真で構成されている。全160点。クルマド、
眼科医院の待合室、緊縛、高層ビルからの
夜景、
雪のバルコニーで跳ねるチロ、陽子夫人の遺影そして空——後半は空だけが続く。点描のようにザラザラした質感の
空。
死せる者とアラーキーの呼吸が重なっている。静かに連なっているが想いは深く強い。アラキネマ「空」は、アラーキーのノ
スタルジアである。

サイトの詳細ページへ

Arakinema

遺作

空2

SPD-9319●20分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125693196■ISBN978-4-86308-238-0 C0874 Y3800E
全編160カットのモノクロームの空に、アラーキーの書、ペインティング、
コラージュが続く。絵と文字の中間にあるような書
にも、
色にも、新聞記事の切り抜きにも、死が舞っている。空はわずかだが変わっていく。変容。生の向こうへ。遺作は、
父親が亡
くなり生まれてくること。これは、アラーキーの挑戦である。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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アレクサンドル・ソクーロフ
ALEKSANDR SOKUROV

オリエンタル・エレジー

SPD-9901●43分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／日本語+ロシア語／日本語字幕／2／片面1層
Jan.4941125699013■ISBN4-87389-602-9 C1874 Y4800E
ソクーロフが日本で初めて撮った作品。独自のスタイルで、今ここにないもの、いつしかどこかで私たちが忘れてしまった日
本の心、記憶を求めた、ソクーロフによるエレジー。1996 年1 月、NHK で放映され大反響を呼んだ日本ヴァージョン(38 分) を、
その後サンクト・ペテルブルグで新たに編集したロシア・ヴァージョン。( 日本初公開2000 年)

サイトの詳細ページへ

穏やかな生活

SPD-9902●76分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／日本語+ロシア語／日本語字幕／2／片面1層
Jan.4941125699020■ISBN4-87389-603-7 C1874 Y4800E
ソクーロフの“ 日本三部作” 第二作。奈良県明日香村に暮す老女の穏やかな生活を綴る。強さと優しさが息づく百年の時を経
た家。梁を抜ける風、木彫りを照らす灯り、土間の音。生活の細部、質、確かさ—すべてがソクーロフを魅了してやまない。この
作品で愛する日本と日本人の感覚を静かに伝達しようとしている。( 日本初公開1997 年)

サイトの詳細ページへ

ドルチェ—優しく

SPD-9903●63分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／日本語+ロシア語／日本語字幕／2／片面1層
Jan.4941125699037■ISBN4-87389-604-5 C1874 Y4800E
“日本三部作”第三作。
2000年(第57回)ヴェネチア国際映画祭招待作品。海原に冴える満月。障子の向こうに波間がひろがる。壁
にもたれたミホが、ささやくように語りはじめる。島尾ミホが自分の人生を率直にかつ正直に女優として演じていく。この映
画は、
作家・島尾ミホとソクーロフの2 人による映像小説である。( 日本初公開2000 年)

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

大野一雄

OHNO KAZUO

大野一雄

御殿、空を飛ぶ。

SPD-9802●64分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125698023■ISBN978-4-87389-997-8 C0874 Y4800E
1993年4月3,4日、横浜新港埠頭赤レンガ倉庫の倉庫保存を記念して、大野一雄主演、大野慶人演出による舞踏「御殿、
空を飛
ぶ。
」
の公演が3号上屋で行われた。この公演には、多くの舞踏家、音楽家、写真家、美術家等が参加し、スケ−ルの大きなコラボ
レ−ションとなった。本先品は、4月4日公演分から大野一雄出演場面を中心にして制作したものである。

サイトの詳細ページへ

大野一雄

ひとりごとのように

SPD-9803●100分●税込¥5,280（本体価格¥4,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125698030■ISBN978-4-87389-999-2 C0874 Y4800E
土方巽とともに舞踏の生みの親と言われる大野一雄。齢100を超え、なお舞踏への熱き思いを燃やし続ける巨人の姿を追った
ドキュメンタリー。腰を打ち歩行不能になりながら、強靱な意志と、驚異的な鍛錬によって、自らの95歳の誕生日を祝う舞台
に立つ。そして織部賞授賞式での圧倒的な踊り。ドキュメンタリー映画を中心に活躍する名カメラマンとして名高い大津幸四
郎の第一回監督作品。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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詩・短歌・絵画

POEM・TANKA・PAINTING

福島泰樹短歌絶叫コンサート總集編

遙かなる友へ

SPD-9601●180分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面2層
Jan.4941125696012■ISBN4-87389-801-3 C0874 Y5600E
歌謡の復権と肉声の回復をスローガンに、短歌を絶叫すること30 年。熱いステージを積み重ね、絶叫コンサートという独自の
ジャンルを精力的に開拓し続けてきた福島泰樹。聞く者を突き動かさずにはおかない、強力な力で迫り来る彼の絶叫は、内外
で高い評価を受けてきた。1995 年に行われた3 つのコンサートから、自らが選んだベストシーンを収録。

サイトの詳細ページへ

草野心平

ほとばしる詩魂

SPD-9801●52分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125698016■ISBN4-87389-948-6 C0874 Y3800E
スケールの大きな生命への賛歌、孤独をみつめる勇気、また植物や動物さらには鉱物とも共に生きようとする独特の共生感。
優しさ、激しさ、軽やかさ、深さ---様々な表情をみせる心平の作品を「みる」
「きく」
「感じる」ためのDVD。自筆原稿、
書、
絵画、
写
真などの豊富な資料と、心平が生まれ育った小川町の美しい自然、晩年を過ごした川内村天山文庫等の映像で構成。
心平本人
と、
粟津則雄の朗読を通して、草野心平の詩の世界に心を傾ける。

サイトの詳細ページへ

岡本天明画集

SPD-9804●45分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125698047■ISBN978-4-86308-046-1 C0871 Y3800E
シントーアートと評された岡本天明の美しい画とユニークな書を収録したビデオ画集。自動書記による天啓を世に伝えたユ
ニークな宗教者であるとともに、世界にも類を見ないクレパス画の数々を残した岡本天明。その美しい作品は、シントーアー
トとして海外でも評された。最晩年の4年間に集中して生み出されたという多数のクレパス画、水墨、書、俳画等の作品から、
55枚を厳選して収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

ドキュメンタリー 原爆
DOCUMENTARY A-bomb

広島・長崎における原子爆弾の影響

KEHC-001●164分（広島編81分/長崎編83分）●税込¥5,280
（本体価格¥4,800+税）
モノクロ／MONO 英語ナレーション／日本語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125600019■ISBN978-4-86308-282-3 C0820 Y4800E
この映画はGHQの援助を得て米国海軍技術使節団および軍医総監室の協力のもと米国戦略爆撃調査団により完成された。
日
本学術研究会議の原子爆弾災害調査研究特別委員会が行った調査・研究の映画記録を日本映画社が製作したものである。
「幻
の原爆映画」を完成当時の状態のまま観賞できる初めての映像商品。

サイトの詳細ページへ

ヒロシマの記憶

幻の原爆フィルムで歩く広島

KEHC-002●35分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） モノクロ／ALL／片面1層
Jan.4941125600026■ISBN978-4-86308-355-4 C0820 Y3800E
原爆が投下されて2か月。治療を受ける人々や医師と看護師、焼き尽くされた建物、ガレキに埋まる町の様子が、日本人の手に
よって撮影されたフィルムに映し出されている。このフィルムは1946年「広島・長崎における原子爆弾の効果」という映画と
して海を渡り、米軍の教材となった。現存する未編集フィルムはハイビジョン処理され、これまでより詳細な状況が確認でき
ることとなった。

サイトの詳細ページへ

長崎の記憶

幻の原爆フィルムで歩く長崎

KEHC-003●37分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） モノクロ／ALL／片面1層
Jan.4941125600033■ISBN978-4-86308-356-1 C0820 Y3800E
原爆が投下されて2か月。治療を受ける人々や医師と看護師、焼き尽くされた建物、ガレキに埋まる町の様子が、日本人の手に
よって撮影されたフィルムに映し出されている。このフィルムは1946年
「広島・長崎における原子爆弾の効果」という映画と
して海を渡り、米軍の教材となった。現存する未編集フィルムはハイビジョン処理され、これまでより詳細な状況が確認でき
ることとなった。

サイトの詳細ページへ

THE A-bomb

ヒロシマで何が起こったか

KEHC-004●46分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） パートカラー／ALL／片面1層／日本語、英語、2カ国語音声
Jan.4941125600040■ISBN978-4-86308-424-7 C0820 Y3800E
広島原爆の被害を、熱線、爆風、救護活動、放射線の4つに分け、当事者の証言インタビューを織り交ぜながら、原爆を知らない
若い世代にも分かりやすい内容で伝える教育映画。従来の兵器と決定的に異なる放射線の脅威を盛り込み、今も続く被害の実
態を伝える。

サイトの詳細ページへ

広島原爆

魂の撮影メモ

映画カメラマン鈴木喜代治の記した広島

KEHC-006●29分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税） パートカラー／ALL／片面1層
Jan.4941125600064■ISBN978-4-86308-771-2 C0820 Y3800E
幻の原爆映画と言われた原爆被災記録映画「広島・長崎における原子爆弾の影響」。この映画の生物班の撮影に携わったカメラ
マン鈴木喜代治が記した一冊の撮影メモから、当時の広島の惨状と、平和の尊さを伝える記録映画。第58回科学技術映像祭文
部科学大臣賞受賞作品。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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ドキュメンタリー
DOCUMENTARY

ナディア・コマネチ

白い妖精の真実

JETD-1001●57分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税）
カラー
（一部モノクロ）／英語音声・日本語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125710015■ISBN978-4-86308-855-9 C0875 Y3800E
米ソ冷戦時代、コマネチの生まれ育ったルーマニアは、冷酷な独裁者の支配下にあった。一躍国民のヒロインとなった彼女
は、
政治的プロパガンダに利用され、アスリートとしての自由を奪われていく... 伝説となったモントリオール大会、
モスクワ
大会の演技や貴重映像・写真を多数収録。発売元：ジェットリンク

サイトの詳細ページへ

永遠の名花

チャスラフスカ

JETD-1002●94分●税込¥4,180（本体価格¥3,800+税）
カラー
（一部モノクロ）／英語音声・日本語字幕／ALL／片面1層
Jan.4941125710022■ISBN978-4-86308-856-6 C0875 Y3800E
1964年の東京五輪女子体操で個人総合金メダルを獲得、続くメキシコ大会でも連覇を果たし、７つの金メダルに輝いたベラ・
チャスラフスカ。優雅で正確無比な演技に加え、銀幕スター顔負けの美貌で日本国民をたちまち魅了し「五輪の名花」
と称賛
された。一世を風靡した魅惑の演技の数々と、栄光の陰に秘められた苦悩の人生を
追った感動のドキュメンタリー。発売元：ジェットリンク
サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

演芸

三遊亭白鳥

三題噺＠池袋演芸場

SPD-9701●DVD97分＋CD80分●税込¥3,850（本体価格¥3,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125697019■ISBN978-4-86308-501-5 C0876 Y3500E
新作落語の奇才・三遊亭白鳥が三題噺に挑んだ三日間の完全記録！ただ落語だけを収録するのではなく、噺を作る苦悶の表情
や楽屋での姿、お題とり、入場、まくら、噺、退場までの高座における全てに完全密着した落語ドキュメンタリー。
収録高座
「深
大寺そばの由来」
「幽霊角栄」
「豆腐屋ジョニー」。

サンプルムービー

三遊亭天どん

真打昇進なんだよ～

サイトの詳細ページへ

TENDON 2013

SPD-9702●DVD92分＋CD59分●税込¥3,850（本体価格¥3,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125697026■ISBN978-4-86308-502-2 C0876 Y3500E
真打昇進を控えた2013年3月30日「さいたま落語亭」に出演した天どんにカメラが徹底密着。クセがあるけど癖になる。
めくる
めく天どんワールドを3席完全収録。さらに、落語と人生を語るロングインタビューを敢行！天どんの素顔に迫る落語ドキュ
メンタリー。収録高座「反対俥 花粉症バージョン」
「巣鴨のうわさ」
「老後が心配」。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

2013年の春風亭昇々

SPD-9703●DVD99分＋CD78分●税込¥3,850（本体価格¥3,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125697033■ISBN978-4-86308-503-9 C0876 Y3500E
新作落語のニューウェーブ・春風亭昇太門下の春風亭昇々に徹底密着。少年時代から、大学落研時代、さらには前座時代の
「ね
じまわしの会」旗揚げまで、昇々の素顔に迫るロング・インタビューを敢行。特典映像として、昇々自身が企画・制作・作詞・歌唱
した
「トロピカル・ストロー」も収録。収録高座「産まれる！」
「お面接」
「あごびょん」。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

2013年の桂宮治

SPD-9704●DVD105分＋CD79分●税込¥3,850（本体価格¥3,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125697040■ISBN978-4-86308-504-6 C0876 Y3500E
2013年3月、二ツ目昇進からわずか7ヶ月でNHK新人演芸大賞落語部門大賞を授賞し、最注目の新鋭となった桂宮治に徹底密
着。
役者を目指した青年時代、落語家への転身秘話、芸協若手勢の連帯感などを語るロング・インタビューも敢行。
独自演出あ
ふれる古典落語3席を収録。収録高座「長短！」
「宿屋の仇討」
「強情灸」。

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

林家彦いち

SPD-9705●DVD77分+CD54分●税込¥3,850（本体価格¥3,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125697057■ISBN978-4-86308-539-8 C0876 Y3500E
野田知佑＆夢枕獏とともにカナダ・ユーコン河を下った体験を下に古典「愛宕山」を大胆に改作した「愛宕リバー」
。
恋に破れ
た傷心の保母が追い詰められて取った衝撃の行動を描く「保母さんの逆襲」。ユニークな人間観察やアウトドアでの様々な活
動で知られる彦いちの本領が発揮された落語2席に加え、桃月庵白酒を聞き手に、奇祭「蘇民祭」に挑んだ経緯を面白可笑しく
語った喋り倒しを特別収録。落語2席を
サイトの詳細ページへ
収録した特典CD付。
サンプルムービー

林家きく麿

SPD-9706●DVD104分+CD67分●税込¥3,850（本体価格¥3,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125697064■ISBN978-4-86308-569-5 C0876 Y3500E
三遊亭白鳥、林家彦いちなど、新作落語のトップランナーが最も注目する男・林家きく麿。両師匠折り紙付きの面白さで爆走す
るきく麿の代表作6席を、DVDに3席、
CDに3席、たっぷりと収録したお買い得版。暴そば族、ロボット長短、死にますよ
（DVD）
パンチラ倶楽部、陳宝軒、首領が行く！(CD）

サンプルムービー

CONTENTS へ

サイトの詳細ページへ
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天才瀧川鯉八を聴かずに死んではいけない。

SPD-9707●DVD109分+CD62分●税込¥3,850（本体価格¥3,500+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125697071■ISBN978-4-86308-580-0 C0876 Y3500E
奇天烈な新作落語の数々を引っさげ、異様な鯉八ワールドを作り上げて、鯉八ギャルズと呼ばれる熱狂的なファンを集める落
語界の若き天才・滝川鯉八。その代表作をDVDに4席（都のジロー／暴れ牛奇譚／天才／笑う太鼓）CDに5席（明日はホームラン
／口臭い／どすこい乙女／わきまえる男／雨傘和尚）収録。たっぷりと鯉八ワールドを堪能できる。

サンプルムービー

講談師

サイトの詳細ページへ

神田松之丞

SPD-9710●109分●税込¥3,520（本体価格¥3,200+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125697101■ISBN978-4-86308-606-7 C0876 Y3200E
演芸界に風雲児・松之丞現る！語りのパワーに満ちた迫力と、笑いあふれる熱い高座で、演芸ファンから大きな注目を集めて
いる講談師・神田松之丞。その魅力と面白さがたっぷりと詰まった高座3席に加え、本人の本音に迫ったインタビューも収録し
たドキュメンタリー。
「違袖の音吉」
「天保水滸伝 鹿島の棒祭り」
「グレーゾーン」

サンプルムービー

サイトの詳細ページへ

林家きく麿2

SPD-9711●114分●税込¥3,520（本体価格¥3,200+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125697118■ISBN978-4-86308-674-6 C0876 Y3200E
次々と傑作新作落語を発表しながら、古典落語にも意欲的に取り組み、定評ある実力を見せている林家きく麿。今や日本各地
で引っ張りだこの人気を集め、どんな場所でも外さない面白さでお客様の心を鷲掴み！大絶賛を浴びた第1弾に続くDVD第2
弾では、研ぎ澄まされた新作落語をなんと5席も収録。

サンプルムービー
新世紀浪曲大全

サイトの詳細ページへ

玉川太福

SPD-9712●114分●税込¥3,520（本体価格¥3,200+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125697125■ISBN978-4-86308-687-6 C0876 Y3200E
落語、
講談、そして浪曲。今、伝統話芸に新しい才能が続々と登場し、着実に人気を集めだしている。それぞれの伝統を背負いな
がら、
魅力を伝えようと懸命に努力している若手の演者たち。ジャンルを超え、その存在に注目が集まる浪曲界の新星が玉川
太福である。浪花節のイメージを覆す新作浪曲３席に加え、特別録り下ろしインタビューを収録した注目の１枚。

サンプルムービー

三遊亭天どん

サイトの詳細ページへ

世界初！副音声付き落語

SPD-9721●91分●税込¥3,300（本体価格¥3,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125697217■ISBN978-4-86308-846-7 C0876 Y3000E
奇想天外の新作落語を多数生み出しながら、古典落語の持ちネタも多く、確かな実力で都内寄席のトリを務める若手の人気者
三遊亭天どん。その最新作は、自分の落語を自分で解説するという世界初の試みに挑んだ意欲作。相方には盟友春風亭一之輔
を迎え、まさに一粒で２度美味しい試み。見逃せない、聞き逃せない面白さ。

サイトの詳細ページへ

林家きく麿３

SPD-9722●108分●税込¥3,300（本体価格¥3,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125697224■ISBN978-4-86308-881-8 C0876 Y3000E
自ら選んだ自信の噺３席に加え、会場入りから控室、打ち上げまで、収録の会の全てにピッタリと密着したドキュメンタリー。
さらには、こよなくうどんを愛するきく麿が、故郷北九州で敢行したうどん食べまくりツアーも特別収録。高座以外もたっぷ
りと楽しめる盛りだくさんな1枚。

サイトの詳細ページへ

落談～落語の噺で面白談義～♯1 「粗忽長屋」

LEF-1001●60分●税込¥3,520（本体価格¥3,200+税） カラー／STEREO ／ALL／片面1層
Jan.4580076160014■ISBN978-4-86308-786-6 C0876 Y3200E
とあるアパートの一室、落語を語りたい輩が集まる秘密組織「落談部」。レギュラー部員のお笑いコンビ・米粒写経のもとへ入
部希望者がやってきては実際に落語を聴きながら一つの噺をテーマに落語談議を繰り広げる！ 記念すべき第一回目のゲス
トは水道橋博士。談議するお噺は「粗忽長屋」。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

落談～落語の噺で面白談義～♯2 「火焔太鼓」

LEF-1002●60分●税込¥3,520（本体価格¥3,200+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4580076160021■ISBN978-4-86308-787-3 C0876 Y3200E
漫才師ナイツ・塙が落談部へ入部！寄席などで落語に触れる機会はあるものの、実は落語をちゃんと聴いた事がないというこ
とで落談部でお勉強!? 今回の噺は『火焔太鼓』。芸人の楽屋で聞けるような裏話が満載です！

サイトの詳細ページへ

落談～落語の噺で面白談義～♯3 「紙入れ」

LEF-1003●60分●税込¥3,520（本体価格¥3,200+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4580076160038■ISBN978-4-86308-792-7 C0876 Y3200E
今回の入部希望者は初の女性！グラビア、バラエティでおなじみの“磯山さやか” 笑顔やリアクションがとってもキュート
な新入部員にレギュラーの米粒写経もハイテンション！男女の不倫が主題の噺に磯山も興味津々！私ならと自身の恋愛論も
語りながら談議は盛り上がります。

サイトの詳細ページへ

落談～落語の噺で面白談義～♯4 「芝浜」

LEF-1004●60分●税込¥3,520（本体価格¥3,200+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4580076160045■ISBN978-4-86308-793-4 C0876 Y3200E
大晦日に演じられることが多い大ネタ「芝浜」。夫婦の愛情を暖かく描いた屈指の人情噺で今宵談議します。落語が大好きで、
多くの落語家と交流を持ち、古くから名人たちの落語を聴いてきた“なぎら健壱”とあって、レギュラー部員の米粒写経もビッ
クリの落語秘話が満載！

サイトの詳細ページへ

落談～落語の噺で面白談義～♯5 「あくび指南」

LEF-1005●60分●税込¥3,520（本体価格¥3,200+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4580076160052■ISBN978-4-86308-798-9 C0876 Y3200E
もしも
「あくび」を教えてくれる教室があったら‥。そんな滑稽でシュールな世界観を描いた「あくび指南」が今宵のお噺。
この
日の新入部員は筋肉少女帯のヴォーカルでもお馴染み”大槻ケンヂ”。オーケン・ワールド全開の落語談議となりました。

サイトの詳細ページへ

落談～落語の噺で面白談義～♯6 「だくだく」

LEF-1006●60分●税込¥3,520（本体価格¥3,200+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4580076160069■ISBN978-4-86308-799-6 C0876 Y3200E
江戸時代、庶民の間では家具は高級品。家具が一切ない部屋が舞台のナンセンス・コメディー的な「だくだく」が今宵のお噺。
こ
の日の新入部員は落語に造詣が深く、役者、コメンテーターなど幅広く活躍中の”松尾貴史”。

サイトの詳細ページへ
れふかだ落語会

立川志ら乃

LEF-1007●69分●税込¥3,520（本体価格¥3,200+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4580076160076■ISBN978-4-86308-807-8 C0876 Y3200E
志らくの弟子である「立川志ら乃」。新しいエッセンスを落語に注入し続ける変幻自在ぶりは大注目！ 談志のDNAをしっか
り受け継ぐ立川志ら乃の落語をタップリお届けします。
「粗忽長屋」
「壷算」
「スーパーマーケットのはなし」収録。

サイトの詳細ページへ
れふかだ落語会

古今亭文菊

LEF-1008●116分●税込¥3,520（本体価格¥3,200+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4580076160083■ISBN978-4-86308-808-5 C0876 Y3200E
志らくの弟子である「立川志ら乃」。入門10年の超スピードで真打ちに昇進！まるで江戸に居るかのような錯覚を起こさせて
くれる心地よい古典落語を聴かせる「古今亭文菊」。落語界の次代を担うこと間違いなしの文菊節をたっぷりお楽しみくださ
い。
「干物箱」
「うどん屋」
「子別れ」収録。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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ほとばしる浪花節

玉川奈々福ライブ！

NFK-1001●57分●税込¥3,300（本体価格¥3,000+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125080019■ISBN978-4-86308-800-9 C0876 Y3000E
多方面にわたる活躍で浪曲師のイメージを覆し、各種メディアからも注目を集めている玉川奈々福。老若男女誰にでも受け入
れられる作品として作った抱腹絶倒の新作「浪曲シンデレラ」と伊達家に仕えた腕自慢夫婦の物語を描いた古典の名作
「仙台
の鬼夫婦」。女子が主人公の浪曲2席をライブ収録した初めてのDVD作品。

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ

プロデュース発売作品

無敵

武器術

PRD-101●34分●税込¥5,170（本体価格¥4,700+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125401012■ISBN4-87389-831-5 C2875 Y4700E
中国武器術の第一人者姜馳が、剣、棒、棍、三節棍、九節鞭といった中国武器の特徴と使い方を、豊富な模範演武とともに詳しく
指導する。それぞれの武器の持ち方、構えから基本用法、模範表演、そして実戦での使用法までを、正確に分かりやすく解説す
る。
発売元：プロデュース

サイトの詳細ページへ

太極拳護身術

PRD-102●36分●税込¥5,170（本体価格¥4,700+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125401029■ISBN4-87389-838-2 C2875 Y4700E
中国武術の真髄は護身にある。国際武術A級審判員であり、日本だけでなく、北米や欧州など世界中で指導を行い、その指導
力、
表演力で名高い楊進老師が太極拳の動作理論と用法を詳しく解説する。絶体絶命最大の危機からの反撃と脱出。
散手、
散
打、
檎拿、太極拳最高の護身術が完成した。発売元：プロデュース

サイトの詳細ページへ

寺田精之

合気道

PRD-103●90分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125401036■ISBN4-87389-846-3 C2875 Y5600E
合気道の創始者・植芝盛平に師事し、塩田剛三合気道養神館館長の下で合気道の普及活動を続けてきた寺田精之。
塩田剛三館
長亡き後、養神館最高顧問として現在も指導を続ける寺田精之が、自ら演武・解説する映像作品。合気道の基本動作にはじま
り、
基本技各種、応用技、さらには英国での指導風景やメッセージなども収録。発売元：プロデュース

サイトの詳細ページへ

甲斐国征泰心

正伝沖縄剛柔流空手道形全集

PRD-104●30分●税込¥5,170（本体価格¥4,700+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125401043■ISBN4-87389-855-2 C2875 Y4700E
剛柔流空手流祖宮城長順の高弟として知られる宮里栄一の直弟子として長年修行を重ね、現在は征武館館長として空手と合
気道の指導を行っている甲斐国征師範が、剛柔流全12の形を紹介する。空手修行者は、これで剛柔流の形を身につけることが
出来、
実戦に応用することが可能となる。発売元：プロデュース

サイトの詳細ページへ

久保勇人

実戦拳法・太氣拳

PRD-105●106分●税込¥6,160（本体価格¥5,600+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125401050■ISBN4-87389-861-7 C2875 Y5600E
太氣拳創始者・澤井健一先生の直伝を受け、ヨーロッパ、中国の強豪と戦って、意 拳の姚承光老師に認められた日本太氣拳研
究会会長、久保勇人師範が、太氣拳独特の技術と練習方法を伝授する。VHSで発売されていた「実戦拳法・太氣拳」
「実戦拳法・太
氣拳II」の2作品を収録。発売元：プロデュース

サイトの詳細ページへ

望月武士

神刀流居合抜刀術

PRD-106●52分●税込¥5,170（本体価格¥4,700+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
JAN.4941125401067■ISBN4-87389-879-X C2875 Y4700E
正武塾塾長・望月武士が 正統試斬三十本を紹介全国居合抜術選手権、全国試斬選手権、全国抜刀術選手権において、
毎年のよ
うに個人総合優勝を飾り、居合抜刀術の第一人者として名高い望月武士。迅速にして抜群の切れ味を誇る抜刀術の、
知られざ
る極意を紹介する。発売元：プロデュース

サイトの詳細ページへ

CONTENTS へ
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甲斐国征泰心

無外流居合兵道

PRD-107●47分●税込¥5,170（本体価格¥4,700+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125401074■ISBN4-87389-885-4 C2875 Y4700E
九州・宮崎を拠点に、征武館館長として活躍する、甲斐国征泰心無外流居合兵道九州伝第16代宗家。豊富な武道経験を誇り、
養
神館合気道師範8段、そして沖縄剛柔流空手師範でもある甲斐師範が、無外流の居合術を紹介する。刀を鞘から抜く、
一瞬が勝
負の行方を決する瞬間の武道。それが居合である。発売元：プロデュース

サイトの詳細ページへ

琉球古武道

武器編

PRD-108●35分●税込¥5,170（本体価格¥4,700+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125401081■ISBN4-87389-896-X C2875 Y4700E
沖縄の民間に根付いた空手の歴史は、
数百年前に遡り、
圧政に対する抵抗の中で、
生死を懸けて育まれた。
農機具にカモフラー
ジュされた武器である棍や釵、
ヌンチャク、
トンファー、
棒、鎖鎌などは、
琉球古武道の一部であり、
一体として切り離すことの
できないものである。
基本的な武器術を、
分かりやすく解説。
発売元：プロデュース

サイトの詳細ページへ

村上竜司

ケンカ必勝法

PRD-109●88分●税込¥5,170（本体価格¥4,700+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125401098■ISBN4-87389-903-6 C2875 Y4700E
自分の身は自分で守れ!男・村上竜司が伝授するケンカの勝ち方。
世界空手道連盟士道館の代表選手として数々の戦績を残し、
MA日本キックボクシング連盟ヘビー級王座に君臨。
そして現在は、
自らの道場
「士魂村上塾」
において後進の指導に励む村上竜
司が、
ケンカで勝つための方法を紹介する。
発売元：プロデュース

サイトの詳細ページへ

古傳圓心流組討剣傳

PRD-110●35分●税込¥5,170（本体価格¥4,700+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125401104■ISBN4-87389-911-7 C2875 Y4700E
古傳圓心流組討剣傳は、実戦を想定している武術であり、広く柔術や武器術まで及んでいるのが特徴である。更に、
九鬼神流、
棒術、
薙刀、捕縛手裏剣の技法をも継承されている総合的な武術を、田中普門宗家自らが披露。初心者にもわかりやすい基本
技から、実戦用例まで、待望の剣術を公開する。発売元：プロデュース

サイトの詳細ページへ

日本空手道無門會

入門編

応用編

PRD-111●60分●税込¥5,170（本体価格¥4,700+税） カラー／STEREO／ALL／片面1層
Jan.4941125401111■ISBN4-87389-921-4 C2875 Y4700E
無門會は、究極の武道空手を目指し、富樫宜資最高師範によって設立された。武道空手道を完成させる試合形式を徹底的に追
及し、
あらゆる流派の試合を探求。様々なルールの試行錯誤を経て防具を着用した直接打撃制へとたどりついた。
空手界に屹
立する受則攻技のテクニックを紹介する。入門編、応用編に分けて収録されていたVHS2作品を1枚に収録。発売元：プロデュー
ス

サイトの詳細ページへ

広潘太極拳

ラジオ体操太極拳12式

PRD-112●93分●税込¥5,170（本体価格¥4,700+税） カラー／STEREO／ALL/片面1層
Jan.4941125401128■ISBN4-87389-963-X C2875 Y4700E
広潘太極拳は、あらゆる太極拳の動作の基礎である。太極拳士は、広潘太極拳から始め、様々な流派を研究、習得した後、
広潘
太極拳に戻る。太極拳、武器術で中国本土だけでなく、日本でも名高い姜馳老師による太極拳12式。太極拳を修行中の者だけ
でなく、指導者でも間違いやすい点を分かりやすく指導。全套路の、基本動作、掌、立ち方(起勢)、動きを紹介する。発売元：プロ
デュース

サイトの詳細ページへ
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白蓮会館 世界空手道選手権大会… …………………………… BK01

税込￥6,285

36

WEB 詳細ページ

風香祭7&8………………………………………………………… FMP-106

税込￥5,762

172

WEB 詳細ページ

F.S.A拳真館 秒速で取得する空手！グローブ！MMA！……… FSA-1001

税込￥5,500

38

WEB 詳細ページ

ナディア・コマネチ 白い妖精の真実…………………………… JETD-1001 税込￥4,180

194

WEB 詳細ページ

永遠の名花 チャスラフスカ… ………………………………… JETD-1002 税込￥4,180

194

WEB 詳細ページ

広島・長崎における原子爆弾の影響… ………………………… KEHC-001

税込￥5,280

193

WEB 詳細ページ
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税込￥4,180

193
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税込￥4,180

193

WEB 詳細ページ
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税込￥4,180

193

WEB 詳細ページ
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WEB 詳細ページ
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WEB 詳細ページ

沖縄伝統空手道剛柔流 DVD-BOX……………………………… KMG-110
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WEB 詳細ページ

沖縄伝統空手道剛柔流 上巻… ………………………………… KMG-111

税込￥5,280

45

WEB 詳細ページ

沖縄伝統空手道剛柔流 中巻… ………………………………… KMG-112

税込￥5,280

45

WEB 詳細ページ

沖縄伝統空手道剛柔流 下巻… ………………………………… KMG-113

税込￥5,280

45

WEB 詳細ページ

A to Z vs 外敵軍 全面対抗戦… ………………………………… KOV-1001

税込￥5,170

172

WEB 詳細ページ

極真空手型全集 上巻… ………………………………………… KYKU-001

税込￥6,160

56

WEB 詳細ページ

極真空手型全集 中巻… ………………………………………… KYKU-002

税込￥6,160

56

WEB 詳細ページ

極真空手型全集 下巻… ………………………………………… KYKU-003

税込￥6,160
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WEB 詳細ページ

盧山初雄 直伝 極真館国際指導者技術研修…………………… KYKU-004

税込￥6,160

57

WEB 詳細ページ

極真空手武器術 棒・トンファー………………………………… KYKU-005

税込￥6,160

56

WEB 詳細ページ

極真空手武器術 杖・釵…………………………………………… KYKU-006

税込￥6,160

56

WEB 詳細ページ

極真空手型全集 DVD-BOX……………………………………… KYKU-007

税込￥16,500

56

WEB 詳細ページ

藤井脩祐 倒す組手テクニック… ……………………………… KYKU-008

税込￥6,160

39

WEB 詳細ページ

極真空手武器術 DVD-BOX……………………………………… KYKU-009

税込￥11,000

57

WEB 詳細ページ

小柄工房 刀鍛冶のすすめ… …………………………………… KZK-001

税込￥4,180

27

WEB 詳細ページ

落談～落語の噺で面白談義～♯1「粗忽長屋」
… …………… LEF-1001

税込￥3,520

197

WEB 詳細ページ

落談～落語の噺で面白談義～♯2「火焔太鼓」
… …………… LEF-1002

税込￥3,520

197
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197
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税込￥3,520

197

WEB 詳細ページ

れふかだ落語会 立川志ら乃… ………………………………… LEF-1007
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WEB 詳細ページ
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税込￥5,280
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土肥 豊 はじめよう日本拳法 step.2…………………………… SPD-0507
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WEB 詳細ページ
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142

WEB 詳細ページ
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クエスト創立20周年記念作品 武道のすすめ… ……………… SPD-6000

税込￥6,160

65

WEB 詳細ページ

少林寺拳法 乱捕りのすすめ… ………………………………… SPD-6001

税込￥5,280

33

WEB 詳細ページ

少林寺拳法〜究極の護身術〜………………………………… SPD-6002

税込￥4,180

33

WEB 詳細ページ

少林寺拳法の世界 ヨーロッパ編… …………………………… SPD-6003

税込￥4,950

33

WEB 詳細ページ

少林寺拳法 達人伝説 青坂 寛… ……………………………… SPD-6004

税込￥4,950

33

WEB 詳細ページ

姚承栄

中国意拳精髄

推手………………………………… SPD-6501

税込￥6,160

69

WEB 詳細ページ

姚承栄

中国意拳精髄

散手………………………………… SPD-6502

税込￥6,160

70

WEB 詳細ページ

龍飛雲 酔八仙拳… ……………………………………………… SPD-6503

税込￥6,160

70

WEB 詳細ページ

島田道男 太気拳… ……………………………………………… SPD-6504

税込￥6,160

69

WEB 詳細ページ

龍飛雲 双節棍ヌンチャク… …………………………………… SPD-6505

税込￥6,160

70

WEB 詳細ページ

島田道男 太氣拳の実践 立禅…………………………………… SPD-6506

税込￥6,160

69

WEB 詳細ページ

印誠派内家拳 高小飛 王培生伝劉氏八卦六十四掌…………… SPD-6508

税込￥6,160

70

WEB 詳細ページ

程聖龍内家拳 陳氏太極拳… …………………………………… SPD-6509

税込￥6,160

70

WEB 詳細ページ

程聖龍内家拳 八卦掌… ………………………………………… SPD-6510

税込￥6,160

70

WEB 詳細ページ

程聖龍内家拳 形意拳… ………………………………………… SPD-6511

税込￥6,160

70

WEB 詳細ページ

私学校龍珉楼武術シリーズ第2弾 精粋少林拳朱家永春門… … SPD-6513

税込￥6,160

71

WEB 詳細ページ

私学校龍珉楼武術シリーズ第3弾 太極拳撰集録… ………… SPD-6514

税込￥6,160

71

WEB 詳細ページ

程聖龍内家拳

陳伴嶺太極拳〜双辺太極拳〜……………… SPD-6515

税込￥6,160

71

WEB 詳細ページ

程聖龍内家拳

楊氏太極拳〜散手対打・化勁〜… …………… SPD-6516

税込￥6,160

71

WEB 詳細ページ

程聖龍内家拳

推手…………………………………………… SPD-6517

税込￥6,160

71

WEB 詳細ページ

太氣至誠拳法氣功会 立禅と意… ………………… SPD-6518

税込￥6,160

69

WEB 詳細ページ

島田道男

CONTENTS へ

李保華

馬貴派八卦掌………………………………………… SPD-6519

税込￥6,160

71

WEB 詳細ページ

李保華

馬貴派八卦掌2… ……………………………………… SPD-6520

税込￥5,830

71

WEB 詳細ページ

詠春拳……………………………………………… SPD-6521

税込￥5,830

72

WEB 詳細ページ

孫立

実戦中国武術 意拳 入門編 Part.1……………………… SPD-6522

税込￥5,830

72

WEB 詳細ページ

孫立

実戦中国武術 意拳 入門編 Part.2……………………… SPD-6523

税込￥5,830

72

WEB 詳細ページ

山田聡朗

青木嘉教

螳螂拳……………………………………………… SPD-6524

税込￥5,830

72

WEB 詳細ページ

高木康嗣

太気拳パーフェクトディフェンス……………… SPD-6525

税込￥5,830

69

WEB 詳細ページ

24式太極拳を学ぶ… ………………………………… SPD-6526

税込￥5,830

72

WEB 詳細ページ

楽々マスター 太極拳… …………………………… SPD-6527

税込￥5,830

72

WEB 詳細ページ

32式太極剣… ………………………………………… SPD-6528

税込￥5,830

73

WEB 詳細ページ

税込￥11,000

72

WEB 詳細ページ

24式太極拳 対練……………………………………… SPD-6530

税込￥5,830

73

WEB 詳細ページ

池田秀幸

24式太極拳 実戦性の追求… ……………………… SPD-6531

税込￥5,830

73

WEB 詳細ページ

池田秀幸

陳式太極拳 戦闘理論と用法… …………………… SPD-6532

税込￥5,830

73

WEB 詳細ページ

総合太極拳42式… …………………………………… SPD-6533

税込￥5,500

73

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.1 薙刀、
長巻、眉尖刀… ……………… SPD-7001

税込￥6,160

11

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.2 剣、
太刀、刃… ……………………… SPD-7002

税込￥6,160

11

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.3 六尺棒術… ………………………… SPD-7003

税込￥6,160

11

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.4 古武道の奇本… …………………… SPD-7004

税込￥6,160

11

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.5 武道とは何か… …………………… SPD-7005

税込￥6,160

11

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.6 槍術 槍の技法… ………………… SPD-7006

税込￥6,160

11

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.7 大光明祭2003 武道のゼロ（ZERO）…… SPD-7007

税込￥6,160

12

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.8 無刀捕… …………………………… SPD-7008

税込￥6,160

12

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.9 隠し武器・手裏剣術… …………… SPD-7009

税込￥6,160

12

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.10 武道の幽玄… …………………… SPD-7010

税込￥6,160

12

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.11 真剣白刃止… …………………… SPD-7011

税込￥6,160

12

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.12 大光明祭'98 神伝不動流八方秘剣…… SPD-7012

税込￥6,160

12

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.13 大光明祭2002 武道の生命(いのち)…… SPD-7013

税込￥6,160

12

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.14 大光明祭2004 武道の源………… SPD-7014

税込￥6,160

13

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.15 大光明祭2001 武道の風水……… SPD-7015

税込￥6,160

13

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.16 大光明祭2000 骨法……………… SPD-7016

税込￥6,160

13

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.17 大光明祭'99 九鬼神伝流極意 八方秘剣…… SPD-7017

税込￥6,160

13

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.18 大光明祭'95 薙刀………………… SPD-7018

税込￥6,160

13

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.19 武神館骨法術… ………………… SPD-7019

税込￥6,160

13

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.20 大光明祭'96 剣…………………… SPD-7020

税込￥6,160

13

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.21 大光明祭'97 杖術………………… SPD-7021

税込￥6,160

14

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.22 大光明祭'94 槍・小太刀 技法… … SPD-7022

税込￥6,160

14

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.23 高木揚心流柔体術… …………… SPD-7023

税込￥6,160

14

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.24 大光明祭'93 棒術………………… SPD-7024

税込￥6,160

14

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.25 大光明祭2005 玉虎流 天・地・人…… SPD-7025

税込￥6,160

14

WEB 詳細ページ

増田 勝
青木嘉教
増田 勝
孫立

実戦中国武術 意拳 入門編 DVD-BOX………………… SPD-6529

増田 勝

増田 勝

CONTENTS へ

武神館DVDシリーズ vol.26 大光明祭'90 構 - 玉虎流………… SPD-7026

税込￥6,160

14

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.27 大光明祭'91 受身体変術………… SPD-7027

税込￥6,160

14

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.28 大光明祭'92 気空の戦い………… SPD-7028

税込￥6,160

15

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.29 玉虎流骨指術… ………………… SPD-7029

税込￥6,160

15

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.30 大光明祭2006 神伝不動流打拳体術…… SPD-7030

税込￥6,160

15

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.31 九鬼神伝流 鎧組討・半棒術・仕込杖…… SPD-7031

税込￥6,160

15

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.32 大光明祭2007 九鬼神伝流……… SPD-7032

税込￥6,160

15

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.33 戸隠流忍法体術… ……………… SPD-7033

税込￥6,160

15

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.34 大光明祭2008 九流派（九つの空間）を無にする…… SPD-7034

税込￥6,160

15

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.35 忍者秘剣… ……………………… SPD-7035

税込￥6,160

16

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.36 大光明祭2009 才能魂器………… SPD-7036

税込￥6,160

16

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.37 大光明祭2010 禄魂笑浄………… SPD-7037

税込￥6,160

16

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.38 大光明祭2011 季翻初萌………… SPD-7038

税込￥6,160

16

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.39 神伝不動流打拳体術… ………… SPD-7039

税込￥6,160

16

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.40 十手術… ………………………… SPD-7040

税込￥6,160

16

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.41 大光明祭2012 神龍要護………… SPD-7041

税込￥6,160

16

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ vol.42 くの一 大海… …………………… SPD-7042

税込￥6,160

17

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズSpecial 最後の実戦忍者 高松寿嗣……… SPD-7101

税込￥6,160

17

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ番外編 初見良昭 武神館演武編………… SPD-7102

税込￥4,180

17

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ番外編 必問・武神伝 上巻… …………… SPD-7103

税込￥6,160

17

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ番外編 必問・武神伝 下巻… …………… SPD-7104

税込￥6,160

17

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ番外編 忍法人法伝 上巻………………… SPD-7105

税込￥5,830

17

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ番外編 忍法人法伝 中巻………………… SPD-7106

税込￥5,830

17

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ番外編 忍法人法伝 下巻………………… SPD-7107

税込￥5,830

18

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ番外編 日本刀とは何か？… …………… SPD-7108

税込￥3,300

18

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズSpecial 初見良昭コレクション 忍者刀…… SPD-7109

税込￥3,300

18

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズSpecial 初見良昭コレクション 宗家の言葉…… SPD-7110

税込￥5,500

18

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ天威武宝（一）無刀捕 地………………… SPD-7111

税込￥5,500

18

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ天威武宝（二）無刀捕 水………………… SPD-7112

税込￥5,500

18

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ天威武宝（三）無刀捕 火………………… SPD-7113

税込￥5,500

18

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ天威武宝（四）無刀捕 風………………… SPD-7114

税込￥5,500

19

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ天威武宝（五）無刀捕 空………………… SPD-7115

税込￥5,500

19

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ天威武宝（六）無刀捕 無刀捕 木火土金水 木…… SPD-7116

税込￥5,500

19

WEB 詳細ページ

武神館DVDシリーズ天威武宝（七）無刀捕 無刀捕 木火土金水 火…… SPD-7117

税込￥5,500

19

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その一……………… SPD-7201

税込￥5,280

19

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二……………… SPD-7202

税込￥5,280

19

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その三……………… SPD-7203

税込￥5,280

19

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その四……………… SPD-7204

税込￥5,280

20

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その五……………… SPD-7205

税込￥5,280

20

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その六……………… SPD-7206

税込￥5,280

20

WEB 詳細ページ

CONTENTS へ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その七……………… SPD-7207

税込￥5,280

20

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その八……………… SPD-7208

税込￥5,280

20

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その九……………… SPD-7209

税込￥5,280

20

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十……………… SPD-7210

税込￥5,280

20

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十一…………… SPD-7211

税込￥5,280

21

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十二…………… SPD-7211

税込￥5,280

21

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十三…………… SPD-7213

税込￥5,280

21

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十四…………… SPD-7214

税込￥5,280

21

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十五…………… SPD-7215

税込￥5,280

21

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十六…………… SPD-7216

税込￥5,280

21

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十七…………… SPD-7217

税込￥5,280

21

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十八…………… SPD-7218

税込￥5,280

22

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その十九…………… SPD-7219

税込￥5,280

22

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二十…………… SPD-7220

税込￥5,280

22

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二十一 2005 春…… SPD-7221

税込￥5,280

22

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二十二 2005 夏…… SPD-7222

税込￥5,280

22

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二十三 2005 秋…… SPD-7223

税込￥5,280

22

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二十四 2005 冬…… SPD-7224

税込￥5,280

22

WEB 詳細ページ

武神館秘巻伝照シリーズ 初見良昭 口伝 その二十五 2006 喜…… SPD-7225
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爆釣！チェコニンフ タイイング編… ………………………… SPD-9116

税込￥4,180

185

WEB 詳細ページ

A LIVE DVDアラーキー Overseas 1997-2000………………… SPD-9301

税込￥5,280

187

WEB 詳細ページ

Arakinema 花曲3 Flower Rondo 3… ………………………… SPD-9302

税込￥4,180

187

WEB 詳細ページ

A LIVE 顔写 アラーキーの100人… …………………………… SPD-9303

税込￥5,280

187

WEB 詳細ページ

Arakinema 花曲4「死曲」… …………………………………… SPD-9304

税込￥4,180

187

WEB 詳細ページ

Arakinema バルコニーの空に色情花… ……………………… SPD-9305

税込￥4,180

187

WEB 詳細ページ

Arakinema 冬春… ……………………………………………… SPD-9306

税込￥4,180

187

WEB 詳細ページ

Arakinema 炎夏… ……………………………………………… SPD-9307

税込￥4,180

188

WEB 詳細ページ

Arakinema 花秋… ……………………………………………… SPD-9308

税込￥4,180

188

WEB 詳細ページ

必ず1ピキを釣るための超攻撃的システム!

CONTENTS へ

Arakinema クルマド・トーキョー……………………………… SPD-9309

税込￥4,180

188

WEB 詳細ページ

Arakinema 青ノ時代… ………………………………………… SPD-9310

税込￥4,180

188

WEB 詳細ページ

Arakinema 去年ノ夏… ………………………………………… SPD-9311

税込￥4,180

188

WEB 詳細ページ

Arakinema KaoRi 色淫女… …………………………………… SPD-9312

税込￥4,180

188

WEB 詳細ページ

Arakinema 7月…………………………………………………… SPD-9313

税込￥4,180

188

WEB 詳細ページ

Arakinema 緊縛色淫… ………………………………………… SPD-9314

税込￥4,180

189

WEB 詳細ページ

Arakinema 愛ノ花… …………………………………………… SPD-9315

税込￥4,180

189

WEB 詳細ページ

Arakinema 67才ノ反撃… ……………………………………… SPD-9316

税込￥4,180

189

WEB 詳細ページ

Arakinema 花緊縛… …………………………………………… SPD-9317

税込￥4,180

189

WEB 詳細ページ

Arakinema 空… ………………………………………………… SPD-9318

税込￥4,180

189

WEB 詳細ページ

Arakinema 遺作 空2… ………………………………………… SPD-9319

税込￥4,180

189

WEB 詳細ページ

矢山利彦 小周天気功法… ……………………………………… SPD-9401

税込￥5,280

180

WEB 詳細ページ

矢山利彦 大周天気功法… ……………………………………… SPD-9402

税込￥5,280

180

WEB 詳細ページ

小室昭治 自然波動法… ………………………………………… SPD-9403

税込￥5,280

180

WEB 詳細ページ

易筋経 深呼吸で内臓を強くし健康になる… ………………… SPD-9404

税込￥5,280

180

WEB 詳細ページ

山路さなえ 朝夕10分で楽々! ピラティス… ………………… SPD-9405

税込￥4,180

181

WEB 詳細ページ

浅井恵子 視覚気法と練丹操… ………………………………… SPD-9406

税込￥5,280

181

WEB 詳細ページ

平直行 操体法… ………………………………………………… SPD-9407

税込￥5,280

181

WEB 詳細ページ

矢山利彦 武士道気功… ………………………………………… SPD-9408

税込￥5,280

181

WEB 詳細ページ

小林宏美 武道柔身法… ………………………………………… SPD-9409

税込￥4,180

181

WEB 詳細ページ

平直行 総合武術入門… ………………………………………… SPD-9410

税込￥5,280

123

WEB 詳細ページ

大関智洋 養武健真法 禅的心身ストレッチ…………………… SPD-9411

税込￥5,280

181

WEB 詳細ページ

富田高久 肥田式強健術 入門篇………………………………… SPD-9412

税込￥4,950

181

WEB 詳細ページ

富田高久 肥田式強健術 実践篇………………………………… SPD-9413

税込￥4,950

181

WEB 詳細ページ

中賢一郎 誰にでもできる整体操法入門… …………………… SPD-9414

税込￥4,950

182

WEB 詳細ページ

矢山利彦 矢山式気功 合気、ヒーリング―自由自在… ……… SPD-9415

税込￥5,280

180

WEB 詳細ページ

富田高久 肥田式強健術 入門篇&実践篇 DVD-BOX… ……… SPD-9416

税込￥9,350

182

WEB 詳細ページ

池本誠知 KICKFIT text…………………………………………… SPD-9417

税込￥5,500

135

WEB 詳細ページ

野呂田秀夫 格闘技・武道のためのメディカルケア…………… SPD-9451

税込￥5,280

137

WEB 詳細ページ

長野峻也 游心流 武術秘伝の原理……………………………… SPD-9501

税込￥6,160

61

WEB 詳細ページ

長野峻也 游心流 武術秘伝の活用……………………………… SPD-9503

税込￥6,160

61

WEB 詳細ページ

長野峻也 游心流 武術秘伝の戦略……………………………… SPD-9504

税込￥6,160

61

WEB 詳細ページ

長野峻也 游心流 武術秘伝伝授………………………………… SPD-9505

税込￥16,500

61

WEB 詳細ページ

山田崇太郎 ケトルベルトレーニング… ……………………… SPD-9551

税込￥5,280

135

WEB 詳細ページ

宮田和幸 格闘ボディメイキング… …………………………… SPD-9552

税込￥5,280

135

WEB 詳細ページ

格闘家のためのファンクショナルトレーニング…………… SPD-9553

税込￥5,280

135

WEB 詳細ページ

Dr.F 格闘技の運動学 vol.1……………………………………… SPD-9554

税込￥5,280

133

WEB 詳細ページ

Dr.F 格闘技の運動学 vol.2……………………………………… SPD-9555

税込￥5,280

133

WEB 詳細ページ

和田良覚 ザ･プライオメトリックス ハイパーストレングス肉体改造法…… SPD-9556

税込￥5,280

135

WEB 詳細ページ

Dr.F KOの解剖学 顔面篇… …………………………………… SPD-9557

税込￥5,280

133

WEB 詳細ページ

CONTENTS へ

弘中邦佳 バットダンベル＆イーグルクロー トレーニング… SPD-9558

税込￥5,280

135

WEB 詳細ページ

Dr.F KOの解剖学 ボディ＆下段篇… ………………………… SPD-9559

税込￥5,280

133

WEB 詳細ページ

Dr.F 格闘技の運動学vol.3 反射と重力 基礎篇… …………… SPD-9560

税込￥4,950

133

WEB 詳細ページ

Dr.F 格闘技の運動学vol.4 反射と重力 実戦篇… …………… SPD-9561

税込￥4,950

133

WEB 詳細ページ

石田太志 フットバッグ"体幹"トレーニング… ……………… SPD-9562

税込￥5,500

136

WEB 詳細ページ

トップアスリートストレッチング…………………………… SPD-9563

税込￥4,950

136

WEB 詳細ページ

Dr.F 格闘技の運動学vol.5 カラテで勝つ格闘技 上巻… …… SPD-9564

税込￥5,500

134

WEB 詳細ページ

Dr.F 格闘技の運動学vol.6 カラテで勝つ格闘技 下巻… …… SPD-9565

税込￥5,500

134

WEB 詳細ページ

福島泰樹短歌絶叫コンサート總集編 遙かなる友へ… ……… SPD-9601

税込￥6,160

192

WEB 詳細ページ

三遊亭白鳥 三題噺＠池袋演芸場… …………………………… SPD-9701

税込￥3,850

195

WEB 詳細ページ

三遊亭天どん 真打昇進なんだよ～ TENDON 2013… ……… SPD-9702

税込￥3,850

195

WEB 詳細ページ

2013年の春風亭昇々… ………………………………………… SPD-9703

税込￥3,850

195

WEB 詳細ページ

2013年の桂宮治… ……………………………………………… SPD-9704

税込￥3,850

195

WEB 詳細ページ

林家彦いち……………………………………………………… SPD-9705

税込￥3,850

195

WEB 詳細ページ

林家きく麿……………………………………………………… SPD-9706

税込￥3,850

195

WEB 詳細ページ

天才瀧川鯉八を聴かずに死んではいけない。
… ……………… SPD-9707

税込￥3,850

196

WEB 詳細ページ

講談師 神田松之丞… …………………………………………… SPD-9710

税込￥3,520

196

WEB 詳細ページ

林家きく麿2… …………………………………………………… SPD-9711

税込￥3,520

196

WEB 詳細ページ

新世紀浪曲大全 玉川太福… …………………………………… SPD-9712

税込￥3,520

196

WEB 詳細ページ

三遊亭天どん 世界初！副音声付き落語… …………………… SPD-9721

税込￥3,300

196

WEB 詳細ページ

林家きく麿3… …………………………………………………… SPD-9722

税込￥3,300

196

WEB 詳細ページ

草野心平 ほとばしる詩魂… …………………………………… SPD-9801

税込￥4,180

192

WEB 詳細ページ

大野一雄 御殿、空を飛ぶ。… …………………………………… SPD-9802

税込￥5,280

191

WEB 詳細ページ

大野一雄 ひとりごとのように… ……………………………… SPD-9803

税込￥5,280

191

WEB 詳細ページ

岡本天明画集…………………………………………………… SPD-9804

税込￥4,180

192

WEB 詳細ページ

オリエンタル・エレジー… ……………………………………… SPD-9901

税込￥5,280

190

WEB 詳細ページ

穏やかな生活…………………………………………………… SPD-9902

税込￥5,280

190

WEB 詳細ページ

ドルチェ—優しく… …………………………………………… SPD-9903

税込￥5,280

190

WEB 詳細ページ

ゆずポン祭2 〜ゆずポンキック・ナイト〜… ………………… YPM-103

税込￥4,191

173

WEB 詳細ページ

CONTENTS へ

株式会社クエスト

〒 162-0801 東京都新宿区山吹町 364 SYビル 4Ｆ

TEL.03-4221-3355

FAX.03-6265-3341

http://www.queststation.com shop@queststation.com

Google mapで地図を開く
地下鉄有楽町線江戸川橋駅 1b番出口より徒歩2分

