
6月度新譜〈Blu-ray〉

メーカー名 発売日 タイトル ジャンル 税込価格 枚数 備考
アミューズ 6月25日 サヨナライツカ 邦画 ¥5,040 

ディズニー

6月23日 トイ・ストーリー2 ブルーレイ（本編DVD付） アニメ ¥4,935 2枚組
6月23日 スパイアニマル・Gフォース ブルーレイ（本編DVD付） 洋画 ¥4,935 2枚組
6月23日 シャネル＆ストラヴィンスキー 洋画 ¥4,935 
7月14日 プリンセスと魔法のキス ブルーレイ（本編DVD付） アニメ ¥4,935 2枚組
7月14日 風の谷のナウシカ アニメ ¥7,140 

エイベックス 6月25日 NEEDLESS fragment.8 アニメ ¥7,140 

NHKエンタ
6月25日 ブラームス「交響曲 第2番」＆ショスタコーヴィチ「革命」～小澤征爾 サイトウ・キネン・オーケストラ～ クラシック ¥7,140 
6月25日 小澤征爾75th Anniversary ブルーレイBOX クラシック ¥29,610 4枚組

角川映画
6月25日 ストライクウィッチーズ Blu-ray Box 初回限定生産 アニメ ¥36,750 3枚組
7月2日 ラブリーボーン Blu-ray【2枚組】 洋画 ¥4,935 2枚組

紀伊國屋書店 6月26日 バグダッド･カフェ ニュー・ディレクターズ・カット版 Blu-ray 洋画 ¥5,040 

キングレコード

6月23日 ちゅーぶら!! ④ ＜初回限定生産版＞ アニメ ¥7,875 
6月23日 はなまる幼稚園 ④ アニメ ¥5,775 
6月23日 kiss×sis 1 ＜数量限定版＞ アニメ ¥8,400 2枚組 BD+CD
6月23日 Suara／Suara LIVE 2010 ～歌始め～ 邦楽 ¥3,980 
7月7日 BLUE SEED Blu-ray BOX【期間限定版】 アニメ ¥34,650 8枚組
7月7日 荒川アンダー ザ ブリッジ VOL.1 （数量限定生産版） アニメ ¥5,250 

ジェネオン

6月23日 TVアニメ「うみねこのなく頃に」 Note.09 コレクターズ・エディション＜Blu-ray 初回限定版＞ アニメ ¥8,190 2枚組 BD+DVD
6月23日 TVアニメ「うみねこのなく頃に」 Note.09 ＜Blu-ray 通常版＞ アニメ ¥6,930 通常版
6月23日 OVA うたわれるもの 第3巻 Blu-ray Disc版 アニメ ¥7,980 
6月23日 十二国記 Blu-ray BOX 4「東の海神 西の滄海」 アニメ ¥14,700 3枚組
6月23日 アサルトガールズ スタンダード・エディション 邦画 ¥5,985 通常版
6月23日 アサルトガールズ スペシャル・コレクターズ・エディション 邦画 ¥9,975 2枚組 BD+DVD
6月25日 OVA「灼眼のシャナS」 Ⅲ アニメ ¥6,825 
6月25日 戦う司書 The Book of Bantorra 第5巻 アニメ ¥8,190 
6月25日 とある科学の超電磁砲 第6巻 ＜初回限定版＞ アニメ ¥7,875 2枚組 BD+CD-ROM

6月25日 れでぃ×ばと！ 第4巻 ＜初回限定版＞ アニメ ¥7,140 2枚組 BD+CD-ROM

6月25日 迷い猫オーバーラン！ 第1巻 ＜初回限定版＞ アニメ ¥7,140 2枚組
7月2日 恋するベーカリー 洋画 ¥4,935 
7月2日 Dr.パルナサスの鏡 洋画 ¥6,090 

7月16日 OVA 絶対可憐チルドレン ～愛多憎生！奪われた未来？～ Blu-ray＜初回限定版＞ アニメ ¥7,140 2枚組 BD+CD
7月16日 OVA 絶対可憐チルドレン ～愛多憎生！奪われた未来？～ Blu-ray＜通常版＞ アニメ ¥6,300 通常版

ソニー･ピクチャーズ

6月30日 サンタナ／ピース・コンサート ライヴ・アット・モントルー2004 洋楽 ¥5,250 
6月30日 レイ・チャールズ／ライヴ・アット・モントルー 1997 洋楽 ¥5,250 
7月9日 BBC EARTH ガンジス ブルーレイ・デラックス・シングル［episode1-3］ 趣味教養 ¥6,600 
7月9日 BBC EARTH サウス・パシフィック ブルーレイ・デラックスBOX［episode1-6］ 趣味教養 ¥13,200 3枚組

7月14日 噂のモーガン夫妻 洋画 ¥4,980 

アニプレックス

6月23日 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST 11 【完全生産限定版】 アニメ ¥7,140 2枚組 BD+CD
6月23日 閃光のナイトレイド 1 アニメ ¥6,825 
6月23日 DARKER THAN BLACK －流星の双子－ 7 【通常版】 アニメ ¥6,510 通常版
6月23日 DARKER THAN BLACK －流星の双子－ 7 【完全生産限定版】 アニメ ¥7,140 特典映像収録

6月23日 おおきく振りかぶって ～夏の大会編～ 1 【完全生産限定版】 アニメ ¥7,350 2枚組 BD+CD
6月23日 Angel Beats！ 1 【完全生産限定版】 アニメ ¥7,350 2枚組 BD+CD
6月23日 ソ・ラ・ノ・ヲ・ト 4 【完全生産限定版】 アニメ ¥7,350 2枚組 BD+CD
6月23日 ひだまりスケッチ×☆☆☆ 4 【完全生産限定版】 アニメ ¥7,140 2枚組 BD+CD
6月30日 セキレイ Blu-ray BOX【完全生産限定】 アニメ ¥29,400 4枚組 高額BOX
7月7日 刀語 第四巻 薄刀・針 【完全生産限定版】 アニメ ¥7,350 2枚組 BD+CD

東宝 7月23日 パーフェクト・ゲッタウェイ ＜Blu-ray＞ 洋画 ¥4,935 

20世紀 フォックス

6月25日 死の標的 洋画 ¥4,935 
6月25日 ハイ・クライムズ 洋画 ¥4,935 
6月25日 ガール・ネクスト・ドア 洋画 ¥4,935 
6月25日 TAXI NY 洋画 ¥4,935 
6月25日 プレデター ＜特別編＞ 洋画 ¥4,935 
6月25日 仮面の男 洋画 ¥4,935 
6月25日 カリフォルニア 洋画 ¥4,935 
7月2日 （500）日のサマー 洋画 ¥4,990 

バップ 7月9日 ウルルの森の物語 邦画 ¥6,090 



ハピネット

6月25日 銀河英雄伝説 Blu-ray BOX 3 アニメ ¥69,300 10枚組
6月25日 青い文学シリーズ 蜘蛛の糸／地獄変 （Blu-ray Disc） アニメ ¥7,140 
6月25日 コブラ・ジ・アニメーション TVシリーズ VOL.3 （Blu-ray Disc） アニメ ¥7,140 
6月25日 ドラゴンボール改 BOX4 (Blu-ray Disc) アニメ ¥19,950 5枚組
7月9日 オーシャンズ コレクターズ・エディション Blu-ray Disc 洋画 ¥5,775 

バンダイ

6月25日 装甲騎兵ボトムズ 幻影篇 3 アニメ ¥5,040 
6月25日 交響詩篇エウレカセブン 1 アニメ ¥6,090 既発BOXの単品化

6月25日 交響詩篇エウレカセブン 2 アニメ ¥6,090 既発BOXの単品化

6月25日 交響詩篇エウレカセブン 3 アニメ ¥6,090 既発BOXの単品化

6月25日 交響詩篇エウレカセブン 4 アニメ ¥6,090 既発BOXの単品化

ビコム
6月21日 南海電気鉄道 BDスペシャルバージョン 趣味教養 ¥8,925 2枚組 単品より15%お得

6月21日 南海電鉄　車両図鑑 趣味教養 ¥3,675 上記BOXの単品化

6月21日 南海電気鉄道全線 趣味教養 ¥6,825 上記BOXの単品化

ポニーキャニオン

6月16日 水百景～水のきらめき　命のささやき～ 東日本篇 趣味教養 ¥4,935 
6月16日 水百景～水のきらめき　命のささやき～ 西日本篇 趣味教養 ¥4,935 
6月16日 にゃんこい！ ⑥ (Blu-ray 初回限定生産） アニメ ¥7,329 2枚組 BD+CD
6月16日 HIGH WATER 洋画 ¥5,040 
6月25日 11eyes 7 Blu-ray初回限定版 アニメ ¥8,190 特典映像収録

6月25日 11eyes 7 Blu-rayスタンダード版 アニメ ¥7,140 
6月30日 『けいおん！　ライブイベント　～レッツゴー！～』 Blu-ray【初回限定生産】 邦楽 ¥8,190 
7月7日 ロード・オブ・ザ･リング コレクターズ･エディション【Blu-ray】 洋画 ¥4,935 2枚組 下記BOXの単品化

7月7日 ロード・オブ・ザ･リング／二つの塔 コレクターズ･エディション【Blu-ray】 洋画 ¥4,935 2枚組 下記BOXの単品化

7月7日 ロード・オブ・ザ･リング／王の帰還 コレクターズ･エディション【Blu-ray】 洋画 ¥4,935 2枚組 下記BOXの単品化

7月7日 ロード・オブ・ザ･リング コレクターズ･エディション トリロジーBOXセット【Blu-ray】 洋画 ¥13,650 6枚組 単品より8%弱お得

7月7日 真・恋姫†無双 七 Blu-ray初回限定版 アニメ ¥8,190 特典映像収録

7月7日 真・恋姫†無双 七 Blu-rayスタンダード版 アニメ ¥7,140 
7月14日 コード・ブルー　ドクターヘリ緊急救命　2nd season blu-ray／DVDハイブリッド版 BOX 邦画 ¥29,610 4枚組 DVDハイブリッド

8月4日 真・恋姫†無双～乙女大乱～ 一 blu-ray生産限定特装版 アニメ ¥9,240 3枚組 通常版は来月度

メディアファクトリー

6月25日 バカとテストと召喚獣 第3巻 アニメ ¥7,140 
6月25日 ダンス イン ザ ヴァンパイアバンド 第3巻 アニメ ¥7,140 
6月25日 おおかみかくし 第3巻 アニメ ¥7,140 2枚組 BD+CD
6月25日 いちばんうしろの大魔王 第1巻 アニメ ¥7,140 2枚組 BD+CD
6月25日 一騎当千 XTREME XECUTOR 第壱巻 アニメ ¥7,140 2枚組 BD+CD

よしもとR&C 7月14日 世界・夢列車に乗って アメリカ 豪華列車グランドラックス・エクスプレスの旅 趣味教養 ¥4,935 

WHV

6月16日 SUPERNATURAL ＜ファースト・シーズン＞ コンプリート・ボックス 洋画 ¥9,800 4枚組
7月2日 バレンタインデー ブルーレイ＆DVDセット（初回限定生産） 洋画 ¥3,480 2枚組

7月14日 インビクタス／負けざる者たち ブルーレイ＆DVDセット（初回限定生産） 洋画 ¥3,980 2枚組
7月14日 ニンジャ・アサシン ブルーレイ＆DVDセット＜初回限定生産＞ 洋画 ¥3,980 2枚組 BD+DVD
7月14日 ニンジャ・アサシン ブルーレイ＆DVDセット 豪華版＜初回限定生産＞（RAINフォトブック・ポストカード付き！） 洋画 ¥4,980 2枚組 上記にハガキ等追加


