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東映株式会社（本社：中央区銀座 3-2-17 代表取締役社長：岡田裕介（剛）以下東映）、東映ビ

デオ株式会社（本社：中央区築地 1-12-22 代表取締役社長：福原 英行、以下東映ビデオ）は、

次の 3 タイトルを各１,380 円（税込）/2枚組で 2009年 11月 13日（金）から全国のローソン店舗

にて同時に先行限定発売します。（一部店舗を除く）  

○「探偵物語 1ｓt&Final エピソード DVD」（PPV 機能付 DVD） 

○「もっとあぶない刑事 1ｓt&Final エピソード DVD」（PPV 機能付 DVD） 

○「特捜最前線 1ｓt&ベストエピソード DVD」（PPV 機能付 DVD） 

PPV 特典付DVD は、ヴィジョネア株式会社（本社：港区南青山 2-24-15 代表取締役社長： 

内古閑 宏、以下ヴィジョネア）が開発したものです。低価格で入手して通常収録された作品を

楽しめる上に気に入った作品を選んで観られる特典がついた DVD です。 

 

■伝説の私立探偵・工藤俊作が今甦る！「探偵物語 1ｓt&Final エピソード DVD」 

2009 年 11 月 6 日に没後 20 週年を迎えた松田優作。そのメモリアルイヤーに、松田優作の出

世作でもあり、再放送を繰り返す度にファンを増やし続ける「探偵物語」のスペシャル DVD「探

偵物語 1ｓt&Final エピソード DVD」を発売します。記念すべき第１話と、今でも語り継がれる

伝説の最終回を通常作品として収録し、その他にも厳選されたエピソード 6話をレンタル感覚で

楽しめる PPV 作品として収録しています。 

  

■ハマのあぶない 2人が帰ってきた！「もっとあぶない刑事 1ｓt&Final エピソード DVD」 

1986年にTVシリーズとしてスタートした「あぶない刑事」は、時代の動きに敏感な世代を中心に

瞬く間に注目を集め、新時代の刑事ドラマとして大ブレーク。続編となる「もっとあぶない刑事」

では、さらに内容がパワーアップされ、毎回高視聴率を記録。「もっとあぶない刑事 1ｓｔ＆

あの男たちが帰ってきた！3 タイトル同時発売！ 

「探偵物語 1ｓｔ&Final エピソード DVD」（PPV 特典付） 

「もっとあぶない刑事 1ｓｔFINAL エピソード DVD」（PPV 特典付） 

「特捜最前線 1ｓｔベストエピソード DVD」（PPV 特典付） 

１1/13（金）より全国のローソンにて先行限定販売開始！ 



FINAL エピソード DVD」は、第 1 話と最終回を通常作品として収録し、その他厳選されたエピソ

ード 6 話を PPV 作品として収録しています。 

 

■社会派刑事ドラマの決定版！「特捜最前線 1ｓt&ベストエピソード DVD」 

今では、考えられない豪華なキャストと実力派スタッフの力を結集し、10 年もの長きにわたって

愛され続けた伝説の刑事ドラマ「特捜最前線」。「特捜最前線 1ｓt & ベストエピソード DVD」は、

その記念すべき第 1話と傑作と呼び声が高い第 351 話「津上刑事の遺言！」を通常作品として

収録するほか、インターネット上でファンが選んだベストエピソードの中から、桜井・船村・吉野・

橘・叶・紅林、特命課の刑事たちをとりまく様々な熱いドラマ 6 話を PPV 作品して収録していま

す。 

 

■お手頃価格の 1,380 円で販売。返却不要のレンタル気分で楽しめる。 

消費者は、最寄りのローソン店頭の雑誌棚前で、「探偵物語」「もっとあぶない刑事」「特捜最前

線」のDVDを手頃な価格（税込1,380円）で入手し、初登場シーンや最終回シーンを楽しめる上、

好きな時間にパスワードを入手して好きなエピソードを楽しむことができるというメリットがありま

す。PPV作品は、1作品につき105円（税込）というリーズナブルな価格で手軽に楽しめます。パ

スワードをケータイサイトで取得して、DVD 画面上で入力するとレンタル感覚で視聴できるシス

テムとなっています。 

 

 

【商品概要】 

タイトル名：「探偵物語 1ｓt&Final エピソード DVD」 

発売元：東映ビデオ株式会社 販売元：東映株式会社 

販売形態：全国のローソンで数量限定発売（一部店舗を除く） 

販売開始：2009 年 11月 13 日（金） 

販売価格：1,380 円（税込） 

＜収録作品＞ 

第１話「聖女が街にやって来た」 

監督：村川 透 脚本：丸山昇一 主なゲスト：緑魔子／熊谷美由紀 

第 27 話「ダウンタウン・ブルース」 

監督：小池要之助 脚本：宮田雪 主なゲスト：岡本ひろみ／古尾谷雅人 

 

＜PPV 作品＞ 

第 5 話「夜汽車で来たあいつ」 

監督：澤田幸弘／脚本：丸山昇一 主なゲスト：水谷豊／原田美枝子 

第 6 話「失踪者の影」 

監督：西村 潔／脚本：佐治乾ほか 主なゲスト：永島暎子／片桐竜次 

第７話「裏街の女」 

監督：澤田幸弘／脚本：佐治乾 主なゲスト：赤座美代子／たこ八郎 

第 18 話「犯罪大通り」 

監督：小澤啓一／脚本：井戸晶雄 主なゲスト：熊谷美由紀／ハナ肇 

第 19 話「影を捨てた男」 

監督：小池要之助／脚本：柏原寛司 主なゲスト：鹿内孝／中島ゆたか 

第 20 話「逃亡者」 

監督：村川 透／脚本：桂 千穂 主なゲスト：永島暎子／清水健太郎  

出演：松田優作／成田三樹夫／山西道広／ナンシー・チェニー／竹田かほり 



（1979 年 9 月～1980年 4 月日本テレビ系放送）  

 

タイトル名：「もっとあぶない刑事 1ｓｔ＆Final エピソード DVD」 

発売元：東映ビデオ株式会社 販売元：東映株式会社 

販売形態：全国のローソンで数量限定発売（一部店舗を除く） 

販売開始：2009 年 11月 13 日（火） 

販売価格：1,380 円（税込） 

＜収録作品＞ 

第 1 話「多難」 脚本：柏原寛司 監督：長谷部安春   

第 25 話（最終回）「一気」 脚本：大川俊道 監督：長谷部安春  

 

＜PPV 作品＞ 

第 5 話「争奪」 脚本：田部俊行 監督：成田裕介 

第 6 話「波乱」 脚本：柏原寛司 監督：成田裕介 

第 11 話「結婚」 脚本：柏原寛司 監督：成田裕介 

第 15 話「不惑」 脚本：岡芳郎 監督：一倉治雄 

第 18 話「魅惑」 脚本：峯尾基三 監督：手銭弘喜 

第 24 話「急転」 脚本：岡芳郎 監督：長谷部安春 

出演：舘ひろし／柴田恭兵／浅野温子／仲村トオル 

（1988 年 10月～1989年 3 月日本テレビ系放送）  

 

タイトル名：「特捜最前線 1ｓt＆ベストエピソード DVD」 

発売元：東映ビデオ株式会社 販売元：東映株式会社 

販売形態：全国のローソンで数量限定発売（一部店舗を除く） 

販売開始：2009 年 11月 13 日（火） 

販売価格：1,380 円（税込） 

＜収録作品＞ 

第１話「愛の十字架」 脚本：宗方寿郎 監督：永野靖忠   

第 351 話「津上刑事の遺言！」 脚本：長坂秀佳 監督：天野利彦 

 

＜PPV 作品＞ 

第 114 話「サラ金ジャック・射殺犯桜井刑事！」 脚本：長坂秀佳 監督：天野利彦 

※桜井刑事（演：藤岡弘）  

第 118 話「子供の消えた十字路」 脚本：長坂秀佳 監督：天野利彦 

※船村刑事（演：大滝秀治） 

第 133 話「六法全書を抱えた狼！」 脚本：長坂秀佳 監督：野田幸男 

※吉野刑事（演：誠直也）  

第 277 話「橘警部逃亡！」 脚本：長坂秀佳（原案・谷口義正） 監督：野田幸男 

※橘刑事（演：本郷功次郎）  

第 317 話「掌紋 300202！」 脚本：長坂秀佳 監督：田中秀夫 

※叶刑事（演：夏夕介）  

第 333 話「一円玉の詩！」 脚本：大川タケシ 監督：山口和彦 

※紅林刑事（演：横光克彦） 

 出演：二谷英明／西田敏行／藤岡弘／大滝秀治／誠直也／夏夕介／横光克彦 他 

（1977 年 4 月～1987年 3 月テレビ朝日系放送）  

 



※PPV 作品は各 105 円（税込） 

 

パスワード取得サイト 

http://ppvd.jp/deka/ 

          

【ヴィジョネア株式会社について】http://www.visionare.co.jp/ 

「日本発世界初」の独自技術を開発し、新しいビジネス、新しいライフスタイルを世の中に提唱

する会社として 2000 年に設立。再生制御技術である『DVDMAGIC』（R）（特許取得済）を使用し、

収録された映像を 1 週間楽しむことができる「1 Week DVD」を開発。パスワードを入力すると

視聴することができる。1週間後も、リーズナブルな価格でパスワードを購入して視聴すること

ができ、レンタル感覚で、映像を楽しむことができる。現在、オンラインストアの Amazon.co.jp

（http://www.amazon.co.jp/ppv )、Yahoo!ショッピング（http://shopping.yahoo.co.jp/）、セ

ブンアンドワイ（http://www.7andy.jp/ ）、ビッターズ（http://www.bidders.co.jp/）で販売

している。その他、次世代 DVD である BD（ブルーレイディスク）向けに BD-LIVE ブラウザ「BD 

Explorer」を展開中。 

Blu-ray Disc Association コントリビューションメンバー、日本映像ソフト協会会員、DEG ジ

ャパン協賛会員、DVD フォーラムメンバー、Digital Living Network Alliance(DLNA) コントリ

ビューターメンバー、デジタルテレビ情報化研究会会員でもあり次世代ディスクに対して積極的

に開発を行うなど映像コンテンツの新しい流通プラットフォーム構築を目指しメディア技術の

開発に注力している。 

 

【このリリースに関するお問い合わせ先】 

ヴィジョネア株式会社 

広報担当：池田久仁子（いけだ・くにこ）／蜂巣健一（はちす・けんいち） 

TEL:03-6823-1888 

 


