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l',1■・r・ ■ 1‐ ■ 平和な森にバンダの赤ちゃんが誕生しました !そ の名Iま アンディ !

:|,■ 1.:.■ 11■ 1 可愛いサカナを手に入れたアンディは帰り道に黒ネコに狙われて…
■●■||ヽ す● 美味しそうなリンゴを見つけたアンディ !心の中の天使と悪魔が…
:■ ■■ ■■●‐■■ アンディが指揮者をつとめるサーカス回の楽しいショーが始まるよ !

■■■ |● TI I‐ ■■ ガールフレンドに毛皮のコートをおねだりされたアンディは

==|:``t' 
な アンディのお友達、ウッディウッドペッカーの記念すべきデビュー作 !
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幸書 ピァノリサイタルに乱入したペッカーは足で演奏してみたけど…
■■|・ クラシックのホームコンサートで演奏するペッカーは料理につられて

AAS‐ 105  約64min  」AN:4961523255550

∩
昌

諄饂鰺跛 ぞ顆蝙 繹やィちゃん
ベティのダイ五ット 強力なダイエットマシーンに乗つたら止まらない 1

赤ずきんちゃん お母さんにおつかいを頼まれた赤ずきんベティは
繭雪夕腰 この国一番の美人|よベティと答える魔法の鏡に女王は
お風轟なんて大嫌い 愛犬バジーをお風呂に入れようとするけど
ベティ霞本へ行く NYでのステージを終えて日本へ。ベティは世界中で大人気 !

ベティ愛の勝利 純愛劇の舞台で悪漢にしつこく迫られるベティは…
ベテイと陽静 隊 ドライプの途中、山奥で車が故障したベティは¨

鶴魃 ベテイのシンデレラ お手伝いに明け暮れるシンデレラベティは
AAS‐ 301   約56min  」AN:4961523257516

NEWl

キャスバ…
ジャングリレの動物たち ある島で小猿と仲良しになったキャスパー。目を覚ますと猿たちが…
Jヒの国のキャスパー 北極でアザラシの子供と仲良くなつたキャスパー。遊んでいたら熊が現れて
しつぱの使い方 仲間からイジメられて泣いているビーバーを見た優しいキャスパー|よ …
羊さん救出大作戦 少女が見失った羊を探しに出かけるキャスパー。やつと見つけた羊たちは…
食いしん坊の七面鳥 七面鳥のティモシー|よ キャスパーの提案でダイエットを始めるのだけど
カウボーイとオブヾケ 今日の遊びはカウボーイこっこ I次々と危険な事をするビリーにキャスパーは…
ゾウも風牙5を ひく? とまらないクシャミのせいで、みんなに嫌がら机る象のためにキャスパーは
楽しいクリスマス 自分の家にサンタが来ないと泣くビリーに、キャスパーは自分が変装する事に 1

AAS‐ 302  約50min  」AN:4961523257523

NEWl

緩吻響鰤響―鵞
リスの山4曜合戦 休1限を過こすために山小屋にやつてきたミッキーに二匹は大慌て !

リスの住宅難 住んでいた木を暖炉の薪にとドナルド持つて行かれ、チップとデールはカンカン I

リスの食糧難 集めたナッツを奪わねた二匹は、かわりにドナルドの作つたナッツパターを
_lス のコールターブレ馬量動 コールタールや枝切り八サミを使つてイタズラをしてくるドナルドに…
リスとヒ]豊 落したナッツを拾いながら、鶏小屋の中へと入つていつたデールは卵を見つけ…
リスの雪かき 枝を雪かきする二匹|よ 、ドナルドに利用されて庭の雪かきをさせられそうになり…
リスのテストメてイElッ ト ミニチュア飛行機に乗り込んで操縦士気分のデール。取りかえそうとドナルドは
プルートのクリスマスツリー モミの本と一緒にミッキーの家にやって来た二匹は、ツリーの飾りで遊び―

AAM‐ 105  約56min 」AN:496152325655フ
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フィリックス・ザ・キャット
勇敢な王様 嵐に遭つて逃げ込んだ場所は幽霊だらけのお城で¨

フィリックスと金のガチョウ 金の卵を産むガチョウとともに貧しい人を助けていたが
フィリックスと海の神様 ひとりぼっちのお魚に友達を見つけてあげようとするが
きれいなネコにはトゲがある ルックスが悪くて失恋してしまつたあの娘にフィリックスは
星占いで大災難 星占いのおじいさんに最高の未来を予想さねて…
フィリックス オランダヘイテく ォランダを舞台に繰り広げられるドタバタストーリー !

由緒正しきネコ 家柄が悪いという理由でパーティーから追い出されたフィリックスは…
フィリックスのロミオとジュリエット アイデアマン Iフ ィリックスの情熱的なアプローチとは?

AAM‐401   約60min  」AN:4961523259510
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片面 1層 MPEC-2 複製不能

■DVDビデオは、映像と音声を高密度に記録したディスクです。DVD対応のプレーヤーで再生してください。
■クラシック作品のため、一部お見苦しい部分、またはお聞き苦しい部分がある場合はこ了承下さい。

◎個人貸出0館内上映可能 ◎個人貸出0館内上映・団体貸出0館外上映可能
価格:脅巻69000円 (+消費税) 価i‖野:書巻10,000円 (+消費税)

躊岩波映像株式会社
■取扱店

北辰映像株式会社〒112-0002 東京都文京区小石川2-1-13205
TEL 03-5689-2601(代 表) FAX 03-5689-2685
E― ma‖ :iwanami@iw―eizo.co.jp  http://wwwJw― ei20.CO.jp

発売元 :エー・アール・シー株式会社

埼玉県さいたま市緑区三霊219o-2

TEL 048-810-5277  〒336-0911
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ポ抒綸燎 蒻 チ寧爾鋏夕罐鑽 グ ーフィー
ドナルドの駅長さん

ドナルドの海水浴

ドナルドのダンス大好

ドナルドの消防隊長

ドナルドのカメラ大好

ドナルドの雪合戦

ドナルドの透明人間

ドナルドのパイロット

約68min

AAM‐ 101
」AN:4961523256519

ウッディ・ウッドペッカー
八チャメチャドライブ

ペッカーの迷パイロット

ベッカーの野球対決

サーカスで大はじゃぎ

誰が誰を料理するのか

ペッカーのシルクハット

明日は明日の風が欧く

手品師ペッカー

約53min

AAS‐ 101
」AN:4961523255512

ドナルド・ダック

約58min

AAM… 102
」AN:4961523256526
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約53min

AAM‐ 103
」AN:4961523256533

グーフィーのスキー敦星

グーフィーの野球数室

グーフィーの水泳教室

グーフィーの」リレフ教室

グーフィーの虎退治

グーフィーのバスケツトボーサレ

グーフィーの大仕事

グーフィーのテニス教屈

約60min

AAM‐ 104
」AN:4961523256540

猫は負け犬

いとしのパニー

バッグスの大脱走

命がけのクイズ・ショー

オレがスターだ

料理の選人

恐怖のティータイム

ゴー|」 -1ドカン|

約55min

AAS‐ 104
」AN:4961523255543

この作品は日本では既に著作権保護期間を終了し、パブリックドメイン(社会全体の公共財産)になつ

ています。本商品は映像は元のまま、新たに翻訳を行い、日本語吹替及び字幕を製作したものです。
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バッグス・バニー ル…ニー。テューンズ

約53min

AAS‐ 102
」AN:4961523255529

イタズラなウサギ

カメウサギに勝つ

スーバーウサギ

バニーま大どろぼう

′(ニーの宇言旅行

南極への旅

赤頭巾ウサギに気をつけろ

夢は音楽家

約60min

AAS… 103
」AN:4961523255536
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片面 1層 MPEG-2 複製不能

■DVDビデオは、映像と音声を高密度に記録したデイスクです。DVD対応のプレーヤーで再生してください。
■クラシック作品のため、一部お見苦しい部分、またはお聞き苦しい部分がある場合はこ了承下さい。

◎個人貸出・館内上映可能 ◎個人貸出・館内上映・団体貸出・館外上映可能
価格:書巻6ョ000円 (+消費税) 価格嗜巻10,000円 (+消費税)

罐岩波映像株式会社
m扱

留ヒ辰 映 像 株 式会 社
〒112-0002 東京都文京区小石川2-1-13-205
丁EL 03-5689-2601(代 表) FAX 03-5689-2685
E―m』 :iwanarni@iw eizo.co.』 p http://wwwiw― eizo.co.'p

発売元 :エー・アール・シー株式会社

1 埼玉県さいたま市緑区三室 2190… 2

TEL048-810-5277 FAX048-876-2955 www.hokushin― elzo.com
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