
2016.10.4 ニュースリリース 

「ビデオの日」実行委員会

『11 月 3 日はビデオの日～おうちでエンタメ！』キャンペーンについて 

掲記キャンペーンにつきましては、本年 8月 24日(水)に実施概要を発表いたしましたが、

その後の決定事項等につき、下記にまとめましたのでご案内申し上げます。

11 月 3 日の「ビデオの日」に向け、各方面からのご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

Ⅰ．11 月 3 日が「ビデオの日」に認定されました。 

1996 年 11 月に DVD が発売されて、今年で 20 年。2006 年 11 月にブルーレイが発売さ

れて、今年で 10 年。それぞれの誕生日を記念して、11 月 3 日を“ビデオの日”として、 

日本記念日協会に登録いたしました。(制定日 10 月 1 日) 

一般社団法人 日本記念日協会ホームページ

http://www.kinenbi.gr.jp/ 

Ⅱ．「ビデオの日」実行委員会に日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合(CDVJ)

が参画しました。

 本キャンペーンの実行主体である「ビデオの日」実行委員会は、一般社団法人日本映像

ソフト協会とビデオレンタル店の組合である日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商

業組合とで組織されることになりました。

日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合

http://www.cdvnet.jp/ 

Ⅲ．「ビデオで観るべき 100 選」が発表されました。 

本日(10 月 4 日)発売の『日経エンタテインメント！』誌上において、同誌編集部選出に

よる『ビデオで観るべき 100 選』が発表されました。100 選の作品リストは別紙のとおり

です。これらの作品は、レンタル店やセル店でのキャンペーン展開のツールとして活用さ

れることを想定しております。

また、『ビデオで観るべき 100 選』の告知は、劇場配布されるフリーペーパー(『シネコ

ンウォーカー(10/8 発行)』『イオン ENTERTAINMENT MAGAZINE(10/8 発行)』『TOHO 

CINEMAS MAGAZINE(10/14 発行)』にも掲載される予定となっており、“映画好きであ

りながらレンタルビデオやセルビデオから離れてしまった層”へのアプローチを狙ってい

ます。
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Ⅳ．本キャンペーンへの参加を表明された企業様は、10 月 4 日現在以下のとおりです。 

本日現在の、各社のキャンペーン施策についてもご案内いたします。

アマゾンジャパン(同) 

2016 年 10 月 4 日～11 月 3 日 

「ビデオの日」を記念して DVD・Blu-ray セール実施中。詳細は以下のリンクから 

www.amazon.co.jp/dvdsale 

㈱山野楽器

キャンペーン詳細は同社ホームページにて公開予定

http://www.yamano-music.co.jp/a/shops/ginza/b1/index 

㈱ローソン HMV エンタテインメント 

キャンペーン詳細は同社ホームページにて公開予定

http://www.hmv.co.jp 

楽天ブックス

ポイント最大 20 倍やタイムセールなど 10/28~11/3 までお得なキャンペーンを開催！ 

詳細は以下の URL へ(10/28 アップ予定) 

http://r10.to/hObpJ6 

㈱セブンネットショッピング

「ビデオの日」記念！10 月 4 日から DVD/BD 特別セール開催！詳細は以下より 

http://7net.omni7.jp/basic/005000 

タワーレコード㈱

キャンペーン詳細は同社ホームページにて公開予定

http://tower.jp/ 

㈱TSUTAYA 

キャンペーン詳細は同社ホームページにて公開予定

http://tsutaya.jp/113sell/ 

ディスクピア Joshin 

キャンペーン詳細は同社ホームページにて公開予定

http://joshinweb.jp/dp/discpier.html 

㈱ヨドバシカメラ  http://www.yodobashi.com/ 

㈱イケヤ http://www.ikeya.co.jp/index.php 
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㈱勝木書店 http://www.katsuki-books.jp/

中田図書販売㈱  http://books-nakada.co.jp/

㈱三洋堂書店 https://www.sanyodo.co.jp/ 

㈱DMM.com  http://www.dmm.com/ 

㈱玉光堂 http://www.gyokkodo.co.jp/ 

㈱ヤマダ電機 http://www.yamada-denki.jp/ 

㈱ダイレクトショップ http://www.directshop.jp/index.html

㈱音光  http://www.onko.co.jp/index.html 

㈱エディオン http://www.edion.co.jp/ 

新星堂   http://shinseido.co.jp/ 

WonderGOO  http://www.wonder.co.jp/ 

TOHO シネマズ㈱ http://www.tohocinemas.co.jp/index.html 

イオンエンターテイメント㈱  http://www.aeoncinema.com/company/index.html 

(10 月 4 日現在) 

Ⅴ．「11 月 3 日はビデオの日」キャンペーンサイトを 10 月 1 日から開設しました。 

URL は http://www.videonohi.jp/ です。 

 キャンペーン情報などを掲載していくとともに、「ビデオの日」実行委員会のフェイスブ

ックでも新しい情報を発信していきます。

Ⅵ．「11 月 3 日はビデオの日」キャンペーンと東京国際映画祭とのコラボ企画が決定。 

10 月 25 日から開催される「東京国際映画祭」と「ビデオの日」が連動し、映画祭会場

のひとつ六本木ヒルズアリーナにおいて野外上映会(無料)を実施します。 

「ビデオの日」の『ビデオで観るべき 100 選』の中から下の作品が選ばれ『ベストヒッ

ト’80s』として上映されます。上映作品と上映スケジュールは以下のとおりです。 

10/26(水)15 時～ 『ゴーストバスター』  10/27(木)15 時～ 『トップガン』 

10/28(金)15 時～ 『愛と青春の旅だち』  10/30(日)12 時～ 『スタンド・バイ・ミー』 

10/30(日)15 時～ 『フラッシュダンス』 

以 上

※ なお、「11 月 3 日はビデオの日」の記念日制定告知のため、11 月 1 日(火)13 時 30 分

から、飯田橋の「神楽座」においてメディア向け PR イベントを開催します。イベントの

詳細についてのご案内は、10 月 26 日ごろマスコミ各社にご案内の予定です。 

本リリースのお問合せは

「ビデオの日」実行委員会事務局(一般社団法人日本映像ソフト協会) 八十河、上田まで 

Email :  jva_kohou@jva-net.or.jp       tel : 03-3542-4433 
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ビデオで観るべき100選　

◆楽曲とともに青春の80年代に浸る ◆周りを気にせず思いきり泣きたい
スタンド・バイ・ミー エターナル・サンシャイン
トップガン カサブランカ
フラッシュダンス きみに読む物語
ゴーストバスターズ シザーハンズ
愛と青春の旅だち ショーシャンクの空に
フットルース ニュー・シネマ・パラダイス
ビバリーヒルズ・コップ 陽のあたる教室
私をスキーに連れてって Love Letter
蒲田行進曲 レオン
セーラー服と機関銃 ローマの休日

◆シリーズ作を一気に観たい ◆家族と一緒に学び・語りたい実話映画
踊る大捜査線 アポロ13
仁義なき戦い 硫黄島からの手紙
スター・ウォーズ 英国王のスピーチ
スパイダーマン エリン・ブロコビッチ
ターミネーター 俺たちに明日はない
バック・トゥ・ザ・フューチャー キリング・フィールド
ロード・オブ・ザ・リング 最強のふたり
猿の惑星 シンドラーのリスト
マッドマックス 戦場のピアニスト
インディ・ジョーンズ 炎のランナー

◆アニメの世界に家族と旅立つ ◆特典やディレクターズカットを楽しむ
ＡＫＩＲＡ カプリコン・１
STAND BY ME　ドラえもん (500)日のサマー
アナと雪の女王 インセプション
機動戦士ガンダム ドライヴ
映画クレヨンしんちゃん　嵐を呼ぶアッパレ！戦国大合戦 ドリームガールズ
さらば宇宙戦艦ヤマト　愛の戦士たち 未知との遭遇
千と千尋の神隠し アヒルと鴨のコインロッカー
トイ・ストーリー 桐島、部活やめるってよ
美女と野獣 セブン
ルパン三世／カリオストロの城 ハッピーフライト

◆音楽＆お笑い…何度も観返したいカリスマのワザ ◆映像と音楽をみんなで楽しむ
ザ・ビートルズ1 アマデウス
エルヴィス・オン・ステージ アメリカン・グラフィティ
マイケル・ジャクソン　ライブ・イン・ブカレスト オペラ座の怪人
BOφWY 1224 天使にラブソングを…
プリンス/サイン・オブ・ザ・タイムズ ブエナ★ビスタ★ソシアル★クラブ
尾崎豊　LIVE CORE 完全版 ~ YUTAKA OZAKI IN TOKYO DOME ブルース・ブラザース
ザ・ドリフターズ　8時だョ！全員集合 ボディーガード
オレたちひょうきん族 ムトゥ 踊るマハラジャ
ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!! レ・ミゼラブル
水曜どうでしょう 愛と哀しみのボレロ

◆忘れ得ぬテレビドラマ ◆スポーツから宇宙まで…真実を抉り出すドキュメンタリー
探偵物語 東京オリンピック
男女7人夏物語 NHK特集　江夏の21球
北の国から アイルトン・セナ ～音速の彼方へ
東京ラブストーリー 羽生結弦「覚醒の時」
JIN-仁- NHKスペシャル　映像の世紀
ルーツ ディープ・ブルー
ツイン・ピークス アース
アリー my love 宇宙へ。挑戦者たちの栄光と挫折
Xファイル 不都合な真実
CSI：科学捜査班 ボウリング・フォー・コロンバイン
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