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防災への意識が高まる昨今に必要とされる、イザという時に役立つノウハ

ウがたくさん収録された、必携のハウツー DVD。 災害が発生したその時

に役立つ知識や、「水」や「食」に関する様々な知識やテクニックを動画

でわかりやすく解説 !イ ザという時に役立つ災害時応急テクニック集 !

DVD/NTSC/6:9/片 面―層 /40分 /日 本語  発売 208年 3月

■個人貸出 館内上映可能 価格 8,000円 +消費税
■個人貸出 館内上映 団体貸出 館外上映可能 価格 63,000円 +消費税

製作 著作 (有 )十影堂エンターテイメント

災害時に役立つ応急知識 Vol.2
防災への意識が高まる昨今に必要とされる、イザという時に役立つノウハ

ウがたくさん収録された、必携のハウツー DVDの 第2弾 !今回は災害時の

生活にスポットをあて、身の回りのものを使って実践すれば、より快適に、

衛生的に過ごせる簡単お役立ちテクニックを動画でわかりやすく解説 !

Vo lに 続く、必見の第 2弾 |

DVD/NTSC/6:9/片 面一層 /40分 /日 本語  発売 208年 3月

E個人貸出 館内上映可能 価格 18,000円 +消費税
■個人貸出 館内上映 団体貸出 館外上映可能 価格 63,000円 +消費税

製作 著作 (有)十影堂エンターテイメント
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Vol.|～家と家族編～

防災への意識が高まる昨今。自身の身を守るカギは日頃の防災習慣にか

かっている !防 災習慣とは、日常生活で使える知恵や裏技が防災テクニッ

クになること。災害が起きるその前に、日頃から備えておきたい防災習

慣を一挙紹介 |

DVD/NTSC/619/片 面―層/30分 /日本語  発売 209年 2月

・ 個人貸出 館内上映可能 価格 8,000円 +消費税
■個人貸出 館内上映 団体貸出 館外上映可能 価格63,000円 +消費税

製作 著作 (有 )十影堂エンターテイメント

Vol.2～災害時の備え編～

防災への意識が高まる昨今。自身の身を守るカギは日頃の防災習慣にか

かっている !防 災習慣とは、日常生活で使える知恵や裏技が防災テクニッ

クになること。災害が起きるその前に、日頃から備えておきたい防災習

慣を一挙紹介 |

DVD/NTSC/6:9/片 面一層 /30分 /日本語  発売 2019年 2月

■個人貸出 館内上映可能 価格 18,000円 +消費税

・ 個人貸出 館内上映 団体貸出 館外上映可能 価格 63,000円 +消費税

製作 著作 (有 )十影堂エンターテイメント

現地在住のチ リ政府公認 日

本 人 ガ イ ド 瓜生 美 彦氏 監

修 イースター島で観測 さ

れた貴重な 日食映像 も収録

された大仰に構えて見る「世
界遺産 イースター島」では
なく、今まで見たことのな
い「普段着で親しむイース

ター島」を紹介しています。

DVD/NTSC/69/片 面―層/75分 /日本語
発売 202年 4月

■個人貸出 館内上映可能 価格 2,838円 +消費税

■個人貸出 館内上映 団体貸出 館外上映可能

価格63,000円 +消費税

製作 著作 (有 )十 影堂エンターテイメント

人気の「皇居ラ刻 が何倍も楽

しくなる「皇居ラン」ハウツー

DVDです 11周 5Kmで都内

屈指の緑の豊かさを誇る「皇

居」。実際に皇 居周囲をラ

ンナーが走る様子 を交え、

皇居の各名所や特徴などを

暉暇覇硼覇韓戴 詳しく解説1着替えスポッ
トや休憩スポ ッ トな どランナーのサポー ト情

報を紹介 |

DVD/NTSC/69/片 面―層/60分 /日 本語
発売 203年 4月

■lE人貸出 館内上映可能 価格 3,800円 +消費税

■個人貸出 館内上映 団体貸出 館外上映可能

価格63,000円 +消費税

製作 著作 (有)十 影堂エンターテイメント

声優 アニメ界への入 り回

「代々本アニメーション学院」

協力のもと、「声優になりた

い人」に向けた必携のハウ

ツー DVDI普段観ることが

できない声優の収録スタジオ

を再現。スタジオ内でのマイ

クワークを中心に、声優のイ

ロハを伝授 |さ らに現役のアニメ音響監督によ

る、オーディションに勝つためのアドバイスも収録

DVD/NTSC/6つ /片面―層/56分 /日本語
発売 205年 5月

■個人貸出 館内上映可能 価格 8,000円 +消費税

■個人貸出 館内上映 団体貸出 館外上映可能

価格 63,000円 +消費税

製作 著作 (有 )十 影堂エンターテイメント

日本全国にある奇妙な観光

地 や謎 の博 物 館.さ らに、

通常のモノサシでは測 りき

れない変わった人や独特な

尊敬すべ き人たちを紹介 し

て い く |デ ィープなスポ ッ

トや人を紹介 し、改 めて 日

本の魅力を世界 に発信 して

い くとい う真のクールジャ

バン作品 |

DVD/NTSC/6つ/片面―層
Vd l 120分 Vo 2 96分 Vd 3 96分 /日本語
発売 Vo 12 20 8年 3月 Vd3 20 8年 同月

■個人貸出 館内上映可能 価格 8,000円 +消費税

■個人貸出 館内上映 団体貸出 館外上映可能

価格24,000円 +消費税

製作 著作 (有 )十 影堂エンターテイメント
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