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ぞくり。怪談夜話 

■収録：30 分番組（完パケ尺 25 分）■全 16 話（2017 年 11 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■収録内容：「驚き（意外性）」と「怖さ」で観る者が思わず恐怖で「ぞくり」とするストーリー

展開¬や、演出などが盛り込まれた、恐怖心霊ショートストーリーを複数収録した、オムニバ

スドラマ。 

1 編約 1 分～15 分のホラー短編ドラマ。 

 十影堂エンターテイメントにてシリーズ化している DVD 作品「ぞくり。怪談夜話」を 

 TV 番組用に、再構成した 30 分の番組。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十影堂エンターテイメント 作品ラインナップ 

-番販コンテンツ- 



 (有)十影堂エンターテイメント 

2 

 

異界のドア 

■収録：30 分番組（完パケ尺 25 分）■全 26 話（2018 年 7 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■収録内容：世の中にあふれる数々の奇怪な出来事や不思議な現象…。いるはずのない血まみれ

の女や、空を浮遊する奇妙な物体。この番組では信じられない出来事や、その語り部たちを紹

介していく。番組では 

・真夜中の怪談 

・心霊・不思議投稿映像 

・心霊・不思議投稿映像検証 

・おススメホラー映画＆DVD 情報 

～などいくつかのコーナーを設けて、毎回さまざまなホラー映像を紹介。 
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日本グレートスポット紀行 

■収録：30 分番組（完パケ尺 25 分）■全 13 話（2017 年 11 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■収録内容：日本全国には私たちが知らない奇妙な観光地や謎の博物館が多数存在します。さら

に、そこには通常のモノサシでは測りきれない変わった考え方の人や独特な尊敬すべき人たち

が存在します。この番組は、そんな他の番組、いや言ってみればテレビでは紹介しないような

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

ジャパン番組なのです。 

 【収録スポット】まぼろし博覧会／深海魚料理 魚重食堂／伊豆極楽苑／竜ヶ岩洞／ 

発明家・リチャード・ドヤ／笑刻ギャラリーくすくす／下田城／宇宙村／ 

ケネディー電気／はにわの西浦／ガマ洞窟・ガマランド／ 

ジャパンスネークセンター／プラムの国／奥利根民俗集古館／鉄剣タロー／ 

ふれあい下水道館／パワーブレンド TANAKA 
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ぞくり。怪談夜話 投稿実話物語 冥 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-559-3 

■仕様：DVD 本編 64 分 特典８分収録 

■収録内容：◎劇場公開もされ、2016 年夏から 2017 年春まで TOKYO MX テレビでレギュラー放

送され話題となった人気シリーズ「ぞくり。怪談夜話」の第 12 弾！◎実際に投稿されてきた恐怖体験

談をドラマ化してお届け！見ていて思わず「ぞくり。」とする恐怖の心霊ショートストーリー5 編を収録。

◎脚本は、「ぞくり。」シリーズ、「ゆがみ。」など数々のホラー作品を手掛ける黒木公彦も執筆！◎監督

は、映画『ハピネスインリトルプレイス』の制作やアイドリング‼!の『MY FATE』の MV 制作に携わ

った、丸山弘太郎。◎さらに、今作では一部作品のホラー監修を山田雅史（生駒里奈主演『コープスパ

ーティー』）が務める！◎今回は、俳優・監督・タレントなどマルチに活躍する坂上忍が 1 編に特別出

演！！ 

◎気づかぬうちに引きずり込まれた恐怖の世界…他人事ではない投稿された

恐怖体験談 5 編を収録！ 

 

           【出演者】坂上忍（特別出演）／天木じゅん／中村水咲／藤井千帆／神崎明／大塚まゆか など 

 

ぞくり。怪談夜話 投稿実話物語 闇 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-537-1 

■仕様：DVD 本編 53 分 特典 10 分収録 

■収録内容：◎劇場公開もされ、2016 年夏から 2017 年春まで TOKYO MX テレビでレギュラー放

送され話題となった人気シリーズ「ぞくり。怪談夜話」の第 11 弾！◎実際に投稿されてきた恐怖体験

談をドラマ化してお届け！見ていて思わず「ぞくり。」とする恐怖の心霊ショートストーリー5 編を収録。

◎脚本は、「ぞくり。」シリーズ、「ゆがみ。」など数々のホラー作品を手掛ける黒木公彦も執筆！◎監督

は、「アレッサンドラとフィッターの男」が 2017 年アジア国際映画祭に招待作品として出品された、注

目の新進気鋭監督・深山将也。出演は、twitter フォロワー数が 22 万人を超え、数々の雑誌で表紙を飾

り、2017 年新人グラドル次世代ボイン番付「＜東＞横綱」に選ばれるなど、テレビや映画、CM など

にも数多く出演する RaMu など、いま注目の女優・アイドルたち！！ 

◎何気ない日常に気付かないうちに忍び寄る違和感…いつの間にか引きずり

込まれる恐怖の世界…投稿された恐怖体験談 5 編を収録！ 

 

           【出演者】RaMu／火将ロシエル／紺野栞／モカぴ／のえる 

 

十影堂エンターテイメント 作品ラインナップ 

-映画・ドラマ・フェイクドキュメント- 
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ぞくり。怪談夜話 投稿実話物語 怪 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-521-0 

■仕様：DVD 本編 48 分 特典 10 分収録 

■収録内容：◎劇場公開もされ、2016 年夏から 2017 年春まで TOKYO MX テレビでレギュラー放

送され話題となった人気シリーズ「ぞくり。怪談夜話」の第 10 弾！◎今回の「ぞくり。」は実際に投稿

されてきた恐怖体験談をドラマ化してお届け！見ていて思わず「ぞくり。」とする恐怖の心霊ショートス

トーリー5 編を収録。◎脚本は、「ぞくり。」シリーズ、「ゆがみ。」など数々のホラー作品を手掛ける黒

木公彦も執筆！◎監督は、「アレッサンドラとフィッターの男」が 2017 年アジア国際映画祭に招待作品

として出品された、注目の新進気鋭監督・深山将也。◎出演は、ミス iD2016 一般投票 1 位に選ばれ、

現在では数々のバラエティ番組やグラビアに登場し活躍中で、twitter フォロワー数が 20 万人を超える

長澤茉里奈など、いま注目の女優・アイドルたち！！ 

◎恐怖と日常は表裏一体！あなたにも降りかかるかもしれない恐怖！ 

 投稿された恐怖体験談 5 編を収録！ 

 

           【出演者】長澤茉里奈／北出ゆい（G☆Girls）／大野真緒／井上緋那子／渡辺将志 

 

 

超鬼やば！ 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-501-2 

■仕様：DVD 本編 46 分 特典 23 分収録 

■収録内容：◎ニコニコ生放送イベントで話題になり、次回作を望む声も多かった「心霊調査室 鬼や

ば！～赤鬼に隠された真実～」の待望の続編！◎2017 年 8 月に行われた、本作品のニコニコ生放送で

の一度きりの上映イベントでも大反響！！◎主演務めるのは白河優菜：1990 年生まれ。日本テレビイ

メージガール「日テレジェニック 2012」。映画：「勿忘草」主演（2012 年 12 月公開）／「向日葵」

主演（2015 年 11 月公開) など、数々の映画、テレビ、舞台、雑誌に出演し、マルチに活動中。◎監

督を務めるのは、前作に続き、渡邊和哉：「GACKT 主演舞台 MOON SAGA -義経 秘伝- 舞台」な

どで CG 制作を手掛ける新進気鋭のクリエイター。監督作「心霊調査室 鬼やば！～赤鬼に隠された真

実～」（今作「超鬼やば！」の前作）では、その個性的なＣＧやエンディングのギミックについて、視聴

者からの人気が高かった。◎脚本は、「ぞくり。」シリーズを手掛ける新進気鋭の脚本家・黒木公彦。 

◎前作を遥かに凌ぐスケール感と、迫力の映像に戦慄する！ 

 日本列島が鬼に埋め尽くされる危機が訪れる！？ 
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ぞくり。怪談夜話 呪われ女子の物語（DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-499-2 

■仕様：DVD 本編 50 分 特典 9 分収録 

■収録内容：◎劇場公開もされ、2016 年夏から 2017 年春まで TOKYO MX テレビでレギュラー放

送され話題となった人気シリーズ「ぞくり。怪談夜話」の第 9 弾！◎脚本は、「ぞくり。」シリーズ、「ゆ

がみ。」など数々のホラー作品を手掛ける黒木公彦も執筆！◎監督は、「アレッサンドラとフィッターの

男」が 2017 年アジア国際映画祭に招待作品として出品された、注目の新進気鋭監督・深山将也。◎【出

演者】鈴木ふみ奈：ミス FLASH グランプリ 2011 に選ばれ、以降「ヤングマガジン」「プレイボーイ」

「FRIDAY など」数々の雑誌でグラビアに出演するだけでなく、バラエティ番組やドラマなどにも出演。

北出ゆい：週刊誌 Flash から生まれたパフォーマンスユニット「G☆Girls」のリーダー。グラビアやテ

レビ番組などで幅広く活躍する～ほか。 

◎日常のすぐ隣に潜む恐怖を描いた 

 異質のショートホラーストーリー5 編を収録！ 

 

ぞくり。怪談夜話 本当にあった呪いの絵物語 10 話（DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-475-6 

■仕様：DVD 本編 71 分収録 

■収録内容：◎今回は投稿された体験談を映像にのせ注目の声優・タレントなどが語る特別編！◎全国

から寄せられた、世にもおぞましい「霊に呪われた」恐怖の体験談映像を 10 話収録。多くのファンに

支持されるアイドル・声優たちが一同に集結し語りを担当します！◎【出演者】古橋舞悠：元アイドリ

ング!!!31 号。2015 年に卒業後は、よゐこ濱口が発起人のアイドルグループ「メンテナンス」に加入。

また、ガールズデュオ「W/Mayu」としても活動し、様々なライブやイベントに出演中。また NHK E

テレでは「R の法則」にレギュラー出演中。増田みなみ：ロンドンブーツ 1 号 2 号の田村淳によるプロ

ジェクトによって結成されたアイドルグループ「スルースキルズ」のメンバーとして活動。ライブや舞

台のほかに CM にも出演するなど幅広く活躍している。小林茉由：日曜朝練アイドル「ノンシュガー」

の 1 期生。BS スカパー！『Nippon Idol Cup』のカラオケ採点バトルで最高得点で優勝するなど、歌

唱力に定評がある。『剣道少女』『スマホ買って』などの CD もリリース中。～ほか、テレビ番組や WEB

動画 CM などをはじめ、心霊系 DVD のナレーターなど様々な媒体でジャンルを問わずナレーションを

務める「小方夏姫」や声優として幅広く活動中の「結城かえで」など。 

◎全国から収集した世にも恐ろしい心霊体験談全 10 話！ 

 5 人の語り部が恐怖の世界へと誘う… 
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ぞくり。怪談夜話 愛欲の呪い七話（DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-446-6 

■仕様：DVD 本編 54 分 特典 10 分収録 

■収録内容：◎劇場公開もされ、2016 年夏から 2017 年春まで TOKYO MX テレビでレギュラー放

送され話題となった人気シリーズ「ぞくり。怪談夜話」の第 7 弾！◎脚本は、「ぞくり。」シリーズ、「ゆ

がみ。」など数々のホラー作品を手掛ける黒木公彦も執筆！◎監督は、「アレッサンドラとフィッターの

男」が 2017 年アジア国際映画祭に招待作品として出品された、注目の新進気鋭監督・深山将也。◎2016

年 2 月に発売した 1st シングルがオリコン総合チャート 10 位を獲得したアイドルグループ・ワンダー

ウィードの牛居ひかり・佐倉ちひろの 2 名も出演！◎今回の作品は、嫉妬や怨み、疑念など様々な負の

感情が沸き起こる愛欲に駆られた人間たちを襲う呪いや心霊現象を描いた短編を 7 編収録！ 

◎嫉妬… 恨み… 疑念… 復讐… 

 愛欲に呑まれた人間たちにふりかかる最恐オムニバスホラー！！ 

 

 

ぞくり。 怪談夜話 厳選集２ 最恐 9 話（DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-421-3 

■仕様：DVD 83 分収録 

■収録内容：◎劇場公開もされ、2016 年夏から TOKYO MX でもレギュラー放送されている人気ホラ

ードラマシリーズ「ぞくり。怪談夜話」のシリーズ総集編第 2 弾！◎シリーズ第 4 弾から第 6 弾まで全

20 編の中から、反響の高かった 9 編を収録！◎元アイドリング 31 号「古橋舞悠」をはじめ、秋山依里

（TV「仮面ライダー響鬼」）、長谷川美月（『貞子 3D』）、RaMu～など今大注目の女性俳優陣が出演!!◎

人気心霊 DVD「テレビ業界裏心霊動画」、「恐すぎるテレビ心霊動画」などを手掛け、ホラー界に一石を

投じる新進気鋭の監督・松本了、水戸短編映画祭準グランプリ受賞の夏目大一朗などが監督を務めた珠

玉のショートホラーオムニバス 9 編。 

◎シリーズ第 4 弾から第 6 弾から厳選した 

 珠玉の 9 つのホラーショートストーリー！ 

 

 

         ぞくり。 怪談夜話～金欲の呪い・八話～（DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-375-9 

■仕様：DVD 78 分収録（本編：68 分／特典：10 分） 

■収録内容：◎劇場公開もされ、2016 年夏には TOKYO MX テレビで全 5 回放送され話題となった 

 人気シリーズ「ぞくり。怪談夜話」の第 6 弾！脚本は、「ぞくり。」シリーズ、「ゆがみ。」など数々の

ホラー作品を手掛ける黒木公彦が執筆！監督は人気ホラーDVD「テレビ業界裏心霊動画」、「恐すぎる

テレビ心霊動画」などを手掛け、ホラー界に一石を投じる新進気鋭の監督、松本了。さらには脚本家

の黒木公彦と心霊 DVD のディレクターを務める松浦翔も一部、監督として参加！今回の作品は、金欲

に駆られた人間たちを襲う呪いや心霊現象を描いた短編を 8 編収録！ 

◎金 金 金！！！人間の欲望に怨霊がつけこむオムニバスホラー！！ 
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怪談呪袋（DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-353-7 

■仕様：DVD 96 分収録 

■収録内容：◎劇場公開もされた「ぞくり。」シリーズなど、数々の人気ホラードラマを展開する十影堂

エンターテイメントのスタッフが、今までに輩出してきたドラマ全 49 話の中から選んだ厳選９本の 

 恐怖の物語を収録した 1 編約 5 分から 10 分のショートオムニバスホラーの総集編！元「アイドリン

グ！！！」の橋本楓（日本テレビ「シューイチ」現お天気お姉さん）、「プロが選ぶアイドル DVD 賞」

MVP の星名美津紀、NHK「とと姉ちゃん」など数々のドラマや映画、CM に出演中の相良樹をはじ

め、注目の若手女性タレントが出演！各物語の監督を務めるのは、川島海荷主演「携帯彼氏」の映画

監督を務めた船曳真珠や水戸短編映画祭準グランプリ受賞の夏目大一朗 ～ほか新進気鋭の注目監督

たち！！。何気ない日常が一転、恐怖のどん底に…主人公たちが足を踏み入れたのは絶望の世界だっ

た… 

◎オムニバスホラーの決定版！ 恐怖物語 9 連発！！ 

ぞくり。怪談夜話～呪われた制服女子～（DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-333-9 

■仕様：DVD 70 分収録（本編：61 分／特典：9 分） 

■収録内容：◎劇場公開もされた人気シリーズ「ぞくり。」シリーズの最新版！今回は様々なシチュエー

ションで制服を着た女子たちが巻き込まれるホラーストーリー！OL、看護婦、女子高生。制服を着た

彼女たちの日常に迫る呪われた非日常！！演じるのは古野あきほ（日テレジェニック 2013）、長谷川

美月（『貞子 3D』）などブレイク間近の若手女優陣！！新進気鋭のホラーの名手監督、“夏目大一朗（水

戸短編映画祭準グランプリ受賞）”が創り出す 1編約3分～15分のショートホラーオムニバス7編。

◎思わず「ぞくり。」としてしまうホラーショートストーリー7 編収録！ 

 

         ぞくり。 怪談夜話～恐すぎて眠れない物語～（DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-307-0 

■仕様：DVD 62 分収録（本編：54 分／特典：8 分） 

■収録内容：劇場公開もされた人気シリーズ「ぞくり。怪談夜話」の第 4 弾！監督は、人気ホラーDVD

「本当の心霊動画『怨』」、「恐すぎるテレビ心霊動画」などを手掛け、ホラー界に一石を投じる新進気

鋭の監督、松本了。今回の作品は、恐くて眠れなくなるほどの恐怖の短編を 5 編収録！ 元アイドリ

ング 31 号「古橋舞悠」をはじめ、秋山依里（TV「仮面ライダー響鬼」）、池田ショコラ（映画「ノ・

ゾ・キ・ア・ナ」出演）などドラマや映画、モデルなど各方面で活躍する新人女優が出演！脚本は、

数々のドラマやホラー作品を手掛ける脚本家事務所「オフィスブルー」の内田静（第 11 回テレビ朝

日 21 世紀新人シナリオ大賞 優秀賞受賞）、木山真太郎（ボルテージ サスペンスドラマゲーム『新・

生存率 0％! 地下鉄からの脱出』共同脚本）、脊尾篤弥（ゲーム『紅炎のソレンティア』ADV パートシ

ナリオ）、が参加！ 

◎恐くて眠れなくなるほどの恐怖話をまとめたホラーショートストーリー！ 
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立入禁死 ～入ったら死ぬ！？呪われた五編～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-267-7 

■仕様：ＤＶＤ 全 78 分収録（本編：61 分／特典：17 分） 

■収録内容：人気のホラー短編オムニバス作品「ぞくり。」シリーズ（「ぞくり。怪談夜話 七人の呪わ

れた少女たち」は劇場公開）を手掛ける十影堂エンターテイメントが新たに送り出す、最新恐怖物語！

川島海荷主演「携帯彼氏」の映画監督を務めた船曳真珠（調布映画祭グランプリ受賞）が創り出す 1 編

約 10 分のホラー短編オムニバス 5 編！日本だけでなく海外でも活動する船曳監督の今までにない恐怖

ドラマ！この作品は、主人公たちが、ある場所に踏み入ったがために体験してしまう、恐怖の霊現象の

数々を描いているのが特徴。立入禁死、入ったら最期…死の世界が広がる！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

呪ギャル ～芸能怨霊伝説～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-216-5 

■仕様：ＤＶＤ 全 75 分収録 

■収録内容：数多くの人気ホラー作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが放つ、今年一押しのホラ

ーフェイクドキュメンタリー長編作品！劇場公開もされた人気シリーズ「ぞくり。」を手掛け、水戸短

編映画祭で準グランプリを受賞した、新進気鋭の映画監督、夏目大一朗が創り出すホラー作品！主演は、

日テレジェニック 2014 で、ユニット「SnowDrops」のリーダー前田美里（フジテレビ「若者たち

2014」出演）と、ユニット「SnowDrops」のメンバー羽宮千皓（NHK「６４」出演）！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

         呪ギャル ～芸能怨霊伝説～ 

世界で 1 枚！メイキングチェキ封入版（ＤＶＤ） 

■価格：4,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-251-6 

■仕様：ＤＶＤ 全 75 分収録 

■収録内容：数多くの人気ホラー作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが放つ、今年一押しのホラ

ーフェイクドキュメンタリー長編作品！劇場公開もされた人気シリーズ「ぞくり。」を手掛け、水戸短

編映画祭で準グランプリを受賞した、新進気鋭の映画監督、夏目大一朗が創り出すホラー作品！主演は、

日テレジェニック 2014 で、ユニット「SnowDrops」のリーダー前田美里（フジテレビ「若者たち

2014」出演）と、ユニット「SnowDrops」のメンバー羽宮千皓（NHK「６４」出演）！ 

◎限定版ではメイキングの様子を撮影した「前田美里」「羽宮千皓」のチェキ

を封入！ 
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ぞくり。 怪談夜話 総集編～九つの呪われた物語～（DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-263-9 

■仕様：DVD 82 分収録 

■収録内容：劇場公開もされた人気シリーズ「ぞくり。怪談夜話」のシリーズ総集編！シリーズ 3 作全

23 編の中から、反響の高かった 9 編を収録！橋本楓（元アイドリング!!!）、三宅ひとみ（元アイドリ

ング!!!）、星名美津紀～など今大注目のアイドルが出演!! 新進気鋭の映画監督、“夏目大一朗（水戸短編

映画祭準グランプリ受賞）”が創り出す 1 編約 1 分～15 分のショートホラーオムニバス 9 編。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

 

ぞくり。3 怪談夜話 ～奇妙な呪い～（DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-171-7 

■仕様：DVD 113 分収録 

■収録内容：前作品は劇場公開もされた人気シリーズ「ぞくり。怪談夜話」の第 3 弾！大人気グループ

の「アイドリング！！！」のメンバーをはじめ、全 7 編それぞれに大注目の、多数のファンを要する

新進気鋭のアイドルを主演に起用！そんな彼女たちの迫真の演技に注目！映画監督、“夏目大一朗（水

戸短編映画祭準グランプリ受賞）”が創り出す 1 編約 1 分～15 分のショートホラーオムニバス 7 編。 

◎2015 年６月 北沢タウンホールにて DVD 発売記念トーク＆握手会実施！ 

 

 

ぞくり。 怪談夜話～七人の呪われた少女たち～（DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-140-3 

■仕様：DVD 全 67 分収録 

■収録内容：人気ホラーDVD「いる。」シリーズを制作する十影堂エンターテイメントが送り出す、ホラ

ーショートストーリー「ぞくり。怪談夜話」シリーズ第 2 弾。今回は、同棲生活、１人暮らし、デート

中など、様々な状況下での少女たちに襲い掛かる恐怖心霊ショートストーリー7 編を収録。主演は、グ

ラビアアイドル界で大人気の“星名美津紀”をはじめ、“橋本楓（アイドリング!!!）”、“荒川優那（アキシ

ブ Project）”など、7 編それぞれに大注目のアイドル、女優を起用！ 前作同様、新進気鋭の映画監督、

“夏目大一朗（水戸短編映画祭準グランプリ受賞）”が創り出す 1 編 1 分～15 分ほどのショートホラー

オムニバス 7 編。 

◎2015 年 1 月ユーロライブにて劇場公開！ 
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ゆがみ。～呪われた閉鎖空間～（DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-160-1 

■仕様：DVD 全 67 分収録 

■収録内容：人気ホラー作品「ぞくり。怪談夜話」シリーズを手掛ける十影堂エンターテイメントが放

つ、劇場公開作「ゆがみ。～呪われた閉鎖空間～」。この映画は、電話ボックス、車の中、公園、住宅、

テント、トンネルなど閉鎖された空間の中で、主人公に襲いかかる恐怖の霊現象の数々を描く 8 編のオ

ムニバスホラー。主演は、現在ブレイク中の“相楽樹（ドラマ「クロユリ団地～序章～」、映画「私の男」）”

をはじめ、個性豊かな女優陣を主役に迎えた作品。監督は「ぞくり。怪談夜話 呪われた八編」を手掛

ける夏目大一朗監督（水戸短編映画祭準グランプリ受賞）ほか、映画賞を受賞した新進気鋭の若手映画

監督 4 人。 

◎2014 年 11 月アップリンクにて劇場公開！ 

 

 

ぞくり。 怪談夜話 呪われた八編（DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-083-3 

■仕様：DVD 全 55 分収録 

■収録内容：高回転作品「いる。」「凶悪霊」シリーズを制作する十影堂エンターテイメントが次に送り

出すのは、ホラーショートストーリー作品。「驚き（意外性）」と「怖さ」で観る者が恐怖で「ゾクッ」

とするストーリー展開や演出などが盛り込まれた、恐怖心霊ショートストーリー8 編を収録。新進気鋭

の２名の映画監督、「夏目大一朗（水戸短編映画祭準グランプリ受賞）」「加治屋彰人（ぴあフィルムフェ

スティバル特別賞受賞）」が創り出す 1 編 5 分ほどのショートホラーオムニバス作品。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

 

骸 ‐MUKURO‐（DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-208-0 

■仕様：DVD 全 90 分収録（本編：56 分／特典：34 分） 

■収録内容：「第５回京都造形芸術大学映画祭」にて『つくすみ』が作品賞・撮影照明賞・録音音響賞・

美術賞・女優賞の５冠を受賞した新進気鋭の佐々木勝己監督が描く、非道残虐ホラーオムニバス作品。 

本編 2 話「SWEET HOME INFERNO」、「JUST LIKE A MOTHER」、 特典映像の短編ストーリー

「APARTMENT INFERNO」を含む 3 話を収録！凶悪な人間の持つ狂気的な面を刻々と描く。映画『任

侠ヘルパー』にも出演した LUY をはじめとしたキャストが出演！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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投稿 因習奇習心霊 2 日本に隠されたおぞましき呪い（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-239-4 

■仕様：ＤＶＤ 全 92（本編 87 分／特典５分）分収録 

■収録内容：心霊投稿動画と「日本の伝承」の因果関係を探るシリーズ第 2 弾！「日本の伝承」をキー

ワードに日本全国をフィールドワークする本橋正貴が、日本の「風習」「因習」「奇習」にまつわる呪わ

れた真実を暴く！日本の闇のピックアッパー・本橋のもとに集められた数々の心霊投稿動画。そこには、

数々の土着的な日本の「風習」が絡んでいた…。日本全国を周り、「雛つるし」「シロコガエシ」などの

因習奇習と心霊現象との関連性を探る！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

 

投稿 因習奇習心霊 2 日本に隠されたおぞましき呪い 

世界に 1 枚！メイキングチェキ封入版（ＤＶＤ） 

■価格：4,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-252-3 

■仕様：ＤＶＤ 全 92（本編 87 分／特典５分）分収録 

■収録内容：心霊投稿動画と「日本の伝承」の因果関係を探るシリーズ第 2 弾！「日本の伝承」をキー

ワードに日本全国をフィールドワークする本橋正貴が、日本の「風習」「因習」「奇習」にまつわる呪わ

れた真実を暴く！日本の闇のピックアッパー・本橋のもとに集められた数々の心霊投稿動画。そこには、

数々の土着的な日本の「風習」が絡んでいた…。日本全国を周り、「雛つるし」「シロコガエシ」などの

因習奇習と心霊現象との関連性を探る！ 

◎限定版ではメイキングの様子を撮影した「高野桃子」のチェキを封入！ 

 

 

投稿 因習奇習心霊 日本に隠されたおぞましき呪い（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-204-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 78 分収録（本編 71 分、特典 7 分） 

■収録内容：「いる。」シリーズなど、高回転レンタル作品を手掛ける十影堂エンターテイメントの新た

な心霊 DVD シリーズ。「日本の伝承」と心霊投稿動画の因果関係を探る新シリーズ！「日本の伝承」を

キーワードに日本全国をフィールドワークする後藤正行が、日本の「因習」にまつわる呪われた真実を

暴く！後藤のもとに集められた数々の心霊投稿映像。そこには、数々の土着的な日本の「風習」が絡ん

でいた・・・。日本全国を周り、「みくじ」「死に方角」「縛られ石」などの因習奇習と心霊現象との関

連性を探る！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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「おぞまし。」衝撃の怨霊投稿集（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-149-6 

■仕様：ＤＶＤ 全 75 分収録 

■収録内容：「いる。」シリーズなど、人気レンタル DVD を手掛ける十影堂エンターテイメントの新たな

心霊 DVD シリーズ。ある心霊投稿動画の裏には、日本の伝承、風習、因習など、おぞましき真相が潜ん

でいた……。この DVD はそんな伝承や風習にまつわる霊現象を捉えた投稿動画を、監督・後藤正行と、

TBS の番組から生まれたアイドル「Pimm's(ピムス）」の人気メンバー・ゆーかがその真相を探る！ そ

んな投稿動画の検証（前・後半 2 編）を中心に、日本全国の地方都市や山奥で撮影された心霊映像 8 本

を収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

 

心霊調査室 鬼やば！ 投稿された赤鬼映像の真実（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-206-6 

■仕様：ＤＶＤ 全 57 分収録（本編 43 分、特典 14 分） 

■収録内容：人気ホラー作品「ぞくり。」シリーズなどのホラードラマを手掛ける十影堂エンターテイメ

ントが世に放つ新作！「赤鬼が出た」とされる映像をもとに、科学的・統計学的・民俗学的視点から心

霊現象の謎を探る POV ホラームービー。「GACKT 主演舞台 MOON SAGA -義経 秘伝- 舞台 CG」

を手掛ける渡邊和哉の初の監督作！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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日本グレートスポット紀行 Vol.1／Vol.2（DVD） 

■価格：（Vol.1・Vol.2 ともに各）3800 円（税別）  

■JAN コード：45713-7007-489-3（Vol.1）／45713-7007-491-6（Vol.2） 

■仕様：DVD 本編 120 分（Vol.1）／編 96 分（Vol.2） 

■収録内容： 

◎TOKYO MX テレビで 2017 年 7 月より放送の番組、「日本グレートスポット紀行」の DVD 化作品。 

◎日本全国にある奇妙な観光地や謎の博物館、さらに、そこには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番組。◎今までのテレビ番組ではあまり紹介されてい

ないスポットばかり！◎番組マスコットキャラクターとして、カプセルトイとしても売出し中の「上だ

けダンディ」が登場。◎出演者は、原口あきまさの元相方で、元芸人として芸能界に多数のコネを持ち、

業界内の楽屋トーク王としての異名を持つ中村至誠（テレビ朝日「アメトーーク」等出演）。日本各地の

変わった場所を独自に巡り、構成作家・脚本家として活躍する黒木公彦。人気劇団・東京ミルクホール

の看板俳優・J.K.Goodman も参加。 

 

◎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パン番組。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十影堂エンターテイメント 作品ラインナップ 

-バラエティ- 

▼紹介グレートスポット一覧 

（Vol1） 

・「まぼろし博覧会」…静岡県にあるセーラー服姿の謎の紳士が案内するキモかわいい博物館。 

・「魚重食堂」…グロテスクな見た目の魚がズラリと並ぶ深海魚料理店。 ・「伊豆極楽苑」…地獄を巡ることができるレアなスポット。 

・「竜ヶ岩洞」…静岡県にある神秘的な鍾乳洞。 ・「リチャード・ドヤ」…一風変わった実演販売を行う発明家。 

・「笑刻ギャラリーくすくす」…世にも奇妙なダジャレ彫刻がズラリと並ぶ衝撃スポット。 

・「宇宙村」…都内にある隕石などの宇宙グッズが多数あるパワーみなぎる不思議空間。 

・「下田城」…現在は休館中だが、かつては宇宙のテーマパークとして人気を誇っていた場所は今！？ 

・「ケネディー電気」…茨城県の手作りロケットが立ち並ぶ変わった電気店。 

・「はにわの西浦」…幾多のはにわが出迎えてくれる不思議なお店。 

（Vol2） 

・「ガマ洞窟・ガマランド」…茨城県にあるまるでお化け屋敷のような洞窟と昭和レトロな遊具が並ぶノスタルジックな施設。 

・「ジャパンスネークセンター」…世界中の変わったヘビを見られ、さらにヘビを食べられる食堂も併設しているスポット！ 

                食堂の名物料理人に注目！ 

・「プラムの国」…群馬県にあるプラム農園かと思いきや、世にも恐ろしいオブジェが所狭しと立ち並ぶ恐怖の洞窟がある変わった 

         スポット。ウサギと遊べる恐怖スポットの果物園！？ 

・「奥利根民俗集古集」…群馬県みなかみ町藤原地区の農機具や民具、古文書や伝統工芸品が数千点並ぶ郷土資料館。 

            館長吉野さんのこだわり収集物に仰天！？ 

・「鉄剣タロー」…埼玉県行田市にあるオートレストラン。変わった自動販売機がずらりと並ぶスポット。こんな自販機見たことない！？ 
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全国共通防災テクニック 災害時に役立つ応急知識 Vol.1（DVD） 

■価格：2,759 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-349-0 

■仕様：DVD 本編 40 分 特典 2 分 

■収録内容： 

◎2011 年の東日本大震災、2016 年の熊本地震・鳥取県中部地震などを契機に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 

◎この DVD では、災害が発生したその時に役立つ知識や、生きる上で重要な「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！◎身の回りのものを利用して、すぐに実践できる災害

時お役立ちテクニックを多数収録！◎さらに！ 特典では「100 均で買える防災グッズ」を紹介！ 

◎そして今回は “災害時の生活をより快適に、衛生的に” にスポットをあてた Vol.2 も同時発売！ 

 

◎映像で見るからわかりやすい！ 

 イザという時に役立つ災害時応急テクニック集！ 

 

全国共通防災テクニック 災害時に役立つ応急知識 Vol.2（DVD） 

■価格：2,759 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-351-3 

■仕様：DVD 本編 42 分 特典 2 分 

■収録内容： 

◎2011 年の東日本大震災、2016 年の熊本地震・鳥取県中部地震などを契機に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「全国

共通防災テクニック」第 2 弾！！ 

◎この DVD では、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紹介！動画でわかりやすく解説！ 

◎特典映像では、身の回りのものを利用したテクニックだけでなく知っておけば得をする防災お役立ち

グッズも紹介！ 

◎そして今回は“生きる上で重要な「水」や「食」に関する、災害時に役立つ様々な知識やテクニック”

を紹介した Vol.1 も同時発売！ 

 

◎映像で見るからわかりやすい！ 

 イザという時に役立つ災害時応急テクニック集！ 

 Vol.1 に続く、必見の第 2 弾！ 
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陸上自衛隊装備集 特典拡大版（DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-441-1 

■仕様：DVD 本編 47 分 特典 31 分 

■収録内容： 

◎2014 年に発売以来好評レンタル・セル中の「陸上自衛隊装備集」の新装版！ 

◎新装にあたり、特典映像をリニューアル！2016 年から調達を開始された機動戦闘車 2017 年 1 月

10 日に試作品が導入された装輪装甲車（改） の紹介映像を追加収録！さらに、2013 年 7 月 5 日に

行われた陸上自衛隊富士学校・富士駐屯地開設 59 周年記念行事の予行演習と第 41 回木更津航空祭 訓

練展示のダイジェスト映像も収録！ 

協力：防衛省／防衛装備庁 

◎陸上自衛隊が誇る装備のうち 27 種を紹介した映像装備図鑑！ 

本格 3D 自衛隊 陸上自衛隊装備集（BD） 

■価格：4,980 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-119-9 

■仕様：BD 全 106 分収録 

■収録内容：陸上自衛隊が全面協力のもと、陸上自衛隊が誇る様々な装備をハイビジョンで撮影。戦車、

ヘリ、歩兵装備など、陸上自衛隊の活動を支えている高性能な装備を 27 種収録！私たちが普段目にす

ることがない様々な装備を大迫力の 3D 映像で一挙に紹介します。さらに特典映像では飛行中のヘリコ

プター「CH-47J」の上空での展望映像を収録。サイドバイサイド 3D 映像と、2D 映像も同時収録。 

◎AmazonBlu-ray、ホビー・実用部門で売上 1 位を獲得！ 

 

 

陸上自衛隊装備集（DVD） 

■価格：２,980 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-116-8 

■仕様：DVD 全 47 分収録 

■収録内容：Blu-ray 作品「本格 3D 陸上自衛隊 陸上自衛隊装備集」の 2D 映像のみを収録した DVD

版。陸上自衛隊が全面協力のもと、陸上自衛隊が誇る様々な装備をハイビジョンで撮影。戦車、ヘリ、

歩兵装備など、陸上自衛隊の活動を支えている高性能な装備を 27 種収録！私たちが普段目にすること

がない様々な装備を一挙に紹介します。さらに特典映像では飛行中のヘリコプター「CH-47J」の上空

での展望映像を収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

初めての方にもオススメ「皇居ラン」が 10 倍楽しくなる DVD 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0011-6 

■仕様：DVD 全 60 分収録 

■収録内容：人気の「皇居ラン」が何倍も楽しくなる「皇居ラン」ハウツーＤＶＤ。１周 5Kｍで都内屈

指の緑の豊かさを誇る「皇居」。この DVD では、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詳しく解説。ただただ走るだけじゃなく、皇居ランが何十倍も楽しくなってしまう

ハズ！ 

◎TBS「王様のブランチ」にてオススメ DVD 第 6 位にランクイン！ 
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声優の現場 スタジオマイクワークの基本  

～あなたが動かすアニメの未来（出演：伊波杏樹）～（DVD） 

■価格：2,900 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-192-2 

■仕様：DVD 全 56 分収録 

■収録内容：スタジオでのマイクワークを中心とした現場での基本的動作やマナー、さらに、アニメ現

場の第一線で活躍する現役の音響監督によるオーディションを勝ち抜くためのアドバイスや声優になっ

てからの練習方法、現場への必需品などを代々木アニメーション学院協力のもと紹介！ 

◎現場をいち早く疑似体験できるハウツーDVD！ 

 

 

本格３Ｄ工場見学 ～ＡＮＡ機体メンテナンスセンター編～（ＢＤ） 

■価格：5,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-005-5 

■仕様：Blu-ray 全 100 分収録（サイドバイサイド３Ｄ：50 分／２Ｄ：50 分） 

■収録内容：ANA の「機体メンテナンスセンター」の工場見学を迫力の 3D 映像で完全再現！ 

さらに、普段は公開されていない「エンジン整備工場」の映像も収録。実際に工場見学に行っているか

のような臨場感が味わえます！ 

特典映像では、ボーイング 787 の日本初飛来の様子を世界で唯一 3D カメラで撮影した映像も収録。 

※本作品はサイドバイサイド方式の 3D 作品です。 

視聴には Blu-ray 再生機と専用のモニターが必要です。 

◎ANA の人気工場見学を Blu-ray 化！ 

◎一般公開されていない巨大なｴﾝｼﾞﾝ整備工場を紹介！ 

◎ＡＮＡ最新鋭機・ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ 787 ﾄﾞﾘｰﾑﾗｲﾅｰを収録。 

 

本格工場見学 ～ＡＮＡ機体メンテナンスセンター編～（ＤＶＤ） 

■価格：3,314 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-007-9 

■仕様：ＤＶＤ 全 50 分収録 

■収録内容：ＡＮＡ見学案内員による解説付き工場内部映像、ＡＮＡ最新鋭機・ボーイング 787 ドリー

ムライナー日本初飛来の模様を大迫力の映像で収録。 

さらに、一般公開されていない巨大なエンジン整備工場も特別に撮影収録。広大な飛行機工場の臨場感

が味わえる一枚。「本格 3D 工場見学～ANA 機体メンテナンスセンター編～」の DVD 版。 

 

◎「本格 3D 工場見学～ANA 機体メンテナンスセンター編～」の 2DDVD 版 
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３Ｄ付き！映像旅行 公認ガイドと歩く世界遺産・イースター島編（ＢＤ） 

■価格：4,743 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-003-1 

■仕様：Blu-ray 全 90 分収録（本編 56 分、特典 34 分） 

※特典映像の一部は３Ｄサイドバイサイド３Ｄ映像作品 

■収録内容：モアイで有名なイースター島の魅力を、現地在住のチリ政府公認ガイド・瓜生美彦が紹介！ 

モアイはもちろん、意外と知られていない島の食文化や歴史、日本との共通点など、島の魅力が盛りだ

くさん！！ さらに特典映像には「3D のモアイ映像」や公認ガイドのオススメ絶景ポイント、約 50 体

のモアイの写真なども収録。 

※本作品中の 3D 映像はサイドバイサイド方式を採用しております。 

 3D 映像を視聴するには Blu-ray 再生機と専用のモニターが必要です。 

◎ﾁﾘ政府公認日本人ｶﾞｲﾄﾞ・瓜生美彦によるｲｰｽﾀｰ島の紹介。 

◎2010 年の約 1400 年ぶりのｲｰｽﾀｰ島での皆既日食を収録。特典映像では、

日本初の３Ｄｶﾒﾗによるﾓｱｲの映像を収録。 

 

映像旅行 公認ガイドと歩く世界遺産・イースター島編（ＤＶＤ） 

■価格：2,838 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-004-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 75 分収録（本編 56 分、特典 19 分） 

■収録内容：モアイで有名なイースター島の魅力を、現地在住のチリ政府公認ガイド・瓜生美彦が紹介！ 

モアイはもちろん、意外と知られていない島の食文化や歴史、日本との共通点など、島の魅力が盛りだ

くさん！！ さらに 2010 年 7 月 11 日に島で観測された貴重な日食映像も収録！ 

◎「３Ｄ付き！映像旅行 公認ガイドと歩く世界遺産・イースター島編」の

DVD 版 

 

本格３Ｄ日本紀行 ～鎌倉編～（ＢＤ） 

■価格：5,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-002-4 

■仕様：Blu-ray 全 80 分収録（サイドバイサイド３Ｄ：40 分／２Ｄ：40 分） 

■収録内容： 

歴史情緒あふれる古都・鎌倉の魅力に、３Ｄ映像で迫る！ 眼前に迫る大仏の迫力。圧倒的な立体感だ

から感じる神社・仏閣の荘厳な雰囲気。人力車から眺める鎌倉の街並など、鎌倉が味わい尽くせる作品。 

 

初めての方にもｵｽｽﾒ「皇居ラン」が 10 倍楽しくなる DVD（ﾊﾞﾘｭｰﾌﾟﾗｲｽ版） 

■価格：1,400 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0046-8 

■仕様：DVD 全 60 分収録 

■収録内容：人気の「皇居ラン」が何倍も楽しくなる「皇居ラン」ハウツーＤＶＤ。１周 5Kｍで都内屈

指の緑の豊かさを誇る「皇居」。この DVD では、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

所や特徴などを詳しく解説。ただただ走るだけじゃなく、皇居ランが何十倍も楽しくなってしまうハズ！

環境省 皇居外苑管理事務所／ミズノ株式会社／JOGLIS／Run Pit ～などが制作に協力！！ 

◎TBS「王様のブランチ」にてｵｽｽﾒ DVD 第 6 位にﾗﾝｸｲﾝ！ 

◎リーズナブルな本体価格 1400 円＋税！ 
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のと鉄道前面展望 七尾～穴水間往復 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-111-3 

■仕様：DVD 本編 89 分＋特典 4 分収録 

■収録内容：今回取り上げるのは、某アニメの中で、主要舞台である温泉旅館の喜翆荘の最寄り駅のモ

デルとなったり、永井豪氏のキャラクターを描いたラッピング電車を運行するなど、話題を呼ぶことの

多い「のと鉄道」。今回は、そんな「のと鉄道」の七尾駅から穴水駅間の前面展望風景を往復ノーカット

で収録！！ 

 

のと鉄道前面展望 七尾～穴水間往復 (BD-R 版) 

■価格：3,980 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-112-0 

■仕様：BD-R 本編 89 分＋特典 4 分収録 

■収録内容：今回取り上げるのは、某アニメの中で、主要舞台である温泉旅館の喜翆荘の最寄り駅のモ

デルとなったり、永井豪氏のキャラクターを描いたラッピング電車を運行するなど、話題を呼ぶことの

多い「のと鉄道」。今回は、そんな「のと鉄道」の七尾駅から穴水駅間の前面展望風景を往復ノーカット

で収録！！ 

 

天竜浜名湖鉄道・伊豆急行・遠州鉄道 ２D&3D 

■価格：4,743 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-010-9 

■仕様：BD-R 全 120 分（サイドバイサイド 3D：60 分／2D：60 分）収録 

■収録内容： 

◎静岡県内を走る 3 路線の鉄道風景を収録！ 

 ◎静岡県伊豆半島の伊東駅から伊豆急下田駅まで相模湾沿いを縦断する「伊豆急行」を収録。 

 ◎天竜川や浜名湖を通り掛川駅からと新所原駅まで東西に走る、「天竜浜名湖鉄道」を収録。 

 ◎走る電車の色から「赤電」と親しまれている「遠州鉄道」を収録。 

 ◎さらに、特典映像では「天竜浜名湖鉄道」大森駅～三ケ日駅間の前面展望を収録。 

 

ブルーレイ鉄道運転席展望 2D&3D ひたちなか海浜鉄道 

～昭和の名車が関東平野を行く～ 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-013-0 

■仕様：BD-R 全 80 分（サイドバイサイド 3D：40 分／2D：40 分）収録 

■収録内容：勝田駅から阿字ヶ浦駅まで、茨城県ひたちなか市を走る総延長 14.3 ㎞の路線「ひたちなか

海浜鉄道」。全線非電化の単線鉄道で、現在でも昭和のディーゼル車が現役で活躍している。 

そんな「ひたちなか海浜鉄道」の運転席から見える車窓風景を完全収録！さらに、特典映像では関東の 

十影堂エンターテイメント 作品ラインナップ 

-鉄道- 



 (有)十影堂エンターテイメント 

20 

 

 

 

本格３Ｄ鉄道紀行 vol.3 

～ひたちなか海浜鉄道・野岩鉄道・鹿島臨海鉄道編～（ＢＤ） 

■価格：5800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-006-2 

■仕様：Blu-ray  

全 120 分収録（サイドバイサイド３Ｄ：60 分／２Ｄ：60 分） 

■収録内容： 

好評を博した、大興奮の本格３Ｄ鉄道映像「本格 3D 鉄道紀行」シリーズ第 3 弾！ 北関東を走る 3 路

線の鉄道風景を収録。特典映像では「ひたちなか海浜鉄道」の前面展望の風景を楽しめます。 

 

本格３Ｄ鉄道紀行 Vol.2  

～平成筑豊鉄道・甘木鉄道・門司港レトロ観光線編～（ＢＤ） 

■価格：5800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-006-2 

■仕様：Blu-ray  

全 120 分収録（サイドバイサイド３Ｄ：60 分／２Ｄ：60 分） 

■収録内容： 

九州北部エリアを走る 3 路線の鉄道風景を収録！ 特典映像では「門司港レトロ観光線」の前面展望を

収録。 

 

本格３Ｄ鉄道紀行 ～銚子電鉄・大井川鐡道・箱根登山鉄道編～（ＢＤ） 

■価格：5800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-001-7 

■仕様：Blu-ray 全 38 分収録 サイドバイサイド３Ｄ 

■収録内容：大興奮の本格３Ｄ鉄道映像がついに登場！ 山岳鉄道ならではの急勾配を走る「箱根登山

鉄道」、勇壮に煙を吐いて走るＳＬ「大井川鐡道」、ﾛｰｶﾙ線の中でも人気の高い「銚子電鉄」は運転席か

らの風景（前面展望）も収録。 

◎パナソニック・3D テレビ「ビエラ」のデモ映像として、全国 4000 店舗の家電量販店にて映像の一

部が放映されました。 

 

 

一番鉄道展望 33‰の明知鉄道 ～日本で一番急勾配な路線～（DVD）  

■価格：1,886 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0041-3 

■仕様：DVD 全 60 分収録 

■収録内容：日本で一番急勾配な駅「飯沼駅」と、2 番目に急勾配な駅「野志駅」を通る「明知鉄道」

の運転席から見えるのどかな車窓風景を始発「恵那駅」から終点「明智駅」までの全長 25.1km 完全収

録。特典映像では明知鉄道の駅員さんのインタビューと、趣のある明知鉄道の駅舎風景を収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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ブルーレイ一番鉄道展望 2D&3D 明知鉄道 ～日本で一番急勾配な路線～  

■価格：4,743 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0012-3 

■仕様：BD-R 全 120 分（サイドバイサイド 3D：60 分／2D：60 分）収録 

■収録内容：日本で一番急勾配な駅「飯沼駅」と、2 番目に急勾配な駅「野志駅」を通る「明知鉄道」

の運転席から見えるのどかな車窓風景を始発「恵那駅」から終点「明智駅」までの全長 25.1km 完全収

録。特典映像では明知鉄道の駅員さんのインタビューと、趣のある明知鉄道の駅舎風景を収録。 

 

 

本格 3D 鉄道紀行 Blu-ray BOX（Blu-ray）  

■価格：15000 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0027-7 

■仕様：DVD 全 60 分収録 

■収録内容：大好評の「本格 3D 鉄道紀行」が満を持して 3 巻入りの BOX セットとなって登場しまし

た！本格的な 3D 鉄道映像を楽しみたい人に最適な豪華ラインナップ！関東、九州などの景色のよいエ

リアを走る人気ローカル路線があなたの目の前に！ 

◎Vol.1 銚子電鉄・大井川鐡道・箱根登山鉄道 

◎Vol.2 平成筑豊鉄道・甘木鉄道・門司港レトロ観光線 

◎Vol.3 ひたちなか海浜鉄道、野岩鉄道、鹿島臨海鉄道 

◎人気 3D 鉄道 B lu-ray の BOX セット！ 

Vol.1 はパナソニック・3D テレビ「ビエラ」のデモ映像として、全国 4000 店舗の家電量販店にて映

像の一部が放映されました。 
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投稿！UFO・UMA パワースポット編 10 連発（ＤＶＤ） 

■価格： 3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-553-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 50 分収録 

■収録内容： ◎高回転ドキュメンタリーホラー投稿作品「いる。」シリーズなどを制作する十影堂エン

ターテイメントが手掛け、大きな反響を呼んでいる投稿作品「UFO・UMA」投稿映像集の第 6 弾！◎

UFO・UMA の投稿映像としてすでに TV 局から問い合わせ多数！フジテレビ「映っちゃったグランプ

リ」などでも放送！！◎この作品は各メディアをはじめ、一般視聴者からも大きな反響を呼んでおり、

新たな投稿系映像のジャンルとして確立！◎今回は、全国各地のパワースポットと呼ばれる場所で撮影

された今までに見たこともない新種・新型の未確認飛行物体、未知生物などを中心に収録！全動画初公

開！◎偶然捉えらえた、UFO の機体までハッキリと映っている衝撃映像を全 10 本完全初収録！！ 

◎誰も見たことのない恐怖に遭遇！全動画初公開の UFO・UMA 映像 10 連発！ 

 

投稿！UFO・UMA 衝撃動画！ 遭遇 10 連発！！（ＤＶＤ） 

■価格： 3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-454-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 52 分収録 

■収録内容： ◎高回転ドキュメンタリーホラー投稿作品「いる。」シリーズなどを制作する十影堂エン

ターテイメントが手掛け、大きな反響を呼んでいる投稿作品「UFO・UMA」投稿映像集の第 5 弾！◎

UFO・UMA の投稿映像としてすでに TV 局から問い合わせ多数！フジテレビ「映っちゃったグランプ

リ」などでも放送！！◎この作品は各メディアをはじめ、一般視聴者からも大きな反響を呼んでおり、

新たな投稿系映像のジャンルとして確立！◎この作品は、本邦初公開となる、今までに見たこともない

新種・新型の未確認飛行物体、未知生物を収録！恐怖と衝撃の連発！◎偶然捉えらえた、UFO の機体

までハッキリと映っている衝撃映像を全 10 本完全初収録！！ 

◎未知なる恐怖に遭遇！ 本邦初公開の UFO・UMA 映像 10 連発！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十影堂エンターテイメント 作品ラインナップ 
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投稿！UFO・UMA 11 連発 衝撃の現場集（ＤＶＤ） 

■価格： 3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-419-0 

■仕様：ＤＶＤ 全 50 分収録 

■収録内容： ◎高回転ドキュメンタリーホラー投稿作品「いる。」シリーズなどを制作する十影堂エン

ターテイメントが手掛け、大きな反響を呼んでいる投稿作品「UFO・UMA」投稿映像集の第 4 弾！ 

◎UFO・UMA の投稿映像としてすでに TV 局から問い合わせ多数！今年に入ってもフジテレビ「映っ

ちゃったグランプリ」でも放送されたばかり！！◎本邦初公開となる、今までに見たこともない新種・

新型の未確認飛行物体、未知生物を収録！恐怖と衝撃の連発！◎各メディアをはじめ、一般視聴者から

も大きな反響を呼んでおり、新たな投稿系映像のジャンルとして確立中！◎偶然捉えらえた、UFO の

機体までハッキリと映っている衝撃映像の連続！！ 

◎今までに誰も見たことのなかった、新しいタイプの「UFO・UMA」！ 

 恐怖と衝撃の映像 11 本を本邦初公開！！ 

 

 

投稿！UFO・UMA～陰謀・謀略編 衝撃映像 11FILE～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-395-7 

■仕様：ＤＶＤ 全 60 分収録 

■収録内容：ドキュメンタリーホラー投稿作品「いる。」シリーズなどを制作する十影堂エンターテイメ

ントが手掛け、大きな反響を呼んでいる投稿作品「UFO・UMA」投稿映像集の第 3 弾！この作品は各

メディアをはじめ、一般視聴者からも大きな反響を呼んでおり、新たな投稿系映像のジャンルとして確

立中！この作品は、本邦初公開となる、今までに見たこともない新種・新型の未確認飛行物体、未知生

物を収録！恐怖と衝撃の連発！さらに今作では、映像が撮影された現場を特定することに成功した 1 本

の映像を現地取材を交えて徹底検証！ スタッフも驚いた「未知」の痕跡を発見！？ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

テレビでは放送されない 裏 UFO・UMA 衝撃動画 20 連発（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-393-3 

■仕様：ＤＶＤ 全 87 分収録  

■収録内容：高評レンタル中の DVD 作品「投稿 UFO・UMA 未知の衝撃映像」シリーズと「流出 UFO

動画 封印された未確認映像」シリーズから反響の大きかった投稿動画 20 本を厳選した「UFO・UMA」

映像の総集編！UFO・UMA の投稿映像としてすでに TV 局でも数多く放送されている。今年に入って

もフジテレビ「映っちゃったグランプリ」でもオンエアされたばかり！！この作品は、日本をはじめ、

世界各地から収集した未確認飛行物体、未知生物が映りこんだ恐怖と衝撃の投稿映像！さらに予期せぬ

流出から明るみに出た個人撮影動画に映った衝撃動画も収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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流出 UFO 動画 2 封印された未確認映像 10 選（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-361-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 52 分収録(本編 42 分、特典 10 分)  

■収録内容：「投稿！UFO・UMA～未知の衝撃映像 10 連発～」シリーズなど、数多くの人気レンタル

作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが送り出すシリーズ第 2 弾！個人間 SNS でやりとりされた

動画や私的に撮られた個人撮影動画…一般には出るはずのない予期せぬ流出から明るみに出た映像を

独自のルートで入手。その映像の中には説明のできない UFO なのか UMA なのか、驚異の物体・不自

然な現象が記録されていた！日本国内にとどまらず、世界各国から収集！！ 初公開・全 10 本の衝撃

映像！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

 

流出 UFO 動画 封印された未確認映像 10 選（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-325-4 

■仕様：ＤＶＤ 全 54 分収録(本編 47 分、特典 7 分)  

■収録内容：「いる。」シリーズなど、数多くのこうかいてん人気レンタル作品を手掛ける十影堂エンタ

ーテイメントが送り出す新シリーズ！人気 DVD コンテンツ「流出心霊」のスタッフが次に収集したの

は、「UFO」が映った衝撃的映像！個人間 SNS でやりとりされた動画や私的に撮られた個人撮影動画

…一般には出るはずのない流出してしまった映像を独自のルートで入手。その映像の中には説明のでき

ない心霊現象とはまた異なる驚異の物体・不自然な現象が記録されていた！予期せぬ流出から明るみに

出た UFO など未確認の物体をとらえた映像を日本国内にとどまらず、世界各国から収集！！初公開・

全 10 本の衝撃映像！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

UFO・UMA2～未知の衝撃映像 10 連発～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-315-5 

■仕様：ＤＶＤ 全 54 分収録(本編 50 分、特典 4 分)  

■収録内容：高回転ドキュメンタリーホラー投稿作品「いる。」「恐すぎる携帯動画」シリーズなどを制

作する十影堂エンターテイメントが新たに手掛け、大きな反響を呼んでいる投稿作品「UFO・UMA」

投稿映像集の第 2 弾！第 1 弾が大きな反響を呼んでおり、新たな投稿系映像のジャンルとして確立中！

この作品は、日本をはじめ、世界各地から収集した未確認飛行物体、未知生物が映りこんだ恐怖と衝撃

の投稿映像！今作が、本邦初公開になる未知の衝撃映像 10 本を収録！UFO・UMA の投稿映像ついに

解禁！  

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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UFO・UMA～未知の衝撃映像 10 連発～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-273-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 52 分収録(本編 48 分、特典 4 分)  

■収録内容：高回転ドキュメンタリーホラー投稿作品「いる。」「恐すぎる携帯動画」シリーズなどを制

作する十影堂エンターテイメントが、次に手掛ける投稿作品は「UFO・UMA」投稿映像集！この作品

は、日本をはじめ、世界各地から収集した未確認飛行物体、未知生物が映りこんだ恐怖と衝撃の投稿映

像！今作が、本邦初公開になる未知の衝撃映像 10 本を収録！UFO・UMA の投稿映像ついに解禁！  

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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流出心霊動画 ～防犯映像編～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-562-3 

■仕様：ＤＶＤ 全 55 分収録 

■収録内容：◎「いる。」シリーズなど、高回転レンタル作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが送

り出すシリーズ第 11 弾！“投稿”された映像ではなく、様々な理由で“流出”してしまった心霊恐怖

映像を独自のルートで入手。◎誰が何のために流したのか…。 個人間 SNS でやりとりされた動画や

私的に撮られた個人撮影動画で、一般には出るはずのない映像がネットや第三者の元へ流出…。その映

像の中にはおぞましき怨霊の姿が映りこんでいた！さらに、中には誰かが意図的にあえて流出させた映

像も存在する…。そんな恐怖動画を人気投稿心霊映像 DVD の制作スタッフが厳選！◎今回は流出映像

の中から防犯カメラで撮影された映像を 10 本収録！ 

◎犯罪を防ぐために設置されたカメラが捉えたモノは、誰も予想できない怪奇

現象だった…。防犯カメラに映った心霊映像 10 連発！！ 

 

 

最恐！！女霊伝説 2018 年秋 超厳選 25 呪（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-564-7 

■仕様：ＤＶＤ 全 111 分収録 

■収録内容：◎テレビ番組でも起用が殺到するほどの数々の人気心霊投稿作品を手がける十影堂エンタ

ーテイメントがこれまでに発売した心霊投稿映像 DVD の中から、恨みや憎しみなどの怨念があまりに

も強すぎたため動画に映り込んだ女性の霊のみを収録したオムニバス作品の第 4 弾！◎十影堂エンタ

ーテイメントの過去作品 150 タイトル 1500 本以上の中から「成仏できず現世を彷徨う最恐女霊」だ

けを 25 本厳選して収録！！◎高回転人気タイトル「いる。」や「恐すぎる監視カメラ」シリーズなど

からも厳選した恐怖映像を収録！ 

◎死してなお生き続ける怨念を捉えた恐怖映像総集編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十影堂エンターテイメント 作品ラインナップ 
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「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.27（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-568-5 

■仕様：ＤＶＤ 全 62 分収録 

■収録内容：◎シリーズ開始から 4 年以上続く人気ロングセラーシリーズ第 27 弾！監督・木場丈がス

タッフとともに全国各地から収集した心霊投稿映像 DVD 作品！◎「いる。」シリーズの映像が、TV 東

京「最恐映像ノンストップ」や TBS「世界の怖い夜」、フジテレビ「映っちゃったグランプリ」など TV

番組での起用が殺到中！◎心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本収録。◎いる。シリーズの歴

代作は大ヒット！高回転中！ 

◎取材班が全国から収集した恐怖映像 13 本！！ 

 

 

真夜中の怪談 2018 年秋 厳選集 33 話+1（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-570-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 193 分収録 

■収録内容：◎怪談師・お笑い・グラビアアイドル・プロレスラー・漫画家など、個性豊かな出演者た

ちが語る、いまだかつて聞いたことのない怪談「真夜中の怪談」シリーズ総集編！◎過去の怪談シリー

ズに収録された怪談は TOKYO MX テレビ「異界のドア」でも放送中！  

◎個性豊かな語り部 10 名＋1 名による最恐実話怪談！！ 

【出演者】ありがとうぁみ／大島てる／飛石連休・藤井ペイジ／ハニートラップ・梅木／モハメドヨネ／ 

小田原ドラゴン／凸ノ高秀／響洋平／潮田ひかる／春野恵／他 1 名 

 

 

 

【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画 2018 年真夏の総集編 24 事例 

（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-557-9 

■仕様：ＤＶＤ 全 131 分収録 

■収録内容：◎人気心霊動画シリーズ「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」シリーズ総集編第 3 弾！

◎この作品の特徴は、今まで世に出されなかったテレビ制作会社のお蔵入り映像を公開していること。 

ロケ中に映り込んだ、いるはずのない人物、メイキング撮影中に紛れ込んだ霊障などを多数収録！◎動

画の中には、スタッフ同士の争いや出演者とのもめごとが収められてしまった映像や番組収録中のアイ

ドルに襲い掛かる心霊現象が映り込んでしまったものも…◎心霊映像のみならず、テレビ界の裏側まで

もが暴露されてしまう恐るべき映像群！ 

◎Vol.10～Vol.13までの4タイトルの中から厳選した24本を一挙収録！！ 
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恐すぎる監視カメラ 2018 年夏の最恐収集 10 編（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-555-5 

■仕様：ＤＶＤ 全 46 分収録 

■収録内容：◎人気高回転の心霊投稿動画「恐すぎる監視カメラ」シリーズ第７弾！！◎防犯カメラ、

監視カメラなど定点カメラに映った心霊映像の初公開映像が 10 本！◎さらに今回は、一度に複数の霊

が映った珍しい心霊映像も公開！◎駐車場の防犯カメラ、心霊スポットに設置された観察用カメラ、街

角に設置された監視カメラなど様々なシチュエーションの監視カメラ・定点カメラ映像が捉えた決定的

霊現象の数々！ 

◎真夏の夜を涼しくする、特に恐い映像だけを集めた監視カメラ映像 

10 連発！！ 

 

 

本当にあったエロ怖い話 2018 年夏 厳選集 全 33 編（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-551-7 

■仕様：ＤＶＤ 全 192 分収録 

■収録内容：◎人気心霊怪談 DVD「百万人の恐い動画～最恐実話怪談～」「真夜中の怪談」シリーズと

並び猥談＋怪談という切り口で人気を博す、ちょっとエロくて、でもゾッとするエロ怖い怪談「本当に

あったエロ怖い話」シリーズの総集編！◎怪談師、女性タレント、お笑い芸人、漫画家、放送作家…な

ど総勢 23 人の個性豊かな面々によるオリジナルのエロ怖い話を収録！それぞれの話し手が体験したり、

取材した本当にあったエロい怖い話を一挙放出！ 

◎総勢 23 人！ 192 分の大ボリューム！ 

【出演者】ありがとうぁみ／BB ゴロー／魔族サドヤマ／アゲイン河村／凸ノ高秀／染谷有香／ 

森本さやか／与座よしあき／大島薫／アマレス太郎／オークス木下／村田らむ／ 

MAO／響洋平／あかつ／真夜中クラシック高橋／レオン八木／あこうテック／ 

みづきあかり／潮田ひかる／住倉カオス／中村至誠 

 

 

いる。 総集編 2018 怖すぎる投稿映像 34 呪（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-549-4 

■仕様：ＤＶＤ 全 155 分収録 

■収録内容：◎シリーズ累計 30 作を誇る人気心霊投稿動画シリーズ「いる。」の総集編第５弾！監督・

木場丈がスタッフとともに全国各地から収集した心霊投稿映像 DVD 作品！◎「いる。」シリーズの映像

が、TV 東京「最恐映像ノンストップ」や TBS「世界の怖い夜」、フジテレビ「映っちゃったグランプ

リ」など TV 番組での起用が殺到中！◎「いる。」シリーズ Vol.21～24 の全 52 本の動画から心霊動

画収集のプロがさらに厳選した恐怖の 34 本収録！◎2018 年夏を代表する投稿ホラーの決定版！！ 

◎真夏の夜を凍りつかせる珠玉の恐怖心霊映像 34 連発！！ 

人気ホラーシリーズ「いる。」待望の総集編第 5 弾！ 
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最恐心霊投稿 Best50 Vol.3 1500 本から厳選した恐怖映像集（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-547-0 

■仕様：ＤＶＤ 全 228 分収録 

■収録内容：◎「いる。 恐すぎる投稿映像 13 本」、「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」、「恐すぎ

る監視カメラ」など十影堂エンターテイメントが今までリリースしてきたおよそ 150 タイトル 1500

本以上の心霊動画の中から歴代スタッフが恐怖した 50 本の恐怖映像を厳選！投稿心霊映像の決定版と

も言うべき人気タイトルの第 3 弾！！◎廃墟、墓場、心霊スポット、監視カメラ、日常の風景、番組撮

影現場など、様々なシチュエーションで撮影された心霊映像を一挙紹介！◎憎悪に満ちた表情がハッキ

リ見える霊、危害を加える霊、現世への未練を捨てきれない女の霊などさまざまな種類の霊障が映った

投稿映像を公開！ 

◎数々のホラーDVD を手がける十影堂エンターテイメントがこれまでに収集

した心霊映像から厳選した戦慄の 50 本！待望のシリーズ第３弾！！ 

心霊投稿 真集 呪いの動画伝説 投稿者不明編 10 本（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-545-6 

■仕様：ＤＶＤ 全 59 分収録 

■収録内容：◎人気心霊投稿作品「いる。」シリーズ、「恐すぎる監視カメラ」シリーズをはじめ、数々

の心霊動画を収集し、世に送り出してきた十影堂エンターテイメントがリリースする「真集 呪いの動

画伝説」シリーズ第 8 弾！◎取材スタッフのもとに寄せられた、投稿者不明の心霊動画を 10 本収録！

◎さらに、投稿された心霊映像の真相を探るべく、取材スタッフが調査を重ね、映像が撮られた現場へ

赴き検証を実施！そこでスタッフが見たものとは…◎襲ってくる霊、ヒトに見えない異形の怨霊、現世

に未練を持つ女の霊などさまざまな霊障を記録した心霊投稿映像など、10 本の恐怖映像を収録！ 

◎悲鳴 悪寒 戦慄… 直視できない真の恐怖がここにある！ 

 

 

真夜中の怪談 真夏の最恐実話 18 編（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-543-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 93 分収録 

■収録内容：◎怪談師・お笑い・グラビアアイドルなど、個性豊かな出演者 7 名が語る、いまだかつて

聞いたことのない怪談！◎過去の怪談シリーズに収録された怪談は TOKYO MX テレビでも放送中！ 

◎今回は、夏の風物詩である怪談のなかでも、真夏の夜を凍りつかせるほど怖い話を収録！ 

◎個性豊かな 7 名による真夏の怪談集 

【出演者】ありがとうぁみ／大島てる／響洋平／太田トラベル／虹孔雀・松尾／夏実／中村至誠  
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流出心霊動画 ～監視映像編～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-541-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 59 分収録 

■収録内容：◎「いる。」シリーズなど、高回転レンタル作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが送

り出すシリーズ第 10 弾！“投稿”された映像ではなく、様々な理由で“流出”してしまった心霊恐怖

映像を独自のルートで入手。◎誰が何のために流したのか…。 個人間 SNS でやりとりされた動画や

私的に撮られた個人撮影動画で、一般には出るはずのない映像がネットや第三者の元へ流出…。その映

像の中にはおぞましき怨霊の姿が映りこんでいた！さらに、中には誰かが意図的にあえて流出させた映

像も存在する…。そんな恐怖動画を人気投稿心霊映像 DVD の制作スタッフが厳選！◎今回はプライバ

シーが保護されている監視カメラで撮影された映像や、対象者を監視しているような映像を収録！ 

◎監視された映像に映り込む霊現象！！ 

意図せず流出した衝撃の心霊映像 10 連発！！ 

 

 

恐すぎる監視カメラ 都心映像流出編 

 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-535-7 

■仕様：ＤＶＤ 本編 49 分 収録 

■収録内容： 

◎人気高回転の心霊投稿動画「恐すぎる監視カメラ」シリーズ第 6 弾！！◎防犯カメラ、監視カメラな

ど定点カメラに映った心霊映像の初公開映像が 10 本！◎さらに今回は、監視カメラ映像の中でも、多

くの人々が集まる都心に設置されている監視カメラに収録された心霊映像を収集。◎サラリーマンが行

きかうオフィス街、交通量の多いスクランブル交差点、若者が集い流行が生まれる繁華街など様々なシ

チュエーションの監視カメラ・定点カメラ映像が捉えた決定的霊現象の数々！ 

群衆の欲望に吸い寄せられるように惹きつけられた怨念… 

人々が集まるところには霊も集う！都心で捉えられた恐怖映像 10 連発！！ 
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【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画 13～テレビ制作会社に隠された心霊映像集～ 

 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-539-5 

■仕様：ＤＶＤ 本編 57 分 収録 

■収録内容： 

◎人気心霊投稿シリーズ「いる。 怖すぎる投稿映像 13 本」を制作する十影堂エンターテイメントが

送りだす「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」シリーズ、ついに第 13 弾！◎テレビ制作会社には様々

な事情でお蔵入りになってしまう映像が数多く存在する。そんな映像の中には説明のできない霊現象が

記録されたことが原因でお蔵入りになったものも少なくない…。この作品の特徴は、今まで世に出され

なかったテレビ制作会社のお蔵入り映像を公開していること。 ロケ中に映り込んだ、いるはずのない人

物、メイキング撮影中に紛れ込んだ霊障などを多数収録！動画の中には、スタッフ同士の争いや出演者

とのもめごとが収められてしまった映像の中に心霊現象が映り込んでしまったものも…◎心霊映像のみ

ならず、テレビ界の裏側までもが暴露されてしまう恐るべき映像群！ 

グラビア撮影現場のオフショットやアイドルのファンクラブ限定公開動画など 

テレビ制作会社に保管されていた禁断の心霊動画を 11 本公開！！ 

 

 

テレビ業界 裏 心霊動画 心霊現場編 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-531-9 

■仕様：ＤＶＤ 本編 54 分 収録 

■収録内容： 

◎高回転人気シリーズ「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」を手掛ける十影堂エンターテイメントが

送り出すシリーズ第 5 弾！◎おそらく世に出してはいけないであろうテレビ制作会社に眠り続けていた

衝撃の動画を 10 本収録！◎霊の出現のみならず、アイドルの裏側やテレビスタッフたちの信じられな

い行動などテレビ業界のドス黒い裏の面も垣間見えてしまう問題作！ 怨念や呪いが具現化するのも納

得の負の環境が…。◎ドキュメンタリー番組用の取材映像の中…ミュージックビデオの片隅…ロケハン

時の資料映像に…様々なシチュエーションに映り込んだ異質の存在。戦慄の瞬間を多数収録！ 

◎カメラが捉えてしまったありえないものの存在さらにテレビでは放送され

ない現場の裏側までもが暴かれる！テレビ業界に眠る恐怖動画 10 選！！ 
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廃墟心霊 ～2018 年上半期投稿 21 本～ 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-533-3 

■仕様：ＤＶＤ 本編 121 分 収録 

■収録内容： 

◎テレビ番組でも放送される人気心霊投稿シリーズ「いる。 怖すぎる投稿映像 13 本」やなど数々の

投稿系ホラーDVD を制作する十影堂エンターテイメントが送りだす、廃墟で撮影された心霊映像のみを

集めた総集編の第 4 弾！◎十影堂エンターテイメントが過去に発売した心霊投稿映像 DVD150 タイト

ル 1500 本以上の中から、廃墟の中で記録された恐怖の心霊現象を厳選し、21 本収録！◎日本全国の

廃墟に巣食う怨念が姿を現した、戦慄動画！地元の人にも恐れられる心霊スポットの廃墟で撮影された

ものも多数収録！ 

◎風化していく廃墟にとどまり続ける怨念… 

 立ち入った者を拒む存在とは！？心霊恐怖映像 21 本！！ 

 

本当にあったエロ怖い話 実話恐怖怪談 愛の呪い恨み編 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-527-2 

■仕様：ＤＶＤ 本編 99 分 収録 

■収録内容： 

◎人気心霊怪談 DVD「百万人の恐い動画～最恐実話怪談～」「真夜中の怪談」シリーズと並び猥談＋怪

談という切り口で人気を博す、ちょっとエロくて、でもゾッとするエロ怖い怪談「本当にあったエロ怖

い話」シリーズ第 5 弾！◎怪談師、女性タレント、お笑い芸人、漫画家、放送作家…など第 4 弾に続き

さらに個性豊かな面々によるオリジナルのエロ怖い話を収録！それぞれの話し手が体験したり、取材し

た本当にあったエロい怖い話を一挙放出！ 

◎好評を博す過去のシリーズを凌ぐエロくて怖い話 90 分超！ 

【出演者】ありがとうぁみ／村田らむ／森本さやか／アゲイン河村／オークス木下／中村至誠 

 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.26 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-529-6 

■仕様：ＤＶＤ 本編 64 分 収録 

■収録内容： 

◎シリーズ開始から 4 年以上続く人気ロングセラーシリーズ第 26 弾！監督・木場丈がスタッフととも

に全国各地から収集した心霊投稿映像 DVD 作品！◎「いる。」シリーズの映像が、TV 東京「最恐映像

ノンストップ」や TBS「世界の怖い夜」、フジテレビ「映っちゃったグランプリ」など TV 番組での起

用が殺到中！◎心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本収録。◎いる。シリーズの歴代作は大ヒ

ット！高回転中！ 

◎全国各地から送られた来た投稿心霊映像の中から取材班が戦慄した動画を

厳選し、13 本収録！！日常風景の中にそれは映っていた！！ 
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【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画 12～テレビ制作会社に隠された心霊映像集～ 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-519-7 

■仕様：ＤＶＤ 本編 61 分 収録 

■収録内容： 

◎人気心霊投稿シリーズ「いる。 怖すぎる投稿映像 13 本」を制作する十影堂エンターテイメントが

送りだす「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」シリーズ、ついに第 12 弾！◎テレビ制作会社には様々

な事情でお蔵入りになってしまう映像が数多く存在する。そんな映像の中には説明のできない霊現象が

記録されたことが原因でお蔵入りになったものも少なくない…。◎この作品の特徴は、今まで世に出さ

れなかったテレビ制作会社のお蔵入り映像を公開していること。 ロケ中に映り込んだ、いるはずのない

人物、メイキング撮影中に紛れ込んだ霊障などを多数収録！◎動画の中には、スタッフ同士の争いや出

演者とのもめごとが収められてしまった映像の中に心霊現象が映り込んでしまったものも…◎心霊映像

のみならず、テレビ界の裏側までもが暴露されてしまう恐るべき映像群！ 

◎撮影現場でアイドルが見せる傍若無人な裏の顔、そこに映った心霊現象との 

 因果関係とは！？オンエアーできずに闇に葬られた禁断の映像 11 本！！ 

 

最恐！！女霊伝説 2018 上半期超厳選 20+5 呪 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-523-4 

■仕様：ＤＶＤ 本編 120 分 収録 

■収録内容：◎テレビ番組でも起用が殺到するほどの数々の人気心霊投稿作品を手がける十影堂エンタ

ーテイメントがこれまでに発売した心霊投稿映像 DVD の中から、恨みや憎しみなどの怨念があまりにも

強すぎたため動画に映り込んだ女性の霊のみを収録したオムニバス作品の第 3 弾！◎十影堂エンターテ

イメントの過去作品 150 タイトル 1500 本以上の中から「成仏できず現世を彷徨う最恐女霊」だけを

20 本厳選、そしてさらに今回はテレビでも放送された 5 本を追加し、合計 25 本を収録！！ 

◎テレビ番組でも取り上げられている「いる。」「呪霊映像」シリーズなどからも厳選した恐怖映像を収

録！ 

◎いつの世も女性の怨念は恐ろしい… 

 憎悪にまみれた女霊が映りこんだ恐怖心霊映像 20 連発！！ 
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流出心霊動画 2018 春 超厳選 33 呪 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-511-1 

■仕様：ＤＶＤ 本編 194 分 収録 

■収録内容：◎「いる。」シリーズなど、人気作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが送り出す人気

シリーズの総集編！ “投稿”された映像ではなく、様々な理由で“流出”してしまった心霊恐怖映像

を厳選して 33 本収録！！◎誰が何のために流したのか…。 個人間 SNS でやりとりされた動画や私的

に撮られた個人撮影動画で、一般には出るはずのない映像がネットや第三者の元へ流出…。その映像の

中にはおぞましき怨霊の姿が映りこんでいた！さらに、中には誰かが意図的にあえて流出させた映像も

存在する…。そんな恐怖動画を人気投稿心霊映像 DVD の制作スタッフが厳選！◎この世ならざる怨霊が

映り込んだ映像だけではなく、意図が不明な禍々しき映像と、入手した心霊映像の真相に迫る現地検証

も収録！ 

◎IT 社会が生み出した恐怖！ネット、メール、SNS などから流出した 

 恐怖の心霊映像を厳選して 33 本収録！！ 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.25 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-517-3 

■仕様：ＤＶＤ 本編 61 分 収録 

■収録内容：◎シリーズ開始から 4 年以上続く人気ロングセラーシリーズ第 25 弾！監督・木場丈がス

タッフとともに全国各地から収集した心霊投稿映像 DVD 作品！◎「いる。」シリーズの映像が、TV 東

京「最恐映像ノンストップ」や TBS「世界の怖い夜」、フジテレビ「映っちゃったグランプリ」など TV

番組での起用が殺到中！◎心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本収録。 

◎カップルのラブラブ動画、旅の記録映像、趣味の廃墟探索動画など 

様々な日常風景の中に映り込んだ恐怖の初出し心霊映像 13 連発！！ 

 

 

恐すぎる監視カメラ いわくつき映像群 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-515-9 

■仕様：ＤＶＤ 本編 50 分 収録 

■収録内容：◎人気心霊投稿動画「恐すぎる監視カメラ」シリーズ第 5 弾！！◎防犯カメラ、監視カメ

ラなど定点カメラに映った心霊映像の初公開映像が 10 本！◎さらに今回は、監視カメラ映像の中でも、

凄惨な事件が起きた場所の近辺に設置された監視カメラに収録された心霊映像、見ると不幸が起こると

噂される怪奇現象を記録した映像などいわくつきの心霊映像を厳選！ 

◎駐車場の防犯カメラ、心霊スポットに設置された観察用カメラ、街角に設置された監視カメラなど様々

なシチュエーションの監視カメラ・定点カメラ映像が捉えた決定的霊現象の数々！ 

◎スタッフも公開を躊躇ったいわくつき心霊動画！ 

 背筋も凍る恐怖映像 10 連発！！ 
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真夜中の怪談 芸能各界の最恐実話 17 編 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-513-5 

■仕様：ＤＶＤ 本編 94 分 収録 

■収録内容：◎芸能・エンタメ業界の様々なジャンルで活躍する個性豊かな出演者 7 名が語る、いまだ

かつて聞いたことのない怪談！◎過去の怪談シリーズに収録された怪談は TOKYO MX テレビでも放送

中！◎今回はお笑い、音楽、プロレス、テレビ関係者、声優、グラビア、文化人が参加し、各業界なら

ではの怖い話を語る！ 

◎個性豊かな語り部 7 名による最恐怪談異種格闘技戦！！ 

 

【出演者】ありがとうぁみ／響洋平／モハメド・ヨネ／優月心菜／潮田ひかる／村田らむ／中村至誠 

 

【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画 11 

～テレビ制作会社に隠された心霊映像集～ 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-509-8 

■仕様：ＤＶＤ 本編 54 分 収録 

■収録内容：◎人気心霊投稿シリーズ「いる。 怖すぎる投稿映像 13 本」を制作する十影堂エンター

テイメントが送りだす「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」シリーズ、ついに第 11 弾！◎テレビ制

作会社には様々な事情でお蔵入りになってしまう映像が数多く存在する。そんな映像の中には説明ので

きない霊現象が記録されたことが原因でお蔵入りになったものも少なくない…。◎この作品の特徴は、

今まで世に出されなかったテレビ制作会社のお蔵入り映像を公開していること。 ロケ中に映り込んだ、

いるはずのない人物、メイキング撮影中に紛れ込んだ霊障などを多数収録！◎動画の中には、スタッフ

同士の争いや出演者とのもめごとが収められてしまった映像の中に心霊現象が映り込んでしまったもの

も…◎心霊映像のみならず、テレビ界の裏側までもが暴露されてしまう恐るべき映像群！ 

◎お蔵入りにはワケがあった…出演者の見せる裏の顔など映像制作現場の 

 闇の部分と心霊現象！決して世に出してはいけない恐怖の映像 11 本！！ 

 

 

最恐心霊投稿 Best50 Vol.2 1500 本から厳選した恐怖映像集 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-505-0 

■仕様：ＤＶＤ 本編 222 分 収録 

■収録内容：◎「いる。 恐すぎる投稿映像 13 本」、「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」、「凶悪霊」

など十影堂エンターテイメントが今までリリースしてきたおよそ 150 タイトル 1500 本以上の心霊動

画の中から反響の大きかった 50 本の恐怖映像を厳選して収録した投稿心霊映像の決定版とも言うべき

人気タイトルの第 2 弾！！◎廃墟、墓場、心霊スポット、監視カメラ、日常の風景など、様々なシチュ

エーションで撮影された心霊映像を一挙紹介！◎襲ってくる霊、ヒトに見えない異形の怨霊、現世に未

練を持つ女の霊などあらゆるタイプの霊障が映った投稿映像を公開！ 

◎1500 本以上の中から厳選した投稿心霊映像ファン必見の 

 恐怖心霊映像 50 連発！待望の第２弾！！ 
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本当にあったエロ怖い話 過激すぎる実話恐怖怪談 2018 年春版 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-507-4 

■仕様：ＤＶＤ 本編 90 分 収録 

■収録内容：◎「本当にあったエロ怖い話」シリーズ第 4 弾！◎怪談師、グラビアアイドル、お笑い芸

人、漫画家、放送作家…など第 3 弾に続きさらに個性豊かな面々によるオリジナルのエロ怖い話を収録！

それぞれの話し手が体験したり、取材した本当にあったエロい怖い話を一挙放出！ 

                                                                                                                                   

◎好評を博す過去のシリーズを凌ぐ怖さ、そしてエロい話、 

 さらにはテレビ業界やアイドル業界などの闇の実話も語られる…。 

【出演者】ありがとうぁみ／凸ノ高秀／潮田ひかる／レオン・八木 

     真夜中クラシック・高橋／中村至誠 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.24 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-493-0 

■仕様：ＤＶＤ 本編 63 分 収録 

■収録内容：◎シリーズ開始から 4 年以上続く人気ロングセラーシリーズ第 24 弾！監督・木場丈がス

タッフとともに全国各地から収集した心霊投稿映像 DVD 作品！◎「いる。」シリーズの映像が、TV 東

京「最恐映像ノンストップ」や TBS「世界の怖い夜」、フジテレビ「映っちゃったグランプリ」など TV

番組での起用が殺到中！◎心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本収録。◎いる。シリーズの歴

代作は大ヒット！高回転中！ 

◎旅行の思い出、友人とのおふざけ動画、家族の記録など 

 様々な日常風景の中に映り込んだ恐怖の心霊映像 13 連発！！ 

 

 

 

心霊投稿 真集 呪いの動画伝説 関東最恐スポット潜入編 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-503-6 

■仕様：ＤＶＤ 本編 89 分 収録 

■収録内容：◎人気心霊投稿作品「いる。」シリーズをはじめ、数々の心霊動画を収集し、世に送り出し

てきた十影堂エンターテイメントがリリースする「真集 呪いの動画伝説」シリーズ第 7 弾！◎襲って

くる霊、ヒトに見えない異形の怨霊、現世に未練を持つ女の霊などあらゆる種類の霊障が映った投稿映

像を公開！さらに今回は、数々の心霊目撃談があり、専門家も危険すぎるスポットと評する関東の某神

社の検証へ向かう！検証へ向かうのは、数々の心霊番組に携わり、心霊事情に精通する心霊放送作家・

中村至誠氏(原口あきまさ元相方)と、実話怪談蒐集家として怪談系イベントやテレビ・映像作品への出演、

クラブ怪談イベントのプロデュース等、アンダーグラウンドな活動を展開する怪談 DJ・響洋平！◎そし

て！ 怪談 DJ・響洋平が訪れた心霊スポットに関連する怪談を現場で語る！！！ 

◎関東最恐と評される、立ち入ってはいけない心霊スポット… 

 数々の説明できない現象とその恐怖がスタッフたちを襲う！！ 
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流出心霊動画 ～放送禁止編～ 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-495-4 

■仕様：ＤＶＤ 本編 51 分 収録 

■収録内容：◎「いる。」シリーズなど、高回転レンタル作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが送

り出すシリーズ第 8 弾！ “投稿”された映像ではなく、様々な理由で“流出”してしまった心霊恐怖映

像を独自のルートで入手。◎誰が何のために流したのか…。 個人間 SNS でやりとりされた動画や私的

に撮られた個人撮影動画で、一般には出るはずのない映像がネットや第三者の元へ流出…。その映像の

中にはおぞましき怨霊の姿が映りこんでいた！さらに、中には誰かが意図的にあえて流出させた映像も

存在する…。そんな恐怖動画を人気投稿心霊映像 DVD の制作スタッフが厳選！◎今回は入手した映像の

中に、テレビ制作会社から流出した放送禁止のお蔵入り衝撃映像も収録！ 

◎ネット、メール、SNS などから流出した映像に忍び込んだ 

 恐怖の心霊映像 10 連発！！ 

 

恐すぎる監視カメラ ネット流出編 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-497-8 

■仕様：ＤＶＤ 本編 49 分 収録 

■収録内容：◎人気高回転の心霊投稿動画「恐すぎる監視カメラ」シリーズ第 4 弾！！◎防犯カメラ、

監視カメラなど定点カメラに映った心霊映像の初公開映像が 10 本！◎さらに今回は、監視カメラ映像

の中でも、ネットに流出したいわくつきの心霊映像を厳選！◎駐車場の防犯カメラ、心霊スポットに設

置された観察用カメラ、街角に設置された監視カメラなど様々なシチュエーションの監視カメラ・定点

カメラ映像が捉えた決定的霊現象の数々！ 

◎監視カメラが捉えた心霊動画がネットに流出！？ 

 衝撃の恐怖映像 10 連発！！ 

 

 

真夜中の怪談～テレビでは言えない話～ 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-487-9 

■仕様：ＤＶＤ 本編 148 分 収録 

■収録内容： 

◎多種多様なジャンルの業界で活躍する個性豊かな出演者 7 名が語る、いまだかつて聞いたことのない

21 話の怪談！◎過去の怪談シリーズに収録された怪談は TOKYO MX テレビでも放送中！◎今回は怪

談師だけでなく、漫画家や DJ、放送作家などが参加し、過激すぎたりエグ過ぎたりとテレビでは放送で

きないような怖い話を語る！ 

◎個性豊かな怪談師 7 名によるテレビでは語れない珠玉の最恐怪談集！ 

【出演者】ありがとうぁみ/藤井ペイジ/響洋平/凸ノ高秀/保志乃弓季/ハニートラップ梅木/中村至誠 
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【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画 10～テレビ制作会社に隠された心霊映像集～ 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-485-5 

■仕様：ＤＶＤ 本編 56 分 収録 

■収録内容： 

◎人気心霊投稿シリーズ「いる。 怖すぎる投稿映像 13 本」を制作する十影堂エンターテイメントが

送りだす「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」シリーズ、ついに第 10 弾！◎この作品の特徴は、今

まで世に出されなかったテレビ制作会社のお蔵入り映像を公開していること。 ロケ中に映り込んだ、い

るはずのない人物、メイキング撮影中に紛れ込んだ霊障などを多数収録！◎動画の中には、スタッフ同

士の争いや出演者とのもめごとが収められてしまった映像の中に心霊現象が映り込んでしまったものも

…◎心霊映像のみならず、テレビ界の裏側までもが暴露されてしまう恐るべき映像群！ 

◎お蔵入りにはワケがあった…出演者の見せる裏の顔など映像制作現場の 

 闇の部分と心霊現象！決して世に出してはいけない恐怖の映像 11 本！！ 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.23 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-478-7 

■仕様：ＤＶＤ 本編 57 分 収録 

■収録内容： 

◎シリーズ開始から 4 年以上続く人気ロングセラーシリーズ第 23 弾！監督・木場丈がスタッフととも

に全国各地から収集した心霊投稿映像 DVD 作品！◎「いる。」シリーズの映像が、TV 東京「最恐映像

ノンストップ」や TBS「世界の怖い夜」、フジテレビ「映っちゃったグランプリ」など TV 番組での起

用が殺到中！◎心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本収録。 

◎スマホ、ホームビデオなど何気なく撮影した 

風景の中に映ってしまった恐怖の心霊映像 13 連発！！ 

 

恐すぎる監視カメラ ～2017 年最恐版～ 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-481-7 

■仕様：ＤＶＤ 本編 49 分 収録 

■収録内容： 

◎今まで総集編としてリリースしてきた人気高回転の心霊投稿動画「恐すぎる監視カメラ」シリーズが

満を持して全作完全初公開で発売決定！！◎収録内容は、これまでのシリーズで好評だった防犯カメラ、

監視カメラなど定点カメラに映った心霊映像の初公開映像が 10 本！◎駐車場の防犯カメラ、心霊スポ

ットに設置された観察用カメラ、街角に設置された監視カメラなど様々なシチュエーションの監視カメ

ラ・定点カメラ映像が捉えた決定的霊現象の数々！ 

◎本来の目的とは違う 想定外の事象を記録した衝撃的な映像の数々！ 
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本当にあったエロ怖い話 芸人たちの実話恐怖怪談 2017 秋版 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-479-4 

■仕様：ＤＶＤ 本編 101 分 収録 

■収録内容： 

◎人気心霊怪談 DVD「百万人の恐い動画～最恐実話怪談～」シリーズをリリースする十影堂エンターテ

イメントが送り出すちょっとエロくて、でもゾッとするエロ怖い怪談第 3 弾！◎今回、エロ怖い話を語

るのは、7 人の芸人たち！！それぞれの話し手が体験したり、取材した本当にあったエロい怖い話を一

挙放出！◎好評を博した第 1 弾、第 2 弾以上に恐く、そしてエロい話、さらには芸人たちの間で話題の

エロ怖話も語られる…。◎過去の「エロ怖い話」は TOKYO MX「異界のドア」でも好評放送中！ 

◎怖い＋エロい 新しい形の恐怖怪談集！！ 

【出演者】ありがとうぁみ 与座よしあき BB ゴロー あこうテック 

                 魔族サドヤマ アマレス太郎 中村至誠 

 

最恐！！ 女霊伝説 2017 秋 恐怖の投稿心霊映像 20 連発 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-473-2 

■仕様：ＤＶＤ 本編 89 分 収録 

■収録内容： 

◎テレビ番組でも起用が殺到するほどの数々の人気心霊投稿作品を手がける十影堂エンターテイメント

がこれまでに発売した心霊投稿映像 DVD の中から、恨みや憎しみなどの怨念があまりにも強すぎたため

動画に映り込んだ女性の霊のみを収録したオムニバス作品の第 2 弾！◎十影堂エンターテイメントの過

去作品 150 タイトル 1500 本以上の中から「成仏できず現世を彷徨う最恐女霊」だけを 20 本厳選！ 

◎テレビ番組でも取り上げられている「いる。」「呪霊映像」シリーズなどからも厳選した恐怖映像を収

録！ 

◎嫉妬 憎悪 怨念…この世に捕らわれたままの 

 最恐女霊が映りこんだ恐怖動画 20 連発！！ 

 

心霊投稿 真集 呪いの動画伝説 ネットから消えた投稿映像集 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-471-8 

■仕様：ＤＶＤ 本編 75 分 収録 

■収録内容： 

◎人気心霊投稿作品「いる。」シリーズをはじめ、数々の心霊動画を収集し、世に送り出してきた十影堂

エンターテイメントがリリースする「真集 呪いの動画伝説」シリーズ第 6 弾！◎今回は監督・橘善州

が長年かけて集めた、かつてインターネットなどで投稿された恐怖動画を収録！今は見ることができな

い封印された映像の収集に成功！◎襲ってくる霊、ヒトに見えない異形の怨霊、現世に未練を持つ女の

霊などあらゆる種類の霊障が映った投稿映像を公開！◎さらに！ 取材班に届けられた一本の動画を、

数々の心霊番組に携わり、心霊事情に精通する心霊放送作家・中村至誠氏(原口あきまさ元相方)が検証す

る！ 

◎ネットから消えた恐怖の心霊投稿映像が蘇る！！ 

 他人ごとではない日常の恐怖がここに… 
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「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.22 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-464-0 

■仕様：ＤＶＤ 本編 71 分 収録 

■収録内容： 

◎シリーズ開始から 4 年以上続く人気ロングセラーシリーズ第 22 弾！ 監督・木場丈がスタッフととも

に全国各地から収集した心霊投稿映像 DVD 作品！◎忌まわしき怨霊たちの映像だけでなく、トイレの花

子さんらしきものが映った映像やテケテケと思しき映像など幅広く収録！◎「いる。」シリーズの映像が、

TV 東京「最恐映像ノンストップ」や TBS「世界の怖い夜」、フジテレビ「映っちゃったグランプリ」な

ど TV 番組での起用が殺到中！◎心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本収録。◎いる。シリー

ズの歴代作は大ヒット！高回転中！ 

◎心霊投稿シリーズの中では常にトップ人気を誇る「いる。」第 22 弾！ 

 

流出心霊動画 ～怪奇現象編～ 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-466-4 

■仕様：ＤＶＤ 本編 74 分 収録 

■収録内容： 

◎「いる。」シリーズなど、高回転レンタル作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが送り出すシリー

ズ第 8 弾！“投稿”された映像ではなく、様々な理由で“流出”してしまった心霊恐怖映像を独自のル

ートで入手。◎誰が何のために流したのか…。 個人間 SNS でやりとりされた動画や私的に撮られた個

人撮影動画で、一般には出るはずのない映像がネットや第三者の元へ流出…。その映像の中にはおぞま

しき怨霊の姿が映りこんでいた！さらに、中には誰かが意図的にあえて流出させた映像も存在する…。

そんな恐怖動画を人気投稿心霊映像 DVD の制作スタッフが厳選！◎今回は入手した流出映像の中から、

心霊映像だけでなく、常識では説明のつかない奇怪な現象を収めた恐怖映像を厳選し、10 本収録！ 

◎1500 本以上の中から厳選した恐怖の心霊映像 50 連発！ 

 

真夜中の怪談 怪談の達人＆水着アイドル編 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-468-8 

■仕様：ＤＶＤ 本編 140 分 収録 

■収録内容： 

◎「百万人の恐い動画」や怪談の新ジャンルとして人気を博す「本当にあったエロ怖い話」を手掛ける

十影堂エンターテイメントが送り出す、「真夜中の怪談シリーズ」第 2 弾！◎怪談師とグラビアアイドル

が怪談を語る！！「真夜中の怪談」シリーズ第 2 弾は、人気怪談師・ありがとうぁみや怪談 DJ・響洋平

などの実力に定評のある怪談師のほかに実際に心霊体験を持つ若手グラビアアイドル 5 名が水着で参

戦！！◎真夜中の怪談シリーズは TOKYO MX『異界のドア』でも採用されるなど、注目されている大

人気コンテンツ！ その最新版がついに発売！ 

【出演者】ありがとうぁみ 響洋平 三井里彩 春野恵 小柳歩 西永彩奈 天野春香 

◎世にも恐ろしい、実話怪談が今語られる！！！ 
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最恐心霊投稿 ベスト 50～1500 本から厳選した恐怖映像集～ 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-458-9 

■仕様：ＤＶＤ 本編 230 分 収録 

■収録内容： 

◎「いる。 恐すぎる投稿映像 13 本」、「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」、「凶悪霊」など十影堂

エンターテイメントが今までリリースしてきたおよそ 150 タイトル 1500 本以上の心霊動画の中から

反響の大きかった 50 本の恐怖映像を厳選して収録！◎廃墟、墓場、心霊スポット、監視カメラ、日常

の風景など、様々なシチュエーションで撮影された心霊映像を一挙紹介！襲ってくる霊、ヒトに見えな

い異形の怨霊、現世に未練を持つ女の霊などあらゆるタイプの霊障が映った投稿映像を公開！ 

◎1500 本以上の中から厳選した恐怖の心霊映像 50 連発！ 

 

恐すぎる携帯動画セレクション 「廃墟」の巻 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-460-2 

■仕様：ＤＶＤ 本編 56 分 収録 

■収録内容： 

◎持っている人なら誰もが撮影者になる可能性がある “携帯電話”で撮影された心霊現象 や恐ろしい

映像だけを集めて人気を博した「恐すぎる携帯動画」シリーズの中から今回は廃墟で遭遇した心霊現象

を厳選し、13 本ピックアップ！！◎心霊投稿 DVD の旗手として、人気レンタル DVD 「いる。」シリ

ーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した恐すぎる投稿動画！◎フ

ジテレビ『映っちゃった映像グランプリ』でも放送された人気シリーズ 9 タイトル 117 本のなかから厳

選した廃墟心霊映像を 13 本収録！ 

◎テレビにも取り上げられた「恐すぎる携帯動画」シリーズ 9 タイトル 

117 本の中から全国各地の廃墟で撮影された心霊映像を木場丈が厳選！ 

驚愕の 13 本を収録！ 

 

 

いる。 総集編 2017 超 怖すぎる投稿映像 34 選 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-452-7 

■仕様：ＤＶＤ 本編 126 分 収録 

■収録内容： 

◎シリーズ開始から 4 年以上続く人気タイトル「いる。～怖すぎる投稿映像 13 本～」の総集編第 4 弾！

監督・木場丈がスタッフとともに全国各地から収集した心霊投稿映像 DVD 作品！◎「いる。」シリーズ

の映像が、TV 東京「最恐映像ノンストップ」や TBS「世界の怖い夜」、フジテレビ「映っちゃったグラ

ンプリ」など TV 番組での起用が殺到中！◎「いる。」シリーズ Vol.16～20 の全 65 本の動画から心霊

動画収集のプロがさらに厳選した恐怖の 34 本収録！ 

◎全国各地から集められた日常に潜む恐怖の心霊投稿映像 34 連発！！ 

 人気ホラーシリーズ「いる。」待望の総集編第 4 弾！ 
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【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画総集編 お蔵入り 33 の闇 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-435-0 

■仕様：ＤＶＤ 本編 166 分 収録 

■収録内容： 

◎人気心霊投稿シリーズ「いる。 怖すぎる投稿映像 13 本」を制作する十影堂エンターテイメントが

送りだす「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」シリーズ総集編！◎この作品の特徴は、今まで世に出

されなかったテレビ制作会社のお蔵入り映像を公開していること。 ロケ中に映り込んだ、いるはずのな

い人物、メイキング撮影中に紛れ込んだ霊障などを多数収録！◎動画の中には、スタッフ同士の争いや

出演者とのもめごとが収められてしまった映像の中に心霊現象が映り込んでしまったものも…◎心霊映

像のみならず、テレビ界の裏側までもが暴露されてしまう恐るべき映像群！ 

◎「使えなかった映像」…その理由は業界の暴露話＆心霊現象だった…！ 

 世に出してはいけない衝撃の３３本！！ 

 

異界のドア 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-450-3 

■仕様：ＤＶＤ 本編 50 分 収録 

■収録内容： 

◎TOKYO MX テレビで 2017 年 4 月から放送の番組、ホラー・不思議総合番組「異界のドア」の DVD

化作品。◎心霊投稿映像、UFO・UMA 投稿映像、心霊現場検証、怪談～などのホラー映像を紹介して

いく番組。十影堂エンターテイメントがリリースする人気心霊 DVD「いる。」シリーズをはじめ、「投稿！

UFO・UMA」シリーズや、「百万人の恐い動画 最恐実話怪談」シリーズなどから選りすぐりの恐怖映

像を収録！◎2 番組分を 1 巻に収録！ 

◎全国各地から集められた日常に潜む恐怖の心霊投稿映像をはじめ 

 怪談や心霊検証などホラー・不思議系映像を厳選して収録！ 

 

 

 

本当にあったエロ怖い話 戦慄の実話恐怖怪談  2017 夏版 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-448-0 

■仕様：ＤＶＤ 本編 117 分 収録 

■収録内容： 

◎人気心霊怪談 DVD「百万人の恐い動画～最恐実話怪談～」シリーズをリリースする十影堂エンターテ

イメントが送り出すのはちょっとエロくて、でもゾッとするエロ怖い怪談第 2 弾！◎怪談師、グラビア

アイドル、お笑い芸人、放送作家…など第 1 弾に続きさらに個性豊かな面々によるオリジナルのエロ怖

い話を収録！それぞれの話し手が体験したり、取材した本当にあったエロい怖い話を一挙放出！◎好評

を博した第 1 弾以上に恐く、そしてエロい話、さらにはテレビ業界やアイドル業界などの闇の実話も語

られる…。 

【出演者】ありがとうぁみ、あかつ、大島薫、住倉カオス、中村至誠、響洋平、MAO 

◎怖い＋エロい 新しい形の恐怖怪談集！！ 
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廃墟心霊 ～本当に出るヤバい場所 投稿 20 本～ 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-433-6 

■仕様：ＤＶＤ 本編 92 分 収録 

■収録内容： 

◎テレビ番組でも放送される人気心霊投稿シリーズ「いる。 怖すぎる投稿映像 13 本」やなど数々の

投稿系ホラーDVD を制作する十影堂エンターテイメントが送りだす、廃墟で撮影された心霊映像のみを

集めた総集編！◎十影堂エンターテイメントが過去に発売した心霊投稿映像 DVD150 タイトル 1500

本以上の中から、廃墟の中で記録された恐怖の心霊現象を厳選し、20 本収録！◎日本全国の廃墟に巣食

う怨念が姿を現した、戦慄動画！強力な心霊スポットとして有名な某廃墟で撮影されたものも多数収

録！ 

◎決して立ち入ってはいけない…あの世とこの世がつながる場所 

廃墟に現れた怨霊たちを捉えた恐怖映像 20 本！！ 

 

本当に映った！ 恐怖のドライブ投稿動画 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-437-4 

■仕様：ＤＶＤ 本編 82 分 収録 

■収録内容： 

◎レンタルで高回転の心霊投稿動画「いる。」「恐すぎるテレビ心霊動画」シリーズなどを手掛ける十影

堂エンターテイメントが送り出す心霊投稿映像の総集編！◎十影堂エンターテイメントが過去にリリー

スした DVD150 タイトル 1500 本以上の心霊投稿映像の中から運転トラブル、ドライブレコーダー、

車の周辺で映った数々の怨霊たちを 20 本厳選して収録！◎「いる。」「恐すぎるテレビ心霊動画」「呪霊

映像」など、様々な人気心霊投稿 DVD からドライブレコーダー、事故現場、監視カメラ、駐車場など車

にまつわる心霊投稿映像の厳選集！ 

◎ドライブレコーダー、事故現場、監視カメラ、駐車場、運転中… 

ドライブシーンに現れた負の怨念を記録した衝撃の心霊映像集 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.21 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-431-2 

■仕様：ＤＶＤ 本編 55 分 特典 3 分 収録  

■収録内容： 

◎シリーズ開始から 4 年以上続く人気ロングセラーシリーズ第 21 弾！監督・木場丈がスタッフととも

に全国各地から収集した心霊投稿映像 DVD 作品！◎「いる。」シリーズの映像が、TV 東京「最恐映像

ノンストップ」や TBS「世界の怖い夜」、フジテレビ「映っちゃったグランプリ」など TV 番組での起

用が殺到中！◎心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本収録。◎いる。シリーズの歴代作は大ヒ

ット！高回転中！ 

◎リリースされると常に上位にランクインする 

 人気心霊投稿シリーズ「いる。」の第 21 弾！！ 
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真夜中の怪談～最恐実話 17 編～ 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-423-7 

■仕様：ＤＶＤ 本編 100 分 特典 8 分 収録  

■収録内容： 

◎怪談界で特に注目を集める、様々な個性豊かな怪談師 7 名が語る、いまだかつて聞いたことのない怪

談！◎過去の怪談シリーズに収録された怪談は 2017 年 4 月より TOKYO MX テレビでも放送予定！  

◎今回は定番の怪談師だけでなく、女優や漫画家、占い師なども参加！ 

◎個性豊かな怪談師 7 名による史上最恐怪談集！！ 

 

凶悪霊セレクション 〝日常の闇″の巻 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-425-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 65 分収録  

■収録内容： 

◎人気心霊シリーズを送りだす十影堂エンターテイメントが、今までにリリースした「凶悪霊」・「超凶

悪霊」シリーズに収録された全 195 本の投稿心霊映像の中から厳選した 13 本を収録した総集編！！◎

霊がただ映っているだけではなく、撮影者や現場にいた者に危害を加えようとするかのような“凶悪”

な霊ばかりを収録した「凶悪霊」シリーズから、今回は何気ない日常風景に映り込んだ心霊現象を厳選

し、13 本ピックアップ！！◎身近にいる本当に凶悪な霊が現れる！◎心霊投稿動画にはほとんど無い霊

体のためか、TBS「世界の怖い夜！」や TV 東京「超常！たまげたスクープ」でもとりあげらた人気作

「凶悪霊」シリーズから厳選！ 

◎全 195 本の投稿心霊映像の中から厳選した 13 本！！ 

 日常に潜む凶悪な霊を超厳選！！ 

 

         テレビ業界 裏 心霊動画 2017 放送禁止 33 本 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-429-9 

■仕様：ＤＶＤ 全 166 分収録  

■収録内容： 

◎高回転人気シリーズ「テレビ業界 裏 心霊動画」の総集編！◎これまでにリリースしてきたシリー

ズ 4 作の中から選りすぐりの衝撃動画を 33 本収録！！◎霊の出現のみならず、アイドルの裏側やテレ

ビスタッフたちの信じられない行動などテレビ業界のドス黒い裏の面も垣間見えてしまう問題作！ 怨

念や呪いが具現化するのも納得の負の環境が…。◎ドキュメンタリー番組用の取材映像の中…ミュージ

ックビデオの片隅…ロケハン時の資料映像に…様々なシチュエーションに映り込んだ異質の存在。戦慄

の瞬間を多数収録！ 

◎表に出ることのなかったテレビ業界の裏側に隠された恐怖の衝撃映像集！ 

 心霊現象・ハプニング・業界の裏事情・混乱… 

 いままで公開できなかったワケあり映像を 33 本収録！ 
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【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画 9 

～テレビ制作会社に隠された心霊映像集～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-415-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 47 分収録  

■収録内容： 

◎人気心霊投稿シリーズ「いる。 怖すぎる投稿映像 13 本」を制作する十影堂エンターテイメントが

送りだす「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」シリーズ第 9 弾！◎この作品の特徴は、今まで世に出

されなかったテレビ制作会社のお蔵入り映像を公開していること。 ロケ中に映り込んだ、いるはずのな

い人物、メイキング撮影中に紛れ込んだ霊障などを多数収録！◎動画の中には、スタッフ同士の争いや

出演者とのもめごとが収められてしまった映像の中に心霊現象が映り込んでしまったものも… 

◎心霊映像のみならず、テレビ界の裏側までもが暴露されてしまう恐るべき映像群！ 

◎映像制作現場の裏側で記録された暴露話＆心霊現象！ 

 決して世に出してはいけない衝撃の 11 本！！ 

 

         恐すぎる監視カメラ ～2017 版 心霊動画 20～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-417-6 

■仕様：ＤＶＤ 全 85 分収録  

■収録内容：◎レンタルで高回転の心霊投稿動画「いる。」「恐すぎるテレビ心霊動画」シリーズなどを

手掛ける十影堂エンターテイメントが送り出す心霊投稿映像の総集編！◎十影堂エンターテイメントが

過去にリリースした DVD150 タイトル 1500 本以上の心霊投稿映像の中から防犯カメラ、監視カメラ

など定点カメラに映った心霊映像を 20 本厳選して収録！◎カメラが捉えた決定的霊現象の数々！ 

◎「いる。」「恐すぎるテレビ心霊動画」「テレビ業界裏心霊動画」など、様々な人気心霊投稿 DVD から

の最新厳選集！ 

◎人知れず死角で蠢く怨霊たちの姿をとらえた 

 決定的瞬間の数々！ 

 

凶悪霊 セレクション 「廃墟」の巻 13 連発+1（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-383-4 

■仕様：ＤＶＤ 全 77 分収録  

■収録内容：◎霊がただ映っているだけではなく、撮影者や現場にいた者に危害を加えようとするかの

ような“凶悪”な霊ばかりを収録した「凶悪霊」シリーズから、今回は廃墟で遭遇した心霊現象を厳選

し、13 本ピックアップ！！心霊投稿動画にはほとんど無い霊体のためか、TBS「世界の怖い夜！」や

TV 東京「超常！たまげたスクープ」でもとりあげらた人気作「凶悪霊」シリーズから厳選！さらには…

本作品で初公開する衝撃心霊動画も 1 本収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

 

 

 



 (有)十影堂エンターテイメント 

46 

 

心霊投稿 真集呪いの動画伝説 最恐選 34 連発（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-411-4 

■仕様：ＤＶＤ 全 166 分収録  

■収録内容：人気心霊投稿作品「いる。」シリーズをはじめ、数々の心霊動画を収集し、世に送り出して

きた十影堂エンターテイメントがリリースする「真集 呪いの動画伝説」シリーズの総集編！一つの映

像に複数の霊が映り込んでいるものや撮影者が霊の存在に気付いているものなど、他では見ることので

きない恨みや怒りなどが現れた心霊動画と、気味悪く不思議な現象の起こった動画の現場検証など合計

34本収録！！投稿動画の検証には数々の心霊番組に携わり、芸能界の心霊事情に精通する中村至誠氏(原

口あきまさ元相方)も同行！検証に向かった先で中村氏を襲う恐怖の瞬間とは！？ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

         百万人の恐い動画 最恐実話怪談 厳選集（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-413-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 170 分収録  

■収録内容：人気心霊怪談 DVD「百万人の恐い動画～最恐実話怪談～」シリーズ総集編！今回は、シリ

ーズ最恐の実話怪談を全 27 編の怪談を収録！怪談界では特に注目を集め、様々な個性的な怪談師 11 名

が語る、いまだかつて聞いたことのない怪談！投稿型怪談収集サイトとして注目を浴びている『百万人

の恐い話』案内人であり『恐い動画シリーズ』など数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた“呪霊案内

人”住倉カオス氏が監修。  

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

テレビ業界 裏 心霊動画 地下アイドルの闇編（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-407-7 

■仕様：ＤＶＤ 全 57 分収録  

■収録内容：人気ホラーシリーズ「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」を手掛ける十影堂エンターテ

イメントが送り出すシリーズ第 4 弾！世に出してはいけないであろうテレビ制作会社に眠り続けていた

衝撃の動画を 11 本収録！霊の出現のみならず、テレビ業界のドス黒い裏側も垣間見えてしまう問題作！ 

怨念や呪いが具現化するのも納得の負の環境が…。ドキュメンタリー番組用の取材映像の中…ミュージ

ックビデオの片隅…ロケハン時の資料映像に…様々なシチュエーションに映り込んだ異質の存在。戦慄

の瞬間を多数収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol. 20（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-405-3 

■仕様：ＤＶＤ 全 54 分（本編 51 分／特典 3 分）収録 

■収録内容：シリーズ開始から 4 年以上続く人気ロングセラーシリーズ第 20 弾！監督・木場丈がスタ

ッフとともに全国各地から収集した心霊投稿映像 DVD 作品！「いる。」シリーズの映像が、TV 東京「最

恐映像ノンストップ」や TBS「世界の怖い夜」、フジテレビ「映っちゃったグランプリ」など TV 番組

での起用が殺到中！心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本収録。いる。シリーズの歴代作は大

ヒット中！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

         流出心霊動画 2017 初春版～闇・金編 11 本～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-397-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 61 分収録  

■収録内容：「いる。」シリーズなど、人気レンタル作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが送り出

すシリーズ第 7 弾！“投稿”された映像ではなく、様々な理由で“流出”してしまった心霊恐怖映像を

厳選して収録！まるで霊の存在を裏付けるかのような忌々しい動画の数々を独自のルートで入手。誰が

何のために流したのか…。個人間 SNS でやりとりされた動画や私的に撮られた個人撮影動画で、一般に

は出るはずのない映像がネットや第三者の元へ流出…。その映像の中にはおぞましき怨霊の姿が映りこ

んでいた！今回は入手した流出映像の中から、「闇」や「金」をキーワードに恐怖映像を厳選！さらに、

その中の 1 本を取材班が徹底検証！！ 取材中に恐怖の現象に遭遇する！？ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

投稿動画 心霊まみれ 群れる怨霊たち 20 本（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-401-5 

■仕様：ＤＶＤ 全 93 分収録  

■収録内容：レンタルで高回転の心霊投稿動画「いる。」「恐すぎるテレビ心霊動画」シリーズなどを手

掛ける十影堂エンターテイメントが送り出す心霊投稿映像の総集編！十影堂エンターテイメントが過去

にリリースした DVD120 タイトル 1200 本以上の心霊投稿映像の中から単体ではなく、複数の霊体が

映り込んでいるものだけを厳選して収録！一本の映像の中に複数の霊現象が記録された珍しい恐怖映像

だけを 20 本収録したまさに「心霊まみれ」の投稿映像総集編！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画 8 

～テレビ制作会社に隠された心霊映像集～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-403-9 

■仕様：ＤＶＤ 全 80（本編 78 特典 2）分収録  

■収録内容：人気心霊投稿シリーズ「いる。怖すぎる投稿映像 13 本」を制作する十影堂エンターテイ

メントが送りだす「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」シリーズ第 8 弾！この作品の特徴は、今まで

世に出されなかったテレビ制作会社のお蔵入り映像を公開していること。ロケ中に映り込んだ、いるは

ずのない人物、メイキング撮影中に紛れ込んだ霊障などを多数収録！さらに！今作では心霊映像の検証

を実施！スタッフが撮影された現地へ赴きその心霊現象が記録された原因を調査する！人気ホラーシリ

ーズ第 8 弾！決して見てはいけない恐怖動画 11 本 解禁！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

         本当にあったエロ怖い話（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-387-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 112（本編 106 特典 6）分収録  

■収録内容：人気心霊怪談 DVD「百万人の恐い動画～最恐実話怪談～」シリーズをリリースする十影堂

エンターテイメントが次に送り出すのはちょっとエロくて、でもゾッとするエロ怖い怪談！怪談師、ア

イドル、お笑い芸人、放送作家…など個性豊かな面々7 人によるオリジナルのエロ怖い話を 17 話収録！

それぞれの話し手が体験したり、取材した本当にあったエロい怖い話を一挙放出！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

心霊投稿 真集 呪いの動画伝説 伝染するわら人形編 13 本（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-389-6 

■仕様：ＤＶＤ 全 88（本編 85 特典 3）分収録  

■収録内容：人気心霊投稿作品「いる。」シリーズをはじめ、数々の心霊動画を収集し、世に送り出して

きた十影堂エンターテイメントがリリースする「真集 呪いの動画伝説」シリーズ第 5 弾！一つの映像

に複数の霊が映り込んでいるものや撮影者が霊の存在に気付いているものなど、他では見ることのでき

ない恨みや怒りなどが現れた心霊動画と、その中でもっとも気味悪く不思議な現象の起こった動画の現

場検証など合計 13 本収録！！投稿動画の検証には数々の心霊番組に携わり、芸能界の心霊事情に精通

する中村至誠氏(原口あきまさ元相方)も同行！検証に向かった先で中村氏を襲う恐怖の瞬間とは！？ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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テレビ業界 裏 心霊動画 残酷業界編（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-391-9 

■仕様：ＤＶＤ 全 52 分収録  

■収録内容：人気ホラーシリーズ「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」を手掛ける十影堂エンターテ

イメントが新たに送り出す第 3 弾！おそらく世に出してはいけないであろうテレビ制作会社に眠り続け

ていた衝撃の動画を 11 本収録！霊の出現のみならず、テレビ業界のドス黒い裏側も垣間見えてしまう

問題作！ 怨念や呪いが具現化するのも納得の負の環境が…。ドキュメンタリー番組用の取材映像の中

…ミュージックビデオの片隅…ロケハン時の資料映像に…様々なシチュエーションに映り込んだ異質の

存在。戦慄の瞬間を多数収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol. 19（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-385-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 56 分（本編 53 分／特典 3 分）収録 

■収録内容：シリーズ開始から 3 年以上続く人気ロングセラーシリーズ第 19 弾！監督・木場丈がスタ

ッフとともに全国各地から収集した心霊投稿映像 DVD 作品！「いる。」シリーズの映像が、TV 東京「最

恐映像ノンストップ」や TBS「世界の怖い夜」、フジテレビ「映っちゃったグランプリ」など TV 番組

での起用が殺到中！心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本収録。さらに今作では新たな展開が

スタート！スタッフによる投稿された心霊映像の現場検証を収録。衝撃の展開が待ち受けている！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

本当に映った 投稿衝撃動画 怨霊 and 未知映像編（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-379-7 

■仕様：ＤＶＤ 全 70（本編 68 特典 2）分収録  

■収録内容：人気心霊投稿シリーズ「いる。怖すぎる投稿映像 13 本」を制作する十影堂エンターテイ

メントが送りだす新シリーズ！この作品の特徴は、心霊動画を中心に UFO（未確認飛行物体）・UMA（未

確認生物）などカメラが捉えた衝撃的な映像を収録した投稿動画集。さらに！そんな衝撃動画の真相を

解明するべく、元ジャニーズ Jr.という異色の経歴を持つ制作スタッフ・内田清輝が心霊調査チームを結

成し、投稿映像の検証を実施！現地に訪れた彼らを襲う衝撃的な展開とは！？謎と恐怖に満ちた衝撃の

投稿映像解禁！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画 7 

～テレビ制作会社に隠された心霊映像集～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-377-3 

■仕様：ＤＶＤ 全 64（本編 62 特典 2）分収録  

■収録内容：人気心霊投稿シリーズ「いる。怖すぎる投稿映像 13 本」を制作する十影堂エンターテイ

メントが送りだす「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」シリーズ第 7 弾！この作品の特徴は、今まで

世に出されなかったテレビ制作会社のお蔵入り映像を公開していること。ロケ中に映り込んだ、いるは

ずのない人物、メイキング撮影中に紛れ込んだ霊障などを多数収録！さらに！今作では心霊映像の検証

を実施！スタッフが撮影された現地へ赴きその心霊現象が記録された原因を調査する！高回転人気シリ

ーズ第 7 弾！決して見てはいけない恐怖動画 11 本 解禁！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

行ってはいけない 廃墟編（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-381-0 

■仕様：ＤＶＤ 全 98 分収録  

■収録内容：人気心霊投稿シリーズ「いる。 怖すぎる投稿映像 13 本」や「【放送禁止】恐すぎるテレ

ビ心霊動画」を制作する十影堂エンターテイメントが送りだす新シリーズ！十影堂エンターテイメント

が過去に発売した心霊投稿映像 DVD100 タイトル 1000 本以上の中から、廃墟の中で記録された恐怖

の心霊現象を厳選し、20 本収録！日本全国の廃墟に巣食う怨念が姿を現した、戦慄動画！強力な心霊ス

ポットとして有名な某廃墟で撮影されたものも多数収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

凶悪霊 セレクション 「監視カメラ」の巻 13 連発+1（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-383-4 

■仕様：ＤＶＤ 全 63 分収録  

■収録内容：◎霊がただ映っているだけではなく、撮影者や現場にいた者に危害を加えようとするかの

ような“凶悪”な霊ばかりを収録した「凶悪霊」シリーズから、今回は監視カメラに映った心霊現象を

厳選し、13 本ピックアップ！！心霊投稿動画にはほとんど無い霊体のためか、TBS「世界の怖い夜！」

や TV 東京「超常！たまげたスクープ」でもとりあげらた人気作「凶悪霊」シリーズから厳選！さらに

は…本作品で初公開する衝撃心霊動画も 1 本収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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心霊投稿 真集 呪いの動画伝説 怨念強出編 13 本（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-373-5 

■仕様：ＤＶＤ 全 86（本編 82 特典 4）分収録  

■収録内容：人気心霊投稿作品「いる。」シリーズをはじめ、数々の心霊動画を収集し、世に送り出して

きた十影堂エンターテイメントがリリースする「真集 呪いの動画伝説」シリーズ第 4 弾！数あるコン

テンツの中から、スタッフが選び抜いた怨みや妬みなど霊の呪いがより強く映し出された投稿動画を収

集！複数の霊や撮影者が霊の存在に気付いているなど、他では見ることのできない恨みや怒りなどが現

れた心霊動画と、その中でもっとも気味悪く、不思議な現象の起こった動画 2 本の現場検証など合計 13

本収録！！2 本の検証には数々の心霊番組に携わり、芸能界の心霊事情に精通する中村至誠氏(原口あき

まさ元相方)も同行！検証に向かった先でスタッフおよび中村氏を衝撃の事態が襲う！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

流出心霊動画 2016 秋版～邪悪・狂気編 11 本～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-371-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 66（本編 64 特典 2）分収録  

■収録内容：「いる。」シリーズなど、人気レンタル作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが送り出

すシリーズ第 6 弾！“投稿”された映像ではなく、様々な理由で“流出”してしまった心霊恐怖映像を

独自のルートで入手。誰が何のために流したのか…。 個人間 SNS でやりとりされた動画や私的に撮ら

れた個人撮影動画で、一般には出るはずのない映像がネットや第三者の元へ流出…。その映像の中には

おぞましき怨霊の姿が映りこんでいた！さらに、この世ならざる怨霊が映り込んだ映像だけではなく、

意図が不明な禍々しき映像も収録！今回は特典映像に収録される検証映像に力を入れた意欲作！監督の

内田清輝が霊の正体に迫る！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol. 18（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-365-0 

■仕様：ＤＶＤ 全 53 分（本編 50 分／特典 3 分）収録 

■収録内容：シリーズ開始から 3 年以上続く人気ロングセラーシリーズ第 18 弾！監督・木場丈がスタ

ッフとともに全国各地から収集した心霊投稿映像 DVD 作品！「いる。」シリーズの映像が、TV 東京「最

恐映像ノンストップ」やテレビ朝日「ビートたけしの禁断のスクープ大暴露!!超常現象㊙X ファイル」フ

ジテレビ「映っちゃったグランプリ」など TV 番組での起用が殺到中！心霊動画収集のプロ集団が選ぶ

恐怖映像 13 本収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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テレビ業界 裏 心霊動画 放送できない闇編（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-363-6 

■仕様：ＤＶＤ 全 51 分収録  

■収録内容：人気ホラーシリーズ「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」を手掛ける十影堂エンターテ

イメントが新たに送り出す第 2 弾！訳あって一度も世に出されることなくテレビ制作会社に眠り続けて

いた衝撃の動画を 10 本収録！霊の出現のみならず、テレビ業界のドス黒い裏側も垣間見えてしまう問

題作！ 怨念や呪いが具現化するのも納得の負の環境が…。ドキュメンタリー番組用の取材映像の中…

ミュージックビデオの片隅…ロケハン時の資料映像に…様々なシチュエーションに映り込んだ異質の存

在。戦慄の瞬間を多数収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

死霊映像 禁断の場所編（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-339-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 73 分収録 

■収録内容：「いる。」、「恐すぎるテレビ心霊」シリーズなど、高回転レンタルかつ、テレビ番組でも多

数起用される心霊映像を収集する作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが送り出す投稿心霊「死霊

映像」のシリーズ第 2 弾！！人気投稿心霊シリーズのスタッフが総力を結集して新たに収集した、どこ

のメディアにも出ていない初出し心霊映像集！！この作品のコンセプトは、今まで数々の投稿心霊系

DVD を輩出してきた十影堂エンターテイメントのスタッフが、全国から寄せられた投稿心霊映像の中

から、本当に恐ろしい呪われた心霊動画を厳選！さらに今回は、入ると呪われるとされる禁断の場所に

スタッフが潜入！一体どんな霊がいるのか検証します！投稿者が手元に置きたがらなかった恐怖の心

霊動画を 11 本収録！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

呪霊映像 DX 放送できない投稿動画（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-355-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 79 分収録 

■収録内容：人気心霊投稿映像「呪霊映像」の新シリーズ！投稿型怪談収集サイトとして注目を浴びて

いる『百万人の恐い話』案内人で『恐い動画シリーズ』など数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた

“呪霊案内人”住倉カオスが出演！今回は、編集部に投稿されてきた恐怖の心霊映像を多数収録！さら

に“呪霊案内人”住倉カオスが心霊現象が報告される現場に実際に赴き、隠された謎を究明する！人気

シリーズ「呪霊映像」新展開！住倉氏独自の現場検証で心霊現象の謎に迫る！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画 6  

～テレビ制作会社に隠された心霊映像集～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-359-9 

■仕様：ＤＶＤ 全 63 分収録（本編 61 分、特典 2 分） 

■収録内容：人気心霊投稿シリーズ「恐すぎる携帯動画」を制作する十影堂エンターテイメントが送り

だすシリーズ。「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」第 6 弾！この作品の特徴は、今まで世に出され

なかったテレビ制作会社のお蔵入り映像を公開していること。 ロケ中に映り込んだ、いるはずのない

人物、メイキング撮影中に紛れ込んだ霊障などを多数収録！さらに！ 動画の中には、スタッフ同士の

争いや出演者とのもめごとが収められてしまった映像の中に心霊現象が映り込んでしまったものも… 

映像のプロが恐怖した、戦慄の心霊動画…テレビ制作会社に眠る衝撃の 11 本！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

「いる。」怖すぎる投稿映像 ～外伝・超検証～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-357-5 

■仕様：ＤＶＤ 全 49 分 

■収録内容：シリーズ開始から 3 年以上（17 作）続く高回転人気ロングセラーシリーズ「いる。 怖す

ぎる投稿映像 13 本」の検証番外編！今回は数々の心霊投稿シリーズを手掛けてきた 監督・木場丈自

らが、スタッフとともに、編集部に届いた投稿心霊映像の謎を徹底調査！現地へ赴いてのインタビュー

取材や現場検証を行い、科学的な見地からも心霊映像の謎に迫る！さらに、過去の 17 作に寄せられた

投稿映像に映り込んだ心霊現象との共通点や因果関係を探る！ついに人気シリーズ「いる。」が今まで

に集めた怨霊動画の謎に迫る！編集部が辿りつく、投稿映像に隠された恐怖の真実とは！？ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

 

最恐！！ 女霊伝説 2016 超厳選 20 呪（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-337-7 

■仕様：ＤＶＤ 全 90 分収録 

■収録内容：テレビ番組でも起用が殺到するほどの数々の人気心霊投稿作品を手がける十影堂エンター

テイメントがこれまでに発売した心霊投稿映像 DVD の中から、恨みや憎しみなどの怨念があまりにも

強すぎたため動画に映り込んだ女性の霊のみを収録したオムニバス作品！十影堂エンターテイメント

の過去作品 100 タイトル 1000 本以上の中から「成仏できず現世を彷徨う最恐女霊」だけを 20 本厳

選！テレビ番組でも取り上げられている「いる。」「恐すぎる携帯動画」シリーズなどからも厳選した恐

怖映像を収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.17（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-341-4 

■仕様：ＤＶＤ 全 53 分（本編 50 分／特典 3 分）収録 

■収録内容：「いる。」シリーズの映像が、TV 東京「最恐映像ノンストップ」やテレビ朝日「ビートたけ

しの禁断のスクープ大暴露!!超常現象㊙X ファイル」など、TV 番組での起用が殺到中！シリーズ開始か

ら 3 年以上続く人気ロングセラーシリーズ第 17 弾！心霊 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「恐

すぎる携帯動画」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した心

霊映像 DVD 作品第 17 弾。いる。シリーズの歴代の総集編は、かつてないほどの大ヒット！心霊動画

収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

流出心霊動画 2016 秋 超厳選 34 呪（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-345-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 156 分収録  

■収録内容：人気レンタルシリーズ「流出心霊動画」シリーズの総集編！“投稿”された映像ではなく、

様々な理由で“流出”してしまった恐怖の心霊動画を今までリリースした作品の中から厳選して一挙 34

本収録！誰が何のために流したのか…。 個人間 SNS でやりとりされた動画や私的に撮られた個人撮影

動画で、一般には出るはずのない映像がネットや第三者の元へ流出…。その映像の中にはおぞましき怨

霊の姿が映りこんでいた！この世ならざる怨霊が映り込んだ映像だけではなく、意図が不明な禍々しき

映像も収録！予期せぬ流出から明るみに出た、恐怖の心霊映像 34 連続！ 怒涛の恐怖がここに！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

テレビ業界 裏 心霊動画（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-347-6 

■仕様：ＤＶＤ 全 51 分収録  

■収録内容：人気ホラーシリーズ「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」を手掛ける十影堂エンターテ

イメントが新たに送り出すシリーズ！人気作、「テレビ心霊動画シリーズ」と同様に、訳あって一度も世

に出されることなくテレビ制作会社に眠り続けていた衝撃の動画を 10 本収録！ドキュメンタリー番組

用の取材映像の中…ミュージックビデオの片隅…ロケハン時の資料映像に…様々なシチュエーションに

映り込んだ異質の存在。戦慄の瞬間を多数収録！テレビ業界の裏で巻き起こった数々のハプニング！そ

の裏で悪霊が蠢いていた…編集部が総力を挙げて収集したテレビ業界に眠る恐怖動画１０選！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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心霊投稿 真集 呪いの動画伝説 3～映ってしまった恐怖動画 13 本～ 

（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-335-3 

■仕様：ＤＶＤ 全 66（本編 63 特典 3）分収録  

■収録内容：人気心霊投稿作品「いる。」シリーズをはじめ、数々の心霊動画を収集し、世に送り出して

きた十影堂エンターテイメントがリリースする「真集 呪いの動画伝説」シリーズ第 3 弾！数あるコン

テンツの中でも、怨みや妬みなど霊の呪いが強く映し出された投稿動画集！複数の霊や撮影者が霊の存

在に気付いているなど、他では見ることのできない恨みや怒りなどが現れた心霊動画を新たに 13 本収

録！かつてない恐怖の瞬間を捉えた心霊投稿！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

恐すぎる携帯動画 総集編 真夏の超厳選 33 本（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-329-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 120 分収録  

■収録内容：心霊投稿 DVD の旗手として、人気レンタル作品「本当の心霊動画『影』」シリーズや、「い

る。」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地からメールや LINE などの投

稿を通じて編集部に送られてきたものなどを収集した恐すぎる投稿動画。この作品の特徴は、持ってい

る人なら誰もが撮影者になる可能性がある“携帯電話”で撮影された心霊現象や恐ろしい映像だけを集

めた投稿動画であること！2016 年にフジテレビ『映っちゃったグランプリ』で取り上げられ、ほかに

も、テレビ朝日『ビートたけしの TV タックル』などでも放送され話題にもなっている、「恐すぎる携帯

動画」 シリーズ衝撃の総集編！撮影者が絶叫をあげるような霊障等を中心に、シリーズ Vol.6～9 まで

の 4 タイトルから厳選した 33 本を収録。一億総カメラマン時代の衝撃動画 33 本！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

怨霊動画列伝 最凶恐怖映像集 33 選 2016 夏版（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-327-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 154 分収録  

■収録内容：今まで数多くの恐怖心霊 DVD をリリースしてきた十影堂エンターテイメントが、満を持し

て世に放つ背筋も凍る最恐心霊動画の総集編！都会から田舎まで日本全国各地で撮影された、心霊現象

を記録した映像や、理解不可能な姿かたちの霊たち、さらには海外で撮影された怨霊映像など幅広い心

霊現象を33本厳選して収録！！十影堂エンターテイメントがこれまでリリースしてきた10タイトルの

中から、本当に気持ちの悪い呪われた心霊映像を多数収録！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画総集編 33 本の恐怖！！（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-331-5 

■仕様：ＤＶＤ 全 166 分収録  

■収録内容：人気シリーズ「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」の総集編！監督は、人気ホラーDVD

『本当の心霊動画「怨」』を手掛ける松本了！この作品の特徴は、今まで世に出されなかったテレビ制作

会社のお蔵入り映像を公開していること。ロケ中に映り込んだ、いるはずのない人物、メイキング撮影

中に紛れ込んだ霊障などを多数収録！人気シリーズの総集編！Vol.1～Vol.5までの5タイトルの中から

厳選した 33 本を一挙収録！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

流出心霊動画 2016 夏版～呪縛・憎悪編 10 本～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-317-9 

■仕様：ＤＶＤ 全 52（本編 47 特典 5）分収録  

■収録内容：「いる。」シリーズなど、高回転レンタル作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが送り

出すシリーズ第 5 弾！“投稿”された映像ではなく、様々な理由で“流出”してしまった心霊恐怖映像

を厳選して収録！まるで霊の存在を裏付けるかのような忌々しい動画の数々を独自のルートで入手。誰

が何のために流したのか…。個人間 SNS でやりとりされた動画や私的に撮られた個人撮影動画で、一般

には出るはずのない映像がネットや第三者の元へ流出…。その映像の中にはおぞましき怨霊の姿が映り

こんでいた！さらに、中には誰かが意図的にあえて流出させた映像も存在する…。そんな恐怖動画を人

気投稿心霊映像 DVD の制作スタッフが収集！この世ならざる怨霊が映り込んだ映像だけではなく、意図

が不明な禍々しき映像も収録！予期せぬ流出から明るみに出た、初出し・全 10 本の恐怖映像！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

超凶悪霊決定版 襲う心霊 戦慄映像三十四集（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-321-6 

■仕様：ＤＶＤ 全 155 分収録)  

■収録内容：今までの心霊投稿映像とは一線を画す血や体液などを垂れ流すおぞましき霊を中心に、人

に害をなす攻撃的な霊体を厳選して収録してきた「超凶悪霊」シリーズ。今回はその中でもとくに目を

覆いたくなるような信じがたい事象を捉えた選りすぐりの動画を一挙 34 本ピックアップ!!心霊投稿動

画にはほとんど無い霊体のためか、TBS「世界の怖い夜！」TV 東京「超常！たまげたスクープ」でも

とりあげらた人気作「凶悪霊」シリーズの続編、「超凶悪霊」シリーズ待望の総集編!!「超凶悪霊」シリ

ーズ Vol.1～5 全 65 本の動画から厳選して 34 本収録!! 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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死霊映像（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-319-3 

■仕様：ＤＶＤ 全 48 分収録 

■収録内容：「いる。」、「恐すぎるテレビ心霊」シリーズなど、高回転レンタルかつ、テレビ番組でも多

数起用される心霊映像を収集する作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが送り出す投稿心霊の新

シリーズ！！人気投稿心霊シリーズのスタッフが総力を結集して収集した、今までに世に出ていない恐

怖の心霊映像集！！この作品の特徴は、日常の娯楽、仕事の記録など、日ごろの生活の中で撮影された

動画であること。カメラはそこに蠢く異質な存在をとらえていた。二度と再生したくなくなる説明ので

きない“恐怖”が映った動画を 10 本収録！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

「いる。」2016 夏版 怖すぎる心霊投稿映像 34 選（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-323-0 

■仕様：ＤＶＤ 全 130 分収録 

■収録内容：毎年 TSUTAYA のホラーレンタルランキング上位に入る人気タイトルの総集編第 3 弾！

「いる。」シリーズ Vol.11～15 全 65 本の動画から厳選して 34 本収録!! 「いる。」シリーズの映像が、

TV 東京「最恐映像ノンストップ」やテレビ朝日「ビートたけしの禁断のスクープ大暴露!!超常現象㊙X

ファイル」、さらに TBS「世界の怖い夜」など TV 番組での起用が殺到中！心霊 DVD の旗手として、

人気レンタル DVD「恐すぎる携帯動画」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに

全国各地から収集した心霊映像 DVD 作品「いる。」シリーズの集大成。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

廃墟心霊 2 ～呪われた投稿映像 20 連発～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-313-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 90 分収録 

■収録内容：「いる。」「恐すぎる携帯動画」シリーズなど数々の心霊投稿作品を手がける十影堂エンター

テイメントが過去に発売した心霊投稿映像 DVD の中から、朽ち果てた廃墟の中で起こる恐怖の心霊現

象を一挙に集めた総集編第 2 弾！廃墟に浮かぶ怨霊の姿に戦慄するだろう！十影堂エンターテイメン

トの過去作品 100 タイトル 1000 本以上の中から「廃墟で撮影された怨霊」だけを 20 本厳選！決し

て訪れていけない…朽ち果てた「廃墟」の映像！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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百万人の恐い動画 ～最恐実話怪談 3～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-295-0 

■仕様：ＤＶＤ 全 157 分収録 

■収録内容：人気心霊怪談 DVD「百万人の恐い動画～最恐実話怪談～」シリーズ第 3 弾！今回は、シリ

ーズ最恐の実話怪談を全 20 編の怪談を収録！怪談界では特に注目を集め、様々な個性的な怪談師 8 名

が語る、いまだかつて聞いたことのない怪談！投稿型怪談収集サイトとして注目を浴びている『百万人

の恐い話』案内人であり『恐い動画シリーズ』など数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた“呪霊案

内人”住倉カオス氏が監修。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

恐すぎる監視カメラ ～心霊動画 20～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-309-4 

■仕様：ＤＶＤ 全 80 分収録 

■収録内容：レンタルで高回転の心霊投稿動画「いる。」「恐すぎるテレビ心霊動画」シリーズなどを手

掛ける十影堂エンターテイメントが送り出す心霊投稿映像の総集編！ 十影堂エンターテイメントが

過去にリリースした DVD「いる。」「恐すぎるテレビ心霊動画」「恐すぎる携帯動画」など 100 タイト

ル 1000 本以上の心霊投稿映像の中から防犯カメラ、監視カメラなど定点カメラに映った心霊映像を

20 本厳選して収録！カメラが捉えた決定的霊現象の数々！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.16（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-303-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 53 分（本編 50 分／特典 3 分）収録 

■収録内容：「いる。」シリーズの映像が、TV 東京「最恐映像ノンストップ」やテレビ朝日「ビートたけ

しの禁断のスクープ大暴露!!超常現象㊙X ファイル」など、TV 番組での起用が殺到中！シリーズ開始か

ら 3 年以上続く人気ロングセラーシリーズ第 16 弾！心霊 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「恐

すぎる携帯動画」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した心

霊映像 DVD 作品第 16 弾。心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画 5～テレビ制作会社に隠された心霊映像

集～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-305-6 

■仕様：ＤＶＤ 全 55 分収録（本編 53 分、特典 2 分） 

■収録内容：人気心霊投稿シリーズ「恐すぎる携帯動画」を制作する十影堂エンターテイメントが送り

だすシリーズ。「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」第 5 弾！ ロケ中に映り込んだ、いるはずのな

い人物、メイキング撮影中に紛れ込んだ霊障など、今まで決して世の中に出てこなかった、出すことを

ためらった制作会社に眠る戦慄のお蔵入り映像 11 選！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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流出心霊動画 2016 春版～怨霊・悪意編 10 本～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-297-4 

■仕様：ＤＶＤ 全 55（本編 49 特典 6）分収録  

■収録内容：「いる。」シリーズなど、高回転レンタル作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが送り

出すシリーズ第 4 弾！ “投稿”された映像ではなく、様々な理由で“流出”してしまった心霊恐怖映

像を厳選して収録！ 今回は、より不気味でトリハダものの恐怖を感じる映像を主に収録！ 誰が何の

ために流したのか…。 個人間 SNS でやりとりされた動画や私的に撮られた個人撮影動画で、一般には

出るはずのない映像がネットや第三者の元へ流出…。その映像の中にはおぞましき怨霊の姿が映りこん

でいた！ さらに、中には誰かが意図的にあえて流出させた映像も存在する…。そんな恐怖動画を人気

投稿心霊映像 DVD の制作スタッフが収集！ この世ならざる怨霊が映り込んだ映像だけではなく、意図

が不明な禍々しき映像も収録！ 予期せぬ流出から明るみに出た、初出し・全 10 本の恐怖映像！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

本当にいる！地縛霊 2 ～呪われた現場の投稿映像集～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-291-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 45（本編 43 分／特典 2 分）分収録 

■収録内容：レンタルで高回転の心霊投稿動画「いる。」「恐すぎる携帯動画」シリーズなどを手掛ける

十影堂エンターテイメントが送り出すシリーズ第 2 弾！ 監督は人気シリーズ「恐すぎるテレビ心霊動

画」を手掛ける松本了。ある固有の土地に留まり続ける怨霊…「地縛霊」。忌まわしき事件・事故があ

った場所、怨霊の通り道などに留まり続け、カメラに映りこんだ怨霊の姿を収録！ 厳選した 10 本の

動画を公開！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

群霊 ～群れる怨霊・心霊投稿 20 本～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-301-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 96 分収録 

■収録内容：レンタルで高回転の心霊投稿動画「いる。」「恐すぎるテレビ心霊動画」シリーズなどを手

掛ける十影堂エンターテイメントが送り出す心霊投稿映像の総集編！ 十影堂エンターテイメントが

過去にリリースした DVD100 タイトル 1000 本以上の心霊投稿映像の中から単体ではなく、複数の

霊体が映り込んでいるものだけを厳選して収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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異形心霊 ～ 解禁された 10 本の怨霊投稿映像～ 怨念編（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-299-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 50 分収録  

■収録内容：「いる。」「超凶悪霊」シリーズなど、高回転レンタル作品を手掛ける十影堂エンターテイメ

ントが送り出すシリーズ第 3 弾！ ただの霊じゃない…見るからにおぞましい“異形”の霊だけを収

録！ このシリーズは、投稿されてきた心霊映像の中から、今までの霊とは一線を画す、不可解な形を

した霊をだけを収録！ 人の形を留めていないその禍々しき異形の姿は、生前の怨念に由来しているの

か…！？ モンスターなのか…、崩れゆく人の怨念の姿なのか…心霊専門スタッフも今までに見たこと

がない怨霊の中から厳選した 10 本を収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

心霊投稿 真集 呪いの動画伝説～映ってしまった恐怖動画 13 本～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード： 45713-7007-285-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 52 分収録 

■収録内容：人気心霊投稿作品「いる。」シリーズをはじめ、数々の心霊動画を収集し、世に送り出して

きた十影堂エンターテイメントが、新たな心霊投稿作品をリリース！この作品は、「隣霊映像」「超凶悪

霊」などの人気シリーズを手掛ける後藤正行が、新たに収集した心霊映像を 13 本収録！特徴は 1 本の

動画に複数の霊が映り込んでいる貴重な投稿映像を中心に多数収録していること！ 

次々と現れる霊に思わず息を呑んでしまう伝説の恐怖映像！ついに公開！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

恐すぎる携帯動画 9 絶叫投稿 13 連発 ～新章～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード： 45713-7007-279-0 

■仕様：ＤＶＤ 全 52 分収録 

■収録内容：心霊投稿 DVD の旗手として、人気レンタル DVD 「いる。」シリーズなどを手掛ける監督・

木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した恐すぎる投稿動画！ テレビ朝日『ビートたけしの

TV タックル』でも取り上げられ話題にもなっている 「恐すぎる携帯動画」シリーズ第 9 弾！この作

品の特徴は、持っている人なら誰もが撮影者になる可能性がある“携帯電話”で撮影された心霊現象や

恐ろしい映像だけを集めていること！撮影者が絶叫をあげるような霊障等を中心に厳選した 13 本を収

録。全国一億総カメラマン時代に必然的に撮影されたおぞましき映像の数々！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.15（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-283-7 

■仕様：ＤＶＤ 全 55 分（本編 52 分／特典 3 分）収録 

■収録内容：「いる。」シリーズの映像が、TV 東京「最恐映像ノンストップ」やテレビ朝日「ビートたけ

しの禁断のスクープ大暴露!!超常現象㊙X ファイル」など、TV 番組での起用が殺到中！シリーズ開始か

ら 3 年以上続く人気ロングセラーシリーズ第 15 弾！心霊 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「恐

すぎる携帯動画」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した心

霊映像 DVD 作品第 15 弾。心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本収録。  

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画 4～テレビ制作会社に隠された心霊映像

集～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-281-3 

■仕様：ＤＶＤ 全 57 分収録（本編 55 分、特典 2 分） 

■収録内容：人気心霊投稿シリーズ「恐すぎる携帯動画」を制作する十影堂エンターテイメントが送り

だすシリーズ。「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」第 4 弾！ロケ中に映り込んだ、いるはずのない

人物、メイキング撮影中に紛れ込んだ霊障など、今まで決して世の中に出てこなかった、出すことをた

めらった制作会社に眠る戦慄のお蔵入り映像 11 選！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

流出心霊動画～不気味・恐怖～漂流映像 10 本投稿！（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-269-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 47 分収録  

■収録内容：「いる。」シリーズなど、高回転レンタル作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが送り

出すシリーズ第 3 弾！“投稿”された映像ではなく、様々な理由で“流出”してしまった心霊恐怖映像

を厳選して収録！今回は、より不気味でトリハダものの恐怖を感じる映像を主に収録！誰が何のために

流したのか…。 個人間 SNS でやりとりされた動画や私的に撮られた個人撮影動画で、一般には出るは

ずのない映像がネットや第三者の元へ流出…。その映像の中にはおぞましき怨霊の姿が映りこんでい

た！さらに、中には誰かが意図的にあえて流出させた映像も存在する…。そんな恐怖動画を人気投稿心

霊映像 DVD の制作スタッフが収集！この世ならざる怨霊が映り込んだ映像だけではなく、意図が不明な

禍々しき映像も収録！予期せぬ流出から明るみに出た、初出し・全 10 本の恐怖映像！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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超凶悪霊 血ぬられた映像群 投稿 13 連発（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-277-6 

■仕様：ＤＶＤ 全 60 分収録(本編 57 分、特典 3 分)  

■収録内容：今回は血や体液などを垂れ流すおぞましき霊を中心に、人に害をなす攻撃的な霊体を厳選

して収録！撮影者や現場にいた者に襲い掛かってくるかのような、“超”凶悪な霊が映し出される。心

霊投稿動画にはほとんど無い霊体のためか、TBS「世界の怖い夜！」や TV 東京「超常！たまげたスク

ープ」でもとりあげらた人気作「凶悪霊」シリーズの続編、「超凶悪霊」シリーズの第 5 弾!!膨大な量の

心霊投稿映像から前作をさらに上回る凶悪な霊を厳選した 13 本を収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

女呪い 2016 年初旬版～最恐女たちの呪いの投稿映像 20 編～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-275-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 87 分収録  

■収録内容：数々の心霊投稿作品を手がける十影堂エンターテイメントが過去に発売した心霊投稿映像

DVD の中から、現世に未練を残す女性霊の恐怖の姿のみを収録したオムニバス作品第 3 弾！十影堂エ

ンターテイメントの過去作品 70 タイトル 700 本以上の中から「怨念を持った女性の霊」だけを 20

本厳選！テレビ番組でも取り上げられている「いる。」「恐すぎる携帯動画」シリーズなどからも厳選し

た恐怖映像を収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

異形心霊 ～解禁された 10 本の怨霊投稿映像～ 禍編（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-272-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 159 分収録  

■収録内容：「いる。」「超凶悪霊」シリーズなど、高回転レンタル作品を手掛ける十影堂エンターテイメ

ントが送り出すシリーズ第 2 弾！ただの霊じゃない…見るからにおぞましい“異形”の霊だけを収録！

このシリーズは、投稿されてきた心霊映像の中から、今までの霊とは一線を画す、不可解な形をした霊

をだけを収録！人の形を留めていないその禍々しき異形の姿は、生前の怨念に由来しているのか…！？

モンスターなのか…、崩れゆく人の怨念の姿なのか…心霊専門スタッフも今までに見たことがない怨霊

の中から厳選した 10 本を収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

百万人の恐い動画 ～最恐実話怪談 2～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-257-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 159 分収録 

■収録内容：人気心霊怪談 DVD「百万人の恐い動画～最恐実話怪談～」シリーズ第 2 弾！今回は、前作

を上回る最恐の実話怪談を全 20 編の怪談を収録！投稿型怪談収集サイトとして注目を浴びている『百

万人の恐い話』案内人であり『恐い動画シリーズ』など数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた“呪

霊案内人”住倉カオス氏が監修。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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恐すぎる携帯動画 8 絶叫投稿 13 連発 ～新章～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-255-4 

■仕様：ＤＶＤ 全 48 分収録 

■収録内容：心霊投稿 DVD の旗手として、人気レンタル DVD 「いる。」シリーズなどを手掛ける監督・

木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した恐すぎる投稿動画！ テレビ朝日『ビートたけしの

TV タックル』でも取り上げられ話題にもなっている 「恐すぎる携帯動画」シリーズ第 8 弾！撮影者

が絶叫をあげるような霊障等を中心に厳選した 13 本を収録。さらに“携帯電話”で撮影された心霊写

真も収録！全国一億総カメラマン時代に必然的に撮影されたおぞましき映像の数々！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.14（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-261-5 

■仕様：ＤＶＤ 全 57 分（本編 53 分／特典 4 分）収録 

■収録内容：「いる。」シリーズの映像が、TV 東京「最恐映像ノンストップ」やテレビ朝日「ビートたけ

しの禁断のスクープ大暴露!!超常現象㊙X ファイル」など、TV 番組での起用が殺到中！ 2015 年も

各局にて複数オンエアー！心霊 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「恐すぎる携帯動画」シリー

ズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した心霊映像 DVD 作品第 14

弾。心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本収録。  

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画 3～テレビ制作会社に隠された心霊映像

集～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-259-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 56 分収録（本編 54 分、特典 2 分） 

■収録内容：人気心霊投稿シリーズ「恐すぎる携帯動画」を制作する十影堂エンターテイメントが送り

だすシリーズ。「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」第 3 弾！ロケ中に映り込んだ、いるはずのない

人物、メイキング撮影中に紛れ込んだ霊障など、今まで決して世の中に出てこなかった、出すことをた

めらった制作会社に眠る戦慄のお蔵入り映像 11 選！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

流出心霊動画 2～誰も知らない恐怖映像１０本～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-243-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 50 分収録 

■収録内容： 「いる。」シリーズなど、高回転レンタル作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが送

り出すシリーズ第 2 弾！誰が何のために流したのか…。個人間 SNS でやりとりされた動画や私的に撮

られた個人撮影動画で、一般には出るはずのない、不意に撮られてしまったであろう霊たちの映像がネ

ットや第三者の元へ流出…。その中には、誰かが意図的にあえて流出させた映像も存在する…。そんな

恐怖動画を人気投稿心霊映像 DVD の制作スタッフが収集！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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本当にいる！地縛霊 ～呪われた投稿映像集～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-241-7 

■仕様：ＤＶＤ 全 45（本編 43 分／特典 2 分）分収録 

■収録内容：レンタルで高回転の心霊投稿動画「いる。」「恐すぎる携帯動画」シリーズなどを手掛ける

十影堂エンターテイメントが送り出す新シリーズ！監督は「恐すぎるテレビ心霊動画」を手掛ける松本

了。ある固有の土地に留まり続ける怨霊…「地縛霊」。忌まわしき事件・事故があった場所、怨霊の通

り道などに留まり続け、カメラに映りこんだ怨霊の姿を収録！厳選 8 動画 10 霊体を公開！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

廃墟心霊 ～呪われた投稿映像 20 連発～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-247-9 

■仕様：ＤＶＤ 全 89 分収録 

■収録内容：「いる。」「恐すぎる携帯動画」シリーズなど数々の心霊投稿作品を手がける十影堂エンター

テイメントが過去に発売した心霊投稿映像 DVD の中から、廃墟探索中に撮影された怨霊の姿のみを収

録した総集編オムニバス作品！十影堂エンターテイメントの過去作品 70 タイトル 700 本以上の中か

ら「廃墟で撮影された怨霊」だけを 20 本厳選！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

超凶悪霊 呪われた投稿映像 13 連発 Vol.4（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-249-3 

■仕様：ＤＶＤ 全 56（本編 53 分／特典 3 分）分収録 

■収録内容： TBS「世界の怖い夜！」や TV 東京「超常！たまげたスクープ」でもとりあげられた人気

作「凶悪霊」シリーズの続編、「超凶悪霊」シリーズ第 4 弾!! 膨大な量の心霊投稿映像から前作を上回

る凶悪な霊を厳選した 13 本を収録。ただ立っているだけではない…。撮影者や現場にいた者に襲い掛

かってくるかのような、“超”凶悪な霊だけを厳選して収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

 

心霊投稿総集編 呪いの動画伝説２～テレビ番組でも放送された 

心霊動画～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-245-5 

■仕様：ＤＶＤ 全 93 分収録 

■収録内容：世の中には数々の心霊動画があるが、中でもとりわけ恐いものは地上波、地方局、BS・CS

局などでリピート放送されることが多々ある。今回は十影堂エンターテイメントが収集した心霊動画群

の中から各テレビ局の恐怖番組で使用された動画のみをピックアップ！TBS「世界の怖い夜」、テレビ

朝日「ビートたけしの禁断のスクープ大暴露!!超常現象㊙X ファイル」、～など数々のテレビ番組で放送

された動画を抜粋！DVD70 タイトル以上の中から、厳選した 20 本を一挙に公開！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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異形心霊 ～解禁された 10 本の怨霊投稿映像～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-233-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 50 分収録 

■収録内容：このシリーズは、投稿されてきた心霊映像の中から、今までの霊とは一線を画す、不可解

な形をした霊を厳選！人の形を留めていないそのおぞましき異形の姿は、生前の怨念に由来しているの

か…！？モンスターなのか…、崩れゆく人の姿なのか…心霊専門スタッフも今までに見たことがない怨

霊の中から厳選した 10 本を収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

恐すぎる携帯動画 7 絶叫投稿 13 連発 ～新章～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-236-3 

■仕様：ＤＶＤ 全 52 分収録 

■収録内容：心霊投稿 DVD の旗手として、人気レンタル DVD 「いる。」シリーズなどを手掛ける監督・

木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した恐すぎる投稿動画！ TV 東京『超常たまげたスクー

プ』でも取り上げられ話題にもなっている、「恐すぎる携帯動画」シリーズ第 7 弾！今までに携帯電話

では撮られなかった心霊映像を紹介！この作品の特徴は、持っている人なら誰もが撮影者になる可能性

がある“携帯電話”で撮影された心霊現象 や恐ろしい映像だけを集めていること！撮影者が絶叫をあ

げるような霊障等を中心に厳選した 13 本を収録。さらに“携帯電話”で撮影された心霊写真も収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.13（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-231-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 52（本編 49 分／特典 3 分）分収録 

■収録内容：「いる。」シリーズの映像が、TV 東京「最恐映像ノンストップ」やテレビ朝日「ビートたけ

しの禁断のスクープ大暴露!!超常現象㊙X ファイル」など、TV 番組での起用が殺到中！ 2015 年も各

局にて複数オンエアー！心霊 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「恐すぎる携帯動画」シリーズ

などを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した心霊映像 DVD 作品第 13 弾。

日常に潜む非日常（=霊）を、心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本収録。  

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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呪霊映像 放送出来ない投稿動画 7（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-237-0 

■仕様：ＤＶＤ 全 63 分収録 

■収録内容：投稿型怪談収集サイトとして注目を浴びている『百万人の恐い話』案内人で『恐い動画シ

リーズ』など数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた  “呪霊案内人”住倉カオスが監修。                                              

一般視聴者から投稿された数々の心霊動画を厳選し毎回収録！ そこには、テレビ局も放送を自粛する

ほどの怒り、悲しみ、恨みが凝縮された映像が映されていた！  

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

呪霊映像 放送出来ない投稿動画 7 限定付録版（ＤＶＤ） 

■価格：4,000 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-253-0 

■仕様：ＤＶＤ 全 63 分収録 

■収録内容：投稿型怪談収集サイトとして注目を浴びている『百万人の恐い話』案内人で『恐い動画シ

リーズ』など数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた  “呪霊案内人”住倉カオスが監修。                                              

一般視聴者から投稿された数々の心霊動画を厳選し毎回収録！ そこには、テレビ局も放送を自粛する

ほどの怒り、悲しみ、恨みが凝縮された映像が映されていた！  

◎限定版「悪霊退散」ステッカー付き！ 

 

百万人の恐い動画 ～最恐実話怪談～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-229-5 

■仕様：ＤＶＤ 全 157 分収録 

■収録内容：人気心霊 DVD「百万人の恐い動画」シリーズ第 2 弾！今回は、最恐の実話怪談を中心に全

20 編の怪談を収録！怪談界では特に注目を集め、様々な個性的な怪談師 8 名が語る、いまだかつて聞

いたことのない怪談！投稿型怪談収集サイトとして注目を浴びている『百万人の恐い話』案内人で『恐

い動画シリーズ』など数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた“呪霊案内人”住倉カオスが監修。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

超凶悪霊 呪われた投稿映像 13 連発 Vol.3（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-223-3 

■仕様：ＤＶＤ 全 59 分収録（本編 56 分、特典 3 分） 

■収録内容：TBS「世界の怖い夜！」でもとりあげられ、話題となった「凶悪霊」シリーズを超える新

シリーズ「超凶悪霊」第 3 弾!!撮影者や現場にいた者に危害を加えようとするかのような“超凶悪”な

霊だけを厳選して収録。膨大な量の心霊投稿映像から厳選した 13 本を収録 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

  



 (有)十影堂エンターテイメント 

67 

 

 

女呪い 2 ～背筋も凍る心霊投稿 20 編～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-227-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 90 分収録 

■収録内容：「いる。」「恐すぎる携帯動画」など数々の心霊投稿作品を手がける十影堂エンターテイメン

トが過去に発売した心霊投稿映像 DVD の中から、現世に未練を残す女性霊の恐怖の姿のみを収録した

オムニバス作品第 2 弾！十影堂エンターテイメントの過去作品 70 タイトル 700 本以上の中から「怨

念を持った女性の霊」だけを 20 本厳選！TBS「世界の怖い夜！」、TV 東京「最恐映像ノンストップ」、

などでもとりあげられた話題作も収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

海外投稿動画 怨霊 ～ONRYO～2（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-225-7 

■仕様：ＤＶＤ 全 46 分収録（本編 43 分、特典 3 分） 

■収録内容：心霊投稿 DVD の旗手として、人気レンタル DVD 「いる。」シリーズや、「恐すぎる携帯

動画」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が収集した、海外からの心霊動画第 2 弾！この作品の特徴

は、全てアメリカを中心にヨーロッパ・アジアなど、世界各国からの心霊投稿動画を発表・収録してい

ること！日本のレンタル DVD 界ではまず見ることの出来なかった海外を中心にした心霊投稿動画、レ

ア度満点！全 10 本が心霊投稿界を席巻する！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画 2～テレビ制作会社に隠された心霊映像

集～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-221-9 

■仕様：ＤＶＤ 全 60 分収録（本編 58 分、特典 2 分） 

■収録内容：人気心霊投稿シリーズ「恐すぎる携帯動画」を制作する十影堂エンターテイメントが送り

だすシリーズ。「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」第 2 弾！この作品の特徴は、今まで世に出なか

ったテレビ制作会社のお蔵入り映像を公開していること。ロケ中に映り込んだ、いるはずのない人物、

メイキング撮影中に紛れ込んだ霊障などを多数収録！お蔵入りせざるをえなかった忌まわしき映像 11

本を収録！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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流出心霊動画～誰も知らない恐怖映像１０本～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-218-9 

■仕様：ＤＶＤ 全 50 分収録 

■収録内容：「いる。」シリーズなど、高回転レンタル作品を手掛ける十影堂エンターテイメントが送り

出す新シリーズ！“投稿”された映像ではなく、様々な理由で“流出”してしまった心霊恐怖映像を厳

選して収録！誰が何のために流したのか、、、。 個人間 SNS でやりとりされた動画や私的に撮られた個

人撮影動画で、一般には出るはずのない、不意に撮られてしまったであろう霊たちの映像がネットや第

三者の元へ流出…。その中には、誰かが意図的にあえて流出させた映像も存在する…。そんな恐怖動画

を人気投稿心霊映像 DVD の制作スタッフが収集！SNS や個人同士でのメールに添付された動画など

……ネットを彷徨う漂流映像。そこには誰も見たことのない、恐怖の映像の数々が映し出されてい

た！！予期せぬ流出から明るみに出た、初出し・全 10 本の恐怖！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

恐すぎる携帯動画 6 絶叫投稿 13 連発 ～新章～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-210-3 

■仕様：ＤＶＤ 全 50 分収録 

■収録内容：心霊投稿 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「本当の心霊動画『影』」シリーズや、「い

る。」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した恐すぎる投稿

動画。TV 東京『超常たまげたスクープ』でも取り上げられ話題にもなっている、「恐すぎる携帯動画」

シリーズ第 6 弾！5 作目までにはなかった新たな恐怖のカタチを収録！この作品の特徴は、持っている

人なら誰もが撮影者になる可能性がある“携帯電話”で撮影された心霊現象や恐ろしい映像だけを集め

ていること！撮影者が絶叫をあげるような霊障等を中心に厳選した 13 本を収録。さらに“携帯電話”

で撮影された心霊写真も収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

「いる。」2015 年 秋 超厳選 34 呪 300 枚限定付録版（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-219-6 

■仕様：ＤＶＤ 全 139 分収録 

■収録内容：2014 年 TSUTAYA のホラーレンタルランキング 4 位にも入った人気タイトルの総集編

第２弾！「いる。」シリーズの映像が、TV 東京「最恐映像ノンストップ」やテレビ朝日「ビートたけし

の禁断のスクープ大暴露!!超常現象㊙X ファイル」など、TV 番組での起用が殺到中！心霊 DVD の旗手

として、人気レンタル DVD「恐すぎる携帯動画」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフ

とともに全国各地から収集した心霊映像 DVD 作品。「いる。」シリーズ Vol.6～10 全 65 本の動画か

ら厳選して 34 本収録！ 

◎300 枚の限定付録版、「いる。」特製ＩＣカードシール入り！！ 
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「いる。」2015 年 秋 超厳選 34 呪（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-212-7 

■仕様：ＤＶＤ 全 139 分収録 

■収録内容：2014 年 TSUTAYA のホラーレンタルランキング 4 位にも入った人気タイトルの総集編

第２弾！「いる。」シリーズの映像が、TV 東京「最恐映像ノンストップ」やテレビ朝日「ビートたけし

の禁断のスクープ大暴露!!超常現象㊙X ファイル」など、TV 番組での起用が殺到中！心霊 DVD の旗手

として、人気レンタル DVD「恐すぎる携帯動画」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフ

とともに全国各地から収集した心霊映像 DVD 作品。「いる。」シリーズ Vol.6～10 全 65 本の動画か

ら厳選して 34 本収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

呪霊映像 総集編 ２２本の放送出来ない投稿動画（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-214-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 110 分収録 

■収録内容：人投稿型怪談収集サイトとして注目を浴びている『百万人の恐い話』案内人で『恐い動画

シリーズ』など数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた“呪霊案内人”住倉カオスが監修してきた「呪

霊映像」シリーズの総集編！一般視聴者から投稿された数々の心霊動画を厳選し収録！そこには、テレ

ビ局も放送を自粛するほどの怒り、悲しみ、恨みが凝縮された映像が映されていた！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

超凶悪霊 呪われた投稿映像 13 連発 Vol.2（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-202-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 69 分収録（本編 66 分、特典 3 分） 

■収録内容：TBS「世界の怖い夜！」でもとりあげられ、話題となった「凶悪霊」シリーズを超える新

シリーズ「超凶悪霊」第 2 弾!!撮影者や現場にいた者に危害を加えようとするかのような“超凶悪”な

霊だけを厳選して収録。膨大な量の心霊投稿映像から厳選した 13 本を収録 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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隣霊映像 投稿厳選集 出現距離半径 60cm！？ 30 本（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-200-4 

■仕様：ＤＶＤ 全 155 分収録 

■収録内容：驚愕の近距離に現れる霊ばかりを集めた投稿映像集 30 本！ その距離、半径 60cm！？ 

“呪霊案内人”住倉カオス氏（テレビ朝日「関ジャニの仕分け∞」出演）と、“怪奇探偵”小池壮彦氏

（日本テレビ「不可思議探偵団」）が投稿されてきた心霊映像を都市伝説、現実に起こった事件と照ら

し合わせつつ、フィールドワークを行い真実に迫る！うっすらと映る霊ではなく画面内にはっきりと映

る”隣霊”をとらえた恐怖の心霊投稿映像「隣霊映像」シリーズの Vol.1～Vol.5 の中から特に反響の

多かったコンテンツを中心に厳選して 30 本を収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

恐すぎる携帯動画 総集編 -スマホ・ガラケーからの 33 投稿-（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-189-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 130 分収録 

■収録内容：心霊投稿 DVD の旗手として、人気レンタル作品「本当の心霊動画『影』」シリーズや、「い

る。」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地からメールや LINE などの投

稿を通じて編集部に送られてきたものなどを収集した恐すぎる投稿動画。この作品の特徴は、持ってい

る人なら誰もが撮影者になる可能性がある“携帯電話”で撮影された心霊現象や恐ろしい映像だけを集

めた投稿動画集総集編！撮影者が絶叫をあげるような霊障等を中心に、シリーズ 5 本全 65 編から厳選

された 33 本を収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画～テレビ制作会社に隠された心霊映像集

～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-188-5 

■仕様：ＤＶＤ 全 59 分収録（本編 57 分、特典 2 分） 

■収録内容：人気心霊投稿シリーズ「恐すぎる携帯動画」を制作する十影堂エンターテイメントが送り

だす新シリーズ。その名も「【放送禁止】恐すぎるテレビ心霊動画」！この作品の特徴は、今まで世に

出なかったテレビ制作会社のお蔵入り映像を公開していること。ロケ中に映り込んだ、いるはずのない

人物、ニュース映像素材に紛れ込んだ霊障などを多数収録！お蔵入りせざるをえなかった忌まわしき映

像 11 本を収録！！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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呪霊映像 放送出来ない投稿動画 6（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-187-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 53 分収録（本編/特典） 

■収録内容：投稿型怪談収集サイトとして注目を浴びている『百万人の恐い話』案内人で                                            

『恐い動画シリーズ』など数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた “呪霊案内人”住倉カオスが監修。

一般視聴者から投稿された数々の心霊動画を厳選し毎回収録！そこには、テレビ局も放送を自粛するほ

どの怒り、悲しみ、恨みが凝縮された映像が映されていた！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.12（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-186-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 52 分収録（本編 49 分、特典 3 分） 

■収録内容：2014 年 TSUTAYA ホラーレンタルランキング 4 位に入った人気タイトル！かつての「い

る。」シリーズの映像が、TV 東京「最恐映像ノンストップ」やテレビ朝日「ビートたけしの禁断のスク

ープ大暴露!!超常現象㊙X ファイル」など、TV 番組での起用が殺到中！心霊 DVD の旗手として、人気

レンタル DVD「本当の心霊動画『影』」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全

国各地から収集した心霊映像 DVD 作品第 12 弾。日常に潜む非日常（=霊）を、心霊動画収集のプロ集

団が選ぶ恐怖映像 13 本収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

海外投稿動画 怨霊 ～ONRYO～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-185-4 

■仕様：ＤＶＤ 全 44 分収録（本編 41 分、特典 5 分） 

■収録内容：心霊投稿 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「本当の心霊動画『影』」シリーズや、「い

る。」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、ついに海外からの心霊動画の収集に成功！この作品の

特徴は、全てアメリカを中心にヨーロッパ・アジアなど、世界各国からの心霊投稿動画を発表・収録し

ていること！日本のレンタル DVD 界ではまず見ることの出来なかった、海外を中心にした心霊投稿動

画！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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心霊投稿総集編 呪いの動画伝説 2015 年夏版 驚異の 33 連発！（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-175-5 

■仕様：ＤＶＤ 全 150 分収録 

■収録内容：監督を務めるのは、心霊投稿DVDの旗手として、人気レンタルDVD「本当の心霊動画『影』」

シリーズや、「いる。」シリーズなどを手掛ける人気監督・木場丈！数あるコンテンツの中でも、怨み

や妬みなど霊の呪いが強く映し出された投稿動画集！人気心霊投稿 DVD「グロ心霊」第 1 集～第 2

集計 20 本、「ノロイノドウガ」怨編、憑編、うらみ編計 30 本の全 50 本の中から、最恐の投稿動画

33 本を監督・木場丈が厳選！  

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

ガチ心霊 最凶総集編 厳選 33 本（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-176-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 150 分収録 

■収録内容： 心霊映像ブームの火付け役となった「廃病院の少女」を発掘したスタッフと、自らも廃墟・

心霊スポットなどを数多く探索してきた監督が収集した心霊投稿動画「ガチ心霊」シリーズ総集編！

シリーズ第 1 弾～第 8 弾から厳選した 33 本の心霊投稿動画集！一般人が撮影した日常の映像に「ガ

チ」で映った異形のモノたち……。思わず目をそらしたくなるような恐怖映像を一挙に 33 本収録！

TV 東京『最凶映像ノンストップ』でも放送された「キャンプ場」などの人気コンテンツも収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

呪霊映像 放送出来ない投稿動画５（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-172-4 

■仕様：ＤＶＤ 全 58 分収録 

■収録内容：投稿型怪談収集サイトとして注目を浴びている『百万人の恐い話』案内人で                            

『恐い動画シリーズ』など数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた“呪霊案内人”住倉カオスが監修。                                                                                                                

一般視聴者から投稿された数々の心霊動画を厳選し毎回収録！そこには、テレビ局も放送を自粛するほ

どの怒り、悲しみ、恨みが凝縮された映像が映されていた！  

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

   恐すぎる携帯動画 絶叫投稿１３連発５（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-170-0 

■仕様：ＤＶＤ 全 53 分収録 

■収録内容： 心霊投稿 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「本当の心霊動画『影』」シリーズや、

「いる。」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した恐すぎる投

稿動画。この作品の特徴は、持っている人なら誰もが撮影者になる可能性がある“携帯電話”で撮影さ

れた心霊現象や恐ろしい映像だけを集めた投稿動画集第 5 弾！撮影者が絶叫をあげるような霊障等を中

心に厳選した 13 本を収録。さらに“携帯電話”で撮影された心霊写真も収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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   超凶悪霊 呪われた投稿映像 13 連発 Vol.1（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-165-6 

■仕様：ＤＶＤ 全 76 分収録（本編 73 分、特典 3 分） 

■収録内容：TBS「世界の怖い夜！」でもとりあげられ、話題となった「凶悪霊」シリーズを超える新

シリーズ「超凶悪霊」第 1 弾!! 撮影者や現場にいた者に危害を加えようとするかのような“超凶悪”な

霊だけを厳選して収録。膨大な量の心霊投稿映像から厳選した 13 本を収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

   「いる。」～怖すぎる投稿映像１３本～Vol.11（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-166-3 

■仕様：ＤＶＤ 全 53 分収録（本編 50 分、特典 3 分） 

■収録内容：昨年 TSUTAYA ホラーレンタルランキング 4位に入った人気タイトル！かつての「いる。」

シリーズの映像が、TV 東京「最恐映像ノンストップ」やテレビ朝日「ビートたけしの禁断のスクープ大

暴露!!超常現象㊙X ファイル」など、TV 番組での起用が殺到中！心霊 DVD の旗手として、人気レンタル

DVD「本当の心霊動画『影』」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から

収集した心霊映像 DVD 作品第 12 弾。日常に潜む非日常（=霊）を、心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐

怖映像を 13 本収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

隣霊映像 封印された投稿動画集 Vol.5（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-164-9 

■仕様：ＤＶＤ 全 70 分収録（本編 67 分、特典 3 分） 

■収録内容：各メディア(TV 局から問合せ多数)から大反響、人気心霊 DVD 第 5 弾！“呪霊案内人”住

倉カオス氏（テレビ朝日「関ジャニの仕分け∞」出演）が、投稿されてきた心霊映像をもとに、都市伝

説と現実に起こった事件を照らし合わせつつ、真実に迫る！住倉氏が語る、本当にあった恐怖の“怪談”

を収録！うっすらと映る霊ではなく画面内にはっきりと映る“隣霊”をとらえた恐怖の心霊投稿映像を

厳選して収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

ガチ心霊 呪われた投稿動画其ノ八（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-157-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 46 分収録（本編 43 分、特典 3 分） 

■収録内容：心霊映像ブームの火付け役となった「廃病院の少女」を発掘したスタッフが収集した心霊

動画集第 8 弾。一般人が撮影した日常の映像に「ガチ」で映った異形のモノたち……。深夜の道を歩く

カップルが遭遇したこの世ならざるモノ……、若者たちが家飲み中に冗談で撮影した時、シャレになら

ないモノが映り込む……、河原で石切りなどで遊ぶ二人に襲い掛かる悪夢……など……息をのむ「ガチ」

な恐怖を映した心霊動画を 8 本収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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ノロイノドウガ 怖すぎる心霊動画集～うらみ編～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-156-4 

■仕様：ＤＶＤ 全 54 分収録（本編 51 分、特典 3 分） 

■収録内容： 恨み、妬み、悲しみ、憂い…。何気ない日常の影に隠された怨念がカメラに映し出される。

そこで何があったのか、何が起きたのか、撮影者への取材や動画の分析等により霊の意志を浮き彫りする。 

【霊の背景(=呪い)を紐解いてゆく】・・・「ノロイノドウガ」。全国各地から収集した心霊映像から厳選し 

た作品集。今回のうらみ編は、恨みをもった霊が映り込んだ衝撃映像を中心に、カメラに映し出される 

この世ならざる恐ろしいモノ、などを収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

恐すぎる携帯動画 絶叫投稿 13 連発 4（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-155-7 

■仕様：ＤＶＤ 全 54 分収録 

■収録内容： 心霊投稿 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「本当の心霊動画『影』」シリーズや、

「いる。」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した恐すぎる投

稿動画。この作品の特徴は、持っている人なら誰もが撮影者になる可能性がある“携帯電話”で撮影され

た心霊現象や恐ろしい映像だけを集めた投稿動画集第 4 弾。撮影者が絶叫をあげるような霊障等を中 

心に厳選した 13 本を収録。さらに“携帯電話”で撮影された心霊写真も収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

女呪い～恐怖の心霊投稿映像 20 連発～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-158-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 94 分収録 

■収録内容：十影堂エンターテイメントが過去に発売した心霊投稿映像 DVD の中から「怨念を持った女

性の霊」だけを 20 本厳選し、収録したオムニバス作品。TBS「世界の怖い夜！」でもとりあげられた

話題作も収録！現世に未練を残す女性霊の恐怖の姿が次々と現れます。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.10（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-150-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 55 分収録（本編 52 分、特典 3 分） 

■収録内容：心霊 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「本当の心霊動画『影』」シリーズなどを手

掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した心霊映像 DVD 作品第 10 弾。この心霊

収集映像集の特徴は、何気ない日常を映した映像に、いるはずのないモノが、そこに“いる”。その映像

にはまさに霊が“いる”。日常に潜む非日常（=霊）を、心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本。 

◎人気沸騰作品！！「いる。」ついに第 10 弾！  
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凶悪霊 総集編 2 三十四の戦慄映像（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-148-9 

■仕様：ＤＶＤ 全 150 分収録 

■収録内容：いままでの心霊投稿映像と一線を画す、“凶悪”な霊ばかりを集め、TBS「世界の怖い夜！」

でもとりあげられ、話題となっている「凶悪霊」シリーズ。その第 6 弾～第 10 弾、全 65 本から厳選

した 34 本の心霊動画を集めた「凶悪霊」シリーズの集大成！ 霊がただ映っているだけではなく、撮

影者や現場にいた者に危害を加えようとするかのような“凶悪”な霊ばかりを収録。心霊動画初心者で

も楽しめる大増版。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

 

隣霊映像 封印された投稿動画集 Vol.4（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-147-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 62 分収録（本編 59 分、特典 3 分） 

■収録内容：各メディア(TV 局から問合せ多数)から大反響、人気心霊 DVD 第 4 弾！“呪霊案内人”住

倉カオス氏（テレビ朝日「関ジャニの仕分け∞」出演）が、投稿されてきた心霊映像をもとに、都市伝

説と現実に起こった事件を照らし合わせつつ、真実に迫る！住倉氏が語る、本当にあった恐怖の“怪談”

を収録！うっすらと映る霊ではなく画面内にはっきりと映る“隣霊”をとらえた恐怖の心霊投稿映像を

厳選して収録！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

呪霊映像 放送出来ない投稿動画 4（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-141-0 

■仕様：ＤＶＤ 全 53 分収録 

■収録内容：投稿型怪談収集サイトとして注目を浴びている『百万人の恐い話』そこには多数の心霊映

像が今日も投稿されている…。そこには怨念たちの恨み、未練、悲しみ、恐怖が形となって現れている

のかもしれない…。あまりのショッキングさゆえ、テレビ局も放送を渋るほどの投稿動画もここに収録。 

監修は『百万人の恐い話』案内人で「恐い動画シリーズ」など数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた

“呪霊案内人”住倉カオス。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

恐すぎる携帯動画 絶叫投稿 13 連発 3（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-142-7 

■仕様：ＤＶＤ 全 55 分収録 

■収録内容：心霊投稿 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「本当の心霊動画『影』」シリーズや、「い

る。」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した恐すぎる投稿動

画。この作品の特徴は、持っている人なら誰もが撮影者になる可能性がある“携帯電話”で撮影された

心霊現象や恐ろしい映像だけを集めた投稿動画集第 3 弾。撮影者が絶叫をあげるような霊障等を中心に

厳選した 13 本を収録。さらに“携帯電話”で撮影された心霊写真も収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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隣霊映像 封印された投稿動画集 Vol.3（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-133-5 

■仕様：ＤＶＤ 全 74 分収録（本編 71 分、特典 3 分） 

■収録内容：投稿型怪談サイト『百万人の恐い話』案内人で「恐い動画シリーズ」など数々の恐怖 DVD

をプロデュース、取材してきた“呪霊案内人”住倉カオス氏が、投稿された心霊映像を現場検証。また、

この DVD は、ただ霊が映っているだけではなく、人の真隣りに忽然と現れた忌まわしき怨霊の姿を中心

に収録。うっすらと映る霊ではなく画面内にはっきりと映る霊をとらえた恐怖の心霊投稿映像 10 本を

厳選。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.9（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-132-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 56 分収録（本編 53 分、特典 3 分） 

■収録内容：心霊 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「本当の心霊動画『影』」シリーズなどを手

掛ける監督・木場丈がスタッフとともに全国各地から収集した心霊映像 DVD 作品第 9 弾。この心霊収

集映像集の特徴は、何気ない日常を映した映像に、いるはずのないモノが映ってしまっている。その映

像にはまさに霊が“いる”。日常に潜む非日常（=霊）を、心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13

本。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

恐すぎる携帯動画 絶叫投稿 13 連発 ２（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-129-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 53 分収録 

■収録内容：心霊投稿 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「本当の心霊動画『影』」シリーズや、「い

る。」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した恐すぎる投稿動

画。この作品の特徴は、持っている人なら誰もが撮影者になる可能性がある“携帯電話”で撮影された

心霊現象や恐ろしい映像だけを集めた投稿動画集第 2 弾。撮影者が絶叫をあげるような霊障等を中心に

厳選した 13 本を収録。さらに“携帯電話”で撮影された心霊写真も収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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凶悪霊 呪われた投稿映像 13 連発 Vol.10（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-128-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 73 分収録（本編 70 分、特典 3 分） 

■収録内容：いままでの心霊投稿映像と一線を画す、“凶悪”な霊ばかりを集め、TBS「世界の怖い夜！」

でもとりあげられ、話題となっている「凶悪霊」シリーズ第 10 弾。霊がただ映っているだけではなく、

撮影者や現場にいた者に危害を加えようとするかのような“凶悪”な霊ばかりを収録。薄暗い廃病院を

探索していた際に映ってはいけないこの世ならざる何か……、ロケ地巡礼に訪れた男性二人。彼らの前

に突如現れた凶悪な怨霊…など膨大な量の心霊投稿映像から厳選した 13 本を収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

ガチ心霊 呪われた投稿動画 其ノ七（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-127-4 

■仕様：ＤＶＤ 全 43 分収録（本編 40 分、特典 3 分） 

■収録内容：心霊映像ブームの火付け役となった「廃病院の少女」を発掘したスタッフが収集した心霊

動画集第 7 弾。一般人が撮影した日常の映像に「ガチ」で映った異形のモノたち……。街中にある古墳

を訪れたカップルを見つめる虚ろな存在……、入院する友人に向けて撮影したお見舞いビデオレターに

映り込んだ招かれざるモノ……、自身の睡眠時の無呼吸症候群の様子を映したビデオに収録された驚く

べき現象……など……息をのむ「ガチ」な恐怖を映した心霊動画を 8 本収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

隣霊映像 封印された投稿動画集 Vol.2（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-123-6 

■仕様：ＤＶＤ 全 71 分収録（本編 68 分、特典 3 分） 

■収録内容：本当の心霊動画「呪」シリーズでも幾多の検証を繰り広げてきた怪奇探偵・小池壮彦と、

投稿型怪談サイト『百万人の恐い話』案内人で「恐い動画シリーズ」など数々の恐怖 DVD をプロデュ

ース、取材してきた“呪霊案内人”住倉カオスが、投稿された心霊映像を現場検証。また、この DVD

は、ただ霊が映っているだけではなく、人の真隣りに忽然と現れた忌まわしき怨霊の姿を中心に収録。

ネズミ捕りの様子を撮影した映像に映り込んだこの世ならざるモノ……など、うっすらと映る霊ではな

く画面内にはっきりと映る霊をとらえた恐怖の心霊投稿映像 10 本を厳選。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.8（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-122-9 

■仕様：ＤＶＤ 全 57 分収録（本編 54 分、特典 3 分） 

■収録内容：心霊 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「本当の心霊動画『影』」シリーズなどを手

掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した心霊映像 DVD 作品第 8 弾。この心霊

収集映像集の特徴は、何気ない日常を映した映像にいるはずのないモノが映ってしまっている。その映

像にはまさに霊が“いる”。日常に潜む非日常（=霊）を心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.7（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-113-7 

■仕様：ＤＶＤ 全 57 分収録（本編 54 分、特典 3 分） 

■収録内容：心霊 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「本当の心霊動画『影』」シリーズなどを手

掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した心霊映像 DVD 作品第 7 弾。この心霊

収集映像集の特徴は、何気ない日常を映した映像にいるはずのないモノが映ってしまっている。その映

像にはまさに霊が“いる”。日常に潜む非日常（=霊）を心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

ガチ心霊 呪われた投稿動画 其ノ六（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-114-4 

■仕様：ＤＶＤ 全 43 分収録（本編 40 分、特典 3 分） 

■収録内容：心霊映像ブームの火付け役となった「廃病院の少女」を発掘したスタッフが収集した心霊

動画集第 6 弾。一般人が撮影した日常の映像に「ガチ」で映った異形のモノたち……。オフィス内に設

置された監視カメラに映り込んだ不可解な現象……、異音が鳴り響くある男性の部屋に現れたこの世な

らざるモノ……など……目をそらしたくなる恐怖の心霊動画を 8 本収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

凶悪霊 呪われた投稿映像 13 連発 Vol.9（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-115-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 67 分収録（本編 64 分、特典 3 分） 

■収録内容：いままでの心霊投稿映像と一線を画す、“凶悪”な霊ばかりを集め、TBS「世界の怖い夜！

今夜はサンタも絶叫 SP」でもとりあげられ、話題となっている「凶悪霊」シリーズ第 9 弾。霊がただ映

っているだけではなく、撮影者や現場にいた者に危害を加えようとするかのような“凶悪”な霊ばかり

を収録。心霊スポットだという森での撮影中に突如現れた凶悪な女霊……、ストーカー被害に悩む女性

宅に設置した監視カメラの映像に映りこんでいたオゾマシキ怨霊…など膨大な量の心霊投稿映像から厳

選した 13 本を収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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隣霊映像 封印された投稿動画集（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-102-1 

■仕様：ＤＶＤ 全 83 分収録（本編 80 分、特典 3 分） 

■収録内容：本当の心霊動画「呪」シリーズでも幾多の検証を繰り広げてきた怪奇探偵・小池壮彦と、

投稿型怪談サイト『百万人の恐い話』案内人で「恐い動画シリーズ」など数々の恐怖 DVD をプロデュー

ス、取材してきた“呪霊案内人”住倉カオスが、投稿された心霊映像を現場検証。また、この DVD は、

ただ霊が映っているだけではなく、人の真隣りに忽然と現れた忌まわしき怨霊の姿を中心に収録。うっ

すらと映る霊ではなく画面内にはっきりと映る霊をとらえた恐怖の心霊投稿映像 10 本を厳選。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

ガチ心霊総集編 33 本の呪われた投稿動画（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-103-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 150 分収録 

■収録内容：心霊映像ブームの火付け役となった「廃病院の少女」を発掘したスタッフと、自らも廃墟・

心霊スポットなどを数多く探索してきた監督が収集した心霊投稿動画「ガチ心霊」シリーズ。その第 1

弾～第 5 弾から厳選した 33 本の心霊投稿動画を集めた「ガチ心霊」シリーズの総集編！一般人が撮影

した日常の映像に「ガチ」で映った異形のモノたち……。思わず目をそらしたくなるような恐怖映像を

一挙に収録。心霊投稿動画初心者も楽しめる入門編。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

「いる。」総集編～怖すぎる心霊投稿映像 34 連発～（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-104-5 

■仕様：ＤＶＤ 全 135 分収録 

■収録内容：心霊 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「本当の心霊動画『影』」シリーズなどを手

掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した心霊投稿 DVD 作品「いる。」シリーズ。

その第 1 弾～第 5 弾から厳選した 33 本の心霊動画を集めた「いる。」シリーズの総集編！さらに総集編

のみの蔵出しの新作を 1 本初収録。この心霊収集映像集の特徴は、何気ない日常を映した映像に、いる

はずのないモノが映ってしまっている。その映像にはまさに霊が“いる”。日常に潜む非日常（=霊）を、

心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 34 本。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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恐すぎる携帯動画 絶叫投稿 13 連発（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-105-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 50 分収録 

■収録内容：心霊投稿 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「本当の心霊動画『影』」シリーズや、「い

る。」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した恐すぎる投稿動

画。この作品の特徴は、持っている人なら誰もが撮影者になる可能性がある“携帯電話”で撮影された

心霊現象や恐ろしい映像だけを集めた投稿動画集。撮影者が絶叫をあげるような霊障等を中心に厳選し

た 13 本を収録。さらに“携帯電話”で撮影された心霊写真も収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

凶悪霊 13 本の呪われた投稿映像 Vol.1（廉価版）（ＤＶＤ） 

■価格：1,480 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-108-3 

■仕様：ＤＶＤ 全 60 分収録 

■収録内容：テレビやネットなど多数のメディアで話題となった心霊映像「廃病院の少女」を発掘し、

過去に数々の心霊投稿DVD制作を手がけてきたスタッフが新たに手がける心霊投稿映像DVD作品の廉

価版。今作品では、同スタッフが日本全国だけでなく海外からも収集。この投稿映像集の特徴は、撮影

者や現場にいた者に危害を加えようとするかのような“凶悪”な霊が映りこんでいること。膨大な量の

心霊投稿映像から厳選した 13 本を収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！  

 

ガチ心霊 呪われた投稿動画 10（廉価版）（ＤＶＤ） 

■価格：1,480 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-109-0 

■仕様：ＤＶＤ 全 56 分収録 

■収録内容：心霊映像ブームの火付け役となった「廃病院の少女」を発掘したスタッフと、自らも廃墟・

心霊スポットなどを数多く探索してきた監督が収集した心霊投稿動画集の廉価版。一般人が撮影した映

像に「ガチ」で映った異形のモノたち・・・。廃ホテルで撮影された不気味な霊、男女が自宅で撮影し

た映像に映りこんだおぞましい怨霊・・・など、目をそらしたくなる恐怖の心霊投稿動画を 10 本収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！  
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呪霊映像 放送出来ない投稿動画 3（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-118-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 57 分収録 

■製作・著作：ミリオン出版 

■収録内容：投稿型怪談収集サイトとして注目を浴びている『百万人の恐い話』そこには多数の心霊映

像が今日も投稿されている…。そこには怨念たちの恨み、未練、悲しみ、恐怖が形となって現れている

のかもしれない…。あまりのショッキングさゆえ、テレビ局も放送を渋るほどの投稿動画もここに収録。 

監修は『百万人の恐い話』案内人で「恐い動画シリーズ」など数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた

“呪霊案内人”住倉カオス。一人で観る勇気のある方は、背後に気をつけて御覧ください。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！  

 

凶悪霊 13 本の呪われた投稿映像 Vol.8（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-080-2 

■仕様：DVD 全 55 分収録 

■収録内容：心霊現象に悩まされる撮影者、部屋の四隅に盛り塩などし魔除けをするのだが、そこに現

れるのは凶悪な怨念だった・・・「通じない魔除け」。自殺の名所として知られる橋で撮影を試みたとこ

ろ、この世ならざるオゾマシイものが映り込む・・・「留まる霊魂」など計 13 本。今にも襲ってくるよ

うな“凶悪”な霊ばかりを厳選して収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

ノロイノドウガ 怖すぎる心霊動画集～憑編～（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-090-1 

■仕様：DVD 全 52 分収録 

■収録内容：恨み、妬み、悲しみ、憂い…。何気ない日常の影に隠された怨念がカメラに映し出される。

そこで何があったのか、何が起きたのか、撮影者への取材や動画の分析等により霊の意志を浮き彫りす

る。【霊の背景(=呪い)を紐解いてゆく】・・・「ノロイノドウガ」。全国各地から収集した心霊映像から厳

選した作品集。今回の憑編は、悪霊に憑りつかれた人物の衝撃映像を中心に、カメラに映し出されるこ

の世ならざる恐ろしいモノ、などを収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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「いる。」～怖すぎる心霊映像 13 本～Vol.6（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-089-5 

■仕様：DVD 全 55 分収録 

■収録内容：心霊 DVD の旗手として、人気レンタル DVD「本当の心霊動画『影』」シリーズなどを手

掛ける監督・木場丈が、スタッフとともに全国各地から収集した心霊映像 DVD 作品第 6 弾。この心霊

収集映像集の特徴は、何気ない日常を映した映像に、いるはずのないモノが映ってしまっている。その

映像にはまさに霊が“いる”。日常に潜む非日常（=霊）を、心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13

本。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

 

凶悪霊 三十四の戦慄映像（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-080-2 

■仕様：DVD 全 55 分収録 

■収録内容：いままでの心霊投稿映像と一線を画す、“凶悪”な霊ばかりを集め、TBS「世界の怖い夜！

今夜はサンタも絶叫 SP」でもとりあげられ、話題となっている「凶悪霊」シリーズ。その第 1 弾～第 5

弾から厳選した 33 本の心霊動画を集めた「凶悪霊」シリーズの総集編！ 霊がただ映っているだけで

はなく、撮影者や現場にいた者に危害を加えようとするかのような“凶悪”な霊ばかりを収録。さらに

蔵出しの最凶悪心霊映像も 1 本初収録。心霊動画初心者でも楽しめる大増版。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

凶悪霊 13 本の呪われた投稿映像 Vol.7（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-080-2 

■仕様：DVD 全 55 分収録 

■収録内容：心霊現象に悩まされる撮影者、部屋の四隅に盛り塩などし魔除けをするのだが、そこに現

れるのは凶悪な怨念だった・・・「通じない魔除け」。自殺の名所として知られる橋で撮影を試みたとこ

ろ、この世ならざるオゾマシイものが映り込む・・・「留まる霊魂」など計 13 本。今にも襲ってくるよ

うな“凶悪”な霊ばかりを厳選して収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

ガチ心霊 呪われた心霊動画 10 其ノ伍（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-079-6 

■仕様：DVD 全 55 分収録 

■収録内容：心霊映像ブームの火付け役となった「廃病院の少女」を発掘したスタッフと、自らも廃墟・

心霊スポットなどを数多く探索してきた監督が収集した心霊動画集第 5 弾。一般人が撮影した日常の映

像に「ガチ」で映った異形のモノたち……。心霊スポットである公園の公衆トイレを探索中、出てはい

けないモノが……、部屋で仲間たちと楽しい会話を撮影していたところ、カメラに映ったのは恐ろしい

霊など……目をそらしたくなる恐怖の心霊動画を 10 本収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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凶悪霊 13 本の呪われた投稿映像 Vol.6（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-066-6 

■仕様：DVD 全 52 分収録 

■収録内容：いままでの心霊投稿映像と一線を画す、“凶悪”な霊ばかりを集め、話題となっている「凶

悪霊」シリーズ第 6 弾。霊がただ映っているだけではなく、撮影者や現場にいた者に危害を加えようと

するかのような“凶悪”な霊ばかりを収録。街頭インタビューを行っている様子を映した動画に紛れ込

んだ、凶悪な霊・・、古い民家の物置を撮影した際に映り込んだおぞましい異形…など膨大な量の心霊

投稿映像から厳選した 13 本を収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

ノロイノドウガ 怖すぎる心霊動画集～怨編～（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-068-0 

■仕様：DVD 全 52 分収録 

■収録内容：霊にも意志がある(=呪い)。そこに現れた理由がある。恨み、妬み、悲しみ、憂い…。何気

ない日常の影に隠された怨念がカメラに映し出される。そこで何があったのか、何が起きたのか、撮影

者への取材や動画の分析等により霊の意志を浮き彫りする。 【霊の背景(=呪い)を紐解いてゆく】・・・「ノ

ロイノドウガ」。全国各地から収集した心霊映像から厳選した作品集。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

「いる。」～怖すぎる心霊映像 13 本～Vol.5（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-067-3 

■仕様：DVD 全 55 分収録 

■収録内容：公園のベンチで微笑ましいカップルの様子が映っている動画に潜むありえない非日常・・・

「水子」。道端で見かけた猫を撮影していた映像。そこには恐怖の霊現象が映り込んでいた・・・「霊柩

車」。など計 13 本。そこには何かが・・・“いる”。ただ単に人影が映っていたり、手が映っているだけ

ではなく、ハッとするほど不気味な存在感のある霊が映り込んでいる。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

 

凶悪霊 13 本の呪われた投稿映像 Vol.5（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-060-4 

■仕様：DVD 全 50 分収録 

■収録内容：いままでの心霊投稿映像と一線を画す、“凶悪”な霊ばかりを集め、話題となっている「凶

悪霊」シリーズ第 5 弾。霊がただ映っているだけではなく、撮影者や現場にいた者に危害を加えようと

するかのような“凶悪”な霊ばかりを収録。江戸時代の刑場の跡地を訪れた投稿者たちの前に現れた凶

暴なおぞましきモノ・・・「刑場跡」や、海外のホテル内を撮影した際に映り込んだこの世ならざる怨霊・・・

「浸食する怨念」など、膨大な量の心霊投稿映像から厳選した 13 本を収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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ガチ心霊 呪われた投稿動画 10 其ノ四（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-062-8 

■仕様：DVD 全 50 分収録 

■収録内容：一般人が撮影した日常の映像に「ガチ」で映った異形のモノたち……。心霊スポットを訪

れた投稿者たちを恐怖のどん底へ突き落すおぞましき事態……「身投げ橋」、何気なくチャットを楽しん

でいたところ相手側の部屋に突如現れた世にも恐ろしい霊……「過去の住人」など計 10 本。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.4（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-053-6 

■仕様：DVD 全 50 分収録 

■収録内容：人気レンタル DVD「本当の心霊動画『影』」シリーズなどを手掛ける監督・木場丈が、ス

タッフとともに全国各地から収集した心霊投稿映像 DVD 作品第 4 弾。この投稿映像集の特徴は、何気

ない日常を映した映像に、いるはずのないモノが映ってしまっている。その映像にはまさに霊が“いる”。

日常に潜む非日常（=霊）を、心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

【閲覧注意】グロ心霊 発禁心霊投稿動画集 第 2 集（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-055-0 

■仕様：DVD 全 55 分収録 

■収録内容：人気心霊投稿ＤＶＤ「影」、「いる。」シリーズを手掛ける監督「木場丈」が新たな心霊の扉

を開く新境地。そのあまりの“グロさ”に発売自粛をしていた心霊映像をついに解禁…。日常に映り込

んだ怨霊が見るものを恐怖へと突き落す。思わず目をそむけてしまう“グロテスク”な心霊映像を厳選

した投稿映像集第 2 弾。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

凶悪霊 13 本の呪われた投稿映像 Vol.4（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0047-5 

■仕様：DVD 全 60 分収録 

■収録内容：いままでの心霊投稿映像と一線を画す、“凶悪”な霊ばかりを集め、話題となっている「凶

悪霊」シリーズ第 4 弾。霊がただ映っているだけではなく、撮影者や現場にいた者に危害を加えようと

するかのような“凶悪”な霊ばかりを収録。海水浴場に突如現れた凶暴な霊、自宅で麻雀をしていると

ころに映り込んだこの世ならざるモノ…など、膨大な量の心霊投稿映像から厳選した 13 本を収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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「ガチ心霊 呪われた投稿動画 10」其ノ参（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0050-5 

■仕様：DVD 全 55 分収録 

■収録内容：心霊映像ブームの火付け役となった「廃病院の少女」を発掘したスタッフと、自らも廃墟・

心霊スポットなどを数多く探索してきた監督が収集した心霊投稿動画集第３弾。一般人が撮影した日常

の映像に「ガチ」で映った異形のモノたち…。とある駐車場で偶然撮影された怪奇、海外のレストラン

で撮影された常識では考えられない映像など…目をそらしたくなる恐怖の心霊投稿動画を 10 本収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

【閲覧注意】グロ心霊 発禁心霊投稿動画集 第 1 集（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0045-1 

■仕様：DVD 全 60 分収録 

■収録内容：人気心霊投稿ＤＶＤ「影」、「いる。」シリーズを手掛ける監督「木場丈」が新たな心霊の扉

を開く新境地。そのあまりの“グロさ”に発売自粛をしていた心霊映像をついに解禁…。日常に映り込

んだ怨霊が見るものを恐怖へと突き落す。思わず目をそむけてしまう“グロテスク”な心霊映像を厳選

した投稿映像集。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.3（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0043-7 

■仕様：DVD 全 60 分収録 

■収録内容：人気レンタル心霊投稿 DVD「本当の心霊動画「影」」シリーズの監督・木場丈と、全国各

地から数々の心霊映像を収集した制作スタッフが手掛ける心霊投稿映像 DVD 作品第 3 弾。この投稿映

像集の特徴は、何気ない日常を映した映像に、いるはずのないモノが映ってしまっている。その映像に

はまさに霊が“いる”。日常に潜む非日常（=霊）を、心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

 

 

「ガチ心霊 呪われた投稿動画 10」其ノ弐（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0035-2 

■仕様：DVD 全 55 分収録 

■収録内容：心霊映像ブームの火付け役となった「廃病院の少女」を発掘したスタッフと、自らも廃墟・

心霊スポットなどを数多く探索してきた監督が収集した心霊投稿動画集第 2 弾。一般人が撮影した日常

の映像に「ガチ」で映った異形のモノたち・・・。高速道路の事故現場に現れた怨霊、キャンプ場など

に映り込んだこの世ならざるモノ・・・など、目をそらしたくなる恐怖の心霊投稿動画を 10 本収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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凶悪霊 13 本の呪われた投稿映像 Vol.3（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0037-6 

■仕様：DVD 全 60 分収録 

■収録内容：心霊投稿映像の中でも、霊がただ映っているだけではなく、撮影者や現場にいた者に危害

を加えようとするかのような“凶悪”な霊ばかりを集め、話題となった「凶悪霊」シリーズ第 3 弾。前

回までの恐怖をさらに超える凶悪な霊たちを収録。湖畔に佇む廃旅館に現れた異形のモノ、深夜のドラ

イブ中に森で遭遇した凶暴な霊…など、膨大な量の心霊投稿映像から厳選した 13 本を収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.2（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0031-4 

■仕様：DVD 全 60 分収録  

■収録内容：人気レンタル心霊投稿 DVD「本当の心霊動画「影」」シリーズの監督・木場丈と、全国各

地から数々の心霊映像を収集した制作スタッフが手掛ける心霊投稿映像 DVD 作品第 2 弾。この投稿映

像集の特徴は、何気ない日常を映した映像に、いるはずのないモノが映ってしまっている。その映像に

はまさに霊が“いる”。日常に潜む非日常（=霊）を、心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

 

凶悪霊 13 本の呪われた投稿映像 Vol.2（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0028-4 

■仕様：DVD 全 60 分収録 

■収録内容：テレビやネットなど多数のメディアで話題となった心霊映像「廃病院の少女」を発掘し、

過去に数々の心霊投稿 DVD 制作を手がけてきたスタッフが制作する心霊投稿映像 DVD 作品の第二弾。

前作をさらに超える凶悪な霊たちを収録。この投稿映像集の特徴は、撮影者や現場にいた者に危害を加

えようとするかのような“凶悪”な霊が映りこんでいること。厳選した 13 本を収録。 

◎TBS「世界の怖い夜！今夜はサンタも絶叫 SP」でも放送！ 

 

 

「いる。」～怖すぎる投稿映像 13 本～Vol.1（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0019-2 

■仕様：DVD 全 60 分収録 

■収録内容：人気レンタル心霊投稿 DVD「本当の心霊動画「影」」シリーズの監督・木場丈と、全国各

地から数々の心霊映像を収集した制作スタッフが手掛ける心霊投稿映像 DVD 作品。この投稿映像集の特

徴は、何気ない日常を映した映像に、いるはずのないモノが映ってしまっている。その映像にはまさに

霊が“いる”。日常に潜む非日常（=霊）を、心霊動画収集のプロ集団が選ぶ恐怖映像 13 本。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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凶悪霊 13 本の呪われた投稿映像 Vol.1  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0015-4 

■仕様：DVD 全 55 分収録 

■収録内容：テレビやネットなど多数のメディアで話題となった心霊映像「廃病院の少女」を発掘し、

過去に数々の心霊投稿 DVD 制作を手がけてきたスタッフが新たに手がける心霊投稿映像 DVD 作品。今

回は、同スタッフが日本全国だけでなく海外からも収集。この投稿映像集の特徴は、撮影者や現場にい

た者に危害を加えようとするかのような“凶悪”な霊が映りこんでいること。膨大な量の心霊投稿映像

から厳選した 13 本を収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

「ガチ心霊 呪われた投稿動画 10」（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0016-1 

■仕様：DVD 全 55 分収録 

■収録内容：心霊映像ブームの火付け役となった「廃病院の少女」を発掘したスタッフと、自らも廃墟・

心霊スポットなどを数多く探索してきた監督が収集した心霊投稿動画集。一般人が撮影した映像に「ガ

チ」で映った異形のモノたち・・・。目をそらしたくなる恐怖の心霊投稿動画を 10 本収録。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 
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水と放射能に関するコラムを掲載！ 

「関東から車で 2 時間圏内の名水・湧き水ガイド 158」‐災害時用に必携の一冊！ 

■仕様：B6 判／160P／価格：\1,000＋税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■収録内容：関東から車で 2 時間圏内にある湧き水・名水 158 箇所を一挙に紹介！ 

放射能によって水道水の汚染が取りざたされた昨今、各地方の湧水への関心が高まっています。 

そこで、本書では関東から車で 2 時間圏内にある湧き水・名水スポットを一挙に紹介。 

日本の名水 100 選等に選ばれている湧き水スポットなど天然水湧出場所を写真と共に詳しく掲

載しています。 

 

さらに、本書では専門家による水関連のコラムも掲載！ 

①地下水研究の第一人者で文星芸術大学教授、理学博士・島野安雄氏による湧き水基礎知識! 

②そして、湧き水を汲む際に便利なグッズの紹介なども掲載。 

③日本原子力研究開発機構ライセンス企業社長で工学博士・須郷高信氏による水と放射能につい

ての解説コラム！  

 

 関東から車で２時間圏内にある天然水の湧出場所を網羅し、湧き水についての基礎知識、 

 さらには放射能と水の知識も掲載。 

 湧き水ファンならずともは、災害時のためにも持っていくと良い情報を詰め込んでいます。 

 まさに１家に必携の１冊となっています。 

十影堂エンターテイメント 作品ラインナップ 

-本・ポスター- 
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ポスター「麻雀役一覧」 

■仕様：A1 判／価格：\2,500＋税  

A2 判／価格：\2,000＋税 

                

■内容：麻雀の上がり役を分かりやすく一覧化したポスター 

                   点数計算表などの情報も掲載しており、 

                   麻雀好きなら部屋に貼りたい一枚！ 

 

 

 

 

 

 

ポスター「日本名城百選一覧」 

■仕様：A1 判／価格：\2,500＋税 

A2 判／価格：\2,000＋税 

                     ■内容：日本全国にある名城のうち 100 城を一覧 

化したポスター。城ファンなら部屋に貼っ 

ておきたい一枚！ 
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「上だけダンディ」 

■仕様：全 5 種類／価格：\300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■内容：「上だけダンディ」はフチにひっかける、というだけでなく、 

〝ひっかけて下半身を隠す〟という新しいコンセプトの商品です。 

 TOKYO MX「日本グレートスポット紀行」の番組キャラクターに採用。 

▼イラスト：沼田光太郎／▼企画：黒木公彦 

 

十影堂エンターテイメント 作品ラインナップ 

-カプセルトイ- 

裏面→ 

本当の姿は 

表面 裏面 



 (有)十影堂エンターテイメント 

91 

 

「トイレの花子さん」 

■仕様：全 5 種類／価格：\300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■内容：「トイレの花子さん」は“トイレに飾るフィギュア”という新しいコンセプトの商品です。 

▼イラスト：沼田光太郎／▼企画：黒木公彦 

裏面→ 
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「80’s 懐コマ 0 時 00 分」 

■仕様：iOS 用アプリ／無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■内容：懐かしくて笑えちゃう 4 コママンガアプリが登場！懐かしのアイテムや事柄を 4 コマで 

楽しく紹介！実物の写真やイメージイラストも掲載！ノスタルジックな気分に！！

1980 年代に流行った懐かしいことが盛り沢山！さらに！テキストでも詳しく解説して

います！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十影堂エンターテイメント 作品ラインナップ 

-アプリ- 
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「こわすぎる話 2015」 

■仕様：iOS 用アプリ／無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■内容：全国から寄せられた恐怖の投稿心霊体験談集アプリ！さまざまな投稿体験談をジャンル

別に収録！投稿体験談の数は全部で 200 話超収録！特典には人気 DVD から反響の多

かった投稿動画を収録！あなたの身近にも起こりうる恐怖体験談の数々… 

 

「アプリ版 いる。 其の一 無料投稿動画&心霊体験談」 

■仕様：iOS 用アプリ／無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■内容：人気心霊投稿動画シリーズの無料アプリ！編集部に集まった心霊動画・写真・体験談を

大量に収録！「いる。」心霊投稿動画が 10 本無料化！！DVD「いる。」シリーズ内でも

読むことができない心霊手体験談 100 本超収録！！さらには心霊写真も収録！！ 
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【他社委託作品】MADE IN NEW YORK 

■収録：15 分番組（完パケ尺 13 分 30 秒）■通常版 32 話／特別 4 話（2017 年 4 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■収録内容：ニューヨークと言えば華やかで最先端なものばかりが扱われがちですが、住んでみ

ないと出会えないこの街で本物を手作りしている職人を紹介。毎回、職人に関連したテーマの 

もと、トレンド情報、観光スポットやグルメ情報もお届けします。リポーターを通して実際に自

分が訪れたような臨場感のある番組。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十影堂エンターテイメント 作品ラインナップ 

-他社委託作品- 
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【他社委託作品】ドロンズ石本の突撃！東京口コミらーめん 

■収録：27 分 or24 分番組（完パケ尺 18 分 25 秒）■全 12 話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■収録内容：世界有数のグルメ都市・東京！実は 3000 軒以上のラーメン店がひしめくラーメン

激戦区。そんな数々の店がしのぎを削る東京で、本当に美味しいラーメンはどこなのか！？自

身も恵比寿で馬肉料理店を営む“食通芸人・ドロンズ石本”が、毎回、都内にあるエリアを舞

台に食べ歩き！ネットの口コミサイトTOP10の書き込みから番組独自で厳選3店舗を紹介！  

 

 

【他社委託作品】THE 廃墟 （DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-287-5 

■仕様：DVD 全 50 分収録 

■製作・著作：F:ragments 

■収録内容： 

◎この作品は、過去 10 年以上に渡り全国各地の廃墟を渡り歩き、撮影をしてきた、廃墟カメラマン・

安藤拓が手掛ける新たな「廃墟」DVD 作品。 

◎現在すでに撤去されて、二度と観ることができない貴重な廃墟の映像も収録！ 

◎HD カメラで撮影された高画質映像に加え、ナレーションによる説明と、BGM は最小限におさえ、現

場のリアルな音を生かし、視聴者がその場を訪れているかのような臨場感を演出！ 

◎人々から忘れ去られ、風化した現実を切り取った、廃墟映像集！ 
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【他社委託作品】朽。-KUCHIRU- 失われゆく産業遺産 （DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0191-5 

■仕様：DVD 全 51 分収録 

■製作・著作：F:ragments 

■収録内容： 

◎過去 10 年以上に渡り全国各地の廃墟を歩き撮影をしてきた、廃墟カメラマン・安藤拓が手掛ける 

「廃墟」DVD 作品。今回は炭鉱・石灰工場・造船所跡など、昭和の時代を支えた産業遺跡ともいえる 

廃墟群を紹介する。 

◎今はもう存在しない貴重な大型廃墟物件も複数収録。 

◎廃墟探検 10 年以上のﾍﾞﾃﾗﾝ廃墟ｶﾒﾗﾏﾝが厳選した廃墟映像集、第 2 弾 

 

【他社委託作品】朽。-KUCHIRU- 失われゆく産業遺産 （BD-R） 

■価格：3,980 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0198-4 

■仕様：BD-R 全 51 分収録 

■製作・著作：F:ragments 

■収録内容： 

◎過去 10 年以上に渡り全国各地の廃墟を歩き撮影をしてきた、廃墟カメラマン・安藤拓が手掛ける 

「廃墟」BD-R 作品。今回は炭鉱・石灰工場・造船所跡など、昭和の時代を支えた産業遺跡ともいえる 

廃墟群を紹介する。 

◎今はもう存在しない貴重な大型廃墟物件も複数収録。 

◎廃墟探検 10 年以上のﾍﾞﾃﾗﾝ廃墟ｶﾒﾗﾏﾝが厳選した廃墟映像集、第 2 弾 

 

【他社委託作品】朽。-KUCHIRU- 忘れられた廃墟 （BD-R） 

■価格：3,980 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0197-7 

■仕様：BD-R 全 60 分収録 

■製作・著作：F:ragments 

■収録内容：過去 10 年以上に渡り全国各地の廃墟を歩き撮影をしてきた、廃墟カメラマン・安藤拓が

手掛ける「廃墟」DVD 作品。人の手によって作られ、人のエゴによって放棄されて朽ちていき、自然に

帰ろうとしている産業遺跡。普段目にすることが困難な場所にカメラが入り、ただ静かにその情景を見

つめている。必要最小限の音楽と映像のみで構成されたもうひとつの世界を収録。 

◎廃墟探検 10 年のﾍﾞﾃﾗﾝ廃墟ｶﾒﾗﾏﾝが厳選した廃墟映像集 
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【他社委託作品】朽。-KUCHIRU- 忘れられた廃墟 （DVD） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0033-8 

■仕様：DVD 全 60 分収録 

■製作・著作：F:ragments 

■収録内容：過去 10 年以上に渡り全国各地の廃墟を歩き撮影をしてきた、廃墟カメラマン・安藤拓が

手掛ける「廃墟」DVD 作品。人の手によって作られ、人のエゴによって放棄されて朽ちていき、自然に

帰ろうとしている産業遺跡。普段目にすることが困難な場所にカメラが入り、ただ静かにその情景を見

つめている。必要最小限の音楽と映像のみで構成されたもうひとつの世界を収録。 

◎廃墟探検 10 年のﾍﾞﾃﾗﾝ廃墟ｶﾒﾗﾏﾝが厳選した廃墟映像集 

 

 

【他社委託作品】「いま、語りつぐもの」 

■仕様：15 分番組（全 51 回）／画角 4：3 

■収録内容：YBS 山形放送で平成 8 年 4 月から平成 9 年 3 月まで毎週日曜日午後 5 時 15 分

から 15 分番組として放送されていた番組。 

 山形県はものをつくる仕事が産業の 2 割を占めている。しかし、時代の流れとともに失われて

しまうものもある。 

 この番組では、山形の「ものづくり」を支える職人たちにフォーカスした番組で、次世代に語

り継いでいきたい職人たちを取材し、経験豊かな技、仕事に向き合うひたむきな姿を伝える。 

 

 

 

 

 

【他社委託作品】「懐かしの廃線紀行」 

■仕様：付録 DVD 60 分収録／画角 4：3  

■収録内容：かつての姿と今も残る遺構の数々…ノスタルジーを感じる廃線のある風景。 

6 つの廃線・廃駅をメイン巻頭グラビア&DVD にて紹介。南部縦貫鉄道保存会全面協力のもと、

保存車両を起動して撮影!廃線になったはずの路線に蘇る在りし日の姿。佐賀線に残る東洋一

の昇開橋の上から撮影された映像など、資料的価値の高い貴重な映像を収録。 
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【他社委託作品】ローカル鉄道の魅力 再発見プロジェクト  

「恋オト鉄道 能勢電鉄編」（ＢＤ－Ｒ版） 

■価格：2,500 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-059-8 

■仕様：BD-R 全 57 分収録 

■制作・著作：pure frame pictures 

■収録内容：日本で 100 年以上走り続けている鉄道があります。 それは兵庫県にあります。 能勢電鉄

「のせでん」。 恋オト鉄道は 2013 年の夏、「のせでん」をファインダー越しに ひたすら見つめてきま

した。 そこには「能勢電マルーン」と言われ親しまれているブラウンボディーに加え 100 年前の開業

時 1 型車両をイメージした緑色の車体や 白と青の 50 型車両をイメージした「のせでん」 そして「ビ

ール電車」なども走っていました。 この作品は川西能勢口駅から妙見口そして、ケーブルカー、リフト、 

また、かわいいミニ鉄道の活躍ぶりまでもを じっくりと映像に収めました。 「旅に出ないか! ?」そん

な声が聴こえてくる 映像美の世界へ、ようこそ! 

 

【他社委託作品】ローカル鉄道の魅力 再発見プロジェクト  

「恋オト鉄道 DVD 神戸電鉄 粟生線 編」緑の中を走る赤いﾗｲﾝの列車たち 

■価格：2,381 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-009-3 

■仕様：DVD 全 60 分収録 

■制作・著作：pure frame pictures 

■収録内容：初めて一人で電車に乗って旅をした時の気持ちを思い出しながら好奇心旺盛な少女 有機優

は電車に乗った。そこに現れたのは謎の老人 ヒロじい。そこから繰り広げられる不思議な鉄道旅行！お

弁当（駅弁）を食べながらのんびりとモニターの前で異空間の鉄道映像旅行をお楽しみください。 

 

【他社委託作品】最恐呪霊庫 3 投稿者不明の恐怖映像１３集（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-265-3 

■仕様：ＤＶＤ 全 65 分収録（本編 60 分、特典 5 分） 

■収録内容：心霊映像集の新機軸！投稿者不明の最恐シリーズ第３弾！この作品は、これまで世に出る

ことのなかった恐怖映像ばかりを厳選！投稿者不明がゆえに行き場を失い保管されてきた封印映像、さ

らに名を伏せて新に届いた心霊映像を収録！誰が送ってきたのか…前作よりもさらに忌まわしくおぞ

ましい、投稿者不明の最恐映像１３本を蔵出し！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

【他社委託作品】最恐呪霊庫 2 投稿者不明の恐怖映像１３集（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-179-3 

■仕様：ＤＶＤ 全 65 分収録（本編 60 分、特典 5 分） 

■収録内容：投稿者不明再び解禁！恐怖に支配された心霊映像集第２弾！この作品は、あらゆる状況の

中で収められた名を明かせぬほどの恐怖映像ばかりを厳選！投稿者不明がゆえに行き場を失い保管さ

れてきた封印映像、さらに名を伏せて新に届いた心霊映像を収録！誰が送ってきたのか…前作よりも忌

まわしくおぞましい、投稿者不明の最恐映像が再び！ 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中 



 (有)十影堂エンターテイメント 

99 

 

【他社委託作品】最恐呪霊庫 投稿者不明の恐怖映像１３集（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-134-2 

■仕様：ＤＶＤ 全 55 分収録（本編 50 分、特典 5 分） 

■収録内容：日々、制作部に送られてくる数々の心霊映像。中には投稿者不明がゆえにこれまで世に出

ることがないまま保管されてきた映像も数多くある。この DVD はその投稿者不明の映像の中でも明らか

に映る忌まわしき呪霊映像１３本を厳選して収録。日常の中、心霊スポットの探索、あらゆる状況の中、

闇に蠢くおぞましい呪霊は現れる。誰が送ってきたのか投稿者不明の最恐映像が今、世に解き放たれる。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

 

【他社委託作品】黒呪霊 最恐総集編 そこにいる動画 20 連発（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-107-6 

■仕様：ＤＶＤ 全 107 分収録 

■製作・著作：ミリオン出版 

■収録内容：ガチ過ぎる心霊投稿動画を多数紹介してきた【黒呪霊】シリーズ。集められた心霊投稿動

画はついに数十本におよぶ。そのなかから選りすぐりの 20 本を今回改めて紹介する。その中にはあま

りにおぞましい映像のため、テレビでは放送が見送られた映像も今回はあえてセレクト。そこには怨み

のこもった目でカメラのこちら側を見つめる呪縛霊たちの姿が収められているのだ!!さらに、撮りおろし

映像として、『百万人の恐い話』の案内人として数々の心霊取材をこなしてきた住倉カオスの、黒呪霊シ

リーズに関する秘話的エピソードも収録。特典映像は恐怖の語り部として怪談界のトップを走る怪談師

たちのガチ体験談をボーナストラックとして特別収録!!映像と語りで W の恐怖を味わえる!! 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

【他社委託作品】百万人の恐い動画 おぞまし過ぎる最恐セレクション  

21 連発（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-106-9 

■仕様：ＤＶＤ 全 110 分収録 

■製作・著作：ミリオン出版 

■収録内容：TV・ネットを震撼せしめた、あの激ヤバ心霊映像をここに解禁!!投稿型怪談サイトとして

数々の恐怖動画を集めてきた『百万人の恐い話』そこからは数多くの心霊動 DVD シリーズが世に送り出

されてきた。『恐い動画』シリーズ『呪霊の真相』『腐怨霊』『呪殺霊』などなど…。テレビやネットなど

で話題騒然となった動画から、選びに選び抜いた恐怖動画をここに大放出!! これだけの有名心霊動画を

まとめて見るのはもはや最後かも!?さらに、撮りおろし映像として、『百万人の恐い話』の案内人として

数々の心霊取材をこなしてきた住倉カオスの、黒呪霊シリーズに関する秘話的エピソードも収録。映像

と語りで W の恐怖を味わえる!! 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！  
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【他社委託作品】黒呪霊 4“死” 放送できない恐い動画（ＤＶＤ） 

■価格：3,800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-091-8 

■仕様：ＤＶＤ 全 55 分収録 

■製作・著作：ミリオン出版 

■収録内容：ガチ過ぎる心霊投稿動画を多数紹介してきた【黒呪霊】シリーズもついに第“死”弾を数

えることに。あまりにおぞましい映像に耐え切れなくなった撮影者が、処分にも困り送られてきた投稿

動画の数々。そこには怨みと、未練のこもった目でカメラのこちら側を見つめる地縛霊たちの姿が収め

られていた!!さらに、恐怖の語り部として怪談界のトップを走る怪談師たちのガチ体験談をボーナストラ

ックとして特別収録!!映像と語りで W の恐怖を味わえる!!特典映像のコメンタリー解説は投稿型怪談サイ

ト『百万人の恐い話』案内人で「恐い動画シリーズ」など数々の恐怖 DVD をプロデュース、取材してき

た“呪霊案内人”住倉カオス。 

◎全国レンタル店 TSUTAYA、GEO にて絶賛レンタル中！ 

 

【他社委託作品】呪霊映像 放送出来ない投稿動画 2（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-081-9 

■仕様：DVD 全 55 分収録 ■製作・著作：ミリオン出版 

■収録内容：投稿型怪談収集サイトとして注目を浴びている『百万人の恐い話』そこには多数の心霊映

像が今日も投稿されている…。そこには怨念たちの恨み、未練、悲しみ、恐怖が形となって現れている

のかもしれない…。あまりのショッキングさゆえ、テレビ局も放送を渋るほどの投稿動画もここに収録。

監修は『百万人の恐い話』案内人で「恐い動画シリーズ」など数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた

“呪霊案内人”住倉カオス。 

◎心霊 DVD の雄：「ミリオン出版」制作の第 6 弾！ 

 

【他社委託作品】黒呪霊 3 おぞまし過ぎる投稿動画（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-064-2 

■仕様：DVD 全 55 分収録 ■製作・著作：ミリオン出版 

■収録内容：ミリオン出版「百万人の恐い話」に集まるガチ過ぎる心霊投稿動画。 

あまりにおぞましい映像に耐え切れなくなった撮影者が、処分にも困り送られてきた投稿動画の数々。

そこには怨みと、未練のこもった目でカメラのこちら側を見つめる地縛霊たちの姿が収められていた!!あ

まりのショッキングさゆえ、テレビ局も放送をためらった心霊動画の数々を慎重にセレクト。黒呪霊シ

リーズ最高の恐怖が今ここに!監修はあの投稿型怪談サイト『百万人の恐い話』案内人で「恐い動画シリ

ーズ」など数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた“呪霊案内人”住倉カオス。 

◎心霊 DVD の雄：「ミリオン出版」制作の第 5 弾！ 
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【他社委託作品】呪霊映像 放送できない投稿動画 13 連発（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-057-4 

■仕様：DVD 全 55 分収録 ■製作・著作：ミリオン出版 

■収録内容：20 年以上にわたり、怪奇現象を研究・収集し続けたミリオン出版。そのコレクションの中

から選りすぐりの心霊映像をお蔵出し!! 

毎年、ミリオン出版に数多く集められる投稿映像の数々。その中にはあまりにグロテスク、あまりのシ

ョッキングさゆえ、テレビ局も放送を渋るほどの映像が含まれていた…。監修はあの投稿型怪談サイト

『百万人の恐い話』案内人で「恐い動画シリーズ」など数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた“呪霊

案内人”住倉カオス。 

◎心霊 DVD の雄：「ミリオン出版」制作の第 4 弾！ 

 

 

【他社委託作品】放送できない投稿動画 “黒呪霊” 2（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0052-9 

■仕様：DVD 全 55 分収録 ■製作・著作：ミリオン出版 

■収録内容：強すぎる“呪い”を封じ込めた動画。それはあまりにもショッキングな映像の連続だった!

廃墟に浮かび上がる恨みの顔。寝室から住人を狙う目。恐怖体験投稿サイト『百万人の恐い話』宛に届

けられた最新動画の数々。様々な場面で撮影されてしまった“心霊の姿”はどれもおぞましい…。監修

はあの「恐い動画シリーズ」「呪霊映像シリーズ」と数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた“呪霊案

内人”住倉カオス。 

◎心霊 DVD の雄：「ミリオン出版」制作の第 3 弾！ 

 

 

【他社委託作品】見・テ・ハ・イ・ケ・ナ・イ 投稿動画 呪殺霊（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0039-0 

■仕様：DVD 全 60 分収録 ■製作・著作：ミリオン出版 

■収録内容：“死霊が人を呪い殺す…”そんなショッキングなことが果たして本当にあるのだろうか？

数々の心霊投稿動画のなかには、その証拠ともいうべきいわくつきの封印映像があるのだ。心霊映像を

20 年以上にわたり収集し続けてきたミリオン出版の地下映像倉庫から発掘された映像を中心に、恐怖の

現場の数々を今回もご紹介する。監修はあの「恐い動画シリーズ」「呪霊映像シリーズ」と数々の恐怖

DVD をプロデュースしてきた“呪霊案内人”住倉カオス。 

◎心霊 DVD の雄：「ミリオン出版」制作の第 2 弾！ 
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【他社委託作品】見・テ・ハ・イ・ケ・ナ・イ 投稿動画 腐怨霊（DVD）  

■価格：3800 円（税別） ■JAN コード：45713-7007-0030-7 

■仕様：DVD 全 60 分収録 ■製作・著作：ミリオン出版 

■収録内容：オカルト研究の先駆者として心霊映像を 20 年以上にわたり収集し続けてきたミリオン出

版。そのコレクションの中でも、あまりのショッキングさと、誰もが感じる強い “呪”のため、テレビ

にも流せなかった映像をついに解禁!! 

恐怖体験投稿サイト『百万人の恐い話』宛に届けられた最新動画も多数収録。監修はあの「恐い動画シ

リーズ」「呪霊映像シリーズ」と数々の恐怖 DVD をプロデュースしてきた“呪霊案内人”住倉カオス。 

◎心霊 DVD の雄：「ミリオン出版」制作の最新作！ 

 

 

 


