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武道

神技　三船十段

★モノクロ30分　本体￥5,600＋税

　品番SPD-3501

柔道史上最強と言われる伝説の達人・三船久蔵十段の幻の
秘蔵フィルム発掘。
球は絶対に倒れない。これは、いくら転んでも中心を失うこ
とがないからである。人は修練によって、変幻自在、あらゆ
る変化に応変できる身体の構造を持っており、球の境地に
なりうる。徹底的な鍛錬によって「球」の境地を体現するに
至った達人・三船久蔵十段の神技を、スローモーションを交
えて徹底解説。

2002年12月発売

時津賢児　自成道太極拳

★カラー92分　本体￥4,800+税

　品番SPD-1811
これは従来の太極拳ではない。太極拳の形を借り、自成道の理念と
方法論を導入して自ら再構成したものである。空手の修行を続ける
うちに突き当たった多くの問題点を解消するため、空手の型とは対
極にある太極拳を取り入れ、徹底した実践と検証の末、自成道太極
拳は完成した。太極拳の動き、全体の流れは、一つ一つの姿勢をつな
いだものであり、それぞれの姿勢に武的な意味がある。その姿勢を
深めていくことが重要なポイントである。一つ一つの技、型がその
まま武術の技として使え、その動きを反復稽古することで武術的身
体が磨かれる武術の太極拳。それが、自成道太極拳である。

高専柔道
“Kosen�Judo”

★カラー68分　本体価格￥5,600+税

　品番SPD-3502

立ち技無し、場外無し、時間制限無し。旧制高校や高等専門
学校において行われ、寝技だけで闘ったため、寝技の技術が
究極まで研究され進歩したと言われる高専柔道。その真髄
を故平田鼎師範が初公開し、大ヒットとなったビデオを
DVD化。立ち技から寝技への移行、返し、相手の足の制し
方、抑え込み、三角絞め、十字逆、腕搦み、絞め技の8部構成。

日本古来の伝統的身体文化である武道

古より受け継がれてきた深奥なる世界

時津賢児
自成道　新・空手理論
★2枚組カラー190分　本体￥10,000+税

　品番SPD-1808
フランスに渡り30年、時津賢児は遂に新・空手理論を完成さ
せた。「自成道」。自ら成す、自らを成す武道。伝統的な空手の
稽古体系に疑問を呈し、自ら検証することによって、物理
的、身体生理学的に理にかなった、50歳、60歳になっても勝
てる、まったく新たな理論を構築した。
空手界の抱えた問題点を鋭く抉り、組手理論を打ち立て、そ
れを実践する。生涯を通じて行う武道とは、実戦の技術と
は、その理念とは何か。先にビデオで発売された［基本篇］

［組手編］の2作品を2枚組のDVD-BOXで新発売。

永遠なる武道

★カラー90分　本体￥5,600+税

　品番SPD-1905

日本の武道を素晴らしい映像美と音楽で描き、日本ばかり
か海外でも高い評価を受けたドキュメンタリー映画の傑
作。居合道、剣道、空手道、なぎなた道、弓道、合気道、相撲道
などの武道に、刀匠による日本刀の誕生、能、禅、大自然の四
季なども折り込み、武道の神髄を描き出すことに成功して
いる。制作総指揮アーサー・デービス。1978年マイアミ国際
映画祭最優秀記録映画賞、最優秀編集賞受賞作品。

澤井健一直伝　大気拳

★カラー48分　本体価格￥5,600+税

　品番SPD-3801
臨機応変、攻防自在、本能の力。自然の法則に従い、自然に体得する形
あって形無しの無敵の拳法・大気拳。その大気拳を日本に紹介した
だけではなく、あまり知られることのなかった「気」という言葉を定
着させ、現在に至るまで、他の武道、武術家に計り知れないほどの影
響を与え続けている拳聖・澤井健一自身の遺された貴重映像に加え、
澤井から天才と評価され、澤井健一の技と精神を受け継ぐ数少ない
門下生の一人である飯島弘志が、大気拳のエッセンスを紹介する。
DVD化にあたり、新たに澤井健一の指導風景（約3分）と飯
島弘志の演武（約15分）を特典として収録。

塩田剛三　神技伝授

★カラー56分　本体5,600+税

　品番SPD-8002

合気道の達人として、今なお多くの人に語り継がれる故塩
田剛三。遺された数少ない演武の中から、これまで未公開だ
った演武を厳選。そして研修会、黒帯会において、合気道の
極意を高弟たちに伝授した指導風景など、生前の貴重な映
像を多数収録。さらに発掘された古フィルムの完全ビデオ
化。収録されているすべての映像が初公開であり、達人の技
を後世に伝える資料的価値も極めて高い。これは、塩田剛三
が後世に残した武道の遺言である。

合気道達人列伝　安藤毎夫

★カラー91分　本体￥5,600+税

　品番SPD-8003

合気道の達人、故塩田剛三の神技を受け継ぐ高弟たちを紹
介するシリーズ第4弾。内弟子としての長年に渡る修行の末
極意に開眼。独立を果たし、養神館合気道龍を主宰する安藤
毎夫を、演武、インタビュー、指導風景などあらゆる側面か
ら捉えた。今なお研鑽の日々を続ける達人のすべて。

養神館合気道技術全集［BOX］

★3枚組　カラー476分／本体￥15,000+税

　品番SPD-8100

日本武道の粋を集め、神秘の武道と言われる合気道。伝説的
達人の神技と、その技術を徹底的に解明する。達人として知
られた故塩田剛三館長が作り上げた合気道養神館は、実戦
合気道の総本山と呼ばれ、警察や自衛隊の必修科目として
指導されているその技は、従来のイメージを覆す実戦的な
ものである。その基本となる技法の完全習得を目的として
作られたビデオ全集を、全三巻のDVDとして発売。

養神館合気道技術全集

［Vol.1］基本動作、四方投げ、一ヶ条
★カラー120分／本体￥5,600+税

　品番SPD-8101

日本武道の粋を集め、神秘の武道と言われる合気道。伝説的
達人の神技と、その技術を徹底的に解明する。達人として知
られた故塩田剛三館長が作り上げた合気道養神館は、実戦
合気道の総本山と呼ばれ、警察や自衛隊の必修科目として
指導されているその技は、従来のイメージを覆す実戦的な
ものである。その基本となる技法の完全習得を目的として
作られたビデオ全集を、全三巻のDVDとして発売。

神技　塩田剛三

★DVD�カラー50分　本体￥5,600＋税

　品番SPD-8001

実戦合気道の総本山合気道養神館を設立し、神技と呼ばれ
た素晴らしい演武によって達人の名を欲しいままにした塩
田剛三。1962年の若き日の映像から1990年の最後の演武ま
で、映像として遺された演武のほとんど全てを収録。大ヒッ
ト作となったビデオをDVD化。特典映像として師植芝盛平
や合気道の極意について語った講演の模様を収録。

Sawai�Kenichi�“Taikiken”

Tokitsu�Kenjii�“Jiseido”

Sioda�Gozoi�“Acts�of�God”

Sioda�Gozoi�“Instract�Acts�of�God”

Ando��“Aiki�Master”�“Eternity�Martial�Arts”

Mifune�Kyuzo�“Acts�of�God” Yoshinkan��“Aiki�Technics�Collection”3�DVD�Box
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昭和天覧試合
Martial�Arts�“His�Majesty's�inspection”

★モノクロ92分　本体￥10,000+税

　品番SPD-8602

昭和天皇在位60周年記念事業の一環として、昭和初期の武
道達人の貴重な古フィルムの発掘と永久保存事業が企画さ
れ、昭和天覧試合は制作されました。剣に生きた本物の剣士
の姿と心を今に伝える貴重な映像作品。全3巻で発売されて
いたビデオ作品をDVD化。写真集「昭和天覧試合記念アル
バム」収録写真のスライドショーを特典として収録。

養神館合気道技術全集［Vol.2］二ヶ条、三ヶ条、

Yoshinkan��“Aiki�Technics�Collection�vol.2”

★カラー153分／本体￥5,600+税

　品番SPD-8102

日本武道の粋を集め、神秘の武道と言われる合気道。伝説的
達人の神技と、その技術を徹底的に解明する。達人として知
られた故塩田剛三館長が作り上げた合気道養神館は、実戦
合気道の総本山と呼ばれ、警察や自衛隊の必修科目として
指導されているその技は、従来のイメージを覆す実戦的な
ものである。その基本となる技法の完全習得を目的として
作られたビデオ全集を、全三巻のDVDとして発売。

塩田剛三　直伝
�Shioda�Gozo�“Jikiden�Direct�teach”

★3枚組カラー328分　本体￥15,000+税

　品番SPD-8201

故・塩田剛三が、内弟子や限られた高弟たちにその極意を伝
授した研修会。今では伝説となっているその研修会の模様
を収録し、神技と呼ばれた技の解明に努めたビデオシリー
ズ「塩田剛三スペシャル」全10巻をDVD化。合気道の精緻な
技の根本となる原理を、塩田館長自らが演武、解説する貴重
な映像である。

養神館合気道技術全集Vol.3］入り身投げ、肘締

め・肘当て呼吸投げ、小手返し、天地投げ・呼吸法・
自由技

★カラー203分　本体￥5,600+税

　品番SPD-8103

日本武道の粋を集め、神秘の武道と言われる合気道。伝説的
達人の神技と、その技術を徹底的に解明する。達人として知
られた故塩田剛三館長が作り上げた合気道養神館は、実戦
合気道の総本山と呼ばれ、警察や自衛隊の必修科目として
指導されているその技は、従来のイメージを覆す実戦的な
ものである。その基本となる技法の完全習得を目的として
作られたビデオ全集を、全三巻のDVDとして発売。

近藤勝之大東流合気柔術
Kondo�Katsuyuki�“Daitoryu�Aikijyujyutsu”

★カラー116分　本体￥5,600+税

　品番SPD-8501
不世出の武術家武田惣角によって生み出され、惣角の三男
武田時宗によって発展した大東流合気柔術。
これは、その時宗より免許皆伝を受けた唯一の継承者近藤
勝之が、大東流のすべてを、歴史、演武、原理解説、技法紹介、
そしてインタビューによって顕わした作品である。ビデオ

「大東流合気柔術」「大東流合気柔術2」に収録されていた技
法及び演武などに加え、このDVDのために新たに撮影した
技法解説、大東流史インタビューなどで再構成された完全
版。日本語、英語の2音声収録。

昭和の剣豪
Kendo�Masters��“Showa�Period”

★モノクロ45分　本体￥5,600＋税

　品番SPD-8601

現代のスポーツ剣道とは異なる、武道家が一命を賭した修
行の姿を描く。剣聖持田盛二に挑む往年の名手中野八十二、
若き日の天才剣士森寅雄、剣道界きっての鬼才と称された
乳井義博の稽古と剣道観、現代剣道界の第一人者中倉清、日
本武道館開館15周年記念範士八段優勝大会での伊保清次、
森島健男、奥山京助、西善延。剣道界にその名を轟かす剣士
群像を描いた貴重な古フィルムを発掘。ビデオ版に未収録
の映像を加えたロングバージョン。

�“Aiki�Technics�Collection�vol.3”

400
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修斗 2002 BEST vol.1

★カラー180分　本体￥5,600+税
　品番SPD-2308
競技として着実な進化を続けてきた修斗。佐藤ルミナ、桜井
“マッハ”速人に続く新世代が続々と登場し、今や下克上の
嵐が吹き荒れる。2002年1月から6月までに行われた数多く
の大会から、厳選された全23試合。ランスvs須田、阿部vsバ
レット、植松vs井上、クーネンvs石原、今泉vs勝村、マモルvs
吉岡、秋本vsアルカレズ、パーリングvsKID、川尻VS杉江、
ABKZvsハミルトン、ストラッサーvs池本、ルミナvsバスケ
ス、三島vsイラン、五味vsサントスなど。

格闘技

バーリトゥード・ジャパン'98-'99
1998.10.25&1999.12.11東京ベイN.K.ホール

★カラー222分　本体￥5,600＋税
　品番SPD-2302
　修斗四天王が世界の最高峰に挑んだ98年。エンセンvsク
ートゥア、ルミナvsペデネイラス、マッハvsヴィチコフ、朝
日vsホーキ、トリッグvsマチャド、宇野vsボテーリョなど全
8試合。そしてブラジル最強戦士との全面対決となった99
年。マッハvsビクトリアーノ、宇野vsペデネイラス、巽vsノ
ゲーラ、中井vsシャオリン、池田vsホーキ、五味vsエドゥア
ウド、加藤vsセウジオ、ルミナvsコルデイロの全8試合。

バーリトゥード・ジャパン'96-'97
1996.7.7&1997.11.29東京ベイN.K.ホール

★カラー193分　本体￥5,600+税
　品番SPD-2301
　廃盤となっていたバリジャパ96がDVDで発売。ホイラー・
グレイシーが日本初登場で5年間無敗の王者朝日昇と激突。
エンセンvsジノビエフ、ルミナvsルイス、そしてスバーン、
菊田といった異色の選手も出場。カップリングされた97年
でも、エンセンvsフランク、ルミナvsルイス、桜井vsアグア、
巽vsホーキ、ニュートンvsパーソンなど注目の対決ばかり。

修斗ウェルター級チャンピオンシップ

五味隆典 vs 佐藤ルミナ

修斗2001

★2枚組カラー406分　本体価格¥10,000+税
　品番SPD-2307
修斗の2001年は、マッハ、ルミナの両エースに続く、新しい世
代の実力者たちが次々と頭角を顕わした。ライト級不動の王
者ノゲイラの牙城に迫った勝田と戸井田。フェザー級に彗星
のごとく現れた今泉。年間7試合と獅子奮迅の活躍を見せた中
山。フェザー級新王者となった大石を筆頭に、中尾、池田らベ
テラン勢も意地を見せた。年末のN.K.大会では五味が念願の
王座を戴冠。三島も雷暗を相手に復活を果たした。地道な選手
育成を続けてきた修斗の努力が、見事に花開き、結実した1年
であった。2001年に行われた修斗の3回戦42試合を全て収録。

世界各地の精神風土が生んだ様々な格闘技
日々発展を続ける技術体系と数々の名勝負

修斗ウェルター級選手権試合

宇野薫 vs 佐藤ルミナ
2000.12.17東京ベイN.K.ホール

★カラー90分　本体￥5,600+税
　品番SPD-2303
世紀末に修斗が放った渾身のビッグマッチ。衝撃の結末と
なったウェルター級チャンピオンシップ宇野vsルミナ、素
晴らしい攻防で年間最高試合に輝いたマッハvsトリッグ、
フェザー級初代王者決定戦マモルvs秋本、他にノゲーラvs
パーリング、クロマドvs三島、加藤vsダン、クーパーvsクッ
ク。全7試合中6試合がKOか一本で決着が付いた奇跡的な大
会。全試合ノーカット。

修斗 2000 BEST

★カラー145分　本体5,600+税
　品番SPD-2304
20世紀ラストイヤーの激闘を完全網羅。1年間の名勝負がぎ
っしりつまった完全保存版。
クーパー、マッハ、三島、宇野。ルミナのハワイ初登場とエリ
ック・パーソンのラストファイト。バレット・ヨシダ衝撃の
初参戦。アブダビ帰りの刺客を迎え撃った植松と巽の激闘。
真夏の横浜決戦。朝日vs植松の世代闘争。五味vsライアンの
ウェルター級サバイバルマッチ。そして奇跡的な名勝負が
連続したN.K.ホール。2000年に行われた数々の試合の中か
ら、選び抜かれた26試合を収録。

修斗ミドル級チャンピオンシップ

桜井“マッハ”速人 vs アンデウソン・シウバ

プレミアム・チャレンジ01

DEEP 2001 5th IMPACT

DEEP 2001 4th IMPACT

2002.5.6 東京ベイN.K.ホール
★カラー180分　本体￥5,600+税
　品番SPD-2201
プレミアムとは、一流の格闘家が持つプロとしての力量を表し、
「プレミアム・チャレンジ」とは、プレミアムの権威を守り高めるガ
ーディアンと挑戦者であるエクスプローラーとの誇りと意地をか
けた闘いである。
プロデビューわずか2戦目にしてパンクラスのエース近藤有己を
破るという快挙を成し遂げた怪物百瀬善規をはじめ、無名ではあっ
ても確かな実力を持つ強豪たちが、確かな光を得た記念すべき旗揚
げ戦。他にミーシャvs藤井、石井vs富士、ヘイズマンvs小澤、矢野vs
所、今泉vsおさみ、今成vs岩間、芹沢vs佐藤、港vs熊谷など全13試合。

2002.3.30愛知県体育館
★カラー120分予定　本体￥5,600+税
　品番SPD-2202
総合格闘技の新しいチャレンジとして新世紀にスタート
し、ユニークな試みを連発して話題の大会。その第4弾は、パ
ンクラス＆リングス連合軍とルチャ軍団との対抗戦。謙吾
vsドスカラスのリベンジマッチの他、近藤vsキックボクサ
ー、坂田vsイリソン、鈴木vsソラール、横井vsディアス、村浜
vsホーキ、佐々木vsシム、渡辺vs滑川、秋山vs長南、ソムデー
トvs砂辺、土居vs佐々木、和田vsアステカの全12試合。

2002.6.9ディファ有明
★カラー120分予定　本体￥5,600+税
　品番SPD-2203
様々な大会で活躍する実力者8人の1DAYトーナメントによ
って争われたDEEP JAPANミドル級王者決定戦。村浜天晴、
星野勇二、梁正基、上山龍紀、久松勇二、窪田幸生、石川英司、
長南亮。82kg以下最強の称号を得るのは誰か？特別試合と
して行われた、伊藤崇文vs日高郁人、ソムデート吉沢vsダレ
ン・ウエノヤマ、和田良覚vsMAX宮沢の3試合も注目。

2001.8.26大阪府立体育会館
★カラー83分　本体￥5,600+税
　品番SPD-2305
２大エースが揃い踏みを果たした真夏の大阪決戦全試合を収録！
不動の王者桜井“マッハ”速人が初の敗戦でミドル級王座陥落。相
手はブラジル・シュートボクセからの刺客アンデウソン・シウバ
だ。大阪府立体育会館を埋め尽くした大観衆が悲嘆にくれたまさ
かの王座交代劇。そして8カ月ぶりの復活を果たした佐藤ルミナ
は、曲者マーシオ・クロマドを下し、悲願の王座奪取へ向け再スタ
ートを切った。他に、ラリパパvs須田、池本vsバーガーなど全6試
合を収録。実況有りと実況無しの音声2ストリーム収録。

2001.12.16東京ベイN.K.ホール
★カラー86分　 本体¥5,600+税
　品番SPD-2306
待ち望まれ、ついに実現したウェルター級の王座決定戦は、
ニュージェネレーション五味が勝利！無冠の帝王ルミナ悲願
の戴冠ならず！ライト級に安定政権を築くノゲイラは、戸井
田カツヤの挑戦を退け最強の王者であることを証明。復活し
た桜井“マッハ”速人はダン・ギルバートを一蹴。そして三島
☆ド根性ノ助と雷暗暴の手に汗握る名勝負。他に中尾vs和
田、加藤vs池本、クロマドvs中山。ランカー同士の対決で、レ
ベルの高さを見せ付けた修斗のN.K.大会、全7試合を収録。
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関節技大全

★カラー120分　本体￥5,600+税
　品番SPD-3601
　日本における関節技の、有数の使い手として古くから総
合の世界をリードしてきた麻生秀孝。彼がその技術を惜し
げもなく公開した「THE 関節」と「THE 裏関節」の2作品を1
枚のDVDに収録。単に技の掛け方を解説するのではなく、そ
れぞれの技の入り方や変化を様々な状況ごとに紹介してい
るため、すぐ実戦に役立てることができる。

ルイス＆ペデネイラス

ノヴァ・ウニオン柔術＜下巻＞
★カラー90分　本体¥5,600+税
　品番SPD-3504
攻撃と防御、両面から技を学ぶことができる画期的な教則
作品。これらの技術は、ルイス＆ペデネイラスを初めとする
一流の戦士たちが、実際に道場で練習しているものであり、
これらを身につけることで実力がアップし、実戦での勝利
が近づくことは確実。柔術を学ぶ人たちにとって、まさに待
望の作品。テイクダウン、ガードポジション、パスガード、抑
え込み、マウント、バックの6つのポジションでの攻防を紹
介。他に、イゴール・ジノビエフのスペシャルテクニック、所
属選手の実戦風景なども収録。

ルイス＆ペデネイラス

ノヴァ・ウニオン柔術＜上巻＞

プロフェッショナル柔術リーグ旗揚げ戦

GI-UM
2002.5.2 ディファ有明

★カラー167分　本体￥5,600+税
　品番SPD-2501
ついに実現したプロ柔術リーグの記念すべき旗揚げ興行を
完全収録。日本におけるブラジリアン柔術の第一人者中井
祐樹が、世界王者でもあるトップ中のトップ選手レオナル
ド・ヴィエイラと激突。レオジーニョの弟ヒカルドvs吉岡
大、マルコス・バルボーザvs朝倉孝二など、5.1下北沢GI-
ZEROでの6試合、そして5.2ディファ有明GI-UMの10試合を
完全ノーカットで収録。解説：中井祐樹。実況無しと、実況付
きの音声2ストリーム収録。

セルゲイ・ベログラゾフ
最強のレスリング
★カラー90分　本体￥5,600+税
　品番SPD-3901
オリンピック、世界選手権で実に6つの金メダルを獲得した
歴史的名選手セルゲイ・ベログラゾフが、レスリングの最強
テクニックを初公開。断片的な技の紹介ではなく、相手を崩
し、投げ、倒し、フォールする。その流れるような芸術的テク
ニックを披露する。ロシアと日本のナショナルチームコー
チとして長年の指導経験を持つセルゲイの、具体的で分か
り易い説明により、誰もが確実にその技術を身につけるこ
とができる。

麻生秀孝
関節道　極技100
★カラー130分　本体5,600+税
　品番SPD-3602
S.A.W.代表師範として長年に渡り後進の指導を続け、今な
お新たな極技の開発に邁進する麻生秀孝。あらゆる格闘競
技と人体の構造に対する徹底的な研究と、関節技に対する
一途な探求心は、余人の追随を許さない。今作品で紹介する
100の極め技は、鉄人麻生秀孝が入念な検証の末選び抜いた
技であり、この技をマスターすることからあなたの実力倍
増計画はスタートする。極技解説編、スポーツ柔術編、トレ
ーニング編の3部構成。

総合格闘技
SUPER GAME PLAN
★カラー75分　本体￥5,600+税
　品番SPD-3603
総合格闘技の試合に勝つために最も大切な技術とは何か？
身体能力を高め、打撃、組技、寝技、それぞれのテクニックを
身につけることも大切だが、対戦相手の研究と、自分のスキ
ルとの徹底した比較によって、勝つための戦略は導き出さ
れる。打撃が勝る相手、寝技に勝る相手、そして総合的に勝
る相手と戦う場合、どのような戦略をたて、どう戦うのか？
これは、格闘家育成集団WK/NETWORKが初めて明かす、勝
つための練習方法である。

チャモアペットのスーパーテクニック

★カラー80分　本体価格￥5,600+税
　品番SPD-5201
前人未踏の９冠王に輝き、400年を数えるムエタイの長い歴
史の中で最も成功を収めた男チャモアペット。その強さの
秘密は、あらゆる攻撃に優れているだけでなく、鉄壁の防御
とカウンターのテクニック、それらすべてが高い次元で組
み合わされているところにある。
これは、最強の男チャモアペットが、その芸術的テクニックのす
べてを紹介した作品である。DVD特典として、タイ国ルンピニー
スタジアムで行われたチャモアペットvsペップシー戦を収録。

チャモアペットのスーパーテクニック
［実戦編］
★カラー55分　本体￥5,600+税
　品番SPD-5202
長い歴史と分厚い選手層を誇るムエタイで、史上最高の9冠
王という実績を残したチャモアペット・チョーチャモアン
が、実戦を勝ち抜くためのより具体的なテクニックを紹介。
パンチ、キック、ヒザ、ヒジのそれぞれの技術から、相手の防
御や攻撃の捌き方、有効な攻撃方法やヒットポイントなど
を丁寧に解説する。

アブダビ・コンバット2001
2001年4月11～13日アラブ首長国連邦

★2枚組カラー360分　本体￥10,000+税
　品番SPD-2401
第4回を迎え、南米、北米、欧州、オセアニア、アフリカから多
数の有名選手が参戦し、文字通りの組技世界選手権となっ
たADCC2001。日本からも、菊田早苗、宇野薫、五味隆典、植
松直哉、田村潔司、高阪剛、郷野聡寛、須藤元気、矢野卓実と
錚々たるメンバーが顔を揃え、世界の強豪に挑んだ。
世界中のトップファイターが覇を競う最強決定戦という、格
闘技ファンの夢を実現してしまったアブダビ・コンバット。総
勢19名を数えた日本人選手の全試合をはじめ、たくさんの名
勝負をDVD2枚に可能な限りたっぷりと収録した完全保存版。

★カラー83分　本体¥5,600+税
　品番SPD-3503
アンドレ・ペデネイラスとジョン・ルイスが主宰するノヴ
ァ・ウニオンは、ジョン・ホーキ、ヴィトー“シャオリン”ヒベ
イロ、B・J・ペンなど、続々と世界の頂点に君臨する選手を送
り出す優れた育成道場であり、その強さと勢いは数多いブ
ラジルの柔術道場の中でも際だった存在である。
ペデネイラスとルイスの2人が、実戦に役立つ具体的な柔術
のテクニックを、ガード、マウントなどのポジションごと
に、デフェンスとオフェンスの両面を詳しく解説。

中井祐樹　柔術バイブル

★カラー90分　本体￥5,600+税
　品番SPD-3505
日本における柔術の代名詞的存在である中井祐樹が、ブラジ
リアン柔術と高専柔道の技術をミックスした独自のテクニ
ックを、基礎から応用まで余すところ無く公開。柔術のルー
ルから、テイクダウンの技術、ガードポジション、サイドポジ
ション、マウントポジション、それぞれの体勢での基本的な
攻防を詳しく紹介する。大反響を呼んだビデオのDVD化。
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地上最強のカラテ
Strongest�Karate
★DVD�カラー99分＋10分　本体￥5,600＋税

　品番SPD-1901

極真カラテ映画三部作の第1弾。1975年11月、東京都体育館
で開催された第1回全世界空手道選手権大会での壮絶な闘い
ぶりを中心に、各国代表選手の過酷なトレーニング風景、真
剣白刃取り、氷柱割り、ビール瓶切りなどの驚異的な演武の
数々など、衝撃の映像で世界的なカラテ映画ブームを巻き起
こした。オリジナルプリントからのデジタルマスタリングで
より高画質を実現。1976年度作品。

地上最強のカラテPART.2
Strongest�Karate�Part.2
★カラー100分+10分　本体￥5,600＋税

　品番SPD-1902

極真カラテ映画三部作の第2弾。北米、南米、欧州、東南アジア
など海外数カ国ロケを敢行。極真名物地獄稽古での過酷な鍛
錬、手裏剣、ヌンチャクなどの武器術、そして故大山倍達館長
の神技５人掛け、ウィリー・ウィリアムスと巨大人喰い熊と
の激闘を収録して、前作に次ぐ大ヒットを記録したドキュメ
ント映画の傑作。オリジナルプリントフィルムからのデジタ
ルマスタリングで最新の高画質を実現。1976年度作品。

空手Karate

二宮城光Ninomiya�Joko
ENSHIN�METHOD�限りなきチャレンジ
★カラー53分　本体¥5,600+税

　品番SPD-1803

極真空手の黄金期に、その華麗な組手で戦国時代を勝ち抜
き、貴公子、天才児と称された二宮城光。長年の実戦経験を
基に考案した円心空手は、攻防における円の動きとポジシ
ョニング、独特の崩し、捌き、投げのテイクダウン、相手のパ
ワーを最大限に利用するカウンター攻撃を特色とする。華
麗にして重厚。円心会館のテクニックと精神を、二宮館長自
らが解説する。

二宮城光�Ninomiya�Joko
ENSHIN�METHOD�2
★カラー70分　本体￥5,600+税

　品番SPD-1807

捌一筋。空手界に独自の道を築き上げ、さらなる技術の追求
を続ける二宮城光が、高度な捌きのテクニックをわかりや
すく丁寧に解説した第2弾。ベースとなるポジショニングを
活かした、具体的な攻防一体の技術を紹介する。ポジション
を確保するためのステップ、引き崩し、引き回しなどに対す
る捌き返しなど、第1弾からより進んだテクニックを収録。

格闘空手大道塾～北斗旗への道～

★カラー75+40分　本体￥5,600+税Daidojyuku
　品番SPD-1804大道塾とは？その理念とは？その歴史と

は？その活動とは？そのスタイルとは？北斗旗とは？そし

てその技法とは？東塾長自らの実演による基本テクニック

の解説と、大道塾を代表する強者6人による移動稽古とコン

ビネーションテクニック、スパーリング。�格闘空手大道塾の

すべてがここに。映像特典として「北斗旗1984-2001」を収

録。映像が残されている1984年から2001年までの闘いか

ら、北斗旗が輩出した数多くの名選手を中心に激闘をフ

ラッシュバック。

格闘空手大道塾Daidojyuku
～北斗旗への道2～［実戦組手編］
★カラー81+27分　本体￥5,600+税

　品番SPD-1805

常に実戦での強さを追求してきた大道塾、それが様々な技
術への探求心を生んだ。東孝塾長をはじめ、北斗旗歴代優
勝・入賞者が明らかにする必倒コンビネーションの数々。そ
れぞれの打撃に対する対処ばかりでなく、投げから寝技へ
の移行、さらには不利な体勢下での対処法など、実戦でのあ
らゆる状況を想定し、それを打開するための具体的なテク
ニックを紹介。
映像特典として、他流派との対戦を通して自らの技術を検
証してきたTHE�WARS全5回の名勝負を収録。

格闘空手大道塾DVD-BOX
Daidojyuku
★2枚組233分　本体￥10,000+税

　品番SPD-1806

基本、移動、コンビネーション、そして組手まで、大道塾の技
法を完全網羅し、好評を博したビデオ2作品をDVD化。さら
に、北斗旗全日本空手道選手権大会と、THE�WARS、大道塾
がふたつの柱として開催してきた大会の歴史を振り返った
映像特典も収録した。これは格闘空手大道塾のバイブルで
ある。
DVD2作品を1つのBOXに収めたお買い得版。

最強最後のカラテ
Last�Strongest�Karate
★カラー98分+10分　本体￥5,600＋税

　品番SPD-1903

極真カラテ映画三部作の第3弾。熊殺しウィリーが参戦し、
母国日本の王座最大の危機と言われた第2回世界大会の模
様を中心に、日本映画史上初の世界一周キャラバンロケー
ションによって、頂点を目指す空手家たちの限界を超えた
荒行に挑む姿を描いた。
オリジナルプリントフィルムからのデジタルマスタリング
で最新の高画質を実現。1980年度作品。

古来の琉球拳法であった唐手は
幾多の名人によって技を磨かれ
武道としての空手へと変貌した

黒澤浩樹Kurosawa�Hiroki
THE�INFIGHT
★カラー61分　本体￥5,600+税

　品番SPD-1802

　黒澤浩樹は、数々の挫折、負傷に見舞われながら、常に不
死鳥のように甦り、数多のドラマを生み出してきた。彼を突
き動かしてきたものは、現状に決して満足することのでき
ない、一歩でも高みへと近づこうとするスピリットである。
代名詞とも言える下段廻し蹴りと、相手の内懐に臆せず飛
び込むインファイトの技術を中心に、破壊力やスピードを
増すためのトレーニング、そして実戦や練習に挑む心構え
を語ったインタビューなど、黒澤浩樹のすべてを収録。

山崎照朝実戦空手Yamazaki Terutomo
［基本篇］［移動稽古篇］［組手基本篇］

★カラー193分　本体￥5,600+税

　品番SPD-1801

　実戦空手とは、グローブ、ニーパッドなど、一切のプロテ
クターを身に付けることなく、素手、素足で相手に直接打撃
を加えて闘う空手である。山崎照朝が、自ら身に付けた実戦
空手の技術を徹底指導する。これだけで道場での実際の練
習内容が手に取るようにわかり、誰もが正しい練習方法を
身に付けることができる。ビデオ3タイトルを1枚に収録。
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U.W.F. COMPLETE BOX stage.2

★5枚組カラー947分　本体￥20,000+税
　品番SPD-1015
現在の格闘技シーンにあって、重要な役割を果たしてきた
名選手たちが、一同に会していた伝説の団体。それがU.W.F.
である。わずか3年足らずの活動期間ではあったが、旗揚げ
と同時に爆発的なブームを巻き起こし、社会現象とまで言
われる大人気を誇った。
その全30大会全試合をノーカットで15枚のDVDに収録。各
5枚づつを豪華BOXにセットしたシリーズ第2弾。
最も重要な大会である東京ドーム大会が収録されている必
携の作品。

RINGS 10th ANNIVERSARY
創立10周年記念総集編

★2枚組カラー390分　本体10,000+税
　品番SPD-1101
1991年5月、前田日明はたった一人でリングスを旗揚げ。そ
れから10年、前田日明は世界中の格闘家達をリングスに登
場させてきた。日本、オランダ、ロシア、グルジア、ブルガリ
ア、オーストラリア、アメリカ、そしてブラジル。様々な格闘
家が次々と参戦し、存在をグレードアップさせていった。こ
れは唯一リングスのみが成し得た画期的な成果だった。
まさに綺羅星のごとく居並ぶ格闘家たち。リングスの歴史
は世界格闘技の歴史である。格闘史に刻まれた不滅の名勝
負全46試合を一挙に収録。

THE FINAL
前田日明 vs カレリン
★カラー50分　本体￥5,600+税
　品番SPD-1102
12年間無敗。オリンピック3連覇。世界選手権9連覇。数々の
輝かしい勲章に彩られ、人類最強の男と形容されるロシア
の英雄アレキサンダー・カレリン。最も恐るべき敵を引退試
合の相手とした前田日明。世界中が驚愕した世紀の一戦、つ
いにDVD化。
試合のノーカット完全収録はもちろん、試合後の控え室や、試合
に先立つ両雄のインタビュー、記者会見、ロシアやアメリカでの
練習風景など、決戦を取り巻くあらゆる映像を収録。完全未公開
とされていた、来日したカレリンの極秘トレーニングも初公開。

RINGS 1991-2002

★2枚組カラー426分　本体価格¥10,000+税
　品番SPD-1103
2002年2月。日本の総合格闘技界に大きな足跡を残し、11年
に渡る活動に終止符を打ったリングス。総合格闘技という
概念さえ普及していなかった時期に旗揚げし、地道な選手
育成を続けて、世界に広がるネットワークを構築した功績
は、他に類を見ない偉大なものであった。
知られざる世界の強豪を日本に次々と紹介し、続々と現れ
る超人たちに大勢のファンが熱狂した。数多の名選手が繰
り広げた数々の名勝負を、可能な限り多数収録した完全保
存版総集編。全60試合収録。

U.W.F.VS新日本全面戦争Vol.1

★カラ－200分　本体￥5,600+税
　品番SPD-1201
　実現不可能と思われていた夢が突如として実現。全プロレ
スファンを巻き込む大激震となったU.W.Fと新日本プロレ
スの対抗戦。それはイデオロギーを越え、闘う者たちの意地
と意地が真正面からぶつかり合う熾烈なサバイバルウォー
であった。高田vs越中、安生＆垣原vs長州＆永田、佐野vs武
藤、桜庭vs金本、安生vs蝶野など、数多の名勝負を多数収録。

プロレス&総合格闘技

前田日明 戦いの証
ー天の章ー
★DVD 4枚組カラー815分　本体￥29,800＋税
　品番PNBS-8
前田日明全記録、完全映像化なる！DVDで発売！ 第1次
U.W.F.時代の17試合と、第2次U.W.F.時代の29試合、計46試
合を可能な限りノーカット収録、未発表の当時のインタビ
ューや練習風景なども収録。

伝説の虎戦士
スーパータイガー
★2枚組カラー311分　本体￥10,000+税
　品番SPD-1001
　史上最高のプロレスブームを巻き起こしたスーパーヒー
ロー・タイガーマスクが格闘プロレスU.W.F.で復活。格闘王
前田日明、現ミスタープライド高田伸彦、関節技の鬼藤原喜
明らと、壮絶な闘いを展開した。従来のイメージを覆した本
格的なキック、骨が軋むような関節技を主体にしたファイ
トスタイルは、プロレス界に大きな衝撃を与え、現在の格闘
技ブームへと続いている。全17試合を可能な限りノーカッ
トで収録。

前田日明 戦いの証
ー地の章ー
★DVD 4枚組カラー716分　本体￥29,800＋税
　品番PNBS-9
前田日明全記録、完全映像化なる！DVDで発売！ TV未放映の
98年4月25日ロシア・エカテリンブルグでの対ズーエフ戦を
含む、RINGS時代の全60試合を完全ノーカットで収録。試合
前後のインタビューも有り。

U.W.F. COMPLETE BOX
stage .1
★5枚組カラー944分　 本体￥20,000+税
　品番SPD-1002
格闘技の歴史に燦然と輝くU.W.F.の栄光の軌跡をプレイバ
ック。超豪華仕様の完全保存版DVD-BOX。第二次U.W.F.の
全30大会全試合をノーカットで収めた3BOXの第一弾。旗揚
げ戦となった1988年5月12日の後楽園大会から、船木、藤
原、鈴木の3選手が移籍し、前田がドールマンと闘った1989
年5月21日の大阪球場大会まで10大会を収録。前田vsゴルド
ー、高田vsバックランド、前田vs高田など、全42試合。

蘇る幻の虎戦士

ザ・タイガー＜復刻版＞
★カラー95分　本体￥5,600+税
　品番SPD-1008
廃盤となっていたザ・タイガーの幻のビデオ2作品をDVDで
復刻。新日本プロレスを人気絶頂のまま退団したタイガー
マスクが、ザ・タイガーとなってファンの前に再びその勇姿
を現した。前田日明、藤原喜明、高田伸彦ら、旧友との邂逅が
生み出した格闘プロレスという新しい潮流。この日発せら
れた総合格闘技の産声は、やがて日本を世界格闘技の中心
地へと導くことになる。記念すべきザ・タイガー2日間限り
の復活劇を収録。

熱狂的なファンの熱い支持を受け、
日本が中心となり世界へと発信する

2002年11月発売

U.W.F. COMPLETE BOX stage.3
★5枚組カラー1026分　本体￥20,000+税
　品番SPD-1021
伝説のU.W.F.よ、永遠なれ。U.W.F.の解散はまさにビッグバ
ンであり、その遺伝子は格闘技界を広く覆い尽くした。そし
て現在も、さらなる拡大を続けている。大勢のファンが夢想
したユートピアU.W.F.とは一体何だったのか？
総合格闘技の礎となった最後の闘いを収録したシリーズ完
結編。90年2月南足柄大会から12月松本大会まで、全10大会
52試合を完全ノーカット収録。
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U.W.F.INTER
最強伝説 vol.
★2枚組カラー400分予
　品番SPD-1203
高田延彦をはじめ、桜庭和志
ら錚々たる実力者を次々に輩
闘技界に君臨する彼らの原点
鉄人ルー・テーズゆかりのベ
庭、高山、金原らのデビュー戦
第1弾には高田vsバービック
尾、金原vs高山、桜庭vsネルソ

府川唯未PERFE
“SAYONARA
★2枚組カラー400分　
　商品番号SPD-4101
女子プロ人気ナンバー１のア
のすべてを振り返った永久保
た全日本女子プロレス時代の
ファイトまで、100を越える
ビュー、レスラー生活をたど
密着映像など、特典映像も満

U.W.F.VS新日本

★カラ－183分　本体￥
　品番SPD-1202
　実現不可能と思われていた
レスファンを巻き込む大激震
レスの対抗戦。それはイデオ
地と意地が真正面からぶつか
ーであった。高田＆金原vs長
vs永田、高山vs高岩など、数多
Ｄ
Ｖ
Ｄ
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NATIONAL
1
定　本体10,000+税

、田村潔司、高山善廣、金原弘光
出したU.W.F.インター。総合格
、出発点となった闘いを収録。
ルトを巡る数々の名勝負や、桜
など、歴史に残る一戦を収録。
、高田vsオブライト、高田vs北
ンなど全50試合を収録予定。

CT COLLECTION
”
本体¥10,000+税

イドルが、そのレスラー生活
存完全版。デビューを果たし
試合から2000年7月のラスト

豊富な試合映像に加え、インタ
ったヒストリー、プライベート
載した引退記念作品。

全面戦争Vol.2

5,600+税

夢が突如として実現。全プロ
となったU.W.Fと新日本プロ

ロギーを越え、闘う者たちの意
り合う熾烈なサバイバルウォ
州＆佐々木、桜庭vs石沢、垣原
の名勝負を多数収録。
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アラーキー＆映画

DVDアラーキー
A  LIVE  Araki Overseas  1997－2000
★カラー156分　本体￥4,800+税
　品番SPD-9301
アラーキーのイタリア（プラトー、フィレンツェ、ナポリ、ロ
ーマ、ミラノ）、ウィーン、上海、バンコク、アムステルダム、
台北　そして東京。世界の都市を歩き、愛し、飲み、シャッタ
ーを押し続けたアラー記録。撮影の現場、写真展、写真集、パ
フォーマンス、イベント、トーク、アラキネマ---アラーキー
人生の鼓動を伝える初めてのDVD作品。 ［Araki in Italy］
［Arakinema（アラキネマ・イタリア）］［Araki Overseas］
［Araki in Tokyo］の４作品を収録。

アラキネマ　花曲3

★カラー20分　本体￥3,800+税
　品番SPD-9302
アラキネマは映画でもなく、スライドでもない、荒木経惟による
まったく新しい写真表現のひとつである。アラーキー自身の演出
による写真表現を、見る側が同時体験し共有するものである。一
枚の写真が光を通して闇の中にイメージを結び、次の瞬間には二
枚目の写真とオーバーラップして溶け合い交じり合い、二枚目の
写真が確かなイメージを結ぶと闇の中に消え去る。この瞬間、こ
の刹那、この官能。アラキネマは一つの確かなジャンルである。
花はアラーキーの90年代の重要なモチーフの一つであり、数多くの作
品が世界中で高い評価と話題を呼んだ。全4部作となる「花曲」の第3弾。

顔写　アラーキーの100人

★カラー138分　本体￥4,800+税
　品番SPD-9303
顔は写されるためにある。その皮下組織にかくされた過去・
ラブストーリーを複写してしまうのだ。天才アラーキーが1
日で撮る100人の肖像写真。富山、東京、帯広での撮影現場に
密着。アラーキーの愛、それを素直に受け入れ、返した100
人。写真行為のすべてを捕らえたA LIVE。「アラーキー顔写」
「百花百蝶」「十勝平野喜怒哀楽」の3作品の他、「アラキネマ
　十勝平野喜怒哀楽」も特別収録。

オリエンタル・エレジー

★カラー43分　本体¥4,800+税
　品番SPD-9901
ソクーロフが日本で初めて撮った作品。日本各地を撮影し、
独自のスタイルで、今ここにないもの、いつしかどこかで私
たちが忘れてしまった日本の心、記憶を求めたソクーロフに
よるエレジー。オリエンタルというよりも日本へのエレジー
にあふれている。ソクーロフは語りかれる。「魂たちが私を待
っている　残る生涯をかけて彼らの話を聞こう　私は島に
残ろう」と。1996年1月、NHKで放映され大反響を呼んだ日本
ヴァージョン（38分）を、その後サンクト・ペテルブルグで新
たに編集したロシア・ヴァージョン。（日本初公開2000年）

穏やかな生活

★カラー76分　本体¥4,800+税
　品番SPD-9902
アレクサンドル・ソクーロフの“日本三部作”第二作。奈良県
明日香村に暮す老女の穏やかな生活を綴る。強さと優しさ
が息づく百年の時を経た家。梁を抜ける風、木彫りを照らす
灯り、土間の音。生活の細部、質、確かさ---すべてがソクーロ
フを魅了してやまない。
ロシア人を「彼ら」と呼び、日本人を「我々」と語るソクーロ
フは、この作品で、愛する日本と日本人の感覚を静かに伝達
しようとしている。（日本初公開1997年）

ドルチェ―優しく

★カラー63分　本体¥4,800+税
　品番SPD-9903
アレクサンドル・ソクーロフの“日本三部作”第三作。2000年
（第57回）ヴェネチア国際映画祭招待作品。
海原に冴える満月。障子の向こうに波間がひろがる。壁にも
たれたミホが、ささやくように語りはじめる。
島尾ミホが自分の人生を率直にかつ正直に女優として演じ
ていく。この映画は、ドキュメンタリーとも劇映画とも違う
全く新しい作品であり、この映画は、作家・島尾ミホとソク
ーロフの2人による映像小説である。（日本初公開2000年）

全世界で高い評価を受ける２人の芸術家
荒木経惟の表現活動を追ったドキュメントと
アレクサンドル・ソクーロフの日本３部作
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合気道
AIKIDO

合気道の第一人者として名高い達人・塩田剛三。

故植芝盛平直伝の達人の技が、ビデオを通して甦る。

神秘のベールに包まれた合気道の精髄をここに。

合気道養神館　基本技／自由技／応用技

合気道養神館【演武篇】

★カラー32分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-8002　◎英語版、仏語版あり�NTSC/PAL/

SECAM�English/France

演武は技のみを行うのではなく、すべての動作に気力が伴って
いるかを表わすものである。従って演武は、真剣勝負と同じ意味
を持つ。基本動作連続（剣・徒手）、基本動作と関連技、中級技、緩
急技、短刀操法、護身技、自由技を収録。

合気道養神館平成元年度総合審査科目昇級の部／昇段の部

／有段の部�Dan�Promotion�Test

★各カラー30分　各本体￥3,399＋税

　品番SPA-8003　SPA-8004　SPA-8005

合気道養神館平成元年度総合審査科目を、昇級、昇段、有段のそ
れぞれの部に分け、収録。監修・塩田剛三、指導・合気道養神館師
範部。

★カラーcolor�60分min.　本体￥8,544＋税tax

　品番SPA-8001　◎英語版、仏語版あり�NTSC/PAL/

SECAM�English/France

合気の基礎から秘技までを克明に追う。塩田剛三館長インタビ
ュー、稽古風景、師範をはじめとする先生方による基本技、その
応用と神技とまで言われる塩田館長の秘技、基本姿勢、基本動
作、応用基本動作、四方投げ、一ヶ条抑え、二ヶ条抑え、三ヶ条抑
え、四ヶ条抑え、入身投げ、小手返し、天地投げ、肘締め、呼吸投
げ、自由技、応用技。

合気道養神館平成元年度総合演武大会

★カラー120分　本体￥9,515＋税

　品番SPA-8006

平成元年九月九日・日比谷公会堂で行われた第34回総合演武大
会。塩田剛三をはじめ、養神館の精鋭たちの模範演武全てをドキ
ュメント収録。さらに他の参加チームすべてのハイライトシー
ンも収録。

塩田剛三�海外遠征演武

★カラー21分　本体￥4,661＋税

　品番SPA-8007

合気道の技と心を世界に広く伝えるため、1980年、塩田館長は
アメリカ、カナダの3つの都市で模範演武を行った。その遠征記
録を収録。80年10月6日ロサンゼルス、10月10日デトロイト、10
月13日トロント。

合気道養神館教本ビデオ
Yoshinkan�Doctrine�VT
★カラー30分　本体￥3,690＋税

　品番SPA-8008

構え、基本動作（相対）～体の変更ほか、昇級科目（3～1級規定
技）～半身半立ち片手持ち四方投げほか、昇段科目（初段規定技）
～座り技片手持ち三ヵ条抑えほか、有段科目（2段以上規定技）～
座り技両手持ち呼吸法ほか、自由技（各攻撃の対処方法）～昇段
の部・有段の部／片手持ち、両手持ち等を収録。

塩田剛三海外セミナー【ウインザー編】

Over�sea�Seminar�in��Windsor�1990

★カラー46分　本体￥4,661＋税

　品番SPA-8012

90年6月24日～26日、ウインザーにおけるセミナー、演武、昇段審
査を収録。世界各国からの参加者を含む、合気道の一大イベント。

第1回養神館合気道世界大会
The�First�World�Meeting
★カラー89分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8009

90年6月30日、カナダのトロントで行われた初の養神館合気道世
界大会を収録。各国、そして日本の代表的合気道家が演武を披露。

合気道養神館35周年記念総合演武大会

Yoshinkan�35Aears�AnniversaryDemonstration

★カラー86分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8010

90年9月15日中野区立体育館にて、養神館創立35周年の記念す
べき大会が開催された。達人・塩田剛三ほか精鋭たちの各演武を
収録。

塩田剛三海外セミナー【トロント編】

Over�sea�Seminar　in�Toront�1990

★カラー26分　本体￥3,884＋税

　品番SPA-8011

90年6月22・23日、トロントで行われた合気道養神館のセミナー
の模様を、詳細にメッセージする。養神館の技法の細部にアプロ
ーチ。

合気道養神館平成3年第36回総合演武大会

36th�Yoshinkan�Meeting�in�1991

★カラー60分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8013

日頃の鍛練の成果を披露する総合演武大会。91年9月22日に行
われた第36回大会の模様を収録。

Yoshinkan�Basic/Free/Application

Yoshinkan�Demonstration

Yoshinkan�Demonstration1989

Master�ShiodaOverseas�expedition
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合気道
Aikido�1962
★モノクロ27分　本体￥4,661＋税

　品番SPA-8014

養神館合気道を広く世間に普及させること、この日本古来の武
道を後世に伝えることを目的として、昭和37年度に制作された
映画「合気道」のビデオ化。監督・石山稔。

養神館平成4年第37回総合演武大会

37th�Meeting
★カラー93分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8015

92年9月13日・中野区立体育館で行われた総合演武大会の模様
を収録。

山梨養神館十周年記念合気道演武大会

Yamanashi�10th�Anniversary�Meeting

★カラー103分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8016

山梨養神館の十周年を記念して盛大に行われた演武大会の模様
を収録。合気道発祥の地に全国の精鋭達が集い、演武を披露した。

養神館平成5年第38回総合演武大会

38th�Meeting
★カラー82分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8017

93年9月26日・中野区立体育館で行われた大会の模様を収録。

養神館平成6年第39回総合演武大会

39th�Meeting
★カラー85分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8018

合気道養神館創立40周年記念の記念すべき総合演武大会が盛
大に行われた。故塩田館長が残した究極の技を受け継ぐ精鋭達
が集結し、日頃の研鑽の成果を見事に披露した。

神技・塩田剛三
Shioda�Gozo�“Acts�of�God”
★カラー40分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8019

実戦合気道の総本山、合気道養神館を率い、現代に生きる数少な
い達人の一人として、素晴らしい演武の数々を披露して見せた
塩田剛三。その若き日の映像から、演武大会での最後の演武ま
で、貴重な秘蔵映像で綴るドキュメントビデオ。その小さな体か
ら繰り出される技は、まさに神技である。

40周年記念総合演武大会
40th�Meeting
★カラー90分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8020

合気道開祖・植芝盛平の技を受け継ぎ、戦後日本に合気道の華を
咲かせた故・塩田剛三。その塩田館長が設立し、実戦合気道の総
本山と言われる合気道養神館の創立40周年を記念した演武大
会。合気道の神秘の技を今に伝える養神館の高弟や師範たちが
塩田館長直伝の技を次々と披露した。

第41回合気道総合演武大会96.9.16東京

★カラー80分　本体￥8,400＋税

　品番SPA-8021

今なお語り継がれる伝説の達人、神秘の格闘技合気道を体現す
る塩田剛三直伝の究極秘技が甦る。実戦合気道の総本山と言わ
れる合気道養神館は、今なお数多くの高弟たちがその技を受け
継ぎ、発展させている。精鋭たちが、日頃の研鑽の成果を競い合
う演武大会。

極意
The�Secret�Technic
★カラー90分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-8022

一切の我を捨て、素直に相手に対する天地自然の理と一体にな
った和合の技、それが塩田剛三の遺した合気道である。このビデ
オでは、合気道の「極意」へ通ずる道を、塩田剛三の実子であり合
気道養神館師範である塩田泰久が一つ一つ解りやすく実演、解
説。塩田剛三の神技をともに受け継いでいくための最強ツール
である。基本動作、基本技、投げ技、返し技、呼吸法など全70項目
を収録。

山梨養神館15周年記念合気道演武大会97.10.12

塩田剛三の高弟たち合気道達人列伝　井上強一

★カラー90分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-8024

実戦合気道の総本山、合気道養神館で塩田剛三の神技を受け継
ぐ高弟たち。その素晴らしき技の数々を初公開する新シリーズ。
第1弾は養神館道場長、井上強一。警視庁武道職の合気道師範と
して、長年に渡り機動隊、婦人警官などに指導を行ってきたその
技は、美しさとともに真の実戦性を備えたものである。

Best�disciples　Inoue�Kyouichi

★カラー122分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-8023

達人塩田剛三の高弟、竹野高文が設立した山梨養神館。その15
周年を記念して行われた演武大会の模様を収録。本部道場をは
じめとする全国の指導者たちが一堂に会し、その素晴しい技の
数々を披露。そして全国大会で常に上位に食い込む山梨の精鋭
陣が演じる渾身の演武はまさに必見。

塩田剛三　神技伝授
Shioda�Gozo�“Instraction�Acts�of�God”

★カラー56分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-8025

合気道の達人として、今なお多くの人に語り継がれる故塩田剛
三。その、不世出の素晴らしき演武、合気道の極意を高弟たちに
伝授した指導風景など、神技と呼ばれた塩田剛三の技の数々が
ここに蘇る！収録されているすべての映像が今回初めて公開さ
れるものばかりであり、達人の技を後世に伝える資料的価値も
極めて高い。
これは、塩田剛三が後世に残した武道の遺言である。

Yamanashi�15th�Anniversary�Meeting

41th�Meeting
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養神館合気道技術全集
基本技法―入り身投げ�Iriminage

養神館合気道技術全集
基本技法―肘締め・肘当て呼吸投げHijishime,nage

養神館合気道技術全集
基本技法―小手返し�Kotegaeshi

★カラー40分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8107　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

★カラー65分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8108　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

★カラー40分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8109　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

養神館合気道技術全集
基本技法―二ヶ条�12�Basic�Technics

養神館合気道技術全集
基本技法―三ヶ条�3�Basic�Technics

養神館合気道技術全集
基本技法―四ヶ条�4�Basic�Technics

★カラー60分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8104　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

★カラー40分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8105　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

★カラー40分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8106　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

塩田剛三の高弟たち

合気道達人列伝　竹野高文

★カラー75分　本体価格￥6,600+税

　品番SPA-8026

合気道発祥の地山梨で塩田剛三直伝の技を磨き続ける達人・竹
野高文は、塩田剛三の技と精神を受け継ぐ高弟中の高弟であり、
山梨養神館館長として目覚ましい活動を続けている。呼吸投げ、
入身技を中心とした数々の奥義を初公開するとともに、演武大
会、稽古風景、インタビューなど、あらゆる側面から達人の技と
素顔を追う。

塩田剛三の高弟たち

合気道達人列伝　千田　務

★カラー75分　本体価格￥6,600+税

　品番SPA-8027

塩田剛三が作り上げた合気道養神館は、実戦合気道の総本山とし
て数多くの人材を世に送り出し続けている。主席師範としてその
重責を担う千田務は、晩年の塩田館長と最も長い時間を共にした
高弟であり、神技と呼ばれた技の解明と普及に努めてきた。
これは、達人千田務が合気道上達の糸口となる極意を明かした、
初めての作品である。

養神館合気道技術全集
基本動作�Basic�technic

養神館合気道技術全集
基本技法―四方投げ�Shihou�nage

養神館合気道技術全集
基本技法―一ヶ条�11�Basic�technics

★カラー30分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8101　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

★カラー40分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8102　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

★カラー60分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8103　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

塩田剛三の高弟たち

合気道達人列伝　安藤毎夫

★カラー91分　本体￥6,600+税

　品番SPA-8028

合気道の達人、故塩田剛三の神技を受け継ぐ高弟たちを紹介す
るシリーズ第4弾。内弟子としての長年に渡る修行の末極意に
開眼。独立を果たし、養神館合気道龍を主宰する安藤毎夫を、演
武、インタビュー、指導風景などあらゆる側面から捉えた。今な
お研鑽の日々を続ける達人のすべて。
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塩田剛三スペシャルVOL.10
Shioda�Gozo�Special�Vol.10
★カラー32分　本体8,544＋税

　品番SPA-8210

驚異的な技の数々と修得の難しさとで神秘の格闘技と言われる
合気道。その開祖である植芝盛平の一番弟子であり、自らも又、
実戦合気道の第一人者と言われた塩田剛三が、総本山・合気道養
神館での研修会、黒帯会において披露した演武を収録。第10巻
は、胸と肩の作用を収録。

塩田剛三スペシャルVOL.9
Shioda�Gozo�Special�Vol.9
★カラー34分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8209

驚異的な技の数々と修得の難しさとで神秘の格闘技と言われる
合気道。その開祖である植芝盛平の一番弟子であり、自らも又、
実戦合気道の第一人者と言われた塩田剛三が、総本山・合気道養
神館での研修会、黒帯会において披露した演武を収録。第９巻
は、肘と手首の作用を収録。

塩田剛三スペシャル�VOL.6
Shioda�Gozo�Special�Vol.6
★カラー38分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8206

合気道開祖・植芝盛平の一番弟子として、又、実戦合気道の総本
山・合気道養神館館長として合気道の普及に努め、数多くの逸話
を残した達人・塩田剛三。黒帯会や研修会で高弟のみに披露され
た、その神技と言われた神秘の技を、残された映像によって後世
に伝える貴重なシリーズ。

塩田剛三スペシャル�VOL.7
Shioda�Gozo�Special�Vol.7
★カラー36分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8207

合気道開祖・植芝盛平の一番弟子として、又、実戦合気道の総本
山・合気道養神館館長として合気道の普及に努め、数多くの逸話
を残した達人・塩田剛三。黒帯会や研修会で高弟のみに披露され
た、その神技と言われた神秘の技を、残された映像によって後世
に伝える貴重なシリーズ。

塩田剛三スペシャルVOL.8
Shioda�Gozo�Special�Vol.8
★カラー27分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8208

驚異的な技の数々と修得の難しさとで神秘の格闘技と言われる
合気道。その開祖である植芝盛平の一番弟子であり、自らも又、
実戦合気道の第一人者と言われた塩田剛三が、総本山・合気道養
神館での研修会、黒帯会において披露した演武を収録。第８巻で
は肩と肘の作用を収録。

塩田剛三スペシャル�VOL.3
Shioda�Gozo�Special�Vol.3
★カラー31分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8203

合気道の技の究極は“美”である。自己の邪心を捨て、相手と一体
となってこそ品格ある合気道が完成してゆく。基本からの逸脱
した我流は邪心が出て、争いのみの技となってしまう。修業者と
しての心構えを忘れず、常に謙虚な気持ちを持って事に当たり、
そして部分の力ではなく、体全体から出る力を養成して初めて
本来の技が身につくのである。

塩田剛三スペシャル�VOL.4
Shioda�Gozo�Special�Vol.4
★カラー40分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8204

合気道開祖・植芝盛平の一番弟子として、又、実戦合気道の総本
山・合気道養神館館長として合気道の普及に努め、数多くの逸話
を残した達人・塩田剛三。黒帯会や研修会で高弟のみに披露され
た、その神技と言われた神秘の技を、残された映像によって後世
に伝える貴重なシリーズ。

塩田剛三スペシャル�VOL.5
Shioda�Gozo�Special�Vol.5
★カラー27分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8205

合気道開祖・植芝盛平の一番弟子として、又、実戦合気道の総本
山・合気道養神館館長として合気道の普及に努め、数多くの逸話
を残した達人・塩田剛三。黒帯会や研修会で高弟のみに披露され
た、その神技と言われた神秘の技を、残された映像によって後世
に伝える貴重なシリーズ。

養神館合気道技術全集
基本技法―天地投げ／呼吸法／自由技

Basic�Technic�Tenchinage

★カラー40分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8110　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

塩田剛三スペシャル�VOL.2
Shioda�Gozo�Special�Vol.2
★カラー32分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8202

合気道の技における円運動は最も重要な動作である。この動作
を正確に行なう為には、しっかりとした中心を持ち、正しい姿勢
と速やかな重心の移動が要求される。それには軸足の強化、腰の
安定が必要であり、それらの訓練を積み重ね、そして気持ちと体
勢が一致して初めて円運動が展開されるのである。

塩田剛三スペシャル�VOL.1
Shioda�Gozo�Special�Vol.1
★カラー31分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8201

深奥なる合気道の理合について、達人・塩田剛三自らが直接指導
する研修会。その目的は、本当に効果のある技を身につけるた
め、部分部分の力の作用を研究し、修練を重ね、そのひとつひと
つの作用が身につくことによって、つまり、点が線になるように
技を完成させていくことにある。この研修会を初めて映像化、シ
リーズで順次発売。
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武神館　初見良昭
BUJINKAN���HATSUMI�MASAAKI

忍者マスター、初見良昭。

最後の実戦忍者、高松寿嗣に師事し、

古武道9流派の宗家を継承。

全身感覚に裏づけられた武術を伝授するシリーズ。

武神館シリーズ

虎倒流骨法術

～無にして無限なる柔

★カラー30分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5502　◎英語版あり�NTSC/PAL

柔道のルーツとなった柔術とは徒手の格闘技ばかりでなく、剣・
十手・棒・鉄扇など武芸十八般あらゆる技に通じる総合武術だっ
た。胴返し、両胸捕、戒後碎、乱勝、裏腕折、一摘締、鬼碎、鵲、極楽
落、拳流、片胸捕、追掛捕、跳込、逆手投ほか収録。

武神館シリーズ

高木揚心流柔体術

～時を超えた空間把握

★カラー24分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5503　◎英語版あり�NTSC/PAL

南北朝より続く鎧組討の基本技を紹介。鎧を付けたとき・脱いだ
ときを対比させ解説。構…平之構／平一文字之構／青眼之構／
片手飛鳥之構／攻勢之構、生音、崩雪、天地、虎尾、夢枕、鬼碎、龍
伏、打拂、四方捕を収録。

武神館シリーズ

九鬼神伝流鎧組討

～基より起より奇

★カラー30分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5504　◎英語版あり�NTSC/PAL

骨指術には、指一本で敵を倒せるという意味もある
が、武道の骨子に通じるものである。玉虎流骨指術は
様々な武道のもととなった。構、体変基本、基本型、捕
手起本型、三心奇本型、骨指術を収録。

武神館シリーズ

玉虎流骨指術

～隠れることが受身なり

★カラー30分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5505　◎英語版あり�NTSC/PAL

12世紀初頭、木曽義仲の家臣だった戸隠大助が開いたもので、
手甲、旋盤投げ、手裏剣、水遁の術に使う四尺のしの竹等に特長
がある。鼠逃遁甲、体術受身型、忍返型、殺気術、秘伝型を収録。

武神館シリーズ

戸隠流忍法体術

～自然を基本として虚実奇本とする

★カラー30分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5506　◎英語版あり�NTSC/PAL

古武道9流派を継承する初見良昭の秘術がまた一つ明らかにな
る。日撃、月肝、風靡、雨龍、雲雀、雪耀、霧散、霞雷、地の型～理拳、
心拳、雷拳、変虚、一閃ほか収録。

武神館シリーズ

神伝不動流打拳体術

～創造と破壊のメタモルフォーゼ

★カラー30分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5510　◎英語版あり�NTSC/PAL

三心之構…型破之構／無念無想之構／音無之構、初傳…片手折
／突落／打技／流捕／霞掛／行違／当返／顔碎、中傅…三人蹴
捕／四人捕、奥傅…太刀五人捕を収録。

武神館シリーズ

九鬼神伝流半棒術・仕込杖

～神に、空間に操られるように

★カラー60分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5511　◎NTSC/PAL

一之構、飛鳥之構、十文字之構、十文字之表逆捕、表逆に対する一
之構、飛鳥之構からの蹴り、さばき足、小手逆捕を収録。

武神館シリーズ

忍法・初見良昭ビデオ道場

～右も左も無く、無手、十手

★カラー30分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5512　◎英語版あり�NTSC/PAL

十手の基本的動き、構…正眼／平一文字（九鬼神伝流）／包囲・攻
勢（虎倒流）／飛鳥・十文字（玉虎流）、十手術…小蝶捕／當投／片
手投／抗抒／本締／飛打／追掛捕／桿／腰車／霞捕、十手術深
奥…片手捕／逆変／棍棒1,2,3／六尺棒1,2／杖1,2／鎖分胴／
桐の一葉／落花／水鳥／廻捕を収録。

武神館シリーズ

武芸者のための十手術

～帯刀から体刀へ、そして妙刀へと変す

★カラー30分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5513　◎英語版あり�NTSC/PAL

忍者刀、帯刀、片手抜き、鯉口切り、居合間合変化、影の一刀変化、
構…一之構からの変化／正眼之構からの変化／中段之構からの
変化／下段之構からの変化／棟水之構からの変化／八相之構か
らの変化／霞之構からの変化／とうとくひょうしからの変化・
一刀両断1,2,3、八方秘剣…飛龍之剣／霞之剣／無想之剣／浦波
ほか収録。

武神館シリーズ

忍者秘剣

～逃げるでなく、死角、盲点に入る―消える

★カラー59分　本体￥4,661＋税

　品番SPA-5514　◎NTSC/PAL

初見良昭が世界中の高弟を集めて秘術を伝授するセミナー、大
光明祭を、91年11月東京武道館にて収録。今回のテーマは受身
体変術。受け身がすべての技の基本であり、攻撃も一種の受け身
である。基礎篇では受け身の体術を、発展篇ではその様々な変化
を収録。

武神館シリーズ

大光明祭�武神館国際セミナー 基礎篇

～パワーからの脱却

★カラーcolor�30分min.　本体￥6,020＋税tax

品番item�SPA-5501　◎英語版English�NTSC/

PAL

忍者マスター・初見良昭が伊賀に伝えられた古伝の格闘技を初
公開。当身の鍛練、体変術、位取（構之）…右正眼／左正眼／平一
文字／抱圍構／防備構、抒投、放擲、掛倒、折倒、片巻、括飛、飛倒、
飛搾、乱雪、拘抒ほか収録。
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武道

神技　三船十段

★モノクロ30分　本体￥5,600＋税

　品番SPD-3501

柔道史上最強と言われる伝説の達人・三船久蔵十段の幻の
秘蔵フィルム発掘。
球は絶対に倒れない。これは、いくら転んでも中心を失うこ
とがないからである。人は修練によって、変幻自在、あらゆ
る変化に応変できる身体の構造を持っており、球の境地に
なりうる。徹底的な鍛錬によって「球」の境地を体現するに
至った達人・三船久蔵十段の神技を、スローモーションを交
えて徹底解説。

2002年12月発売

時津賢児　自成道太極拳

★カラー92分　本体￥4,800+税

　品番SPD-1811
これは従来の太極拳ではない。太極拳の形を借り、自成道の理念と
方法論を導入して自ら再構成したものである。空手の修行を続ける
うちに突き当たった多くの問題点を解消するため、空手の型とは対
極にある太極拳を取り入れ、徹底した実践と検証の末、自成道太極
拳は完成した。太極拳の動き、全体の流れは、一つ一つの姿勢をつな
いだものであり、それぞれの姿勢に武的な意味がある。その姿勢を
深めていくことが重要なポイントである。一つ一つの技、型がその
まま武術の技として使え、その動きを反復稽古することで武術的身
体が磨かれる武術の太極拳。それが、自成道太極拳である。

高専柔道
“Kosen�Judo”

★カラー68分　本体価格￥5,600+税

　品番SPD-3502

立ち技無し、場外無し、時間制限無し。旧制高校や高等専門
学校において行われ、寝技だけで闘ったため、寝技の技術が
究極まで研究され進歩したと言われる高専柔道。その真髄
を故平田鼎師範が初公開し、大ヒットとなったビデオを
DVD化。立ち技から寝技への移行、返し、相手の足の制し
方、抑え込み、三角絞め、十字逆、腕搦み、絞め技の8部構成。

日本古来の伝統的身体文化である武道

古より受け継がれてきた深奥なる世界

時津賢児
自成道　新・空手理論
★2枚組カラー190分　本体￥10,000+税

　品番SPD-1808
フランスに渡り30年、時津賢児は遂に新・空手理論を完成さ
せた。「自成道」。自ら成す、自らを成す武道。伝統的な空手の
稽古体系に疑問を呈し、自ら検証することによって、物理
的、身体生理学的に理にかなった、50歳、60歳になっても勝
てる、まったく新たな理論を構築した。
空手界の抱えた問題点を鋭く抉り、組手理論を打ち立て、そ
れを実践する。生涯を通じて行う武道とは、実戦の技術と
は、その理念とは何か。先にビデオで発売された［基本篇］

［組手編］の2作品を2枚組のDVD-BOXで新発売。

永遠なる武道

★カラー90分　本体￥5,600+税

　品番SPD-1905

日本の武道を素晴らしい映像美と音楽で描き、日本ばかり
か海外でも高い評価を受けたドキュメンタリー映画の傑
作。居合道、剣道、空手道、なぎなた道、弓道、合気道、相撲道
などの武道に、刀匠による日本刀の誕生、能、禅、大自然の四
季なども折り込み、武道の神髄を描き出すことに成功して
いる。制作総指揮アーサー・デービス。1978年マイアミ国際
映画祭最優秀記録映画賞、最優秀編集賞受賞作品。

澤井健一直伝　大気拳

★カラー48分　本体価格￥5,600+税

　品番SPD-3801

臨機応変、攻防自在、本能の力。自然の法則に従い、自然に体得する形
あって形無しの無敵の拳法・大気拳。その大気拳を日本に紹介した
だけではなく、あまり知られることのなかった「気」という言葉を定
着させ、現在に至るまで、他の武道、武術家に計り知れないほどの影
響を与え続けている拳聖・澤井健一自身の遺された貴重映像に加え、
澤井から天才と評価され、澤井健一の技と精神を受け継ぐ数少ない
門下生の一人である飯島弘志が、大気拳のエッセンスを紹介する。
DVD化にあたり、新たに澤井健一の指導風景（約3分）と飯
島弘志の演武（約15分）を特典として収録。

塩田剛三　神技伝授

★カラー56分　本体5,600+税

　品番SPD-8002

合気道の達人として、今なお多くの人に語り継がれる故塩
田剛三。遺された数少ない演武の中から、これまで未公開だ
った演武を厳選。そして研修会、黒帯会において、合気道の
極意を高弟たちに伝授した指導風景など、生前の貴重な映
像を多数収録。さらに発掘された古フィルムの完全ビデオ
化。収録されているすべての映像が初公開であり、達人の技
を後世に伝える資料的価値も極めて高い。これは、塩田剛三
が後世に残した武道の遺言である。

合気道達人列伝　安藤毎夫

★カラー91分　本体￥5,600+税

　品番SPD-8003

合気道の達人、故塩田剛三の神技を受け継ぐ高弟たちを紹
介するシリーズ第4弾。内弟子としての長年に渡る修行の末
極意に開眼。独立を果たし、養神館合気道龍を主宰する安藤
毎夫を、演武、インタビュー、指導風景などあらゆる側面か
ら捉えた。今なお研鑽の日々を続ける達人のすべて。

養神館合気道技術全集［BOX］

★3枚組　カラー476分／本体￥15,000+税

　品番SPD-8100

日本武道の粋を集め、神秘の武道と言われる合気道。伝説的
達人の神技と、その技術を徹底的に解明する。達人として知
られた故塩田剛三館長が作り上げた合気道養神館は、実戦
合気道の総本山と呼ばれ、警察や自衛隊の必修科目として
指導されているその技は、従来のイメージを覆す実戦的な
ものである。その基本となる技法の完全習得を目的として
作られたビデオ全集を、全三巻のDVDとして発売。

養神館合気道技術全集

［Vol.1］基本動作、四方投げ、一ヶ条
★カラー120分／本体￥5,600+税

　品番SPD-8101

日本武道の粋を集め、神秘の武道と言われる合気道。伝説的
達人の神技と、その技術を徹底的に解明する。達人として知
られた故塩田剛三館長が作り上げた合気道養神館は、実戦
合気道の総本山と呼ばれ、警察や自衛隊の必修科目として
指導されているその技は、従来のイメージを覆す実戦的な
ものである。その基本となる技法の完全習得を目的として
作られたビデオ全集を、全三巻のDVDとして発売。

神技　塩田剛三

★DVD�カラー50分　本体￥5,600＋税

　品番SPD-8001

実戦合気道の総本山合気道養神館を設立し、神技と呼ばれ
た素晴らしい演武によって達人の名を欲しいままにした塩
田剛三。1962年の若き日の映像から1990年の最後の演武ま
で、映像として遺された演武のほとんど全てを収録。大ヒッ
ト作となったビデオをDVD化。特典映像として師植芝盛平
や合気道の極意について語った講演の模様を収録。

Sawai�Kenichi�“Taikiken”

Tokitsu�Kenjii�“Jiseido”

Sioda�Gozoi�“Acts�of�God”

Sioda�Gozoi�“Instract�Acts�of�God”

Ando��“Aiki�Master”�“Eternity�Martial�Arts”

Mifune�Kyuzo�“Acts�of�God” Yoshinkan��“Aiki�Technics�Collection”3�DVD�Box
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昭和天覧試合
Martial�Arts�“His�Majesty's�inspection”

★モノクロ92分　本体￥10,000+税

　品番SPD-8602

昭和天皇在位60周年記念事業の一環として、昭和初期の武
道達人の貴重な古フィルムの発掘と永久保存事業が企画さ
れ、昭和天覧試合は制作されました。剣に生きた本物の剣士
の姿と心を今に伝える貴重な映像作品。全3巻で発売されて
いたビデオ作品をDVD化。写真集「昭和天覧試合記念アル
バム」収録写真のスライドショーを特典として収録。

養神館合気道技術全集［Vol.2］二ヶ条、三ヶ条、

Yoshinkan��“Aiki�Technics�Collection�vol.2”

★カラー153分／本体￥5,600+税

　品番SPD-8102

日本武道の粋を集め、神秘の武道と言われる合気道。伝説的
達人の神技と、その技術を徹底的に解明する。達人として知
られた故塩田剛三館長が作り上げた合気道養神館は、実戦
合気道の総本山と呼ばれ、警察や自衛隊の必修科目として
指導されているその技は、従来のイメージを覆す実戦的な
ものである。その基本となる技法の完全習得を目的として
作られたビデオ全集を、全三巻のDVDとして発売。

塩田剛三　直伝
�Shioda�Gozo�“Jikiden�Direct�teach”

★3枚組カラー328分　本体￥15,000+税

　品番SPD-8201

故・塩田剛三が、内弟子や限られた高弟たちにその極意を伝
授した研修会。今では伝説となっているその研修会の模様
を収録し、神技と呼ばれた技の解明に努めたビデオシリー
ズ「塩田剛三スペシャル」全10巻をDVD化。合気道の精緻な
技の根本となる原理を、塩田館長自らが演武、解説する貴重
な映像である。

養神館合気道技術全集Vol.3］入り身投げ、肘締

め・肘当て呼吸投げ、小手返し、天地投げ・呼吸法・
自由技

★カラー203分　本体￥5,600+税

　品番SPD-8103

日本武道の粋を集め、神秘の武道と言われる合気道。伝説的
達人の神技と、その技術を徹底的に解明する。達人として知
られた故塩田剛三館長が作り上げた合気道養神館は、実戦
合気道の総本山と呼ばれ、警察や自衛隊の必修科目として
指導されているその技は、従来のイメージを覆す実戦的な
ものである。その基本となる技法の完全習得を目的として
作られたビデオ全集を、全三巻のDVDとして発売。

近藤勝之大東流合気柔術
Kondo�Katsuyuki�“Daitoryu�Aikijyujyutsu”

★カラー116分　本体￥5,600+税

　品番SPD-8501
不世出の武術家武田惣角によって生み出され、惣角の三男
武田時宗によって発展した大東流合気柔術。
これは、その時宗より免許皆伝を受けた唯一の継承者近藤
勝之が、大東流のすべてを、歴史、演武、原理解説、技法紹介、
そしてインタビューによって顕わした作品である。ビデオ

「大東流合気柔術」「大東流合気柔術2」に収録されていた技
法及び演武などに加え、このDVDのために新たに撮影した
技法解説、大東流史インタビューなどで再構成された完全
版。日本語、英語の2音声収録。

昭和の剣豪
Kendo�Masters��“Showa�Period”

★モノクロ45分　本体￥5,600＋税

　品番SPD-8601

現代のスポーツ剣道とは異なる、武道家が一命を賭した修
行の姿を描く。剣聖持田盛二に挑む往年の名手中野八十二、
若き日の天才剣士森寅雄、剣道界きっての鬼才と称された
乳井義博の稽古と剣道観、現代剣道界の第一人者中倉清、日
本武道館開館15周年記念範士八段優勝大会での伊保清次、
森島健男、奥山京助、西善延。剣道界にその名を轟かす剣士
群像を描いた貴重な古フィルムを発掘。ビデオ版に未収録
の映像を加えたロングバージョン。

�“Aiki�Technics�Collection�vol.3”
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修斗 2002 BEST vol.1

★カラー180分　本体￥5,600+税
　品番SPD-2308
競技として着実な進化を続けてきた修斗。佐藤ルミナ、桜井
“マッハ”速人に続く新世代が続々と登場し、今や下克上の
嵐が吹き荒れる。2002年1月から6月までに行われた数多く
の大会から、厳選された全23試合。ランスvs須田、阿部vsバ
レット、植松vs井上、クーネンvs石原、今泉vs勝村、マモルvs
吉岡、秋本vsアルカレズ、パーリングvsKID、川尻VS杉江、
ABKZvsハミルトン、ストラッサーvs池本、ルミナvsバスケ
ス、三島vsイラン、五味vsサントスなど。

格闘技

バーリトゥード・ジャパン'98-'99
1998.10.25&1999.12.11東京ベイN.K.ホール

★カラー222分　本体￥5,600＋税
　品番SPD-2302
　修斗四天王が世界の最高峰に挑んだ98年。エンセンvsク
ートゥア、ルミナvsペデネイラス、マッハvsヴィチコフ、朝
日vsホーキ、トリッグvsマチャド、宇野vsボテーリョなど全
8試合。そしてブラジル最強戦士との全面対決となった99
年。マッハvsビクトリアーノ、宇野vsペデネイラス、巽vsノ
ゲーラ、中井vsシャオリン、池田vsホーキ、五味vsエドゥア
ウド、加藤vsセウジオ、ルミナvsコルデイロの全8試合。

バーリトゥード・ジャパン'96-'97
1996.7.7&1997.11.29東京ベイN.K.ホール

★カラー193分　本体￥5,600+税
　品番SPD-2301
　廃盤となっていたバリジャパ96がDVDで発売。ホイラー・
グレイシーが日本初登場で5年間無敗の王者朝日昇と激突。
エンセンvsジノビエフ、ルミナvsルイス、そしてスバーン、
菊田といった異色の選手も出場。カップリングされた97年
でも、エンセンvsフランク、ルミナvsルイス、桜井vsアグア、
巽vsホーキ、ニュートンvsパーソンなど注目の対決ばかり。

修斗ウェルター級チャンピオンシップ

五味隆典 vs 佐藤ルミナ

修斗2001

★2枚組カラー406分　本体価格¥10,000+税
　品番SPD-2307
修斗の2001年は、マッハ、ルミナの両エースに続く、新しい世
代の実力者たちが次々と頭角を顕わした。ライト級不動の王
者ノゲイラの牙城に迫った勝田と戸井田。フェザー級に彗星
のごとく現れた今泉。年間7試合と獅子奮迅の活躍を見せた中
山。フェザー級新王者となった大石を筆頭に、中尾、池田らベ
テラン勢も意地を見せた。年末のN.K.大会では五味が念願の
王座を戴冠。三島も雷暗を相手に復活を果たした。地道な選手
育成を続けてきた修斗の努力が、見事に花開き、結実した1年
であった。2001年に行われた修斗の3回戦42試合を全て収録。

世界各地の精神風土が生んだ様々な格闘技
日々発展を続ける技術体系と数々の名勝負

修斗ウェルター級選手権試合

宇野薫 vs 佐藤ルミナ
2000.12.17東京ベイN.K.ホール

★カラー90分　本体￥5,600+税
　品番SPD-2303
世紀末に修斗が放った渾身のビッグマッチ。衝撃の結末と
なったウェルター級チャンピオンシップ宇野vsルミナ、素
晴らしい攻防で年間最高試合に輝いたマッハvsトリッグ、
フェザー級初代王者決定戦マモルvs秋本、他にノゲーラvs
パーリング、クロマドvs三島、加藤vsダン、クーパーvsクッ
ク。全7試合中6試合がKOか一本で決着が付いた奇跡的な大
会。全試合ノーカット。

修斗 2000 BEST

★カラー145分　本体5,600+税
　品番SPD-2304
20世紀ラストイヤーの激闘を完全網羅。1年間の名勝負がぎ
っしりつまった完全保存版。
クーパー、マッハ、三島、宇野。ルミナのハワイ初登場とエリ
ック・パーソンのラストファイト。バレット・ヨシダ衝撃の
初参戦。アブダビ帰りの刺客を迎え撃った植松と巽の激闘。
真夏の横浜決戦。朝日vs植松の世代闘争。五味vsライアンの
ウェルター級サバイバルマッチ。そして奇跡的な名勝負が
連続したN.K.ホール。2000年に行われた数々の試合の中か
ら、選び抜かれた26試合を収録。

修斗ミドル級チャンピオンシップ

桜井“マッハ”速人 vs アンデウソン・シウバ

プレミアム・チャレンジ01

DEEP 2001 5th IMPACT

DEEP 2001 4th IMPACT

2002.5.6 東京ベイN.K.ホール
★カラー180分　本体￥5,600+税
　品番SPD-2201
プレミアムとは、一流の格闘家が持つプロとしての力量を表し、
「プレミアム・チャレンジ」とは、プレミアムの権威を守り高めるガ
ーディアンと挑戦者であるエクスプローラーとの誇りと意地をか
けた闘いである。
プロデビューわずか2戦目にしてパンクラスのエース近藤有己を
破るという快挙を成し遂げた怪物百瀬善規をはじめ、無名ではあっ
ても確かな実力を持つ強豪たちが、確かな光を得た記念すべき旗揚
げ戦。他にミーシャvs藤井、石井vs富士、ヘイズマンvs小澤、矢野vs
所、今泉vsおさみ、今成vs岩間、芹沢vs佐藤、港vs熊谷など全13試合。

2002.3.30愛知県体育館
★カラー120分予定　本体￥5,600+税
　品番SPD-2202
総合格闘技の新しいチャレンジとして新世紀にスタート
し、ユニークな試みを連発して話題の大会。その第4弾は、パ
ンクラス＆リングス連合軍とルチャ軍団との対抗戦。謙吾
vsドスカラスのリベンジマッチの他、近藤vsキックボクサ
ー、坂田vsイリソン、鈴木vsソラール、横井vsディアス、村浜
vsホーキ、佐々木vsシム、渡辺vs滑川、秋山vs長南、ソムデー
トvs砂辺、土居vs佐々木、和田vsアステカの全12試合。

2002.6.9ディファ有明
★カラー120分予定　本体￥5,600+税
　品番SPD-2203
様々な大会で活躍する実力者8人の1DAYトーナメントによ
って争われたDEEP JAPANミドル級王者決定戦。村浜天晴、
星野勇二、梁正基、上山龍紀、久松勇二、窪田幸生、石川英司、
長南亮。82kg以下最強の称号を得るのは誰か？特別試合と
して行われた、伊藤崇文vs日高郁人、ソムデート吉沢vsダレ
ン・ウエノヤマ、和田良覚vsMAX宮沢の3試合も注目。

2001.8.26大阪府立体育会館
★カラー83分　本体￥5,600+税
　品番SPD-2305
２大エースが揃い踏みを果たした真夏の大阪決戦全試合を収録！
不動の王者桜井“マッハ”速人が初の敗戦でミドル級王座陥落。相
手はブラジル・シュートボクセからの刺客アンデウソン・シウバ
だ。大阪府立体育会館を埋め尽くした大観衆が悲嘆にくれたまさ
かの王座交代劇。そして8カ月ぶりの復活を果たした佐藤ルミナ
は、曲者マーシオ・クロマドを下し、悲願の王座奪取へ向け再スタ
ートを切った。他に、ラリパパvs須田、池本vsバーガーなど全6試
合を収録。実況有りと実況無しの音声2ストリーム収録。

2001.12.16東京ベイN.K.ホール
★カラー86分　 本体¥5,600+税
　品番SPD-2306
待ち望まれ、ついに実現したウェルター級の王座決定戦は、
ニュージェネレーション五味が勝利！無冠の帝王ルミナ悲願
の戴冠ならず！ライト級に安定政権を築くノゲイラは、戸井
田カツヤの挑戦を退け最強の王者であることを証明。復活し
た桜井“マッハ”速人はダン・ギルバートを一蹴。そして三島
☆ド根性ノ助と雷暗暴の手に汗握る名勝負。他に中尾vs和
田、加藤vs池本、クロマドvs中山。ランカー同士の対決で、レ
ベルの高さを見せ付けた修斗のN.K.大会、全7試合を収録。
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関節技大全

★カラー120分　本体￥5,600+税
　品番SPD-3601
　日本における関節技の、有数の使い手として古くから総
合の世界をリードしてきた麻生秀孝。彼がその技術を惜し
げもなく公開した「THE 関節」と「THE 裏関節」の2作品を1
枚のDVDに収録。単に技の掛け方を解説するのではなく、そ
れぞれの技の入り方や変化を様々な状況ごとに紹介してい
るため、すぐ実戦に役立てることができる。

ルイス＆ペデネイラス

ノヴァ・ウニオン柔術＜下巻＞
★カラー90分　本体¥5,600+税
　品番SPD-3504
攻撃と防御、両面から技を学ぶことができる画期的な教則
作品。これらの技術は、ルイス＆ペデネイラスを初めとする
一流の戦士たちが、実際に道場で練習しているものであり、
これらを身につけることで実力がアップし、実戦での勝利
が近づくことは確実。柔術を学ぶ人たちにとって、まさに待
望の作品。テイクダウン、ガードポジション、パスガード、抑
え込み、マウント、バックの6つのポジションでの攻防を紹
介。他に、イゴール・ジノビエフのスペシャルテクニック、所
属選手の実戦風景なども収録。

ルイス＆ペデネイラス

ノヴァ・ウニオン柔術＜上巻＞

プロフェッショナル柔術リーグ旗揚げ戦

GI-UM
2002.5.2 ディファ有明

★カラー167分　本体￥5,600+税
　品番SPD-2501
ついに実現したプロ柔術リーグの記念すべき旗揚げ興行を
完全収録。日本におけるブラジリアン柔術の第一人者中井
祐樹が、世界王者でもあるトップ中のトップ選手レオナル
ド・ヴィエイラと激突。レオジーニョの弟ヒカルドvs吉岡
大、マルコス・バルボーザvs朝倉孝二など、5.1下北沢GI-
ZEROでの6試合、そして5.2ディファ有明GI-UMの10試合を
完全ノーカットで収録。解説：中井祐樹。実況無しと、実況付
きの音声2ストリーム収録。

セルゲイ・ベログラゾフ
最強のレスリング
★カラー90分　本体￥5,600+税
　品番SPD-3901
オリンピック、世界選手権で実に6つの金メダルを獲得した
歴史的名選手セルゲイ・ベログラゾフが、レスリングの最強
テクニックを初公開。断片的な技の紹介ではなく、相手を崩
し、投げ、倒し、フォールする。その流れるような芸術的テク
ニックを披露する。ロシアと日本のナショナルチームコー
チとして長年の指導経験を持つセルゲイの、具体的で分か
り易い説明により、誰もが確実にその技術を身につけるこ
とができる。

麻生秀孝
関節道　極技100
★カラー130分　本体5,600+税
　品番SPD-3602
S.A.W.代表師範として長年に渡り後進の指導を続け、今な
お新たな極技の開発に邁進する麻生秀孝。あらゆる格闘競
技と人体の構造に対する徹底的な研究と、関節技に対する
一途な探求心は、余人の追随を許さない。今作品で紹介する
100の極め技は、鉄人麻生秀孝が入念な検証の末選び抜いた
技であり、この技をマスターすることからあなたの実力倍
増計画はスタートする。極技解説編、スポーツ柔術編、トレ
ーニング編の3部構成。

総合格闘技
SUPER GAME PLAN
★カラー75分　本体￥5,600+税
　品番SPD-3603
総合格闘技の試合に勝つために最も大切な技術とは何か？
身体能力を高め、打撃、組技、寝技、それぞれのテクニックを
身につけることも大切だが、対戦相手の研究と、自分のスキ
ルとの徹底した比較によって、勝つための戦略は導き出さ
れる。打撃が勝る相手、寝技に勝る相手、そして総合的に勝
る相手と戦う場合、どのような戦略をたて、どう戦うのか？
これは、格闘家育成集団WK/NETWORKが初めて明かす、勝
つための練習方法である。

チャモアペットのスーパーテクニック

★カラー80分　本体価格￥5,600+税
　品番SPD-5201
前人未踏の９冠王に輝き、400年を数えるムエタイの長い歴
史の中で最も成功を収めた男チャモアペット。その強さの
秘密は、あらゆる攻撃に優れているだけでなく、鉄壁の防御
とカウンターのテクニック、それらすべてが高い次元で組
み合わされているところにある。
これは、最強の男チャモアペットが、その芸術的テクニックのす
べてを紹介した作品である。DVD特典として、タイ国ルンピニー
スタジアムで行われたチャモアペットvsペップシー戦を収録。

チャモアペットのスーパーテクニック
［実戦編］
★カラー55分　本体￥5,600+税
　品番SPD-5202
長い歴史と分厚い選手層を誇るムエタイで、史上最高の9冠
王という実績を残したチャモアペット・チョーチャモアン
が、実戦を勝ち抜くためのより具体的なテクニックを紹介。
パンチ、キック、ヒザ、ヒジのそれぞれの技術から、相手の防
御や攻撃の捌き方、有効な攻撃方法やヒットポイントなど
を丁寧に解説する。

アブダビ・コンバット2001
2001年4月11～13日アラブ首長国連邦

★2枚組カラー360分　本体￥10,000+税
　品番SPD-2401
第4回を迎え、南米、北米、欧州、オセアニア、アフリカから多
数の有名選手が参戦し、文字通りの組技世界選手権となっ
たADCC2001。日本からも、菊田早苗、宇野薫、五味隆典、植
松直哉、田村潔司、高阪剛、郷野聡寛、須藤元気、矢野卓実と
錚々たるメンバーが顔を揃え、世界の強豪に挑んだ。
世界中のトップファイターが覇を競う最強決定戦という、格
闘技ファンの夢を実現してしまったアブダビ・コンバット。総
勢19名を数えた日本人選手の全試合をはじめ、たくさんの名
勝負をDVD2枚に可能な限りたっぷりと収録した完全保存版。

★カラー83分　本体¥5,600+税
　品番SPD-3503
アンドレ・ペデネイラスとジョン・ルイスが主宰するノヴ
ァ・ウニオンは、ジョン・ホーキ、ヴィトー“シャオリン”ヒベ
イロ、B・J・ペンなど、続々と世界の頂点に君臨する選手を送
り出す優れた育成道場であり、その強さと勢いは数多いブ
ラジルの柔術道場の中でも際だった存在である。
ペデネイラスとルイスの2人が、実戦に役立つ具体的な柔術
のテクニックを、ガード、マウントなどのポジションごと
に、デフェンスとオフェンスの両面を詳しく解説。

中井祐樹　柔術バイブル

★カラー90分　本体￥5,600+税
　品番SPD-3505
日本における柔術の代名詞的存在である中井祐樹が、ブラジ
リアン柔術と高専柔道の技術をミックスした独自のテクニ
ックを、基礎から応用まで余すところ無く公開。柔術のルー
ルから、テイクダウンの技術、ガードポジション、サイドポジ
ション、マウントポジション、それぞれの体勢での基本的な
攻防を詳しく紹介する。大反響を呼んだビデオのDVD化。
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地上最強のカラテ
Strongest�Karate
★DVD�カラー99分＋10分　本体￥5,600＋税

　品番SPD-1901

極真カラテ映画三部作の第1弾。1975年11月、東京都体育館
で開催された第1回全世界空手道選手権大会での壮絶な闘い
ぶりを中心に、各国代表選手の過酷なトレーニング風景、真
剣白刃取り、氷柱割り、ビール瓶切りなどの驚異的な演武の
数々など、衝撃の映像で世界的なカラテ映画ブームを巻き起
こした。オリジナルプリントからのデジタルマスタリングで
より高画質を実現。1976年度作品。

地上最強のカラテPART.2
Strongest�Karate�Part.2
★カラー100分+10分　本体￥5,600＋税

　品番SPD-1902

極真カラテ映画三部作の第2弾。北米、南米、欧州、東南アジア
など海外数カ国ロケを敢行。極真名物地獄稽古での過酷な鍛
錬、手裏剣、ヌンチャクなどの武器術、そして故大山倍達館長
の神技５人掛け、ウィリー・ウィリアムスと巨大人喰い熊と
の激闘を収録して、前作に次ぐ大ヒットを記録したドキュメ
ント映画の傑作。オリジナルプリントフィルムからのデジタ
ルマスタリングで最新の高画質を実現。1976年度作品。

空手Karate

二宮城光Ninomiya�Joko
ENSHIN�METHOD�限りなきチャレンジ
★カラー53分　本体¥5,600+税

　品番SPD-1803

極真空手の黄金期に、その華麗な組手で戦国時代を勝ち抜
き、貴公子、天才児と称された二宮城光。長年の実戦経験を
基に考案した円心空手は、攻防における円の動きとポジシ
ョニング、独特の崩し、捌き、投げのテイクダウン、相手のパ
ワーを最大限に利用するカウンター攻撃を特色とする。華
麗にして重厚。円心会館のテクニックと精神を、二宮館長自
らが解説する。

二宮城光�Ninomiya�Joko
ENSHIN�METHOD�2
★カラー70分　本体￥5,600+税

　品番SPD-1807

捌一筋。空手界に独自の道を築き上げ、さらなる技術の追求
を続ける二宮城光が、高度な捌きのテクニックをわかりや
すく丁寧に解説した第2弾。ベースとなるポジショニングを
活かした、具体的な攻防一体の技術を紹介する。ポジション
を確保するためのステップ、引き崩し、引き回しなどに対す
る捌き返しなど、第1弾からより進んだテクニックを収録。

格闘空手大道塾～北斗旗への道～

★カラー75+40分　本体￥5,600+税Daidojyuku
　品番SPD-1804大道塾とは？その理念とは？その歴史と

は？その活動とは？そのスタイルとは？北斗旗とは？そし

てその技法とは？東塾長自らの実演による基本テクニック

の解説と、大道塾を代表する強者6人による移動稽古とコン

ビネーションテクニック、スパーリング。�格闘空手大道塾の

すべてがここに。映像特典として「北斗旗1984-2001」を収

録。映像が残されている1984年から2001年までの闘いか

ら、北斗旗が輩出した数多くの名選手を中心に激闘をフ

ラッシュバック。

格闘空手大道塾Daidojyuku
～北斗旗への道2～［実戦組手編］
★カラー81+27分　本体￥5,600+税

　品番SPD-1805
常に実戦での強さを追求してきた大道塾、それが様々な技
術への探求心を生んだ。東孝塾長をはじめ、北斗旗歴代優
勝・入賞者が明らかにする必倒コンビネーションの数々。そ
れぞれの打撃に対する対処ばかりでなく、投げから寝技へ
の移行、さらには不利な体勢下での対処法など、実戦でのあ
らゆる状況を想定し、それを打開するための具体的なテク
ニックを紹介。
映像特典として、他流派との対戦を通して自らの技術を検
証してきたTHE�WARS全5回の名勝負を収録。

格闘空手大道塾DVD-BOX
Daidojyuku
★2枚組233分　本体￥10,000+税

　品番SPD-1806

基本、移動、コンビネーション、そして組手まで、大道塾の技
法を完全網羅し、好評を博したビデオ2作品をDVD化。さら
に、北斗旗全日本空手道選手権大会と、THE�WARS、大道塾
がふたつの柱として開催してきた大会の歴史を振り返った
映像特典も収録した。これは格闘空手大道塾のバイブルで
ある。
DVD2作品を1つのBOXに収めたお買い得版。

最強最後のカラテ
Last�Strongest�Karate
★カラー98分+10分　本体￥5,600＋税

　品番SPD-1903

極真カラテ映画三部作の第3弾。熊殺しウィリーが参戦し、
母国日本の王座最大の危機と言われた第2回世界大会の模
様を中心に、日本映画史上初の世界一周キャラバンロケー
ションによって、頂点を目指す空手家たちの限界を超えた
荒行に挑む姿を描いた。
オリジナルプリントフィルムからのデジタルマスタリング
で最新の高画質を実現。1980年度作品。

古来の琉球拳法であった唐手は
幾多の名人によって技を磨かれ
武道としての空手へと変貌した

黒澤浩樹Kurosawa�Hiroki
THE�INFIGHT
★カラー61分　本体￥5,600+税

　品番SPD-1802

　黒澤浩樹は、数々の挫折、負傷に見舞われながら、常に不
死鳥のように甦り、数多のドラマを生み出してきた。彼を突
き動かしてきたものは、現状に決して満足することのでき
ない、一歩でも高みへと近づこうとするスピリットである。
代名詞とも言える下段廻し蹴りと、相手の内懐に臆せず飛
び込むインファイトの技術を中心に、破壊力やスピードを
増すためのトレーニング、そして実戦や練習に挑む心構え
を語ったインタビューなど、黒澤浩樹のすべてを収録。

山崎照朝実戦空手Yamazaki Terutomo
［基本篇］［移動稽古篇］［組手基本篇］

★カラー193分　本体￥5,600+税

　品番SPD-1801

　実戦空手とは、グローブ、ニーパッドなど、一切のプロテ
クターを身に付けることなく、素手、素足で相手に直接打撃
を加えて闘う空手である。山崎照朝が、自ら身に付けた実戦
空手の技術を徹底指導する。これだけで道場での実際の練
習内容が手に取るようにわかり、誰もが正しい練習方法を
身に付けることができる。ビデオ3タイトルを1枚に収録。
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U.W.F. COMPLETE BOX stage.2

★5枚組カラー947分　本体￥20,000+税
　品番SPD-1015
現在の格闘技シーンにあって、重要な役割を果たしてきた
名選手たちが、一同に会していた伝説の団体。それがU.W.F.
である。わずか3年足らずの活動期間ではあったが、旗揚げ
と同時に爆発的なブームを巻き起こし、社会現象とまで言
われる大人気を誇った。
その全30大会全試合をノーカットで15枚のDVDに収録。各
5枚づつを豪華BOXにセットしたシリーズ第2弾。
最も重要な大会である東京ドーム大会が収録されている必
携の作品。

RINGS 10th ANNIVERSARY
創立10周年記念総集編

★2枚組カラー390分　本体10,000+税
　品番SPD-1101
1991年5月、前田日明はたった一人でリングスを旗揚げ。そ
れから10年、前田日明は世界中の格闘家達をリングスに登
場させてきた。日本、オランダ、ロシア、グルジア、ブルガリ
ア、オーストラリア、アメリカ、そしてブラジル。様々な格闘
家が次々と参戦し、存在をグレードアップさせていった。こ
れは唯一リングスのみが成し得た画期的な成果だった。
まさに綺羅星のごとく居並ぶ格闘家たち。リングスの歴史
は世界格闘技の歴史である。格闘史に刻まれた不滅の名勝
負全46試合を一挙に収録。

THE FINAL
前田日明 vs カレリン
★カラー50分　本体￥5,600+税
　品番SPD-1102
12年間無敗。オリンピック3連覇。世界選手権9連覇。数々の
輝かしい勲章に彩られ、人類最強の男と形容されるロシア
の英雄アレキサンダー・カレリン。最も恐るべき敵を引退試
合の相手とした前田日明。世界中が驚愕した世紀の一戦、つ
いにDVD化。
試合のノーカット完全収録はもちろん、試合後の控え室や、試合
に先立つ両雄のインタビュー、記者会見、ロシアやアメリカでの
練習風景など、決戦を取り巻くあらゆる映像を収録。完全未公開
とされていた、来日したカレリンの極秘トレーニングも初公開。

RINGS 1991-2002

★2枚組カラー426分　本体価格¥10,000+税
　品番SPD-1103
2002年2月。日本の総合格闘技界に大きな足跡を残し、11年
に渡る活動に終止符を打ったリングス。総合格闘技という
概念さえ普及していなかった時期に旗揚げし、地道な選手
育成を続けて、世界に広がるネットワークを構築した功績
は、他に類を見ない偉大なものであった。
知られざる世界の強豪を日本に次々と紹介し、続々と現れ
る超人たちに大勢のファンが熱狂した。数多の名選手が繰
り広げた数々の名勝負を、可能な限り多数収録した完全保
存版総集編。全60試合収録。

U.W.F.VS新日本全面戦争Vol.1

★カラ－200分　本体￥5,600+税
　品番SPD-1201
　実現不可能と思われていた夢が突如として実現。全プロレ
スファンを巻き込む大激震となったU.W.Fと新日本プロレ
スの対抗戦。それはイデオロギーを越え、闘う者たちの意地
と意地が真正面からぶつかり合う熾烈なサバイバルウォー
であった。高田vs越中、安生＆垣原vs長州＆永田、佐野vs武
藤、桜庭vs金本、安生vs蝶野など、数多の名勝負を多数収録。

プロレス&総合格闘技

前田日明 戦いの証
ー天の章ー
★DVD 4枚組カラー815分　本体￥29,800＋税
　品番PNBS-8
前田日明全記録、完全映像化なる！DVDで発売！ 第1次
U.W.F.時代の17試合と、第2次U.W.F.時代の29試合、計46試
合を可能な限りノーカット収録、未発表の当時のインタビ
ューや練習風景なども収録。

伝説の虎戦士
スーパータイガー
★2枚組カラー311分　本体￥10,000+税
　品番SPD-1001
　史上最高のプロレスブームを巻き起こしたスーパーヒー
ロー・タイガーマスクが格闘プロレスU.W.F.で復活。格闘王
前田日明、現ミスタープライド高田伸彦、関節技の鬼藤原喜
明らと、壮絶な闘いを展開した。従来のイメージを覆した本
格的なキック、骨が軋むような関節技を主体にしたファイ
トスタイルは、プロレス界に大きな衝撃を与え、現在の格闘
技ブームへと続いている。全17試合を可能な限りノーカッ
トで収録。

前田日明 戦いの証
ー地の章ー
★DVD 4枚組カラー716分　本体￥29,800＋税
　品番PNBS-9
前田日明全記録、完全映像化なる！DVDで発売！ TV未放映の
98年4月25日ロシア・エカテリンブルグでの対ズーエフ戦を
含む、RINGS時代の全60試合を完全ノーカットで収録。試合
前後のインタビューも有り。

U.W.F. COMPLETE BOX
stage .1
★5枚組カラー944分　 本体￥20,000+税
　品番SPD-1002
格闘技の歴史に燦然と輝くU.W.F.の栄光の軌跡をプレイバ
ック。超豪華仕様の完全保存版DVD-BOX。第二次U.W.F.の
全30大会全試合をノーカットで収めた3BOXの第一弾。旗揚
げ戦となった1988年5月12日の後楽園大会から、船木、藤
原、鈴木の3選手が移籍し、前田がドールマンと闘った1989
年5月21日の大阪球場大会まで10大会を収録。前田vsゴルド
ー、高田vsバックランド、前田vs高田など、全42試合。

蘇る幻の虎戦士

ザ・タイガー＜復刻版＞
★カラー95分　本体￥5,600+税
　品番SPD-1008
廃盤となっていたザ・タイガーの幻のビデオ2作品をDVDで
復刻。新日本プロレスを人気絶頂のまま退団したタイガー
マスクが、ザ・タイガーとなってファンの前に再びその勇姿
を現した。前田日明、藤原喜明、高田伸彦ら、旧友との邂逅が
生み出した格闘プロレスという新しい潮流。この日発せら
れた総合格闘技の産声は、やがて日本を世界格闘技の中心
地へと導くことになる。記念すべきザ・タイガー2日間限り
の復活劇を収録。

熱狂的なファンの熱い支持を受け、
日本が中心となり世界へと発信する

2002年11月発売

U.W.F. COMPLETE BOX stage.3
★5枚組カラー1026分　本体￥20,000+税
　品番SPD-1021
伝説のU.W.F.よ、永遠なれ。U.W.F.の解散はまさにビッグバ
ンであり、その遺伝子は格闘技界を広く覆い尽くした。そし
て現在も、さらなる拡大を続けている。大勢のファンが夢想
したユートピアU.W.F.とは一体何だったのか？
総合格闘技の礎となった最後の闘いを収録したシリーズ完
結編。90年2月南足柄大会から12月松本大会まで、全10大会
52試合を完全ノーカット収録。
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U.W.F.INTERNATIONAL
最強伝説 vol.1
★2枚組カラー400分予定　本体10,000+税
　品番SPD-1203
高田延彦をはじめ、桜庭和志、田村潔司、高山善廣、金原弘光
ら錚々たる実力者を次々に輩出したU.W.F.インター。総合格
闘技界に君臨する彼らの原点、出発点となった闘いを収録。
鉄人ルー・テーズゆかりのベルトを巡る数々の名勝負や、桜
庭、高山、金原らのデビュー戦など、歴史に残る一戦を収録。
第1弾には高田vsバービック、高田vsオブライト、高田vs北
尾、金原vs高山、桜庭vsネルソンなど全50試合を収録予定。

府川唯未PERFECT COLLECTION
“SAYONARA”
★2枚組カラー400分　本体¥10,000+税
　商品番号SPD-4101
女子プロ人気ナンバー１のアイドルが、そのレスラー生活
のすべてを振り返った永久保存完全版。デビューを果たし
た全日本女子プロレス時代の試合から2000年7月のラスト
ファイトまで、100を越える豊富な試合映像に加え、インタ
ビュー、レスラー生活をたどったヒストリー、プライベート
密着映像など、特典映像も満載した引退記念作品。

U.W.F.VS新日本全面戦争Vol.2

★カラ－183分　本体￥5,600+税
　品番SPD-1202
　実現不可能と思われていた夢が突如として実現。全プロ
レスファンを巻き込む大激震となったU.W.Fと新日本プロ
レスの対抗戦。それはイデオロギーを越え、闘う者たちの意
地と意地が真正面からぶつかり合う熾烈なサバイバルウォ
ーであった。高田＆金原vs長州＆佐々木、桜庭vs石沢、垣原
vs永田、高山vs高岩など、数多の名勝負を多数収録。
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アラーキー＆映画

DVDアラーキー
A  LIVE  Araki Overseas  1997－2000
★カラー156分　本体￥4,800+税
　品番SPD-9301
アラーキーのイタリア（プラトー、フィレンツェ、ナポリ、ロ
ーマ、ミラノ）、ウィーン、上海、バンコク、アムステルダム、
台北　そして東京。世界の都市を歩き、愛し、飲み、シャッタ
ーを押し続けたアラー記録。撮影の現場、写真展、写真集、パ
フォーマンス、イベント、トーク、アラキネマ---アラーキー
人生の鼓動を伝える初めてのDVD作品。 ［Araki in Italy］
［Arakinema（アラキネマ・イタリア）］［Araki Overseas］
［Araki in Tokyo］の４作品を収録。

アラキネマ　花曲3

★カラー20分　本体￥3,800+税
　品番SPD-9302
アラキネマは映画でもなく、スライドでもない、荒木経惟による
まったく新しい写真表現のひとつである。アラーキー自身の演出
による写真表現を、見る側が同時体験し共有するものである。一
枚の写真が光を通して闇の中にイメージを結び、次の瞬間には二
枚目の写真とオーバーラップして溶け合い交じり合い、二枚目の
写真が確かなイメージを結ぶと闇の中に消え去る。この瞬間、こ
の刹那、この官能。アラキネマは一つの確かなジャンルである。
花はアラーキーの90年代の重要なモチーフの一つであり、数多くの作
品が世界中で高い評価と話題を呼んだ。全4部作となる「花曲」の第3弾。

顔写　アラーキーの100人

★カラー138分　本体￥4,800+税
　品番SPD-9303
顔は写されるためにある。その皮下組織にかくされた過去・
ラブストーリーを複写してしまうのだ。天才アラーキーが1
日で撮る100人の肖像写真。富山、東京、帯広での撮影現場に
密着。アラーキーの愛、それを素直に受け入れ、返した100
人。写真行為のすべてを捕らえたA LIVE。「アラーキー顔写」
「百花百蝶」「十勝平野喜怒哀楽」の3作品の他、「アラキネマ
　十勝平野喜怒哀楽」も特別収録。

オリエンタル・エレジー

★カラー43分　本体¥4,800+税
　品番SPD-9901
ソクーロフが日本で初めて撮った作品。日本各地を撮影し、
独自のスタイルで、今ここにないもの、いつしかどこかで私
たちが忘れてしまった日本の心、記憶を求めたソクーロフに
よるエレジー。オリエンタルというよりも日本へのエレジー
にあふれている。ソクーロフは語りかれる。「魂たちが私を待
っている　残る生涯をかけて彼らの話を聞こう　私は島に
残ろう」と。1996年1月、NHKで放映され大反響を呼んだ日本
ヴァージョン（38分）を、その後サンクト・ペテルブルグで新
たに編集したロシア・ヴァージョン。（日本初公開2000年）

穏やかな生活

★カラー76分　本体¥4,800+税
　品番SPD-9902
アレクサンドル・ソクーロフの“日本三部作”第二作。奈良県
明日香村に暮す老女の穏やかな生活を綴る。強さと優しさ
が息づく百年の時を経た家。梁を抜ける風、木彫りを照らす
灯り、土間の音。生活の細部、質、確かさ---すべてがソクーロ
フを魅了してやまない。
ロシア人を「彼ら」と呼び、日本人を「我々」と語るソクーロ
フは、この作品で、愛する日本と日本人の感覚を静かに伝達
しようとしている。（日本初公開1997年）

ドルチェ―優しく

★カラー63分　本体¥4,800+税
　品番SPD-9903
アレクサンドル・ソクーロフの“日本三部作”第三作。2000年
（第57回）ヴェネチア国際映画祭招待作品。
海原に冴える満月。障子の向こうに波間がひろがる。壁にも
たれたミホが、ささやくように語りはじめる。
島尾ミホが自分の人生を率直にかつ正直に女優として演じ
ていく。この映画は、ドキュメンタリーとも劇映画とも違う
全く新しい作品であり、この映画は、作家・島尾ミホとソク
ーロフの2人による映像小説である。（日本初公開2000年）

全世界で高い評価を受ける２人の芸術家
荒木経惟の表現活動を追ったドキュメントと
アレクサンドル・ソクーロフの日本３部作
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合気道
AIKIDO

合気道の第一人者として名高い達人・塩田剛三。

故植芝盛平直伝の達人の技が、ビデオを通して甦る。

神秘のベールに包まれた合気道の精髄をここに。

合気道養神館　基本技／自由技／応用技

合気道養神館【演武篇】

★カラー32分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-8002　◎英語版、仏語版あり�NTSC/PAL/

SECAM�English/France

演武は技のみを行うのではなく、すべての動作に気力が伴って
いるかを表わすものである。従って演武は、真剣勝負と同じ意味
を持つ。基本動作連続（剣・徒手）、基本動作と関連技、中級技、緩
急技、短刀操法、護身技、自由技を収録。

合気道養神館平成元年度総合審査科目昇級の部／昇段の部

／有段の部�Dan�Promotion�Test

★各カラー30分　各本体￥3,399＋税

　品番SPA-8003　SPA-8004　SPA-8005

合気道養神館平成元年度総合審査科目を、昇級、昇段、有段のそ
れぞれの部に分け、収録。監修・塩田剛三、指導・合気道養神館師
範部。

★カラーcolor�60分min.　本体￥8,544＋税tax

　品番SPA-8001　◎英語版、仏語版あり�NTSC/PAL/

SECAM�English/France

合気の基礎から秘技までを克明に追う。塩田剛三館長インタビ
ュー、稽古風景、師範をはじめとする先生方による基本技、その
応用と神技とまで言われる塩田館長の秘技、基本姿勢、基本動
作、応用基本動作、四方投げ、一ヶ条抑え、二ヶ条抑え、三ヶ条抑
え、四ヶ条抑え、入身投げ、小手返し、天地投げ、肘締め、呼吸投
げ、自由技、応用技。

合気道養神館平成元年度総合演武大会

★カラー120分　本体￥9,515＋税

　品番SPA-8006

平成元年九月九日・日比谷公会堂で行われた第34回総合演武大
会。塩田剛三をはじめ、養神館の精鋭たちの模範演武全てをドキ
ュメント収録。さらに他の参加チームすべてのハイライトシー
ンも収録。

塩田剛三�海外遠征演武

★カラー21分　本体￥4,661＋税

　品番SPA-8007

合気道の技と心を世界に広く伝えるため、1980年、塩田館長は
アメリカ、カナダの3つの都市で模範演武を行った。その遠征記
録を収録。80年10月6日ロサンゼルス、10月10日デトロイト、10
月13日トロント。

合気道養神館教本ビデオ
Yoshinkan�Doctrine�VT
★カラー30分　本体￥3,690＋税

　品番SPA-8008

構え、基本動作（相対）～体の変更ほか、昇級科目（3～1級規定
技）～半身半立ち片手持ち四方投げほか、昇段科目（初段規定技）
～座り技片手持ち三ヵ条抑えほか、有段科目（2段以上規定技）～
座り技両手持ち呼吸法ほか、自由技（各攻撃の対処方法）～昇段
の部・有段の部／片手持ち、両手持ち等を収録。

塩田剛三海外セミナー【ウインザー編】

Over�sea�Seminar�in��Windsor�1990

★カラー46分　本体￥4,661＋税

　品番SPA-8012

90年6月24日～26日、ウインザーにおけるセミナー、演武、昇段審
査を収録。世界各国からの参加者を含む、合気道の一大イベント。

第1回養神館合気道世界大会
The�First�World�Meeting
★カラー89分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8009

90年6月30日、カナダのトロントで行われた初の養神館合気道世
界大会を収録。各国、そして日本の代表的合気道家が演武を披露。

合気道養神館35周年記念総合演武大会

Yoshinkan�35Aears�AnniversaryDemonstration

★カラー86分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8010

90年9月15日中野区立体育館にて、養神館創立35周年の記念す
べき大会が開催された。達人・塩田剛三ほか精鋭たちの各演武を
収録。

塩田剛三海外セミナー【トロント編】

Over�sea�Seminar　in�Toront�1990

★カラー26分　本体￥3,884＋税

　品番SPA-8011

90年6月22・23日、トロントで行われた合気道養神館のセミナー
の模様を、詳細にメッセージする。養神館の技法の細部にアプロ
ーチ。

合気道養神館平成3年第36回総合演武大会

36th�Yoshinkan�Meeting�in�1991

★カラー60分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8013

日頃の鍛練の成果を披露する総合演武大会。91年9月22日に行
われた第36回大会の模様を収録。

Yoshinkan�Basic/Free/Application

Yoshinkan�Demonstration

Yoshinkan�Demonstration1989

Master�ShiodaOverseas�expedition
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合気道
Aikido�1962
★モノクロ27分　本体￥4,661＋税

　品番SPA-8014

養神館合気道を広く世間に普及させること、この日本古来の武
道を後世に伝えることを目的として、昭和37年度に制作された
映画「合気道」のビデオ化。監督・石山稔。

養神館平成4年第37回総合演武大会

37th�Meeting
★カラー93分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8015

92年9月13日・中野区立体育館で行われた総合演武大会の模様
を収録。

山梨養神館十周年記念合気道演武大会

Yamanashi�10th�Anniversary�Meeting

★カラー103分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8016

山梨養神館の十周年を記念して盛大に行われた演武大会の模様
を収録。合気道発祥の地に全国の精鋭達が集い、演武を披露した。

養神館平成5年第38回総合演武大会

38th�Meeting
★カラー82分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8017

93年9月26日・中野区立体育館で行われた大会の模様を収録。

養神館平成6年第39回総合演武大会

39th�Meeting
★カラー85分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8018

合気道養神館創立40周年記念の記念すべき総合演武大会が盛
大に行われた。故塩田館長が残した究極の技を受け継ぐ精鋭達
が集結し、日頃の研鑽の成果を見事に披露した。

神技・塩田剛三
Shioda�Gozo�“Acts�of�God”
★カラー40分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8019

実戦合気道の総本山、合気道養神館を率い、現代に生きる数少な
い達人の一人として、素晴らしい演武の数々を披露して見せた
塩田剛三。その若き日の映像から、演武大会での最後の演武ま
で、貴重な秘蔵映像で綴るドキュメントビデオ。その小さな体か
ら繰り出される技は、まさに神技である。

40周年記念総合演武大会
40th�Meeting
★カラー90分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8020

合気道開祖・植芝盛平の技を受け継ぎ、戦後日本に合気道の華を
咲かせた故・塩田剛三。その塩田館長が設立し、実戦合気道の総
本山と言われる合気道養神館の創立40周年を記念した演武大
会。合気道の神秘の技を今に伝える養神館の高弟や師範たちが
塩田館長直伝の技を次々と披露した。

第41回合気道総合演武大会96.9.16東京

★カラー80分　本体￥8,400＋税

　品番SPA-8021

今なお語り継がれる伝説の達人、神秘の格闘技合気道を体現す
る塩田剛三直伝の究極秘技が甦る。実戦合気道の総本山と言わ
れる合気道養神館は、今なお数多くの高弟たちがその技を受け
継ぎ、発展させている。精鋭たちが、日頃の研鑽の成果を競い合
う演武大会。

極意
The�Secret�Technic
★カラー90分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-8022

一切の我を捨て、素直に相手に対する天地自然の理と一体にな
った和合の技、それが塩田剛三の遺した合気道である。このビデ
オでは、合気道の「極意」へ通ずる道を、塩田剛三の実子であり合
気道養神館師範である塩田泰久が一つ一つ解りやすく実演、解
説。塩田剛三の神技をともに受け継いでいくための最強ツール
である。基本動作、基本技、投げ技、返し技、呼吸法など全70項目
を収録。

山梨養神館15周年記念合気道演武大会97.10.12

塩田剛三の高弟たち合気道達人列伝　井上強一

★カラー90分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-8024

実戦合気道の総本山、合気道養神館で塩田剛三の神技を受け継
ぐ高弟たち。その素晴らしき技の数々を初公開する新シリーズ。
第1弾は養神館道場長、井上強一。警視庁武道職の合気道師範と
して、長年に渡り機動隊、婦人警官などに指導を行ってきたその
技は、美しさとともに真の実戦性を備えたものである。

Best�disciples　Inoue�Kyouichi

★カラー122分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-8023

達人塩田剛三の高弟、竹野高文が設立した山梨養神館。その15
周年を記念して行われた演武大会の模様を収録。本部道場をは
じめとする全国の指導者たちが一堂に会し、その素晴しい技の
数々を披露。そして全国大会で常に上位に食い込む山梨の精鋭
陣が演じる渾身の演武はまさに必見。

塩田剛三　神技伝授
Shioda�Gozo�“Instraction�Acts�of�God”

★カラー56分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-8025

合気道の達人として、今なお多くの人に語り継がれる故塩田剛
三。その、不世出の素晴らしき演武、合気道の極意を高弟たちに
伝授した指導風景など、神技と呼ばれた塩田剛三の技の数々が
ここに蘇る！収録されているすべての映像が今回初めて公開さ
れるものばかりであり、達人の技を後世に伝える資料的価値も
極めて高い。
これは、塩田剛三が後世に残した武道の遺言である。

Yamanashi�15th�Anniversary�Meeting

41th�Meeting
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養神館合気道技術全集
基本技法―入り身投げ�Iriminage

養神館合気道技術全集
基本技法―肘締め・肘当て呼吸投げHijishime,nage

養神館合気道技術全集
基本技法―小手返し�Kotegaeshi

★カラー40分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8107　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

★カラー65分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8108　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

★カラー40分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8109　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

養神館合気道技術全集
基本技法―二ヶ条�12�Basic�Technics

養神館合気道技術全集
基本技法―三ヶ条�3�Basic�Technics

養神館合気道技術全集
基本技法―四ヶ条�4�Basic�Technics

★カラー60分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8104　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

★カラー40分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8105　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

★カラー40分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8106　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

塩田剛三の高弟たち

合気道達人列伝　竹野高文

★カラー75分　本体価格￥6,600+税

　品番SPA-8026

合気道発祥の地山梨で塩田剛三直伝の技を磨き続ける達人・竹
野高文は、塩田剛三の技と精神を受け継ぐ高弟中の高弟であり、
山梨養神館館長として目覚ましい活動を続けている。呼吸投げ、
入身技を中心とした数々の奥義を初公開するとともに、演武大
会、稽古風景、インタビューなど、あらゆる側面から達人の技と
素顔を追う。

塩田剛三の高弟たち

合気道達人列伝　千田　務

★カラー75分　本体価格￥6,600+税

　品番SPA-8027

塩田剛三が作り上げた合気道養神館は、実戦合気道の総本山とし
て数多くの人材を世に送り出し続けている。主席師範としてその
重責を担う千田務は、晩年の塩田館長と最も長い時間を共にした
高弟であり、神技と呼ばれた技の解明と普及に努めてきた。
これは、達人千田務が合気道上達の糸口となる極意を明かした、
初めての作品である。

養神館合気道技術全集
基本動作�Basic�technic

養神館合気道技術全集
基本技法―四方投げ�Shihou�nage

養神館合気道技術全集
基本技法―一ヶ条�11�Basic�technics

★カラー30分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8101　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

★カラー40分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8102　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

★カラー60分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8103　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

塩田剛三の高弟たち

合気道達人列伝　安藤毎夫

★カラー91分　本体￥6,600+税

　品番SPA-8028

合気道の達人、故塩田剛三の神技を受け継ぐ高弟たちを紹介す
るシリーズ第4弾。内弟子としての長年に渡る修行の末極意に
開眼。独立を果たし、養神館合気道龍を主宰する安藤毎夫を、演
武、インタビュー、指導風景などあらゆる側面から捉えた。今な
お研鑽の日々を続ける達人のすべて。
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塩田剛三スペシャルVOL.10
Shioda�Gozo�Special�Vol.10
★カラー32分　本体8,544＋税

　品番SPA-8210

驚異的な技の数々と修得の難しさとで神秘の格闘技と言われる
合気道。その開祖である植芝盛平の一番弟子であり、自らも又、
実戦合気道の第一人者と言われた塩田剛三が、総本山・合気道養
神館での研修会、黒帯会において披露した演武を収録。第10巻
は、胸と肩の作用を収録。

塩田剛三スペシャルVOL.9
Shioda�Gozo�Special�Vol.9
★カラー34分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8209

驚異的な技の数々と修得の難しさとで神秘の格闘技と言われる
合気道。その開祖である植芝盛平の一番弟子であり、自らも又、
実戦合気道の第一人者と言われた塩田剛三が、総本山・合気道養
神館での研修会、黒帯会において披露した演武を収録。第９巻
は、肘と手首の作用を収録。

塩田剛三スペシャル�VOL.6
Shioda�Gozo�Special�Vol.6
★カラー38分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8206

合気道開祖・植芝盛平の一番弟子として、又、実戦合気道の総本
山・合気道養神館館長として合気道の普及に努め、数多くの逸話
を残した達人・塩田剛三。黒帯会や研修会で高弟のみに披露され
た、その神技と言われた神秘の技を、残された映像によって後世
に伝える貴重なシリーズ。

塩田剛三スペシャル�VOL.7
Shioda�Gozo�Special�Vol.7
★カラー36分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8207

合気道開祖・植芝盛平の一番弟子として、又、実戦合気道の総本
山・合気道養神館館長として合気道の普及に努め、数多くの逸話
を残した達人・塩田剛三。黒帯会や研修会で高弟のみに披露され
た、その神技と言われた神秘の技を、残された映像によって後世
に伝える貴重なシリーズ。

塩田剛三スペシャルVOL.8
Shioda�Gozo�Special�Vol.8
★カラー27分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8208

驚異的な技の数々と修得の難しさとで神秘の格闘技と言われる
合気道。その開祖である植芝盛平の一番弟子であり、自らも又、
実戦合気道の第一人者と言われた塩田剛三が、総本山・合気道養
神館での研修会、黒帯会において披露した演武を収録。第８巻で
は肩と肘の作用を収録。

塩田剛三スペシャル�VOL.3
Shioda�Gozo�Special�Vol.3
★カラー31分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8203

合気道の技の究極は“美”である。自己の邪心を捨て、相手と一体
となってこそ品格ある合気道が完成してゆく。基本からの逸脱
した我流は邪心が出て、争いのみの技となってしまう。修業者と
しての心構えを忘れず、常に謙虚な気持ちを持って事に当たり、
そして部分の力ではなく、体全体から出る力を養成して初めて
本来の技が身につくのである。

塩田剛三スペシャル�VOL.4
Shioda�Gozo�Special�Vol.4
★カラー40分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8204

合気道開祖・植芝盛平の一番弟子として、又、実戦合気道の総本
山・合気道養神館館長として合気道の普及に努め、数多くの逸話
を残した達人・塩田剛三。黒帯会や研修会で高弟のみに披露され
た、その神技と言われた神秘の技を、残された映像によって後世
に伝える貴重なシリーズ。

塩田剛三スペシャル�VOL.5
Shioda�Gozo�Special�Vol.5
★カラー27分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8205

合気道開祖・植芝盛平の一番弟子として、又、実戦合気道の総本
山・合気道養神館館長として合気道の普及に努め、数多くの逸話
を残した達人・塩田剛三。黒帯会や研修会で高弟のみに披露され
た、その神技と言われた神秘の技を、残された映像によって後世
に伝える貴重なシリーズ。

養神館合気道技術全集
基本技法―天地投げ／呼吸法／自由技

Basic�Technic�Tenchinage

★カラー40分　本体￥7,767＋税

　品番SPA-8110　◎英語版あり�NTSC/PAL

実戦合気道として知られる合気道養神館の技のすべてを、本部
道場師範が徹底解説。合気道の基本を学び、技術を身につけるた
めの、現在望みうる最も理想的なビデオ全集。全10巻。

塩田剛三スペシャル�VOL.2
Shioda�Gozo�Special�Vol.2
★カラー32分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8202

合気道の技における円運動は最も重要な動作である。この動作
を正確に行なう為には、しっかりとした中心を持ち、正しい姿勢
と速やかな重心の移動が要求される。それには軸足の強化、腰の
安定が必要であり、それらの訓練を積み重ね、そして気持ちと体
勢が一致して初めて円運動が展開されるのである。

塩田剛三スペシャル�VOL.1
Shioda�Gozo�Special�Vol.1
★カラー31分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-8201

深奥なる合気道の理合について、達人・塩田剛三自らが直接指導
する研修会。その目的は、本当に効果のある技を身につけるた
め、部分部分の力の作用を研究し、修練を重ね、そのひとつひと
つの作用が身につくことによって、つまり、点が線になるように
技を完成させていくことにある。この研修会を初めて映像化、シ
リーズで順次発売。

400
目次に戻るBack to Index



16

Ｖ
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｏ

16

武神館　初見良昭
BUJINKAN���HATSUMI�MASAAKI

忍者マスター、初見良昭。

最後の実戦忍者、高松寿嗣に師事し、

古武道9流派の宗家を継承。

全身感覚に裏づけられた武術を伝授するシリーズ。

武神館シリーズ

虎倒流骨法術

～無にして無限なる柔

★カラー30分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5502　◎英語版あり�NTSC/PAL

柔道のルーツとなった柔術とは徒手の格闘技ばかりでなく、剣・
十手・棒・鉄扇など武芸十八般あらゆる技に通じる総合武術だっ
た。胴返し、両胸捕、戒後碎、乱勝、裏腕折、一摘締、鬼碎、鵲、極楽
落、拳流、片胸捕、追掛捕、跳込、逆手投ほか収録。

武神館シリーズ

高木揚心流柔体術

～時を超えた空間把握

★カラー24分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5503　◎英語版あり�NTSC/PAL

南北朝より続く鎧組討の基本技を紹介。鎧を付けたとき・脱いだ
ときを対比させ解説。構…平之構／平一文字之構／青眼之構／
片手飛鳥之構／攻勢之構、生音、崩雪、天地、虎尾、夢枕、鬼碎、龍
伏、打拂、四方捕を収録。

武神館シリーズ

九鬼神伝流鎧組討

～基より起より奇

★カラー30分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5504　◎英語版あり�NTSC/PAL

骨指術には、指一本で敵を倒せるという意味もある
が、武道の骨子に通じるものである。玉虎流骨指術は
様々な武道のもととなった。構、体変基本、基本型、捕
手起本型、三心奇本型、骨指術を収録。

武神館シリーズ

玉虎流骨指術

～隠れることが受身なり

★カラー30分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5505　◎英語版あり�NTSC/PAL

12世紀初頭、木曽義仲の家臣だった戸隠大助が開いたもので、
手甲、旋盤投げ、手裏剣、水遁の術に使う四尺のしの竹等に特長
がある。鼠逃遁甲、体術受身型、忍返型、殺気術、秘伝型を収録。

武神館シリーズ

戸隠流忍法体術

～自然を基本として虚実奇本とする

★カラー30分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5506　◎英語版あり�NTSC/PAL

古武道9流派を継承する初見良昭の秘術がまた一つ明らかにな
る。日撃、月肝、風靡、雨龍、雲雀、雪耀、霧散、霞雷、地の型～理拳、
心拳、雷拳、変虚、一閃ほか収録。

武神館シリーズ

神伝不動流打拳体術

～創造と破壊のメタモルフォーゼ

★カラー30分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5510　◎英語版あり�NTSC/PAL

三心之構…型破之構／無念無想之構／音無之構、初傳…片手折
／突落／打技／流捕／霞掛／行違／当返／顔碎、中傅…三人蹴
捕／四人捕、奥傅…太刀五人捕を収録。

武神館シリーズ

九鬼神伝流半棒術・仕込杖

～神に、空間に操られるように

★カラー60分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5511　◎NTSC/PAL

一之構、飛鳥之構、十文字之構、十文字之表逆捕、表逆に対する一
之構、飛鳥之構からの蹴り、さばき足、小手逆捕を収録。

武神館シリーズ

忍法・初見良昭ビデオ道場

～右も左も無く、無手、十手

★カラー30分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5512　◎英語版あり�NTSC/PAL

十手の基本的動き、構…正眼／平一文字（九鬼神伝流）／包囲・攻
勢（虎倒流）／飛鳥・十文字（玉虎流）、十手術…小蝶捕／當投／片
手投／抗抒／本締／飛打／追掛捕／桿／腰車／霞捕、十手術深
奥…片手捕／逆変／棍棒1,2,3／六尺棒1,2／杖1,2／鎖分胴／
桐の一葉／落花／水鳥／廻捕を収録。

武神館シリーズ

武芸者のための十手術

～帯刀から体刀へ、そして妙刀へと変す

★カラー30分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5513　◎英語版あり�NTSC/PAL

忍者刀、帯刀、片手抜き、鯉口切り、居合間合変化、影の一刀変化、
構…一之構からの変化／正眼之構からの変化／中段之構からの
変化／下段之構からの変化／棟水之構からの変化／八相之構か
らの変化／霞之構からの変化／とうとくひょうしからの変化・
一刀両断1,2,3、八方秘剣…飛龍之剣／霞之剣／無想之剣／浦波
ほか収録。

武神館シリーズ

忍者秘剣

～逃げるでなく、死角、盲点に入る―消える

★カラー59分　本体￥4,661＋税

　品番SPA-5514　◎NTSC/PAL

初見良昭が世界中の高弟を集めて秘術を伝授するセミナー、大
光明祭を、91年11月東京武道館にて収録。今回のテーマは受身
体変術。受け身がすべての技の基本であり、攻撃も一種の受け身
である。基礎篇では受け身の体術を、発展篇ではその様々な変化
を収録。

武神館シリーズ

大光明祭�武神館国際セミナー 基礎篇

～パワーからの脱却

★カラーcolor�30分min.　本体￥6,020＋税tax

品番item�SPA-5501　◎英語版English�NTSC/

PAL

忍者マスター・初見良昭が伊賀に伝えられた古伝の格闘技を初
公開。当身の鍛練、体変術、位取（構之）…右正眼／左正眼／平一
文字／抱圍構／防備構、抒投、放擲、掛倒、折倒、片巻、括飛、飛倒、
飛搾、乱雪、拘抒ほか収録。
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～逃げるでなく、死角、盲点に入る―消える

★カラー59分　本体￥4,661＋税

　品番SPA-5515　◎NTSC/PAL

初見良昭が世界中の高弟を集めて秘術を伝授するセミナー、大
光明祭を、91年11月東京武道館にて収録。今回のテーマは受身
体変術。受け身がすべての技の基本であり、攻撃も一種の受け身
である。基礎篇では受け身の体術を、発展篇ではその様々な変化
を収録。

武神館シリーズ

大光明祭�武神館国際セミナー 発展篇

～棒は体とともに踊る

★カラー53分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5516　◎英語版あり�NTSC/PAL

構、受身、起本型、棒振型、面打型、五法、裏五法、差合、船張、裏の
一足、裾落、裏裾落、一本杉、瀧落、虎空、笠之内、太刀落、払、小手
附、向詰、蹴擧、撃留、附入、五輪碎、天地人、前廣、量小手、浦波、玉
返、初傅の型…中段扞打／一文字護技／天地人抛技ほか、中傅の
型、奥傅の型収録。

武神館シリーズ

六尺棒術

武神館シリーズ

気空の戦い�武神館国際セミナー

武神館シリーズ�

気空の戦い�武神館国際セミナー

★カラー60分　本体￥4,661＋税
　品番SPA-5518　◎NTSC/PAL

忍者マスター初見良昭が、数千人に上る世界中の弟子の中から、
高弟のみを集めて行うセミナー、大光祭。その体術は、真の実戦格
闘術（マーシャルアーツ）として、あらゆる状況に対応するべく体
系化されている。今回のテーマは、気空の戦い。2巻に分け収録。

～敵を包む、自分から捕りに行かない

★カラー60分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5519　◎英語版あり�NTSC/PAL

無刀捕は、あらゆる忍法体術の根本となる体術である。真剣の理
は、理ある利を閃かせ敵を倒す。高木揚心流大小捌型12項目、無
刀捕8項目収録。

武神館シリーズ�

無刀捕

～時間を忍ぶ、最後まで忍ぶ

★カラー60分　本体￥6,020＋税

　品番SPA-5520　◎英語版あり�NTSC/PAL

真剣白刃止の極意は、ゆっくりと捕るということである。危険を
避け、確実に敵を倒す技こそが真の術である。ト伝流大小捌型
14項目、真剣白刃止を収録。

武神館シリーズ

真剣白刃止

～敵を虚空に見つける

★カラー60分　本体￥4,661＋税

　品番SPA-5521　◎NTSC/PAL

一つの技が様々な状況に応じ、千変万化の変化技へと姿を変え
る。決して書物では表わすことのできないそれらの無数な技は、
口伝という形をとって古人より受け継がれてきた。型ではなく
状態で覚える―武神・初見良昭の生きた口伝を学ぶため世界中
の武道家が参加するセミナーから、古武道9流派の集大成であ
る武神館棒術をとりあげる。3巻シリーズ、第1弾。

武神館シリーズ

玉虎流棒術

～体で捌き、空間で打つ―極める

★カラー60分　本体￥4,661＋税

　品番SPA-5522　◎NTSC/PAL

一つの技が様々な状況に応じ、千変万化の変化技へと姿を変え
る。決して書物では表わすことのできないそれらの無数な技は、
口伝という形をとって古人より受け継がれてきた。型ではなく
状態で覚える―武神・初見良昭の生きた口伝を学ぶため世界中
の武道家が参加するセミナーから、古武道9流派の集大成であ
る武神館棒術をとりあげる。3巻シリーズ、第2弾。

武神館シリーズ

捌きの棒術

～棒はディスタンスで生きる

★カラー60分　本体￥4,661＋税

　品番SPA-5523　◎NTSC/PAL

一つの技が様々な状況に応じ、千変万化の変化技へと姿を変え
る。決して書物では表わすことのできないそれらの無数な技は、
口伝という形をとって古人より受け継がれてきた。型ではなく
状態で覚える―武神・初見良昭の生きた口伝を学ぶため世界中
の武道家が参加するセミナーから、古武道9流派の集大成であ
る武神館棒術をとりあげる。3巻シリーズ、第3弾。

武神館シリーズ

霞の棒術

～槍に構えなく　小太刀に形なく

★カラー60分　本体￥4,661＋税

　品番SPA-5524　◎NTSC/PAL

古武道９流派の宗家を継承する最後の忍者マスター、初見良昭。
その技は、様々な状況に応じ、千変万化の変化技へと姿を変え
る。書物では表すことのできないそれら無数の技は口伝という
形をとって古人より受け継がれてきた。このビデオは、初見良昭
が、自らの秘術を伝授する生きた口伝の映像化である。

武神館シリーズ

槍・小太刀�技法�上巻

～槍に構えなく　小太刀に形なく

★カラー60分　本体￥4,661＋税

　品番SPA-5525　◎NTSC/PAL

古武道９流派の宗家を継承する最後の忍者マスター、初見良昭。
その技は、様々な状況に応じ、千変万化の変化技へと姿を変え
る。書物では表すことのできないそれら無数の技は口伝という
形をとって古人より受け継がれてきた。このビデオは、初見良昭
が、自らの秘術を伝授する生きた口伝の映像化である。

武神館シリーズ

槍・小太刀�技法�下巻

～槍術―突いて虚　返して実（攻撃）

★カラー60分　本体￥6,602＋税

　品番SPA-5526　◎英語版あり�NTSC/PAL

古武道９流派の宗家を継承する最後の忍者マスター、初見良昭。
その技は、様々な状況に応じ、千変万化の変化技へと姿を変え
る。書物では表すことのできないそれら無数の技は口伝という
形をとって古人より受け継がれてきた。このビデオは、初見良昭
が、自らの秘術を伝授する生きた口伝の映像化である。

武神館シリーズ

槍術～槍の技法～

★カラー60分　本体￥4,661＋税

　品番SPA-5517　◎NTSC/PAL

忍者マスター初見良昭が、数千人に上る世界中の弟子の中から、
高弟のみを集めて行うセミナー、大光祭。その体術は、真の実戦格
闘術（マーシャルアーツ）として、あらゆる状況に対応するべく体
系化されている。今回のテーマは、気空の戦い。2巻に分け収録。
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武神館シリーズ�

薙刀、長巻、眉尖刀
～小刀の絵、大刀の柄、斧と惠～

★カラー51分　本体￥6,020＋税
　品番SPA-5527　◎英語版あり NTSC/PAL
蒙古の虎と呼ばれた最後の実戦忍者、高松寿嗣に師事、古武道9
流派の宗家を継承し、全身感覚に裏付けられた武道対術を追及
している初見良昭。真に実戦的な武術、マーシャルアーツの体現
者として、日本ばかりでなく海外にも数多くの後継者を持つ彼
が、なぎなた、眉尖刀の極意を初めて公開する。

武神館シリーズ�

大光明祭'95  上巻  薙刀
～手とは技なり～

★カラー70分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5528　◎NTSC/PAL
実戦の中で培われてきた本物の技は、決して型通りに使われる
ものではなく、様々な状況に応じてその姿を変えていく。あらゆ
る場面を想定した真に実戦的な武術、それが忍術なのである。最
後の実戦忍者、高松寿嗣に師事し、古武道9流派を継承する初見
良昭が、世界中の高弟達に秘伝の技を伝授する大光明祭。

武神館シリーズ�

大光明祭'95  下巻  薙刀

武神館シリーズ�

大光明祭'95  中巻  薙刀
～手とは技なり～

★カラー61分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5529　◎NTSC/PAL
実戦の中で培われてきた本物の技は、決して型通りに使われる
ものではなく、様々な状況に応じてその姿を変えていく。あらゆ
る場面を想定した真に実戦的な武術、それが忍術なのである。最
後の実戦忍者、高松寿嗣に師事し、古武道9流派を継承する初見
良昭が、世界中の高弟達に秘伝の技を伝授する大光明祭。

～手とは技なり～
★カラー56分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5530　◎NTSC/PAL
実戦の中で培われてきた本物の技は、決して型通りに使われる
ものではなく、様々な状況に応じてその姿を変えていく。あらゆ
る場面を想定した真に実戦的な武術、それが忍術なのである。最
後の実戦忍者、高松寿嗣に師事し、古武道9流派を継承する初見
良昭が、世界中の高弟達に秘伝の技を伝授する大光明祭。

武神館シリ－ズ�

武神館セミナ－・ワ－ルドワイド・ツ－ソン大会  薙刀

ワシントン・アメリカ
★カラー90分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5532　◎NTSC/PAL
初見良昭 は，1980年以降，世界各地でセミナ－を開くようにな
った。それは，武神館の武道体術を師と弟子との直接的な稽古に
よって伝授するためである。生きるための実戦技を師と弟子が
共に修行するためである。これまで何百回と行われたセミナ－
で，初見良昭は同じ技を二度と使ったことがない。武神館の稽古
が生き死にの事だからである。このビデオは，そうした稽古の一
瞬一瞬を捉えた貴重な記録である。

アリゾナ・アメリカ
★カラー87分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5531　◎NTSC/PAL
初見良昭 は、1980年以降、世界各地でセミナ－を開くようにな
った。それは，武神館の武道体術を師と弟子との直接的な稽古に
よって伝授するためである。生きるための実戦技を師と弟子が
共に修行するためである。これまで何百回と行われたセミナ－
で，初見良昭は同じ技を二度と使ったことがない。武神館の稽古
が生き死にの事だからである。このビデオは，そうした稽古の一
瞬一瞬を捉えた貴重な記録である。

武神館シリ－ズ�

武神館セミナ－・ワ－ルドワイド・ワシントン大会  六尺棒術

武神館シリ－ズ�

武神館セミナ－・ワ－ルドワイド ・チェスタ－大会  槍

武神館シリ－ズ�

大光明祭'96 下巻  剣

武神館シリ-ズ�

大光明祭'96 中巻  剣

武神館シリ－ズ�

大光明祭'96 上巻  剣

イギリス
★カラー90分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5533　◎NTSC/PAL
初見良昭 は，1980年以降，世界各地でセミナ－を開くようにな
った。それは，武神館の武道体術を師と弟子との直接的な稽古に
よって伝授するためである。生きるための実戦技を師と弟子が
共に修行するためである。これまで何百回と行われたセミナ－
で，初見良昭は同じ技を二度と使ったことがない。武神館の稽古
が生き死にの事だからである。このビデオは，そうした稽古の一
瞬一瞬を捉えた貴重な記録である。

★カラー60分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5534　◎NTSC/PAL
相手を討つことより、もぐり、捌き方を身につける。刀を使おう
としないこと－この感覚で動く。すると刀の使い方がわかる。現
代の武神・初見良昭が、自らの秘術を世界の高弟へと伝授するセ
ミナ－'96大光明祭から生きた口伝のすべてを収録。上巻では、
刀の抜き方、構え、足捌き、突きを収録している。

★カラー60分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5535　◎NTSC/PAL
相手を討つことより、もぐり、捌き方を身につける。刀を使おう
としないこと－この感覚で動く。すると刀の使い方がわかる。現
代の武神・初見良昭が、自らの秘術を世界の高弟へと伝授するセ
ミナ－'96大光明祭から生きた口伝のすべてを収録。中巻では、
構えから構えへの変化、中段からの攻撃の仕方、或いはそれを叩
く、かわすを収録している。

★カラー60分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5536　◎NTSC/PAL
相手を討つことより、もぐり、捌き方を身につける。刀を使おう
としないこと－この感覚で動く。すると刀の使い方がわかる。現
代の武神・初見良昭が、自らの秘術を世界の高弟へと伝授するセ
ミナ－'96大光明祭から生きた口伝のすべてを収録。下巻では、
右にも左にも真ん中にも相手を討ち落とすを収録している。

★カラー60分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5537　◎NTSC/PAL
大光明祭とは、一年の終わり宗家・初見良昭の誕生日にちなんで
宗家が世界の高弟たちに武神館の武術を伝授する、日本で開か
れるセミナーのことである。杖術とは、剣と六尺棒から考案され
たものである。杖を使おうとせず、相手を全体的に包んでしま
う。上巻は、武道の壁を崩すことで武道の中身を知ることをテー
マとする。

武神館シリ－ズ�

大光明祭'97  上巻  杖術

★カラー60分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5538　◎NTSC/PAL
大光明祭とは、一年の終わり宗家・初見良昭の誕生日にちなんで
宗家が世界の高弟たちに武神館の武術を伝授する、日本で開か
れるセミナーのことである。日本における毎日の稽古、
「TAIKAI」の名のもとに世界各地で開催されるセミナーの締め
くくりとして、また、翌年の稽古のテーマを開示するために行わ
れる。杖術・中巻では、雲のように水のように、相手の変化に応じ
ることをテーマとする。

武神館シリ－ズ�

大光明祭'97  中巻  杖術
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武神館シリ－ズ�

大光明祭'97  下巻  杖術

★カラー58分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5539　◎NTSC/PAL
大光明祭とは、一年の終わり宗家・初見良昭の誕生日にちなんで
宗家が世界の高弟たちに武神館の武術を伝授する、日本で開か
れるセミナーのことである。世界数十カ国からその国を代表す
る高弟たちが馳せ参じる。杖術・下巻では、手だけで行わず、流れ
で身体で行うことをテーマとする。

★カラー70分　本体￥6,000＋税
　品番SPA-5540　◎英語版あり　NTSC/PAL
武道の真、ここにあり。古来より合戦で用いられた剣、太刀、刃の
極意を、宗家・初見良昭が、今初めて明かす。附込、突掛、斬上、斬
下、かすがい止、小蝶返、四方斬、八方斬、月之輪、八相之構、正眼
之構、天地之構、天地八相之構を収録。

武神館シリ－ズ�

剣　太刀　刃

大光明祭'98  上巻　神伝不動流八方秘剣
武神館シリ－ズ�

中途半端である。だから動くことができる。
★カラー60分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5541　◎NTSC/PAL
大光明祭とは、一年の終わり初見良昭の誕生日にちなんで宗家が
世界の高弟達に武神館の技術を伝授する、日本で開かれるセミナ
ーのことである。日常における毎日の稽古、「TAIKAI」の名のもと
に世界各地で開催されるセミナーの締めくくりとして、また、翌
年の稽古のテーマを開示するために行われ、世界数十カ国からそ
の国を代表する高弟たちがはせ参じる。生きた口伝によって伝え
られた武道が、高弟達を通して世界へと伝わるのである。

武神館シリ－ズ�

大光明祭'98  中巻　神伝不動流八方秘剣
かわすのではなく、相手に殴らせる。それが自分を消すことになる。
★カラー60分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5542　◎NTSC/PAL
大光明祭とは、一年の終わり初見良昭の誕生日にちなんで宗家が
世界の高弟達に武神館の技術を伝授する、日本で開かれるセミナ
ーのことである。日常における毎日の稽古、「TAIKAI」の名のもと
に世界各地で開催されるセミナーの締めくくりとして、また、翌
年の稽古のテーマを開示するために行われ、世界数十カ国からそ
の国を代表する高弟たちがはせ参じる。生きた口伝によって伝え
られた武道が、高弟達を通して世界へと伝わるのである。

武神館シリ－ズ�

大光明祭'98  下巻　神伝不動流八方秘剣
相手に自分の動きを感じさせない。勝ち負けでなく、生きることが大事である。

★カラー60分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5543　◎NTSC/PAL
大光明祭とは、一年の終わり初見良昭の誕生日にちなんで宗家が
世界の高弟達に武神館の技術を伝授する、日本で開かれるセミナ
ーのことである。日常における毎日の稽古、「TAIKAI」の名のもと
に世界各地で開催されるセミナーの締めくくりとして、また、翌
年の稽古のテーマを開示するために行われ、世界数十カ国からそ
の国を代表する高弟たちがはせ参じる。生きた口伝によって伝え
られた武道が、高弟達を通して世界へと伝わるのである。

★カラー60分　本体￥6,000＋税
　品番SPA-5544　◎英語版あり NTSC/PAL
最後の忍者マスター初見良昭が初めて明かす武道のエッセン
ス。あらゆる武道の基になる動き・基本八法が正しく出来なけれ
ば、その武道はものにならない。骨指基本三法（1.右一文字の構
え2.右飛鳥の構え3.右十文字）、捕手基本型五法（1～5）、そして
宝拳十六法（鬼角拳、手起拳、不動拳、起転拳、指針拳、指端拳、蝦
蛄拳、指刀拳、指環拳、骨法拳、八葉拳、足躍拳、足起拳、足逆拳、体
拳、心拳）を完全収録。

武神館シリ－ズ�

古武道の奇本

九鬼神伝流極意   骨法術・忍者刀
★カラー60分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5545　◎NTSC/PAL
90年代最後の大光明祭は九鬼神伝流の極意を伝授。骨法術、そ
して忍者刀の様々な変化を、初見良昭と世界中から集まった高
弟たちが、3日間にわたるセミナーで次々に披露した。
あくまで脚でコントロールする、足を腰にする。

武神館シリ－ズ�

大光明祭'99　上巻

九鬼神伝流極意   骨法術・忍者刀
★カラー60分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5546　◎NTSC/PAL
90年代最後の大光明祭は九鬼神伝流の極意を伝授。骨法術、そ
して忍者刀の様々な変化を、初見良昭と世界中から集まった高
弟たちが、3日間にわたるセミナーで次々に披露した。
生きること、強いということは、動いている歩いているからである。

武神館シリ－ズ�

大光明祭'99　中巻

武神館シリ－ズ�

大光明祭'99　下巻
九鬼神伝流極意   骨法術・忍者刀

★カラー60分　本体￥4,600＋税
　品番SPA-5547　◎NTSC/PAL
90年代最後の大光明祭は九鬼神伝流の極意を伝授。骨法術、そ
して忍者刀の様々な変化を、初見良昭と世界中から集まった高
弟たちが、3日間にわたるセミナーで次々に披露した。
技を決めない、相手を包んでしまうーー相手に呼吸をさせない。

格闘技から武道へ 武道とは何か?
武神館シリ－ズ�

★カラー70分　本体￥6,000＋税
　品番SPA-5548　◎英語版あり NTSC/PAL
“蒙古の虎”と呼ばれた最後の実戦忍者、高松寿嗣に師事し、古武
道９流派の宗家を継承する初見良昭が明かす武道の本質。格闘
技と武道とを分ける根元的な違いとは何か？そして格闘技で
使われる様々な技は、武道においてどう変化していくのか？
ルールもなく、リングもない。自ら空間を作り、自分の身を守る。
それが武道である。

武神館シリ－ズ�

大光明祭2000　骨法　上巻
★カラー60分　本体￥4,600+税
　品番SPA-5549　◎NTSC/PAL
  　全身から出るゼロのパワー。骨（こつ）が忽然と消え、忽然と
現れる。大光明祭とは、その年の終り初見良昭の誕生日にちなん
で、宗家が世界の高弟たちに武神館の武術を伝授する、日本で開
かれるセミナ－のことである。'93棒、'94槍・小太刀、'95薙刀、'96
剣、'97杖、'98神伝不動流八方秘剣、'99九鬼神伝流骨法術・忍者刀
－－－と世紀末にかけて武器術をテーマとしてきた武神館・初
見良昭が21世紀に体術に戻ってきた。その始めは、武道の骨髄
ともいうべき「骨法」。

武神館シリ－ズ�

大光明祭2000　骨法　中巻
★カラー60分　本体￥4,600+税
　品番SPA-5550　◎NTSC/PAL
  　全身から出るゼロのパワー。骨（こつ）が忽然と消え、忽然と
現れる。大光明祭とは、その年の終り初見良昭の誕生日にちなん
で、宗家が世界の高弟たちに武神館の武術を伝授する、日本で開
かれるセミナ－のことである。'93棒、'94槍・小太刀、'95薙刀、'96
剣、'97杖、'98神伝不動流八方秘剣、'99九鬼神伝流骨法術・忍者刀
－－－と世紀末にかけて武器術をテーマとしてきた武神館・初
見良昭が21世紀に体術に戻ってきた。その始めは、武道の骨髄
ともいうべき「骨法」。
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武神館シリ－ズ�

大光明祭2000　骨法　下巻
★カラー60分　本体￥4,600+税
　品番SPA-5551　◎NTSC/PAL
  　全身から出るゼロのパワー。骨（こつ）が忽然と消え、忽然と
現れる。大光明祭とは、その年の終り初見良昭の誕生日にちなん
で、宗家が世界の高弟たちに武神館の武術を伝授する、日本で開
かれるセミナ－のことである。'93棒、'94槍・小太刀、'95薙刀、'96
剣、'97杖、'98神伝不動流八方秘剣、'99九鬼神伝流骨法術・忍者刀
－－－と世紀末にかけて武器術をテーマとしてきた武神館・初
見良昭が21世紀に体術に戻ってきた。その始めは、武道の骨髄
ともいうべき「骨法」。

武神館シリ－ズ�

大光明祭2001　武道の風水　上巻
★カラー60分　本体¥4,600+税
　品番SPA-5552　◎NTSC/PAL
'93棒、'94槍・小太刀、'95薙刀、'96剣、'97杖、'98神伝不動流八方秘
剣、'99九鬼神伝流骨法術・忍者刀。世紀末にかけて武器術をテー
マとしてきた武神館・初見良昭が21世紀に体術に戻ってきた。
その始めは武道の真髄ともいうべき「骨法」。そして今回は隠密、
武道の風水。
目に見えない技を見る。変化＝虚実。 “風”に空理を知る。

武神館シリ－ズ�

大光明祭2001　武道の風水　中巻
★カラー60分　本体¥4,600+税
　品番SPA-5553　◎NTSC/PAL
'93棒、'94槍・小太刀、'95薙刀、'96剣、'97杖、'98神伝不動流八方秘
剣、'99九鬼神伝流骨法術・忍者刀。世紀末にかけて武器術をテー
マとしてきた武神館・初見良昭が21世紀に体術に戻ってきた。
その始めは武道の真髄ともいうべき「骨法」。そして今回は隠密、
武道の風水。
一を知り、十を知る。洪水のように襲いかかる。洪“水”のパワー
を自らのものとする。

武神館シリ－ズ�

大光明祭2001　武道の風水　下巻
★カラー60分　本体¥4,600+税
　品番SPA-5554　◎NTSC/PAL
'93棒、'94槍・小太刀、'95薙刀、'96剣、'97杖、'98神伝不動流八方秘
剣、'99九鬼神伝流骨法術・忍者刀。世紀末にかけて武器術をテー
マとしてきた武神館・初見良昭が21世紀に体術に戻ってきた。
その始めは武道の真髄ともいうべき「骨法」。そして今回は隠密、
武道の風水。
紙、ビロードの感覚。わかろうとする時代ではない。瞬間瞬間を
生きるだけ。
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剣道
KENDO

いにしえの達人の姿と技が現代に甦る。

発掘された貴重な資料を紹介。

永久保存版シリーズ。

達人の秘術と剣聖の心

★モノクロ30分　本体￥9,400＋税
　品番SPA-8601
三千年のうちに培われたその極意、達人が織りなす驚異の秘術
と極意を紹介。今後二度と現われることはないであろうと言わ
れている武道の達人・植芝盛平の神技、昭和の剣聖・斎村五郎、持
田盛二の日本剣道形演武を収録。

昭和の剣豪

★モノクロ30分　本体￥9,400＋税
　品番SPA-8602
現代のスポーツ剣道とは違う真の武道家の一命を賭した修業の
姿がここに描かれる。剣聖・持田盛二に挑む往年の名手・中野八
十二、若き日の天才剣士・森寅雄、剣道界きっての鬼才と称され
た剣豪・乳井義博の稽古と剣道観など収録。

鬼の剣士一代記

★モノクロ35分　本体￥9,400＋税
　品番SPA-8603
昭和の生んだ剣豪として知られ、多くの逸材が輩出した同時代
の剣道界にあって「闘うに敵なし」「昭和の武蔵」と謳われた大剣
士、中倉　清の努力と苦難、そして栄光の過程を深く掘り下げた
名作ビデオ。

美と栄光の剣士たち

★モノクロ30分　本体￥9,400＋税
　品番SPA-8604
武道界の古フィルムを発掘、新たな演出や脚色は避けもとのま
ま収録した貴重な保存版。天道流なぎなたの形、直真影流なぎな
たの形、剣豪・中村藤吉の居合、剣豪・羽賀準一の居合、合気道開
祖・植芝盛平の演武など収録。

昭和天覧試合１
昭和4年5月4,5日　済寧館道場

名勝負と名剣士　下巻

★カラー53分　本体￥9,400＋税
　品番SPA-8610
全日本剣道連盟創立30周年を記念して行われた剣道選手権選
抜優勝大会を完全ビデオ化。全日本選手権優勝者と警察、学校な
ど各団体の選抜選手等、全国の有名剣士が一同に会し、激しい闘
いが繰り広げられた歴史的大会。第３巻は３回戦から決勝まで
の７試合をノーカット収録。

名勝負と名剣士　中巻

★カラー46分　本体￥9,400＋税
　品番SPA-8609
全日本剣道連盟創立30周年を記念して行われた剣道選手権選
抜優勝大会を完全ビデオ化。全日本選手権優勝者と警察、学校な
ど各団体の選抜選手等、全国の有名剣士が一同に会し、激しい闘
いが繰り広げられた歴史的大会。第２巻は２回戦全８試合をノ
ーカット収録。

名勝負と名剣士　上巻

★カラー42分　本体￥9,400＋税
　品番SPA-8608
全日本剣道連盟創立30周年を記念して行われた剣道選手権選
抜優勝大会を完全ビデオ化。全日本選手権優勝者と警察、学校な
ど各団体の選抜選手等、全国の有名剣士が一同に会し、激しい闘
いが繰り広げられた歴史的大会。第１巻は１回戦の16試合をダ
イジェストで収録。

昭和天覧試合３
昭和15年6月18･19日　済寧館道場

昭和天覧試合２
昭和5年5月18日　済寧館道場

★モノクロ22分　本体￥9,400＋税
　品番SPA-8605
武道達人の貴重な古フィルムを発掘し、制作された昭和天覧試
合。剣に生きた本物の剣士の姿と心を今に伝える貴重な映像作
品。第1巻は御大礼記念武道大会より、高野佐三郎範士、中山博道
範士による入神の名演武－大日本帝国剣道形、特選試合として
小川金之助対持田盛二、中野宗助対斎村五郎、中山博道対高野茂
義等を収録。

★モノクロ30分　本体￥9,400＋税
　品番SPA-8606
武道達人の貴重な古フィルムを発掘し、制作された昭和天覧試
合。剣に生きた本物の剣士の姿と心を今に伝える貴重な映像作
品。第2巻は台覧試合－宮中済寧館武道大会より中山博道範士に
よる居合、試し斬り、本宮虎之助、林弥右衛門による香取神刀流
の形、園部秀雄、山内禎子による直真影流薙刀の形、羽賀準一、野
間恒、玉利三之助らの特選試合等を収録。

★モノクロ　42分　本体￥9,400＋税
　品番SPA-8607
武道達人の貴重な古フィルムを発掘し、制作された昭和天覧試
合。剣に生きた本物の剣士の姿と心を今に伝える貴重な映像作
品。第3巻は紀元二千六百年奉祝記念武道大会より、長谷川英信
流居合、中山博道範士居合、特選試合として植田平太郎対渡辺
栄、持田盛二対中野宗助、小川金之助対斎村五郎等を収録。
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柔道
JUDO

神技　三船十段

★モノクロ30分　本体￥6,600＋税
　品番NESV-0501
日本柔道史上最強と言われた伝説の達人三船久蔵十段の幻の秘
蔵フィルム発掘！修練によって球の境地を体現するに至った伝
説的柔道家の神技。球車、巌石落、山嵐、そして空気投げ。柔道の
歴史に不滅の金字塔を残す三船久蔵十段自らの演武を徹底解
説。1955年作品。

高専柔道

★カラー68分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-3528
立ち技無し、場外無し、時間制限無し。純粋に寝技の技術だけで
闘う高専柔道。その真髄を、平田鼎師範が初公開する。内容は、立
ち技から寝技への移行、返し、相手の足の制し方、抑え込み、三角
絞め、腕挫ぎ十字固め、腕搦み、絞め技の8部構成。

水口修孝  至高の柔道

★カラー75分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-3534
柔道史上最強と言われる伝説の達人三船久蔵十段に師事し、古
の柔道を今に受け継ぐ最後の名人水口修孝が、現代柔道が失い
つつある至高の技を初めて公開。ポイントを奪うための技では
なく、一本を取るために研き抜かれた究極の技、柔道が本来持っ
ていた素晴らしき技を数々。その中に隠された理を、ビデオはひ
とつひとつ解明していく。

小坂光之介　高専柔道
～寝技の伝承～
★カラー55分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-3539
井上靖の自伝的小説「北の海」において、大天井と呼ばれ登場す
る小坂光之介。16歳より柔道を始め、25歳で旧金沢四高柔道部
師範となったのを皮切りに、1998年2月、92歳で逝去するまで、
旧制高校、大学等で高専柔道の指導を続けてきた柔道の巨人で
ある。数々の寝技を開発、発展させたと言われる高専柔道の神髄
が、ここに甦る。捌き、担ぎ、返し、亀取り技、抑え込み、絞め、関節
技などを収録。

平田鼎直伝　高専柔道

★カラー86分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-3542
戦前は立ち技の講道館、寝技の高専と言われるほど隆盛を極め
た高専柔道。寝技は練習量がそのまま実力に反映されるとも言
われ、センスに頼る部分が多い立ち技とは大きな違いを見せる。
技術によって体格差、体重差を克服することができる柔道を志
し、たゆまぬ練習に励む男たち、それが寝業研究会である。
寝技の神髄を究めたとまで言われた故平田鼎師範の技を受け継
ぎ、現在も次々と新しい技を開発し続けている寝業研究会の技
術を紹介する。

寝技の達人　奥田義郎
勝つための寝技
★カラー95分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-3547
人呼んで“絞めの奥田”。柔道王国九州でこの人有りと言われた
寝技師がその極意を初公開。体格や筋力、技の切れなど肉体的、
先天的な資質で差がある相手と闘う時にはどうすれば良いか。
無差別級で戦うことがあたりまえだった時代に、比較的小柄だ
った奥田義郎が、勝つために身につけた技術。それが寝技であ
る。寝技では絶対的な強さを誇った名人、奥田義郎が、長年の指
導経験を生かし、寝技の上達法を誰でも身につけることができ
るよう丁寧に紹介。

柔道史上最強といわれた三船十段。
小坂光之介、平田鼎による高専柔道、

三船十段に師事した水口修孝、寝技の達人・奥田義郎。
貴重な映像をここに。
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岩城象水正武天心古流拳法
～捌と歩と円の奥義～

★カラー74分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-8509
遠く戦国時代、中興祖上野辰右衛門隆幸によって創始され、上野
家伝の武術として発展、様々な流派の長所を取り入れながら第
８世上野貴天心によって集大成された天心流拳法は、突き、蹴
り、投げ、逆、極め、あらゆる攻撃の要素を併せ持ち、剛柔強弱、四
者の変化を使い分ける硬軟自在の武術である。
これは、正武天心古流拳法の奥義を、岩城象水宗家が隠すところ
無く公開した画期的な作品である

日本武術
ANCIENT MARTIAL ARTS

幻の武術の深奥なる世界。
長い時間を経て“今”に生き続ける古流武術。

その神秘の世界をカメラが克明に捉えていく。

柳生心眼流竹翁舎ビデオ教傳所

★カラー80分　本体￥8,544＋税
　品番SPA-8501
長い時間を経て“今”に生き続ける柳生心眼流の技法がビデオを
通して甦る。基本取之部、素振二十一箇条、鍛練之部、敵取之部、
演武之形を収録。この作品における実技は初心者が基本を演じ、
奥の技になるに従って上級者が演武を行っている。

火縄銃

★カラー20分　本体￥4,661＋税
　品番SPA-8502
天文12年ポルトガル人によって伝えられたと言う火縄銃。森重
流砲術は、現存する資料を元に古式の火縄銃の射法を受け継ぎ、
短筒から大筒、大砲までの技法を生き生きと伝えている。演武、
やぐら筒、士筒、短筒、国友筒、射法…居放し（礼射）／立放し／中
放し／膝台／逆膝放し／諸放し／腰放し／短筒放しを収録。

柳生心眼流竹翁舎ビデオ教傳所
【第2教】実戦基本篇
★カラー45分　本体￥8,544＋税
　品番SPA-8505
実戦の技法とは何か? リアルな技法について克明に捉えていく。
揃い振り、使い稽古、切（伝授）、柔術立会形、鍛練形、敵取り、口伝
解説、個条之使、打ち受使い、口伝万刀之伝い、敵取使い等収録。

大東流合気柔術

★カラー70分　本体￥8,544＋税
　品番SPA-8503
武田惣角、武田時宗によって完成された大東流合気柔術の過去、
現在、未来に、技法、資料、インタビューを通してアプローチ。大
東流の正統の流れを、近藤勝之宗家代理とともにビデオ探究す
る。初の本格的大東流ビデオ。演武、大東流史、大東流技法編…技
法解説／大東流秘傅目録／大東流一ヵ条30本等収録。

柳生心眼流竹翁舎ビデオ教傳所
【第3教】実戦技法　�捌き
★カラー40分　本体￥8,544＋税
　品番SPA-8506
高度に体系化された技法を分類し、克明に記録する新シリーズ。第
1弾は手と足の捌きを捉えていく。筋骨脈之理、骨法、目付之大事、
釣合之大事、曲尺之大事、締めと術勢、小具足翔引之大事、腕の攻
防、多勢之布陣、六ヶ条之伝、当て身之討ち、目付奥義などを収録。

天然理心流

★カラー60分　本体￥8,544＋税
　品番SPA-8507
近藤勇、土方歳三、沖田総司ら幕末最強と言われた新選組の剣。
その基となった天然理心流を、精神的支柱となる「気組」の解説、
七代目継承者・瀧上鐡生宗家自らの演武による初伝から奥伝に
到るまでの太刀筋、棒術、柔術居合、そして各地に残る遺跡や遺
物などから多角的にアプローチ。特別演武として、坂本竜馬暗殺
の再現、据え物切りも収録。

気楽流

★カラー45分　本体￥8,544＋税
　品番SPA-8508
長い歴史の中、上州に根付き、受け継がれ続けた気楽流。今に残
る幻の技を、十九代宗家・飯嶌文夫師範自らの演武により紹介す
る。柔術に始まり、棒術、契木術、鎖鎌術、鉄扇術、そして上州に残
る気楽流ゆかりの遺跡にいたるまで、あますところなく収録。

近藤勝之
大東流合気柔術2　秘伝目録
★カラー60分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-8510
新羅三郎源義光にはじまり、武田惣角が集大成した大東流合気
柔術は、武田時宗、そして近藤勝之へと続く。これは、武田時宗よ
り唯一免許皆伝を受けた継承者である近藤勝之が、大東流のす
べてを、歴史、演武、原理解説、技法紹介、そしてインタビューに
よって顕わした作品である。受け継がれてきた正当の技の、深奥
なる世界。
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伝統的な空手の練習体系に疑問を呈し
徹底した検証によって新たな武道理論を構築
時津賢児が実践する生涯を通じて行う武道

不二流体術
FUJI-RYU TAIJUTSU

田中光四郎
不二流体術　基本編
★カラー40分　本体￥5,600＋税
　品番SPA-3537
1980年代、アフガン・ゲリラとともに、旧ソ連軍を相手に敢然と
闘った日本人がいた。各国のジャーナリスト達は彼を“サムラ
イ”と呼び世界にその名を報道した。現実の戦場に身を置き、自
らの武術確立のために研鑽を重ねた武道家、田中光四郎。日本古
伝武術の理合の下に生まれアフガンの戦場で実証された究極の
実戦武術体術の、根本原理である交叉法、そして具体的な技の数
々を、田中光四郎本人が実演、解説。

必殺の古武道  体術  入門編

★カラー46分　本体¥6,797＋税
　品番TAIJUTU1
1980年代、アフガン・ゲリラ「ムジャヒディン」に加わり旧ソ連
軍と勇敢に戦った日本人がいた。世界の新聞や雑誌に紹介され
たそのサムライは田中光四郎。戦闘の合間にはゲリラ兵たちに
必殺の日本古武道“体術”を伝授した。不二流体術第２代宗家、田
中光四郎が一撃必殺の技を初めて公開する。

現実の戦争に身を置き、
自らの武術確立のために研鑽を重ねた武道家がいる。

不二流体術の田中光四郎である。

田中光四郎
武魂伝承
★カラー35分　本体￥5,000+税
　品番TAIJUTU3
武人の魂とは何かを証明するため、アフガニスタンの戦場へと
赴いた田中光四郎。武人が心血を注いで生み出した必殺の技を、
武の本質を求める人々に惜しみなく伝える第3弾。武器vs武器、
武器vs素手など、主に武器を持った相手を敵とした場合の対処
を中心に構成。生きるも死ぬも己の肝ひとつ。

自成道
JISEIDO

時津賢児
自成道　新・空手理論１
★カラー100分　本体価格￥5,600+税
　品番SPA-1827
フランスに渡り30年、時津賢児は遂に新・空手理論を完成させ
た。「自成道」。自ら成す、自らを成す武道。伝統的な空手の稽古体
系に疑問を呈し、自ら検証することによって、物理的、身体生理
学的に理にかなった、50歳、60歳になっても勝てる、まったく新
たな理論を構築した。
空手界の抱えた問題点を鋭く抉り、組手理論を打ち立て、それを
実践する。生涯を通じて行う武道とは、実戦の技術とは、その理
念とは何か。

自成道　新・空手理論2［組手篇］
打たせずに撃つ！
★カラー90分　本体￥5,600+税
　品番SPA-1828
最小のリスクと最大の攻撃力。理技一体の空手武道理論！
相手の戦気を読み、歩法と身体角度の変化によって、敵の打撃を
避け、死角から打ち込む。時津賢児が目指す攻防の理想形と、そ
れを身につけるための稽古。徹底的な研究と検証によって構築
された先進の武道理論。
ビデオ第2弾となる本作品では、第1弾で初公開された独特の理論と
テクニックを実際の組手に生かす方法、そして「打たせずに撃つ」を実
践するための“気”の読み方など、より実戦に即した技術を紹介する。

自成道太極拳

★カラー92分　本体￥4,800+税
　品番SPA-1832
これは従来の太極拳ではない。太極拳の形を借り、自成道の理念と
方法論を導入して自ら再構成したものである。空手の修行を続ける
うちに突き当たった多くの問題点を解消するため、空手の型とは対
極にある太極拳を取り入れ、徹底した実践と検証の末、自成道太極
拳は完成した。太極拳の動き、全体の流れは、一つ一つの姿勢をつな
いだものであり、それぞれの姿勢に武的な意味がある。その姿勢を
深めていくことが重要なポイントである。一つ一つの技、型がその
まま武術の技として使え、その動きを反復稽古することで武術的身
体が磨かれる武術の太極拳。それが、自成道太極拳である。
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極真空手
KYOKUSHIN�KARATE

武道空手として圧倒的な人気と知名度を誇る極真空手。総裁・大山直

伝の技や、松井章圭、緑�健児ら時代を造った強豪達の闘いなど、極真

空手のすべてを収録。

極限への挑戦
A�challenge�to�an�extremity
★カラーcolor�50分min.　本体￥9,515＋税tax

　品番item�MAC-1001

極真空手史上3人目の100人組手に挑戦した松井章圭三段の戦
いを収録した完全ドキュメントビデオ。

極限への挑戦�Part.2
A�challenge�to�an�extremity�Part2
★カラー50分　本体￥9,515＋税

　品番MAC-1002

三瓶啓二、増田　章、緑　健児ら極真の猛者たちが極真本部にお
いて行われた昇段審査の難問、連続組手に挑む模様をドキュメ
ント収録。

極限への挑戦�Part.3
A�challenge�to�an�extremity�Part3
★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番MAC-1003

「彼は強いね!�彼程の男はもう現われないね」大山倍達総裁にそ
う言わしめた松井の圧倒的パワーが爆発した四段昇段審査の組
手の模様をドキュメント収録。

極限への挑戦�Part.4
A�challenge�to�an�extremity�Part4
★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番MAC-1004

第４回世界大会で武道館４万人の観衆を沸かせた小兵・緑健児。
小さな巨人の雄姿をドキュメントで収録。

第16回オープントーナメント
全日本空手道選手権大会

The�16th�All�Japan�Tournament

★カラー40分　本体￥9,515＋税

　品番ME-103

128名の精鋭たちが参加。手足にグローブをつけずシューズを
履かずの、防具を一切付けずに真拳で闘う直接打撃制の醍醐味。

第17回オープントーナメント
全日本空手道選手権大会

The�17th�All�Japan�Tournament
★カラー60分　本体￥12,428＋税

　品番MME-104

スーパーテクニシャン・松井章圭が、前年度チャンピオン黒澤浩
樹のV2を阻止!�その他大会のハイライトシーンを収録。

実録!�試割りのすべて
Authentic�record　Tamesiwari
★カラー45分　本体￥9,515＋税

　品番ME-105

極真空手の祭典!�85年2月7日・晴海埠頭、フランス空母ジャン
ヌ・ダルクにて空手の精華を披露。試割り続々登場。巨大な空母
が大きく揺れた。

第18回オープントーナメント
全日本空手道選手権大会

The�18th�All�Japan�Tournament
★カラー60分　本体￥12,428＋税

　品番MME-108

86年11月・武道館にて行われた第18回大会を収録。松井章圭の
V2達成、その他大会のハイライトシーンを収録。

第２回オープントーナメント
全日本ウエイト制大会
The�2nd�Weight�Category�All�Japan�Tournament

★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番ME-106

85年6月9日・大阪市立中央体育館、全国各地から極真空手の強者
112名が参加。スピード、テクニック、根性のぶつか合い、極真空
手の真髄がここに。開会太鼓の乱打で極真“夏の陣”は始まった。

松井章圭�V2の軌跡
Traces�Matsui�V2
★カラー45分　本体￥10,680＋税

　品番ME-110

14歳の松井少年が空手に目覚めてから、V2達成までの汗と涙の
ドキュメント。過去の試合のハイライト、松井が語る「男にとっ
て闘いとは」を収録。

ザ･KNOCK�OUT
The�Knock�Out
★カラー30分　本体￥8,544＋税

　品番ME-111

組手の中で最もスリリングなシーン、ノックアウトシーンばか
りを集めたKO集。極真第2回・4回ウエイト制大会等から選び抜
かれたKOシーンが満載!

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞ
An�inquiry�order�to/�info@budoshop.co.jp
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極真第3回世界大会最強最後の闘い

the�3rd�World�Tournament�“Hight�Light”

★カラーcolor�60分min.　本体￥9,515＋税tax

　品番item�No.ME-112

84年1月20日・21日・22日・日本武道館で行われた第3回世界大
会よりハイライトシーンを収録。中村誠、三瓶啓二の決勝戦等、
パワー空手のぶつかり合いを再現。

第４回オープントーナメント
全日本ウエイト制大会

The�4th�Weight�Category�All�Japan�Tournament

★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番ME-113

87年6月14日・大阪市立中央体育館で行われた大会のハイライ
トシーンを収録。来る第4回世界大会の王座を目指し144名の極
真戦士の熱い闘い。

大山倍達�直伝
Mas.Oyama�Direct�Teach
★カラー40分　本体￥9,224＋税

　品番ME-114

大山倍達ビデオ初登場!�第4回世界大会に向け館山に集結した
極真選手らに必殺の奥義を伝授。実戦に勝てる大山倍達の組手
秘伝、特訓風景等収録。

第4回オープントーナメント
全世界空手道選手権大会

The�4th�World�Tournament

★カラー60分　本体￥9,709＋税

　品番ME-115

87年11月6日・7日・8日・日本武道館にて行われた世界大会より
ハイライトシーンを収録。80ヵ国、200人の強者が参加。世界の
頂点を目指し、熾烈な闘いを繰り広げる。

第4回世界大会
名試合ベスト10

The�4th�World�Tournament�“Best�10”

★カラー60分　本体￥8,544＋税

　品番ME-116

第4回世界大会の数々の闘いより、よりすぐった名試合10試合
を完全ノーカットで収録。松井vsアンディ・フグ、vsマイケル・
トンプソン戦他。

ザ・KNOCK�OUT�2
The�Knock�Out�2
★カラー30分　本体￥8,544＋税

　品番ME-117

極真空手ノックアウト集第2弾!�第4回世界大会、第17・18回全日
本大会、第4回ウエイト制大会等から選りすぐったKOシーンを
満載。

第５回オープントーナメント全日本ウエイト制大会

The�5th�Weight�Category�All�Japan�Tournament

★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番ME-118

88年6月11日・12日・大阪市立中央体育館で行われた大会を収
録。各クラスとも極真の若手精鋭たちが、栄冠を目指して熱戦を
繰り広げた。

第20回オープントーナメント
全日本空手道選手権大会

The�20th�All�Japan�Tournament
★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番ME-120

88年11月19日・20日・両国国技館で行われた大会を収録。新ル
ール採用で増田、黒澤、七戸ら強豪選手が相次いで敗退。大波乱
の大会に現われた彗星・桑島、石井!

必殺�大山倍達カラテ教室
Mas�Oyama�Karate�Class
★カラー45分　本体￥9,709＋税

　品番ME-121

初公開!�極真の牙城に初めてカメラが入った!�伝説の男・大山倍
達とその愛弟子・松井章圭が伝授する極真空手のスーパーテク
ニック集。極真本部の基本、移動稽古、護身術等・壮絶な極真昇段
審査も収録。

第6回オープントーナメント
全日本ウエイト制大会

The�6th�Weight�Category�All�Japan�Tournament

★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番ME-122

89年6月10日・11日・大阪市立中央体育館で行われたウエイト制
大会の、重量級・中量級・軽量級各クラスの激しい闘いを収録。

第4回全ヨーロッパ空手道選手権大会

The�4th�Europe�Karate�Tournament

★カラー50分　本体￥9,224＋税

　品番ME-123

89年5月20日ハンガリーで行われた大会を収録。世界大会で大
活躍したアンディ・フグ、トンプソンらが今回も大活躍!�アンデ
ィ・フグが勝利をもぎとった。

新･名試合ベスト10
New�Best�10�Matches
★カラー60分　本体￥8,544＋税

　品番ME-125

第4回世界大会より外国勢vs日本勢の名試合をノーカットで収
録。ゴルドーvs増田、コスタvs八巻、シルバvs緑ほか。
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第21回オープントーナメント
全日本空手道選手権大会
★カラーcolor�60分min.　本体￥9,515＋税tax

　品番item�ME-126

89年12月23日・24日・両国国技館で行われた大会を収録。未完
の大器、八巻建志がついに優勝、新進気鋭の選手も続出。

最後の挑戦三瓶啓二・100人組手

Sanpei�100men�kumite�challenge
★カラー45分　本体￥9,515＋税

　品番ME-130

あの三瓶神話がドラマチックによみがえる。極真空手の地獄の
昇段審査を三瓶啓二の100人組手を中心に編集。90年2月24日・
極真会館本部にて収録。

第22回オープントーナメント
全日本空手道選手権大会

The�22nd��All�Japan�Tournament
★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番ME-136

90年12月1日・2日・東京都体育館で行われた大会を収録。翌年の
第5回世界大会の前哨戦として激しい闘いが展開された。

妖刀村正!�大石代悟の50人組手

Oishi�Daigo�50men�Kumite

極真強豪伝�地獄の昇段審査
Honbu�Dan�Promotion�Test
★カラー30分　本体￥8,544＋税

　品番ME-138

武道空手ならではの“荒行”、昇段組手。91年3月の極真会館本部
昇段審査に今年も多くのサムライが挑んだ。3日に渡る組手の
ハイライトシーンを収録。

王者の挑戦!�増田�章の100人組手

Masuda�Akira�100men�Kumite

第８回オープントーナメント全日本ウエイト制空手道

選手権大会The�8th�Weight�Category�All�Japan

Tournament

★カラー30分　本体￥9,515＋税

　品番ME-151

91年6月22日・23日・大阪府立体育会館で行われた大会を収録。
極真夏の陣に、次代のチャンピオンを目指す男たちが勢揃い、熱
き闘いを繰り広げる!

極真魂�Kyokushin�Spirits
大山倍達�総指揮�試練の合宿

第4回オープントーナメント全アジア空手道選手権

大会The�4th�All�Asia�Tournament�in�Hokaido

★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番ME-132

日本・インド・パキスタン・バングラディシュ・フィリピンなど各
国の猛者が集結!!�90年5月12日・13日・札幌中島体育センター。

第7回オープントーナメント
全日本ウエイト制空手道選手権大会

The�7th�Weight�Category�All�Japan�Tournament

★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番ME-133

90年6月2日・3日・大阪府立体育会館にて行われた大会を収録。
他流派出場で実戦空手の雌雄を決する大決戦となる。緑健児、岩
崎達也ほか。

最強神話･直伝!

牛殺し�大山倍達

Mas.Oyama�“The�Bull�Fight”
★カラー50分　本体￥9,515＋税

　品番ME-135

牛殺し―すべてはこれから始まった。猛牛との決闘、驚異の石割
り、巻きワラ突きなど、大山倍達の若き日の修業風景等収録。極
真最強の秘密を解き明かす!

★カラー30分　本体￥6,602＋税
　品番ME-137

溢れるほどの才能と技量に恵まれながら、無冠のまま現役を退
いた大石代悟。その彼が甦った。“妖刀村正”の異名を取る廻し蹴
り、衰えを見せない妙技を披露。91年3月昇段審査会より。

緑�健児･炎の40人組手
Midori�kenji�40men�Kumite
★カラー45分　本体￥9,515＋税

　品番ME-131

小さな巨人・緑　健児が復活!!�極真空手の昇段審査40人組手に
挑 戦 、ノ ッ ク ア ウ ト 続出 の 全 記 録版 。9 0 年3 月 2 5 日・
極真会館本部にて収録。

★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番ME-150

91年5月、第5回世界大会を半年後に控え、増田�章が自らの選手
生命を賭けて史上5人目の100人組手に挑戦した。伝説的荒行、
100人組手ドキュメント。

★カラー40分　本体￥8,544＋税

　品番ME-152

極限の試練を乗り越えて、男たちは熱い絆で結ばれる!�大山総
裁自ら指導する夏と冬の本部合宿の全容と、第5回世界大会を
控えた日本代表選手達の特訓シーンをくまなく収録。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞ���An�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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第5回世界大会�Best�10-3
名試合ベスト10�死闘編
★カラー90分　本体￥8,544＋税

　品番ME-162

第5回世界大会より、互いに一歩も譲らない攻防、延長の末に体
重・試し割り判定にもつれこんだような、混戦10試合収録。田村
vsマシニニ、石井vsボスマン、阿部vsトンプソン、加藤vsビヨル
ストラップ、八巻vsフィリョ、八巻vs黒澤、七戸vs緑、黒澤vs緑、
増田vsリビエール、緑vs増田。

第9回オープントーナメント
全日本ウエイト制空手道選手権大会

T h e � 9 t h � W e i g h t � C a t e g o r y
Tournament
★カラー80分　本体￥9,515＋税

　品番ME-167

92年6月19日・20日・21日・大阪府立体育会館で行われた大会を
収録。正道会館・柳沢、白蓮会館・南ほか、少林寺拳法、ムエタイ選
手も参加。

マス･大山カップ'92
国際空手道選手権大会
Mas.Oyama�Cup�Tournament

Singapore
★カラー80分　本体￥9,515＋税

　品番ME-171

92年10月23日・24日・シンガポール・インドアスタジアム。参加
国25ヵ国、選手総数131名が結集した。第6回世界大会を目指す
世界の若者たちが繰り広げた激闘の数々を収録。

挑戦!!�昇段審査の記録
Dan�Promotion�Test�‘92
★カラー60分　本体￥8,544＋税

　品番ME-166

極真空手において最も苛酷な修業、総本部昇段審査に、また多く
のサムライが挑み、自らを酷使した。92年3月収録。

極真の星�松井章圭
Star�Matsui�Shokei
★カラー50分　本体￥9,515＋税

　品番ME-168

多くの英雄伝説に彩られる極真空手の中でも、ひときわまばゆ
く輝く男、松井章圭。その松井の足跡とスーパーテクニックを紹
介する。

第24回オープントーナメント全日本空手道選手権大

会�The�24th�All�Japan�Tournament

★カラー80分　本体￥9,515＋税

　品番ME-170

92年10月31日・11月1日・大阪府立体育会館で行われた大会を
収録。新旧交代のサバイバル・バトル、2万人の観衆が酔いしれた
熱き闘いを再現。

実録!�ノックアウト全集
Knock�Out�Collection
★カラー20分　本体￥6,602＋税

　品番ME-156

空手の極意は一撃必殺にあり!�第5回世界大会では、全試合中50
試合にも及ぶ壮絶な“KO”�“1本”が記録された。炸裂するKOシ
ーン満載!!

第5回世界大会　Best�10-1
名試合ベスト10�壮絶編
★カラー40分　本体￥6,602＋税

　品番ME-160

第5回世界大会より、見事なノックアウトで決まった試合10試
合収録。そこに至るまでの試合の過程、流れを追いつつ迫る。山
本vsシルバ、外舘vsフィリョ、木元vsビット、フィリョvsフグ、
川本vsストリッカー、黒澤vsペッペラル、緑vsコーン、園田vsピ
ックソール、岩崎vsリビエール、増田vsタキワ。

第5回世界大会�Best�10-2
名試合ベスト10�熱闘編
★カラー40分　本体￥6,602＋税

　品番ME-161

第5回世界大会より、試合の駆け引き、インサイドワークが如実
に現われ、戦いの技術が見事に溢れた高度な試合10試合収録。
トンプソンvsグレコ、クレメンテフvsフグ、黒澤vsストリッカ
ー、七戸vs阿部、緑vsシルバ、ピックソールvsクレイン、ビヨル
ストラップvsリビエール、石井vs増田、黒澤vsリビエール。

第5回オープントーナメント全世界

空手道選手権大会

The�5th�World�Tournament
★カラーcolor�60分min.　本体￥9,515＋税tax

　品番�item�No.�ME-155

91年11月2日・3日・4日・東京都体育館で行われた大会を収録。4
年に一度のこの世界大会は、日本はもとより世界の強豪選手が
大集結!

松井章圭の50人組手
Matsui�Shokei�50men�Kumite
★カラー50分　本体￥9,515＋税

　品番ME-172

“不世出の天才”松井章圭が戻ってきた。第17回・第18回全日本
大会、第4回世界大会優勝の、不滅の金字塔を打ちたて、惜しまれ
ながらの現役を引退後、指導者の立場に身を置きながら一社会
人として歩み始めた松井が、再び純白の空手着に身を包んだ。
93年3月20日・21日・極真会館総本部昇段審査。

緑�健児Midori�Champion�Technic

チャンピオン･テクニック
★カラー40分　本体￥8,544＋税

　品番ME-165

小柄ゆえの体力のハンディを気力とテクニックでカバーし、極
真空手の頂点を極めた“小さな巨人”緑　健児の組手技術を探る!

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞ  An inquiry order to info@budoshop.co.jp
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第1回オープントーナメント
全関東空手道選手権大会

The�1st�All�Kanto�Tournament
★カラー60分　本体￥8,544＋税

　品番ME-173

世界に君臨する武道団体、極真会館の、その頂点を夢見る若者た
ちの登龍門がまた新たに登場した。岩崎、阿部、数見らすでに内
外に知られた強豪選手も参加。93年4月4日・上尾運動公園体育
館で行われた大会の模様を収録。

格闘戦士�黒澤浩樹
Fighter�Kurosawa�Hiroki
★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番ME-176

驚異の下段蹴りを武器に、一撃必殺を体現する黒澤浩樹。圧倒的
な存在感と錐のような威圧感、第16回全日本大会で初出場にて
最年少王者に輝いた、“格闘機械”と呼ばれる孤高の戦士・黒澤を
包む光と影を追う。

第10回オープントーナメント
全日本ウエイト制空手道選手権大会

The�10th�Weight�Category�Tournament
★カラー70分　本体￥9,515＋税

　品番ME-177

93年6月18日・19日・20日・大阪府立体育会館で行われた大会を
収録。345名のカラテ戦士たちが頂点を目指して3日間の激戦に
挑んだ。

第25回オープントーナメント
全日本空手道選手権大会

The�25th�All�Japan�Tournament
★カラー70分　本体￥9,515＋税

　品番ME-178

93年10月30日・31日・東京体育館。黒澤、七戸、八巻らのベテラン
勢の躍進を阻む、数見、岡本ら一騎当千の若武者たち。最強の座
を賭けた極真世代間戦争はクライマックスを迎えた。

第2回オープントーナメント
全関東空手道選手権大会

The�2nd�All�Kanto�Tournament
★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番ME-180

94年3月27日・栃木県体育館で行われた関東大会の模様を収録。
カラテ界最高レベルを誇る関東地区の強者が集い、極限の戦い
を繰り広げた。関東を制する者は日本を制する。そんな戦乱の関
東を制したのは…。

ゴッドハンド伝説

人間･大山倍達

God�Hand�Mas�Oyama
★カラー50分　本体￥9,515＋税

　品番ME-181

密着取材10年!�そのドキュメント秘蔵ビデオが大山倍達への挽
歌となって甦る。生涯一武人として生き抜き、不敗の伝説を残し
て逝った男、大山倍達の、真実の顔がここに…。

松井章圭・直伝
BEST�OF�SPARRING
★カラー40分　本体￥8,544＋税

　品番ME-182

大山倍達の遺志を受け継ぎ、2代目館長となった松井章圭。大山
より武道カラテの真髄を学んだ松井は、湯河原合宿所において、
全世界の支部長にその極意を伝授する。第25回全日本王者・数
見とのスパーリングを通して極真カラテの実戦技術を伝えた。

第11回オープントーナメント
全日本ウエイト制空手道選手権大会

The�11th�Weight�Category�Tournament
★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番ME-183

大山総裁に捧げる追悼大会―94年6月17日・18日・19日・大阪府
立体育会館で行われたウエイト制大会。総勢386名のカラテ戦
士たちが、大山総裁の提示した極真精神を胸に秘め、3日間の激
闘に挑んだ。

フランシスコ・フィリョ衝撃の30人組

手�Filiho�30�Men�Kumite�Challenge
★カラー45分　本体￥8,544＋税
　品番ME-185

第5回世界大会でアンディ・フグを壮絶なKOで倒したブラジル
の星、フィリョが、日本の現役精鋭を相手に昇段30人組手に挑
戦した。引き分け12人、優勢勝ち7人、技有り&1本勝ち11人とい
う無敗の成績を残した、第6回世界大会チャンピオン候補・フィ
リョの激闘を収録。

第26回オープントーナメント
全日本空手道選手権大会
The�26th�All�Japan�Tournament

★カラー70分　本体￥9,515＋税

　品番ME-186

第6回世界大会の前哨戦として、数見、田村、八巻、黒澤、増田ら強
豪が激戦を展開する。世界の舞台に駆け上がるのは果たして誰
か!?�大山倍達総裁追悼大会。

鉄人！八巻建志死闘の100人組手

Yamaki�kenji�100�Men�Kumite
★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番ME-187

２度目の全日本チャンピオンという栄冠を手にした八巻建志。
極真パワー空手の体現者として、超巨大戦艦と呼ばれる八巻が、
百人組手の荒行に挑んだ。荒波のように襲い来る若武者たちを
相手に、八巻は必殺の拳を振り上げる。逃げることの許されない
究極の戦場で、八巻は一体何を見たのだろうか？

超戦士フランシスコ・フィリョ最強最後の100人組手

F.Filiho�100�Men�Kumite
★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番ME-188

第６回世界大会の頂点に最も近い男、それがフランシスコ・フィ
リョである。鋼鉄の肉体、驚愕のパワー、圧倒的なテクニック。極
真最大の苦行、百人組手を、現役精鋭選手相手に脅威的な強さで
戦い抜いたフィリョ。噂は本物だった。極真空手史上、最強最後
の超人戦士フィリョの百人組手。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞ��An�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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第３回オープントーナメント
全関東空手道選手権大会

極真空手バイブル
「基本」「移動」「型」「組手」

The�3rd�All�Kanto�Tournament
★カラーcolor�60分�min.　本体￥9,515＋税tax

　品番Item�No.�ME-189

武道の名地、水戸を舞台に繰り広げられた第３回全関東大会。鈴
木国博が復活の狼煙を挙げる２連覇を達成。この日、会場となっ
た茨城県武道館は、明らかに平常とは異なる緊張感に包まれて
いた。全日本クラスのトーナメントに引けを取らない熱い激戦
の数々。すべてのドラマがこのビデオにはある。

Kyokushin�Kata�Bible�Kihon,Ido,Kata,Kumite

★カラー90分　本体￥9,515＋税

　品番ME-801

強くなるための極真空手最後のビデオテキスト。一生に一本、一
家に一本、この一本で極真空手のすべてがマスターできる永久
保存版ビデオです。生前のゴッドハンド大山倍達が、極真空手の
正確な指導を徹底するために作り上げた不滅の直伝ビデオ。準
備運動、構え、基本、移動稽古、型、組手を収録。

大山倍達の遺言
Message�from�Mas.Oyama
★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番ME-802

ゴッドハンド・マス大山は我々に何を遺したのか。その半生を彩
る死闘の中で培われてきた人生哲学を、数々の秘蔵映像を通し
て振り返る。そして、弱肉強食の観を呈してきた現代を生きる全
ての人々のために、マス大山が体得してきた実践的な護身術を
自ら公開、指導する。知っていれば必ず生き残れる！

第６回オープントーナメント全世界空手道選

手権大会The�6th�World�Tournament

★カラー90分　本体￥9,515＋税

　品番ME-806

世界中に支部を持ち、競技人口は世界最高と言われる極真空手。
その頂点に立つ男ははたして誰か。４年に１度開催される空手
オリンピック、第６回を迎えた世界大会の激闘を収録。ブラジル
の星フィリョ、グルジアの鉄人タリエルら強豪外国人選手を相
手に、日本の八巻、数見は王座を守れるのか？

第6回世界大会代表選手最終選考会�6th� World

TournamentRepresentatives�Selection

第12回オープントーナメント全日本ウエイト制空手道

選手権大会�The�12�th�Weight�Category�Tournament

★カラー90分　本体￥9,515＋税

　品番ME-803

いよいよこの秋に開催される極真最大のイベント、４年に一度
の世界大会。その出場への最終切符をかけ開催された第12回ウ
エイト制大会。岩崎達也感涙の重量級制覇、成嶋竜悲願の初優勝
など、世界の舞台を目指して真剣勝負を戦い抜き、数々の感動を
生みだした極真戦士たちの熱いドラマを収録。

★カラー80分　本体￥8,544＋税

　品番ME-805

人間の限界を超えた焦熱地獄の中で、更に熱く燃えた戦士たち
の戦いの記録。第６回世界大会日本代表の最終選考会が摂氏40
度を越えた武道場で繰り広げられた。極真史上初、観客シャット
アウトという閉ざされた空間の中で行われた真実の戦い。極限
の世界で壮絶なるバトルが展開する。

秘伝�BEST�OF�TRAINING

★カラー50分　本体￥8,544＋税

　品番ME-807

極真空手が４年に１度開催する空手オリンピック、世界大会。本
家の意地にかけ、その王座を守り抜かなければならない日本の
侍達が、大山総裁修行の聖地にて勝利への頂上合宿を敢行した。
松井館長が指揮する外人向けの秘密トレーニング、山野での猛
特訓を約１年にわたり追った全記録。

★カラー70分　本体￥8,544＋税

　品番ME-808

八巻建志が優勝し話題を呼んだ極真空手４年に一度の空手オリ
ンピック、第６回世界大会。世界の頂点に立つ極真戦士たちの激
闘の中から、一瞬のスキも許されない試合の駆け引き、すさまじ
いパワーと高度なテクニックの応酬、極真史上に残る永遠不変
の名勝負厳選してノーカット収録。

第6回世界大会・ノーカット版一撃必殺KO23番

KO23�Fights 95.11.3・4・5�東京体育館

★カラー50分　本体￥7,573＋税

　品番ME-810

世界中の強豪が覇を競った第６回世界大会の数々の激闘の中か
ら、壮絶なKOで勝負が決まった名勝負を厳選、ノーカットで収
録。

第6回世界大会・ノーカット版テクニカル名勝負15番

15�Best�Fight

極真世界制覇バイブル

Training�Camp�for�Tournament
★カラー80分　本体￥9,515＋税

　品番ME-811

世界大会に向け行われたすさまじい特訓の数々。肉体の限界に
挑む極真戦士たちの恐るべき研鑽の日々。松井館長をはじめと
する師範たちが伝授する秘技秘伝の全て。今まで公開されるこ
とのなかった道場に初めてカメラが潜入、極真世界一の舞台裏
を解明する。

フィリョの逆襲
Filiho�Counterattack
★カラー40分　本体￥7,573＋税

　品番ME-812

世界格闘技界が注目する戦慄のブラジル戦士たち。フィリョを
筆頭に、グラウベ、ルシアーノ、ベスト８に進出した３人が行っ
た野外猛特訓。スーパーハードトレーニングのすべてを初公開。
逆襲に燃えるフィリョの水中特訓。すさまじいブラジルパワー
の原点に迫る。

八巻建志物語
Story�of�Yamaki�Kenji
★カラー50分　本体￥9,515＋税

　品番ME-813

極真史上初のグランドスラム、百人組手、ウエイト制大会、全日
本大会、世界大会制覇を達成した八巻建志。その無敵の必殺技、
テクニックを初めて公開。さらに師・廣重師範がマンツーマンで
指導する地獄のトレーニング、八巻本人が語る衝撃の半生など
を収録。
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中村誠　世界2連覇勝利の王者
Story�of�Nakamura�Makoto
★カラーcolor�50分min.　本体￥9,515＋税tax

　品番item�no.�ME-814

極真世界大会２連覇を成し遂げた鉄人・中村誠。すさまじい勝利
への執念、そして力と技、鍛え上げた精神力、その全貌を解きあか
す。世界大会代表の堀池、高尾、ウエイト制王者の田ヶ原、梶原な
ど、有名選手を相手にした特訓風景、王者のテクニック等を収録。

第 13 回オープントーナメント�全日本ウエイト制空手道選手権大

会

壮絶！ドラマチック決勝戦

松井章圭　組手伝授

この技で勝ちを狙え！

松井章圭��炎の真剣勝負ベスト11
Matsui�Shokei�Best�11�Fight
★カラー75分　本体￥8,544＋税

　品番ME-817

壮絶なる真剣勝負、闘いの技術が見事に溢れた高度な試合をノ
ーカットで初公開。あらゆる格闘技ファンに鮮烈なる印象を焼
き付けた伝説の名勝負、マイケル・トンプソンとの一戦をはじ
め、今なお語り継がれる松井章圭館長の名試合ベスト11を収録。

第 28 回オープントーナメント全日本空手道選手権大会

見たか!!これが極真だ

第4回オープントーナメント全関東空手道選手権大会
96.9.23東京ベイNKホール

黒澤浩樹の激戦17
Kurosawa�Hiroki�17Fight

大山倍達へ帰れ！稲妻編
Mas.Oyama�Direct�Teach
★カラー60分　本体￥9,333＋税

　品番ME-821

極真とは何か、己に打ち勝ち、最強の男になるにはどうしたら良
いのか？聖地三峰山で行われた大山倍達の直接指導と熱き激、
さらに松井館長と世界代表選手が繰り広げる切磋琢磨の頂上特
訓。空手の父が新世紀の指針を示す！

96.6.8＆9大阪市舞洲アリーナ

★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番ME-815

史上に残る名勝負続出！最高レベルの猛者たちがぶつかりあう
極限の闘いは、新生極真の星誕生というドラマを生み出した。柔
よく剛を制した田ヶ原、２階級制覇の成嶋、骨肉粉砕の高久。各
階級の決勝戦は、全観衆を感動でふるわせた！

★カラー90分　本体￥9,515＋税

　品番ME-816

極真空手の金字塔を築いた松井章圭館長が伝授する、勝つため
に必要な技の全て。実戦を想定した真の基本稽古、組み手に活か
す移動稽古、倒すためのコンビネーション、そして、あらゆる強
豪選手を想定した絶対に勝つためのテクニック。

96.11.3＆4東京体育館

★カラー80分　本体￥9,515＋税

　品番ME-818

極真史上初の外国人王者の誕生か？KOの嵐が試合場を吹き荒れ
る。息詰まる傷だらけの真剣勝負。並みいる強豪を空中でことご
とく退け、決勝進出を果たしたギャリーに対し、満身創痍の数見
は日本の牙城を守ることができるのか？波乱続出の全日本大会。

★カラー50分　本体￥8,544＋税

　品番ME-819

第６回世界大会での借りを返すべく、田村悦宏が因縁の相手ル
シアーノ・バジレに挑むワンマッチ。そして全日本出場を目指
し、キラリと光る極真の星たち、全関東の猛者49人が熱き戦い
を繰り広げる接戦のトーナメント。鬼と化した木村が栄冠に向
かい突っ走る。

★カラー90分　本体￥9,333＋税

　品番ME-822

黒澤浩樹とは何か？驚異の下段蹴りを武器とし、ファイティン
グ・マシーンと異名をとった男。一撃必殺を本意とし、自ら実践
してきた男。冬の時代にも常に空手着を身にまとい極限のトレ
ーニングをつんできた男。孤高の戦士黒澤の激闘の軌跡を熱く
再現。

'97全世界ウエイト制空手道選手権大会
1997�Weight�Category�World�Tournament

組手最前線
Kumite�Battle�Front
★カラー60分　本体￥9,333＋税

　品番ME-824

一撃必殺を追求したテクニカル組手とは？世界ランキング決定
戦に挑むフィリョ、ギャリー、ニコラスら世界最強選手と日本強
豪選手達の最前線の組手を、数多くのチャンピオンを育て上げ
た城南・廣重師範、城西・山田師範の直接指導で紹介。さらにニコ
ラス、成嶋の30人組手、岩崎の40人組手を収録。

この稽古でチャンピオン達は生まれた　上巻
Champion�Training�1
★カラー50分　本体￥8,381＋税

　品番ME-825

極真空手界にあって、多くの名選手を生みチャンピオンを育て
てきた城南支部・蒲田道場。その強さの秘密とは何か？廣重毅師
範の実践指導の真髄に迫る直伝バイブルビデオ第1弾。八巻健
志、数見肇、高久昌義、岩崎達也、緑健児、志田清之、竹石修、金子
雅弘、城南支部名選手が大挙出演。

この稽古でチャンピオン達は生まれた　下巻
Champion�Training�2
★カラー50分　本体￥8,381＋税

　品番ME-826

極真空手城南支部・蒲田道場、その強さの核心に迫る直伝バイブ
ルビデオ第2弾。「普段の稽古こそが真剣勝負の実戦の場である」
と考える廣重毅師範の実践指導の真髄を余すところなく紹介。
城南支部名選手が一堂に会し、多摩川・野外の真剣勝負をはじ
め、道場での激突スパーリングを披露。

★カラー80分　本体￥9,333＋税

　品番ME-823

前館長・故大山倍達総裁の３回忌として行われた極真初の世界
ランキング決定戦。重量級では、ブラジルのフィリョが執念の優
勝を飾り、初の外国人世界チャンピオンとなった。さらに軽量級
ではポーランドのサウィツキーが圧勝。軽重量級では高久が、中
量級では木山が優勝を果たした。97.4.20両国国技館

The�13th�Weight�Category�Tournament

Kumite�Technic�by�Matsui�Shokei

The�28th�All�Japan�Tournament

The�4th�All�kantou�Tournament
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第29回オープントーナメント全日本空手道選手権大会
The�29th�All�Japan�Tournament

第5回オープントーナメント全関東空手道選手権大会
The�5th�All�Kanto�Tournament

第15回オープントーナメント全日本ウェイト制空手道選手権大会
The�15th�Weight�Category�Tournament

極真空手全集　第１巻
Karate�Encyclopedias�vol.1
★カラー75分　本体￥9,333＋税

　品番ME-830

大山倍達総裁の遺産を自宅に居ながらにして学べる、極真空手
完全版教則ビデオ第1弾。松井章圭館長総指揮・演武の下、郷田勇
三・盧山初雄ら首席師範をはじめ、数見肇など第一線で活躍する
選手達が総出演。第1巻は、礼儀作法に始まり、身体各部の解説、
立ち方、準備運動、基本稽古（突き技、受け技）までを収録。

極真空手全集　第２巻
Karate�Encyclopedias�vol.2
★カラー75分　本体￥9,333＋税

　品番ME-831

極真空手完全版教則ビデオの第2弾。第1巻に続いて基本稽古
（手刀技、蹴り技）、呼吸法、さらに移動稽古（運足の説明・移動の
実例）までを収録。1、2巻までを体得することで、極真空手のい
わゆる一人稽古が完全にマスターできる。大山倍達総裁の魂を
受け継ぐ、まさにカラテ百科ビデオ。

極真空手全集　第３巻
Karate�Encyclopedias�vol.3
★カラー70分　本体￥9,333＋税

　品番ME-832

極真空手完全版教則ビデオの第3弾。約束組手、型（全28種類）、
基礎体力の訓練、試し割り、護身術、そして組手、試合の模様を収
録。大山倍達総裁が築き上げた一撃必殺の極真空手。その実戦の
テクニックの秘密が、ここに明らかにされる。数見肇、成嶋竜ら
一流選手の心・技・体を学べる画期的ビデオ。

最終兵器　数見　肇
Fighter�Kazumi�Hajime
★カラー80分　本体￥9,333＋税

　品番ME-835

日本極真空手界のエース・数見肇。日本の王座を守り抜いた、そ
の強さの秘密とは何か？第6回世界大会、第28・29回全日本大会、
98ワールドカップ・パリ大会での激闘を中心に、炎の下段蹴りと
スーパーテクニック、そしてハードなトレーニングを紹介。最終
兵器・数見の強さの全貌に迫る待望のドキュメント・ビデオ。

組手最前線パート2　3秒で倒せ！
Kumite�Battle�Front�part.2
★カラー60分　本体￥9,333＋税

　品番ME-836

グラウベ他ブラジル最強選手の 組手トレーニング撮影のため
ブラジルロケ敢行、そして98本部昇段審査組手ハイライト、98
三峰山世界大会代表選手特別訓練、さらに98ワールドカップ・
パリ大会直前の本部強化合宿における、廣重毅師範の3秒で倒す
組手伝授の模様を収録。世界の王座を守る実戦組手の真髄を余
すところなく紹介。

キングオブテクニックKumite
Battle�Front�part.3

一撃必殺　盧山初雄
One�Punch�to�Die
★カラー60分　本体￥9,333＋税

　品番ME-850

極真空手～大山倍達、大気拳～澤井健一、拳道会～中村日出夫、
今世紀最大最強の武の達人に学び、真剣勝負の修羅場をくぐっ
てきた男の軌跡。世界で最も恐れられた伝説のローキックが今、
甦る。一撃必殺の下段廻し蹴りと三日月蹴り、鉄の拳鍛錬法、三
峰山山篭り、生涯最強現役を目指す修行法がここにある。

第6回全関東空手道選手権大会
The�6th�All�Kanto�Tournament
★カラー60分　本体￥8,381＋税

　品番ME-852

暴走機関車木立を一体誰が止めるのか？一撃必殺の高久か、奇
才川本か！真剣勝負一歩も引かぬ脅威の激突。鬼と化してますま
す燃え上がる極真戦士達。これぞ極真魂の証明だ。さらに世界王
者八巻建志の特別演武も収録。角材折りからの回転踵落としは
圧巻！全日本大会出場選手選考を兼ねた関東大会。

第30回全日本空手道選手権大会
The�30th�All�Japan�Tournament

★カラーcolor�60分min.　本体￥8,381＋税tax

　品番�item�no.�ME-827

大会前日にK-1でアンディ・フグをKOで破ったフランシスコ・
フィリォが来場。そのフィリォの熱い視線を受けて、燃え上がる
全関東猛者96名。場内を包む異常な緊張感の中、全日本大会出
場権を賭けて繰り広げられた壮絶な闘いの数々。優勝・木村靖
彦、準優勝・守友完矢、第3位・本間唯志、第4位、横山誠。

97.7.21戸田市スポーツセンター

★カラー85分　本体￥9,333＋税

　品番ME-828

98ワールドカップ・パリ大会の選考試合として開催された今大
会。オニール、ペタスら海外勢の猛威の前に日本勢の極真魂が爆
発。そして前回に続きギャリー・オニールとの因縁の決勝戦で、
孤高の戦士数見肇のローキックが炸裂！2年連続3回目の優勝を
果たした数見の全試合はノーカットで収録。97.11.1＆2東京体
育館

★カラー80分　本体￥9,333＋税

　品番ME-837

98年6月27,28日、大阪府立体育会館で開催された大会の模様を
収録。新世紀の極真を築くため、そして第7回世界大会を目指し
て、278名の若武者達が熱戦を展開。炸裂する極真魂！極真拳！真
の空手の醍醐味がここにある。98.6.27＆28大阪府立体育会館

★カラー90分　本体￥9,333＋税

　品番ME-855

世界大会の出場選手選考会を兼ねて行われた極真空手の全日本
大会。最終兵器の異名を取る数見肇が連覇へ向け大進撃。ライバ
ル田村も執念の決勝進出で意地を見せた。新星・野地の活躍、ギ
ャリーとサヴィツキーの華麗なる足技対決など、極真史上に残
る名勝負、激闘が繰り広げられた第30回の記念大会。優勝：数見
肇、準優勝：田村悦宏、3位：木山仁。1998.11.14-15東京都体育館

★カラー50分　本体￥8,381＋税

　品番ME-856

王道を歩んだ大山倍達、王者となった松井章圭、王者を育てた廣
重毅、王道をゆく数見肇。今、キング・オブ・テクニックが明かさ
れる。大山倍達最後の直伝指導と猛牛決戦、ストリートファイト
の名シーンを初公開。世界の王者松井館長と王者を育てた廣重
毅を中心として伝授された、勝つための間合い、さばき、技の数
々。さらに郷田勇三師範が大山道場時代の一撃必殺を再現。貴重
映像満載の王道伝授ビデオ。
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1 0 0 人 と 戦 っ た 男 、数 見肇
Kazumi�Hajime�100men�Kumite
★カラーcolor�60分min.　本体￥8,381＋税tax

　品番�item�no.�ME-857

かつて地上最強を極めた男によって「極真カラテ」という言葉が
誕生した。その言葉は世界最強の代名詞として世界中に広まっ
ていった。そして、「真」を「極」めんとするもう一つの言葉が生ま
れた。「100人組手」今、数見肇はその言葉を語ろうとしている。
これは試合か、果たし合いなのか？選び抜かれた100人は日本
を代表する強豪達。妥協なき鉄拳の嵐に最終兵器数見肇はいか
に挑むのか!?

一撃必殺盧山初雄PART.2
One�Punch�to�Die�Part�2�Seiken
★カラー60分　本体￥8,381＋税

　品番ME-865

実戦において相手を一撃で倒す真の正拳突きとは何か？姿勢、拳
の握り方にはじまり、指、手首の鍛え方、マキワラの作り方と突き
方、破壊力を生み出すための究極の秘伝鍛錬法、一撃で倒すため
の数々のテクニック、圧倒的な大自然を相手に行う創意工夫に満
ちた特訓まで。極真会館最高師範が明かす正拳突きの極意。

一撃必殺盧山初雄PART.3
One�Punch�to�Die�Part�3�Maegeri
★カラー50分　本体￥7,429＋税

　品番ME-866

極真会館最高師範・盧山初雄、空手に命を懸けた40年。ついにその
秘伝鍛錬法がベールを脱ぐ。空手本来の決め技である前蹴りの究
極の練習方法とテクニックを完全紹介。一撃必殺を成し遂げる、
超破壊力倍増戦略のすべて。これぞ真の一撃必殺バイブルだ！

第7回全世界空手道選手権大会上巻極真世界

制覇への挑戦7thWorld�Tournament�vol.1

第7回全世界空手道選手権大会下巻極真最強の達人

決戦�7thWorld�Tournament�vol.2

一撃の竜成嶋竜テクニック＆ベストマッチ

Narushima�Ryu�One�Punch

★カラー50分　本体￥8,381＋税

　品番ME-870

全日本ウエイト制～世界大会に至るまで、１本勝ちを成し遂げ
た名勝負を一挙全公開。一撃必殺の得意技「上段廻し蹴り」「三日
月蹴り」「ヒザ蹴り」「正拳突き」のテクニックを「竜」自ら解説＆
伝授。全身の力を使った「突き」が「蹴り」が敵を一撃で沈める。そ
のテクニックが今、明かされる。敗北、挫折、スランプ、地獄の底
から這い上がった真の勇者、成嶋竜の全てを初公開。

第7 回世界大会テクニカル名勝負3 3 番

7th�World�TournamentBest33�Fight
★カラー120分　本体￥7,429＋税

　品番ME-871

極真史上に残る死闘、熱闘、テクニカル名勝負。世界の頂点に立
つ極真戦士たちの仁義無き真剣勝負。炸裂する極真パワー。その
闘いがノーカットで再現される。グラウベvsピチュクノフ、野地
vsグラウベ、ニコラスvsピチュクノフ、木村vs住谷、ドルーレイ
ンvs成嶋、タリエルvsピチュクノフ、福田vsイゴール、サヴィツ
キーvs木立など33試合の他、数見＆フィリィの全試合ハイライ
トを収録。

極真空手［入門編］昇級審査合格参考マニュア

ル�Promotion�Examination�Reference

★カラー60分　本体￥7,429＋税

品番ME-873

極真空手入門者に対する審査基準とは何か？審査のポイントは
どこか？極真史上初の昇級審査マニュアルビデオがついに完
成。基本、移動、型、体力、組手、筆記テスト、全審査項目のポイン
トを、松井館長が親切丁寧に解説指導。わかりやすさ抜群で、こ
れを見れば必ず役に立つ。

第17回全日本ウエイト制空手道選手権大会
The�17th�Weight�Category�Tournament

組手イメージトレーニングPart.2一撃で倒せ！＜下段廻

し蹴り編＞Kumite�Training�Lowkick

★カラー60分　本体￥7,429＋税

　品番ME-875

一撃必殺を目指す下段廻し蹴りのテクニック、正しいフォーム、
間合い、攻撃部位、コンビネーション、フェイク。下段廻し蹴りで
数々の名勝負を制し、一本勝ちの山を築いた覇者、数見肇出演。
松井章圭館長が直接指導する下段廻し蹴りのテクニックを一挙
公開。さらに音楽とナレーションの効果によるリラックスと集
中力アップで効果を高めるイメージトレーニングに使えるCD
を付属。ビデオとCDで効果倍増。

★カラー60分　本体￥6,476＋税

　品番ME-867

空手世界一を決める4年に一度の大決戦。フィリョ、グラウベを擁
するブラジル最強軍団が悲願の優勝を飾るのか？最終兵器数見
肇は王座の海外流出を防ぐことが出来るのか？ロシアを筆頭に、
進境著しい外国勢の活躍は？世界制覇を目指す戦士達の猛特訓
と、世界大会の一回戦、二回戦を収録した完全ドキュメント。
1999.11.5,6東京都体育館

★カラー90分　本体￥8,381＋税

　品番ME-868

決勝に至るまで圧倒的な強さを誇った数見肇は、両足を負傷し
ながら次々と一本勝ちの快進撃を続け、日本の最終兵器として
の使命を全うした。そしてその数見の猛攻に屈することなく、悲
願の初優勝を勝ち取ったフィリョ。三回戦から決勝戦にいたる
まで、見る者に勇気と感動を与えた史上最高の名勝負を収録。
1999.11.7東京都体育館

★カラー90分　本体￥7,429＋税

　品番ME-876

新たなる伝説が始まった。王座が海外に流出して7ヶ月。目指す
はただ一つ、王座奪回。極真の明日を担うニューヒーローは現れ
るのか？2000年6月17、18日大阪府立体育会館

組手イメージトレーニング一撃で倒せ！＜上

段廻し蹴り編＞Kumite�Training�Highkick

★カラー60分　本体￥7,429＋税

　品番ME-858

蹴る角度、当てる場所、あらゆる観点から上段廻し蹴りの一撃必
殺にこだわった松井館長直伝の作品。上段廻し蹴りの最高のフ
ォームとは何か？フォームの改善と矯正。そして敵と対峙した
その間合い、かけひき、フェイク、タイミングなど、一撃で倒すた
めのあらゆるテクニックを紹介する。イメージトレーニングに
役立つCD付き。

第16回全日本ウエイト制空手道選手権大会

The�16th�Weight�Category�Tournament

★カラー90分　本体￥8,381＋税

　品番ME-860

20世紀最期の世界大会、その出場権を賭けて341名の戦士が繰
り広げる仁義無き闘い。竜が暴れ、木立は暴走機関車となり、足
立は死闘を演じ、志田が鬼と化した。一歩も譲らぬ熱き攻防、新
たなる一撃伝説が始まった。重量級優勝志田清之、軽重量級優勝
足立慎史、中量級優勝木立裕之、軽量級優勝成嶋竜。1999.6.12-
13�大阪府立体育会館

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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組手の達人　松井章圭
Kumite�Matsui�Shokei
★カラーcolor�60分min.　本体￥8,381＋税tax

　品番�item�no.�ME-877

　全日本、全世界３年連続王者、そして荒行百人組手の達成。極
真会館の歴史に不滅の金字塔を打ち立てた松井章圭。故大山倍
達館長をして「松井の組手は天才だ」と言わしめた必殺テクニッ
クを紹介。初公開を含む数々の名勝負の中から一撃必殺シーン
をピックアップ。その組手と技を本人が再現しながら分析、解説
する。

極真空手［入門編］昇級審査参考マニュアル「型」ス

テージ1Promotion�Examination�Reference1

★カラー60分　本体￥7,429＋税

　品番ME-878

　太極その3、足技太極その2、足技太極その3、平安その1、平安
その2。ひとつひとつの型を細かく分解し、実戦に通じる型の内
容を明らかにする。
　型で繰り出される受けや技の意味、ポイント、注意点など、型
を完全にマスターするために対応した型専門ビデオ。極真会館

「型」競技委員長、岡崎寛人。

昇級審査参考マニュアル「型」ステージ2
Promotion�Examination�Reference2

★カラー60分　本体￥7,429+税

　品番ME-879

　日本の演武最高メンバーによる最新「型」教科書。「平安その3」
「平安その4」「平安その5」一つ一つの型を細かく分析、分解して、
受けや突きのポイント、注意点などを明らかにする。さらに、型
の練習方法も公開され、自分で学び、練習することができる。昇
級審査合格のための必須保存版ビデオ。

極真第32回全日本空手道選手権大会
The�32th�All�Japan�Tournament
★カラー90分　本体￥8,381+税

品番ME-880

数見不在の第32回全日本大会、20世紀最後の王者を目指し全国
から128名の猛者が東京都体育館に集結。闘いは初日から大波
乱が起こった。ベテラン勢の敗北、正道会館勢の大進撃。それは、
誇りをかけたサムライ達の魂のぶつかり合いとなり、生命をか
けた血戦が繰り広げられた。優勝木山仁、2位木村靖彦、3位市村
直樹、4位木立裕之。2000年11月4・5日東京都体育館

昇級審査参考マニュアル「型」ステージ3

Promotion�Examination�Reference�3

★カラー70分　本体￥7,429+税

　品番ME-884

　日本のエース数見肇ら演武最高メンバーによる最新「型」教科
書。「安三」「突きの型」「撃砕大」「撃砕小」。「型」の流れを詳しく解
説すると同時に実戦に通じる「型」である事を細かく分析、分解す
る。型の練習方法も公開され、自分で学び、練習することができる
ベストマニュアルビデオ。昇級審査合格のための必須保存版。

試合イメージトレーニング蹴り技で倒せ＜
実戦編＞Kumite�Training�kickking

★カラー60分　本体￥6,476+税

　品番ME-885

　試合で一撃で倒すための究極のイメージトレーニングスペシ
ャル版。全世界の一流選手を対象に厳選された一撃必殺KOシ
ーン、蹴り技による一本勝ち、技有りを技の種類ごとに構成。松
井章圭館長、数見肇、成嶋竜をはじめ、チャンピオンレベルの一
流選手のアドバイスを元にして構成。

第18回オープントーナメント全日本ウエイト制空手道選手権大会
The�18th�Weight�Category�Tournament
★カラー90分　本体￥7,429+税

　品番ME-886

全世界ウエイト制大会の日本代表権をかけた最終選考会とし
て行われた第18回全日本ウエイト制大会。ベテラン勢が執念を
見せるか？それとも新勢力の台頭か？死闘の末の一撃が炸裂
し、KO続出の衝撃的試合が展開された。4階級241人の猛者たち
による大激闘。スペシャルイベントとして行われたインターナ
ショナルチャレンジマッチも特別収録。2001.4.14-15国立代々
木体育館

2001オープントーナメント� 全世界ウエイト制空手道選手権大会

Weight�Category�World�Tournament�2001
★カラー90分　本体8,381+税

　品番ME-887

第2回目となる極真カラテの全世界ウエイト制大会。世界中から
72名の選び抜かれた強豪が集結。試合は初戦から阿鼻叫喚のよ
うな一撃必殺KO劇が展開された。猛特訓をつんできた日本極
真戦士達は、いかに闘うのか？いかにして王座を奪い取るの
か？今、炎の極真魂が爆発する！2001.6.10大阪府立体育会館

一撃のカラテ
One�Punch�Karate
★カラー30分　本体￥6,476+税

　品番ME-888

地上最強とは何か！一撃必殺とは何か！今、空手の父、大山倍達の
生き様が蘇る。
猛牛を素手で倒し、全世界の格闘家との真剣勝負に打ち勝ち、地
上最強の王に君臨した大山倍達の一撃なる闘いと熱きメッセー
ジ。2001年の全日本大会会場において上映され、観衆から大絶
賛を受けたプロモーション映像に、新たなシーンを加えて再編
集された、ファン待望の永久保存版、極真カラテ最高峰ビデオ。

第3回全世界女子空手道選手権大会
The�3rd�Women’s�Tournament

★カラー60分　本体6,476+税

　品番ME-889

全世界から67名の女子極真戦士が大阪に集結。レベルアップし
た組手技術は1回戦からKOが続出。果たして日本女子がいかに
して世界の強豪選手に立ち向かうのか？王座を勝ち取ることが
出来るのか？極真史上最大の女子カラテ世界大戦の幕が開く。
そしてついに夢実現す！江口美幸世界チャンピオン。日本極真烈
女大健闘！2001.6.10大阪府立体育会館

これで極真の黒帯を取れ
Black�Belt�Reference
★カラー80分　本体価格￥8,381+税

　品番ME-891

松井章圭館長の解説・指導による黒帯を取得するための完全マ
ニュアルビデオ。黒帯レベルの・基本とは何か・真の呼吸法・徹底
的移動の数 ・々正拳による逆立ち歩行や二本指立てふせ等・10
人以上組手の心構えと戦い方・試し割りの正しいやり方など、6
つの構成で黒帯の基準を紹介し、極真の黒帯になるにはどうし
たらよいかを解説する。

組手イメージトレーニング�Part.3正拳突き

で倒せkumite�Training�Seiken

★カラー60分　本体価格￥6,476+税

　品番ME-892

松井章圭館長の解説、指導を中心に、「正拳中段突き」「正拳下段
突き」「正拳カギ突き」のテクニックとトレーニング方法を明か
す。田ヶ原正文と成嶋竜が突き技のテクニックを伝授すると共
に、両雄の頭部に小型カメラを設置して、それぞれの目線で真剣
勝負を追う。さらに、過去7年間の試合から正拳突き一本勝ちの
シーンを完全収録。正拳突きイメージトレーニングビデオの最
高峰である。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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第33回全日本空手道選手権大会
The�33th�All�Japan�Tournament
★カラー90分　本体￥8,381+税

　品番ME-893

新世紀極真を担う若き戦士達128名が東京都体育館に集結。32
回王者木山仁が連覇を目指してばく進する中、それを阻もうと
立ち向かう木村靖彦を筆頭とした極真強豪戦士達。そして極真
の牙城をおびやかさんとする正道会館の強者達。弾丸ファイタ
ー木山仁の二連覇か、破壊の帝王木村靖彦がリベンジを成し遂
げるのか？宿命の決勝戦をはじめ、巨大戦艦近藤vs小さな鉄人
田ヶ原の体重差57kg、7分間の壮絶決戦。正道会館加藤の全日本
無差別級初のベスト8入りなど、熱戦を多数収録。2001.11.3-4

ファイター木山仁
Kiyama�Hitoshi
★カラー60分　本体￥7,429+税

　品番ME-894

二連覇達成！その勝利の秘訣とは何か？木山仁のチャンピオン
テクニック初公開。
師、竹和也師範によるマンツーマンのトレーニング。木山仁は一
人孤独な闘いの中で、いかなるトレーニングを成してきたの
か？竹師範いわく「木山は本当に普通の男だった。」普通の男が
いかにしたらこれほど強くなれるのか？決してあきらめない、
凄まじき精神力はどこから生まれるのか？
攻撃を開始したらうちやまぬ弾丸の嵐！鹿児島桜島ロケーショ
ンにより、爆走戦士木山仁の真の姿に迫る！

第19回全日本ウエイト制空手道選手権大会
The�19th�Weight�Category�Tournament
★カラー90分　本体￥7,429+税

　品番ME-896

第19回を迎えた全日本ウエイト制大会は、正道会館、魚本流な
ど他流派の出場をはじめ、海外からは強豪ロシアが挑み、総勢
245名が大阪に集結。果たして日本勢は王座を守れるのか？第
8回世界大会を1年後に控え、体重別日本一の名を借りた壮絶な
る闘いが繰り広げられた。重量級優勝クルバノフレチ、軽重量級
優勝御子柴直司、中量級優勝伊藤慎、軽量級優勝塩島修。
2002.6.8-9大阪府立体育会館

王座奪回計画プロジェクト８

城西編Jyosai�Branch�Training
★カラー70分　本体￥7,429+税

　品番ME-897

この作品は大会試合でベスト8入賞を果たすための必勝マニュ
アルであり、同時に世界の王座奪回に向けた日本極真戦士のた
めの勝利をサポートするプロジェクトビデオである。ベスト8
入賞は王座獲得への大いなる第一歩であり、日本最多のベスト
8入賞者を輩出しつづける東京城西に徹底密着取材敢行。ベス
ト8はいかにして進出できるのか？いかなる指導者がどのよう
な指導を行うのか？稽古方法は？自主トレとは何か？団結力
は大切か？あらゆる視点で城西を追う。

極真空手（大山派）
KYOKUSHIN�KARATE(OYAMA�GROUP)

マッハ蹴りの異名を取る塚本徳臣

その首を狙う鈴木、村瀬、新保

極真の頂点を目指す男達の闘い

第6回オープントーナメント

全世界空手道選手権大会
96.1.27＆28横浜アリーナ

★カラー90分　本体￥9,515＋税
　品番KY-101

世界は俺がとる！世界172名の頂点に立ったのは、弱冠21歳の荒
武者・塚本徳臣だった。空手母国日本の名誉と威信を賭け、16名
の日本人選手はボロボロになるまでの闘いを挑んだ。そして、変
幻自在の足技の天才塚本と、野武士の風貌を持つ鈴木国博との
決勝戦は、起死回生の一撃で塚本が世界チャンピオンの栄冠を
手にしたのだった。

'96 第 28 回オープントーナメント

全日本空手道選手権大会

'96第13回オープントーナメント

全日本ウエイト制空手道選手権大会
96.6.15＆16川崎市とどろきアリーナ

★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番KY-102

'97ワールドカップ出場を賭けウエイト制史上最強最大のバト
ルにファイター297名の拳が燃えた！谷川、村瀬、岡本、吾孫子、
川原、逢坂、池田、坂本らの世界大会代表選手、白蓮会館の切り
札、南、赤松、かつてないハイレベルの強豪が顔を揃えたウエイ
ト制大会。

96.10.12＆13幕張メッセ

★カラー90分　本体￥9,515＋税

　品番KY-103

カラテ日本一とワールドカップへの最後の一つの出場権をか
け、世界チャンピオン塚本が、鈴木が、村瀬、新保、吾孫子が挑む。
極真の最強伝説を創る男達。日本一の栄冠を掴むのは誰だ？

第14回オープントーナメント

全日本ウエイト制空手道選手権大会
97.4.26&27大阪府守口市民体育館

★カラー120分　本体￥9,333＋税

　品番KY-104

新たに５階級制となり行われたウエイト制大会。打倒極真の旗
印の下、虎視眈々と頂点を狙う白蓮会館をはじめとする他流派
勢。危うし、極真。果たしてウエイト制の歴史にチャンピオンと
して名を刻むのは誰か？逢坂、加藤、池田ら新世代が、台頭する
他流派を迎え「これが極真だ」という死闘を展開。

空手ワールドカップ'97
Karate�World�Cup�97’
★カラー90分　本体￥9,333＋税

　品番KY-105

軽・中・重量級のウエイト別3階級で、世界の頂点に立つのは誰か！
世界各地区で予選を勝ち抜いてきた48名のサムライ達が繰り広
げる壮絶な死闘の数々。そこには、世界最高峰の技があり、荒ぶる
魂があった。そして迎えた重量級決勝戦、エース塚本徳臣のマッ
ハ蹴りが炸裂！女子軽量級・重量級の模様も合わせて収録。
97.6.22幕張メッセ

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp

昇段審査マニュアル「型」ステージ4
Promotion�Examination�Reference�4

★カラー60分　本体￥7,429+税

　品番ME-898

極真カラテ昇段審査のための必須保存版マニュアルビデオ第4
弾。松井章圭館長総指揮の下、岡崎「型」委員長が解説、指導。「型」
を細かく分析、分解し、ポイント、注意点などを明らかにして、同
時に実戦に通じることを解説する。ゲストとして松井館長が天
才と絶賛し、史上最年少にして日本一を獲得した第5回極真祭

「型」優勝の高橋将太と、技も切れもさらに迫力を増した同女子
部優勝のベテラン木村やす枝が出演。

王座奪回計画プロジェクト8［第2弾］執念の

一本勝ち10th�All�Kanto�Tournament
★カラー80分　本体￥6,476+税

　品番ME-899

小さき者がいかに闘えば大きい者に勝てるのか？尾崎亮！彼は
いかなる指導を受け、いかなる特訓の日々を歩んだのか？この
ビデオは王座奪回プロジェクト8ビデオとして、全関東第10回
記念大会の激闘の模様と、長い坂道をたゆまぬ努力と忍耐でつ
いに優勝を掴んだ尾崎の、猛トレーニングの日々に密着取材し
た記録である。優勝尾崎亮、2位洪太星、3位夏原望、4位日比野丈
二。2002年8月18日パシフィコ横浜。
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地上最強のカラテシリーズ
THE�STRONGEST�KARATE�MOVIE�SERIES

地上最強のカラテ
Storongest�Karate
★カラー99分　本体￥9,515＋税

　品番SPA-1901

大ヒットを記録した極真カラテ3部作映画第1弾。昭和50年11月
1日、東京体育館で開催された第1回全世界へ空手道選手権大会
での壮絶な闘いを中心に、世界各国選手の過酷なトレーニング
ぶり、真剣白刃取り、氷柱割り、ビール瓶切りなど収録。

地上最強のカラテPART.2

Storongest�Karate�Part2
★カラー98分　本体￥9,515＋税

　品番SPA-1902

大ヒットを記録した極真カラテ3部作映画第2弾。南米・ヨーロ
ッパ、東南アジアなど、海外数ヶ国ロケを敢行。極真名物地獄稽
古での過酷な鍛練、ヌンチャクなどの武器術、そして故・大山倍
達の神技5人掛けとウィリーと野性の人食い熊の対決を収録。

最強最後のカラテ
Last�Storongest�Karate
★カラー100分　本体￥9,515＋税

　品番SPA-1903

大ヒットを記録した極真カラテ3部作映画第3弾。熊殺しウィリ
ーが参戦した第2回世界大会での激闘を中心に収録。日本映画初
の世界一周キャラバンロケーションにより激撮。

地上最強のカラテ結集篇

Storongest�KarateTotal�collection
★カラー102分　本体￥9,515＋税

　品番SPA-1904

ゴッドハンドの一撃が世界の心臓を止めた！総帥・大山倍達館長
を中心とした厳しい荒稽古、人間技とは思えぬ試し割りの数々、
度肝を抜くKOシーン、猛獣との闘いなど、最強を目指して限界
に挑む空手家たちの生の姿を描き、世界中のファンの熱い血を
たぎらせた格闘ドキュメント。パート１とパート２の衝撃映像
から再編集。

人間の能力の限界に挑む空手家たち

その壮絶な姿を捉えた迫真の映像

世界中のファンが熱い血をたぎらせた

格闘技ドキュメンタリー映画の傑作

極真空手（緑派）
KYOKUSHIN�KATRATE（MIDORI�GROUP

第3 3 回全日本空手道選手権大会
The�33rd�All�Japan�Tournament

小さな巨人緑健児代表を中心に、

NPO法人として着実な活動を続ける。

★カラーcolor�90分min.　本体￥5,800+税tax

　品番item�no.SIN-001

海外からの大物強豪選手も参戦し開催された第33回全日本空
手道選手権大会。4年ぶりに出場選手枠を拡大し、2日間制で開
催された。第2回ワールドカップ重量級で準優勝を果たしたゲデ
ィナミス、3位入賞＆欧州王者のオレクセイ、2人の外国人選手
に注目が集まる中、大本命の鈴木国博がベテラン新保を退け歓
喜の優勝を飾った。優勝鈴木国博、準優勝新保智、3位塚越孝行。
2001.12.1-2東京都体育館

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp

第19回全日本ウエイト制空手道選手権大会
The 19th Weight Category Tournament
★カラー120分　本体￥5,800+税

　品番SIN-002

猛威を振るうロシア勢と、躍進を続ける他流派勢。ウエイト制大
会の名物とも言える海外＆他流派との激突は、本家極真戦士が意
地を見せて王座を死守。例年にも増して熱い戦いが繰り広げられ
た。2日間に渡り開催された、極真夏の陣、3階級の激闘。重量級優
勝／野本尚裕、中量級優勝／佐藤隆孝、軽量級優勝／平野健次。
2002.6.29-30大阪府立体育会館
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アニメ・空手バカ一代
ANIMATION・KARATE�BAKA�ICHIDAI

空手バカ一代　第一巻

★カラー95分　本体￥4,660＋税

　品番NI-001

男は闘いによって磨かれ、そしてその闘いはさらなる高みへと
昇華する。地上最強の極真流空手はこうして生まれた！大山倍達
の波瀾万丈の半生を描いた渾身の話題作。かつて全国の少年フ
ァンが熱狂し、今なお多くのファンを生み出している伝説の格
闘アニメがついに蘇る。第一巻では、第一話「焼け跡に空手は唸
った」から第四話「天狗と少年」までを収録。

空手バカ一代　第二巻

★カラー95分　本体￥4,660＋税

　品番NI-002

男は闘いによって磨かれ、そしてその闘いはさらなる高みへと
昇華する。地上最強の極真流空手はこうして生まれた！大山倍達
の波瀾万丈の半生を描いた渾身の話題作。かつて全国の少年フ
ァンが熱狂し、今なお多くのファンを生み出している伝説の格
闘アニメがついに蘇る。第二巻では、第五話「新しい出発」から第
八話「道場破りの果てに」までを収録。

空手バカ一代　第三巻

★カラー95分　本体￥4,660＋税

　品番NI-003

男は闘いによって磨かれ、そしてその闘いはさらなる高みへと
昇華する。地上最強の極真流空手はこうして生まれた！大山倍達
の波瀾万丈の半生を描いた渾身の話題作。かつて全国の少年フ
ァンが熱狂し、今なお多くのファンを生み出している伝説の格
闘アニメがついに蘇る。第三巻では、第九話「猛牛への挑戦」から
第一二話「白刃の恐怖をくぐる」までを収録。

空手バカ一代　第四巻

★カラー95分　本体￥4,660＋税

　品番NI-004

男は闘いによって磨かれ、そしてその闘いはさらなる高みへと
昇華する。地上最強の極真流空手はこうして生まれた！大山倍達
の波瀾万丈の半生を描いた渾身の話題作。かつて全国の少年フ
ァンが熱狂し、今なお多くのファンを生み出している伝説の格
闘アニメがついに蘇る。第四巻では、第一三話「大熊との死闘」か
ら第一六話「凶器となった正拳」までを収録。

空手バカ一代　第五巻

★カラー95分　本体￥4,660＋税

　品番NI-005

男は闘いによって磨かれ、そしてその闘いはさらなる高みへと
昇華する。地上最強の極真流空手はこうして生まれた！大山倍達
の波瀾万丈の半生を描いた渾身の話題作。かつて全国の少年フ
ァンが熱狂し、今なお多くのファンを生み出している伝説の格
闘アニメがついに蘇る。第五巻では、第一七話「空手をすてた空
手家」から第二〇話「赤毛の殺し屋」までを収録。

極真会館館長大山倍達の若き修業時代

その波瀾万丈の半生を描いた話題作

全国に少年空手ファンを生み出した

格闘技アニメーションの名作である

空手バカ一代　第六巻

★カラー95分　本体￥4,660＋税

　品番NI-006

男は闘いによって磨かれ、そしてその闘いはさらなる高みへと
昇華する。地上最強の極真流空手はこうして生まれた！大山倍達
の波瀾万丈の半生を描いた渾身の話題作。かつて全国の少年フ
ァンが熱狂し、今なお多くのファンを生み出している伝説の格
闘アニメがついに蘇る。第六巻では、第二一話「ジャップを殺
せ！」から第二四話「魔の死刑執行人」までを収録。

空手バカ一代　第七巻

★カラー95分　本体￥4,660＋税

　品番NI-007

男は闘いによって磨かれ、そしてその闘いはさらなる高みへと
昇華する。地上最強の極真流空手はこうして生まれた！大山倍達
の波瀾万丈の半生を描いた渾身の話題作。かつて全国の少年フ
ァンが熱狂し、今なお多くのファンを生み出している伝説の格
闘アニメがついに蘇る。第七巻では、第二五話「終わりなき冒険
への旅立ち」から第二八話「空手対ギャングの拳銃」までを収録。

空手バカ一代　第八巻

★カラー95分　本体￥4,660＋税

　品番NI-008

男は闘いによって磨かれ、そしてその闘いはさらなる高みへと
昇華する。地上最強の極真流空手はこうして生まれた！大山倍達
の波瀾万丈の半生を描いた渾身の話題作。かつて全国の少年フ
ァンが熱狂し、今なお多くのファンを生み出している伝説の格
闘アニメがついに蘇る。第八巻では、第二九話「カラテチョップ！
力道山」から第三二話「ボクシングとの死闘」までを収録。

空手バカ一代　第九巻

★カラー95分　本体￥4,660＋税

　品番NI-009

男は闘いによって磨かれ、そしてその闘いはさらなる高みへと
昇華する。地上最強の極真流空手はこうして生まれた！大山倍達
の波瀾万丈の半生を描いた渾身の話題作。かつて全国の少年フ
ァンが熱狂し、今なお多くのファンを生み出している伝説の格
闘アニメがついに蘇る。第九巻では、第三三話「恐るべき！タイ式
ボクシング」から第三六話「月光にきらめくカマキリ拳法」まで
を収録。

空手バカ一代　第十巻

★カラー90分　本体￥4,660＋税

　品番NI-010

男は闘いによって磨かれ、そしてその闘いはさらなる高みへと
昇華する。地上最強の極真流空手はこうして生まれた！大山倍達
の波瀾万丈の半生を描いた渾身の話題作。かつて全国の少年フ
ァンが熱狂し、今なお多くのファンを生み出している伝説の格
闘アニメがついに蘇る。第十巻では、第三七話「脅威の技・マオリ
の斧」から第四〇話「サファーデと一騎打ち」までを収録。

空手バカ一代　第十一巻

★カラー90分　本体￥4,660＋税

　品番NI-011

男は闘いによって磨かれ、そしてその闘いはさらなる高みへと
昇華する。地上最強の極真流空手はこうして生まれた！大山倍達
の波瀾万丈の半生を描いた渾身の話題作。かつて全国の少年フ
ァンが熱狂し、今なお多くのファンを生み出している伝説の格
闘アニメがついに蘇る。第十一巻では、第四一話「地獄プロレス
からの招待状」から第四四話「初めての敗北」までを収録。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp

※現在完全セットでの販売は終了しました
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山崎照朝の実戦空手【基本篇】

★カラー70分　本体￥5,632＋税

　品番SPA-1809

一切のプロテクターを身に付けず、素手で相手に直接打撃を加
えて戦う実戦空手。その戦い方を、極真空手、キックボクシング
で輝かしい実績を残した山崎照朝が、徹底指導する初めてのビ
デオ。道場での実戦内容が手に取るようにわかり、誰もが正しい
練習方法を身に付けることができる。

山崎照朝
GYAKUSHIN�KARATE

YAMAZAKI�TERUTOMO

山崎照朝の実戦空手【移動稽古篇】

★カラー74分　本体￥5,632＋税

　品番SPA-1812

一切のプロテクターを身に付けず、素手で相手に直接打撃を加
えて戦う実戦空手。その戦い方を、山崎照朝が徹底指導するビデ
オ第2弾。前屈立ち、騎馬立ち、後屈立ち、三戦立ち、移動稽古ほ
か、第５回オープントーナメント全日本空手道選手権大会より
準決勝の対佐藤俊和戦も収録。

山崎照朝の実戦空手　【組手基本篇】

★カラー50分　本体￥5,632＋税

　品番SPA-1816

山崎照朝が、自ら身に付けた実戦空手の技術を徹底指導するビ
デオの第３弾。様々な技を、実戦で無理なく繰り出すことが出来
るようになるには、理論に基づいた確実な方法をマスターしな
ければならず、それを組手の基本という。実戦の中で生かされる
様々な動きを紹介。第5回全日本空手道選手権大会より決勝戦、
対盧山初雄戦を特別収録。

極真空手第1回全日本大会優勝者

山崎照朝が身につけた実戦空手

その技術を徹底紹介

空手バカ一代　第十二巻

★カラー65分　本体￥4,660＋税

　品番NI-012

男は闘いによって磨かれ、そしてその闘いはさらなる高みへと
昇華する。地上最強の極真流空手はこうして生まれた！大山倍達
の波瀾万丈の半生を描いた渾身の話題作。かつて全国の少年フ
ァンが熱狂し、今なお多くのファンを生み出している伝説の格
闘アニメがついに蘇る。第十二巻では、第四十五話「ケンカ空手
の弟子」から感動の最終回「ふたたび世界へ」までを収録。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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円心會館
ENSHIN�KARATE

二宮城光　ENSHIN�METHOD

★カラー53分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-1821

極真空手の黄金期に、その華麗な組手で戦国時代を勝ち抜き、貴
公子、天才児と称された二宮城光。長年の実戦経験を基に考案し
た円心空手は、攻防における円の動きとポジショニング、独特の
崩し、捌き、投げのテイクダウン、相手のパワーを最大限に利用す
るカウンター攻撃を特色とする。このビデオでは、華麗にして重
厚な円心会館のテクニックと精神を、二宮館長が自ら解説する。

極真の黄金期に並み居るライバルを倒し

貴公子、天才児と呼ばれた二宮城光

華麗にして重厚な円心会館のテクニック

黒澤浩樹
KUROSAWA�HIROKI

黒澤浩樹
THE�INFIGHT
★カラー61分　本体￥5,600+税

　品番SPA-1825

　黒澤浩樹は、数々の挫折、負傷に見舞われながら、常に不死鳥
のように甦り、数多のドラマを生み出してきた。彼を突き動かし
てきたものは、現状に決して満足することのできない、一歩でも
高みへと近づこうとするスピリットである。代名詞とも言える
下段廻し蹴りと、相手の内懐に臆せず飛び込むインファイトの
技術を中心に、破壊力やスピードを増すためのトレーニング、そ
して実戦や練習に挑む心構えを語ったインタビューなど、黒澤
浩樹のすべてを収録。

極真空手、プライド、そしてＫ１

あくなき挑戦を続ける黒澤浩樹

妥協を知らない闘いへの情熱と

勝つための技術を公開する

二宮城光ENSHIN�METHOD�2

★カラー70分　本体￥6,600+税

　品番SPA-1831

捌一筋。空手界に独自の道を築き上げ、さらなる技術の追求を続
ける二宮城光が、高度な捌きのテクニックをわかりやすく丁寧
に解説した第2弾。ベースとなるポジショニングを活かした、具
体的な攻防一体の技術を紹介する。ポジションを確保するため
のステップ、引き崩し、引き回しなどに対する捌き返しなど、第
1弾からより進んだテクニックを収録。
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大道塾�THE�WARS�7･7

大道塾�THE�WARS'93

格闘空手大道塾
～北斗旗への道～

大道塾
DAIDOJUKU

東孝塾長の下、挌闘空手を追求する大道塾

実戦での有効性を追求し独自の道を歩む

★カラー60分　本体￥6,602＋税

　品番SPA-1503

東師範自らが突き、蹴りなどのベーシックテクニックを、細かな
ポイントまで詳しく紹介し、長田、山田、市原、加藤も飯村、森、大
道塾を代表する強者6人が実戦さながらのスパーリングを披露。
さらに東師範が語る大道塾の理念、北斗旗、THE�WARSでの激
闘、地区予選大会、合宿など、大道塾のエッセンスをすべて集約
したビデオ。

大道塾　THE�WARS�

大道塾　THE�WARS�

格闘空手大道塾　実戦組手編
～北斗旗への道 ～

THE�WARS�

92.7.7�後楽園ホール

★カラー130分　本体￥9,515＋税

　品番SPA-1501

格闘空手を追求する大道塾が、ムエタイ、キックボクシングと初
の激突!�長田賢一、加藤清尚、市原海樹、飯村健一ら歴代のチャン
ピオンが出場。全9試合、歴史的一日を完全収録。長田vsチョーワ
イクン、加藤vsソーサワット、市原vsティグネフ、飯村vsティシ
ョノフほか。

93.7.8�東京・後楽園ホール

★カラー180分　本体￥9,515＋税

　品番SPA-1502

THE�WARS�7･7�で生まれた、格闘空手の新しい可能性。その熱
き高ぶりが次の夢を求めた。新たなる技術との交流、更なる修業
の場へ全国の武道団体が集結、BUSINネットワーク始動。市原vs
ロムルダー、稲葉vs大成、加藤vsシムソン、飯村vs阿部、鶴見vs山
下ほか全9試合収録。

96.2.17名古屋市枇杷島スポーツセンター

★カラー118分　本体￥6,602＋税

　品番SPA-1504

巨人・大道塾の新たなる挑戦。シューティング、真武館など総合
格闘技を追求してきた団体と、相手のルールで激突。大道塾は総
合ルールでどこまで戦うことができるのか？さらに復活長田賢
一はロシアのマルチネフと激突。一時帰国の加藤は清水とグロ
ーブマッチで対戦した。

97.3.11東京・後楽園ホール

★カラー118分　本体￥4,600＋税

　品番SPA-1505

北斗旗奪還を目指して、大道塾が再び総合ルールに挑む！重量級
２連覇の秋山がリングスUSAのジャスティン・マッコーリーと
激突。さらに森、長野、山崎の３人は修斗からの刺客、九平、郷野、
中尾と修斗ルールで対戦。大道塾はここまでの進化を果たした！

★カラー80分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-1506

東孝塾長をはじめ、北斗旗歴代優勝・入賞者が明らかにする独自
の必倒コンビネーションの数々。打撃、投げ技による反撃法はも
ちろん、不利な体勢下での対処法やグラウンドので対応までも
網羅。さらに各選手のワンポイントアドバイスも収録した「勝つ
ための」格闘空手最新テクニック・ビデオ、遂に登場。

99.4.8東京・後楽園ホール

★カラー80分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-1507

大道塾がパンクラス、修斗と激突！重量級制覇を目指す山崎はパ
ンクラスの美濃輪とパンクラチオン・ルールで激突。さらに軽量
級５連覇、中量級をも制した小川は、修斗元ライト級王者の田中
と対戦。さらに中井祐樹の柔術マッチ、土居vs治政館・鶴屋、高松
vs無門塾・赤崎、SAW・河村vsパレストラ・勢田、真武館・太田vs
四王塾・金子など、総合の雄が大集合！

2001北斗旗オープントーナメント第一回世界空道選手権大会
2001.11.17国立代々木競技場第2体育館

★カラー120分　本体¥5,600+税

　品番SPA-1508

「空道」と名付けられた格闘空手大道塾が目指す究極の戦い。そ
の頂点を極めるべく、世界各国から強豪が集結。そしてこれを迎
え撃つ日本勢。名誉ある第1回大会の王座を目指し、かつてない
激戦が繰り広げられた。
数々の障害を乗り越えついに実現した世界大会。それは、常に実
戦を追求してきた大道塾と東孝塾長の夢の結実であり、格闘技
界の根本に打ち込まれた楔となっている。解説／東孝。

THE�WARS�6

2002.7.17後楽園ホール

★カラー90分　本体￥6,600+税

　品番SPA-1509

格闘空手大道塾が、その時代の最先端の競技に挑んできた大会
THE�WARS。その第6弾は、格闘技の大国フランスで最も人気の
ある総合武道大会グラントロフィーを開催するリュットコンタ
クトとの全面対抗戦となった。大道塾が誇る王者、第１回世界大
会軽量級優勝の小川英樹、同重量級優勝の藤松泰道、北斗旗重量
級2連破の山崎進、さらには女子ボクシングの王者八島有美、修
斗の八隅孝平らが参戦。予想を遥かに上回る力を見せつけたフ
ランス勢と名勝負を繰り広げた。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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白蓮会館
BYAKUREN�KARATE

白蓮会館～最強の組手～�剛法篇

★カラー75分　本体￥6,602＋税

　品番SPA-1815

分裂前の最強を誇った極真会館に挑戦し、他流派として初めて
全日本大会決勝に進出、最強の侵略者と言われた南豪宏、正道会
館のカラテワールドカップで縦横無尽の大活躍を見せた西田操
一など、実力者を続々と輩出。格闘技界の台風の目となっている
白蓮会館のテクニックを紹介する初のビデオ。

第12回ファイティングオープントーナメント
'96全日本空手道選手権大会
★カラー90分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-1818

極真会館のウエイト制大会重量級で、他団体としては初の決勝
戦進出を果たすなど、好成績を連続して最強の侵略者と呼ばれ
た南豪宏が復活V。ほかにも西田操一、赤松宏太など、極真会館
などの大会を荒しまくる白蓮会館の強豪が、他団体からの挑戦
者を相手に大暴れを見せた全日本大会を収録。

白蓮会館～逆技の極意～�柔法篇

★カラー60分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-1820

打撃でもなく、寝技でもない！少林寺拳法の秘伝をベースに杉原
正康が自ら作り上げた逆技、それが白蓮会館の柔法である！力と
力の真正面からの激突を制するのが剛法ならば、柔法とは相手
の力を利用して制するものである。掴み方、力の方向、身体の捌
き方、すべてが一体となった時、どんなに力の強い相手でも、軽
々と対処することができるようになる。力対力ではなく、技をも
って力を制する秘技。

第15回ファイティングオープントーナメント

'99全日本空手道選手権大会
1999.10.31大阪府立体育会館

★カラー75分　本体￥4,762＋税

　品番BYAKU-001

フルコンタクト空手界の風雲児・白蓮会館が開催した第15回全
日本大会。極真をはじめ、様々な他流派の大会へ積極的に参戦し
てきた白蓮会館だけに、出場メンバー63名中、実に他流派が47
名。正道会館、誠心会館、黒澤道場などの強豪が多数参戦し、フル
コンタクト史上類を見ない大激戦が展開された。杉原正康館長、
緑健児第5回極真世界大会王者、山元勝王養秀会会長らの特別演
武も収録。

他流派への積極的な挑戦を続け

フルコンタクト空手界の風雲児、

最強の侵略者と呼ばれる白蓮会館

杉原正康館長による剛と柔の技

白蓮会館ファイティングオープントーナメント

第16回全日本空手道選手権大会2000
2000.11.5大阪府立体育会館

★カラ-90分　本体￥5,715+税

　品番BYAKU-002

　史上空前の43団体、126名が参戦し大戦国絵巻を展開した白
蓮会館の全日本大会。正道会館をはじめとする他流派強豪勢が
集結した今大会は息をもつかせぬ名勝負の連続となる。白蓮勢
は、他流派の怒濤の進撃をくい止められるのか？そして、最後に
生き残ったサムライは誰だ？

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp

白蓮会館ファイティングオープントーナメント

第17回全日本空手道選手権大会
2001.11.10-11大阪府立体育会館

★カラー90分　本体￥5,714+税

　品番BYAKU-003

3年後に開催予定の第1回世界大会を想定し、白蓮会館主催全日
本大会としては初となる3階級ウエイト制で行われた第17回全
日本空手道選手権大会。�史上空前の他流派51団体が参加、3年連
続で栄冠を他流派に奪われた白蓮会館は、まさに崖っぷちに追
い込まれた。勢いを増した他流派の進撃は止まらない。そして、
ついにあのサムライが蘇った。重量級優勝南豪宏、中量級優勝久
保秀樹、軽量級優勝石原浩二。白蓮会館杉原正康館長による伝説
の特別演武、泣く子も黙るドカン割りを収録。
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国際松濤館�空手【基本】

★カラー44分　本体￥9,515＋税

　品番YMK-102

空手道の始まりである礼から始まり、基本的な構え各種、基本動
作等を収録。金澤弘和館長自ら実技実演。

国際松濤館�空手【組手】

★カラー40分　本体￥9,515＋税

　品番YMK-103

型の応用である“組手”を紹介。約束組手の中から鍛練組手、基本
組手、約束中組手、応用組手を細かく解説。

国際松濤館�空手【型 】

★カラー56分　本体￥9,515＋税

　品番YMK-104

型各種を収録。平安初段、二段、三段、四段、五段、鉄騎初段、抜塞
大、観空大、燕飛、十手、半月、鉄騎二段、抜塞小、観空小、岩鶴。

国際松濤館
INTERNATIONAL�SHOTO�KAN�KARATE

船越義珍を流祖とする松濤館空手
元全日本大会覇者でもある金澤館長が

広く海外へも普及させた

第9回リアルファイトトーナメント

'93全日本格闘技選手権大会

94.11.27�福岡武道館

★カラー90分　本体￥7,573＋税

　品番SPA-1807

突き、蹴りに加え、投げ、絞め、関節技、そして顔面掌底をも認め
た最も過激なルールで知られる全日本格闘技選手権。空手対柔
道、空手対サンボ、ムエタイ対古武道といった興味深い対戦が次
々と実現し、他流試合らしい壮絶な対決が連続した。

95.4.2�熊本県立総合体育館

★カラー70分　本体￥7,573＋税

　品番SPA-1808

九州には、今はやりの何でもありを十年続けてきた団体真武館
がある。あらゆる格闘技が自由に参戦できるオープントーナメ
ント。突き、蹴り、投げ、グラウンド、顔面掌底何でもありのルー
ル。体重制限のない無差別級。武人杯は、格闘技界で最も注目を
集めている大会である。

真武館
SHINBU�KAN

'94全日本格闘技選手権大会

九州のしまきあいじゃ!

無差別級オープントーナメント

'95武人杯格闘技選手権大会

第10回オープントーナメント

'95全日本格闘技選手権大会
1995.11.26�福岡武道館

★カラー90分　本体￥7,573＋税

　品番SPA-1811

空手、拳法、体術、道術、柔道、合気道、中国武術、レスリング、サン
ボ、シュートボクシング、ジークンドー、シュートレスリング。様
々な格闘技の選手たちが、団体の垣根を越え、突き、蹴り、投げ、
顔面掌底、関節技と、何でもありの最も過激なルールで激突する
総合格闘技の大会。

93.11.28�福岡武道館

★カラーcolor�86分min.　本体￥7,573＋税tax

　品番�item�no.�SPA-1805

総合格闘技としての空手を目指し、あらゆる技術へのチャレン
ジを続ける、全日本格闘技連盟真武館。本川館長の下、強さを追
い求める若者たちが激闘へと身を投じた。掌底顔面攻撃、突き、
蹴り、投げ、関節技のすべての技を有効とした、日本で最も過激
なルールで知られる全日本格闘技選手権大会の模様を収録。

無差別級オープントーナメント

'96武人杯格闘技選手権大会
96.6.23福岡・西新パレス

★カラー86分　本体￥7,573＋税

　品番SPA-1814

突き、蹴り、投げ、関節、そして掌底による顔面攻撃まであらゆる
攻撃が許され、体重制限のない無差別級という最も過激なルー
ルで戦う武人杯。全日本中量級３連覇の鉄人、久原清幸が並みい
る強豪を退け優勝を果たした。

突き、蹴り、投げ、関節、顔面掌底

あらゆる攻撃が許された過激なルール

様々な競技が参戦するトーナメント

第 11 回オープントーナメント

'96全日本格闘技選手権大会

無差別級オープントーナメント

'97武人杯格闘技選手権大会

96.11.24福岡武道館

★カラー90分　本体￥7,600＋税

　品番SPA-1817

今や格闘技界の一大潮流となった総合格闘技。何でも有りの過
激なルールで開催されてきた格闘技選手権も、回を重ねて11回
目の開催となった。プロ経験者など、全国レベルの選手も多数参
戦を果たし、ますます注目が高まる中、鉄人久原が前人未到の中
量級４連覇を達成。

97.4.27福岡・西新パレス

★カラー90分　本体￥7,600＋税

　品番SPA-1819

九州には真武館有り！修斗、大道塾とならぶ総合格闘技の団体と
して活動を続けてきた真武館。総合ルールによる唯一の無差別
級の大会武人杯も第３回を迎えた。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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国際松濤館�空手【型 】

★カラーcolor�39分min.　本体￥9,515＋税tax

　品番�item�no.�YMK-105

型第2弾。壮鎮、鉄騎三段、珍手、慈蔭、二十四歩、明鏡、雲手、王冠、
五十四歩大、五十四歩小を収録。

国際松濤館空手審査課題�昇級篇

★カラー50分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-7501

基本、組手、型それぞれについて、金澤弘和館長が技法のポイン
トの解説を行っている。九級～一級審査課題を収録。

国際松濤館空手審査課題�昇段篇

★カラー45分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-7502

初段～四段審査課題の模様を収録。昇級編と同じく金澤弘和館
長の解説。国際松濤館空手の技法をじっくり学ぶのに最適なビ
デオ。

第1回トーワ杯カラテトーナメント選手権大会

第2回トーワ杯カラテトーナメント選手権大会

第3回トーワ杯カラテトーナメント選手権大会

第4回トーワ杯カラテトーナメント選手権大会

トーワ杯カラテトーナメント
TOWA�CUP�KARATE�TOURNAMENT

世紀末カラテ他流試合

★カラー81分　本体￥9,800＋税

　品番JET-05

4回にわたり行われたK-1カラテジャパンオープンから、今では
実現不可能となった名選手同士による名勝負と壮絶なKOシーン
ばかりを集めた特別編集版。佐竹対村上、佐竹対金、佐竹対阿部な
ど佐竹雅昭の名勝負、佐竹対石川、村上対柳澤、村上対高橋など空
手vsプロレスラーの対決、さらに西対金、村上対金、後川対川添、
阿部対本間など夢の空手大戦争の記録をこの1巻で永遠に。

顔面攻撃ありのグローブマッチで一番強い男は誰だ!?

ついに実現した夢の大会に、流派を超えて、

日本中の強豪が集結した。

92.1.12�東京武道館

★カラー200分（2本組）　本体￥11,651＋税

　品番JET-01

史上空前の賞金総額1千万円を賭けた初のグローブ空手実力日
本一決定トーナメント、カラテジャパンオープン。レベルの高い
選手の出場、好カードの続出、KO率80パーセントの興奮で超満
員の観客を沸かせた。佐竹雅昭vs稲葉紀之ほか全試合収録。

93.1.31�東京武道館

★カラー200分（2本組）　本体￥11,651＋税

　品番JET-02

正道会館の佐竹、金、士道館の村上が元藤原組のレスラーを迎え
撃つ。その他、日本拳法、梁山泊、伝統空手、テコンドーなど日本
各地から強豪が一同に集結。その激闘夢空間の全てを余すこと
なく再現。全試合収録。

94.1.30�東京武道館

★カラー200分（2本組）　本体￥11,651＋税

　品番JET-03

正道会館からは、前年度準優勝・金泰泳、第3位の後川らが、初優
勝を狙い参戦。士道館の村上、SALUTEの平岡ら、日本打撃系格
闘技界の強豪が総出場した第3回大会。プロレス界からパンクラ
スの柳澤、高橋、藤原組の田中、海外からUSA大山のティム、ロシ
アのセルゲイ、タイのアタポンが参戦。

95.1.11�東京武道館

★カラー120分　本体￥9,127＋税

　品番JET-04

正道会館の佐竹雅昭、後川聡之らが優勝を飾り、流派を超え、グ
ローブを着用しての顔面攻撃ありで、真の実力日本一を決める
トーナメントとして、大きな反響を巻き起こしたトーワ杯カラ
テジャパンオープン。第４回大会は２階級に分かれ、重量級は士
道館の村上竜二、中量級はＵＳ大山空手の竹森毅が優勝。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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甦える伝統空手�VOL. 基本

★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番SPA-6501

流派を越え、伝統空手の実践、研究に生涯を捧げてきた孤高の空
手家・金城　裕が、空手道65年の成果を全ての空手人に公開す
る。全3巻の第1弾、空手とは何か、空手基礎、基本技の心得、基本
技、蹴技、型、鍛練法、組型、試割を収録。

甦える伝統空手�VOL. �型（一）

★カラー60分　本体￥9,515＋税

　品番SPA-6502

金城�裕が50年の歳月をかけて創案した“組型”。これによって、
従来の徒手体操的な型の独演から体育格技としての様式が確立
された。ナイファンチ初段、ナイファンチ二段、ナイファンチ三
段、平安初段、平安二段、平安三段、平安四段、平安五段を収録。

糸東流空手道【型】

★カラー45分　本体￥9,515＋税

　品番SPA-6505

太極初段・二段・三段、平安初段・二段・三段・四段・五段、内歩進、
十手、慈恩、慈允、鎭定、鎭東、腕秀、鷺牌、公相君（大）、公相君

（小）、四方公相君、五十四歩、松村の抜砦、抜砦（大）、抜砦（小）、三
戦、転掌、征遠鎭、十六、十七、十八、一百零八、二十八歩を収録。空
手修行者に限らず、老若男女を問わず体育格技として空手に興
味を持つ人のためのビデオ。

糸東流空手道【基本・組手】

★カラー50分　本体￥9,515＋税

　品番SPA-6504

糸州安恒、東恩納による、剛柔の陰陽と呼吸の原理に根源をおく
徒手空拳、糸東流の基本を、糸東流空手道師範・伊藤四郎が指導。
礼法、準備運動、拳の握り、肘当五法、立ち方、蹴り方、定置の突
き、定置の受け、基本移動の突き、基本移動の受け、基本移動の蹴
り、約束組手を収録。

甦える伝統空手�VOL. �型（二）

★カラー80分　本体￥9,515＋税

　品番SPA-6503

組型とは、型の中の一つ一つの動きの持つ意味を、相手と組むこ
とによって最も実戦に近づけた練習方法である。松村のパッサ
イ（中国拳法、唐手の型）、親泊のパッサイ（沖縄ナイズされた
型）、パッサイ〔大〕（近代空手の型）、パッサイ〔小〕、公相君〔大〕、
公相君〔小〕、チントウ、五十四歩を収録。

伝統空手
KINJO�HIROSHI

流派を越え、伝統空手の実践、研究に生涯を捧げてきた

孤高の空手家・金城　裕が、

空手道65年の成果を全ての空手人に公開する。

糸東流空手
SHITO�RYU�KARATE

本部流唐手術
MOTOBU�RYU�KARATE

本部流唐手術
～今蘇る沖縄唐手奥義～

★カラー30分　本体￥8,544＋税
　品番SPA-6506
本部流は、松涛館流、糸東流、剛柔流とともに沖縄空手の源流に
数えられる。その開祖本部朝基は、大正年間に本土に初めて空
手の威力を知らしめた不世出の空手家であった。接近戦でのス
ピードを重視した実戦本位の技は、数多くの武勇伝を残してい
る。これは朝基が残した幻の技を伝える貴重な作品である。

沖縄空手
OKINAWA�KARATE

沖縄空手　上巻

★カラー60分　本体￥7,500＋税

　品番SPA-6507

　剛柔流、小林流、上地流、沖縄空手三大流派最高峰の武道家が
集結。従来のイメージを根底から覆し、清新で心強さを見る者に
与える素晴らしい映像記録となった。上巻では三大流派の歴史
と特色、それぞれの哲学と技術を紹介。上地流究極の鍛錬法と最
強の肉体、剛柔流の呼吸法と組手、小林流の技と哲学など。総合
武道修道館館長北芝健監修。

沖縄空手　下巻

★各巻カラー60分　本体￥7,500＋税

　品番SPA-6508

　剛柔流、小林流、上地流、沖縄空手三大流派最高峰の武道家が
集結。従来のイメージを根底から覆し、清新で心強さを見る者に
与える素晴らしい映像記録となった。下巻では三大流派を代表
する型の分解解説、そして伝統琉球拳法秘技「手」を収録。総合武
道修道館館長北芝健監修。

近代空手の祖である糸洲安恒の

流れを受け継ぐ摩文仁賢和を

流祖とする糸東流空手

沖縄空手の源流を作った伝説的名人
本部朝基の生涯と遺された幻の技

剛柔流・上地流・小林流

沖縄空手の三大流派が集結

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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第30回全国空手道選手権大会

★カラー60分　本体￥9,224＋税

　品番ME-1011

87年9月に行われた第30回大会よりハイライトシーンを収録。
男子組手、男子型、女子組手、女子型等、日本を代表する実力者た
ちがぶつかり合う。

空手“型”全集�第1巻

★カラー50分　本体￥14,564＋税

　品番ME-1013

平安初段、平安二段、平安三段、平安四段、平安五段、二十四歩、五
十四歩大、五十四歩小、荏鎮を収録。初心者から高段者までのビ
デオテキスト。

空手“型”全集�第2巻

★カラー60分　本体￥14,564＋税

　品番ME-1014

鉄騎初段、鉄騎二段、鉄騎三段、抜塞小、雲手、珍手、明鏡、王冠、慈
韻を収録。

空手“型”全集�第3巻

★カラー60分　本体￥14,564＋税

　品番ME-1015

抜塞大、観空大、燕飛、慈恩、十手、岩鶴、観空小、半月を収録。

第2回松濤ワールドカップ

★カラー70分　本体￥9,515＋税

　品番ME-1016

世界チャンプ・川和田、ヨーロッパチャンプ・マシー、日本チャン
プ・横道らが世界の強豪とぶつかり合う。同時に行われた世界少
年大会も収録。

第31回全国空手道選手権大会

★カラー60分　本体￥9,224＋税

　品番ME-1020

日本空手協会主催の第31回全国空手同選手権大会のハイライ
トを収録。男子個人組手、個人型、女子個人型、個人型ほか。

伝説!�日本最強の空手

★モノクロ35分　本体￥36,893＋税

　品番ME-1022

空手創世紀、拳ひとつで世界へ渡った男たち。若き日の中山政
敏、中山門下生の精鋭たちの技の集大成。海外流出フィルムのビ
デオ化!

第32回全国空手道選手権大会

★カラー60分　本体￥9,224＋税

　品番ME-1026

香川政夫4年ぶりの大会制覇!�一撃必殺気のエキサイティング
マッチ、男子個人型、女子個人型ほか収録。

日本空手協会
JAPAN�KARATE�ASSOCIATION

人気型教科書編

★カラー30分　本体￥8,544＋税

　品番ME-1008

セーパイ、ジオン、バッサイ、セイエイチン、セイシャン、ウンス、
エンピ、カンクウ、ローハイ等、大会より人気型を収録。

組手・イメージトレーニング編

★カラー40分　本体￥8,544＋税

　品番ME-1010

本番で力を発揮するためのイメージトレーニングを世界大会よ
り収録。蹴りの基本から応用までのビジュアルトレーニングビ
デオ。

WUKO

船越義珍が本土に空手を紹介し

組織として発足した日本空手協会

道場運営、指導員派遣、大会運営と

今日の空手界の歴史を作った

全日本空手道連盟を始め世界各国の

空手道連盟の集合体で世界大会を開催

to�info@budoshop.co.jp お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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空手道拳道会�大演武会

★カラー40分　本体￥8,544＋税

　品番ME-201

88年7月に行われた拳道会の演武会を収録。これまで世に出る
ことのなかった伝説の中村日出夫十段の神技満載。土管割り、バ
ット折り等、荒技の数々。

拳の道空手道拳道会大演武会ハイライト

★カラー40分　本体￥9,709＋税

　品番K-001

真の武道家、中村日出夫十段（範士）を頂点とする拳道会拳士・総
勢250名参加による演武会をドキュメント収録。

迎撃拳�迎撃技約束組手編

★カラー70分　本体￥9,224＋税

　品番RK-06

現代空手界に新風を吹き込む梁山泊空手の迎撃拳をナレーショ
ンで解説する。迎撃五技の基本から移動、約束組手、そして実戦
まで、核技術を徹底分析。上段受け逆突き、下段払い逆突き、内受
け中段逆突き、内受け上段突き、下段受け逆突き等収録。

第1回迎撃杯

梁山泊空手道
RYOZANPAKU�KARATE

拳道会
KENDOKAI

伝説の達人、中村日出夫十段率いる拳道会。

全身を鋼の如く鍛え抜いた拳聖の、

すさまじいまでの演武を収録。

昭和61年度全日本日本拳法選手権大会

★カラー60分　本体￥12,428＋税

　品番MME-2002

昭和61年後楽園ホールで行われた大会のドキュメント。元世界
チャンプをはじめ様々な格闘技者がぶつかり合う。

日本拳法�第3回全国大学選抜選手権大会

★カラー60分　本体￥12,428＋税

　品番YMK-101

拳や足でもって突く、打つ、蹴る等の当て身技や投技、関節逆捕
技を行うなどの徒手格闘技、日本拳法。その大学選手権の模様を
収録。

日本拳法
NIHON�KENPO

93.7.4�東京都練馬区光が丘第三中学校

★カラー60分　本体￥7,573＋税

　品番SPA-1803

梁山泊空手道では、体力、運動能力、年齢を超え、誰もが不敗の境
地に達することが可能である。相手の攻撃を迎え撃ち、一打必倒
の攻撃で倒す迎撃拳。その迎撃拳五技を総師・富樫宜弘自らが紹
介。そして従来、前期、後期に分かれていた組手大会を発展させ
た第1回迎撃杯争奪組手大会より、主力選手の激突を収録。

受けすなわち攻撃

それが一撃必倒の拳、迎撃拳である

日本古来の徒手格闘術・日本拳法

それは突き、蹴り、投げ、逆技など

あらゆる攻撃方法を持つ総合武術である

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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程聖龍内家拳～陳氏太極拳～

★カラー41分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-3501

数多い中国拳法の中で、太極拳、形意拳、八卦掌の3つを総称して
内家拳と言う。陳氏太極拳とは、古来、河南省陳家溝に伝わり、現
在数多くの派に分かれている太極拳の源流となるもので、武術
性の強い、実戦的な太極拳である。その技法を程聖龍老師があま
すところなく伝える。立禅、馬歩砧椿、練、掩手捶、天地人、推手、
老架式・小架式を収録。

程聖龍内家拳～八卦掌～

★カラー54分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-3504

技法のほとんどを開手、即ち拳ではなく掌をもって行うところ
からその名を冠せられており、その極めて高級な拳理で真伝を
受け継ぐことが困難とされている八卦掌の精髄を、程家龍形八
卦游身掌武門四代目継承者・程聖龍老師が明かす。基本姿勢、掌
法、手法、歩法、砧椿、套路、用法、対打法、武器法等収録。

程聖龍内家拳～形意拳～

★カラー55分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-3509

非常に古い歴史を持ち、質実剛健、一切の虚飾を排して、拳法の
究極の姿と言われている形意拳。形意拳各派を修行し、その全伝
を受け継いだ程聖龍老師が、門外不出とされてきた秘伝の数々
を初めて公開する画期的なビデオ。形意拳拳義、套路、対打法、武
器法。

第５回程聖龍内家拳演武大会

★カラー90分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-3510

93年11月3日練馬文化センターで行われた演武会の模様を収
録。程聖龍国術舘にのみ伝承された内家拳の全貌がここに。

程聖龍内家拳

陳伴嶺太極拳～双辺太極拳～

程聖龍国術舘
TEISEIRYU�KOKUJUTSU�KAN

★カラー120分　本体￥8,544＋税

　品番SPA-3516

中国武術の中でも最も競技人口が多く様々な流派を持つ太極
拳。その太極拳の中で最も新しい双辺太極拳は、伝説的名人陳伴
嶺によって伝統的諸流派の粋を集め編成された。これは、陳伴嶺
の正統を受け継ぐ程聖龍が、太極拳を実戦的な武術として成立
させる数々の秘伝を初めて公開する画期的なビデオである。

程聖龍内家拳

楊氏太極拳～散手対打・化勁～

★カラー55分　本体￥8,544＋税
　品番SPA-3522

楊氏太極拳は数多くの流派に別れている太極拳の中でも特に柔
らかい動きを特徴としており、老若男女誰でも学ぶことができ
るため最も普及している流派である。楊氏太極拳には、散手対打
という独得の対打法があり、今回、奥技を極めた程聖龍老師が初
めてその秘伝の技を公開している。

真傳　尚雲祥派形意拳

★カラー40分　本体￥6,602＋税
　品番SPA-3517
有効な殺傷力のみを追及した古の中国武術、その古伝のままの
体系が日本にあった。拳法史上に名高く、近世三大名手のひとり
に数えられている尚雲祥。その拳風は独特の体系を有し、真伝を
伝える者は極めて少ない。今まで語られていることのなかった
勁道や攻防原理、套路から理合までの奥伝を初めて公開。

私学校龍王民楼
PRIVATE�SCHOOL�RYUMINRO

 推手

★カラー76分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-3535

推手とは、内家拳修行体系の最終段階に位置するものである。推手
の修行を積み、発勁を身につけること、それがすなわち内家拳を極
めることになる。その先にはもはや実戦しか残されていない。
これまでの一連の作品が明らかにしてきた内家拳の体系。その
螺旋の頂点に位置する最終奥義が、本作品には収録されている。
内家拳を包み込む神秘のヴェールが、初めて取り除かれた！

精粋少林拳朱家永春門

★カラー52分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-3538

朱家永春拳は、福建省に伝わる南派少林拳の福州永春拳を基に、
客家人の間に伝承されてきた朱家拳や、その他様々な門派の拳
技から優れた部分を取り入れ、整理、体系づけられた拳法であ
る。今回日本で初めて紹介されるこの技法は、一般に定着してい
る南派少林拳のイメージとは異なり、柔軟かつ緻密な手法を用
いて一気に打ち込み、敵を制するものである。

程家龍形八卦游身掌武門四代目継承者

程聖龍老師が明かす内家拳の奥義

太極拳撰集録

★カラー90分　本体価格￥6,600+税

　品番SPA-3548

本作品において紹介する太極拳の実戦用法は、過去実際に使用
されたものばかりであり、かつて日本で紹介されてきたものと
は一線を画するものである。これらの用法は暗打といい、決して
一般に日の目をみる事はなかった。が、今回特に陳氏太極門の２
つの系統、陳績甫系・傅振嵩系と、楊家太極拳を中心に太極拳の
各門派の実戦用法を選りすぐって公開する。私学校龍王民楼武術
シリーズ第3弾。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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澤井健一直伝　大気拳

★カラー31分　本体￥5,600＋税

　品番SPA-3525

大気至誠拳法・大気拳、その極意は気であり、その真髄は、過去、
現在、未来、一切の万物に至るまで妙応無方なる気の本領を顕現
することである。臨機応変、攻防自在、本能の力、自然の法則に従
い、自然に体得する形あって形無しの無敵の拳法、大気拳。在り
し日の拳聖・澤井健一の秘蔵映像を約6分間収録している他、直
弟子、飯島弘志五段練士がその秘伝を紹介する。

大気拳
TAIKI�KEN

龍飛雲

酔八仙拳�～漢錘離の型～

★カラーcolor�30分min.　本体￥5,632＋税tax

　品番�item�no.�SPA-3521

あのジャッキー・チェンの出世作「酔拳」を紹介する初めてのビ
デオ。映画でもおなじみの酔った振りから仕掛ける一撃必殺の
強烈な打撃、独特の歩法、身法を龍飛雲老師が徹底解説。龍老師
は本場中国でもほとんど残っていないと言われる数少ない酔拳
の継承者。

螳螂拳

★カラー42分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-3526

数ある中国武術の中でも、特に実戦武術として名高い螳螂拳。こ
の拳法は、北派拳法のうち十八門派を合わせて創始され、カマキ
リを模したポーズに代表されるような、豊富な徒手拳法によっ
て構成されている。細かな手法と、手足を同時に用いて敵を攻撃
していく螳螂拳の、基本技法である歩法、手法から、発勁原理、套
路、実戦散打、特殊兵器まで、螳螂拳の全てを紹介する。

★カラー37分　本体￥5,600＋税

　品番SPA-3529

酔八仙拳の動作は緩急に富み、剛柔の両面を備え、時には旋回し
たり、倒れたりという変則的な動作が多く、その名が示すとおり
酒に酔ったようにフラフラしながら敵を捌き、足場の悪いとこ
ろではその威力を最も発揮する拳法である。本作では、陰陽のパ
ワーを腰に溜め、一撃必殺に富む仙人「藍采和」の型を紹介。

龍飛雲

酔八仙拳～藍采和の型～

龍飛雲

双節棍・ヌンチャク

★カラー46分　本体￥5,600＋税

　品番SPA-3532

ヌンチャクは二つの棍を自由自在に動かすことによって、攻防
自在、強烈な破壊力を持つ武器として数多くの武術家に愛用さ
れてきた。中国武術におけるヌンチャクは、空手など日本の武道
と比較して、比較的振り廻すような用法が多く、棍の旋回によっ
て敵の目をくらませて打ち込んでいく。華麗な動きとは裏腹に、
その威力は驚異的である。

龍飛雲
RYU�HIUN

青木嘉教
AOKI�YOSHINORI

フラフラと酔った素振りで相手を攪乱

一撃必倒の強烈な打撃を隠し持つ酔拳

カマキリを模したポーズに代表される

中国北派拳法を代表する高級拳法

拳聖・澤井健一が伝えた実戦武術

形あって形無しの無敵の拳法

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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嫡流真伝中国正派拳法
今蘇る、桜公路一顱の武術

大日本講武會
DAINIHON�KOBU�KAI

★カラー55分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-3543

中国で学んだ各流派の拳法と王樹金老師から学んだ内家拳の攻
防原理をもとに、居合術や古流柔術、伝統派空手の理合いを加味
して独自に編成し、桜公路一顱は大日本講武會の技術体系を創
り上げた。それは、伝統の型にとらわれず、交叉法を中心とした
真に実戦的な武術技法のみを追求した画期的なものであった。
これは、昭和が生んだ知られざる達人桜公路一顱が遺した素晴
らしい武術遺産を、全伝を受け継ぐ岡林俊雄大日本講武會総師
範が、初めて公開したものである。

印誠派内家拳

王培生伝劉氏八卦六十四掌

高小飛
KO�SHOHI

★カラー68分　本体￥6,600＋税

　品番SPA-3546

　ついに明らかにされた内家拳発勁の原理。現代中国最高の名
手として名高い王培生老師に学び、八卦掌、太極拳の嫡伝を得た
高小飛が、八卦掌の中でも最も実用の散手技法を練るのに適し
ていると言われる劉氏八卦掌を紹介する初めてのビデオ。
　これは「用意不用力」すなわち“意を用いて力を用いず”の身体
と意念の運用方法を具体的に紹介し、内家拳の発勁原理を平易
に解き明かした画期的な作品である。

中国武術の攻防原理と日本武術の融合

伝統にとらわれず実戦的な技法のみを

追求して作り上げられた画期的な拳法

現代中国最高の名手・王培生に学び

太極拳・八卦掌の嫡伝を得た高小飛

内家拳発勁の原理を平易に解明する

地上最強の中国拳法

意拳　孫立　初級編

意拳
I�KEN

★カラー40分　本体￥7,429＋税

　品番ME-851

中国全土のあらゆる流派の拳法家と戦い制覇した「王郷齊」。そ
の拳法を意拳、またの名を大成拳という。王郷齊の一番弟子「姚
宗勲」。その愛弟子として奥義を受け継ぐ最後の達人、「孫立」が
実戦最強と言われる秘伝の技を初めて公開する。極真空手も注
目するその極意は小よく大を制し、年齢による体力的衰えを問
題にしない究極の技術である。

中国武術の精髄を集大成した拳法意拳

実戦最強とも言われる秘伝の技

★カラー40分　本体￥7,429＋税

　品番ME-872

中国武術の精髄を集大成した拳法「意拳」。敵を一撃で突き飛ば
し、相手の内蔵にダメージを与える、その発力とは何か？龍を真
っ二つに引き裂く降龍拳とは何か？怪我から自分を守り、回復
を早める。選手寿命を延ばす。肩の力が抜け、リラックスして闘
うことが出来る。様々な効果を得ることが出来る意拳。特別出
演：盧山初雄、数見肇。

地上最強の中国拳法

意拳２　孫立　中級編

意拳3　孫立　上級編

★カラー50分　本体￥7,429+税

　品番ME-890

このすさまじき破壊力はいったい何なのか！ついに意拳の「一挙
撲殺」実戦への扉が開かれた。上段廻し蹴り、下段廻し蹴りの対
処方法が初めて明かされる。
　受けが攻撃となる「発力」とは何か？上段廻し蹴りを封じ込め
る横発力。下段廻し蹴りを打ち砕く足発力。蹴った足が粉々に打
ち砕かれる！

イメージ拳法で健康になれ！
意拳の養生法

★カラー50分　本体￥6,476+税

　品番ME-895

中国拳法「意拳」は、武術と養生部門の二つに分けられ、養生部門
は近年の中国医学界でも大きな注目を集めている。副作用など
の心配が一切無く、立った状態でも、座っていても、寝ながらで
も、誰でも出来る簡単なイメージ体操が主体であり、老若男女を
問わず誰でも出来る健康法である。病床にあっても、身体に無理
なく抜群の運動効果を得ることが出来る。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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武道その他
OTHER MARTIAL ARTS

テコンドー

★カラー55分　本体￥6,602＋税
　品番SPA-3519
韓国2千年の歴史を持ち、他の格闘技の追随を許さぬ、華麗で多
彩な蹴り技を持つテコンドー。その蹴り技と、テコンドー独特の
動きを産み出すフットワークなど、基本的なテクニックのすべ
てを徹底解説。さらに、’96年秋、日本で初めて開催された国際大
会から世界の強豪たちの激闘を収録している。

第８回全日本テコンドー選手権大会

テコンドー完全教則ビデオ　初級編

★カラー50分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-9019
驚異的な技のバリエーションを誇り、その華麗な技の数々で人
気を集めるテコンドー。蹴り、ステップ、カウンター、コンビネー
ション。他の立ち技格闘技とは全く異なった、テコンドーだけが
持つ技術体系を、初級、中級、上級の3巻にわたって完全紹介する
はじめてのビデオ。これで君も強くなれる！

テコンドー完全教則ビデオ　中級編

★カラー40分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-9020
驚異的な技のバリエーションを誇り、その華麗な技の数々で人
気を集めるテコンドー。蹴り、ステップ、カウンター、コンビネー
ション。他の立ち技格闘技とは全く異なった、テコンドーだけが
持つ技術体系を、初級、中級、上級の3巻にわたって完全紹介する
はじめてのビデオ。これで君も強くなれる！

テコンドー完全教則ビデオ　上級編

★カラー53分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-9021
驚異的な技のバリエーションを誇り、その華麗な技の数々で人
気を集めるテコンドー。蹴り、ステップ、カウンター、コンビネー
ション。他の立ち技格闘技とは全く異なった、テコンドーだけが
持つ技術体系を、初級、中級、上級の3巻にわたって完全紹介する
はじめてのビデオ。これで君も強くなれる！

テコンドー
TAEKWONDO

多彩で華麗な足技を持つテコンドー。
その驚異の技術のすべてをカメラが捉えた。

97.6.22国立代々木競技場第２体育館
★カラー88分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-3527
若き王者・黄 秀 一が、ライト級マッソギ（組手）で4年振りに優
勝、更にトゥル（型）三段の部でも優勝を遂げMVPを獲得。マイ
クロ・ミドル・ヘビーの各階級ではベテラン勢を抑えて卯月　
昇、厳 斗 功、南 侑 哲が初優勝と、若手の著しい台頭が見られた
激闘テコンドー。各階級トーナメント戦とトゥル一・二・三段の
部決勝戦の模様を収録。

第13回ストロングオープントーナメント　士道館杯争奪全日本空手道選手権大会

士魂
93.10.10 後楽園ホール

★カラー90分　本体￥8,544＋税
　品番SPA-1804
世界30ヵ国に100を越える支部を持ち、日本国内においても、松
田利彦、村上竜司ら数多くの強豪を輩出した士道館。13回を迎え
た今大会には精鋭90名が参加、激戦に次ぐ激戦で、壮絶な闘いを
展開した。後楽園ホールを燃やした熱き男たちの一日を収録。

永遠なる武道

★カラー90分　本体￥6,600+税
　品番SPA-1905
　日本の武道を素晴らしい映像美と音楽で描き、日本ばかりか
海外でも高い評価を受けたドキュメンタリー映画の傑作。居合
道、剣道、空手道、なぎなた道、弓道、合気道、相撲道などの武道
に、刀匠による日本刀の誕生、能、禅、大自然の四季なども折り込
み、武道の神髄を描き出すことに成功している。制作総指揮アー
サー・デービス。1978年マイアミ国際映画祭最優秀記録映画賞、
最優秀編集賞受賞作品。

総合武道　拳正道

★カラー64分　本体￥8,544＋税
　品番SPA-3201
逆技や固め技、投げ技などからなる陰の技、突き、蹴り、払いなど
からなる陽の技、そしてヌンチャクやトンファー、棒などを使用
する器物法。各種の技が完全な体系として確立されている拳正
道。道主・秋月孝允みずからが演武、指導する、実戦的総合武道の
すべてを初めてカメラが捉えた。

琉球王家秘伝武術

上原清吉 本部御殿手
★カラー45分　本体￥6,797＋税
　品番SPA-3511
長く本土と中国の間にあって独立国として栄えた琉球王朝。そ
の王家の一つ、本部家には御殿手と呼ばれる武術が伝承されて
きた。度重なる戦乱を勝ち抜くために培われてきた幻の武術、本
部御殿手を、12代宗家・上原清吉の神技とともに公開する。

出口衆太郎　自然身法
中心を攻めるらせんの極意

★カラー60分　本体￥5,600＋税
　品番SPA-3541
自然の原理にのっとった武術を追求し続けてきた、出口衆太郎。
彼は陳式太極拳、八卦気功、合気柔術の習練を通じて、そこに共
通する基本原理を発見し、自然身法と名付けた。それは、秘伝と
されてきた化勁や合気の技術が、だれにでも習得できるように
なる画期的な練習メソッドの完成だった。
このビデオでは、自然身法の核心とも言える「相手の中心に入
り、自然な螺旋の動きで崩してしまう極意」が公開される。これ
はすべての武術修行者に送る、極意解明の秘伝書である。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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手裏剣術・鎖術

★カラー40分　本体￥9,515＋税
　品番TKS-1001
相手に見えない、見せない、これが隠剣術と言われ、手裏剣術、鎖
術等の特徴であり、その素早い動きとともに、相手をする側にと
ってもこれ程厄介で恐ろしい術はない。明府真影流宗家・染谷親
俊が秘伝を明らかにする。手裏剣術、掌剣術、角手術、縄剣術、鎖
術を収録。

新体道～気の栄光～

★カラー72分　本体￥8,544＋税
　品番SPA-8301
肉体の訓練によって心身をあらゆる束縛から解放し、人間の本
来持っている力を100パーセント引き出すことを可能とした新
体道。その観念と体系を完全に網羅。さらに新体道武道（空手・柔
術・棒術）を初収録。

櫻井文夫
セーフティ・アーツ
★カラー33分　本体￥6,797＋税
　品番SPA-9002
種々の武道やスポーツの護身術を体系化し、危険な状態から離
れることを基本とした自己防衛の技術、セーフティ・アーツ。小
さな力で人体にある多数の弱点を突き、合理的に働くことを基
本としているため、力の弱い人にも最適である。
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修斗
SHOOTO

バーリ・トゥード・アクセス�
94.11.7 東京・後楽園ホール

バーリ・トゥード・アクセス�
95.1.21 東京・後楽園ホール

バーリ・トゥード・アクセス�
95.5.12 東京・後楽園ホール

コンプリート・バーリ・トゥード・アクセス
95.7.29 大宮スケートセンター

バーリ・トゥード・パーセプション
95.9.26 駒沢アリーナ

バーリ・トゥード・ジャンクション
96.1.20東京・後楽園ホール

バーリ・トゥード・ジャンクション2
96.3.5東京・後楽園ホール

修斗vsレスリング　激突３対３

バーリ・トゥード・ジャンクション3
96.5.7東京・後楽園ホール

97.4.6東京・後楽園ホール
★カラー70分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2301
あのヒクソン・グレイシーを最も苦しめた男、伝説の魔人ズール
とエンセン井上が激突。鬼の形相となったエンセンが肘の連打
で伝説を粉砕すれば、柔術黒帯からタップを奪った男・佐藤ルミ
ナはフランスの忍術使いミホウビと対戦。こちらも1R勝利で絶
好調をアピールした。両エースが揃って外敵を迎え討った後楽
園大会。

エンセン井上vsズール

★カラー71分　本体￥5,632＋税
　品番ST-9405
佐山聡が作り出した、打・投・極を合わせ持った新たな格闘技シ
ューティング。格闘技界を揺るがす大激震となっているグレイ
シー柔術に早くから対応し、バーリ・トゥード・ルールでの闘い
を展開してきた。川口対エリックの日米最強対決、中井対草柳戦
など注目の６試合。

★カラー60分　本体￥5,632＋税
　品番ST-9501
格闘王国オランダからヨーロッパ柔術の王者２人が来日、迎え
討つのはミドル級王者・桜田直樹と浪速の黒豹・坂本一弘。また
ヘビー級期待の新星・エンセン井上が馬乗りパンチで衝撃のデ
ビュー。今話題の何でもあり、バーリ・トゥードを実現したシュ
ーティングの激闘第二弾。

★カラー70分　本体￥5,632＋税
　品番ST-9502
今、最も熱い注目を集めている総合格闘技。その最先端を行くシ
ューティングがついに世界戦略を開始した。ヨーロッパ柔術か
らの刺客、スエヒテフとローミンベルを坂本一弘、九平が完封。
さらに割田、奥田といった他流派の挑戦者も秒殺で返り討ち。朝
日＆坂本の欧州遠征の模様も併せて収録。

★カラー70分　本体￥5,632＋税
　品番ST-9503
グレイシー柔術との交流などで、ますます人気を集める総合格
闘技の本家シューティング。その技術力の高さに眼を付けたソ
ウル５輪柔道銅メダリストのベン・スパイカーズ、欧州バーリ・
トゥード王者のエド・デ・クライフの２人が初参戦。輝かしい実
績を持つ強豪を、パーソン、井上が返り討ち。

★カラー85分　本体￥5,632＋税
　品番ST-9504
ヒクソン・グレイシーへの挑戦を表明したプロレス界の喧嘩王
ケンドー・ナガサキがついにバーリ・トゥードにチャレンジ。強
烈な２発のパンチを顔面に受けたナガサキは、なんと失神ＫＯ
負けで病院送りに。さらに佐山聡もかってのライバル小林邦明
をハイキックで失神ＫＯに。衝撃の駒沢大会を完全収録。

★カラー80分　本体￥5,632＋税
　品番ST-9601
いちはやくグレイシー柔術との交流を開始し、バーリ・トゥード
への対応を見せた総合格闘技のトップランナー、シューティン
グ。その技術の高さに注目した世界中の選手たちが続々と集結
を始めた。パンクレーションの3選手、そしてオランダキック界
の古豪マナートが初参戦。注目の後楽園大会。

★カラー90分　本体￥5,632＋税
　品番ST-9602
総合格闘技シューティングで5年間無敗を誇る最強の男、ライト
級王者の朝日昇が、ブラジルの総合格闘技ルタ・リーブリからの
初の刺客レアンドロを迎え撃つ。さらにウェルター級のホープ
対決、デビュー以来全勝の快進撃を続ける佐藤ルミナは、遂に九
平と激突。今修斗を見なければ総合格闘技は語れない。

★カラー90分　本体￥5,632＋税
　品番ST-9603
修斗プロ化7周年記念大会。ライトヘビー級の王座をかけ、王者・
川口健次にアメリカ修斗のエリックが挑戦。さらに復活を果た
したエンセン井上はジョー・エステスとの試練の大一番に挑む。
そして総合格闘技の天才児・郷野聡寛のプロデビュー戦などを
収録。

97.8.27後楽園ホール
★カラー約80分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2302
エース佐藤ルミナが、UFC王者コールマンの放つ刺客アラン・フ
リードと激突。レスリングの強豪を相手にルミナはどう闘うか？
セミファイナルではE.パーソンとP.ジョーンズの再戦が実現。更
にマッハ桜井の初国際戦、草柳対須田のテクニシャン対決、復活・
中尾対新鋭・加藤など、好勝負連発の後楽園大会を収録。

VALE TUDO JAPAN OPEN 1995
95.4.20日本武道館

★カラー120分　本体￥9,515＋税
　品番ODY-001
ストップ・ザ・グレイシーなるか？グレイシー柔術最強の男、ヒ
クソン・グレイシーが日本に再上陸。その首を狙い、リングス・ジ
ャパンの若きエース山本宜久、オランダのケンカ屋ジェラルド・
ゴルドー、シューティングの中井祐樹らが参戦。かつてない大反
響を巻き起こしたトーナメントを完全収録。

日本における総合格闘技の草分け
競技として着実な進歩の道を歩む

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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ミドル級王者決定戦

桜井速人 vs 中尾受太郎

エンセン井上vsジョー・エステス

バーリ・トゥード・ジャパン'97

朝日の復活、ルミナの敗戦

修斗 vs 欧州最強軍団

修斗ライトヘビー級選手権試合

エリック・パーソン vs 須田匡昇

バーリトゥード・ジャパン'98

ルミナ６秒の閃光

エンセン井上
1999年のヤマトダマシイ
★カラー2本組120分　本体￥8,000＋税
　品番SPA-2311
エンセン井上をA面、B面の2方向から映像化する初めてのビデ
オ。A面は人生に、そして格闘技に正面から取り組む格闘家とし
てのエンセンをシリアスに追うドキュメント。B面は、バリジャ
パ'96ジノビエフ戦からアブダビでのスペーヒー戦、PRIDE-5西
田戦まで、全8試合をエンセン自身の解説で振り返るとともに、
グアム＆ハワイロケを含むプライベート映像「エンセンの休日」
など明るく笑顔が絶えないエンセンの素顔を描く。

97.10.12後楽園ホール
★カラー約60分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2303
ヘビー級1位までランキングを上げてきたエンセン井上に訪れ
たビッグチャンス、初代ヘビー級王者認定戦。しかも相手は修斗
マットで初黒星を喫したジョー・エステス。闘神エンセンの雪辱
なるか？さらに佐藤ルミナはAMCパンクレイションの強豪モ
ーリス・コーリーと激突。無敗の“マッハ”桜井速人は、日本人キ
ラーのアレックス・クックと対戦。そして巽宇宙、郷野聡寛、草柳
和宏、VTJ出場予定選手が総出場。

97.11.29ベイN.K.ホール
★カラー86分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2304
バーリ・トゥード史上屈指の名勝負となったエンセン井上対フ
ランク・シャムロックの激突を始め、佐藤ルミナ対宿敵ジョン・
ルイス、川口健次対ヤン・ロムルダーのリマッチ、巽宇宙対ブラ
ジリアン柔術世界選手権優勝者ジョン・ホーキ、桜井速人対ワー
ルド・バーリ・トゥード優勝者マセロ・アグア戦など、かつてない
好勝負の連続、全8試合を収録。

98.1.17＆3.1後楽園ホール
★カラー105分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2305
1年半振りの復帰を果たしたライト級王者朝日昇。アトランタ五
輪レスリング銀メダルのデニス・ホールを相手に、奇人復活なる
か!?　そして、エース佐藤ルミナと激突したギャルソン、ベテラ
ン草柳を一蹴したニュートンと、カナディアン柔術のサムライ・
クラブの衝撃的登場。大航海に踏み出した修斗を、早くも巨大な
黒船が襲う！興奮の後楽園2大会。

98.5.13後楽園＆4.10下北沢
★カラー90分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2306
無敗のマッハ桜井か、意地を見せたい中尾か、伝統のミドル級王
座を賭けた一戦に加え、パパドポロスvs草柳、アグアvsトリッ
グ、宇野vsシャファ、藤原vs田中、倉持vs村濱、高田vs小谷、後楽
園9試合と、桑原vs伊藤、佐々木vs割田、高山vs赤崎などが行われ
た下北沢大会を収録。

98.7.29後楽園ホール&7.18下北沢
★カラー70分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2307
あのK-1覇者ブランコ・シカティック率いるクロアチア・ティガ
ージムをはじめ、オランダ、フランスから未知の強豪が来襲！ミ
ドル級新王者・桜井速人はロニー・リヴァノと激突。川口vsユー
リシッチ、宇野vsセコリエビッチ、桑原vsリチオ、坂本vs廣野、ネ
ツラーvs北川に加え、池田vs大河内、野中vs大石などが行われた
下北沢大会を収録。

1998.8.29後楽園ホール＆9.18北沢タウンホール
★カラー110分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2308
ライトヘビー級王者エリック・パーソンに関西の星・須田匡昇が
挑んだタイトルマッチに加え、ジョエル・ギャルソンとヒカルド
“リッキー”ボテーリョが激突した超絶テクニカル戦、奇人・朝日
昇と豪州の新鋭トレント・ベギスの激突、突貫小僧アレックス・
クックvs凱旋を果たした加藤鉄史、注目の国際戦4試合が行われ
た後楽園大会。中尾受太郎vsレッドスレイヤー・ガイ、大河内衛
vs高山義幸、九平vs藤崎諭などが行われたガッツマン・プロモー
ション主催の9.18下北沢大会も特別収録。

1998.10.25東京ベイN.K.ホール
★カラー107分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2309
エンセン、ルミナ、桜井、朝日、修斗四天王が世界の最高峰に挑ん
だ98年。エンセンはUFCヘビー級王者のクートゥアーに1本勝
ちの快挙達成。しかし、ルミナは柔術のペデネイラスにまさかの
失神KO敗。バリジャパの魔物は生きていた。そしてアメリカン・
レスリングの勇者トリッグとこれが初挑戦となるブラジリアン
柔術の名門マチャドの激突。注目の対戦全８試合。

'99.1.15＆'98.11.27東京・後楽園ホール
★カラー90分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2310
1999年初戦となった1月15日、後楽園ホールは地鳴りのような歓声に包
まれていた。試合開始後わずか6秒でテイラーをしとめたルミナの一挙
手一投足。それがホールを埋め尽くした記録的な大観衆を興奮のるつぼ
に追い込んだのだ。バーリトゥード・ジャパン'98での失神KO敗けとい
う屈辱を、あまりにも見事な形で払拭してみせたルミナ衝撃の一戦に加
え、マッハ桜井とブラジリアン柔術の強豪オリヴェイラとの激突、そし
て'98.11.27大会から巽宇宙1年ぶりの復活、天才児・郷野vsカポエイラ
戦士スーザ。修斗の面白さが満喫できるいずれ劣らぬ名勝負を収録。

修斗ライト級選手権試合

朝日昇 vs 巽宇宙

修斗10周年記念大会
10th ANNIVERSARY

俺がマッハだ！

1999.3.28東京・後楽園ホール
★カラー75分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2312
朝日と巽、修斗を代表する業師である両雄の、待ち望まれた対戦
がついに実現。そのライト級の王座を狙うノゲーラは実力者大
石を撃破。会場を熱狂の渦に巻き込んだ桑原と五味のダウンの
応酬。その他、桜井vs鶴巻、植松vs大河内（1/27)植松vsペイン（4/
9）佐々木vs桜井（5/27）、下北沢3大会から注目の試合をピックア
ップ！

1999.5.29横浜文化体育館
★カラー90分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2313
かつてこれほど見る者の心を震わせる結末があっただろうか？
10年間という歴史を積み重ねてきた修斗がたどりついた頂点
の試合、佐藤ルミナvs宇野薫のウェルター級選手権試合をはじ
め、横浜文化体育館を超満員にした記念大会の全試合を収録。桜
井vsアグア、ニュートンvs川口、中尾vs加藤、郷野vsヒューズ、ホ
ールマンvsメネー、竹内vsラジジ、高山vs阿部。

1999.7.16後楽園＆8.4下北沢
★カラー90分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2314
デビュー以来、いまだ無敗。連勝街道を突っ走るマッハに、豪州
修斗のエース候補ブレッド・エアズが挑んだ。将来を嘱望される
その才能が、果たしてマッハにどこまで通用するのか？
ライトヘビーの新星・佐々木は、初の国際戦でラリ・パパと激突。
“マッスル”クワタクは、エクストリーム・チャレンジからの刺客
ジョン・ポーンと対戦。さらに伊藤武則vs阿部和也、関東vs関西
5対5マッチなどが行われた8.4北沢大会を収録。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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修斗 2000 BEST

★カラー145分　本体6,600+税
　品番SPA-2325
20世紀ラストイヤーの激闘を完全網羅。1年間の名勝負がぎっ
しりつまった完全保存版。
クーパー、マッハ、三島、宇野。ルミナのハワイ初登場とエリック・
パーソンのラストファイト。バレット・ヨシダ衝撃の初参戦。アブ
ダビ帰りの刺客を迎え撃った植松と巽の激闘。真夏の横浜決戦。
朝日vs植松の世代闘争。五味vsライアンのウェルター級サバイバ
ルマッチ。そして奇跡的な名勝負が連続したN.K.ホール。2000年
に行われた数々の試合の中から、選び抜かれた26試合を収録。

修斗BEST BOUTS 2001
vol.1 Jan.→Jul.
★カラー174分　本体価格￥6,600+税
　品番SPA-2326
修斗にとって2001年上半期は、ビッグマッチの開催こそなかっ
たものの、好カード、好勝負が続出し、層の厚さと底力を見せ付
けた時期だった。特に、絶対的な強さを誇る王者アレッシャンド
リ・フランカ・ノゲイラを頂点とするライト級は、目覚ましい活
躍を見せた2つの超新星勝田哲夫、戸井田カツヤを筆頭に、植松
直哉、ステファン・パーリング、バレット・ヨシダと群雄が割拠
し、文字通りの戦国時代を迎えた。
ノゲイラvs勝田、バレットvs戸井田など1月から7月までの7ヶ
月間に行われたすべての3回戦を収録。

VALE TUDE JAPAN '99

修斗 1999 BEST BOUTS

★カラー120分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2317
すべての大会で超満員札止めを記録するほどの人気を獲得した
修斗の、１年間にわたる数々の闘いの中から選び抜かれた名勝
負のみを収録した総集編。ルミナ＆マッハの秒殺から始まった
1999年。五味、植松ら新しい力の台頭。ついにライト級の頂点を
極めたノゲーラの猛威。王者宇野の苦闘。クワタクの大爆発。新
星マモルの登場。そして大阪でのルミナの復活。ビデオ初収録の
4試合を含む全22試合。

修斗ミドル級チャンピオンシップ

桜井“マッハ”速人 vs 加藤鉄史

THE SHOOTIST

THE HEAT

MACH
～SAKURAI HAYATO～

1999.12.11東京ベイN.K.ホール
★カラー115分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2316
ブラジル最高の戦士達が来襲、日本vsブラジルの全面対決とな
った1999年。修斗は最強神話を打ち砕くことが出来るか？ルミ
ナvsコルデイロ、加藤vsセウジオ、五味vsエドゥアウド、池田vs
ホーキ、中井vsヒベイロ、巽vsノゲーラ、宇野vsペデネイラス、桜
井vsビクトリアーノ、全8試合収録。

2000.1.14 & 3.17 後楽園ホール
★カラー100分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2318
無敗の王者マッハが最強のチャレンジャー加藤を迎え撃ったミ
ドル級タイトルマッチ。大観衆の期待に応え、手に汗握る見事な
攻防を展開した熱戦をメインに、“マッスル”クワタクvsジョニ
ー・エドゥアウド、三島☆ド根性ノ助vsディン・トーマスの国際
戦2試合、フェザー級サバイバルマッチ、マモルvs五木田、西山vs
太田などが行われた3月大会。そして“ハワイのカリスマ”レイ・
クーパーvs中尾受太郎、ラリパパvs郷野聡寛などが行われた1月
大会を収録。

2000.4.2 大阪・なみはやドーム＆5.22後楽園ホール
★カラー120分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2319
ウェルター級王者宇野薫がパンクレイションからの刺客ホール
マンと激突。さらに須田vs佐々木のライトヘビー最強決戦、五味
vsパヴァオン、ノゲーラvs大河内などが行われた大阪大会。噂の
男バレット・ヨシダが待望の来日で大石を撃破。そして“マッス
ル”クワタクが初のメインに登場。豪州期待のシャファと対戦し
た後楽園大会。闘うアーティストたちが集結した2大会を収録。

★カラー100分　本体￥4,800＋税
　品番SPA-2320
ミドル級王者として無敗街道をばく進する桜井“マッハ”速人の
初めての総集編。宇野薫と対戦したデビュー戦から、桑原卓也
戦、アレックス・クック戦、マセロ・アグア戦、中尾受太郎戦、セル
ゲイ・ヴィチコフ戦、2000年3月の加藤鉄史戦まで、公式戦11試
合とバリジャパでの3試合を収録。マッハ自らが語り下ろした解
説付き。

2000.7.16後楽園&7.22下北沢&8.4大阪
★カラー120分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2321
　マッハ大阪初見参！相手は打撃と寝技、双方に秀でた実力者ル
イス・アゼレド。強豪を相手に王者の実力を見せつけた一戦に加
え、植松、五味、須田、巽がアブダビ上位入賞者などと激突した東
京の2大会を収録。マッハvsアゼレド、中尾vsギルバート弟、三島
vsウィスニエフスキー（8/4）、巽vsハムレット（7/22）、植松vsギル
バート兄、五味vsロドリゲス、須田vsギブソン（7/16）などを収録。

THE REVENGE
1999.9.5後楽園ホール＆10.29大阪・なみはやドーム

★カラー115分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2315
朝日、ノゲーラに雪辱なるか？修斗は大阪を満員に出来るか？
“REVENGE”をテーマに行われた2大会。ルミナvsジョンズ、須
田vsマルタイン、中尾vsラロス、三島vs阿部、ばばんばvs池本、北
川vs井上、三宅vsガイ（10/29）、朝日vsノゲーラ、宇野vsトーマ
ス、巽vs池田、植松vs野中、大石vs阿部、秋本vsマモル、五木田vs
廣野、倉持vs八隅（9/5）

THE LEGEND
2000.8.27横浜文化体育館

★カラー90分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-2322
　修斗のオールスターが出場し、チャンピオンへと続く熾烈な
サバイバルマッチを繰り広げた横浜決戦。ライト級チャンピオ
ンシップ、ノゲーラvs巽の一戦をメインに、宇野vsクロマド、ル
ミナvs桑原、マモルvs太田、三島vsフェイトーザ、村濱vsヴィチ
コフ、和田vs楠、鶴屋vs池本の全8試合。

THE EXCITING
2000.9.15&10.9&11.12

修斗ウェルター級選手権試合

宇野薫 vs 佐藤ルミナ

★カラー120分　本体￥6,600+税
　品番SPA-2323
　世代交代とサバイバルの嵐に突入した修斗。ライト級ランカ
ー同士の対決となった朝日vs植松、そしてヨシダvs大河内。マッ
ハに敗れた加藤も生き残りをかけて新顔デニーと激突。11.12で
は、ライトヘビーの王座を狙う郷野と須田が総力戦を展開。第3
の男佐々木はオランダのマルタインと対戦。ウェルター級3位の
五味は9位ボウの挑戦を受けた。

2000.12.17東京ベイN.K.ホール
★カラー90分　本体￥6,600+税
　品番SPA-2324
　世紀末に修斗が放った渾身のビッグマッチ。衝撃の結末とな
ったウェルター級チャンピオンシップ宇野vsルミナ、素晴らし
い攻防で年間最高試合に輝いたマッハvsトリッグ、フェザー級
初代王者決定戦マモルvs秋本、他にノゲーラvsパーリング、クロ
マドvs三島、加藤vsダン、クーパーvsクック。全7試合中6試合が
KOか一本で決着が付いた奇跡的な大会。全試合ノーカット。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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修斗ミドル級チャンピオンシップ

桜井“マッハ”速人 vs アンデウソン・シウバ
2001.8.26大阪府立体育会館

★カラー83分　本体￥6,600+税
　品番SPD-SPA-2327
２大エースが揃い踏みを果たした真夏の大阪決戦全試合を収録！
不動の王者桜井“マッハ”速人が初の敗戦でミドル級王座陥落。相
手はブラジル・シュートボクセからの刺客アンデウソン・シウバ
だ。大阪府立体育会館を埋め尽くした大観衆が悲嘆にくれたまさ
かの王座交代劇。そして8カ月ぶりの復活を果たした佐藤ルミナ
は、曲者マーシオ・クロマドを下し、悲願の王座奪取へ向け再スタ
ートを切った。他に、ラリパパvs須田、池本vsバーガーなど全6試
合を収録。実況有りと実況無しの音声2ストリーム収録。

修斗フェザー級＆ライト級チャンピオンシップ

マモル vs 大石　ノゲイラ vs 勝田
2001.9.2後楽園ホール＆11.25ディファ有明

★カラー90分　本体¥6,600+税
　品番SPA-2328
デビュー以来無敗のまま王者となったマモルにとって、初防衛
戦の相手大石は、ベテランのテクニックに加え、身長とパワーの
差を持った強敵であり、真価の問われる一戦となった。
ライト級不動の王者と呼ばれるノゲイラは、5月の初対決でまさ
かの敗戦。今回の再戦はチャンピオンシップが賭けられた負け
ることの許されない雪辱戦である。
修斗フェザー級とライト級のチャンピオンシップ2試合を中心
に、9月後楽園と11月有明の2大会、全15試合を収録。

修斗ウェルター級チャンピオンシップ

五味隆典 vs 佐藤ルミナ
2001.12.16東京ベイN.K.ホール

★カラー86分　 本体¥6,600+税
　品番SPA-2329
待ち望まれ、ついに実現したウェルター級の王座決定戦は、ニュ
ージェネレーション五味が勝利！無冠の帝王ルミナ悲願の戴冠
ならず！ライト級に安定政権を築くノゲイラは、戸井田カツヤの
挑戦を退け最強の王者であることを証明。復活した桜井“マッ
ハ”速人はダン・ギルバートを一蹴。そして三島☆ド根性ノ助と
雷暗暴の手に汗握る名勝負。他に中尾vs和田、加藤vs池本、クロ
マドvs中山。ランカー同士の対決で、レベルの高さを見せ付けた
修斗のN.K.大会、全7試合を収録。

修斗 BEST BOUTS 2001 vol.2

★カラー60分　本体￥4,800+税
　品番SPA-2330
2001年1月から12月までの1年間に、月間表彰でベストバウト賞
を受賞した名勝負12試合。手に汗握る名勝負の連続！凄まじい
KO決着、見事な一本、超絶テクニカル合戦と白熱の攻防。最高レ
ベルの修斗がこの1本に凝縮。郷野vsサラベリィ、池本vs大河内、
ライアンvs八隅、阿部vs井上、ノゲイラvs勝田、松根vs今泉、パー
リングvs野中、吉岡vs今泉、ノゲイラvs勝田、杉江vs山崎、マモル
vs大石、三島vs雷暗。

修斗バイブル
朝日昇のスーパーテクニック

★カラー110分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-9026
奇人・朝日昇が初めて公開する修斗の技術。それは、打撃、組技、
寝技、３つの極を組み合わせた総合のテクニックであり、それぞ
れの技術が複雑に絡み合い、体系化されている。修斗の試合に出
場するために必要な技術を、これ１本でマスターすることがで
きる。

修斗 2002 BEST vol.1

★カラー180分　本体￥6,600+税
　品番SPA-2331
競技として着実な進化を続けてきた修斗。佐藤ルミナ、桜井“マッ
ハ”速人に続く新世代が続々と登場し、今や下克上の嵐が吹き荒
れる。2002年1月から6月までに行われた数多くの大会から、厳選
された全23試合。ランスvs須田、阿部vsバレット、植松vs井上、ク
ーネンvs石原、今泉vs勝村、マモルvs吉岡、秋本vsアルカレズ、パ
ーリングvsKID、川尻VS杉江、ABKZvsハミルトン、ストラッサー
vs池本、ルミナvsバスケス、三島vsイラン、五味vsサントスなど。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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西 良典　総合格闘技戦

トーナメント オブ J

トーナメント オブ J '95

和術慧舟會
WAJUTSU KEISHU KAI

覇王杯 トーナメントオブJ'96

THE G.C.M. 出島バーリ・トゥード

93.8.7 長崎国際体育館
★カラー60分　本体￥7,573＋税
　品番SPA-1802
九州格闘技界の中心的存在である西 良典が、総合格闘技の新た
なるアプローチとして行った「天地開闢」。そのメイン5試合を完
全収録。西vs金、作本vs大成、住本vs森光、和田vs青木、島本vs笹
山。九州格闘技ネットワークが始動する!

94.4.23 長崎県総合体育館
★カラー90分　本体￥7,573＋税
　品番SPA-1806
コマンド・サンボ、シューティング、空手、合気道、プロフェッシ
ョナルレスリング、徒手格闘術、Jの名の下に様々な流派から10
人の戦士が集結した。覇王・西　良典が追求してきた柔術の復
権。観衆の度肝を抜いた激闘の連続に、その実現への確かな手応
えを見た。

95.10.13 東京武道館
★カラー85分　本体￥3,800＋税
　品番SPA-1810
リングス、ブラジリアン柔術、シューティング、コマンドサンボ
などが参戦し、何でもありのルールで激突した他流試合のトー
ナメント。リングスの高阪剛が、優勝間違いなしと言われたブラ
ジリアン柔術のイーゲン井上を下し、ジャケット着用のルール
にもかかわらず、見事な優勝を果たした。

96.3.30東京・駒沢公園屋内球技場
★カラー109分　本体￥3,800＋税
　品番SPA-1813
格闘技界を揺るがす一大潮流となった総合格闘技。柔術のイー
ゲン井上、村上一成、コマンドサンボの郷野聡寛、日本拳法の大
塚裕一、レスリングの大杉勇、徒手格闘術の割田康士、そしてシ
ューティングの立石祐三、藤井勝久など総合系の強豪が参戦し
た中、伏兵・菊田早苗が初優勝。

98.8.29長崎市公会堂
★カラー65分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-1822
和術慧舟會 VS オランダ柔術軍団、５対５バーリトゥードマッ
チが長崎で実現！日本サイドからはPRIDEシリーズで大活躍の
エース小路晃、修斗でプロデビューを果たした廣野ら精鋭が出
陣。オランダからはマルタイン道場を中心とした柔術の強豪が
参戦した。小路の相手は柔術ばかりかカポエイラのマスターで
もあるという怪人スーザ！総帥・西良典はキック界の重鎮マナー
トと激突！好勝負続出で日蘭友好に華を添えた全6試合。

CONTENDERS 2000
2000.7.1ZEPP TOKYO

★カラー90分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-1824
　団体の垣根を越えた異色のマッチメイクが毎回実現するコン
テンダーズ。プロデューサーでもある宇野薫は、パンクラスの人
気者須藤元気との対戦を実現させた。ライトヘビー級のトーナ
メントには、レスリングの矢野倍達、柔道の大山利幸、修斗の佐
々木有生、プロレスラーのニーハオが参戦。他に阿部vs大河内、
廣野vs小西、高田vsネツラー、大石vs村濱、矢野vs門脇、塩沢vs若
林の全10試合。

柔道をベースに様々な競技に進出
実力者を次々輩出する常勝軍団

CONTENDERS 04
2000.11.25ディファ有明

★カラー90分　本体￥6,600+税
　品番SPA-1826
宇野薫プロデュースによる組み技限定マッチCONTENDERS。
宇野の相手は、バルセロナ五輪出場レスラーで、第1回大会で宇
野と引き分け、第2回大会で五味隆典を破った強豪、三宅靖志と
決着戦。他に、パンクラスで活躍する星野勇二vsリングスの上山
龍紀、高瀬大樹vs早川光由、矢野卓実vs五木田勝、そして初めて
のタッグマッチ塩沢正人＆門脇英基vs植野雄＆村濱天晴など、
全10試合。

THE CONTENDERS-�
99.10.17東京FMホール

★カラー95分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-1823
“組み技の何でも有り”大会として注目のコンテンダーズ。宇野薫
vs渋谷修身という組み技限定ルールでなければ実現しなかった
であろう大一番の他、5輪レスラー三宅靖志vs修斗の新星五味隆
典、吉本収vs和田拓也、阿部裕幸vs今村剛、門脇英基vs米澤迅三
郎、楳沢智治vs五木田勝、廣野剛康vs勝村周一郎など全9試合。他
に、1.31下北沢で行われたCONTENDERS-1より、宇野薫vs三宅
靖志、小路晃vs矢野倍達、五木田勝vs廣野剛康戦などを特別収録。

THE CONTENDERS M-1
2001.6.10 Zepp Tokyo

★カラー86分　本体￥3,500+税
　品番SPA-1829
組み技のみに限定されたルールによって、様々なジャンルの競技者
が参戦し、驚きのカードが実現することで知られるコンテンダー
ズ。プロデューサーでもある宇野薫が今回挑んだ相手は、なんとパ
ンクラスの鈴木みのる。僚友高瀬大樹と組んだタッグマッチなが
ら、見応え充分の白熱した好勝負を展開した。修斗を主戦場にする
戸井田、阿部、バレット、山本、五木田に加え、柔道の小室、サンボの若
林、寝業師矢野の実力者8人によって争われたライト級トーナメン
トは、それぞれが持ち味を発揮。組み技のみの面白さを見せ付けた。

G.C.M. the CONTENDERS 6 MM21
2001.10.8横浜ランドマークホール

★カラー90分　本体￥3,500+税
　品番SPA-1830
宇野薫vs五味隆典、注目の対決は、期待を大きく上回るコンテン
ダーズ史上最高の名勝負となって大歓声を浴びた。一瞬も目を
離すことが出来ない目まぐるしい攻防は、両雄の実力を改めて
見せ付けた一戦となった。
他にも戸井田カツヤvs若林次郎、阿部裕幸vs池田久雄、小室宏二
vsライアン・ボウ、塩沢正人vs井上和浩、芹沢健一vs岩崎英明な
どコンテンダーズでしか実現することのない豪華カード連発。

和術慧舟會～勝利への道～

★カラー45分　本体￥5,600＋税
　品番SPA-9027
宇野薫、小路晃を輩出し、常勝軍団と呼ばれる慧舟會、その強さ
の秘密はどこにあるのか？基本運動を重視した練習体系、ウエ
イトトレをせず補強運動のみを行うのは何故か？総合格闘技の
世界で注目を集める独特の理論を徹底検証。実戦を想定した型
練習から、型の中に含まれる基本運動の分解、それぞれの動きの
意味や使い方、さらに実戦での様々な応用など。宇野vs廣野、小
路vs高瀬のスパーリングも収録。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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ザ・サブミッション・バイブル

★カラー45分　本体￥9,224＋税
　品番ME-501
旧・ソ連の格闘技“サンボ”の関節技のテクニックを格闘家・麻生
秀孝が詳しく紹介。サブミッションのルーツ“サンボ”のテクニ
ック全集。

第3回SAW選手権大会

★カラー87分　本体￥8,544＋税
　品番SPA-3502
91年9月22日・朝霞市体育館で行われた、総合組討格闘技、サブ
ミッションアーツの第3回選手権大会の模様を収録。ルール解
説、トレーニング法も収録。

第4回SAW選手権大会

★カラー94分　本体￥8,544＋税
　品番SPA-3505
ルーキー・クラスの新設、予選リーグ開催と、ダイナミックな変
貌を見せた第4回大会を収録。激戦を制し栄冠を手にするのは誰
か。92年9月23日・朝霞市体育館。

THE 関節

★カラー53分　本体￥6,602＋税
　品番SPA-3506
関節技の第一人者、麻生秀孝SAW代表師範が、関節技の型から
コンビネーションの様々なバリエーションまでを紹介する、究
極のサブミッション・テクニック集。全54項目。

第5回SAW選手権大会

★カラー90分　本体￥7,573＋税
　品番SPA-3512
CATVで放映され、名勝負が続出した第5回大会。プロのマット
で活躍する木村浩一郎の、3連覇なるか。93年9月26日・JCTVス
タジオ。

サブミッション・アーツ・レスリング
SUBMISSION ARTS WRESTLING

日本における関節技の第一人者麻生秀孝
サンボ、柔道、レスリングをベースにした

オリジナリティあふれるテクニックを紹介

総合格闘技
SUPER GAME PLAN
★カラー75分　本体￥5,600+税
　品番SPA-9028
総合格闘技の試合に勝つために最も大切な技術とは何か？身体
能力を高め、打撃、組技、寝技、それぞれのテクニックを身につけ
ることも大切だが、対戦相手の研究と、自分のスキルとの徹底し
た比較によって、勝つための戦略は導き出される。打撃が勝る相
手、寝技に勝る相手、そして総合的に勝る相手と戦う場合、どの
ような戦略をたて、どう戦うのか？これは、格闘家育成集団WK/
NETWORKが初めて明かす、勝つための練習方法である。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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柔術
JUJUTSU

中井祐樹　柔術バイブル

★カラー90分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-3530
日本における柔術の第一人者・中井祐樹が、ブラジリアン柔術と
高専柔道の技術をハイブリッドさせた独自のテクニックを、基
礎から応用まで余すところなく公開。柔術ルールからテイクダ
ウンの技術、ガードポジション、サイドポジション、マウントポ
ジション、それぞれの体勢での攻防を詳しく紹介する。

柔術競技

★カラー41分　本体￥5,600＋税
　品番SPA-3545
日本で生まれた柔術は、ブラジルに渡りブラジリアン柔術、ロシア
に伝わりサンボと、姿形を変えながら世界に広まっていった。柔術
は現在ヨーロッパの国々においても多数の競技者を持つ一大スポ
ーツとして隆盛を誇っている。欧州における柔術は、打撃、投げ、そ
して極めの技術がすべて要求され、柔術本来の技術体系を最も忠実
に受け継ぎながら、安全を考慮したポイントシステムの導入により
誰もが参加できるスポーツとなった。日本の武士道と欧州の騎士道
が融合した魅力溢れる格闘スポーツ、それが柔術競技である。

日本古来の総合武術である柔術は
世界各地に広まり独創的な武術となった

ルイス＆ペデネイラス

ノヴァ・ウニオン柔術＜上巻＞

ルイス＆ペデネイラス

ノヴァ・ウニオン柔術＜下巻＞

THE 裏関節

★カラー90分　本体￥6,602＋税
　品番SPA-3514
関節技には、柔道、サンボなどのスポーツ競技で使われる技の他
に、裏技と言われる危険極まりない技が存在する。ただ相手を制
するのではなく、一瞬で相手の関節を壊してしまう裏技。ルール
や型にとらわれることなく、あらゆる状況に対応できる応用力
を持つ、真に実戦的な技、それが裏関節である。

THE 逆関節

★カラー79分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-3524
関節技の第一人者、麻生秀孝が様々な実戦的テクニックを、具体
的な実戦例を通して詳しく解説。さらに世界中の格闘技界に大
きな流れを生み出しているスポーツ柔術のテクニックも初公
開。実戦における技の入り方、極め方など、ジャケットの細かな
利用方法を紹介する。

★カラー83分　本体¥5,600+税
　品番SPA-3550
アンドレ・ペデネイラスとジョン・ルイスが主宰するノヴァ・ウ
ニオンは、ジョン・ホーキ、ヴィトー“シャオリン”ヒベイロ、B・
J・ペンなど、続々と世界の頂点に君臨する選手を送り出す優れ
た育成道場であり、その強さと勢いは数多いブラジルの柔術道
場の中でも際だった存在である。
ペデネイラスとルイスの2人が、実戦に役立つ具体的な柔術の
テクニックを、ガード、マウントなどのポジションごとに、デフ
ェンスとオフェンスの両面を詳しく解説。

★カラー90分　本体¥5,600+税
　品番SPA-3551
攻撃と防御、両面から技を学ぶことができる画期的な教則作品。
これらの技術は、ルイス＆ペデネイラスを初めとする一流の戦
士たちが、実際に道場で練習しているものであり、これらを身に
つけることで実力がアップし、実戦での勝利が近づくことは確
実。柔術を学ぶ人たちにとって、まさに待望の作品。テイクダウ
ン、ガードポジション、パスガード、抑え込み、マウント、バック
の6つのポジションでの攻防を紹介。他に、イゴール・ジノビエフ
のスペシャルテクニック、所属選手の実戦風景なども収録。

GI-UM

★カラー167分　本体￥5,600+税
　品番SPA-3553
ついに実現したプロ柔術リーグの記念すべき旗揚げ興行を完全
収録。日本におけるブラジリアン柔術の第一人者中井祐樹が、世
界王者でもあるトップ中のトップ選手レオナルド・ヴィエイラ
と激突。レオジーニョの弟ヒカルドvs吉岡大、マルコス・バルボ
ーザvs朝倉孝二など、5.1下北沢GI-ZEROでの6試合、そして5.2
ディファ有明GI-UMの10試合を完全ノーカットで収録。解説：中
井祐樹。実況無しと、実況付きの音声2ストリーム収録。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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バーリトゥードが証明した

最強のレスリング

レスリング
WRESTLING

第9回全日本女子レスリング選手権大会

★カラー90分　本体￥7,573＋税
　品番SPA-3515
先の世界選手権大会でも見事優勝を飾りながら、衝撃の引退宣
言を発表した第１人者、山本美憂。その世界選手権への代表選考
会をかねて行われた第９回全日本選手権を収録。美憂の妹・聖子
やプロレスラー・アニマル浜口の愛娘浜口京子ら新しいアイド
ルも登場し、熱気あふれる大会となった。

第10回全日本女子レスリング選手権決勝大会

セルゲイ・ベログラゾフ

レスリングの奥義

96.5.20東京・明治記念館
★カラー90分　本体￥7,573＋税
　品番SPA-3520
世界選手権団体５連覇を果たすなど、世界最強の日本女子レス
リングチーム。その世界選手権代表選手９名を決める選抜試合。
若きチャンピオン浜口京子の誕生など、世界制覇へ向け、新時代
の扉を開いた決勝大会を収録。

★カラー90分　本体￥5,600＋税
　品番SPA-3531
世界選手権、そしてオリンピックで実に6つの金メダルを手にし
た実力者、セルゲイ・ベログラゾフが、レスリングの最強テクニ
ックを初公開。断片的な技の紹介ではなく、相手を崩し、投げま
たは倒し、フォールする、その流れるような芸術的テクニックの
全てを披露。具体的で分かりやすい説明により、だれもが確実に
その技術を身につけることが出来る。

★カラー100分+テキスト32頁　本体￥5,600＋税
　品番SPA-3533
組んで、倒して、そして制す。これは、組技競技を志すすべての人
々に向けたバイブルである。練習に携行できるテキスト付き。レ
スリング・フリースタイルに君臨した偉大な王者、あのカレリン
に次ぐ実績を誇るＳ・ベログラゾフが世界を制した最高峰のテ
クニックを詳しく紹介する。

世界最古の格闘技であるレスリング
組み技競技最高峰のテクニックを紹介

コンバット・レスリング

★カラー56分　本体￥7,573＋税
　品番SPA-3518
世界最古の格闘技と言われるレスリングの原点である、真の闘
いの姿を追求した総合格闘技、それがコンバットレスリングで
ある。アマチュアレスリングの投げ、崩し、タックルの技術に、関
節技、絞め技などのグラウンドテクニックを導入。そのテクニッ
クを木口宣昭が紹介するとともに、95.3.19に行われた第1回全
日本大会の模様も収録。

第5回全日本コンバットレスリング
99.3.21町田市総合体育館

★カラー90分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-3536
レスリング、修斗、サンボ、柔術、SAWなど、組技系＆総合系のト
ップファイターが多数参戦した全日本コンバットレスリング選
手権大会。エース・佐藤ルミナをはじめ伊藤武則、和田拓也らの
修斗勢、RJWの太田浩史、米沢重隆、サンボの寺田淳、勢田誠一、
そしてパレストラの大内、SAWの小西。寝技日本一を決めるに
ふさわしい強豪たちが激戦を繰り広げた。

第6回全日本コンバットレスリング
2000.3.20町田市総合体育館

★カラー120分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-3544
総合系格闘家の登竜門として、毎年熱い戦いが繰り広げられて
きた全日本コンバットレスリング選手権大会。98、99年とまさ
かの敗戦で優勝を逃してきた佐藤ルミナが、雪辱を期して出場
した-76kg級で圧倒的な差を見せつけ快勝！改めてその力量を証
明して見せた。-69kg級を制したプロシューター阿部和也をはじ
め、その他の階級でも修斗ジムの所属選手が大活躍。打撃なしの
総合というユニークなルールで、格闘技界に確固たる地位を築
いたコンバットレスリング。6階級の激戦を収録。

コンバット・レスリング
COMBAT WRESTLING

レスリングをベースに関節技を導入
アマチュア総合格闘技の登竜門

第7回全日本コンバットレスリング選手権大会
2001.3.20町田市総合体育館

★カラー120分　本体￥6,600+税
　品番SPA-3549
コンバットレスリング史上最高の観衆が詰めかけた第7回全日本
選手権大会。実に8年連続の出場となる佐藤ルミナが、-76kg級を圧
倒的な強さで制覇し、通算4度目の優勝。バレット・ヨシダ、井上和
浩ら修斗の実力者が続々参戦した-69kg級でも、五味隆典がランキ
ング通りの実力を見せ付け初優勝。-85kg級では、修斗ライトヘビ
ー級の実力者竹内出が第4回大会以来の優勝を果たした。修斗を
はじめとする総合の選手たちと、レスリングを中心としたアマチ
ュア競技の選手たちが、寝技に特化したルールで激突するコンバ
ットレスリング。格闘技ファンの熱い注目を集める激闘のすべて。

第8回全日本コンバットレスリング選手権大会
2002.3.24町田市総合体育館

★カラー120分　本体￥6,600+税
　品番SPA-3552
年々参加者と観戦者を増やし続ける全日本コンバットレスリン
グ選手権大会。そのユニークさは、打撃無しのルールのためあら
ゆる組技系格闘技の選手が参戦できる点にある。レスリングを
はじめ、サンボ、柔道、柔術などのアマチュア競技で実績を残し
てきた実力者たちと、組技の実力を試すため参戦してくる修斗
や総合の選手達。それぞれの競技では対戦不可能な顔合わせが
実現し、白熱の攻防が繰り広げられてきた。
修斗ウェルター級王者五味隆典を筆頭に、戸井田克也、竹内出な
ど、修斗のプロ選手が熱戦を制した第8回大会の全試合を収録。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp

400
目次に戻るBack to Index



60

アブダビ・コンバット 格闘帝国ロシア通信
MARTIAL ARTS FROM RUSSIA

あらゆる格闘技で有名選手を輩出する
大国ロシアに伝わる様々な武術を紹介

世界中のあらゆる地域から選ばれた強豪が
組技限定ルールで闘う寝技世界一決定戦

アブダビ・コンバット日本大会
2000.1.23港区スポーツセンター

★カラー118分　本体￥6,600＋税
　品番SPA-3540
寝技世界一を決めるワールドワイドの大会となったアブダビ・
コンバット。その出場権を賭け、修斗、レスリング、サンボ、柔道、
様々な競技における日本のトップアスリート達が激突。プロ修
斗の五味、大石、郷野、桜井、サンボの若林、五木田、SAWの小西
など、有力選手が次々と脱落する過酷なトーナメントとなった。

アブダビ・コンバット2000
2000年3月1～3日アラブ首長国連邦

★カラー115分　本体¥6,600+税
　SPA-2401
桜井“マッハ”速人、宇野薫、佐藤ルミナ、金原弘光、矢野卓実、大
山利幸など、錚々たるメンバーが出陣したアブダビ・コンバット
2000。ケァー、アルバレス、ホーンらのアメリカ勢、ホイラー、ヘ
ンゾ、マチャド兄弟を筆頭に最も多くの選手を送り込んだブラ
ジル軍団、そして豪州、欧州、アフリカから参戦した未知の強豪
たち。組み技の世界選手権とも評されるワールドワイドの大会
だけに、超豪華な顔触れが揃い、最高峰の技術を競い合った。全
6階級96試合の激戦の中から、厳選した名勝負27試合を収録。

アブダビ・コンバット2001
2001年4月11～13日アラブ首長国連邦

★カラー90分　本体￥4,800+税
　品番SPA-2402
第4回を迎え、世界中のトップファイターが覇を競う有数の大会
として完全に定着したアブダビ・コンバット。名誉と栄光に包ま
れた決勝戦を収録。特に、日本人として初めての優勝という偉業
を達成した菊田早苗vsサウロ・ヒベイロ戦と、今大会のベストバ
ウトとして高い評価を受けたヒカルド・アローナvsジアン・マチ
ャド戦の2試合はノーカットで収録し、テクニックだけでなく、
両選手の戦略をもじっくりと見て取ることができる。アブダビ・
コンバット、新世紀初の王者を決める全6階級の決勝戦を収録。

実戦コマンド・サンボ百科 下巻

★カラー90分＋テキスト／116頁
　本体￥6,797＋税　品番SPA-5806
あらゆる状況に対するコマンドサンボの技の全てを収録した完
全版。下巻では、棒、シャベル、拳銃等による打撃、それに対する
各防御、横たわった体勢、複数の攻撃者に対する防御、集団戦で
の戦法、実戦コマンドサンボの特殊技などを収録。

実戦コマンド・サンボ百科 上巻

★カラー90分＋テキスト／112頁
　本体￥6,797＋税　品番SPA-5805
あらゆる状況に対するコマンドサンボの技の全てを収録した完
全版。上巻では、手の打撃、蹴り、絞め技、それに対する各防御、衣
服の掴み、手の掴み、胴体の抱え、足の掴み、髪の掴みに対する各
防御、ナイフ扱いの基本、ナイフの攻撃に対する防御などを収録。

格闘帝国ロシア通信3

ポポフ流コマンド格闘護身術
★カラー51分＋テキスト／128頁
　本体￥6,797＋税　品番SPA-5803
6つの基本身体動作であらゆる攻撃に対する護身の技術が身に
付く―旧ソ連空挺部隊、内務省特殊部隊で長年格闘術を指導し
てきたポポフ氏によって、極めて実戦的な護身術が初めて明ら
かにされる。

格闘帝国ロシア通信1

コマンド・サンボ応用技術200
★カラー84分＋テキスト・A5判／123頁
　　本体￥6,797＋税　品番SPA-5800
日本の柔術を源流とし、旧ソ連の数多くの民族格闘技、護身術か
ら最強の部分を取り入れたというコマンド・サンボ。その技の数
は実に1万を数える。このビデオでは、実戦における具体的な場面
を想定し、それに対するコマンド・サンボの応用技術を多数収録。

コマンド・サンボ 基本技術

★カラー54分　本体￥5,632＋税
　品番SPA-9005
ロシアが生んだ“武器なき護身と攻撃”、白兵戦を想定して生み
出された徒手格闘技、コマンド・サンボ。その技法が、リングス・
マットで活躍するヴォルク・ハン、アンドレィ・コピィロフによ
って、初めて明らかにされる。

お問い合わせご注文はinfo@budoshop.co.jpまでどうぞAn�inquiry�order�to�info@budoshop.co.jp
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サンボ
SOMBO

日本の柔術を源流に旧ソ連邦に伝わる
様々な民族格闘技を取り入れて出来た

格闘帝国ロシアの国技

ファス・バーリ・トゥード
VALE TUDO TECHNIQUES OF MARCO RUAS

ブラジルの総合格闘技であるルタ・リーブリ
最強戦士として名高いファスのテクニック

第19回全日本サンボ選手権大会

第20回サンボ世界選手権大会

93.9.11&12 スポーツ会館
★カラー90分　本体￥7,573＋税
　品番SPA-3513
旧ソ連の各民族格闘技の融合と日本の柔術の導入によって生ま
れた"武器無き護身術"、サンボ。軍や警察ばかりではなく、学校
教育の必須科目にもなっているロシアの国技・サンボの、世界大
会の選考も兼ねて行われた19回目の全日本サンボ選手権大会
の激闘を収録。

96.11.1＆3東京・国立代々木体育館
★カラー113分　本体￥7,600＋税
　品番SPA-3523
日本で初めて行われたサンボの68kg級では日本の武田美智子
が優勝の快挙を達成。男子100kg級ではリングスでおなじみの
ハハレイシビリが優勝した。その他世界最強の名を欲しいまま
にする伝説の強豪達が激闘を展開。男女各9階級、決勝戦に進出
した全18選手の、全試合を収録。

ファス・バーリ・トゥード　VOL.3
ガードとガードポジションからの攻撃

ファス・バーリ・トゥード　VOL.4
パスガードと相手のコントロール

ファス・バーリ・トゥード　VOL.5
足関節のバリエーション

ファス・バーリ・トゥード　VOL.1
打撃技のバリエーション

ファス・バーリ・トゥード　VOL.2
間合いの詰め方とテイクダウン

★カラー42分　本体￥5,600＋税
　品番SPA-9011
ルタ・リーブリ最強の戦士と呼ばれ、数々のノールールの大会で
その恐るべき強さを見せつけたマルコ・フアス。あらゆる格闘技
に精通した最強戦士が、打撃技、投げ技、寝技と全ての技術を融
合させたバーリ・トゥードの闘い方を指導。第1巻は「打撃技のバ
リエーション」と題し、ヘッドバット、パンチ、ヒジ打ち、ヒザ蹴
り、前蹴り、ローキックを紹介する。

★カラー33分　本体￥5,600＋税
　品番SPA-9012
ルタ・リーブリの最強戦士マルコ・フアスが、リアルファイトの
ために編み出した数々のテクニックを明らかにする。第2巻は
「間合いの詰め方とテイクダウン」。防御法、間合いの詰め方、フ
ットワーク、タックルの入り方、グリップの仕方、相手をホール
ドする方法、「差し」の練習法、そして様々なテイクダウン法を紹
介する。

★カラー34分　本体￥5,600＋税
　品番SPA-9013
マルコ・フアスが、柔術、ムエタイ、レスリング、カポエイラなど
の技術を融合した独自のバーリ・トゥード格闘術。第3巻は「ガー
ドとガードポジションからの攻撃法」と題し、ガードの為の練習
法、相手との距離とコントロール、ガードの種類、そしてガード
ポジションからの腕ひしぎ十字固め・絞め・腕がらみ・脇固め・三
角絞めへの移行法を紹介する。

★カラー34分　本体￥5,600＋税
　品番SPA-9014
ルタ・リーブリの最強戦士マルコ・フアスが、自ら明らかにするバ
ーリ・トゥード必勝テクニック。第4巻は「パスガードと相手のコ
ントロール」。ポジショニング、様々なパスガード法、パスガード
後のコントロール、更に攻撃技として、腕固め、腕がらみ、腕ひし
ぎ十字固め、背後からのチョーク、肩固めチョークを紹介する。

★カラー41分　本体￥5,600＋税
　品番SPA-9015
ノールール大会での輝かしい実績を持つマルコ・フアスが、あら
ゆる格闘技の技術を融合して開発したバーリ・トゥードの闘い
方を指導。第5巻は「足関節のバリエーション」。ガードの開け方、
アキレス腱固めやヒールホールドのバリエーション、足首固め、
ヒザ十字固め、両足を使った膝固めを紹介する。
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