
CAMELOT 禁断の王城 メゾン・クローズ～娼婦の館～

＃1 王の凱旋 ＃1 饗宴と殺人

＃2 聖剣と王冠 ＃2 処女の値札

＃3 グィネヴィア ＃3 男爵の首飾り

＃4 湖の乙女 ＃4 囚われの天使

＃5 王の裁き ＃5 母と娘

＃6 三つの旅 ＃6 殺意の告白

＃7 長い夜 ＃7 閉ざされた秘密

＃8 二人のイグレーヌ ＃8 女たちの報復

＃9 バードン峠の闘い メゾン・クローズ～娼婦の館～ シーズン2

＃10 最後の審判 ＃1 自由の終焉

IDクライム ＃2 新たな火種

＃1 ＃3 楽園への誘い

＃2 ＃4 ピクニック

＃3 ＃5 肉屋の襲来

＃4 ＃6 殺人の連鎖

＃5 ＃7 破滅への序曲

＃6 ＃8 泡沫の夢

THE TUNNEL／トンネル －国境に落ちた血 ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班 

第1話 ＃1

第2話 ＃2

第3話 ＃3

第4話 ＃4

第5話 ＃5

第6話 ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班 シーズン2

第7話 ＃1

第8話 ＃2

第9話 ＃3

第10話 ＃4

THE TUNNEL／トンネル Season2 －サボタージュ ＃5

第1話 ＃6

第2話 ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班 シーズン3

第3話 ＃1

第4話 ＃2

第5話 ＃3

第6話 ＃4

第7話 ＃5

第8話 ＃6

THE TUNNEL／トンネル Season3 －復讐の執行人 暗号探偵クラブ～女たちの殺人捜査～

第1話 ＃1

第2話 ＃2

第3話 ＃3

第4話 暗号探偵クラブ～女たちの殺人捜査～ シーズン2

第5話 ＃1

第6話 ＃2

シャーロック・ホームズの冒険　第一弾 ＃3

#1 ボヘミアの醜聞 ＃4

#2 踊る人形 冤罪～弁護士エマの挑戦

#3 海軍条約事件 ＃1 有罪判決

#4 美しき自転車乗り ＃2 保釈

#5 まがった男 ＃3 再審

#6 まだらの紐 ＃4 自白
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#7 青い紅玉 ＃5 依頼人

#8 ぶなの木屋敷の怪 ＃6 真実

#9 ギリシャ語通訳 女捜査官テニスン～第一容疑者1973

#10 ノーウッドの建築業者 ＃1 雨の始まり

#11 入院患者 ＃2 消えた容疑者

#12 赤髪（あかげ）連盟 ＃3 悲しき親

#13 最後の事件 ＃4 急展開

シャーロック・ホームズの冒険　第二弾 ＃5 執念の警部

#14 空き家の怪事件 ＃6 進むべき道

#15 修道院屋敷 風の勇士 ポルダーク〔2020/12/31で終了〕

#16 マスグレーブ家の儀式書 #1 故郷への帰還

#17 第二の血痕 #2 愛と裏切り

#18 もう一つの顔 #3 身分違いの恋

#19 プライオリ・スクール #4 許されざる結婚

#20 六つのナポレオン #5 守るべきもの

#21 悪魔の足 #6 正義のために

#22 銀星号事件 #7 愛の代償

#23 ウィステリア荘 #8 絶望の果て

#24 ブルース・パーティントン設計書 風の勇士 ポルダーク シーズン2〔2020/12/31で終了〕

シャーロック・ホームズの冒険　第三弾 #1 絶体絶命

#25 四人の署名 #2 運命の裁判

#26 バスカビル家の犬 #3 更なる試練

#27 レディー・フランシスの失踪 #4 一族の絆

#28 ソア橋の謎 #5 それぞれの告白

#29 ショスコム荘 #6 クリスマスの日

#30 ボスコム渓谷の惨劇 #7 密告者

#31 高名の依頼人 #8. 許されざる裏切り

#32 這う人 #9 エリザベスとデメルザ

#33  犯人は二人 #10 ロスの決意

#34 サセックスの吸血鬼 風の勇士 ポルダーク シーズン3

#35 未婚の貴族 #1 背負うもの

シャーロック・ホームズの冒険　第四弾 #2 新たなる旅立ち

#36 三破風館（さんはふうかん） #3 妻たちの想い

#37 瀕死の探偵 #4 禁じられた恋

#38 金縁の鼻眼鏡 #5 男の友情

#39 赤い輪 #6 生きる勇気

#40 マザランの宝石 #7 女の一生

#41 ボール箱 #8 すれ違う心

スモーク 救命消防署 #9 進むべき道

＃1 風の勇士 ポルダーク シーズン4

＃2 #1 残酷な判決

＃3 #2 勝負の舞台

＃4 #3 夫婦の距離

＃5 #4 度重なる苦難

＃6 #5 闇と光明

＃7 #6 弱き者を救え

＃8 #7 男のけじめ

NEW! ダークハート 猟奇殺人捜査班 #8 最愛の人

序章 見えない犯人 前編 警視バンクロフト

序章 見えない犯人 後編 #1 27年前の事件

悪魔の手 前編 #2 動き出した過去

悪魔の手 後編 #3 剥がれた仮面

聖母への祈り 前編 #4  実という名の罠

聖母への祈り 後編 刑事モース～オックスフォード事件簿～ シーズン1

ツイン・ピークス ファースト・シーズン Case 1 華麗なる賭け

序章 Case 2 毒薬と令嬢



第1章　途絶えた手がかり Case 3 殺しのフーガ

第2章　信仰心と捜査技術 Case 4 犯罪相関図

第3章　苦痛の中で眠る少女 Case 5 家族の肖像

第4章　片腕の男 刑事モース～オックスフォード事件簿～ シーズン2

第5章　クーパーの夢 Case 6 消えた手帳

第6章　現実に戻る時 Case 7 亡霊の夜想曲

第7章　最後の一夜 Case 8 黒の絞殺魔

ツイン・ピークス ファースト・シーズン［吹替版］ Case 9 腐った林檎

序章 刑事モース～オックスフォード事件簿～ シーズン3

第1章　途絶えた手がかり Case 10 表と裏のバラッド

第2章　信仰心と捜査技術 Case 11 遠き理想郷

第3章　苦痛の中で眠る少女 Case 12 森の怪物

第4章　片腕の男 Case 13 愛の終止符

第5章　クーパーの夢 刑事モース～オックスフォード事件簿～ シーズン4

第6章　現実に戻る時 Case 14 死のゲーム

第7章　最後の一夜 Case 15 嫉妬の賛美歌

ツイン・ピークス セカンド・シーズン Case 16 呪われたベッド

第8章　巨人よ、われらを守りたまえ Case 17 不吉な収穫祭

第9章　昏睡状態 第一容疑者　

第10章　ガラスの向こう側の男 連鎖 1

第11章　ローラの秘密の日記 連鎖 2

第12章　ランの呪い 顔のない少女 1

第13章　悪魔 顔のない少女 2

第14章　孤独な魂たち 朽ちた野望 1

第15章　死人とのダイブ 朽ちた野望 2

第16章　独断的な法 消えた幼児

第17章　兄弟ゲンカ 死のゲーム

第18章　仮面舞踏会 死者の香水

第19章　毒蜘蛛 裁かれるべき者 1

第20章　チェック･メイト 裁かれるべき者 2

第21章　ダブル･プレイ 姿なき犯人1

第22章　主人と奴隷 姿なき犯人2

第23章　追い詰められた女 希望のかけら1

第24章　けがと傷跡 希望のかけら2

第25章　愛と共に 名探偵ポワロ　第一弾

第26章　人間関係のいろいろ #1 コックを捜せ

第27章　ブラック・ロッジへの道のり #2 ミューズ街の殺人

第28章　ミス・ツイン･ピークス #3 ジョニー・ウェイバリー誘拐事件

第29章　生と死を超えて #4 24羽の黒つぐみ

ツイン・ピークス セカンド・シーズン［吹替版］ #5 4階の部屋

第8章　巨人よ、われらを守りたまえ #6 砂に書かれた三角形

第9章　昏睡状態 #7 海上の悲劇

第10章　ガラスの向こう側の男 #8 なぞの盗難事件

第11章　ローラの秘密の日記 #9 クラブのキング

第12章　ランの呪い #10 夢

第13章　悪魔 名探偵ポワロ　第二弾

第14章　孤独な魂たち #11 エンドハウスの怪事件

第15章　死人とのダイブ #12 ベールをかけた女

第16章　独断的な法 #13 消えた廃坑

第17章　兄弟ゲンカ #14 コーンワルの毒殺事件

第18章　仮面舞踏会 #15 ダベンハイム失そう事件

第19章　毒蜘蛛 #16 二重の罪

第20章　チェック･メイト #17 安いマンションの事件

第21章　ダブル･プレイ #18 誘拐された総理大臣

第22章　主人と奴隷 #19 西洋の星の盗難事件

第23章　追い詰められた女 名探偵ポワロ　第三弾



第24章　けがと傷跡 #20 スタイルズ荘の怪事件

第25章　愛と共に #21 あなたの庭はどんな庭?

第26章　人間関係のいろいろ #22 100万ドル債券盗難事件

第27章　ブラック・ロッジへの道のり #23 プリマス行き急行列車

第28章　ミス・ツイン･ピークス #24 スズメバチの巣

第29章　生と死を超えて #25 マースドン荘の惨劇

トラウマ：心的外傷 #26 二重の手がかり

＃1 息子の死 #27 スペイン櫃の秘密

＃2 壊れた父親 #28 盗まれたロイヤル・ルビー

＃3 真実が救うもの #29 戦勝舞踏会事件

ニンフ／妖精たちの誘惑［吹替版］ #30 猟人荘の怪事件

#1 満月 名探偵ポワロ　第四弾

#2 女王蜂の輪舞曲 #31 ABC殺人事件

#3 紋章 #32 雲をつかむ死

#4 甘い罠 #33 愛国殺人

#5 逃亡者たち #34 エジプト墳墓のなぞ

#6 決戦の前に #35 負け犬

#7 大きな代償 #36 黄色いアイリス

#8 よみがえる伝説 #37 なぞの遺言書

#9 エレウシスの秘儀 #38 イタリア貴族殺害事件

#10 始まりの地 #39 チョコレートの箱

#11 巡る因縁 #40 死人の鏡

#12 月食 #41 グランド・メトロポリタンの宝石盗難事件

ブロードチャーチ 殺意の町 #42 ポワロのクリスマス

＃1 少年の嘆き #43 ヒッコリー・ロードの殺人

＃2 母親の告白 #44 ゴルフ場殺人事件

＃3 父親の嘘 #45 もの言えぬ証人

＃4 記者の正義 名探偵ポワロ　第五弾

＃5 老人の過去 #46 アクロイド殺人事件

＃6 刑事の誤算 #47 エッジウェア卿の死

＃7 同僚の裏切り #48 白昼の悪魔

＃8 犯人の鎮魂歌 #49 メソポタミア殺人事件

ブロードチャーチ 殺意の町［吹替版］ #50 五匹の子豚

＃1 少年の嘆き #51 杉の柩

＃2 母親の告白 #52 ナイルに死す

＃3 父親の嘘 #53 ホロー荘の殺人

＃4 記者の正義 名探偵ポワロ　第六弾

＃5 老人の過去 #54 青列車の秘密

＃6 刑事の誤算 #55 ひらいたトランプ

＃7 同僚の裏切り #56 葬儀を終えて

＃8 犯人の鎮魂歌 #57 満潮に乗って

へヴィ・メタル・クロニクル〔2020/12/31で終了〕 #58 マギンティ夫人は死んだ

＃1 ゴーレムの覚醒 #59 鳩のなかの猫

＃2 スペース・トレジャー #60 第三の女

＃3 コンドルの誓い #61 死との約束

＃4 預言者の惑星 #62 複数の時計

＃5 酸素がない #63 三幕の殺人

＃6 核シェルターのふたり #64 ハロウィーン・パーティ

＃7 キングの王冠 #65 オリエント急行の殺人

＃8 ドラゴンを倒せ 名探偵ポワロ　第七弾

＃9 20世紀から来た男 #66 象は忘れない

＃10 王家の呪い #67 ビッグ・フォー

＃11 神の手 #68 死者のあやまち

＃12 ドリーム・フィクサー #69 ヘラクレスの難業

ホーンブロワー　海の勇者 #70 カーテン～ポワロ最後の事件～

＃1 決闘



＃2 ジブラルタルの奇襲

＃3 公爵夫人と悪魔

＃4 戦場の恋

＃5 反乱

＃6 軍法会議

＃7 二つの祖国

＃8 ナポレオンの弟


