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PRESS RELEASE 
各位 

2020年 5月 29日 

株式会社アイケイ 

 

観た人の 97%が感動の涙（※1）  

竹中直人さん、松岡禎丞さんら豪華俳優・声優陣が朗読 
DVD『涙がこぼれる 20の物語』 6月 4日発売 

 

株式会社アイケイ（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：長野庄吾）の 100%子会社で、テレビ通販事業を行う株式

会社プライムダイレクトは、感動の 20 ストーリーを俳優の竹中直人さん、声優の松岡禎丞さんら 5 人の豪華読み手が朗読する

DVD5枚組ボックス『涙がこぼれる 20の物語』（※2）を 2020年 6月 4日（木）より販売開始します。 

※1 2020 年 2月 26日試写会参加者 37 名へのアンケート結果で 36名が泣けたと回答（上映『おばあちゃん、ごめんね』）メーカー調べ 

※2 オンライン公式サイトはボックスのほか単品でも販売 

■ストレス多き毎日に 感動の涙で心のリフレッシュ 

心に残る物語の数々は、映画やドラマ、アニメなど誰もが知る有名作品の脚本を手掛けた人気クリエイターにより書き下ろされ

た 15話と、大ヒット書籍から本作用にリライトした 5話とからなる計 20話。親と子、夫

婦、愛犬など家族やクラブのチームメイト、職場の上司と部下など、日常の人間関係を

舞台に愛と感動に溢れたストーリーが展開されます。 

 

読み手として、日本を代表する名俳優である竹中直人さんをはじめ、アニメ『鬼滅の

刃』など出演中の人気声優・早見沙織さんや松岡禎丞さん、様々な名作への出演で

知られるベテラン声優の沢田敏子さん、清川元夢さんの 5 名が出演。まるで各場面が

目に浮かぶような、情感ある素晴らしい演技を披露しています。 
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収録されたストーリーは、『99の涙』シリーズ、『コミックエッセイ 犬が教えてくれたこと』など合計280万部を記録した書籍からリライ

トされた物語が 5話と、オリジナルストーリーが 15話の計 20話。 

脚本は、『大奥』『信長協奏曲』の高橋 ナツコ、『トイレの花子さん』平見 瞠、『アナザースカイ」『おしゃれイズム』近藤 祐次など、

有名な映画、TV番組を手掛ける脚本家が担当しました。 

 

 「泣く」ことはストレス解消になると知られていますが、大人になると

泣く機会はあまりありません。 

発売に先駆け 2 月に行われた試写会では、97％の観客がアン

ケートに「泣けた」と回答。「普段、思うところがあっても泣く場所がな

いので、こういうときに出てしまうのかなと思いました」「些細なことで

腹を立てている自分がとても恥ずかしくなって、みんなに優しくしたい

なって気持ちになりました」など、心の澱みを洗い流した声が寄せら

れました。 

『涙がこぼれる 20の物語』商品概要 

商品名：涙がこぼれる 20の物語 

商品形態：DVD5枚入りボックスセット 

JAN コード：4580088863576 

品番：DN01 

価格：12,500円（税込） 

販売チャネル：2020年 6月 4日（木）販売開始 

・通販・テレビショッピング『プライムダイレクト』 

・プライムダイレクト公式サイト https://www.primedirect.jp/roudoku_dvd/ 

 

出演： 

竹中 直人 

劇団青年座に入団後、83年「ザ・テレビ演芸」でデビュー。俳優、映画監督、ミュージシャンなど幅広く活

躍。91年には、主演も務めた初監督作『無能の人』がヴェネチア国際映画祭で国際批評家連盟賞、第

34回ブルーリボン賞主演男優賞を受賞したほか、監督作・出演作で受賞多数。監督作品は《119》《東

京日和》《サヨナラ COLOR》など 7本に及ぶ。また『シコふんじゃった。』(92)、『EAST MEETS WEST』

(95)、『Shall we ダンス?』(96)では日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞。俳優・監督としての

才能が国内外で認められる。以降も NHK大河ドラマ「秀吉」(96)では主演の秀吉を演じ、大河ドラマ

「軍師官兵衛」(14)では再び秀吉を演じた。また 2021年に劇場版映画『ゾッキ』では自身 8作目となる   

監督作品が公開予定。 

 

清川 元夢 

俳優、声優、ナレーター。俳協所属。ナレーション経歴：TBS「美を求めて」、NTV「マンスリーTV 神の通

信簿」、NHK-BS「西洋アンティーク鑑定会」 出演作：アニメ/機動戦士ガンダム（テム・レイ）、ふしぎ

の海のナディア（ガーゴイル）、新世紀エヴァンゲリオン（冬月コウゾウ）他 
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沢田 敏子 

声優、ナレーター。俳協所属。出演作：吹替/アンジェリカ・ヒューストン、シャーリー・マクレーン、フェイ・ダナ

ウェイ他 アニメ/アルプスの少女ハイジ（ナレーション）、眠れる森の美女（マレフィセント）、名探偵コナ

ン、プリンセスプリキュア 他 

 

 

 

 

松岡 禎丞 

声優。アイムエンタープライズ所属。出演作：アニメ/鬼滅の刃（嘴平伊之助）、食戟のソーマ（幸平創

真）、ソードアート・オンライン（キリト/桐ケ谷和人）他 

 

 

 

 

 

早見 沙織 

声優、歌手。アイムエンタープライズ所属。出演作：吹替/パシフィック・リム:アップライジング（アマーラ・ナ

マニ）、アニメ/鬼滅の刃（胡蝶しのぶ）、聲の形（西宮硝子）、BORUTO-ボルト-（うずまきヒマワリ）

他 

 

 

 

脚本：高橋 ナツコ、平見 瞠、近藤 祐次、渡邉 大輔、森田と純平、東京コウ塀、山田 花名、梶 マナミ 

 

DVD内容：※DVD単品の販売はプライムダイレクト公式サイトのみ行っております 

vol.1 記憶 

収録時間：48分 44秒 

JAN コード：4580088863583 

品番：DN11 

価格：3,000円（税込） 

タイトル 収録時間 あらすじ ナレーター 

マルの魔法 12:36 マルチーズのマルに頬をなめられると不思議と心の寂しさが消える、大学入学が

決まり実家を出て 4年、久々に実家に帰るとマルはやせ細っていた・・・。 

松岡禎丞 

震災から遠く 18:33 忘れられない震災の記憶、愛する娘が残した孫を、親として育てる事に決めた夫

婦。やがて成長し、成人式でスピーチを読み上げる事になった孫。 

沢田敏子 

父の想い 17:35 役者を目指し、ケンカ別れのように実家を出て舞台を重ねていく私。次に見た父

の姿は思いもかけないものだった。 

沢田敏子 
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vol.2 最愛 

収録時間：54分 05秒 

JAN コード：4580088863590 

品番：DN12 

価格：3,000円（税込） 

タイトル 収録時間 あらすじ ナレーター 

一日一年 16:41 入院する夫と振り返る、一緒に歩いてきた思い出。夫が亡くなったあと、病室に

あった夫のカバンに詰められていたのは・・・？亡くなってから気付く幸せだった

日々。 

沢田敏子 

深く長い絆 12:21 普段から妻に嫌な言い方をしてしまう自分、ある日病院のベッドで目覚め、ケガ

をした自分に妻が輸血を申し出てくれた話をきく。 

清川元夢 

戦争と弟 15:40 疎開先から東京まで歩こうという姉弟、元気に振る舞う弟が倒れて無理をして

いたんだと気づく。戦争の恐ろしさの中で描く、姉弟の絆の物語。 

早見沙織 

おじいさんの犬 9:23 おじいさんが亡くなってから元気のないボブ、縁側にいるときだけは幸せそう。家の

改築の際に、その縁側だけは残してくれた家族。幸せなボブの生涯の物語。 

清川元夢 

vol.3 家族 

収録時間：57分 36秒 

JAN コード：4580088863606 

品番：DN13 

価格：3,000円（税込） 

タイトル 収録時間 あらすじ ナレーター 

母さんからのビデ

オレター 

12:43 僕の結婚式でサプライズで流された映像には、幼い頃に亡くなった母からのメッ

セージが・・・。 

松岡禎丞 

お母さんのお味

噌汁 

17:41 認知症が進む母は、日々、できる事がどんどん少なくなっていく中で、思い出の

味がつなぐ親子の絆。 

早見沙織 

現場の父ちゃん 13:51 恥ずかしく思っていた現場仕事の父ちゃんがケンジは嫌いだった。嵐のある日、

父ちゃんは町を救うヒーローに。 

松岡禎丞 

おばあちゃん、ご

めんね 

13:21 おばあちゃんの弁当が恥ずかしくて捨てていた私、ある日それがおばあちゃんに

知られてしまう。 

早見沙織 

vol.4 共に生きる 

収録時間：77分 36秒 

JAN コード：4580088863613 

品番：DN14 

価格：3,000円（税込） 
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タイトル 収録時間 あらすじ ナレーター 

永遠の交換日

記 

18:23 結婚して40年、二人の交換日記は、いつの間にか止まってしまっていた。妻

を亡くした後で見つけた交換日記には、生前の妻からの最後のメッセージ

が・・・。 

沢田敏子 

清川元夢 

茜色の空 18:25 野球部で一緒だった左足が不自由な松山くんは、監督から叱られてばかり。

ある日の練習試合で、監督の厳しさは、松山くんを思っての事だと知ったチー

ムメイトは、必死に応援して・・・。 

松岡禎丞 

余命一カ月のヒ

ーロー 

16:15 10歳になる長男が余命1年だと知らされる。家族で行ったテーマパークは大

切な思い出に。いつも家族を気遣い弱音を言わない長男は本当に勇者だっ

た。 

沢田敏子 

太陽 24:33 わが子が生まれながら盲目だと知る。障害を持ちながらひたむきに生きるあや

めと母親のストーリー。 

沢田敏子 

Special 

収録時間：77分 11秒 

JAN コード：4580088863620 

品番：DN15 

価格：3,000円（税込） 

タイトル 収録時間 あらすじ ナレーター 

聡太の甲子園 14:04 甲子園を期待された息子の聡太。ある日、息子をキャッチボールに誘うと、

レギュラーに選ばれなかったと明かされる。知らずに息子にプレッシャーを与え

てしまっていたと気付くが息子は・・・。 

竹中直人 

大将の息子 20:21 一人で守ってきた寿司店。ある日、腕を脱臼して寿司を握れなくなった事

で、弟子に寿司を握らせる事にした。日頃、お客さんと雑談ばかりしている弟

子が実は・・・。 

竹中直人 

嫌われ者の引退 18:59 40年勤めあげた松村部長は、部下に厳しい上司だった。老兵は孤独に去

っていくのみ・・・そう思っていた最終日の出来事。 

竹中直人 

一緒にいよう 16:41 家族のために仕事ばかりしてきた私が、ある日聞かされた妻の余命。激しい

後悔が訪れ、できるだけ妻と一緒にいる事を決め、最後に向かったのは、夫

婦の思い出の場所だった。 

竹中直人 

妻が通った散歩

道 

7:06 妻が亡くなって、残されたのは老犬のジョン。珍しく散歩に連れていくと、ジョン

はいつもの散歩コースを歩く。行きついた先は・・・？  

竹中直人 
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【会社概要】 

株式会社アイケイは、「美しく生きる・健康に生きる・楽しく生きる」の 3軸をテーマに、長年にわたって蓄積されたビッグデータか 

ら、化粧品・生活雑貨・食品等の商品開発を行い、企画・製造・販売・物流までを一貫して行う、マーケティングメーカーです。 

 

社名  株式会社アイケイ 

本社      〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-26-8 KDX名古屋駅前ビル５階 

 東京支社 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目 7番 3号 京橋三菱ビル７階 

代表        代表取締役社長 COO 長野庄吾 

設立  1982年 5月 1日 

資本金 4億 174万円 

売上高 176億 14百万円（2019年 5月期連結） 

従業員 291名（2019年 5月期連結） 

ホームページ https://www.ai-kei.co.jp/ 

 

株式会社プライムダイレクトは、TV・Web を主軸とした通販ダイレクトマーケティング会社です。  

「あなたがのぞむ、いっぽさき」を常に目指していきます。  

 

社名   株式会社プライムダイレクト  

本社   〒453-0809 愛知県名古屋市中村区上米野町四丁目 20 番地  

代表   代表取締役 長野庄吾  

設立   2014 年７月  

資本金  70 百万円  

従業員  25 名（アルバイト含む）  

ホームページ  https://www.primedirect.jp 

 

 

 

 

 

プレスリリースに関するお問い合わせ先 

株式会社プライムダイレクト  担当：神谷 

電話：052-856-3101   携帯：080-6980-4498   E-mail：t-kamiya@primedirect.jp 

https://www.ai-kei.co.jp/

