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アイスブレイカー 超巨大氷山崩落 放送日 

4・28 THE ICEBREAKER 

監督：ニコライ・ホメリキ 

出演：ピョートル・フョードロフ／セルゲイ・プスケパリス／アレクセイ・バラバシュ 

2016年 ロシア語 字幕 132分 

ロシア 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

極寒の南極で身動きが取れなくなった砕氷船。乗組員の命は１人の勇気ある決断

に委ねられた！生々しい緊迫感と迫力の映像で描くディザスター・パニック。 

１９８５年３月、南極。砕氷船ミハイル・グロモフ号が巨大な氷山を避けられず、船

体を損傷。７０人の乗組員は極寒の地で身動きが取れなくなってしまう。１３３日

間、救出がないまま、尽きてゆく食料と燃料。吹き荒れるブリザードと静寂の中、彼

らは脱出する方法を探すが・・・。 

 

アイヒマンを追え！ ナチスがもっとも畏れた男 放送日 

9・18 DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER 

監督：ラース・クラウメ 

出演：ブルクハルト・クラウスナー／ロナルト・ツェアフェルト／ミヒャエル・シェンク 

2015年 ドイツ語 字幕 113分 

ドイツ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ナチスの 重要戦犯アドルフ・アイヒマンの捕獲作戦。その影の功労者であるフリ

ッツ・バウアーの孤高の闘いを描いた実録ドラマ。 

１９５０年代後半のドイツ、フランクフルト。ナチス戦犯の告発に執念を燃やす検事

長フリッツ・バウアーの元に、逃亡中のナチス親衛隊中佐アドルフ・アイヒマン潜伏

に関する極秘情報が届いた。バウアーは国家反逆罪に問われかねない危険も顧

みず、その情報をモサド（イスラエル諜報特務庁）に提供する。 

 

アウトロー（1976年） 放送日 

2・12・21 THE OUTLAW JOSEY WALES 

監督・出演：クリント・イーストウッド  

出演：ジョン・ヴァーノン／ソンドラ・ロック／ビル・マッキーニー  

1976年 英語 字幕 143分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ウエスタン ワイド HD 

クリント・イーストウッド監督・主演の西部劇。南北戦争末期を舞台に、北軍に妻子

を殺された男がアウトローとなり、復讐の旅に出る姿を描く。 

南北戦争末期の１８６０年代半ば。農夫のジョージーは、テリル大尉率いる北軍秘

密軍事組織に妻と息子を殺された。復讐の一念から反逆者の一団に加わるが、テ

リルの策略で仲間の多くが死亡。難を逃れたジョージーはやがてチェロッキー族と

出会い、テキサスを目指して共に旅することになる。 

 

アリスvsモンスター・スクワッド 放送日 

3・21 SINISTER SQUAD 

監督：ジェレミー・Ｍ・インマン  

出演：ジョニー・レイ・ディアズ／クリスティーナ・リシャルディ／リンジー・ソーヤー  

2016年 英語 字幕 97分 

アメリカ ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

おとぎ話のヒロインの下、悪役たちが大集合！アリス率いる悪党軍団が、魔物たち

と時空を超えた戦いを繰り広げる驚愕のアクション・ファンタジー。 

人間の知らないところで、光と闇の戦いは始まっていた。“魔法の鏡”が壊れたせ

いで、ワンダーランドの魔物たちが現代のＬＡに飛び出してきたのだ。冥界からや

って来た“死神”は現世の支配を狙って暗躍。アリスはおとぎ話の悪党たちを集め

たチームを結成し、死神軍団を倒そうとする。 

 

ありふれた悪事 放送日 

8・14・23 ORDINARY PERSON 

監督：キム・ボンハン  

出演：ソン・ヒョンジュ／チャン・ヒョク／キム・サンホ  

2016年 韓国語 字幕 129分 

韓国 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

モスクワ映画祭で主演男優賞と 優秀アジア映画賞の２冠達成。韓国独裁時代、

平凡な刑事に命じられた“捏造捜査”を描く衝撃サスペンス。 

民主化直前の韓国。正義感の強い刑事ソンジンは、ある日、国家安全企画部のギ

ュナム室長に呼び出される。ギュナムは、別件逮捕した男が国民を震撼させてい

る連続殺人犯だと告げ、ソンジンに裏付け捜査への協力を命令。しかし、それは国

民の目を欺くために仕掛けられた完全な捏造だった・・・。 

 

ある戦争 放送日 

1・23 KRIGEN 

監督：トビアス・リンホルム  

出演：ピルー・アスベック／ツヴァ・ノヴォトニー／ソーレン・マリン  

2015年 デンマーク語 字幕 123分 

デンマーク 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされたデンマーク製人間ドラマ。過酷な戦

場と、戦地での罪を裁く法廷を舞台に正義と命の重さを問う。 

祖国に妻子を残し、アフガニスタンで平和維持のために駐留するデンマーク軍の

部隊長クラウス。ある日、タリバンの襲撃に遭い、彼は部下を守るために敵がいる

と思われる地区への空爆命令を下す。だがその結果、子供を含む民間人１１名が

犠牲となり、クラウスは帰国後、軍法会議にかけられる。 

 

アンツ・パニック 巨大蟻襲来 放送日 

5・28 IT CAME FROM THE DESERT 

監督：マルコ・マーキラークソ  

出演：ハリー・リスター・スミス／アレックス・ミルズ／ヴァネッサ・グラッセ 

2017年 英語 字幕 98分 

スペイン＝フィンランド 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

トラウマ級の超巨大蟻が襲来！人々に襲い掛かる巨大な蟻の恐怖の中、モータ

ーサイクルが駆け巡るモンスター・パニック・アクション。 

モーターサイクルライダーの兄ルーカスとメカニックの弟ブライアンは、ある日、砂

漠の真ん中で政府が極秘実験を行っていた研究室を発見。好奇心から探検して

みるも、すぐに巨大蟻に襲われる。命からがら逃げきった２人は、謎の男が残した

メッセージから、巨大蟻がアルコールで繁殖することを知る。 

 

偽りなき者 放送日 

6・16 JAGTEN 

監督：トマス・ヴィンターベア  

出演：マッツ・ミケルセン／トマス・ボー・ラーセン／アニカ・ヴィタコプ  

2012年 デンマーク語 字幕 123分 

デンマーク 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

マッツ・ミケルセンが２０１２年カンヌ映画祭で主演男優賞を受賞。無実の罪を着せ

られた男の孤独な戦いを描くヒューマン・ドラマ。 

離婚と失業の試練を乗り越え、幼稚園の教職に就いたルーカス。そんな彼がある

日、親友テオの娘クララの作り話が元で変質者の烙印を押されてしまう。幼いクラ

ラの証言を誰もが信じて疑わない。無実を証明できる手立てがないルーカスは仕

事も親友も信用も失い、小さな町ですっかり孤立してしまう。 

 

 

ヴィンセントが教えてくれたこと 放送日 

12・28 ST. VINCENT 

監督：セオドア・メルフィ  

出演：ビル・マーレイ／メリッサ・マッカーシー／ナオミ・ワッツ  

2014年 英語 字幕 110分 

アメリカ 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

ビル・マーレイ主演のハートウォーミング・コメディ。偏屈な不良オヤジとイジメられ

っ子の少年が、奇妙な絆で結ばれてゆく様を描く。 

アルコールとギャンブルを愛する偏屈な不良オヤジのヴィンセント。そんな彼が、

隣家に引っ越してきた少年オリバーの面倒をみることになった。子供相手に毒舌を

吐き、バーや競馬場を連れ歩いてはロクでもないことばかり教え込むヴィンセント。

初は、互いに 悪の相手と思っていた２人だったが・・・。 

 

ヴェンジェンス 放送日 

5・8・15 VENGEANCE: A LOVE STORY 

監督：ジョニー・マーティン 

出演：ニコラス・ケイジ／アンナ・ハッチソン／ドン・ジョンソン  

2017年 英語 字幕 106分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ニコラス・ケイジが、法で裁けぬ悪を成敗する刑事に扮したアクション。心通わせる

相手をチンピラ連中に凌辱された刑事の激しい怒りと復讐劇を描く。 

湾岸戦争で活躍した元軍人の刑事ジョンは、相棒がこの世を去り悲嘆に暮れる

日々を送っていた。ある日、バーでシングルマザーのティーナと知り合い、気丈な

彼女と接する中で生きる気力を取り戻す。だが、彼女が娘の目前で凌辱される事

件が発生。怒りを爆発させたジョンは、犯人たちへの復讐を決意する。 

 

美しい絵の崩壊 放送日 

4・18 TWO MOTHERS 

監督：アンヌ・フォンテーヌ  

出演：ナオミ・ワッツ／ロビン・ライト／ゼイヴィア・サミュエル  

2013年 英語 字幕 119分 

オーストラリア＝フランス 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ナオミ・ワッツとロビン・ライトが禁断の恋に挑戦。親友同士の女性がお互いの息

子と恋に落ち、崩壊へ向かう二組の家族を描く官能ドラマ。 

オーストラリアの東海岸で、双子のように育った親友同士のロズとリル。互いの十

代の息子たちも強い友情を築いていた。ある夏の日、リルの息子からまっすぐな愛

を告白されたロズは、戸惑いながらも真剣に愛し合うようになる。一方、この関係を

知ったロズの息子もリルに近づき、一線を超えてしまう。 

 

熟れたアモーレ 放送日 

11・25 GETAWAY OF LOVE 

監督：トニーノ・ザンガルディ  

出演：クラウディア・ジェリーニ／マルコ・ボッチ／マルク・デュレ  

2015年 イタリア語 字幕 97分 

イタリア ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

熟れた本能を開放していく人妻と、傷心の若き刑事。セックスの快感に溺れ、至極

の愛に堕ちていく男女を描いたイタリア製官能ドラマ。 

イタリアの海沿いの街で、エリートで優しい夫と暮らす結婚１０年目の人妻ジュリア

ナ。何不自由ない生活を送りながら、いつも仕事優先の夫に寂しさを感じていた。

ある日、勤務先で強盗事件の人質に取られたジュリアナは刑事のレオナルドに助

けられ、これをきっかけに２人は急速に距離を縮めてゆく。 

 

エアポート２０１７ 放送日 

10・16・24 THE FAST AND THE FIERCE 

監督：ロン・ソーントン  

出演：ムース・アリ・カーン／ミミ・ダヴィラ／ザック・ステフィー  

2017年 英語 字幕 94分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

高度５００フィート以下で爆発する！テロ予告を受け、残り少ない燃料で飛行を余

儀なくされた旅客機の運命を描くスカイ・パニック。 

新婚の夫と喧嘩して一人旅に出たドナは、飛行機でＬＡに戻る途中だった。だが着

陸間際、客室乗務員が不審なテープを発見。そこには「高度が５００フィートを下回

ると、自動的に爆発する」というテロ予告が吹き込まれていた。同じ頃、ドナの夫は

開発したプログラムを巡り、何者かから脅迫されていた。 

 

映画監督：スタンリー・キューブリック 放送日 

5・19 THE DIRECTORS - STANLEY KUBRICK 

監督：リンディ・サヴィル  

出演：イアン・ネイサン／ニール・ノーマン／スティーヴン・アームストロング  

2018年 英語 字幕 54分 

イギリス ステレオ カラー 

ドキュメンタリー ワイド HD 

映画史上 も影響力のある監督の１人、スタンリー・キューブリック。彼の生涯、技

法、そして哲学に迫った 新ドキュメンタリー。 

『２００１年宇宙の旅』、『時計じかけのオレンジ』など、数々の革新的な名作を世に

生み出した巨匠、スタンリー・キューブリック。彼の生い立ちから映画監督としての

歩みを関係者のインタビューを交えて辿り、多くのクリエイターに影響を与えた先

進性や独創性をあらためて紐解く。 

 

８０デイズ 放送日 

6・15・24 AROUND THE WORLD IN 80 DAYS(2004) 

監督：フランク・コラチ  

出演：ジャッキー・チェン／スティーヴ・クーガン／セシル・ドゥ・フランス  

2004年 英語 字幕 127分 

アメリカ ステレオ カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

ジュール・ヴェルヌ原作の『８０日間世界一周』をジャッキー・チェン製作総指揮・主

演でリメイク。１９世紀末、８０日間で世界を一周する旅を描くアドベンチャー。 

１９世紀末のロンドン。発明家のフォッグ氏は、長官のケルヴィン卿を相手に、８０

日間で世界を一周できるかどうかの賭けをする。いまだ飛行機すら発明されてい

ないこの時代、壮大な旅に出発することになったフォッグ氏に、ひょんなことから彼

の使用人となった元泥棒のパスパルトゥーが同行する。 

【日本語吹替版】声の出演：石丸博也／原田泰造／中山エミリ 放送日 

11 127分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

エグジット・スピード 放送日 

13・19・26 EXIT SPEED 

監督：スコット・ジール 

出演：リー・トンプソン／フレッド・ウォード／デズモンド・ハリントン  

2008年 英語 字幕 99分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のリー・トンプソンが主演するサスペンス・アクショ

ン。長距離バスを襲う暴走軍団と乗客の攻防を描く。 

走行中のエル・パソ行き長距離バスが凶悪な暴走族に攻撃される。振り切ろうとし

たバスが誤ってバイカーの１人を轢いてしまったことから彼らはさらに凶暴化、追

われるバスはカー・チェイスの末にスクラップ工場に激突した。工場に篭城した乗

客は武器を手に反撃に出る。 

エクスペンダブル・レディズ 放送日 

4・8・14・17 MERCENARIES(2014) 

監督：クリストファー・レイ  

出演：クリスタナ・ローケン／ブリジット・ニールセン／ゾーイ・ベル  

2014年 英語 字幕 96分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

強無敵の女たちが集結！かつて映画界を沸かせたアクション女優が多数共演

し、テロ組織に拉致された米国大統領の娘の奪還に挑むアクション。 

カザフスタンを訪問中の米国大統領の娘が、テロ組織に拉致された。与えられた

猶予は４８時間。危険な救出任務は、重犯罪で服役していた屈強の女囚たちに託

された。成功報酬は大統領の恩赦による無罪放免。装備を手に入れたチームは、

テロリストの牙城である旧ソ連の刑務所跡を目指すが・・・。 

 

Ｘ-ＭＥＮ：ファースト・ジェネレーション  放送日 

27・30 X-MEN: FIRST CLASS 

監督：マシュー・ヴォーン  

出演：ジェームズ・マカヴォイ／マイケル・ファスベンダー／ケヴィン・ベーコン  

2011年 英語ほか 字幕 139分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

“Ｘ－ＭＥＮ”シリーズ第４作にして始まりの物語。若き日のプロフェッサーＸと宿敵

マグニートーの友情と決別を描くＳＦアクション。 

１９６０年代。裕福な家庭に育った名門大学生チャールズは強力なテレパシーを持

つミュータント。ある日、彼は、強力な磁力であらゆる金属を自在に操る能力の持

ち主エリックと出会う。友情を深めた２人は、やがて世界各地のミュータントを結

集。自分たちの特殊能力を平和のために使おうとするが・・・。 

 

Ｘ-ＭＥＮ：フューチャー＆パスト  放送日 

27・30 X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST 

監督：ブライアン・シンガー  

出演：ヒュー・ジャックマン／ジェームズ・マカヴォイ／マイケル・ファスベンダー  

2014年 英語ほか 字幕 139分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

過去と未来、２つの時代を舞台にシリーズの人気キャラクターが世界の危機に立

ち向かうＳＦアクション。出演はヒュー・ジャックマン、ジェームズ・マカヴォイほか。 

２０２３年。史上 強のバイオメカニカル・ロボット“センチネル”によって、地球は壊

滅へと向かっていた。この危機にプロフェッサーＸは宿敵マグニートーと手を組み、

危機を根源から絶つため時を越えた１９７３年にウルヴァリンの“魂”を送り込みセ

ンチネル誕生を阻止させようとするが・・・。 

 

Ｘ-ＭＥＮ：アポカリプス 放送日 

27・28・30 X-MEN: APOCALYPSE 

監督：ブライアン・シンガー  

出演：ジェームズ・マカヴォイ／マイケル・ファスベンダー／ジェニファー・ローレンス  

2016年 英語 字幕 151分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

特異能力を持つヒーローたちの戦いを描くアクション・シリーズ６作目。若きＸ-ＭＥ

Ｎが 古のミュータント、アポカリプスに挑む。 

紀元前３６００年のエジプト。その力で神として世界を支配していたミュータントのア

ポカリプスが裏切りに遭い、ピラミッドの中に封印された。１９８３年、アポカリプス

は長い眠りから復活。堕落した人類に新たな秩序をもたらすため、マグニートーら

“黙示録の四騎士”を従えて世界の破壊に乗り出す。 

 

エリート・スクワッド ～ブラジル特殊部隊ＢＯＰＥ～ 放送日 

9・18 TROPA DE ELITE 2 - O INIMIGO AGORA E OUTRO 

監督：ジョゼ・パジーリャ 

出演：ヴァグネル・モーラ／セウ・ジョルジ／アンドレ・ハミロ  

2010年 ポルトガル語 字幕 122分 

ブラジル ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

本国ブラジルで大ヒットを記録した『エリート・スクワッド』の続編。エリート特殊部隊

ＢＯＰＥとギャングの抗争を描くミリタリー・アクション。 

南米一の犯罪都市リオデジャネイロでは、毎日、スラムにはびこるギャングと軍警

察の攻防が繰り広げられていた。刑務所暴動事件の失態で保安局へ左遷された

ナシメント大佐は、警察署から盗まれた銃の行方を追う。そんな中、銃はタンキ地

区のギャングの元にあるというタレコミが入り・・・。 

 

狼たちの午後 放送日 

5・17 DOG DAY AFTERNOON 

監督：シドニー・ルメット  

出演：アル・パチーノ／ジョン・カザール／チャールズ・ダーニング  

1975年 英語 字幕 132分 

アメリカ モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

アル・パチーノ主演、１９７５年米アカデミー賞脚本賞。焼けつくような夏の昼下り、

ブルックリンの銀行を襲った強盗と警察の対決を描く。 

１９７２年、うだるような暑さのＮＹ。ブルックリンの銀行に３人組の強盗が押し入っ

た。だが仲間の１人が怖気づいて逃げ出し、肝心の大金は既に本社に送られた

後。警官やマスコミに包囲されたソニーとサルは銀行員９人を人質に立て籠るが、

いつしか２人は群衆から英雄視され始め・・・。 

 

オール・ユー・ニード・イズ・キル  放送日 

5・29 EDGE OF TOMORROW 

監督：ダグ・ライマン  

出演：トム・クルーズ／エミリー・ブラント／ビル・パクストン  

2014年 英語 字幕 121分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

日本のライトノベルをトム・クルーズ主演で映画化したＳＦアクション。タイムループ

に巻き込まれながら、謎の侵略者と戦う兵士の壮絶な運命を描く。 

謎の侵略者の攻撃を受け、人類が滅亡寸前に追い込まれた近未来。戦闘スキル

ゼロで 前線に送り込まれたケイジ少佐は５分で戦死するが、気が付くと時は出

撃前に戻っていた。そのときから、出撃しては戦死する同じ日を無限に繰り返すケ

イジ。やがて彼は 強の女性兵士リタと出会い・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：森川智之／東條加那子／大塚芳忠 放送日 

14 121分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

おじいちゃんはデブゴン 放送日 

1・24 THE BODYGUARD(2016) 

監督・出演：サモ・ハン  

出演：ジャクリーン・チャン／アンディ・ラウ／ユン・ピョウ  

2016年 中国語 字幕 106分 

香港＝中国 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

「燃えよデブゴン」シリーズのサモ・ハンが監督・主演・アクション監督を務めたカン

フー・アクション。認知症気味の退役軍人が必殺拳で悪と戦う！ 

かつて人民解放軍で要人警護にあたっていた拳法の達人ディン。引退した今はロ

シア国境に近い故郷の村で、記憶力の衰えに悩みながらも穏やかに暮らしてい

た。彼は隣家の少女チュンファにだけ心を許していたが、彼女が中国とロシアのマ

フィアの抗争に巻き込まれ、さらわれてしまう。 
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か 
快楽の渦 放送日 

18・25 SWUNG 

監督：コリン・ケネディ  

出演：エレナ・アナヤ／エリザベス・マクガヴァン／ショーナ・マクドナルド  

2015年 英語 字幕 95分 

イギリス ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

刺激を求めてアブノーマルな快楽の世界にハマっていく女性。現代的セックスライ

フの裏側をリアルに描いたエロティック・ドラマ。 

アリスとデイヴィッドは同棲中の仲の良いカップル。だが、ストレスからデイヴィッド

がＥＤ（勃起不全）になってしまう。あらゆる手段を使って解決しようとするが上手く

いかず、ケンカが増える２人。ある日、アリスは好奇心からスワッピングサイトに登

録、デイヴィッドと共に相手カップルに会いに行く。 

 

哀しみのベラドンナ［４Ｋレストア版］ 放送日 

4・15・24 BELLADONNA OF SADNESS[RESTORED] 

監督：山本暎一 

声の出演：長山藍子／中山千夏／仲代達矢 

1973年 日本語 ― 94分 

日本 モノラル カラー 

アニメーション スタンダード HD 

【４Ｋレストア版をマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】虫プロ制作の大人向けア

ニメ映画、通称“アニメラマ”第３作。１人の女性の哀しき物語を映像美と共に描く。 

中世フランスのとある村。若い２人の男女、ジャンとジャンヌが結婚式を挙げる。しか

し、貧しい農夫のジャンは領主に貢ぎ物を捧げられず、その代償としてジャンヌは領

主たちに陵辱されてしまう。身も心も傷ついたジャンヌの前に、やがて悪魔が現れ

た。ジャンヌは、貧しい夫を助けたいと悪魔に懇願する。 

 

カリフォルニア・ディストラクション 放送日 

15・19 SAN ANDREAS QUAKE 

監督：ジョン・バウムガートナー  

出演：ジェイ・キャッスルズ／グレイス・ヴァン・ディーン／ジェイソン・ウッズ 

2015年 英語 字幕 91分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

加速する大地殻変動！美しい西海岸は太平洋に沈んでしまうのか？カリフォルニ

ア州を襲う超巨大地震の猛威を描いたディザスター・パニック。 

カリフォルニア州にМ１０超の巨大地震が発生するという予知データを得た地震学

者のモリー。サン・アンドレアス断層の大変動により地盤が崩壊、陸地の一部は海

に沈み、避難命令が出されたＬＡはパニック状態に。そんな中、モリーとヘリパイロ

ットの夫は娘を救うため、地獄と化した市街地に向かう。 

 

監獄の首領 放送日 

2・5・13・22 THE PRISON 

監督：ナ・ヒョン 

出演：ハン・ソッキュ／キム・レウォン／チョン・ウンイン  

2017年 韓国語 字幕 133分 

韓国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

そこは、アリバイが１００％保証された“完全犯罪区域”。ハン・ソッキュ×キム・レウォ

ン共演。刑務所を操り、完全犯罪を繰り返す囚人たちを描いたクライム・アクション。 

ソウルのとある刑務所。そこでは囚人チョン・イクホが首領として君臨し、今や看守や

所長でさえも刃向かうことができなくなっていた。夜な夜な塀の外に飛び出し、証拠も

痕跡も残らない完全犯罪を繰り返すイクホの一味たち。そんなある日、検挙率１０

０％を誇った元刑事ユゴンが収監されてくる。 

 

キル・オール！！ 殺し屋頂上決戦 放送日 

7・18 KILL 'EM ALL 

監督：レイムンド・ヒューバー 

出演：ジョニー・メスナー／ゴードン・リュウ／アマラー・シリポン  

2012年 英語 字幕 94分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

生き残るには、殺すしかない！脱出不可能な監房に閉じ込められた殺し屋たち

が、ルール無用のデスマッチを繰り広げるバイオレンス・アクション。 

タイ、バンコク。世界中の闇社会で名を馳せる殺し屋たちが、ある密室に監禁され

る。そこは、 後の１人になるまで殺し合う“殺戮ゲーム”の会場だった。ゲームの

目的は何なのか？殺し屋たちは格闘、剣闘、爆破といった殺しの技能を駆使。ライ

バルを倒しながら脱出の機会を探るが・・・。 

 

クーリンチェ少年殺人事件 
［４Ｋレストア・デジタルリマスター版］ 放送日 

2・26 
A BRIGHTER SUMMER DAY[RESTORED] 

監督：エドワード・ヤン  

出演：チャン・チェン／リサ・ヤン／ワン・チーザン  

1991年 中国語 字幕 244分 

台湾 モノラル カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

【４Ｋレストア版をマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】エドワード・ヤン監督が手

掛けた青春映画の傑作。実際の事件をモチーフに６０年代の台湾の姿を描く。 

１９６０年代初頭の台北。建国中学の夜間部に通うシャオスーは、いつも不良グルー

プ“小公園”とつるんでいた。ある日、彼は保健室でシャオミンという怪我をした少女と

出会う。淡い恋心を抱くシャオスーだったが、小公園のリーダーでもある彼女の恋人

が街に戻ってきて・・・。 

 

ゲッタウェイ（1972年） 放送日 

5・13 THE GETAWAY(1972) 

監督：サム・ペキンパー  

出演：スティーヴ・マックィーン／アリ・マッグロー／ベン・ジョンソン  

1972年 英語 字幕 130分 

アメリカ モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

『ワイルドバンチ』のＳ・ペキンパー監督と『大脱走』のＳ・マックィーンのコンビで、

組織に追われる男と女の必死の逃亡を描くアクション。共演はＡ・マッグロー。 

銀行強盗の罪で服役していたドク・マッコイが出所した。彼は地方政界の実力者ベ

ニオンを相手どり、釈放と引き換えに町銀行を襲い、奪った金を保釈金代わりに払

うという取引をしていた。襲撃計画は成功したかに思えたが、ドクと妻キャロルは

奪った金とともに逃走する。 

 

コップ・ベイビー【日本語吹替版】  放送日 

3・12・26 COP BABY[J] 

監督：アレクサンデル・アンドリュシュチェンコ  

出演：セルゲイ・ガルマッシュ／アンドレイ・ナジモフ／エリザヴェータ・アルザマソワ 

声の出演：山寺宏一／後藤ヒロキ／伊瀬茉莉也 

2017年 日本語 ― 100分 

ロシア ステレオ カラー 

コメディ ワイド HD 

可愛い赤ちゃんが、いぶし銀刑事に！？呪いによって赤ちゃんと体をすり替えられ

たベテラン刑事が、パパと共に危険なミッションに挑む痛快コメディ。  

潜入捜査に失敗した組織犯罪課のクロモフは、占い師の呪いでオレグ巡査部長の

赤ちゃんと体をすり替えられてしまう。元の体に戻すには、通称“ドラゴン”と呼ばれ

る犯罪組織のボスを捕まえなければならない。無能なパパと力を合わせ、不可能

なミッションを遂行することはできるのか？ 

 

 

 

コップランド 放送日 

2・12・20 COP LAND 

監督：ジェームズ・マンゴールド 

出演：シルヴェスター・スタローン／ロバート・デ・ニーロ／ハーヴェイ・カイテル  

1997年 英語 字幕 112分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

シルヴェスター・スタローン、ロバート・デ・ニーロら名優が競演。住民のほとんどが警官

という特殊な町で起きた事件を通じ、警察内部の闇を描いたサスペンス・アクション。 

ＮＹに隣接し、住民のほとんどがＮＹ市警の警官という町ギャリソン。町の創始者レイを

頂点とする警官たちの結束によって平穏が保たれたこの町で、保安官のフレディはくす

ぶった日々を送っていた。ある夜、ＮＹとギャリソンを結ぶ橋の上で警官が誤って黒人を

射殺する事件が起きる。 

さ 
ザ・コンサルタント 放送日 

11・16・28 THE ACCOUNTANT 

監督：ギャヴィン・オコナー  

出演：ベン・アフレック／アナ・ケンドリック／Ｊ・Ｋ・シモンズ  

2016年 英語 字幕 135分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ベン・アフレックの主演で贈るサスペンス・アクション。すべてが謎に包まれた会計

コンサルタントが、米政府やマフィアに追われながら危険な仕事に身を投じていく。 

田舎町のしがない会計士クリスチャン・ウルフに、大企業の財務調査依頼が舞い

込んだ。ウルフは重大な不正を発見するが、依頼は一方的に打ち切られ、その日

から何者かに命を狙われてしまう。実は、彼は世界中の危険人物の裏帳簿を仕切

る“裏社会の掃除屋”でもあった。 

【日本語吹替版】声の出演：小原雅人／小笠原亜里沙／壤晴彦 放送日 

7 135分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ザ・シークレット・サービス 放送日 

10・15 IN THE LINE OF FIRE 

監督：ウォルフガング・ペーターゼン  

出演：クリント・イーストウッド／ジョン・マルコヴィッチ／レネ・ルッソ  

1993年 英語 字幕 136分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

大統領を狙う暗殺者と戦うベテラン・シークレット・サービスの姿を描くサスペンス・

アクション。主演は『グラン・トリノ』のクリント・イーストウッド。 

フランク・ホリガンは合衆国所属のシークレット・サービス・エージェント。一匹狼的

な異端児である彼は、ケネディ大統領のダラス訪問の際に護衛を失敗に終わらせ

たことに深い自責の念を持っていた。やがて大統領再選キャンペーンが始まったと

ころに、大統領暗殺の脅迫が届く。 

 

ザ・メイヤー 特別市民 放送日 

9・16・20 THE MAYOR 

監督：パク・インジェ  

出演：チェ・ミンシク／クァク・ドウォン／シム・ウンギョン  

2017年 韓国語 字幕 138分 

韓国 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

チェ・ミンシクら韓国映画界を代表する豪華キャストが集結。腐敗した政治家たち

が、モラル皆無の選挙戦を繰り広げるポリティカル・サスペンス。 

次期韓国大統領選を狙う現職のソウル市長ジョングは、史上初の三期当選がか

かる市長選に立候補。百戦錬磨の選対本部長ヒョクスと共にモラルなき選挙戦を

始める。そんな彼らのやり方に戸惑いを隠せない若手の広報担当キョン。ある日、

ジョングが取り返しのつかない事故を起こしてしまう。 

 

幸せのレシピ 放送日 

13・24 NO RESERVATIONS 

監督：スコット・ヒックス  

出演：キャサリン・ゼタ＝ジョーンズ／アーロン・エッカート／アビゲイル・ブレスリン  

2007年 英語 字幕 112分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ワーカホリックの女性シェフが、新たな人間関係の中で豊かな心を得るラブストー

リー。ドイツ映画『マーサの幸せレシピ』をＣ・ゼタ＝ジョーンズ主演でリメイク。 

マンハッタンのレストランの料理長ケイトは、完璧主義すぎて時に威圧的になって

しまう女性。ある日、姉が事故死し、遺された姪を引き取るが、彼女はなかなか心

を開こうとしない。一方、仕事場には彼女の知らぬ間に陽気なシェフ、ニックが副

料理長として雇われていた。 

 

シークレット・オブ・モンスター  放送日 

12・22 THE CHILDHOOD OF A LEADER 

監督：ブラディ・コーベット 

出演：トム・スウィート／ベレニス・ベジョ／リアム・カニンガム  

2015年 英語 字幕 123分 

イギリス＝フランス＝ハンガリー ステレオ カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ジャン＝ポール・サルトルの短編小説を基にした心理ミステリー。戦後処理に追われるフラ

ンスを舞台に、政府高官を父に持つ少年が狂気の独裁者へと目覚めてゆく謎に迫る。 

１９１８年。ヴェルサイユ条約締結を目的にフランスに送り込まれた米政府高官には、信心

深い妻と少女のように美しい息子がいた。だが息子は終始何かに不満を抱いており、彼の

不可解な言動に両親は頭を悩ませる。そしてヴェルサイユ条約調印を終えたある夜、つい

に息子の中の怪物が呻き声を上げる。 

 

シグナル（2014年） 放送日 

10・23 THE SIGNAL(2014) 

監督：ウィリアム・ユーバンク  

出演：ブレントン・スウェイツ／オリヴィア・クック／ボー・ナップ  

2014年 英語 字幕 105分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

俊英ウィリアム・ユーバンク監督が仕掛ける革新的ＳＦスリラー。謎のシグナルに

遭遇した３人の学生を待ち受ける、思いもよらない運命を描く。 

ＭＩＴの学生ニックとジョナ、ニックの恋人ヘイリーは、学校のＰＣをハッキングしてき

た謎の人物“ノーマッド”を追跡する。だがＧＰＳで辿り着いた廃墟で襲撃に遭い、

気付くと隔離施設に監禁されていた。施設の研究員によると、彼らは“何か”に接

触、感染したため隔離されているという。 

 

七小福［ＨＤリマスター版］ 放送日 

1・13・25 PAINTED FACES[REMASTERED] 

監督：アレックス・ロウ  

出演：サモ・ハン／ラム・チェンイン／チェン・ペイペイ  

1988年 中国語 字幕 120分 

香港 モノラル カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

【ＨＤリマスター版ＴＶ初】香港映画のレジェンドたちの少年時代。ジャッキー・チェン、

サモ・ハン、ユン・ピョウらが学んだ京劇学院の実話を繊細に描いた感動ドラマ。 

１９６０年代の香港。母親に連れられた９歳のジャッキーが、ユー先生率いる京劇学

院に入学する。そこで知り合ったのは、面倒見のいいサモ先輩や、ドジだが憎めない

ピョウら、後の香港映画を担うスターたちの幼き日の姿だった。やがて思春期を迎え

た彼らは、女子京劇団と共演することになる。 

 

 

 

シャークネード  放送日 

7・17 SHARKNADO 

監督：アンソニー・Ｃ・フェランテ  

出演：アイアン・ジーリング／タラ・リード／ジョン・ハード  

2013年 英語 字幕 95分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

人喰いザメ×巨大竜巻が合体！海からＬＡの街へと上陸する未曾有の恐怖を描

き、ハリウッドの業界人をも熱狂させたモンスター・パニック。 

史上稀に見る巨大ハリケーンがメキシコ沖を北上。海流の急激な変化によって、

突如、荒波と共にカリフォルニアのビーチに出現したサメの大群が、海水客を襲い

始める。だが、恐怖はまだ序章に過ぎなかった・・・。さらに強大な竜巻が発生し、

大量のサメを巻き込んだ状態でＬＡ都市部に上陸したのだ！ 

 

シャークネード カテゴリー２ 放送日 

9・17 SHARKNADO 2: THE SECOND ONE 

監督：アンソニー・Ｃ・フェランテ  

出演：アイアン・ジーリング／タラ・リード／ヴィヴィカ・Ａ・フォックス  

2014年 英語 字幕 98分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

かつてＬＡを震撼させた人喰い鮫が２００％増量でＮＹに上陸！サメの大群を呑み

込んだ巨大竜巻の猛威を描くモンスター・パニック第２弾。 

未曾有の天変地異“シャークネード”からＬＡを救ったフィンとエイプリルは、フィン

の故郷ＮＹへ。だが彼らの乗った飛行機が乱気流に遭遇。突風と共に機体にぶち

当たった物体は獰猛なサメだった！再び発生したシャークネードは勢いを増しなが

らＮＹへ上陸。２人もなんとか空港に辿り着くが・・・。 

 

シャークネード エクストリーム・ミッション 放送日 

10・17 SHARKNADO 3: OH HELL NO! 

監督：アンソニー・Ｃ・フェランテ 

出演：アイアン・ジーリング／タラ・リード／デヴィッド・ハッセルホフ  

2015年 英語 字幕 96分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

人喰いザメ×巨大竜巻の脅威を描くモンスター・パニック第３弾。三度米国を襲う

未曾有の天変地異“シャークネード”に主人公が立ち向かう。 

二度もシャークネードから人々を救ったフィンはホワイトハウスで大統領から勲章

を授与されるが、その式典の 中、再び発生したシャークネードが首都ワシントン

を襲う。一方、フィンの妻が訪れていたユニバーサル・スタジオ・フロリダにも大量

のサメが押し寄せ、園内は地獄絵図と化していた。 

 

シャークネード４（フォース）  放送日 

11・18 SHARKNADO 4: THE 4TH AWAKENS 

監督：アンソニー・Ｃ・フェランテ 

出演：アイアン・ジーリング／タラ・リード／デヴィッド・ハッセルホフ  

2016年 英語 字幕 92分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

“凶暴すぎる竜巻”との闘いを描いたサメ・パニック第４弾。ワシントンでの戦いから

５年後、未曾有の天変地異“シャークネード”が今度はラスベガスを襲う！ 

三度、米国を襲ったサメ竜巻＝“シャークネード”との戦いから５年。妻亡き後、隠

遁生活を送るフィンは長男の住むラスベガスへと向かう。待ち合わせ場所はサメ

が泳ぐ巨大水槽がウリのホテル。フィンが息子との再会を待ちわびる中、ラスベガ

スの中心で竜巻が発生する。 

 

１３日の金曜日  放送日 

8 FRIDAY THE 13TH(1980) 

監督：ショーン・Ｓ・カニンガム  

出演：ベッツィ・パルマー／エイドリアン・キング／ハリー・クロスビー 

1980年 英語 字幕 103分 

アメリカ モノラル カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

ホラー映画の代名詞となった人気シリーズの記念すべき第１作。ニュージャージー

州、クリスタル湖のキャンプ場を舞台に次々と起きる惨殺事件を描く。 

１９５８年６月１３日金曜日、ニュージャージー州のクリスタル・レイクで若い男女が

惨殺された。以来、人々はその地を恐れ近づかなかったが、月日が流れ、８人の

若者がキャンプ場復活のために訪れる。だがヒッチハイクで現地へ向っていた１人

が襲われ、仲間も次々と惨殺されていく！ 

【地上波吹替版】声の出演：来宮良子／小山茉美／曽我部和恭 放送日 

22 100分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

 

重犯罪特捜班／ザ・セブン・アップス 放送日 

14・25・30 THE SEVEN-UPS 

監督：フィリップ・ダントニ  

出演：ロイ・シャイダー／トニー・ロー・ビアンコ／リチャード・リンチ 

1973年 英語 字幕 111分 

アメリカ モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

ロイ・シャイダー主演で贈るポリス・アクション。刑期が７年以上の重犯罪人を追う

特捜班“ザ・セブン・アップス”の活躍を描く。 

“ザ・セブン・アップス”は、強引な囮捜査でニューヨーク警察内でも浮いた存在の

特捜班。彼らはリーダー、バディの幼馴染みビトーから犯罪組織の情報を仕入れ

ていた。その頃、組織の幹部が誘拐され、身代金を強奪される事件が頻発。さらに

組織に潜入していたアップスの一員が銃撃される事件が起きる。 

 

ジョン・ウィック 放送日 

1・11・20 JOHN WICK 

監督：チャド・スタエルスキ 

出演：キアヌ・リーヴス／ウィレム・デフォー／ジョン・レグイザモ  

2014年 英語 字幕 109分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

キアヌ・リーヴスを主演に迎えたノンストップ・アクション。マフィアにすべてを奪わ

れた元殺し屋が、復讐を誓い、封印した殺人術を解き放ってゆく。 

裏社会にその名を轟かせた伝説の殺し屋ジョン・ウィックは愛に目覚めて引退し、

妻と共に平穏な日々を送っていた。だが妻が死亡し、その忘れ形見までもロシア

ン・マフィアの手によって散ってしまう。愛するものすべてを失ったジョンは怒りに身

を任せ、たった１人で復讐に立ち上がる！ 

【日本語吹替版】声の出演：森川智之／山路和弘／家中宏 放送日 

29 109分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ジョン・ウィック：チャプター２  放送日 

2・18・20 JOHN WICK: CHAPTER 2 

監督：チャド・スタエルスキ 

出演：キアヌ・リーヴス／コモン／ローレンス・フィッシュバーン  

2017年 英語 字幕 130分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

キアヌ・リーヴス主演の大ヒット・アクション第２弾。壮絶な復讐劇から５日後、伝説

の殺し屋が全世界の殺し屋から命を狙われる！ 

壮絶な復讐劇の後、再び隠遁生活に入ったジョン・ウィックは、イタリアン・マフィ

ア、サンティーノの依頼を一蹴するが、そのせいで怒りを買い、自宅をバズーカで

破壊されてしまう。愛犬と共に一命をとりとめたジョンは復讐を開始。だが、命の危

険を感じたサンティーノは彼に７億円の懸賞金を懸ける。 

【日本語吹替版】声の出演：森川智之／俊藤光利／玄田哲章 放送日 

29 130分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 
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スクランブル（2017年） 放送日 

13・14・16・22 OVERDRIVE（2017） 

監督：アントニオ・ネグレ  

出演：スコット・イーストウッド／フレディ・ソープ／アナ・デ・アルマス  

2017年 英語 字幕 101分 

フランス＝アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

『９６時間』×『ワイルド・スピード』の制作陣が手掛けた犯罪アクション。高級クラシ

ックカー専門の強盗団、フォスター兄弟が難関ミッションに挑む。 

高級クラシックカー専門の強盗団、フォスター兄弟は残忍なマフィアに囚われ、敵

対マフィアが所有する６２年型フェラーリ２５０ＧＴＯを１週間で盗むことになる。兄の

恋人である一流ハッカー、天才スリの美女、爆弾オタクら、寄せ集めチームで犯罪

史上 大の強奪作戦に臨むはずだったが・・・。 

 

ストリート・ファイターズ 放送日 

7・19 GREEN STREET 3: NEVER BACK DOWN 

監督：ジェームズ・ナン   

出演：スコット・アドキンス／ケイシー・バーンフィールド／ジョーイ・アンサー  

2013年 英語 字幕 101分 

イギリス ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

弟の仇討に燃える兄が、巨悪集団の暗躍する地下格闘技シーンに潜入！次世代

アクションヒーロー、スコット・アドキンス主演のリアル・ファイト・アクション。 

かつてサッカーのフーリガンチームＧＳＥを率いて暴れ回ったダニー。その格闘ス

キルを見込まれた彼は、総合格闘技団体からオファーを受ける。そんな中、弟がフ

ーリガン同士の抗争で殺害された。ダニーは弟の仇がいると思われる地下格闘技

トーナメントへの出場を決意する。 

 

スノーピアサー 放送日 

30 SNOWPIERCER 

監督：ポン・ジュノ  

出演：クリス・エヴァンス／ソン・ガンホ／ティルダ・スウィントン  

2013年 英語 字幕 133分 

韓国＝アメリカ＝フランス 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

韓国の鬼才ポン・ジュノ監督がフランスのコミックを映画化。氷河期に陥った地球を

走り続ける列車を舞台に、生存者たちの反乱を描くＳＦアクション。 

温暖化を食い止めるために散布した人工冷却物質が仇となり、地球は氷河期へ

突入。２０３１年、わずかな生存者は、永久不滅のエンジンで１年かけて地球一周

する列車“スノーピアサー”で暮らしていた。富裕層のいる豪華な前方車両に対し、

後尾車両では貧困層が奴隷同然に扱われ・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：土田大／山路和弘／一城みゆ希 放送日 

19 133分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ. アンダーシージ  放送日 

3・11・19・25 S.W.A.T.: UNDER SIEGE 

監督：トニー・ジグリオ  

出演：サム・ジェーガー／エイドリアンヌ・パリッキ／マイケル・ジェイ・ホワイト  

2017年 英語 字幕 96分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ.部隊の活躍を描くポリス・アクション。武装組織に包囲されたシアトル市

警を舞台に、チーム決死の脱出作戦が始まる！ 

独立記念日の朝。正体不明の密輸品を押収するため、閉鎖中の倉庫へと向かっ

たトラヴィスらＳ.Ｗ.Ａ.Ｔ.チーム。激しい銃撃戦の末、チームはスコーピオンと呼ば

れる謎の男を発見、署に連行する。だがスコーピオンがある秘密を握っていたこと

から、彼の命を狙う武装集団に署が包囲されてしまう。 

 

セブン・シスターズ 放送日 

11 WHAT HAPPENED TO MONDAY? 

監督：トミー・ウィルコラ  

出演：ノオミ・ラパス／グレン・クローズ／ウィレム・デフォー  

2016年 英語 字幕 131分 

イギリス＝アメリカ＝フランス＝ベルギー 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

「ミレニアム」シリーズのノオミ・ラパスが１人７役を怪演したＳＦサスペンス。一人っ

子政策を強行する国家と７つ子姉妹の戦いを描く。 

近未来。人口過多と食糧不足から政府は厳格な一人っ子政策を実施。２人目以降

の子供は“児童分配局”によって連行され、冷凍保存される。そんな中、各曜日の

名を持つセットマン家の七つ子姉妹は、それぞれが週１日ずつ外出。７人で１人の

人格を演じることで３０歳まで生き延びてきたが・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：朴王路美／唐沢潤／上別府仁資 放送日 

3 131分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

セルフィー・フロム・ヘル 放送日 

16・22 SELFIE FROM HELL 

監督：エアダール・ジェイラン  

出演：アリソン・ウォーカー／トニー・ジロー／ミーラ・アダムス  

2018年 英語 字幕 83分 

カナダ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

セルフィー＝自撮りすると“それ”は現れる！動画再生回数２４００万回以上の短編

を長編映画化した新感覚ショッキング・ホラー。 

ドイツに住むブロガーのジュリアは、親戚のハンナを訪ねて米国へやってきた。ハ

ンナの家に到着し、恐る恐る自撮り（セルフィー）するジュリア。すると画像の中に

映り込むはずのない人影が・・・。それ以降、ジュリアは寝込んでしまうが、同時に

ハンナの家では奇怪な現象が起きるようになる。 

 

ソウル・ステーション／パンデミック 放送日 

21 SEOUL STATION 

監督：ヨン・サンホ  

声の出演：シム・ウンギョン／リュ・スンリョン／イ・ジュン  

2016年 韓国語 字幕 100分 

韓国 ステレオ カラー 

アニメーション（海外） ワイド HD 

大ヒット・ホラー『新感染 ファイナル・エクスプレス』の序章にあたるアニメーショ

ン。ソウル駅で勃発した感染パニックの始まりを描く。 

奴隷的な風俗店から逃げ出し、甲斐性のない恋人とケンカしたヘスンは、１人で夜

のソウルを彷徨っていた。同じ頃、ソウル駅では血塗れのホームレスが息絶えた

後、凶暴なゾンビと化して人々を襲い、犠牲者＝ゾンビは瞬く間に増殖。政府はソ

ウル駅周辺を封鎖し、事態を終息させようとするが・・・。 

 

ソーラー・ストライク 放送日 

20・29 SOLAR STRIKE 

監督：ポール・ジラー 

出演：マーク・ダカスコス／ビル・レイク／ルイス・ゴセット・Ｊｒ 

2005年 英語 字幕 104分 

アメリカ ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

太陽の異常活動により炎に包まれた地球。人類は燃え尽きてしまうのか？『エア

ポート'０４』のマーク・ダカスコス主演で贈るＳＦパニック。 

ある日、太陽の異常活動により大量のコロナ物質が地球に降り注ぎ、世界は炎に

包まれた。早く止めないと地球上の生物が燃え尽くされてしまう。覚悟を決めた元

研究員のフォスターは、北極圏の氷を核ミサイルで爆破して使うことを思いつき、

全人類の命運を背負って灼熱の脅威に立ち向かう。 

【日本語吹替版】声の出演：内田夕夜／喜多川拓郎／佐々木勝彦 放送日 

6 104分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

ソーラー・ストライク２０１３ 前編 放送日 

10・20 EXPLODING SUN VOL.1 

監督：マイケル・ロビソン  

出演：デヴィッド・ジェームズ・エリオット／ジュリア・オーモンド／アンソニー・レムケ  

2013年 英語 字幕 96分 

カナダ ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

地球を焼き尽くす史上空前のソーラーストーム。人類滅亡のタイムリミットが迫る！

宇宙に進出した人類が地球壊滅の危機に陥るＳＦパニックの前編。 

史上初めて民間人を乗せて旅立った宇宙船が、活発化した太陽フレアにより制御

不能となってしまう。開発者のバーカス博士、宇宙飛行士のウィンクロフトらは必死

の救出作戦を展開するが、猛スピードで太陽に向かう宇宙船を止める術はない。

だがそれは 悪の事態の始まりに過ぎなかった。 

【日本語吹替版】声の出演：さかき孝輔／西川侑津佳／桐本拓哉 放送日 

6 96分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ソーラー・ストライク２０１３ 後編 放送日 

10・20 EXPLODING SUN VOL.2 

監督：マイケル・ロビソン  

出演：デヴィッド・ジェームズ・エリオット／ジュリア・オーモンド／アンソニー・レムケ  

2013年 英語 字幕 96分 

カナダ ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

未曽有のソーラーストーム襲来により壊滅の危機を迎えた地球。人類を救うため、

宇宙へと旅立つ勇士たちの戦いを描くＳＦパニックの後編。 

未曽有のソーラーストームの地球襲来まであと２日間。世界がパニックに包まれる

中、バーカス博士と宇宙飛行士のウィンクロフトは 後の作戦に挑む。ＮＡＳＡが

秘密開発した宇宙船に特殊爆弾を搭載、太陽に撃ち込んでその活動を制御する

のだ。地球の運命、人類の未来は２人の勇士に委ねられた！ 

【日本語吹替版】声の出演：さかき孝輔／西川侑津佳／桐本拓哉 放送日 

6 96分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

た 
タイクーン！ 放送日 

16・27 MONKEY TWINS 

監督：ノンタコーン・タウィースック  

出演：サムレット・ムアンプット／パンヤーナット・チラロートタナカセーム／ヴィタヤ・パンスリンガム  

2016年 タイ語ほか 字幕 115分 

タイ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

タイの国技“ムエタイ”と中国拳法“カンフー”。２つの武術の使い手がタッグを組

み、ギャング相手に仇討の戦いを挑む本格アクション。 

代々、タイの古典仮面舞踏劇で英雄ハヌマーンを演じる家系に育ったヌア。ある

日、彼の恋人メイがギャング団に殺害された。ヌアは祖父から舞踏劇に隠された

秘儀ムエタイを教わり、ギャングを倒すための修行を始める。一方、メイの妹リー

が中国から帰国。彼女は姉の死をヌアのせいだと恨んでいた。 

 

大統領の陰謀 放送日 

6・15 ALL THE PRESIDENT'S MEN 

監督：アラン・Ｊ・パクラ  

出演：ダスティン・ホフマン／ロバート・レッドフォード／ジェイソン・ロバーズ  

1976年 英語 字幕 145分 

アメリカ モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ダスティン・ホフマン×ロバート・レッドフォード共演。ウォーターゲート事件を追求

し、ニクソン大統領を失脚させた２人の新聞記者の姿を描くドラマ。 

１９７２年６月。ワシントンＤＣの民主党本部に５人の男が侵入。秋の大統領選で共

和党を有利にするための工作活動だった。ワシントン・ポストの新人記者ボブ・ウッ

ドワードは、この事件の法廷取材を命じられるが、同紙のベテラン記者カール・バ

ーンスタインも事件に興味を示し・・・。 

 

ＴＡＸｉ 放送日 

2・14・24・29 TAXI(1997) 

監督：ジェラール・ピレス  

出演：サミー・ナセリ／フレデリック・ディーファンタル／マリオン・コティヤール  

1997年 フランス語 字幕 97分 

フランス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

リュック・ベッソン脚本で贈る痛快カー・アクション第１弾。マルセイユの街を舞台

に、スピード狂の運転手と新米刑事がベンツを駆る強盗団を追う！ 

仏の港町マルセイユで、改造車を猛スピードで走らせるタクシー運転手ダニエル。

警察が呼び止めることすらできない彼の車に偶然、マヌケな新米刑事エミリアンが

乗車した。エミリアンはスピード違反を見逃す代わりに、ベンツに乗った銀行強盗

団の逮捕に協力するよう、彼に取引を持ちかける。 

 

ＴＡＸｉ② 放送日 

2・14・24・29 TAXI 2 

監督：ジェラール・クラヴジック  

出演：サミー・ナセリ／フレデリック・ディーファンタル／マリオン・コティヤール  

2000年 フランス語 字幕 96分 

フランス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

リュック・ベッソンが製作・脚本を務めた痛快アクションの第２弾。今度はパリを舞

台に、爆走タクシー運転手とちょっとマヌケな刑事の活躍を描く。 

愛車プジョーを乗り回すスピード狂のタクシー運転手ダニエル。彼は訪仏した日本

の防衛庁長官の運転手に抜擢されるが、謎の日本人グループが長官と女刑事ペ

トラを連れ去ってしまう。ダニエルはペトラを密かに愛する刑事エミリアンらと協力

し、救出作戦を決行すべくパリの街を疾走する！ 

 

ＴＡＸｉ③ 放送日 

3・14・24・29 TAXI 3 

監督：ジェラール・クラヴジック  

出演：サミー・ナセリ／フレデリック・ディーファンタル／ベルナール・ファルシー  

2002年 フランス語 字幕 95分 

フランス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

リュック・ベッソン製作・脚本、改造タクシーが活躍する痛快カー・アクション第３弾。

今回はアルプスの雪山で壮絶なカーチェイスが展開する！ 

車に熱中する余り、恋人に愛想を尽かされたスピード狂のタクシー運転手ダニエ

ル。一方、刑事のエミリアンは謎の銀行強盗集団に８ヶ月も翻弄され、恋人の話を

聞く余裕もない。そんな２人が再会した矢先、敵の一味を発見。後を追ってアジトを

突き止めるが、エミリアンが敵に捕われてしまう。 

 

ＴＡＸｉ④ 放送日 

3・14・24・29 TAXI 4 

監督：ジェラール・クラヴジック  

出演：サミー・ナセリ／フレデリック・ディーファンタル／ベルナール・ファルシー  

2007年 フランス語 字幕 98分 

フランス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

リュック・ベッソン製作・脚本の大人気アクション第４弾。スピード狂の運転手とドジ

な刑事が、凶悪犯を追ってマルセイユからモナコへ爆走する！ 

改造車プジョー４０７を駆るタクシー運転手ダニエルと、刑事エミリアンのコンビは

今日も健在。ある日、エミリアンは１７ヶ国から指名手配された凶悪犯の護送任務

に就くが、ドジを踏んで犯人に逃亡されてしまう。名誉を挽回したいエミリアンは、

ダニエルの協力を得て犯人一味を追跡する。 

 

チェイサー（2017年） 放送日 

13・25 KIDNAP(2017) 

監督：ルイス・プリエト  

出演：ハル・ベリー／セイジ・コレア／リュー・テンプル  

2017年 英語 字幕 102分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ハル・ベリーが主演・製作総指揮を兼任したアクション・スリラー。息子を連れ去ら

れたシングルマザーが、孤立無援の追跡劇を繰り広げる。 

６歳の息子を連れて、いつもの公園にやってきたシングルマザーのカーラ。だが一

瞬目を離したすきに、息子が車で連れ去られてしまう。必死で追いかけるが、車を

見失い、携帯電話も紛失。犯人の正体は分からず、地元警察も動いてくれない。カ

ーラはたった１人で息子を救い出そうと覚悟を決める！ 

 

超巨大ハリケーン カテゴリー５ 放送日 

2・13・28 CATEGORY 5 

監督：ロブ・キング  

出演：バート・レイノルズ／Ｃ・トーマス・ハウエル／リサ・シェリダン  

2014年 英語 字幕 95分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

史上 大級の“悪魔”が襲来！ 大 強レベル＝カテゴリー５の威力を持った巨

大ハリケーンの猛威を描くディザスター・パニック。 

２００５年８月２９日、米国南東部に襲来したハリケーン・カトリーナ。その威力は予

想をはるかに超え、５段階のうちの 大 強レベル“カテゴリー５”のモンスターへ

と変貌を遂げていた！暴風と豪雨に襲われたフロリダは停電。建物も次々と破壊

された。チャーリー一家はシェルターに避難するが・・・。 

 

沈黙の戦艦 放送日 

10・20 UNDER SIEGE 

監督：アンドリュー・デイヴィス  

出演：スティーヴン・セガール／トミー・リー・ジョーンズ／ゲイリー・ビジー  

1992年 英語 字幕 110分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

スティーヴン・セガール主演の沈黙シリーズ第１弾。テロ集団に占拠された戦艦を

奪回すべく、孤軍奮闘する男を描く海洋サスペンス・アクション。 

米海軍 大 強を誇るＵＳＳミズーリ号が、凶悪なテロリスト集団にジャックされ

た。彼らの狙いはミズーリ号に搭載されている核兵器。全面的な核戦争にもなりか

ねないこの危機に、１人の男が立ち上がる。それは船のコックとして乗り組んでい

た、元ＳＥＡＬ秘密戦闘員のライバックだった！ 

【地上波吹替版】声の出演：大塚明夫／池田勝／金尾哲夫 放送日 

21・30 101分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

 

沈黙の鉄拳 放送日 

10・15・20 A DANGEROUS MAN 

監督：キオニ・ワックスマン  

出演：スティーヴン・セガール／マーライナ・マー／ジェシー・ハッチ  

2009年 英語 字幕 102分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

スティーヴン・セガールとキオニ・ワックスマン監督がタッグを組んだアクション・ム

ービー。元特殊部隊の男が、美女を助けて中国マフィアたちと死闘を繰り広げる。 

無実の罪で投獄された元特殊部隊のシェーン。６年後、冤罪が認められて出所す

るも、妻と子はすでに彼の元を去っていた。自暴自棄になったシェーンは強盗を叩

きのめしてしまい逃走する羽目に。その後警察と中国人のいざこざに巻き込まれ

た彼が見つけたのは、大量の札束とトランクの中の美女だった！ 

【日本語吹替版】声の出演：大塚明夫／本名陽子／杉山大 放送日 

30 102分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

沈黙の復讐 放送日 

10・20 BORN TO RAISE HELL 

監督：ラウロ・チャートランド  

出演：スティーヴン・セガール／ダーレン・シャラヴィ／Ｄ・ニール・マーク  

2010年 英語 字幕 104分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

スティーヴン・セガール主演のハード・アクション。捜査中に仲間を失った国際麻薬

捜査部隊員が復讐のため組織に立ち向かう！ 

ＩＤＴＦ（国際麻薬捜査部隊）に所属するボビーは、バルカン半島で不正取引されて

いる銃と麻薬の特別捜査班に配属される。だがロシアの銃密売人を調査中、ギャ

ングとの抗争に巻き込まれてチームの一員が命を落としてしまう。怒りがＭＡＸに

達したボビーは、冷酷な戦術で犯人を追い詰めていく！ 

【日本語吹替版】声の出演：大塚明夫／小形満／菊本平 放送日 

15・30 104分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

沈黙の傭兵 放送日 

10 MERCENARY FOR JUSTICE 

監督：ドン・Ｅ・ファンルロイ 

出演：スティーヴン・セガール／ジャクリーン・ロード／ロジャー・グーンヴァー・スミス 

2005年 英語 字幕 104分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

スティーヴン・セガール主演のサスペンス・アクション。ＣＩＡの罠にはまり親友を失

った傭兵が、復讐を誓い、新たなミッションを遂行する。 

独裁政権を倒すという名目でアフリカの小国に渡った傭兵のシーガー。だがそれ

はＣＩＡのドレシャムによる謀略で、大事な戦友が死亡してしまう。復讐と友の遺族

を守ることを誓うシーガーに新たなミッションが下る。それは服役中の大物武器商

人の息子を４日以内に脱獄させるというものだった。 

【日本語吹替版】声の出演：大塚明夫／湯屋敦子／大川透 放送日 

30 104分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

追撃者（2000年） 放送日 

4・12・22 GET CARTER(2000) 

監督：スティーヴン・ケイ 

出演：シルヴェスター・スタローン／ミランダ・リチャードソン／マイケル・ケイン  

2000年 英語 字幕 109分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

Ｓ・スタローン主演、Ｍ・ケインら豪華共演者で７１年の『狙撃者』をリメイクしたハー

ドボイルド・アクション。弟の死の真相を追う男が裏社会から命を狙われ始める。 

ラスベガスの裏社会で悪党から借金を回収する取立屋として君臨するジャック。あ

る日弟が事故死したとの報せを受け葬儀のため故郷へ戻るが、何年も音沙汰の

なかった彼に弟の妻は良い顔をしない。弟の死に疑惑を抱いたジャックは真相を

探り始めるが、やがて何者かに命を狙われるようになる。 
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ツイスター 放送日 

3・17 TWISTER 

監督：ヤン・デ・ボン  

出演：ヘレン・ハント／ビル・パクストン／ジェイミー・ガーツ  

1996年 英語 字幕 120分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

巨大な竜巻の脅威と、それに立ち向かう人々の姿を描いたパニック・スペクタクル

超大作。出演はヘレン・ハント、ビル・パクストン。 

竜巻を追う観測チームを率いる女性、ジョーの元を夫のビルが恋人とともに訪ねて

くる。離婚届にサインを貰うためだったが、成り行きからビルはジョーたちのチーム

に同行することに。ライバル・チームと競り合いながら竜巻チェイスに熱中するジョ

ーとビルは、やがて 大級に成長した竜巻に挑んでいく。 

【日本語吹替版】声の出演：勝生真沙子／山路和弘／佐藤しのぶ 放送日 

28 120分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

デッドプール 放送日 

20・21・23・28 DEADPOOL 

監督：ティム・ミラー  

出演：ライアン・レイノルズ／モリーナ・バッカリン／エド・スクライン  

2016年 英語 字幕 116分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ライアン・レイノルズが過激な無責任ヒーローを熱演！“デッドプール”の誕生秘話

をブラックユーモア満載で描くアクション・コメディ。 

謎の施設で末期がんの治療を受けた元特殊部隊の傭兵ウェイド。だが、それは人

間を殺人マシンと化す、恐るべき人体実験だった。実験によって脅威の治癒能力

と不死身の体を手に入れるも、醜い姿になったウェイドは施設から脱走。自作マス

クを被って、“デッドプール”と名乗る彼の戦いが始まる！ 

 

デビルズ・ノット 放送日 

3・8・18 DEVIL'S KNOT 

監督：アトム・エゴヤン  

出演：コリン・ファース／リース・ウィザースプーン／デイン・デハーン  

2013年 英語 字幕 122分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

コリン・ファース×リース・ウィザースプーン共演。アトム・エゴヤン監督が、実際に

米国で起きた未解決猟奇殺人を映画化したミステリー。 

１９９３年初夏。ウエスト・メンフィスで幼い少年たちが猟奇的な手口で殺害される

事件が発生した。パニックに陥る地元住人たち。報道が過熱する中、警察が犯人

と断定し逮捕したのは１６～１８歳の若者３人だった。だが事件の成り行きに不自

然さを覚えた私立探偵のロンは、独自調査を開始する。 

 

電撃脱走・地獄のターゲット 放送日 

8・19 SITTING TARGET 

監督：ダグラス・ヒコックス  

出演：オリヴァー・リード／ジル・セント・ジョン／イアン・マクシェーン  

1972年 英語 字幕 100分 

イギリス モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

妻の裏切りを知り、相棒と共に刑務所からの脱獄を図る男。復讐の鬼と化した中

年男の執念を、スタイリッシュな映像で描いた７０年代アクション。 

殺人罪で服役中のハリーは、５ヶ月ぶりに面会に来た妻パットから「これ以上待て

ない、別の男の子供を妊娠しているので別れて欲しい」と切り出されて逆上。仕切

りガラスを破って妻の首を絞め、独房に入れられてしまう。怒りが収まらないハリー

は妻に復讐するため、相棒のバーディと共に脱獄を図る。 

 

ＤＯＯＭ ドゥーム 放送日 

4 DOOM 

監督：アンジェイ・バートコウィアク  

出演：カール・アーバン／ザ・ロック（ドウェイン・ジョンソン）／ロザムンド・パイク  

2005年 英語 字幕 112分 

アメリカ＝チェコ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

人気ゲームをザ・ロックらの出演で映画化したＳＦアクション。近未来の火星を舞台

に、巨大クリーチャーと海軍特殊部隊の壮絶な戦いを描く。 

火星にあるユニオン宇宙社オルドゥヴァイ研究所で緊急事態が発生。救援要請を

受けて、サージ率いる海兵隊ＲＲＴＳ（緊急対応戦略部隊）の精鋭８人が送り込ま

れた。彼らは三手に分かれて研究所内を調べ始めるが、そこには知力も体力も人

間を超越する未知の巨大クリーチャーが待ち受けていた。 

【日本語吹替版】声の出演：堀内賢雄／石塚運昇／佐々木優子 放送日 

22 112分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

逃走車 放送日 

4・14・23 VEHICLE 19 

監督：ムクンダ・マイケル・デュウィル 

出演：ポール・ウォーカー／ナイマ・マクリーン／ジス・ドゥ・ヴィリエ  

2012年 英語 字幕 93分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

２０１３年に急逝したポール・ウォーカー主演のカー・アクション。ヨハネスブルグを

舞台に、犯罪に巻き込まれた男の逃走を全編“車載カメラ”視点で描く。 

別れた妻を追って南アフリカ共和国ヨハネスブルグにやって来た米国人マイケル。

予約と違う車種のレンタカーに戸惑うも、先を急ぐ彼はそのまま車を走らせる。だ

が、車内から拳銃と縛られた女を発見。さらに車が襲撃され、混乱したまま爆走す

る彼は知らぬ間に事件に巻き込まれてゆく・・・。 

 

都市伝説：長身の怪人 放送日 

1・12 ALWAYS WATCHING: A MARBLE HORNETS STORY 

監督：ジェームズ・モラン  

出演：アレクサンドラ・ブレッケンリッジ／クリス・マークエット／ジェイク・マクドーマン  

2015年 英語 字幕 99分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

レンズ越しに現れる“その男”を見ると、必ず死ぬ！視聴回数７７００万回を記録し

た恐怖Ｗｅｂシリーズを基に描く衝撃ホラー。 

ニュースを追って小さな町を訪れた記者のサラとカメラマンのマイロは、銀行に差

し押さえられた家の中で１本のビデオテープを発見。そこには黒いスーツの男と謎

の記号が映っていた。やがて“その男”に監視されていることに気付いてしまった

彼らは、それを機に想像を絶する恐怖に巻き込まれていく。 

 

トライアングル（2009年） 放送日 

22 TRIANGLE(2009) 

監督：クリストファー・スミス  

出演：メリッサ・ジョージ／マイケル・ドーマン／レイチェル・カーパニ  

2009年 英語 字幕 106分 

イギリス＝オーストラリア ステレオ カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

反復する悪夢から抜け出せるか？大海原を漂う無人の豪華客船を舞台に、“殺人

ループ”の恐怖を描くシチュエーション・スリラー。 

ヨットセーリング中、嵐に襲われ大海原へ投げ出されたジェスと友人たち。彼らは

偶然現れた大型客船に助けを求めるが、船内はたった今まで人がいた形跡はあ

るものの、誰の姿も見えない。すると突然、覆面をした謎の人物が次々と仲間に襲

いかかる。１人生き残り、甲板に逃げ出したジェスが見たものとは？ 

 

 

ドライブ・アングリー 放送日 

13・26 DRIVE ANGRY 

監督：パトリック・ルシエ  

出演：ニコラス・ケイジ／アンバー・ハード／ウィリアム・フィクトナー  

2010年 英語 字幕 112分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ニコラス・ケイジ主演のカー・アクション。クラシック・カーが迫力のカーチェイスを展

開。家族をカルト教団に奪われた男が復讐のために爆走する！ 

カルト教団に愛娘を惨殺され、幼い孫をさらわれたジョン・ミルトン。彼は復讐を誓

い、怒りのハンドルを握っていた。勝気なウェイトレス、パイパーを巻き込み、次々

と立ちはだかる凶手を蹴散らしながら、孫奪還のために暴走するミルトン。そんな

彼をＦＢＩを名乗る謎の男が追っていた。 

【日本語吹替版】声の出演：大塚明夫／渡辺明乃／横島亘 放送日 

5 112分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

トレインスポッティング 放送日 

22 TRAINSPOTTING 

監督：ダニー・ボイル 

出演：ユアン・マクレガー／ユエン・ブレムナー／ジョニー・リー・ミラー  

1996年 英語 字幕 101分 

イギリス ステレオ カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

『スラムドッグ＄ミリオネア』のダニー・ボイル監督作で、当時無名だったユアン・マ

クレガーを一気にスターダムに押し上げた青春映画。 

ヘロイン中毒の青年マーク・レントン。幾度となく麻薬断ちを試みるが、どうしても挫

折し失敗してしまう。ある日仲間と万引きをして捕まったマークは、本気で麻薬を止

めようと決心する。必死の麻薬治療で地獄の苦しみを受けた彼は、これからの人

生をまっとうに生きようとするのだが・・・。 

 

Ｔ２ トレインスポッティング 放送日 

2・7・23 T2 TRAINSPOTTING 

監督：ダニー・ボイル  

出演：ユアン・マクレガー／ジョニー・リー・ミラー／ロバート・カーライル  

2017年 英語 字幕 125分 

イギリス 5.1ch カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

ダニー・ボイル監督×ユアン・マクレガー主演で大ヒットした青春ドラマの続編。中

年になっても冴えない日常を送る仲間たちの再会を描く。 

スコットランド・エディンバラ。かつて大金を持ち逃げしたマーク・レントンがオランダ

から舞い戻ってきた。表向きはパブ経営、実の稼業は売春・ゆすりのシック・ボーイ

ことサイモン。家族に愛想を尽かされたスパッド。刑務所に服役中のベグビー。冴

えない毎日を送る彼らは２０年ぶりに再会する。 

な 
２０１２ 放送日 

8・9・21・26 2012 

監督：ローランド・エメリッヒ  

出演：ジョン・キューザック／キウェテル・イジョフォー／アマンダ・ピート  

2009年 英語 字幕 165分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

２０１２年１２月２１日世界終結。マヤ暦の終末説を元に、地球を襲う数々の天災か

ら必死に家族を守ろうとする男の姿を描くＳＦアクション。 

２０１２年。子供たちとイエローストーン国立公園にキャンプに来たジャクソンは、謎

の男から地球の滅亡が近いと知らされる。しかも各国政府はその事実を隠蔽し、

巨大船で限られた人間だけを救おうとしていた。やがてＬＡで巨大地震が発生。そ

れを皮切りにあらゆる天変地異が世界を襲い始める！ 

 

ニュートン・ナイト 自由の旗をかかげた男 放送日 

10・17・29 FREE STATE OF JONES 

監督：ゲイリー・ロス  

出演：マシュー・マコノヒー／ググ・ンバータ＝ロー／マハーシャラ・アリ  

2016年 英語 字幕 147分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

マシュー・マコノヒー主演の伝記ドラマ。南北戦争時代、黒人と白人を率いて戦った

奇跡のリーダー、ニュートン・ナイトの実話を描く。 

南北戦争下の１８６２年、甥の遺体を家族に渡すため、南軍を脱走した衛生兵のニ

ュートン・ナイト。故郷で農民たちを苦しめる南軍と衝突した彼は、湿原に身を隠

す。そこで黒人の逃亡奴隷たちと出会い、友情を築いたニュートンは、黒人と白人

が一つになった反乱軍を結成し、自由のために立ち上がる！ 

は 

ＰＥＲＦＥＣＴ ＢＬＵＥ 放送日 

2・19 PERFECT BLUE 

監督：今敏 

声の出演：岩男潤子／松本梨香／辻親八 

1997年 日本語 ― 89分 

日本 5.1ch カラー 

アニメーション ワイド HD 

今敏の初監督作で、世界中の映画祭で絶賛されたサスペンス・アニメ。アイドルか

ら女優への転身を果たしたヒロインが遭遇する悪夢の日々を描く。 

アイドルグループを脱退し、新人女優としての第一歩を踏み出した霧越未麻。しか

し、自分の意向とは裏腹に舞い込む過激なグラビアやＴＶドラマの仕事に戸惑いを

隠せないでいた。そんな中、何者かから彼女を「裏切り者」と罵るファックスが届

き、彼女の関係者を標的とした殺人事件が続発する・・・。 

 

ＶＩＫＩＮＧ バイキング 誇り高き戦士たち 放送日 

8・14・18・26 VIKING 

監督：アンドレイ・クラフチューク  

出演：ダニーラ・コズロフスキー／スヴェトラーナ・コドチェンコワ／マクシム・スハーノフ  

2016年 ロシア語 字幕 145分 

ロシア 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ロシアで大ヒットを記録したスペクタクル史劇。バイキングの王と奴隷の間に生ま

れた主人公が、大国ロシアの礎を築いていくまでを描く。 

９７７年。バイキングの王、リューリク一族の大公スヴャトスラフが死去。領土は三

分割され、３人の兄弟がそれぞれを治める事になった。だが、次男と衝突した長男

は、彼を殺害。末弟ウラジーミルは話し合いのため長男の元を訪れるが、そこに残

されていたのは兄からの宣戦布告のメッセージだった。 

 

爆走機関車 シベリア・デッドヒート 放送日 

6・12・17 THE EDGE 

監督：アレクセイ・ウチーチェリ  

出演：ウラジミール・マシコフ／アンジョルカ・ストレチェル／ユリア・ペレシルド  

2010年 ロシア語 字幕 126分 

ロシア ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされたロシア製アクション。極寒のシベリア

を舞台に、列車とスピードに取りつかれた者たちの闘いを描く。 

第二次大戦終結直後のシベリア。蒸気機関車の機関士として収容所に赴任した

戦争の英雄イグナトは、トラブルから仕事を奪われてしまう。ある日、離島に朽ちた

機関車が放置されていると知った彼は、島に隠れ住むドイツ人女性エルザと共に

島の橋を修理し、機関車を動かそうと奔走する。 

 

 

パッセンジャー（2016年） 放送日 

6・24 PASSENGERS(2016) 

監督：モルテン・ティルドゥム  

出演：ジェニファー・ローレンス／クリス・プラット／マイケル・シーン  

2016年 英語 字幕 124分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

ジェニファー・ローレンス、クリス・プラットが共演したＳＦロマンス。新たな居住地を

目指す宇宙船内で、極限状態に置かれた男女の運命を描く。 

２０ＸＸ年。人類移住計画のため、乗客５千人を乗せた豪華宇宙船が地球を出発し

た。目的地の惑星到着までは１２０年。乗客が冬眠装置で眠る中、エンジニアのジ

ムと作家のオーロラだけが９０年も早く目覚めてしまう。絶望的状況の中で惹かれ

合う２人は、何とか生きる術を見つけようとする。 

【日本語吹替版】声の出演：水樹奈々／小松史法／村治学 放送日 

21 124分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

バットマン 放送日 

3・19 BATMAN 

監督：ティム・バートン  

出演：マイケル・キートン／ジャック・ニコルソン／キム・ベイシンガー  

1989年 英語 字幕 134分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

悪に立ち向かうバットマンの活躍を描く人気アメコミを、Ｔ・バートン監督で実写映画

化。出演はＭ・キートン、Ｊ・ニコルソンほか。 

無法都市ゴッサム・シティで今夜も悪人がバットマンに退治された。その正体を追う

女性報道カメラマンのヴィッキーは、パーティで出会った大富豪ブルースに魅かれ

る。一方、バットマンは化学工場を襲った男を退治するが、彼は廃液の毒で容貌が

一変。ジョーカーと名乗り、バットマンへの復讐に燃える。 

 

パニック・スカイ フライト４１１ 絶体絶命 放送日 

4・14・23 THE MARK(2012) 

監督：ジェームズ・チャンキン  

出演：クレイグ・シェイファー／エリック・ロバーツ／ゲイリー・ダニエルズ  

2012年 英語 字幕 99分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

高度３万フィートを飛ぶ旅客機は、地獄の密室となった！主人公の体に埋め込ま

れたマイクロチップを巡る壮絶な戦いを描く航空パニック・アクション。 

画期的な新テクノロジーの被験者となった元兵士のチャドは、記者発表が行われ

るベルリン行きのジェット機に乗り込む。だが高度３万フィートに達したとき、彼の体

に埋め込まれたマイクロチップを狙う傭兵団が機をハイジャック。チャドは乗客を救

うため、たった１人で敵に立ち向かう。 

 

パニック・トレイン 放送日 

27 LAST PASSENGER 

監督：オミッド・ノーシン 

出演：ダグレイ・スコット／カーラ・トイントン／イド・ゴールドバーグ  

2013年 英語 字幕 104分 

イギリス 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

乗り込んだのは速度無制限の暴速列車だった！何者かに操られ、ブレーキがきか

なくなった暴走列車を舞台に描くパニック・スリラー。 

医師でシングルファーザーのルイスは、息子と共にロンドンから深夜列車で家路に

向かっていた。乗客は彼らを含めて６名。停車中に誰かがブレーキを操作している

ことを不審に思うも、列車は走り出した。やがてブレーキが効かなくなった列車は

踏切にいた車を跳ね飛ばし、ノンストップで暴走してゆく！ 

 

バレット・オブ・ラヴ（2013年） 放送日 

7 THE NECESSARY DEATH OF CHARLIE COUNTRYMAN 

監督：フレデリック・ボンド  

出演：シャイア・ラブーフ／エヴァン・レイチェル・ウッド／マッツ・ミケルセン  

2013年 英語 字幕 111分 

ルーマニア＝アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

シャイア・ラブーフが主演したバイオレンス・ロマンス。異国の地ルーマニアで運命

の女性に出会った青年が、純愛と暴力の狭間で苦悩する姿を描く。 

亡くなった母のお告げを信じ、ルーマニアへ旅立った青年チャーリー。その飛行機

内で親しくなった隣席の男性が急死。ブカレストに到着後、彼の娘ガブリエラに会

いに行ったチャーリーは、美しいチェロ奏者でもある彼女に一目惚れしてしまう。だ

が彼女は凶悪なギャングのボスの妻だった。 

 

ピエロがお前を嘲笑う 放送日 

1・15 WHO AM I - KEIN SYSTEM IST SICHER 

監督：バラン・ボー・オダー   

出演：トム・シリング／エリアス・ムバレク／ヴォータン・ヴィルケ・メーリング  

2014年 ドイツ語 字幕 114分 

ドイツ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

全編に仕掛けられたトリックと予測不能のストーリーが話題を呼んだドイツ製スリラ

ー。警察に出頭した天才ハッカーの自白に翻弄される捜査の行方を描く。 

世界を震撼させた天才ハッカー、ベンヤミンが警察に出頭してきた。その自白によ

ると、野心家のマックスに才能を見込まれた彼はハッカー集団“ＣＬＡＹ”を結成。手

当たり次第のハッキングで注目を集めるが、ある日、彼の不用意なハッキングがき

っかけで殺人事件が起きてしまう。 

 

光をくれた人 放送日 

9・22 THE LIGHT BETWEEN OCEANS 

監督：デレク・シアンフランス  

出演：マイケル・ファスベンダー／アリシア・ヴィキャンデル／レイチェル・ワイズ  

2016年 英語 字幕 140分 

アメリカ＝オーストラリア＝ニュージーランド 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ベストセラー小説をマイケル・ファスベンダー、アリシア・ヴィキャンデルら豪華キャ

ストで映画化。孤島で暮らす灯台守夫婦の愛と葛藤を描く感動ドラマ。 

戦争で心に傷を負い、オーストラリアの孤島の灯台守となったトムは、美しいイザ

ベルと出会い、結婚。島で夫婦２人の幸せな生活が始まるが、度重なる流産という

試練が彼らを襲う。ある日、島に１隻のボートが漂着。中にはすでに息絶えた男性

と女の子の赤ん坊が乗っていて・・・。 

 

ビッグ・バグズ・パニック 放送日 

1・28 INFESTATION 

監督：カイル・ランキン 

出演：クリス・マークエット／ブルック・ネヴィン／レイ・ワイズ  

2009年 英語 字幕 99分 

アメリカ ステレオ カラー 

コメディ ワイド HD 

巨大昆虫に支配された世界で、生存者たちの闘いをコメディ・タッチで描いたパニ

ック・アクション。 

何の取り柄もない男クーパーは、コネで就職した会社からもクビ通告。その瞬間、

彼はひどい耳鳴りを感じ、意識を失う。目を覚ますと、そこは巨大昆虫に支配され

た世界だった。合流した生存者たちとサバイバルを繰り広げる中、クーパーは共に

行動するサラに心を奪われ・・・。 

 

 

 

 



 5 

ビニー／信じる男 放送日 

7・18 BLEED FOR THIS 

監督：ベン・ヤンガー  

出演：マイルズ・テラー／アーロン・エッカート／ケイティ・セイガル 

2016年 英語 字幕 124分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

『セッション』のマイルズ・テラー主演で贈る伝記ドラマ。瀕死の重傷から復帰を果

たしたボクシング元世界チャンピオン、ビニー・パジェンサの姿を描く。 

ロードアイランド州出身で自惚れ屋のビニー・パジェンサは、ボクシングの世界ジュ

ニアミドル級のチャンピオンになった。だがある日、交通事故で首を骨折。瀕死の

重傷を負ってしまう。誰もが選手生命は絶たれたと思う中、ビニーはトレーナーの

ケビンと共にどん底からの王座奪還を目指す。 

 

ファースト・ミッション 放送日 

1・17・26 HEART OF DRAGON 

監督・出演：サモ・ハン・キンポー 

出演：ジャッキー・チェン／ウォン・カム・サン／エミリー・チュウ  

1985年 広東語 字幕 106分 

香港 モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

サモ・ハン・キンポー自らが監督を務めた、ジャッキー・チェンとのコンビ作。障害を持

つ兄の窮地を救うため悪の組織に挑む刑事の活躍を描いたアクション・コメディ。 

幼くして父母を亡くしたタクとヤンの兄弟。兄のタクは知的障害者で問題を起こしてば

かりの毎日だが、２人は人一倍仲が良かった。弟のヤンは生活を支えるため特殊警

察の刑事になり巨大密輸シンジケートの捜査にあたるが、ひょんなことからタクが組

織の人質となってしまう。 

 

フライト・リミット 放送日 

11・27 BEAST OF BURDEN 

監督：イェスペル・ガンスラント 

出演：ダニエル・ラドクリフ／パブロ・シュレイバー／グレイス・ガマー 

2018年 英語 字幕 97分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ダニエル・ラドクリフが運び屋パイロットを熱演。愛する妻の命を懸けて、究極のミ

ッションに挑む男の姿を描くサスペンス・アクション。 

麻薬密売組織からコカイン密輸の仕事を請け負う元空軍パイロットのショーン。同

時に彼は、病気の妻の治療を交換条件にＤＥＡ（麻薬取締局）からも別のミッション

を指示されていた。小型飛行機の中で次々とミッションを受け、組織とＤＥＡを欺き

続けるショーンは、やがて大きな選択を迫られる。 

 

フランス特殊部隊 ＧＩＧＮ  
～エールフランス８９６９便ハイジャック事件～ 放送日 

9・27 
L'ASSAUT 

監督：ジュリアン・ルクレルク  

出演：ヴァンサン・エルバズ／グレゴリ・デランジェール／メラニー・ベルニエ  

2010年 フランス語ほか 字幕 99分 

フランス ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

１９９４年に起きたエールフランス機ハイジャック事件。仏特殊部隊が解決した事件

を、当時のニュース映像を織り交ぜて描くリアリティ・アクション。 

１９９４年１２月２４日。乗員乗客２２７名を乗せて、アルジェリアからパリのオルリー

空港へ向かおうとしていたエールフランス８９６９便が、４人の武装イスラム集団に

乗っ取られた。彼らは大量の銃火器とダイナマイトを機内に持ち込み、イスラム救

国戦線の指導者の釈放を要求する。 

 

ブリッツ 放送日 

1・12・21・28 BLITZ 

監督：エリオット・レスター  

出演：ジェイソン・ステイサム／パディ・コンシダイン／エイダン・ギレン  

2011年 英語 字幕 105分 

イギリス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジェイソン・ステイサムが母国英国で主演を務めたクライム・アクション。強情で妥

協知らずの刑事が、警官を狙った連続殺人事件を追う！ 

ロンドン市警の刑事ブラントはその情熱と正義感ゆえに、犯罪者に対してやり過ぎ

てしまうこともしばしば。ある日、警官ばかりを狙う連続殺人事件が発生。ブラント

の横暴な振る舞いを追う新聞記者ダンロップは、ワイスという男から情報提供の電

話を受ける。だが、その男こそが殺人鬼だと判明し・・・。 

 

ブリット 放送日 

13・17・23 BULLITT 

監督：ピーター・イエーツ  

出演：スティーヴ・マックィーン／ジャクリーン・ビセット／ロバート・ヴォーン  

1968年 英語 字幕 121分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

スティーヴ・マックィーン主演の傑作アクション。護衛中の証人を殺された敏腕刑事

が、殺し屋を追って壮絶なカーチェイスを繰り広げる！ 

マフィア組織を裏切ったロスを政治的に利用しようとするチャルマース上院議員

は、サンフランシスコ市警の敏腕刑事ブリットにロスの護衛を命じた。だが、ロスが

何者かに殺され、チャルマースの行動に疑問を抱いたブリットは独自捜査を開始。

ロスが生きているように見せかけて犯人をおびき出す。 

 

プリデスティネーション 放送日 

4・27 PREDESTINATION 

監督：マイケル・スピエリッグ／ピーター・スピエリッグ  

出演：イーサン・ホーク／セーラ・スヌーク／ノア・テイラー 

2014年 英語 字幕 105分 

オーストラリア 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ロバート・Ａ・ハインラインの短編小説をイーサン・ホーク主演で映画化。時空を超

えて連続爆弾魔を追う主人公の運命を描いたＳＦサスペンス。 

連続爆弾魔がＮＹを震撼させていた１９７０年。場末のバーに現れた青年ジョンが

バーテンダーに自らの数奇な身の上を話し始める。バーテンダーはジョンに復讐

のチャンスを与えると言い、２人で過去にタイムスリップ。バーテンダーの正体は、

未来から来た時空警察のエージェントだったのだ。 

 

プリンス・オブ・シティ 放送日 

1・12・25 PRINCE OF THE CITY 

監督：シドニー・ルメット  

出演：トリート・ウィリアムズ／ジェリー・オーバック／リチャード・フォロンジー  

1981年 英語 字幕 175分 

アメリカ モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

シドニー・ルメット監督が贈る刑事ドラマ。ニューヨーク市警の腐敗や堕落を告発

し、仲間意識とのジレンマに悩む若手警官の姿を描く。 

逮捕した売人から薬物や金を奪うなど、不正が横行するニューヨーク市警察麻薬

課特別捜査班（ＳＩＵ）。その中で も若く、“街のプリンス”と呼ばれる刑事ダニエル

はこの現状に罪悪感を抱き始めていた。ある日、警官の汚職を追う検事補から呼

び出された彼は、捜査への協力を依頼される。 

 

 

 

 

 

 

不倫する肉体 放送日 

11・24 THE OBSCURE SPRING 

監督：エルネスト・コントレラス 

出演：イレーナ・アスエラ／ホセ・マリア・ヤスピク／セシリア・スアレス 

2014年 スペイン語 字幕 109分 

メキシコ ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

衝動的に始まり、欲情で繋がってゆく２人・・・。孤独なシングルマザーと、妻を持つ

男の激しい愛欲を描いたラテン系エロティック・ドラマ。 

同じビル内で働くピナとイゴール。ある日出会った２人は一目で惹かれ合い、激しく

求め合うようになる。だがピナには幼い息子、イゴールには妻がいた。大切な人へ

の想いと理性に阻まれ、罪悪感に苛まれる２人。それでもお互いへの欲望が日に

日に増してゆく彼らは、それぞれ大きな決断をする。 

 

ブロンコ・ビリー 放送日 

6・16 BRONCO BILLY 

監督・出演：クリント・イーストウッド  

出演：ソンドラ・ロック／ジェフリー・ルイス／スキャットマン・クロザース  

1980年 英語 字幕 124分 

アメリカ ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

クリント・イーストウッド監督・出演のウエスタン・コメディ。旅芸人の一座に結婚相

手から逃げてきた資産家令嬢が紛れ込み、大騒動を巻き起こす！ 

拳銃の曲撃ちや荒馬乗りを披露する“ワイルド・ウェスト・ショー”を率いるブロンコ・

ビリー。６人の団員と全米各地を巡業する彼は、ある日、イヤな結婚相手に身の回

りの物を持ち逃げされた女性リリーを助ける。一座に加わった彼女は、粗野だが正

直なビリーに次第に魅かれてゆくが・・・。 

 

暴走特急 放送日 

10・20・26 UNDER SIEGE 2 

監督：ジョフ・マーフィ  

出演：スティーヴン・セガール／エリック・ボゴシアン／キャサリン・ハイグル  

1995年 英語 字幕 107分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

スティーヴン・セガール主演のノンストップ・アクション。『沈黙の戦艦』の正式な続

編で、豪華列車を舞台にハイテク・テロ集団との戦いを描く。 

ロッキー山脈を走る豪華列車グランド・コンチネンタルがテロ集団に乗っ取られた。

一味はコンピュータを駆使してレーザー砲搭載の人工衛星を掌握、ペンタゴンと原

子炉を標的にする。刻一刻と迫る爆破のタイムリミット。だがその列車には偶然、

元秘密戦闘員ライバックが乗り合わせていた！ 

【地上波吹替版】声の出演：大塚明夫／牛山茂／坂本真綾 放送日 

21・30 102分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

ま 
真昼の死闘 放送日 

1・9・29 TWO MULES FOR SISTER SARA 

監督：ドン・シーゲル  

出演：クリント・イーストウッド／シャーリー・マクレーン／マノロ・ファブレガス  

1970年 英語 字幕 121分 

アメリカ モノラル カラー 

ウエスタン ワイド HD 

メキシコを舞台にしたアクション西部劇。監督は『マンハッタン無宿』のＤ・シーゲ

ル、出演はＣ・イーストウッド、Ｓ・マクレーン。 

メキシコ北部の荒地。流れ者のホーガンは３人の男に暴行されかけていた尼僧サ

ラを助ける。メキシコの革命ゲリラに雇われ、チワワのフランス警備隊を撃滅する

作戦に加勢するというホーガンに、自分はチワワ出身だと答えるサラ。２人は一緒

に旅をしながら、報奨金目当ての戦いに手を組んで活躍する。 

 

マンハッタン無宿 放送日 

4 COOGAN'S BLUFF 

監督：ドン・シーゲル  

出演：クリント・イーストウッド／リー・Ｊ・コッブ／スーザン・クラーク  

1968年 英語 字幕 102分 

アメリカ モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

『ダーティ・ハリー』のドン・シーゲルが製作・監督、クリント・イーストウッド主演の刑

事アクション。共演は『エクソシスト』のリー・Ｊ・コッブ。 

アリゾナ州の保安官補クーガンは逮捕された凶悪犯をアリゾナまで護送する仕事

を任され、１人ＮＹに乗り込んだ。凶悪犯リンガーマンを連行して空港まできたクー

ガンは、悪党一味の罠にかかりリンガーマンを逃がしてしまう。彼は警察官を解雇

され、一市民として犯人を追うが・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：山田康雄／大平透／藤田淑子 放送日 

16 102分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

 

ミッドナイト・スペシャル 放送日 

7・25 MIDNIGHT SPECIAL 

監督：ジェフ・ニコルズ  

出演：マイケル・シャノン／ジョエル・エドガートン／キルステン・ダンスト  

2016年 英語 字幕 119分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

ジェフ・ニコルズ監督による超常現象スリラー。不思議な能力を持つ幼い息子を、

その力を狙う者たちから守ろうとする父親の愛情を描く。 

ロイの幼い息子アルトンに備わった不思議な力。その神秘的な能力を狙って、カル

ト教団の魔の手が忍び寄る。父子は夜を徹して逃亡するが、追跡には国家権力が

絡んで、全国規模の指名手配へとエスカレート。そんな中、ロイは全てを犠牲にし

て、息子が究極の目標に辿り着くのを助けようと決意する。 

 

ムーンライト 放送日 

8・28 MOONLIGHT 

監督：バリー・ジェンキンス  

出演：トレヴァンテ・ローズ／マハーシャラ・アリ／アンドレ・ホランド  

2016年 英語 字幕 118分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

アカデミー賞作品賞を含む３部門に輝いた人間ドラマ。孤独な黒人少年が、アイデ

ンティティと居場所を求めながら成長してゆく姿を描く。 

学校でいじめられていた少年シャロンは、ある日、麻薬ディーラーのフアンに助け

られる。“自分の道は自分で決めろ”と生き方を教えてくれたフアン、そして同級生

のケヴィンだけが彼にとって心を許せる友人だった。高校生になったシャロンとケ

ヴィンは、月明かりの下で初めてお互いの心に触れる。 

 

メガゾーン２３ 放送日 

15・24・30 MEGAZONE23 

監督：石黒昇 

声の出演：久保田雅人／川村万梨阿／冨永みーな  

1985年 日本語 ― 88分 

日本 ステレオ カラー 

アニメーション スタンダード HD 

ＯＶＡ黎明期の大ヒット・シリーズ第１弾。大都会でバイクを駆る若者と、目的に向

かってひたむきに生きる３人の少女の青春をＳＦタッチで描くアニメーション。 

１９８０年代の東京。バイク好きの少年・省吾は、ひょんなことから軍用可変バイク・

ガーランドを入手し、軍の治安部隊から追われることに。追跡から逃れる中、見慣

れた都市が変貌を始める。一方、省吾と共に事件に巻き込まれたダンサー志願の

由唯も、華やかな都会の裏に潜む衝撃の事実に直面する。 

 

ＭＥＧＡＬＯＤＯＮ ザ・メガロドン 放送日 

3・29 MEGALODON(2018) 

監督：ジェームス・トーマス 

出演：マイケル・マドセン／ドミニク・ペース／キャロライン・ハリス  

2018年 英語 字幕 96分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

数百万年の時を超え、その怪物は生きていた！体長４０メートル、伝説の超巨大

古代鮫＜メガロドン＞。史上 強のモンスターに挑むパニック・アクション。 

ハワイ沖で沈没したロシア潜水艦を発見したアメリカ海軍駆逐艦。潜水艇で救助

に向かったリンチ中佐らは絶滅したと思われていた巨大な古代鮫メガロドンに遭

遇、潜水艇ごと飲み込まれてしまう。潜水艇の救出、ハワイ本土への被害を食い

止めるため、兵士たちは史上 強のモンスターに壮絶な戦いを挑む！ 

【日本語吹替版】声の出演：矢野正明／黒澤剛史／石田嘉代 放送日 

8 96分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

メッセージ（2016年） 放送日 

6・26・27 ARRIVAL 

監督：ドゥニ・ヴィルヌーヴ  

出演：エイミー・アダムス／ジェレミー・レナー／フォレスト・ウィテカー  

2016年 英語 字幕 124分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督×エイミー・アダムス主演のＳＦドラマ。謎の知的生命体と

意思の疎通を図ろうとする言語学者の姿と、“彼ら”からのメッセージを描く。 

ある日、地球各地に巨大宇宙船が出現。謎の知的生命体と意思の疎通を図るべ

く、言語学者のルイーズが軍に雇われた。“彼ら”は人類に何を伝えようとしている

のか？ルイーズは物理学者のイアンと共に、宇宙船から発せられる音や波動を調

べ、そのメッセージを探っていく。 

や 
許されざる者（1992年） 放送日 

7・11・25 UNFORGIVEN 

監督・出演：クリント・イーストウッド  

出演：ジーン・ハックマン／モーガン・フリーマン／リチャード・ハリス  

1992年 英語 字幕 138分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ウエスタン ワイド HD 

銃を捨て密かに暮らしていた老ガンマンが、賞金稼ぎのために再び銃を取る姿を描く西

部劇。Ｃ・イーストウッド監督・製作・主演。米アカデミー賞で監督賞、作品賞等を受賞。 

１８８０年ワイオミング。足を洗ったガンマン、ウィリアム・マニーのもとを若者が訪ねてく

る。賞金目当てで、娼婦に重傷を負わせた２人のカウボーイを追う彼から仲間に誘われ

たマニーは、１１年ぶりに銃を手にし、かつての相棒も交えて町へと向かう。 

ら 
ライフ 放送日 

6・7・9・21・25 LIFE(2017) 

監督：ダニエル・エスピノーサ  

出演：ジェイク・ギレンホール／レベッカ・ファーガソン／真田広之 

2017年 英語 字幕 111分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

ジェイク・ギレンホール、真田広之らが共演したＳＦスリラー。国際宇宙ステーションを

舞台に、未知の生命体を採取した宇宙飛行士たちを待ち受ける戦慄の運命を描く。 

世界各国から国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に集まった６人の宇宙飛行士。その目的

は、火星で採取された地球外生命体の細胞を極秘調査すること。まさに神秘としか言

いようのない生態に彼らは驚愕するが、その細胞は予想を遥かに超えるスピードで

成長し、高い知性を見せ始める。 

 

ラスト・ラン／殺しの一匹狼  放送日 

5・13・22 THE LAST RUN 

監督：リチャード・フライシャー  

出演：ジョージ・Ｃ・スコット／トニー・ムサンテ／トリッシュ・ヴァン・ディーヴァー  

1971年 英語 字幕 103分 

アメリカ モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

男は 後のミッションに命を懸けた・・・。組織に追われる男女を乗せた運び屋の壮

絶な逃走劇を描くハードボイルド・アクション。 

９年前に運び屋稼業を引退し、今はポルトガルで孤独な日々を送るハリー・ガーム

ス。そんな彼に、脱獄囚をスペイン領内からフランスへと運ぶ仕事が舞い込んだ。

ガームスは入念に手入れした愛車のＢＭＷに脱獄囚とその恋人を乗せ、無事に国

境を超える。だが、彼らを出迎えたのは組織の殺し屋だった！ 

 

ラッキーナンバー７ 放送日 

7・18・27 LUCKY NUMBER SLEVIN 

監督：ポール・マクギガン  

出演：ジョシュ・ハートネット／ブルース・ウィリス／モーガン・フリーマン  

2005年 英語 字幕 117分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ブルース・ウィリスら豪華キャストが共演。不運続きの青年がギャングの抗争に巻

き込まれる様をユーモアを交えて綴るクライム・アクション。 

失恋して仕事もクビになるなど不運続きの青年スレヴンは、友人ニックを頼ってＮＹ

へやって来る。だがニックは不在で、ひょんなことから隣に住む女性リンジーと一

緒に彼の行方を捜すことになる。２人は次第に魅かれ合うが、スレヴンは、彼をニ

ックと思いこんだギャングに拉致されてしまい・・・。 

 

レイルロード・タイガー 放送日 

3・15・23 RAILROAD TIGERS 

監督：ディン・シェン  

出演：ジャッキー・チェン／ファン・ズータオ／池内博之 

2016年 中国語ほか 字幕 132分 

中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジャッキー・チェン主演、池内博之の共演で贈るアクション・コメディ。大陸横断の爆

走鉄道を舞台に、行き当たりばったりの土壇場ミッションを描く。 

１９４１年、中国。鉄道で働くマーと仲間たちは、列車に忍び込んでは日本軍の物

資を盗むことから“レイルロード・タイガース”と呼ばれていた。ある日、日本軍に追

われる負傷兵ダーグオを匿ったマーは、彼から、日本軍の物資輸送に大きなダメ

ージを与える橋の爆破作戦を委ねられる。 

 

レボリューション・ティガ 放送日 

19・26 TIGA 

監督：アンギ・ウンバラ  

出演：コルネリオ・スニー／アビマナ・アルヤスティア／アグス・クンチョロ  

2015年 インドネシア語 字幕 132分 

インドネシア ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

東南アジア 強の格闘技“シラット”を学んだ３人の男たち。彼らが国家の陰謀渦

巻く裏社会で対峙する様を描く、インドネシア製近未来アクション。 

２０３６年。長きに渡る内戦が終結し、平和を取り戻したかに見えたインドネシア。

対テロ特殊部隊のアリフ、ジャーナリストのラム、神に奉仕し平和を祈念するミン。

かつて同じ道場で 強格闘技“シラット”を学んだ３人は、テロリストやマフィアが暗

躍する裏社会で対峙することとなる。 
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ＲＯＮＩＮ 放送日 

9・19 RONIN 

監督：ジョン・フランケンハイマー  

出演：ロバート・デ・ニーロ／ジャン・レノ／ナターシャ・マケルホーン  

1998年 英語ほか 字幕 129分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ロバート・デ・ニーロ×ジャン・レノ共演のサスペンス・アクション。謎の任務に体を

張る元諜報員のスペシャリストたちの奮戦を骨太なタッチで描く。 

戦略や武器、監視、秘密任務・・・それぞれのプロフェッショナルである元諜報員５

人が、謎のミッションを遂行するために世界各国からパリに集結。だが、その任務

には罠が仕掛けられていた。お互いを信じることができないまま、彼らは主を持た

ない“浪人”としての信念に従い、決死の行動を開始する！ 

【日本語吹替版】声の出演：佐々木勝彦／金尾哲夫／唐沢潤 放送日 

4 129分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

わ 
私が愛した大統領 放送日 

11・23 HYDE PARK ON HUDSON 

監督：ロジャー・ミッシェル  

出演：ビル・マーレイ／ローラ・リニー／サミュエル・ウェスト  

2012年 英語 字幕 102分 

イギリス 5.1ch カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

ビル・マーレイ主演の歴史ドラマ。絶大な人気を誇った米大統領ルーズベルトの知

られざる素顔と、秘められた恋のエピソードを描く。 

１９３０年代の米国。ルーズベルト大統領は忙しい執務の合間、“恋人”デイジーと

ドライブに出かけることで安らぎを感じていた。ある日、英国王ジョージ６世夫妻が

ＮＹ州ハイドパークのルーズベルト邸を訪れる。ドイツとの開戦危機に備えトップ会

談を行う２人。その深夜、衝撃の事実が明らかになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外ドラマ 

９６時間 ザ・シリーズ 
TAKEN 

リュック・ベッソン製作総指揮、『９６時間』の前日譚となるドラマシリーズ、全10話。 
監督：ホーリー・デール 

出演：クライヴ・スタンデン／ジェニファー・ビールス／ブルックリン・スダーノ 

2017年 英語 字幕 60分 

アメリカ 5.1ch カラー 

海外ドラマ ワイド HD 

 

第10話 降伏 放送日：5 

ＦＢＩがクリスティーナをチームの指揮官の座から引きずり降ろそうとする中、ブライ

アンはメヒアの仲間を止めるべく独断で動く。連れ去られたアシャとメヒアを追うチ

ームと合流してメキシコに入った彼らは、孤立無援状態の中、自身の仕事や命、そ

して身近な者を失うリスクに踏み込んでいく。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報番組 

オンデマンドでみよう！ 

“いつでも見たい時に、見たい映画を見られる”オンデマンド配信。今月の見逃せ

ない話題作をご紹介！ 

■ 放送日：6・9・10・16・18・19・23・25 

15分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

ハリウッド特盛ＴＶ ＃６１ 

新作映画のニュース、スターや監督のインタビュー、新作ゲームのトレンドまで、

ハリウッドからの 新エンターテインメント情報をてんこ盛りでご紹介する映画情

報番組。 

■ 放送日：1・2・3・5・16・21 

30分／字幕／HD／ワイド／ステレオ 

プレミア・ナビ 

映画通で知られる小堺一機が、楽しいトークで「ムービープラス･プレミア」で放送

する映画を紹介。 

■ 放送日：（土）夜8時55分、（日）午後、（火）夜9時 

5分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：小堺一機 ほか 

映画館へ行こう 4月号 

新作映画の見どころやおもしろエピソードなどをご紹介。 新映画の情報盛りだく

さんでお送りします。 

■ 放送日：5 

30分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：山神アリシア 

おすすめ新作映画 

注目の新作映画情報をさまざまな切り口で紹介します。気になる作品の 新情

報は、この番組でチェック！ 

 

レギュラー枠 

YKK AP ムービープラス・プレミア 

Ｘ-ＭＥＮ：アポカリプス デッドプール 

スクランブル（2017年） ライフ 

木曜アクション 

ジョン・ウィック Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ. アンダーシージ 

ジョン・ウィック：チャプター２ 逃走車 

日曜吹替シアター 

オール・ユー・ニード・イズ・キル 

【日本語吹替版】 

ツイスター【日本語吹替版】 

ザ・コンサルタント【日本語吹替版】 パッセンジャー(2016年)【日本語吹替版】 

プライベート・シアター 

美しい絵の崩壊 快楽の渦 

熟れたアモーレ 不倫する肉体 

アサイラム・アワー  
カリフォルニア・ディストラクション  

イチオシ企画／特集 

特集：新世代ＳＦ３作品 

パッセンジャー（2016年） ライフ 
メッセージ（2016年）  

特集：平成 後のセガール誕生祭 

沈黙の戦艦 ＊ 沈黙の傭兵 ＊ 

沈黙の鉄拳 ＊ 暴走特急 ＊ 

沈黙の復讐 ＊  

（＊4/10の特集では字幕版、4/30の特集では吹替版を放送） 

特集：２４時間 カーチェイス 

エグジット・スピード ＴＡＸｉ④ 

重犯罪特捜班／ザ・セブン・アップス チェイサー（2017年） 

スクランブル（2017年） 逃走車 

ＴＡＸｉ ドライブ・アングリー 

ＴＡＸｉ② ブリット 

ＴＡＸｉ③ ラスト・ラン／殺しの一匹狼 

特集：巨大ブツ襲来！ 
アイスブレイカー 超巨大氷山崩落 ツイスター ＊ 

アンツ・パニック 巨大蟻襲来 ビッグ・バグズ・パニック 

超巨大ハリケーン カテゴリー５ ＭＥＧＡＬＯＤＯＮ ザ・メガロドン 

（＊4/3の特集では字幕版、4/28の特集では吹替版を放送） 

強のＫＯＢＵＳＨＩは誰だ！？鉄拳映画特集 

キル・オール！！ 殺し屋頂上決戦 ファースト・ミッション 

タイクーン！ レボリューション・ティガ 

沈黙の鉄拳  

シリーズイッキ観！ 

「Ｘ-ＭＥＮ」シリーズ  

Ｘ-ＭＥＮ：ファースト・ジェネレーション Ｘ-ＭＥＮ：アポカリプス 

Ｘ-ＭＥＮ：フューチャー＆パスト  

「ジョン・ウィック」シリーズ  

ジョン・ウィック ジョン・ウィック：チャプター２ 

「ＴＡＸｉ」シリーズ  

ＴＡＸｉ ＴＡＸｉ③ 

ＴＡＸｉ② ＴＡＸｉ④ 

今月の日本語吹替作品       ※は地上波吹替版 ★は吹替のみ  
８０デイズ 沈黙の戦艦 ※ 

オール・ユー・ニード・イズ・キル 沈黙の鉄拳 

コップ・ベイビー ★ 沈黙の復讐 

ザ・コンサルタント 沈黙の傭兵 

１３日の金曜日 ※ ツイスター 

ジョン・ウィック  ＤＯＯＭ ドゥーム 

ジョン・ウィック：チャプター２ ドライブ・アングリー 

スノーピアサー パッセンジャー(2016年)   

セブン・シスターズ 暴走特急 ※ 

ソーラー・ストライク マンハッタン無宿 

ソーラー・ストライク２０１３ 前編 ＭＥＧＡＬＯＤＯＮ ザ・メガロドン 

ソーラー・ストライク２０１３ 後編 ＲＯＮＩＮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


