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愛の臨界 
FADO 

放送日 

23・30 

監督：ヨナス・ロートレンダー 

出演：ゴロー・オイラー／ルイーゼ・へイヤー／アルバーノ・ジェロニモ  

2016年 ドイツ語 字幕 109分 

ドイツ＝ポルトガル ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

国境を越えて追い求めたかつての愛は甦るのか？美しいリスボンを舞台に、元恋

人への愛と嫉妬を募らせていく男を描いた官能スリラー。 

ベルリンの医者ファビアンはマンネリ化した日常に嫌気がさし、元恋人ドーロが住

むリスボンへ旅立つ。辛い別れ方をした元彼の出現に動揺するドーロ。ファビアン

は彼女への真摯な愛を示し、２人は以前よりも愛し合えると感じ始める。だがファ

ビアンの中で、ドーロの同僚への嫉妬が肥大していき・・・。 

 

アウトロー（1976年） 
THE OUTLAW JOSEY WALES 

放送日 

5・15・24 

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。 

 

アフターマス 
AFTERMATH(2016) 

放送日 

18・19・21・27 

監督：エリオット・レスター 

出演：アーノルド・シュワルツェネッガー／スクート・マクネイリー／マギー・グレイス 

2016年 英語 字幕 101分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

実際の出来事を題材にしたヒューマン・ドラマ。飛行機の衝突事故で妻と娘を亡く

し、失意の中でその真相を追う男をアーノルド・シュワルツェネッガーが演じる。 

オハイオ州、コロンバス。工事現場で働くローマン・メルニックは、 愛の妻と娘が

乗った航空機が衝突事故を起こしたという衝撃の事実を知らされる。生存者のな

い事故現場を訪れ、悲しみに暮れるローマン。その後、責任の所在を追及していく

中で、１人の航空管制官が事故に関わっていたことを知る。 

 

アポカリプト 
APOCALYPTO 

放送日 

10・14・29 

監督：メル・ギブソン  

出演：ルディ・ヤングブラッド／ダリア・エルナンデス／ジョナサン・ブリューワー  

2006年 マヤ語 字幕 145分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

メル・ギブソンが監督を務めたアクション・アドベンチャー。中米の密林地帯を舞台

に、マヤ帝国の襲撃を受けた狩猟民族の青年が家族を救うために闘う姿を描く。 

マヤ文明後期。中米のジャングルで平穏に暮らす狩猟民族の村を、マヤ帝国の傭

兵部隊が襲撃。部族長の息子であるジャガー・パウら村民が拉致されてしまった。

やがて先進的な文明を持つマヤの都に連れて来られた彼らは、自分たちが連行さ

れた衝撃の理由を目の当たりにする。 

【日本語吹替版】声の出演：高橋広樹／甲斐田裕子／乃村健次 

145分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

放送日 

21 

 

雨の日は会えない、晴れた日は君を想う 
DEMOLITION 

放送日 

3・29 

監督：ジャン＝マルク・ヴァレ  

出演：ジェイク・ギレンホール／ナオミ・ワッツ／クリス・クーパー  

2015年 英語 字幕 108分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ジェイク・ギレンホール主演で贈るヒューマン・ドラマ。妻を突然の事故で亡くし、何

事にも無感覚になっていた主人公の喪失と再生を描く。 

出世コースに乗り、富も地位も手に入れたエリート銀行員ディヴィスは、空虚な数

字と向き合う日々を過ごしていた。ある朝、突然の交通事故で美しい妻が他界。一

滴の涙も出ず、哀しみにさえ無感覚になっている自分に気付いた彼は、義父の言

葉をきっかけに、身の回りのあらゆるものを壊し始める。 

 

アレキサンダー 
ALEXANDER(2004) 

放送日 

17・25・30 

監督：オリヴァー・ストーン  

出演：コリン・ファレル／アンジェリーナ・ジョリー／アンソニー・ホプキンス  

2004年 英語 字幕 183分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

コリン・ファレル、アンジェリーナ・ジョリーら豪華キャストが共演。史上初めて世界

を統一したマケドニア王、アレキサンダーの生涯を描く壮大な歴史スペクタクル。 

紀元前３５６年、マケドニア王フィリッポスと妻オリンピアスとの間にアレキサンダー

が誕生する。だが息子を王にすることだけに情熱を燃やす母は父と絶えず争い、

彼は仲間との友情に心の平穏を見出していた。やがてフィリッポスが暗殺され、２

０歳のアレキサンダーが王位に就く。 

【日本語吹替版】声の出演：浪川大輔／塩田朋子／稲垣隆史 

183分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

12 

 

アンストッパブル 
UNSTOPPABLE(2010) 

放送日 

12・17・25 

監督：トニー・スコット  

出演：デンゼル・ワシントン／クリス・パイン／ロザリオ・ドーソン  

2010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 

危険物質を積んだ暴走列車を止めろ！２００１年に実際に起きた列車暴走事故

を、デンゼル・ワシントン主演で映画化したアクション巨編。 

ペンシルベニア州の操車場。ベテラン機関士のフランクと新米車掌ウィルが初めて

顔を合わせる。年齢も家庭環境も異なる２人は、ソリの合わないまま機関車１２０６

号へ乗り込むことに。その頃、大量の化学薬品が搭載された貨物列車７７７号が、

運転士の操作ミスで無人のまま暴走を始めてしまい・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：大塚明夫／阪口周平／本田貴子 

106分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

偽りの忠誠 ナチスが愛した女 
THE EXCEPTION 

放送日 

12・24 

監督：デヴィッド・ルヴォー  

出演：リリー・ジェームズ／ジェイ・コートニー／クリストファー・プラマー  

2016年 英語 字幕 114分 

イギリス＝アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

リリー・ジェームズがミステリアスな女スパイを熱演！ナチス政権下、英国の女ス

パイとドイツ軍将校の許されぬ恋を描いたサスペンス・ドラマ。 

１９４０年、ナチス・ドイツは、オランダ亡命後も根強い支持者を持つ元ドイツ皇帝ヴ

ィルヘルム２世を監視するため、ドイツ軍将校のブラント大尉を派遣。彼はそこで

出会った美しいメイドのミーケと恋に落ち、激しい情事に耽るようになる。だがミー

ケは英国政府から密命を受けたスパイだった。 

 

ヴェンジェンス 
VENGEANCE: A LOVE STORY 

放送日 

5・9・15・21・27 

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。 

 

ウォーキング・ウィズ・エネミー／ナチスになりすました男  

WALIKING WITH THE ENEMY 

放送日 

8・20 

監督：マーク・シュミット  

出演：ジョナス・アームストロング／ベン・キングズレー／ハンナ・トイントン  

2014年 英語 字幕 121分 

アメリカ＝カナダ＝ルーマニア＝ハンガリー 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ハンガリーの知られざる英雄伝説。ナチス軍を欺き、ホロコーストからの大救出作

戦に命を懸けた男の生き様を描く戦争ドラマ。 

第二次世界大戦中の１９４４年。戦況が連合国側に傾く中、ハンガリーの執政ホル

ティは連合国との講和を模索する。だが、その動きを察知したドイツは同盟国であ

るハンガリーに侵攻し、ユダヤ人一掃作戦を開始。労働収容所に収監された青年

エレクは、ナチスになりすまして家族や仲間を探し出そうとする。 

 

動く標的 
HARPER 

放送日 

5・13・21・27 

監督：ジャック・スマイト 

出演：ポール・ニューマン／ローレン・バコール／ジュリー・ハリス 

1966年 英語 字幕 128分 

アメリカ モノラル カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ポール・ニューマン主演のハードボイルド・ミステリー。失踪した大富豪の行方を追

う私立探偵が、欲にまみれた愛憎劇に巻き込まれていく。 

私立探偵ハーパーは、友人の弁護士アルバートの紹介で、行方不明になった大

富豪サンプスンの探索を引きうけた。サンプスンの周辺を調べるうちに、ハーパー

はこの失踪の裏に何らかのシンジケートがあることを確信。その頃サンプスン夫人

のもとには現金５０万ドルを要求する脅迫状が届いていた。 

 

８０デイズ 
AROUND THE WORLD IN 80 DAYS(2004) 

放送日 

7・12・15・19 

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。 

 

エスケイプ・フロム・イラク 
DAG II 

放送日 

9・17・22・28 

監督：アルペール・チャーラル  

出演：チャーラル・エルトゥールル／ウフク・バイラクターシュ／アーフ・テュルクペンチェ  

2016年 トルコ語 字幕 142分 

トルコ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ＩＳ（イスラム国）に捕らわれた人質を救出せよ！イラク山岳地帯を舞台に、過酷な

ミッションに挑むトルコ軍特殊部隊の姿を描く戦争アクション。 

イラクの山岳地帯に潜入したトルコ軍特殊部隊の隊員７人は、ＩＳ（イスラム国）の

捕虜となっていた女性ジャーナリストを救出。だがＩＳ軍の追撃により窮地に陥る。

敵の大部隊が接近する中、任務を優先してトルコに撤退するか、踏み留まって村

人の虐殺を阻止するか。彼らの選択は・・・？ 

 

エネミー・ライン 
BEHIND ENEMY LINES 

放送日 

2・27 

監督：ジョン・ムーア 

出演：オーウェン・ウィルソン／ジーン・ハックマン／ガブリエル・マクト  

2001年 英語 字幕 113分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

米軍の偵察機が敵地のど真ん中に不時着！オーウェン・ウィルソンがパイロットを

演じ、敵地の中で執拗な追跡からサバイバルする戦争アクション。 

米海軍原子力空母ＵＳＳカール・ヴィンソン。偵察飛行ばかりで嫌気がさしたクリ

ス・バーネット大尉は辞表を提出、相棒と共に 後の偵察任務に出掛ける。２人は

ボスニア上空の非武装地域でセルビア部隊を発見。彼らを撮影したためにミサイ

ル攻撃に遭い、森の中に不時着してしまう。 

【日本語吹替版】声の出演：楠大典／石田太郎／後藤敦 

113分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネミー・ライン２ ―北朝鮮への潜入― 
BEHIND ENEMY LINESII: AXIS OF EVIL 

放送日 

2・27 

監督：ジェームズ・ドッドソン 

出演：ニコラス・ゴンザレス／ブルース・マッギル／ピーター・コヨーテ 

2006年 英語 字幕 103分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

敵地からの脱出を描く戦争アクション第２弾。核ミサイル破壊のため北朝鮮へ潜入

した米海兵隊員。現地に取り残された４人の兵士の運命は！？ 

北朝鮮が秘密基地内に核ミサイルを保有しているという情報が米ホワイトハウス

に届く。その脅威を防ぐべく、米海軍のジェームス大尉率いる精鋭たちが基地の破

壊作戦に任命された。ところがミッション開始直後、作戦失敗の連絡が入り、４人

の兵士を敵地に残したまま海軍は撤退してしまう。 

【日本語吹替版】声の出演：鉄野正豊／長克巳／小川真司 

103分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

18 

 

エネミー・ライン３ 激戦コロンビア 
BEHIND ENEMY LINES:COLOMBIA 

放送日 

2・28 

監督：ティム・マシスン 

出演：ジョー・マンガニエロ／ミスター・ケネディ／シャノン・ロー 

2008年 英語 字幕 101分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

孤立無援の脱出を描くシリーズ第３弾。反政府ゲリラ軍の敵地に取り残された偵

察中の米海軍特殊部隊。彼らは人質を救出し脱出することができるのか！？ 

コロンビアのボゴタ工場が爆破され、実行犯とされる反政府ゲリラ軍ＦＡＲＣ本部の

偵察という危険任務に駆り出された米海軍特殊部隊。だが敵地に到達する頃、何

者かの奇襲に遭い２人が死亡、1人は人質に。残るチームのメンバーは犯人の汚

名を着せられ、敵地に取り残されてしまう。 

【日本語吹替版】声の出演：宮内敦士／宗矢樹頼／永井誠 

101分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

19 

 

乙女たちの秘めごと 
THE SOWER 

放送日 

10・16・23 

監督：マリーヌ・フランセン 

出演：ポリーヌ・ビュルレ／ジェラルディーヌ・ペラス／アルバン・ルノワール 

2017年 フランス語 字幕 106分 

フランス＝ベルギー 5.1ch カラー 

社会派ドラマ スタンダード HD 

田舎村の乙女たちの間で交わされた秘密の約束。女だけの村にやってきた１人の

男を巡り、純真無垢な乙女たちの、少女から“女”への目覚めを描く官能ドラマ。 

１８５０年代、ナポレオン政権下のフランス。働き盛りの男たちが皆、レジスタンス

活動の果てに投獄されてしまった田舎の村。残された女たちは、村の未来のため

に秘密の約束を交わしていた。ある日、村に１人の若い男がやってくる。彼を引き

留めるため、村一番の聡明な女が世話係となるが・・・。 

か 
カフェ・ソサエティ 
CAFE SOCIETY(2016) 

放送日 

3・15 

監督：ウディ・アレン 

出演：ジェシー・アイゼンバーグ／ブレイク・ライヴリー／スティーヴ・カレル 

2016年 英語 字幕 103分 

アメリカ 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

ウディ・アレン監督が贈るロマンティック・コメディ。１９３０年代のハリウッドを舞台

に、２人の女性と１人の男性のもつれた恋を描く。 

１９３０年代。刺激的な人生を夢見て、ＮＹからハリウッドにやってきた青年ボビー。

映画業界の敏腕エージェントである叔父の下で働き始めた彼は、秘書のヴォニー

の美しさに心奪われる。ヴォニーと親密になったボビーは彼女との結婚を思い描く

が、ヴォニーには密かに交際している別の男性がいた。 

 

カリフォルニア・ブロウ 
ERUPTION: LA 

放送日 

31 

監督：ショーン・ケイン 

出演：マシュー・アトキンソン／レクシー・ジョンソン／ハリー・ヴァン・ゴーカム 

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 

火山噴火でロサンゼルスが灼熱地獄と化す！ＬＡ壊滅を阻止するため、危険なミッ

ションに挑む人々を描くディザスター・パニック。 

カリフォルニア地下で未知の断層が活動を始め、マグマチューブから溶岩が噴出。

降り注ぐ火山弾でＬＡは炎に包まれた。混乱の中、パニック映画の脚本家ジョシュ

と女優のカットは、地震学者のアーウィンに出会う。壊滅を止めるには水力発電所

を爆破し、マグマチューブに海水を流し込むしかないが・・・。 

 

君はひとりじゃない 
CIALO 

放送日 

10・23 

監督：マウゴシュカ・シュモフスカ 

出演：ヤヌシュ・ガイオス／マヤ・オスタシェフスカ／ユスティナ・スワラ 

2015年 ポーランド語 字幕 100分 

ポーランド ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ベルリン映画祭で銀熊賞（監督賞）を受賞。ポーランドの俊英女性監督が贈る人間

ドラマ。大切な人を失った父娘の心の再生を繊細かつユーモアを交えて描く。 

病気で母親を亡くしてから心を閉ざし、摂食障害に陥った娘オルガ。一方、検察官

である父ヤヌシュも虚無感を抱え、事件現場で人の死に接しても何も感じなくなっ

てしまった。日に日に痩せ細っていくオルガを見かねたヤヌシュは、彼女をセラピ

ストのアンナに託すことにする。 

 

キラー・エリート（2011年） 
KILLER ELITE(2011) 

放送日 

6・16・31 

監督：ゲイリー・マッケンドリー 

出演：ジェイソン・ステイサム／ロバート・デ・ニーロ／クライヴ・オーウェン  

2011年 英語 字幕 124分 

オーストラリア 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジェイソン・ステイサム、ロバート・デ・ニーロ競演のサスペンス・アクション。引退し

た殺し屋が、元相棒を救出するために危険なミッションに挑む！ 

殺し屋稼業から足を洗い、農場で恋人と静かに暮らしていたダニーは、元相棒で

師匠でもあるハンターがミッションに失敗し、捕虜となったことを知る。彼はやむを

得ずそのミッションを引き継ぐが、それは“英国陸軍特殊部隊（ＳＡＳ）の精鋭を事

故に見せかけて殺せ”というものだった。 

【日本語吹替版】声の出演：山路和弘／樋浦勉／相沢まさき 

124分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

12 
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グリム・アベンジャーズ タイム・ウォーズ  

AVENGERS GRIMM: TIME WARS 

放送日 

20・24 

監督：マクシミリアン・エルフェルド 

出演：ローレン・パーキンソン／エリザベス・エイリーン／マーラ・フェアクロフ 

2018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 

グリム童話のヒロインたちが邪悪な敵に戦いを挑むファンタジー・アクションの続編。

魔法の国と現代のＬＡを行き来しながら、時空を超えた戦いが繰り広げられる。 

アリスや白雪姫たちの戦いにより、童話の世界とリンクした現代。アトランティス王国

の女王マグダは、狡猾な魔術師ルンペルシュティルツキンからそそのかされ、王子

が持つ魔法の指輪を手に入れ世界を支配しようと画策する。善と悪の二つの勢力

が、再び時空を超えた死闘を開始した。 

 

クリント・イーストウッドのマスタークラス  ｉｎ  カンヌ映画祭  

MASTERCLASS BY CLINT EASTWOOD - CANNES FILM FESTIVAL 2017 

放送日 

19・21 

出演：クリント・イーストウッド／ケネス・トゥーラン  

2017年 英語 字幕 60分 

フランス モノラル カラー 

ドキュメンタリー ワイド HD 

第７０回カンヌ映画祭のマスタークラス（特別講義）に、巨匠イーストウッドが登場。

多くのファンたちを前に、自身の作品や映画人生について語る。 

巨匠Ｃ・イーストウッドが、カンヌ映画祭のクラシック部門に出品された『許されざる

者（1992年）』をはじめ、多大な影響を受けたＳ・レオーネ、Ｄ・シーゲルとの思い出

や西部劇への愛、近年の作品についてのユーモア溢れるエピソードなどを語る。

聞き手は評論家Ｋ・トゥーラン。 

 

コロニア 
COLONIA 

放送日 

16・21・26 

監督：フロリアン・ガレンベルガー 

出演：エマ・ワトソン／ダニエル・ブリュール／ミカエル・ニクヴィスト 

2015年 英語 字幕 117分 

ドイツ＝ルクセンブルク＝フランス ステレオ カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

その地獄からの生還率０．０１％。南米チリの独裁政権下で起きた驚愕の史実を、

エマ・ワトソンの主演で描くサスペンス・ドラマ。 

フライトでチリを訪れたドイツの客室乗務員レナは、現地を取材中のジャーナリスト

の恋人ダニエルとの逢瀬を楽しんでいた。だがチリ軍部によるクーデターが発生。

反体制勢力として連行されたダニエルを救出するため、彼女はナチス残党と結び

ついて拷問施設となった“コロニア・ディグニダ”に潜入する。 

さ 
サイゴン・ボディガード 
SAIGON BODYGUARDS 

放送日 

8・19 

監督：落合賢 

出演：タイ・ホア／キム・リー／ベー・チャン 

2016年 ベトナム語 字幕 120分 

ベトナム 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

ベトナム本国でメガヒットを記録したアクション・コメディ。重要任務を課せられた２

人のボディガードが、悪を相手にホーチミン市を駆け巡る！ 

マッチョで生真面目なトリンと、女好きでヘマばかりのビエンは、サイゴン・ボディガ

ード社で働く親友コンビ。ある日、国内屈指のミルク会社の社長が亡くなり、留学先

の米国から緊急帰国する御曹司ヘンリーの警護依頼が入る。だが後継者問題が

注目を集める中、ヘンリーが何者かに誘拐されてしまう。 

 

西遊記～はじまりのはじまり～ 
JOURNEY TO THE WEST: CONQUERING THE DEMONS 

放送日 

3・19・25・28 

監督：チャウ・シンチー 

出演：ウェン・ジャン／スー・チー／ホアン・ボー 

2013年 中国語 字幕 117分 

中国 ステレオ カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

チャウ・シンチーが「西遊記」をモチーフに描くアクション・アドベンチャー。妖怪退治に挑

む若き三蔵法師と孫悟空たちとの出会いを派手な演出とユーモアを交えて活写する。 

三蔵法師がまだ“玄奘”と名乗る若き妖怪ハンターだった頃。彼は大いなるものに己を

差し出すと心に誓い、妖怪退治に乗り出すが、それは苦難の連続だった。水の妖怪や

豚の妖怪、そして妖怪の大王・孫悟空。敵だった彼らを弟子として迎え入れることで、玄

奘は本当の愛に気付いてゆく。 

 

西遊記２～妖怪の逆襲～ 
JOURNEY TO THE WEST: DEMON CHAPTER 

放送日 

25・26・28 

監督：ツイ・ハーク 

出演：クリス・ウー／ケニー・リン／ヤオ・チェン 

2017年 中国語 字幕 116分 

中国＝香港 5.1ch カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

中国で大ヒットを記録したアクション・アドベンチャーの第２弾。天竺を目指して旅す

る妖怪ハンターの三蔵法師が、孫悟空らと共に妖怪たちに立ち向かう。 

妖怪ハンターの三蔵法師は、孫悟空、猪八戒、沙悟浄と共に天竺へ向け旅を続け

ている。道中、孫悟空は妖怪退治の手荒さを咎められ、三蔵法師に反発。やがて

比丘国を訪れた一行は、国王の下に招かれるも、極度の気分屋である国王の機

嫌を損ねてしまう。困った三蔵法師は孫悟空に助けを求めるが・・・。 

 

サバイバーズ 
DAG 

放送日 

11・14・20 

監督：アルペール・チャーラル 

出演：チャーラル・エルトゥールル／ウフク・バイラクターシュ／フィラット・ドールロール 

2012年 トルコ語 字幕 93分 

トルコ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

凍てつく地獄の戦場で孤立した２人の若き兵士。トルコの山岳地帯を舞台に、イス

ラムゲリラに包囲された彼らのサバイバルを描く戦争アクション。 

雪深いトルコ山岳地帯。山頂の通信基地を補修するために４人の兵士が派遣され

た。だが、反政府ゲリラの襲撃を受けて中尉と軍曹は戦死。残された２人の若い兵

士は、反発し合いながら救援部隊との合流地点を目指す。残弾はわずか５発。極

限状態の中で、彼らは敵の包囲網を突破できるのか？ 

 

ザ・ボディガード（2017年） 
THE HUNTER'S PRAYER 

放送日 

4・6・18・23 

監督：ジョナサン・モストウ 

出演：サム・ワーシントン／オデイア・ラッシュ／アレン・リーチ 

2017年 英語ほか 字幕 98分 

アメリカ＝スペイン＝ドイツ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

サム・ワーシントン主演のアクション。裏切りの代償で賞金首となった伝説の殺し

屋が、ターゲットの女子高生を守りつつ戦いを繰り広げる。 

マフィアのリチャードから、女子高生エラの殺害を依頼された伝説の殺し屋ルーカ

ス。エラを見つけて銃口を向けるも、自身の娘の姿が重なり、殺すことができなか

った。ルーカスはエラを守りながらリチャードに反撃しようとするが、逆に懸賞金を

かけられ、世界中の殺し屋から命を狙われてしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

ジーサンズ はじめての強盗 
GOING IN STYLE 

放送日 

8・19・22・27 

監督：ザック・ブラフ 

出演：モーガン・フリーマン／マイケル・ケイン／アラン・アーキン  

2017年 英語 字幕 104分 

アメリカ 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

Ｍ・フリーマン、Ｍ・ケイン、Ａ・アーキン。過去にアカデミー賞を受賞したレジェンド

俳優たちが、銀行強盗を企てる老人に扮したクライム・コメディ。 

定年後、慎ましくも幸せな年金生活を送っていたウィリー、ジョー、アルの３人。だ

が、長年勤めていた会社の合併によって彼らの年金が消えてしまった。これまでの

生活を取り戻し、愛する家族や仲間たちと幸せな余生を送るため、ジーサンたちは

大胆で危険な 後の勝負に出る！ 

 

ジェイソン・ボーン 
JASON BOURNE 

放送日 

4・5・7・16 

監督：ポール・グリーングラス 

出演：マット・デイモン／トミー・リー・ジョーンズ／アリシア・ヴィキャンデル  

2016年 英語 字幕 131分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

Ｐ・グリーングラス監督とＭ・デイモンが再びタッグを組んだ、人気スパイ・アクション３部

作の続編。自身の過去の秘密を巡り、新たな戦いに身を投じる孤高の暗殺者を描く。 

ＣＩＡの極秘プログラムによって生み出された暗殺者ジェイソン・ボーン。世間から姿を消

して生活していた彼の元に、ＣＩＡの元同僚であるニッキ―が現れる。彼女は、ＣＩＡが世

界中を監視・操作するための極秘プログラムを始動させたことを告げ、さらにボーンの

過去にまつわる衝撃的な真実を明かす。 

 

ショートウェーブ 
SHORTWAVE 

放送日 

6・23 

監督：ライアン・グレゴリー・フィリップス 

出演：ファニータ・リンジェリン／クリストバル・タピア・モント／カイル・デイヴィス 

2016年 英語 字幕 96分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

シッチェス映画祭ほか世界中の映画祭で大絶賛されたＳＦスリラー。謎の短波無

線信号によって精神的に支配されてゆく恐怖を描く。 

娘を亡くしたショックから立ち直るため、人里離れた丘陵地の研究施設に移住した

短波研究者ジョシュと妻イザベル。仲間と共に研究に没頭するジョシュは、謎の短

波無線信号とその起源に関する画期的な発見をする。だが、その信号の何かがイ

ザベルと共鳴し、彼女は幻覚や不思議なビジョンを体験し始める。 

 

ジョン・ウィック：チャプター２  
JOHN WICK: CHAPTER 2 

放送日 

5・20 

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。 

 

新感染 ファイナル・エクスプレス 
TRAIN TO BUSAN 

放送日 

6・11・17・22 

監督：ヨン・サンホ  

出演：コン・ユ／チョン・ユミ／マ・ドンソク  

2016年 韓国語 字幕 125分 

韓国 ステレオ カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

韓国の新鋭ヨン・サンホ監督が贈るサバイバル・ホラー。走行中の高速鉄道車内

で、未知のウイルスの脅威にさらされた人々を描く。 

ソウルからプサンへ向かう高速鉄道ＫＴＸの車内で乗客が謎のウイルスに侵され、

次々と凶暴化し始めた。感染者に捕まれば、死が待ち受ける。安全な終着駅まで

は約２時間。偶然乗り合わせた父親と幼い娘、妊娠中の妻とその夫、学生たち・・・

彼らは時速３００キロ超の密室で生き残りをかけた戦いに挑む！ 

 

スリーピング・ビューティー 眠れる森の美女と呪われた城 

SLEEPING BEAUTY(2014) 

放送日 

7・23 

監督・出演：キャスパー・ヴァン・ディーン  

出演：オリヴィア・ダボ／キャサリン・オクセンバーグ／グレイス・ヴァン・ディーン  

2014年 英語 字幕 96分 

アメリカ ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

グリム童話「眠れる森の美女」を原作とする異色ファンタジー。百年の眠りに落ちた

姫の伝説を知った王子が、呪いを解くために冒険の旅へ出る。 

オリヴェッタ王国の世継ぎである美しきドーン姫は、１６歳を迎えたとき、魔女の呪

いで覚めることのない眠りについてしまう。百年後、“眠れる美女”の伝説を知った

隣国のバロウ王子はオリヴェッタ城に潜入する。だが、そこは魔女が操るドラゴン

や死者の軍団が支配する呪われた魔界だった。 

 

セルフレス／覚醒した記憶 
SELF/LESS 

放送日 

5・15・21 

監督：ターセム・シン 

出演：ライアン・レイノルズ／ベン・キングズレー／ナタリー・マルティネス  

2015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 

ライアン・レイノルズとベン・キングズレーの共演で贈るＳＦアクション。余命宣告を受

けた大富豪が、 先端技術で若い肉体を手に入れた先に待ち受ける運命を描く。 

ガンで余命宣告された大富豪の建築家ダミアンは、科学者のオルブライトから遺伝

子操作で作った肉体への頭脳の転送を持ちかけられる。提案を受け入れ、若い肉体

を得て別人として新たな人生を謳歌し始めるダミアン。だがある日、薬を飲み忘れた

彼はリアルな幻覚を見る。 

 

ゾンビランド 
ZOMBIELAND 

放送日 

6・11 

監督：ルーベン・フライシャー  

出演：ウディ・ハレルソン／ジェシー・アイゼンバーグ／エマ・ストーン  

2009年 英語 字幕 95分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ウディ・ハレルソン、ジェシー・アイゼンバーグら豪華共演で贈るアクション・ホラ

ー。人類の大半がゾンビ化した世界で、引きこもり青年らの旅を描く。 

新型ウイルスの爆発感染で、人類の大半が人喰いゾンビとなった世界。引きこもり

青年のコロンバスは“生き残るための３２のルール”を作り、それを実践して生き延

びてきた。そんな彼が、 強ゾンビハンターや美人詐欺師姉妹と出会い、ゾンビが

いない夢の遊園地を目指すことになる。 

 

 

 

 

 

 

た 
大反撃 
CASTLE KEEP 

放送日 

2・17・26 

監督：シドニー・ポラック 

出演：バート・ランカスター／ピーター・フォーク／パトリック・オニール 

1969年 英語 字幕 115分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

バルジ大作戦前夜のベルギーを舞台にしたシドニー・ポラック監督の戦争ドラマ。

フランスとの国境近くの古城に篭城したアメリカ小隊の激闘を描く。 

バルジ大作戦前夜の１９４４年冬。フランス国境に近いベルギー、アルデンヌの古

城に米軍歩兵小団が辿り着く。長い戦闘で疲れきった彼らを城主マルドレー伯爵

は温かく迎え入れるが、団を率いるファルコナー少佐は伯爵の妻と深い関係に。

やがて古城を狙ったドイツ軍の反撃が始まり・・・。 

 

タイムトラベラーの系譜 ルビー・レッド 
RUBY RED 

放送日 

9・13・19 

監督：フェリックス・フックシュタイナー  

出演：マリア・エーリック／ヤニス・ニーヴナー／ペーター・ジモニシェック  

2013年 ドイツ語 字幕 129分 

ドイツ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

ドイツで１００万部を超えるベストセラー小説を映画化。女子高生と謎の美男子の

時空を超えた冒険を描くファンタジー・アクション第１弾。 

ある日突然、過去に飛ぶ不思議な体験をした女子高生グウェン。彼女は“監視団”

と名乗る秘密結社から、自分が１６歳になるとタイムトラベル能力が目覚める一族

の１人だと告げられた。さらに一族の秘密を解き明かすため、同じ能力を秘めた歴

代タイムトラベラーの血を集めるという任務を課せられる。 

 

タイムトラベラーの系譜 サファイア・ブルー 
SAPPHIRE BLUE 

放送日 

9・14 

監督：フェリックス・フックシュタイナー  

出演：マリア・エーリック／ヤニス・ニーヴナー／ペーター・ジモニシェック  

2014年 ドイツ語 字幕 124分 

ドイツ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

タイムトラベル能力に目覚めた少女の冒険を描くファンタジー・アクション第２弾。

ギデオンと共に時空の旅を繰り返すグウェンは、若き日の祖父と遭遇する。 

１６歳のある日、突如、時間旅行ができる遺伝子が目覚め、選ばれしタイムトラベ

ラーとなった女子高生のグウェン。パートナーの美男子ギデオンと共に時空を旅す

る彼女は、若き日の祖父と遭遇。一族の真実を探ろうと単身動き始めるが、“監視

団”が彼女の行動に不審を抱き始める。 

 

タイムトラベラーの系譜 エメラルド・グリーン 
EMERALD GREEN 

放送日 

9・15 

監督：フェリックス・フックシュタイナー  

出演：マリア・エーリック／ヤニス・ニーヴナー／ペーター・ジモニシェック  

2016年 ドイツ語 字幕 120分 

ドイツ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

タイムトラベル能力に目覚めた少女の冒険を描くファンタジー・アクション３部作

終章。時空を超える任務に当たるグウェンは、自身に関わる衝撃の事実を知る。 

選ばれしタイムトラベラーとなった女子高生のグウェン。彼女はパートナーの美男

子ギデオンと共に、サンジェルマン伯爵率いる秘密結社“監視団”で時空を超える

任務を果たしていた。だが自身にまつわる衝撃の事実を知り、恋心を抱いていた

グウェンとの仲もこじれてしまう。 

 

チェイス！ 
DHOOM: 3 

放送日 

1・8・17・30 

監督：ヴィジャイ・クリシュナ・アーチャールヤ  

出演：アーミル・カーン／カトリーナ・カイフ／アビシェーク・バッチャン  

2013年 英語 字幕 158分 

インド ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

インドで大ヒットを記録したクライム・アクション。米国シカゴを舞台に、スゴ腕の金

庫破りとインド人刑事が壮絶なチェイスを繰り広げる。 

マジックとダンスを盛り込んだ壮麗なショーで人気を博すサーカス団のスター、サ

ーヒル。彼には銀行を狙う“金庫破り”という裏の顔があった。現場の痕跡から犯人

がインド系だと判断した警察は、インドから刑事のジャイとアリを招集。捜査を開始

した２人を、サーヒルの驚くべきトリックが待ち受ける！ 

 

沈黙の復讐 
BORN TO RAISE HELL 

放送日 

5・22 

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 

104分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

放送日 

30 

 

デス・リベンジ  ラストミッション 
IN THE NAME OF THE KING III 

放送日 

5・11・28 

監督：ウーヴェ・ボル 

出演：ドミニク・パーセル／ラリトサ・パスカレーヴァ／バシャル・ラハル 

2013年 英語 字幕 93分 

カナダ＝ブルガリア ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ドミニク・パーセルを主演に迎えたソード・アクション第３弾。戦乱の中世に迷い込

んだ殺し屋が、野生の闘争心をむき出しに超絶な戦いを繰り広げる。 

ブルガリアのソフィアに住む米国人の殺し屋ハザンは、マフィアからの依頼で億万

長者の３人の子供を誘拐する。だが子供の１人が着けていたネックレスに触れた

途端、異変が発生！右腕の刺青と同じ紋様のネックレスが輝き、目の前に開いた

空間から彼は戦乱の中世へと迷い込んでしまう。 

 

電撃脱走・地獄のターゲット 
SITTING TARGET 

放送日 

6・23 

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。 
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トゥームレイダー 
LARA CROFT: TOMB RAIDER 

放送日 

1・13・31 

監督：サイモン・ウェスト 

出演：アンジェリーナ・ジョリー／ジョン・ヴォイト／イアン・グレン  

2001年 英語 字幕 108分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

大人気ゲームをアンジェリーナ・ジョリー主演で実写映画化。秘宝を追うセクシーな

スーパー・ヒロインの壮大な活躍を描く冒険アクション。 

トレジャー・ハンターのララは、２０年前に失踪した父の隠し部屋から不思議な時計

を発見。それは５千年に一度の惑星直列＝グランド・クロスで巨大な力を発揮する

という、古代の秘宝への手掛かりだった。父の遺志を継いだ彼女は早速、謎解き

に取り掛かるが、父の宿敵もこの機会を狙っていて・・・。 

 

トゥームレイダー２ 
LARA CROFT TOMB RAIDER: THE CRADLE OF LIFE 

放送日 

1・13・31 

監督：ヤン・デ・ボン 

出演：アンジェリーナ・ジョリー／ジェラルド・バトラー／キアラン・ハインズ  

2003年 英語 字幕 125分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

アンジェリーナ・ジョリー主演で人気ゲームを映画化した冒険アクション第２弾。伝

説の“パンドラの箱”を求めてヒロインが世界を駆け巡る！ 

ギリシャのサントリーニ島沖で起きた地震の影響で、２３００年ぶりに海底に姿を現

わした“月の神殿”。いち早く現場に到着したララは、神殿内でアレクサンダー大王

像の胸に埋められたメダリオンと鉄の檻に入った黄金の珠を発見。だが、突如侵

入した男たちに襲われ、それらを奪われてしまう。 

 

ドライブ・アングリー 
DRIVE ANGRY 

放送日 

5・18・21・29 

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。 

 

トランスフォーマー／ダークサイド・ムーン  
TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON 

放送日 

2・18・31 

監督：マイケル・ベイ 

出演：シャイア・ラブーフ／ジョシュ・デュアメル／ジョン・タトゥーロ 

2011年 英語 字幕 163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・スピルバーグ製作総指揮×マイケル・ベイ監督によるＳＦアクション

第３弾。社会人になったサムが再びトランスフォーマーとの死闘に巻き込まれる。 

１９６９年、アポロ１１号の月面着陸成功の陰で米国政府はある事実を隠してい

た。月の裏側に未知の金属生命体トランスフォーマーの宇宙船が不時着していた

のだ。そして現代。社会人となったサムの周囲でオフィス機器に姿を変えていた侵

略者たちが再び人間を襲い始める！ 

 

トランスフォーマー／ロストエイジ  
TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION 

放送日 

2・18・31 

監督：マイケル・ベイ 

出演：マーク・ウォールバーグ／ニコラ・ペルツ／ジャック・レイナー 

2014年 英語 字幕 173分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

マイケル・ベイ監督によるＳＦアクション第４弾。マーク・ウォールバーグをキャスト

に迎え、トランスフォーマーたちの新たな戦いを描く。 

発明家のケイドが安価で手に入れた古いトラック。それは正義のトランスフォーマ

ー、オプティマス・プライムだった。彼らを人類の敵と見なす政府の秘密機関ＫＳＩか

ら逃れ、変形して隠れていたのだ。一方、宇宙 強の戦士ロックダウンが巨大宇

宙船と共に襲来。ケイドの娘が連れ去られてしまう。 

 

トランス・ワールド 
ENTER NOWHERE 

放送日 

6・14 

監督：ジャック・ヘラー 

出演：サラ・パクストン／スコット・イーストウッド／キャサリン・ウォーターストン  

2011年 英語 字幕 97分 

アメリカ ステレオ カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

人里離れた森の中。出会うはずのない３人の運命が、時空を超えて交錯する。ア

カデミー賞受賞スタッフが手掛けたＳＦサスペンス。 

ドライブ中に夫と離れ、森の中のキャビンに迷い込んだサマンサ。彼女はそこで、

車のトラブルで立ち往生したトム、何故キャビンに辿り着いたのか分からない女性

ジョディと出会う。飢えと寒さから協力し合い、打ち解けていく３人。しかし、それぞ

れが認識している現在地や時代が全く異なることに気付く。 

 

ドント・ブリーズ 
DON'T BREATHE 

放送日 

9 

監督：フェデ・アルバレス 

出演：ジェーン・レヴィ／ディラン・ミネット／ダニエル・ゾヴァット 

2016年 英語 字幕 96分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

サム・ライミが製作を務めたスリラー。盲目の老人の家へ強盗に入った若者たち

が、真っ暗闇の中で逆に追い詰められていく様を描く。 

街を出るための逃走資金が必要になったアレックスは、恋人や友人と共に、大金

を隠し持つと噂される盲目の老人宅に強盗に入る。だが、その老人は超人的な聴

覚を持ち、どんな“音”も聴き逃さない異常者だった。真っ暗な地下室へと追い詰め

られたアレックスらは、そこで衝撃的な光景を目にしてしまう。 

【日本語吹替版】声の出演：水樹奈々／梶裕貴／江口拓也 

96分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

3 

な 
ニュースの真相 
TRUTH(2015) 

放送日 

14・20 

監督：ジェームズ・ヴァンダービルト  

出演：ケイト・ブランシェット／ロバート・レッドフォード／トファー・グレイス  

2015年 英語 字幕 133分 

アメリカ＝オーストラリア 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ケイト・ブランシェット、ロバート・レッドフォード共演の実録ドラマ。現職大統領を脅

かすスクープ報道が広げた波紋の一部始終に迫る。 

ジョージ・Ｗ・ブッシュ米大統領が再選を目指していた２００４年。米国ＣＢＳニュー

スのプロデューサー、メアリー・メイプスは、伝説的ジャーナリストのダン・ラザーが

司会を務めるニュース番組でブッシュの軍歴詐称疑惑をスクープ。だが、その証拠

は偽造されたものだと指摘され・・・。 

 

 

 

Ｎｅｃｅｓｓａｒｙ Ｅｖｉｌ／ＤＣスーパー・ヴィラン 
NECESSARY EVIL: SUPER-VILLAINS OF DC COMICS 

放送日 

8 

監督：スコット・ディヴァイン／Ｊ・Ｍ・ケニー  

出演：ニール・アダムズ／ギレルモ・デル・トロ／ザック・スナイダー  

2013年 英語 字幕 107分 

アメリカ ステレオ カラー 

ドキュメンタリー ワイド HD 

ＤＣコミックスの悪役たちの魅力を探るドキュメンタリー。名悪役として人気を博した

クリストファー・リーがナレーションを務め、スーパー・ヴィランの魅力に迫る。 

ジョーカー、キャットウーマン、ドゥームズデイ──なぜ悪役は魅力的で、ヒーロー

映画に不可欠な存在なのか？ザック・スナイダー、ギレルモ・デル・トロら、名だた

るクリエイターのインタビューを中心にＤＣコミックスの７０年に及ぶ“華麗なる悪

役”の歴史を紐解く。 

 

ノー・エスケープ 自由への国境 
DESIERTO 

放送日 

8・13・26・30 

監督：ホナス・キュアロン  

出演：ガエル・ガルシア・ベルナル／ジェフリー・ディーン・モーガン／アロンドラ・イダルゴ 

2015年 スペイン語 字幕 95分 

メキシコ＝フランス 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ガエル・ガルシア・ベルナル主演のサバイバル・サスペンス。米国とメキシコ国境の

砂漠を舞台に、緊迫した逃走劇を描く。 

メキシコから米国への不法入国を試みる１５人の移民たち。車のエンジントラブル

で、歩いて越境することになった彼らに、突然、謎の銃弾が襲いかかる。摂氏５０

度の砂漠で、水も武器も逃げ場もなし。幸せな生活を手に入れるため、「必ず会い

に行く」と約束した家族のために、彼らは命懸けの行動に出る。 

は 
ハード・ターゲット 
HARD TARGET 

放送日 

2・12・23・28 

監督：ジョン・ウー 

出演：ジャン＝クロード・ヴァン・ダム／ランス・ヘンリクセン／アーノルド・ヴォスルー 

1993年 英語 字幕 107分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

“人間狩り”に興じる殺人集団に立ち向かう男の戦いを描くハード・アクション。香港

ノワールの巨匠ジョン・ウーのハリウッド進出第一作。 

音信不通の父ダグラスの行方を追って、ニューオーリンズにやって来たナターシ

ャ。町で不良に襲われたところを凄腕の元軍人チャンス・ブドローに助けられた彼

女は、彼に一緒に父を捜してくれるよう頼む。しかし、父は町で秘密裏に行われて

いる殺人ゲームの犠牲となってしまったことを知り・・・。 

 

ハーパー探偵シリーズ／新・動く標的 
THE DROWNING POOL 

放送日 

5・14・22・27 

監督：スチュアート・ローゼンバーグ 

出演：ポール・ニューマン／ジョアン・ウッドワード／アンソニー・フランシオサ  

1975年 英語 字幕 116分 

アメリカ モノラル カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ポール・ニューマン主演のハードボイルド・シリーズ第２弾。私立探偵ハーパーが、

莫大な石油の権利を持つ老婦人の殺害事件に挑む。 

私立探偵ハーパーは、かつて束の間の情事を楽しんだ相手アイリスから高額報酬

の仕事を依頼される。彼女の義母オリビアは莫大な石油の権利を持つ大地主で、

アイリスは彼女を憎んでいた。アイリスの１６歳の娘も何か事情を知っているよう

だ。そんな中、オリビアが水死体で発見される。 

 

バーフバリ 伝説誕生 
BAAHUBALI: THE BEGINNING 

放送日 

1・27 

監督：Ｓ・Ｓ・ラージャマウリ  

出演：プラバース／ラーナー・ダッグバーティ／タマンナー  

2015年 テルグ語 字幕 145分 

インド 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

インド映画史上 高興収を記録したスペクタクル・アクション。古代インドの神話的叙事

詩「マハーバーラタ」をベースに、祖父、父、そして息子の三代に渡る愛と復讐を描く。 

赤ん坊の頃に滝で村人に拾われ、育てられたシヴドゥ。運命に導かれるように滝の上

の世界に辿りついた彼は、女戦士アヴァンティカと出会った。彼女たちと共に、暴君バラ

ーラデーヴァが統治する王国を救う戦いに身を投じたシヴドゥは、自らがその国の王子

バーフバリであることを知る。 

 

バーフバリ 王の凱旋 
BAAHUBALI 2: THE CONCLUSION 

放送日 

1・28 

監督：Ｓ・Ｓ・ラージャマウリ 

出演：プラバース／ラーナー・ダッグバーティ／アヌシュカ・シェッティ 

2017年 テルグ語 字幕 148分 

インド 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

インド映画の歴史を塗り替えたスペクタクル・アクションの続編。自らの宿命を知った

若きバーフバリが、亡き父の無念を晴らし、王国の平和を取り戻すべく立ち上がる。 

自らが伝説の英雄バーフバリの息子だと知ったシヴドゥは、父の家臣カッタッパか

ら、裏切りによって王座を追われ命を絶たれた父の悲劇を聞かされる。自らの宿命に

目覚めたシヴドゥは、マヘンドラ・バーフバリを名乗り、王国の平和を取り戻すべく暴

君バラーラデーヴァに戦いを挑む！ 

 

ハイジャック 
SKYJACKED 

放送日 

4・17・22・29 

監督：ジョン・ギラーミン  

出演：チャールトン・ヘストン／イヴェット・ミミュー／ジェームズ・ブローリン  

1972年 英語 字幕 109分 

アメリカ モノラル カラー 

アクション ワイド HDアップコンバート 

チャールトン・へストン主演の航空サスペンス・アクション。ハイジャックされた巨大

ジェット機を舞台に、乗客の運命を握る機長の闘いを描く。 

ロサンゼルス空港から、ボーイング７０７ジェット機がミネアポリスに向けて飛び立

つ。機長はハンク。そして彼の元恋人アンジェラも客室乗務員としてこの機に乗り

込んでいた。離陸して間もなく、機内の手洗いの鏡に「機内爆弾。アンカレッジヘ針

路を変えろ」と書かれた口紅文字が見つかる。 

 

バイバイマン 
THE BYE BYE MAN 

放送日 

13・26 

監督：ステイシー・タイトル  

出演：ダグラス・スミス／ルシアン・ラヴィスカウント／クレシダ・ボナス  

2017年 英語 字幕 103分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

その名前を知っただけでも死が待ち受ける！邪悪な謎の存在に取りつかれた大

学生たちが遭遇する恐怖を描くショッキング・ホラー。 

米国ウィスコンシン州。古い屋敷に引っ越して来た３人の大学生。彼らはふとした

きっかけで、その名前を知った者、口にした者に死をもたらすという“バイバイマン”

を呼び起こしてしまう。周囲の人間たちが次々と命を落としていく中、追い詰められ

た彼らは、死の運命から逃れることができるのか・・・。 

 

 

 

 

 

 

ハクソー・リッジ 
HACKSAW RIDGE 

放送日 

7・12・20 

監督：メル・ギブソン 

出演：アンドリュー・ガーフィールド／サム・ワーシントン／ルーク・ブレイシー  

2016年 英語 字幕 147分 

アメリカ＝オーストラリア 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

メル・ギブソンが監督を務めた戦争ドラマ。太平洋戦争の沖縄戦で、武器を持たず

に従軍し、激戦地で多くの負傷した兵士を救った１人の衛生兵の逸話を描く。 

第二次世界大戦が激化する中、陸軍へ志願したデズモンド・ドス。少年時代の経

験から「汝、殺すことなかれ」という教えを胸に刻んでいた彼は、訓練でも銃に触れ

ることを拒否し、軍法会議にかけられた。だが、ついには彼の主張は認められ、衛

生兵として沖縄の激戦地ハクソー・リッジへと赴くことになる。 

【日本語吹替版】声の出演：前野智昭／東地宏樹／辻井健吾 

147分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

31 

 

バッド・バディ！私とカレの暗殺デート 
MR. RIGHT 

放送日 

3・12 

監督：パコ・カベサス  

出演：サム・ロックウェル／アナ・ケンドリック／ティム・ロス  

2015年 英語 字幕 103分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

「ピッチ・パーフェクト」シリーズのアナ・ケンドリックがアクションに挑戦！ヒットマン

と恋に落ちたヒロインが、殺し屋としての才能に目覚める活劇ラブ・コメディ。 

ダメ男と付き合っては失恋してばかりのマーサは、ある日、理想的な男性フランシ

スと恋に落ちる。だが彼の正体は世界中から命を狙われるヒットマンだった。そん

な彼と付き合ううちに、マーサは自分でも気付いていなかった 強の殺し屋として

の才能を開花させていく。 

 

ハットンガーデン・ジョブ 
THE HATTON GARDEN JOB 

放送日 

10・18 

監督：ロニー・トンプソン  

出演：マシュー・グード／フィル・ダニエルズ／マーク・ハリス  

2017年 英語 字幕 100分 

イギリス 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

英国犯罪史上 高被害額２８０億円の強奪犯は、ジーサンたちだった！実際に起

きた前代未聞の強盗事件を映画化した犯罪サスペンス。 

ロンドンの宝飾業中心街ハットンガーデン。セキュリティ厳重な貸金庫を狙う強盗

計画のために集められたのは、平均年齢６０歳以上のジーサンたちだった。昔な

がらの流儀にこだわり、口は悪いがその手口は大胆かつ巧妙。ひとクセもふたク

セもある彼らを束ね、用意周到に計画が進められていくが・・・。 

 

パトリオット・デイ 
PATRIOTS DAY 

放送日 

8・17・20・25 

監督：ピーター・バーグ 

出演：マーク・ウォールバーグ／ケヴィン・ベーコン／ジョン・グッドマン 

2016年 英語 字幕 141分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

マーク・ウォールバーグ主演の実録サスペンス・アクション。２０１３年、ボストンマラ

ソンを襲った爆弾テロ発生から犯人逮捕まで緊迫の１０２時間を映し出す。 

２０１３年４月１５日。５０万人の観衆で賑わうボストンマラソンの 中、突如大爆発

が起き、現場はパニックとなる。警備に当たっていたトミーらボストン警察の面々

は、事態が呑み込めぬまま救護活動を開始。一方、ＦＢＩのリックは散乱した金属

片を見て「これはテロだ」と断言する。 

 

バベットの晩餐会［ＨＤニューマスター版］ 
BABETTE'S FEAST 

放送日 

7・18 

監督：ガブリエル・アクセル  

出演：ステファーヌ・オードラン／ビルギッテ・フェダースピール／ボディル・キュア  

1987年 デンマーク語 字幕 111分 

デンマーク ステレオ 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を受賞したデンマーク製ドラマ。慎ましいプロテスタント

の村を舞台に、村人の心を繋いだゴージャスな晩餐会を描く。 

１９世紀後半、デンマークの小さな漁村で牧師だった父の遺志を継ぎ、慎ましく暮

らす初老の姉妹。ある日、家族を亡くしたフランス人女性バベットが姉妹の元を訪

れ、家政婦として働き始める。やがて姉妹は父の生誕百周年の晩餐会を思いつく

が、偶然バベットが宝くじで大金を手に入れ・・・。 

 

ハミングバード 
HUMMINGBIRD 

放送日 

5・6・10・13・23 

監督：スティーヴン・ナイト  

出演：ジェイソン・ステイサム／アガタ・ブゼク／ヴィッキー・マクルア 

2012年 英語 字幕 107分 

イギリス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジェイソン・ステイサムがスタントなしで挑んだサスペンス・アクション。過去の罪か

ら逃れて生きてきた男が、ある少女の復讐に燃える姿を描く。 

かつて特殊部隊を率いる軍曹だったジョゼフは、犯した罪や家族から逃れるように

ロンドンの暗黒街で息を潜めていた。絶望の淵にいた彼はやがて１人の少女と心

を通わせるが、その少女が突然、拉致された。他人に成り済まし、裏社会でのし上

がりながら少女の行方を捜すジョゼフだったが・・・。 

 

パラノーマル・インシディアス 
THE BELL WITCH HAUNTING 

放送日 

7 

監督：グレン・ミラー 

出演：キャット・アルター／ナタリー・バートニー／ドリュー・キャッシュ 

2013年 英語 字幕 99分 

アメリカ ステレオ カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

米国史上、 も有名な心霊現象“ベル・ウィッチの呪い”。呪われた土地にやってき

た一家に襲いかかる恐怖を収めたＰＯＶホラー。 

１８１８年、テネシー州ロバートソン郡の大地主、ジョン・ベル邸で起きた心霊現象

は、米国史上唯一の“幽霊による殺人事件”として記録されている。２０１１年、テネ

シー州に引っ越してきたソーヤー一家を怪現象が襲う。彼らが持っていたビデオカ

メラや携帯電話には恐るべき映像が残されていた・・・。 

 

バンガロール・デイズ 
BANGALORE NAATKAL 

放送日 

1・31 

監督：バースカル  

出演：アーリヤ／シュリー・ディヴィヤ／ラーナー・ダッグバーティ  

2016年 タミル語 字幕 164分 

インド 5.1ch カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

【タミル語版／日本初放送！】インド南部の都市を舞台に、３人の幼馴染に起こる

出来事を描いたヒューマンドラマ。『バーフバリ』のラーナー・ダッグバーティ出演。 

幼少期を共に遊んで過ごしたアジュ、アム、クッティ。いとこ同士の３人の一番の夢

は、大都市バンガロールでの生活だった。ある日、クッティの勤務地がバンガロー

ルに決まり、時を同じくしてアムがバンガロールのビジネスマンと結婚することにな

る。憧れの街へ移り住んだ彼らを思わぬ運命が待ち受ける。 

 

 

 

 



 4 

ＰＡＮ ～ネバーランド、夢のはじまり～ 
PAN 

放送日 

4・22 

監督：ジョー・ライト  

出演：ヒュー・ジャックマン／リーヴァイ・ミラー／ルーニー・マーラ  

2015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 

誰も知らないピーター・パンの物語。ヒュー・ジャックマン、ルーニー・マーラが共

演。母を捜してネバーランドへやってきた少年の冒険を描くファンタジー。 

ロンドンの児童養護施設で暮らす少年ピーターは、まだ見ぬ母を捜してネバーラン

ドへ。そこは夢のように美しいが、冷酷な海賊・黒ひげに支配された世界。出生の

秘密のために黒ひげから命を狙われる身となったピーターは、やがて若き日のフ

ック船長やタイガー・リリーと出会う。 

【日本語吹替版】声の出演：内田直哉／山田瑛瑠／水川あさみ 

119分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

放送日 

16 

 

ヒドゥン 
THE HIDDEN 

放送日 

11・26 

監督：ジャック・ショルダー 

出演：カイル・マクラクラン／マイケル・ヌーリー／エド・オロス  

1987年 英語 字幕 105分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

カイル・マクラクラン主演のＳＦアクション第１弾。凶悪なエイリアンを追う謎のＦＢｌ

捜査官とロサンゼルス市警の刑事の姿を描く。 

犯罪と欲望の街ＬＡ。物静かな紳士が突然、凶悪犯に変貌し、数々の凄絶事件を

引き起こしていた。ロス市警の刑事ベックは犯人に重症を負わせて病院に収容す

るが、今度は意識不明だった同室の患者が病院を脱走、次々と凶行を犯し始め

る。そんな時、ベックの前にＦＢＩのギャラガーと名乗る男が現れる。 

 

ヒドゥン２ 
THE HIDDEN II 

放送日 

11・26 

監督：セス・ピンカー  

出演：ケイト・ホッジ／ラファエル・スバージ／ジョヴィン・モンタナロ  

1993年 英語 字幕 101分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

地球人の肉体を乗っ取るエイリアンの脅威を描くＳＦアクション第２弾。エイリアンに

寄生された父の仇を打つべく、ヒロインの闘いが始まる。 

人間の肉体を乗っ取るエイリアンを抹殺したギャラガーはベック刑事の身体を奪

い、地球に安住することを決意。だが蘇生したエイリアンの手にかかり、命を落とし

てしまう。残されたベックの一人娘ジュリエットの元には謎の男が現れ、自身もベッ

クに乗り移っていたエイリアンの仲間だと告げる。 

 

ヒトラーの忘れもの 
UNDER SANDET 

放送日 

13・24 

監督：マーチン・サントフリート 

出演：ローラン・ムラ／ミケル・ボー・フォルスゴー／ルイス・ホフマン 

2015年 ドイツ語 字幕 108分 

デンマーク＝ドイツ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ナチが埋めた地雷を撤去したのは、異国に残されたドイツ人少年たち。残酷な史

実を基に、戦争の現実を浮き彫りにする人間ドラマ。 

１９４５年。ナチス・ドイツによる占領から解放されたデンマーク。ドイツ軍が海岸に

埋めた無数の地雷除去作業に、ドイツ兵捕虜が駆り出された。その多くが地雷を

扱った経験がない１０代の少年たち。彼らを監督するデンマーク軍のラスムスン軍

曹は、ナチへの憎悪から少年兵たちにきつく当たるが・・・。 

 

ファイナル・オプション 
THE FINAL OPTION 

放送日 

8・16・24・27 

監督：イアン・シャープ 

出演：ルイス・コリンズ／ジュディ・デイヴィス／リチャード・ウィドマーク 

1982年 英語 字幕 133分 

イギリス＝スイス モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

ＳＡＳ、突入せよ！１９８０年の駐英イラン大使館占拠事件を基に、英陸軍特殊部

隊ＳＡＳの実態を描くハードボイルド・アクション。 

反核団体“人民の会”の一部過激派によるテロ計画を察知した英国治安当局。ＳＡ

Ｓのスケルン大尉が過激派リーダーのフランキーに接近し、標的が要人の集まる

米国大使公邸だと判明した。だが、すでに公邸を占拠したフランキーたちは、人質

を盾にスコットランド軍事基地への核ミサイル発射を要求する。 

 

ＶＲ ミッション：２５ 
THE CALL UP 

放送日 

11 

監督：チャールズ・バーカー 

出演：マックス・ディーコン／モーフィッド・クラーク／アリ・クック 

2016年 英語 字幕 98分 

イギリス ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ＶＲゲームの世界を舞台にした新感覚ＳＦアクション・スリラー。仮想現実の中で命

懸けの戦闘に巻き込まれていく人々の姿を描く。 

近未来。 新型バーチャルリアリティゲームをいち早く体験できる権利を得た８人

の男女が、閑散とした高層ビルに集められた。高分子マトリックス製のスーツとヘ

ルメットを身に着け、完全没入型のＶＲゲームがスタート。彼らはリアルな戦場さな

がらの世界に興奮するが、すぐにこのゲームが罠だと気付く。 

 

ブラッド・ファーザー 
BLOOD FATHER 

放送日 

7・11・17 

監督：ジャン＝フランソワ・リシェ 

出演：メル・ギブソン／エリン・モリアーティ／ディエゴ・ルナ 

2016年 英語 字幕 95分 

フランス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

メル・ギブソンの主演で贈るサバイバル・アクション。元犯罪者の父親が、生き別れ

た娘を救うためアウトローのスキルを駆使して戦う姿を描く。 

アルコール依存症のリハビリをしながら、トレーラーハウスでひっそりと暮らす元犯

罪者のジョン・リンク。血生臭い世界から足を洗った彼の前に、数年前から行方不

明になっていた一人娘のリディアが突然、姿を現す。彼女はギャングとトラブルを

起こし、警察と殺し屋の両方から追われていた。 

 

不倫の果て 
ABOUT LOVE 

放送日 

9・30 

監督：ウラジミール・ボルトコ 

出演：アンナ・チポフスカヤ／アレクセイ・チャドフ／ドミトリー・ペフツォフ  

2017年 ロシア語 字幕 102分 

ロシア 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

美しい若妻と妻子ある銀行員が禁断の愛に堕ちていく・・・。ダブル不倫を過激か

つ妖艶なエロス満載で描く官能ドラマ。 

自らが通う大学の講師と結婚した美しき若妻ニーナは、夫の稼ぎにも家庭生活に

も満足できずにいた。ある日、夫の代わりに出向いた通訳のアルバイトで、銀行の

重役セルゲイと出会う。セルゲイに夫のローン返済を解決してもらったニーナは、

彼の誘いに乗って身体を重ね、やがて不倫の深みにはまっていく。 

 

 

 

 

 

プレデターズ（2010年） 
PREDATORS 

放送日 

3・18・20・30 

監督：ニムロッド・アーントル 

出演：エイドリアン・ブロディ／ローレンス・フィッシュバーン／トファー・グレイス 

2010年 英語 字幕 114分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ロバート・ロドリゲス製作で「プレデター」シリーズ再始動。惑星に集められた戦闘

のエリートたちと新生プレデターの壮絶バトルを描くＳＦアクション。 

傭兵、囚人、暗殺団の一員らが、理由も分からぬまま惑星に集められる。彼らは

全員が戦闘のエリートであり、冷血な殺人鬼。そんな集団を率いることになったロ

イスは、自分たちが地球外生命体に選ばれた獲物であることに気付く。やがて、無

数のプレデターが彼らに襲いかかってくる！ 

【日本語吹替版】声の出演：井上和彦／玄田哲章／置鮎龍太郎 

114分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

9 

 

ペイルライダー 
PALE RIDER 

放送日 

10・14・19 

監督・出演：クリント・イーストウッド  

出演：マイケル・モリアーティ／キャリー・スノッドグレス／シドニー・ペニー  

1985年 英語 字幕 123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・イーストウッド製作・監督・主演。ゴールド・ラッシュで賑わうカリフォルニ

ア、無法の町を舞台に権力者を一掃する流れ者の姿を描く西部劇。 

ゴールド・ラッシュ時代のカリフォルニア、カーボン峡谷。金採掘場乗っ取りを企む

ラフッド社から嫌がらせを受ける町民の前に１人の流れ者が現れた。牧師服を着

ていたことからプリーチャーと呼ばれるようになった彼は、ラフッド社が送り込んだ

保安官たちにたった１人で戦いを挑む！ 

 

ボーン・アイデンティティー 
THE BOURNE IDENTITY 

放送日 

4・13・24・30 

監督：ダグ・リーマン  

出演：マット・デイモン／フランカ・ポテンテ／クリス・クーパー  

2002年 英語ほか 字幕 126分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

マット・デイモン主演のサスペンス・アクション第１弾。記憶を失った男が、襲撃を受

けながらアイデンティティーを取り戻してゆく。 

嵐の夜、洋上で拾われた意識不明の男。自分の名前も分からない彼は、唯一の

手掛かりであるスイスの銀行の貸し金庫を開けるが、そこには“ジェイソン・ボー

ン”名義を含む６種類のパスポートと多額の札束、そして拳銃が・・・。やがて暗殺

者に狙われ始めた彼は、偶然出会ったマリーの協力でパリへ向かう。 

 

ボーン・スプレマシー 
THE BOURNE SUPREMACY 

放送日 

4・14・24・30 

監督：ポール・グリーングラス 

出演：マット・デイモン／フランカ・ポテンテ／ブライアン・コックス 

2004年 英語ほか 字幕 116分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

マット・デイモン主演のスパイ・アクション第２弾。失われた記憶を辿る元ＣＩＡ諜報

員ジェイソン・ボーンに、新たな脅威が襲いかかる。 

ベルリンでＣＩＡエージェントが殺害され、現場からジェイソン・ボーンの指紋が発見

された。一方、２年経っても記憶が戻らないボーンは恋人のマリーと新たな人生を

踏み出すが、彼女は送り込まれた刺客の犠牲になってしまう。辛くも窮地を脱した

ボーンは、ＣＩＡの仕業と考え、復讐に立ち上がる。 

 

ボーン・アルティメイタム 
THE BOURNE ULTIMATUM 

放送日 

4・15・24・30 

監督：ポール・グリーングラス  

出演：マット・デイモン／ジュリア・スタイルズ／デヴィッド・ストラザーン  

2007年 英語ほか 字幕 123分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ＣＩＡの暗殺者ジェイソン・ボーンが自らの過去を辿り、記憶を取り戻していくアクシ

ョンの第３弾。主役は前２作に続きマット・デイモン。 

ボーンは失った過去の記憶を追い求めながら、追っ手から逃げ延びていた。その

頃、新聞記者のロスはＣＩＡの暗殺部隊“トレッドストーン”計画とボーンの存在の情

報を入手。新聞に載った自身の写真を見たボーンはロスとの接触を試みるが、ＣＩ

Ａが放った殺し屋によってロスは殺されてしまう。 

 

ポルターガイスト 
POLTERGEIST 

放送日 

1・10・29 

監督：トビー・フーパー  

出演：クレイグ・Ｔ・ネルソン／ジョベス・ウィリアムズ／ヘザー・オルーク  

1982年 英語 字幕 122分 

アメリカ ステレオ カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

スティーヴン・スピルバーグ製作、『悪魔のいけにえ』のトビー・フーパー監督による

ホラー・シリーズ第１弾。超常現象に見舞われた一家の恐怖を描く。 

フリーリング一家が住む郊外の一軒家で、奇妙な現象が頻発し始める。真夜中、

何も写ってないＴＶ画面と言葉を交わす末娘キャロル・アン。翌日には家が揺れ、

霊のようなものがＴＶから飛び出す。そして怪しい光を帯びた戸棚にキャロル・アン

が吸い込まれ、姿を消してしまう。 

ま 
メトロ４２ 
METRO 

放送日 

1・10・16・24・28 

監督：アントン・メゲルディチェフ 

出演：セルゲイ・プスケパリス／アナトリー・ビェリー／スヴェトラーナ・コドチェンコワ 

2012年 ロシア語 字幕 139分 

ロシア 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

未曽有の地下鉄災害で大都市モスクワが陥落！水が流れ込む地下鉄内に閉じ込

められた乗客らのサバイバルを描くロシア製パニック大作。 

道路工事ラッシュのモスクワでは、振動の影響によりモスクワ川の水が地下に漏

れ始めていた。ある朝、遂に川底が崩落。大量の水がラッシュアワー時の地下鉄

に押し寄せる。脱線するメトロ。宙を舞う乗客たち。生存者たちは力を合わせて脱

出を試みるが、政府は秘密裏にトンネルの密閉を決断していた。 

ら 
ラブ・アゲイン 
CRAZY, STUPID, LOVE. 

放送日 

7・19 

監督：グレン・フィカーラ／ジョン・レクア  

出演：スティーヴ・カレル／ライアン・ゴズリング／エマ・ストーン  

2011年 英語 字幕 126分 

アメリカ ステレオ カラー 

コメディ ワイド HD 

理想の夫になればもう一度、妻の心を取り戻せる！？妻から突然離婚を切り出さ

れた中年男の悪戦苦闘をハートフルに描いたラブ・コメディ。 

真面目を絵に描いたような中年男キャルは、安定した職とマイホーム、愛する妻と

子供たちに恵まれ理想的な人生を築いてきた。だがある日、妻に浮気を告白さ

れ、離婚を切り出されてしまう。バーで独り寂しく飲んでいたキャルは遊び人のジェ

イコブと出会い、彼に恋愛の手ほどきを受け始めるが・・・。 

 

 

ラン・スルー・ザ・ナイト  
MORTAL AFFAIR 

放送日 

2・14 

監督：レナト・ダヴレトヤロフ 

出演：アンナ・チポフスカヤ／ピョートル・フョードロフ／コンスタンティン・ユシュケヴィッチ 

2016年 ロシア語 字幕 100分 

ロシア ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

謎の殺し屋に追われる美女の逃亡劇を描いた犯罪アクション。恋人を殺されたヒ

ロインが、壮絶な逃亡を繰り広げながら事件の手掛かりを追う。 

サーシャは美貌のフリーカメラマン。ある夜、恋人の若手画家アンドレイが殺害さ

れ、サーシャが殺人容疑で指名手配されてしまう。犯人を目撃した彼女は、殺し屋

に狙われながらも事件の真相を追い続ける。謎を解く唯一の鍵は、アンドレイから

の 後のメールに添付されていた絵画の写真だった。 

 

ランボー 

FIRST BLOOD                              ※日本語字幕版の放送はなし 

監督：テッド・コッチェフ 

出演：シルヴェスター・スタローン／リチャード・クレンナ／ブライアン・デネヒー 

1982年 アメリカ アクション 
ベトナム戦争でグリーンベレーとして活躍した男が大勢の警官と死闘をくり広げ

る、シルヴェスター・スタローン製作・主演のアクション。 

ベトナム時代の戦友を訪ねたランボーは、ある街の警官たちにからかわれ、虐待

される。耐えかねたランボーは、あっという間に警官を叩きのめして逃走。近代兵

器と多数の警官を投入して追う警察に対し、サバイバルの特殊訓練を受けたラン

ボーはたった一人で立ち向かっていく。 

【渡辺謙 地上波吹替版】声の出演：渡辺謙／内田稔／石田太郎

（初回放送：８５年／金曜ロードショー） 

101分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

放送日 

3 

【羽佐間道夫 地上波吹替版】羽佐間道夫／小林昭二／石田太郎

（初回放送：９０年／水曜ロードショー） 

101分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

放送日 

3 

【銀河万丈 地上波吹替版】声の出演：銀河万丈／阪脩／池田勝

（初回放送：９３年／ゴールデン洋画劇場） 

101分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

放送日 

2 

【玄田哲章 地上波吹替版】声の出演：玄田哲章／小林修／内海賢二

（初回放送：９９年／金曜ロードショー） 

101分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

放送日 

2 

 

ランボー／怒りの脱出 
RAMBO: FIRST BLOOD PART II 

放送日 

7・27 

監督：ジョージ・Ｐ・コスマトス  

出演：シルヴェスター・スタローン／リチャード・クレンナ／チャールズ・ネイピア  

1985年 英語 字幕 103分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ベトナム戦争で行方不明になった米兵の情報収集のため、敵地に乗り込んだラン

ボーの活躍を描くシリーズ第２弾。主演・共同脚本はシルヴェスター・スタローン。 

服役中のランボーは、元上官から特殊任務を条件に釈放された。それはベトナム

戦争で行方不明となった米兵と捕虜の動向調査。現地の連絡員コー・バオと出会

い、捕虜収容所に潜入したランボーは米兵を救出するが、救援部隊の裏切りで敵

陣の中に置き去りにされてしまう。 

 

ランボー３／怒りのアフガン 
RAMBO III 

放送日 

10・28 

監督：ピーター・マクドナルド 

出演：シルヴェスター・スタローン／リチャード・クレンナ／カートウッド・スミス 

1988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 

アフガニスタンのソビエト軍 強師団に捕えられた友人を助けるためにランボーが

戦うシリーズ第３作。脚本・主演はＳ・スタローン。共演はＲ・クレンナ。 

バンコクの小さな仏教寺院に隠遁し、かつての戦いで受けた心の傷を癒すランボ

ー。そこへ元上官のトラウトマン大佐が、新たな極秘任務の要請にやってきた。自

分の戦争は終わったと断るランボー。だが大佐がソ連軍に拉致され、ランボーは

友を救うために再び戦場へ向かう。 

 

リベリオン 
EQUILIBRIUM 

放送日 

8・11・16・26 

監督：カート・ウィマー 

出演：クリスチャン・ベール／エミリー・ワトソン／テイ・ディグス 

2002年 英語 字幕 115分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

クリスチャン・ベール主演の近未来ＳＦアクション。個人の感情が管理された未来で、

感情に目覚めた１人の男が国家に挑む戦いをダイナミックかつスタイリッシュに描く。 

第三次世界大戦後、生き残った指導者たちは人間の感情を抑止する薬を開発。国民

に投薬し、徹底した管理国家体制を敷いた。クラリック（聖職者）の称号を持つプレス

トンは、反乱者を処罰する非情の殺人マシーンだったが、ある日、封じられたはずの

感情に目覚め・・・。 

 

ＬＵＣＹ／ルーシー 
LUCY 

放送日 

9・10 

監督：リュック・ベッソン 

出演：スカーレット・ヨハンソン／モーガン・フリーマン／チェ・ミンシク 

2014年 英語ほか 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・ベッソン監督×スカーレット・ヨハンソンが初タッグ。通常１０％しか機能し

ていないとされる脳機能が、急激に覚醒したヒロインの運命を描くＳＦアクション。 

マフィアによって下腹部に謎の物質を埋めこまれたルーシー。その物質が体内で

漏れ出したことで彼女の脳機能が目覚めてゆく。覚醒率２０％、１時間で外国語を

マスター、３０％、自身の細胞をコントロール。だが１００％覚醒が近付く中、彼女の

能力が暴走し始める！ 

 

ルドラマデーヴィ 宿命の女王 
RUDRAMADEVI 

放送日 

1・22・29 

監督：グナシェーカル 

出演：アヌシュカ・シェッティ／ラーナー・ダッグバーティ／アッル・アルジュン 

2015年 タミル語 字幕 164分 

インド 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

【タミル語版】『バーフバリ』のアヌシュカ・シェッティが、中世インドの女剣士を熱演。

隣国の王子をラーナー・ダッグバーティが演じる歴史スペクタクル。 

中世インドのカーカティーヤ朝。新たな世継ぎとして男児の誕生が待ち望まれる

中、王家に生まれたのは女児であった。政情が不安定な中、王女は男として育て

られることになり、国王の座をつけ狙う王族や隣国からの脅威に立ち向かうべく

“王子”として勇ましく成長していく。 
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レインディア・ゲーム 
REINDEER GAMES 

放送日 

7・18・30 

監督：ジョン・フランケンハイマー 

出演：ベン・アフレック／シャーリーズ・セロン／ゲイリー・シニーズ 

2000年 英語 字幕 112分 

アメリカ ステレオ カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ベン・アフレック、シャーリーズ・セロンの共演で、刑務所仲間になりすました青年

が巻き込まれるカジノ強奪劇の顛末を描くクライム・サスペンス。 

クリスマスも近い日。出所したルーディは、刑務所の前で同房だったニックの文通

相手アシュリーの姿を見つける。ニックは出所前日に刺されて命を落としたが、彼

女の写真を見るうち恋してしまっていたルーディは、自分をニックと偽ってアシュリ

ーと結ばれる。だが、突然アシュリーの兄が現れて…。 

 

レジェンダリー（2017年） 
PILGRIMAGE 

放送日 

2・19 

監督：ブレンダン・マルダウニー  

出演：トム・ホランド／リチャード・アーミティッジ／ジョン・バーンサル  

2017年 英語 字幕 103分 

アイルランド＝ベルギー 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

『スパイダーマン：ホームカミング』のトム・ホランド主演によるソード・アクション。神

聖な聖遺物をローマへと運ぶ修道士たちの壮絶な旅を描く。 

１２０９年、アイルランド。修道士の一行が、修道院の聖遺物“マティアの石”をロー

マへと運ぶ巡礼の旅に出た。それは数世紀に渡る部族間の戦争と、侵略者ノルマ

ン人が横行する危険な旅路。若き修道士ダーマッドらは、古代の迷信や盗賊たち

から聖遺物を守りながら旅を続けるが・・・。 

 

レジェンド・オブ・パール ナーガの真珠 
LEGEND OF THE NAGA PEARLS 

放送日 

1・12・21・29 

監督：ヤン・レイ  

出演：ダレン・ワン／クリスタル・チャン／サイモン・ヤム  

2017年 中国語 字幕 115分 

中国 5.1ch カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

地上の命運を握る、伝説の“ナーガの真珠”。その封印場所を探して主人公たちが

天空を駆け巡る！壮大な冒険とロマンを描いた大河アドベンチャー。 

遠い昔、羽族と人類の争いの原因となった“ナーガの真珠”が封印され、その後、

両部族は平和に暮らしていた。しかし、羽族の雪烈が、ナーガの真珠を我が物と

し、人類を全滅させようと計画。彼の邪悪な企みを知った泥空空と黒羽は、平和を

守るためにナーガの真珠を探す冒険の旅に出る。 

 

ＲＥＤ／レッド 
RED 

放送日 

3・4・9・25 

監督：ロベルト・シュヴェンケ 

出演：ブルース・ウィリス／モーガン・フリーマン／ジョン・マルコヴィッチ 

2010年 英語 字幕 119分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ＲＥＤ＝超危険なオヤジたち。ブルース・ウィリス＆豪華キャスト共演。引退した元

ＣＩＡのオヤジたちが、巨大な陰謀に立ち向かう痛快アクション！ 

田舎で穏やかな年金生活を送るフランクは元腕利きのＣＩＡエージェント。ある夜、

謎の暗殺部隊に襲われた彼は昔の仲間を召集する。老人ホーム暮らしで末期が

んを患うジョー、元女スパイのヴィクトリア、武器スペシャリストのマーヴィン。超危

険な彼らが現役復帰し、決死の戦いに挑む！ 

【日本語吹替版】声の出演：磯部勉／坂口芳貞／樋浦勉 

119分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

25 

 

ＲＥＤリターンズ 
RED 2 

放送日 

3・4・10 

監督：ディーン・パリソット 

出演：ブルース・ウィリス／ジョン・マルコヴィッチ／メアリー＝ルイーズ・パーカー 

2013年 英語 字幕 123分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

豪華キャストが引退したベテラン・スパイ軍団に扮する大ヒット・アクションの続編。

自身の暗殺計画と世界の危機を知った“ＲＥＤ”たちが動き出す！ 

超極秘任務を担ってきた元ＣＩＡの敏腕スパイ・チーム“ＲＥＤ”。そのリーダー的存

在のフランクは、引退後、恋人と穏やかな生活を楽しんでいた。だがある日、相棒

マーヴィンが命を狙われ、自分たちが３２年前の極秘計画で核爆弾を奪った容疑

者として国際手配されていることを知る。 

【日本語吹替版】声の出演：磯部勉／樋浦勉／山像かおり 

123分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

25 

わ 
ワイルド・スピード ＥＵＲＯ ＭＩＳＳＩＯＮ 
FAST & FURIOUS 6 

放送日 

11・29 

監督：ジャスティン・リン  

出演：ヴィン・ディーゼル／ポール・ウォーカー／ドウェイン・ジョンソン  

2013年 英語 字幕 137分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

世界中で大ヒットしたカー・アクション第６弾。今回は欧州を舞台に、巨大犯罪組織

を追うワイルド・スピード・チームが常識破りのミッションに挑む。 

強盗団の元リーダー、ドミニクは新たな家族と共に南洋の地で逃亡生活を送って

いた。そこへ宿敵であるＦＢＩ特別捜査官ホブスが現れる。元エリート軍人オーウェ

ン・ショウとその一味を追うホブスはドミニクに協力を要請すると共に、死んだはず

の彼の元恋人がショウ一味に関係していると仄めかす。 

【日本語吹替版】声の出演：楠大典／高橋広樹／小山力也 

137分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

19・26 

 

ワイルド・スピード ＳＫＹ ＭＩＳＳＩＯＮ 
FURIOUS 7 

放送日 

11・12・14 

監督：ジェームズ・ワン 

出演：ヴィン・ディーゼル／ポール・ウォーカー／ドウェイン・ジョンソン 

2015年 英語 字幕 145分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

大人気カー・アクション第７弾。今回は“空”を舞台に壮大なバトルを繰り広げる。敵

役としてＪ・ステイサムが参戦するほか、故Ｐ・ウォーカーとの離別も描かれる。 

オーウェン・ショウ率いる国際犯罪組織を仲間と共に壊滅させたドミニク。オーウェ

ンの兄デッカードは弟の仇討を目論み、ドミニクたちに攻撃を仕掛ける。復讐心を

たぎらせる 強の敵と、怒りに燃えるドミニクたちの熱き戦いは、 新の監視プロ

グラム“ゴッドアイ”の争奪戦へと発展していく。 

【日本語吹替版】声の出演：楠大典／高橋広樹／小山力也 

145分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若妻の匂い 
THE CORRUPTION 

放送日 

9・17 

監督：サルヴァトーレ・サンペリ 

出演：カトリーヌ・ミケルセン／サイラス・エリアス／フローレンス・ゲラ  

1986年 イタリア語 字幕 90分 

イタリア＝フランス ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

『青い体験』『スキャンダル 愛の罠』のサルヴァトーレ・サンペリが手がけた官能ド

ラマ。留守がちな夫との生活に満ち足りない若妻の淫らな体験を描く。 

裕福な家庭に育ち、北イタリアで職務に就く判事のジェイコブ。彼の妻アンナは留

守がちな夫に不満を抱いていた。そんな中、アンナは同居する家政婦のアンジェラ

からとあるゲームに誘われる。開放的で性にも奔放なアンジェラからの誘いをきっ

かけに、アンナの秘められた性的欲求が呼び覚まされていく。 

 

わたしは、ダニエル・ブレイク 
I, DANIEL BLAKE 

放送日 

3・13・21・25 

監督：ケン・ローチ  

出演：デイヴ・ジョーンズ／ヘイリー・スクワイアーズ／ディラン・フィリップ・マキアナン 

2016年 英語 字幕 108分 

イギリス＝フランス＝ベルギー 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ケン・ローチ監督が２度目のカンヌ映画祭パルム・ドールを受賞。格差と貧困をテ

ーマに、初老男性とシングルマザーの家族の交流を描く社会派ドラマ。 

英国北東部ニューカッスルで暮らす５９歳のダニエル・ブレイクは、心臓の病を患

い、医師から大工の仕事を止められる。しかも、複雑な制度に翻弄されて国の援

助を受けられない。そんな中、２人の子供を抱えるシングルマザーのケイティを助

けたことから、互いに絆を深めていくが・・・。 

 

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ［エクステンデッド版］ 

ONCE UPON A TIME IN AMERICA[EXTENDED VERSION] 

放送日 

4・15・23 

監督：セルジオ・レオーネ 

出演：ロバート・デ・ニーロ／ジェームズ・ウッズ／エリザベス・マクガヴァン 

1984年 英語 字幕 258分 

アメリカ ステレオ カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

Ｓ・レオーネ監督の遺作となった傑作ドラマのエクステンデッド版。１９２０年代のア

メリカを背景に、ユダヤ系ギャングの栄光と挫折を描く。主演はＲ・デ・ニーロ。 

１９２３年、ニューヨーク。ユダヤ系移民の子である１７歳のヌードルスは、マックス

という少年と運命的な出会いを果たす。やがて２人を慕う仲間が集まり、禁酒法の

隙間をぬって荒稼ぎを続ける彼らは、ギャング集団として頭角を現していった。だ

がある日、マックスが無謀な銀行襲撃計画を立てて・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：アレックス・グレイヴスほか  

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1話 陰謀 放送日：6・20 

大切な妹カリーを亡くした元グリーンベレーのブライアンは、妹を殺害した犯罪組

織のリーダー、メヒアに復讐を誓う。そんな中、クリスティーナ・ハート率いる米国の

秘密諜報組織にスカウトされた彼は、危険な任務に飛び込むことで持ち前の殺傷

能力を磨いていく。 
 

第2話 準備万端 放送日：6・20 

ブライアンは秘密諜報組織の一員となるが、まだ精神的に不安定だとしてハートか

らデスク勤務を命じられる。さらに面白くないことに、組織は妹を殺したメヒアを情

報源として利用していた。そんな中、議員死亡に関わる陰謀が発覚。情報入手に

向かうハートはブライアンに護衛を頼む。 
 

第3話 オフサイド 放送日：6・21 

イスラム聖戦士と目され、監視リストに名を連ねるイスマトが行方不明になり、ＦＢＩ

から捜索協力を受けたブライアンたちが行方を追う。やがて、イスマトは自分の意

思に反してテロを行うよう強要されていることが判明。さらに元ＦＢＩ捜査官ギルロイ

がこの陰謀に関わっていることが分かる。 
 

第4話 マッティ・Ｇ 放送日：6・21 

ブライアンたちは、ある製薬会社の経理担当で内部告発をしようとしているダンと

落ち合う。虚偽の治験報告によって出回った薬の副作用によって死者が出てお

り、ダンは隠ぺいを暴く証拠のハードドライブを持っていたのだ。だがダンの娘マテ

ィが製薬会社から命を受けた男たちに誘拐されてしまう。 
 

第5話 時計仕掛けのスイス 放送日：6・22 

クリスティーナは政治と経済の混乱を防ぐべく、チューリッヒの機密文書の回収を

命じる。だが銀行保管庫への潜入は三つ巴の争いに発展、脱出をかけたレースの

様相を呈する。一方、アシャがエレーナを信用したのは誤りだったことが判明。ブラ

イアンは危うい立場に追い込まれる。 
 

第6話 ヘイルメアリー 放送日：6・22 

合衆国国家情報長官の元に、ロシア連邦保安庁（ＦＳＢ）工作員の亡命を手引きす

るよう要請が入る。だが、その工作員の恋人が曲者で、チームの計画は妊娠中の

彼女に引っ掻き回される。一方、ＣＩＡ内に存在する二重スパイの正体を暴くため、

クリスティーナは奥の手を使う。 
 

第7話 ソロ 放送日：6・23 

メヒアの武器作戦を妨害すべく、一丸となって動くチーム。そんな中、ブライアンが

拉致されてしまう。訓練を活かして脱出を試みるブライアン。同じ頃、チームの面々

も果敢に救出に乗り出そうとしていた。一方、ブライアンとアシャの関係は次の段

階に進み始める。 
 

第8話 リア 放送日：6・23 

ブライアンたちは若年性アルツハイマーを患うイスラエルのスパイ、リアを支援する

ことに。だがリアが所属する組織は彼女を亡き者にしようとしていた。それを見てい

たクリスティーナは、自分も同じような運命を辿るのではと不安を覚える。一方、ブ

ライアンはアシャへの不信を募らせる。 
 

第9話 去りしもの 放送日：6・24 

チームはメヒアの身柄をＦＢＩに引き渡さざるを得なくなっていた。だが、彼の仲間が

その現場を狙っているという噂が・・・。ジョンとレムの２人が受け渡しの中止に向け

て動く中、ブライアンはメヒアを拘留するため強硬策を取る。一方その頃、アシャは

友人であるエレーナの正体を知ってしまう。 
 

第10話 降伏 放送日：6・24 

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。 
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情報番組 

オンデマンドでみよう！5月号 

“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：4・8・10・16・17・20・30・31 

15分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

ハリウッド特盛ＴＶ ＃62 

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：12・13・14・19・21 

30分／字幕／HD／ワイド／ステレオ 

ハリウッド特盛ＴＶ ＃61 

■ 放送日：1・8 

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 5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：3 

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 

アフターマス ジェイソン・ボーン 

西遊記２～妖怪の逆襲～ ワイルド・スピード ＳＫＹ ＭＩＳＳＩＯＮ 

木曜アクション 

ハード・ターゲット プレデターズ（2010年） 

ファイナル・オプション ＬＵＣＹ／ルーシー 

日曜吹替シアター 

アレキサンダー【日本語吹替版】 

ワイルド・スピード ＥＵＲＯ ＭＩＳＳＩＯＮ 

  【日本語吹替版】 

ワイルド・スピード ＳＫＹ ＭＩＳＳＩＯＮ 

  【日本語吹替版】 

プライベート・シアター 

愛の臨界 不倫の果て 

乙女たちの秘めごと 若妻の匂い 

アサイラム・アワー  
グリム・アベンジャーズ タイム・ウォーズ  

  

イチオシ企画／特集 

２ヶ月連続！特集：インド映画祭  

チェイス！ バンガロール・デイズ 

バーフバリ 伝説誕生 ルドラマデーヴィ 宿命の女王 

バーフバリ 王の凱旋  

特集：２４時間 復讐 

アウトロー（1976年） 電撃脱走・地獄のターゲット 

ヴェンジェンス ドライブ・アングリー 

ジョン・ウィック：チャプター２ ハミングバード 

沈黙の復讐 ９６時間 ザ・シリーズ ＃１～１０ 

特集： 強ジーサン大暴れ！  
ジーサンズ はじめての強盗 ハットンガーデン・ジョブ   

ドント・ブリーズ ＲＥＤ／レッド 

ノー・エスケープ 自由への国境 ＲＥＤリターンズ 

特集：ランボー吹替４種  
ランボー【渡辺謙 地上波吹替版】 ランボー【銀河万丈 地上波吹替版】 

ランボー【羽佐間道夫 地上波吹替版】 ランボー【玄田哲章 地上波吹替版】 

シリーズイッキ観！  
「エネミー・ライン」シリーズ  

エネミー・ライン エネミー・ライン３ 激戦コロンビア 

エネミー・ライン２ ―北朝鮮への潜入―  

「ボーン」シリーズ  

ボーン・アイデンティティー ボーン・アルティメイタム 

ボーン・スプレマシー ジェイソン・ボーン 

「トゥームレイダー」シリーズ  

トゥームレイダー トゥームレイダー２ 

「トランスフォーマー」シリーズ  

トランスフォーマー／ダークサイド・ムーン トランスフォーマー／ロストエイジ 

「バーフバリ」シリーズ  

バーフバリ 伝説誕生 バーフバリ 王の凱旋 

「ＲＥＤ」シリーズ  

ＲＥＤ／レッド ＲＥＤリターンズ 

９６時間 ザ・シリーズ  

＃１～１０  

今月の日本語吹替作品       ※は地上波吹替版 ★は吹替のみ 
アポカリプト ハクソー・リッジ 

アレキサンダー ＰＡＮ ～ネバーランド、夢のはじまり～ 

アンストッパブル プレデターズ（2010年） 

エネミー・ライン ランボー ※★ 

エネミー・ライン２ ―北朝鮮への潜入― ＲＥＤ／レッド 

エネミー・ライン３ 激戦コロンビア ＲＥＤリターンズ 

キラー・エリート（2011年） ワイルド・スピード ＥＵＲＯ ＭＩＳＳＩＯＮ 

沈黙の復讐 ワイルド・スピード ＳＫＹ ＭＩＳＳＩＯＮ 

ドント・ブリーズ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カンヌ映画祭スペシャル２０１９ 

第７２回カンヌ映画祭開会式 

第７２回カンヌ映画祭開会式の様子をお届け。メキシコの名匠アレハンドロ・G・イ

ニャリトゥら豪華審査員が祭典の幕開けを彩る。華麗なレッドカーペットもお見逃

しなく！ 

■ 放送日：18・20・22・26 

60分／フランス語ほか／字幕／HD／ワイド／ステレオ 

日本独占！第７２回カンヌ映画祭授賞式 

昨年は是枝裕和監督が受賞し話題となった 高賞パルム・ドール。果たして今年

は誰の手に？注目の瞬間をムービープラスが独占生中継！また、現地記者会見

の模様もお届け。 

【ライブ】 

■ 放送日：25 

225分／二ヶ国語（日本語・フランス語）／HD／ワイド／ステレオ 

【字幕版】 

■ 放送日：31 

120分／フランス語／字幕／HD／ワイド／ステレオ 

授賞式直前！２０分でわかる第７２回カンヌ映画祭 

開会式から毎日行われている華やかなレッドカーペットやセレモニーなど、第７２

回カンヌ映画祭の見どころをご紹介。これを見れば授賞式をより楽しめる！ 

■ 放送日：24・25 

20分／日本語／字幕／HD／ワイド／ステレオ 

カンヌ映画祭 受賞作＆関連作  
カフェ・ソサエティ ＜第69回：オープニング作品＞ 

新感染 ファイナル・エクスプレス ＜第69回：ミッドナイト・スクリーニング部門＞ 

ブラッド・ファーザー ＜第69回：ミッドナイト・スクリーニング部門＞ 

わたしは、ダニエル・ブレイク ＜第69回：パルム・ドール＞ 

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ 

［エクステンデッド版］ 

＜第65回：クラシック部門＞ * 

クリント・イーストウッドのマスタークラス 

ｉｎ カンヌ映画祭 

＜第70回：特別講義＞ 

 （*オリジナル版は第37回特別招待作品） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


