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アイアンクロス ヒトラー親衛隊＜＜ＳＳ＞＞装甲師団 放送日 

3・22 MY HONOR WAS LOYALTY 

監督：アレッサンドロ・ペペ  

出演：レオーネ・フリーザ／パオロ・ヴァッカリーノ／フランチェスコ・ミリョーレ  

2015年 ドイツ語 字幕 123分 

イタリア ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

第二次世界大戦で“悪魔”と恐れられたナチス親衛隊。激戦地で戦い続ける   

兵士たちの視点から戦場の恐怖と真実を暴いた戦争ドラマ。 

１９４３年。第１ＳＳ装甲師団のヘルケル伍長は、ナチス親衛隊の標語「忠誠こそわ

が名誉」を信じ、祖国のために戦う決意に燃えていた。だが東部戦線から西部戦

線へと転戦する中で、捕虜虐殺やホロコーストなど、恐るべき実態に直面。疑問を

抱きながらも戦うことしかできないヘルケルだったが・・・。 

 

アイスブレイカー 超巨大氷山崩落 放送日 

2・6・12 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・・・。 

 

アウトサイダーズ 放送日 

4・14・24 TRESPASS AGAINST US 

監督：アダム・スミス  

出演：マイケル・ファスベンダー／ブレンダン・グリーソン／リンゼイ・マーシャル  

2016年 英語 字幕 107分 

イギリス 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

マイケル・ファスベンダーが主演したクライム・サスペンス。実話を元に、隔絶され

た生活を送る犯罪一家の姿をスリリングに描く。 

イングランド南西部グロスタシャー州。犯罪を生業に、各地を放浪しながら暮らすカ

トラー家。跡継ぎのチャドは家業から足を洗い、妻子と共に安定した生活をしようと

計画するが、絶対的な力で一族を支配する父の存在がそれを阻む。ある夜、父の

指示でやむなく実行した強盗をきっかけに運命が狂い出す。 

 

あしたは 高のはじまり 放送日 

11・25 TWO IS A FAMILY 

監督：ユーゴ・ジェラン  

出演：オマール・シー／クレマンス・ポエジー／グロリア・コルストン  

2016年 フランス語 字幕 125分 

フランス 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

オマール・シー主演のハートフル・コメディ。気ままな生活から一転、娘を押し付け

られたプレイボーイと、彼に育てられた少女の絆を描く。 

南仏で人生を謳歌していたサミュエルの元に、かつて関係を持った女性クリスティ

ンが現れ、生後間もない赤ん坊を置いていってしまう。慌てて彼女を追ってロンドン

に向かうが、英語ができず途方に暮れるサミュエル。そんな彼と赤ん坊を助けてく

れたのは、地下鉄で出会ったゲイのベルニーだった。 

 

アバンダンド 太平洋ディザスター１１９日 放送日 

3 ABANDONED 

監督：ジョン・レイング  

出演：ドミニク・パーセル／ピーター・フィーニー／オーウェン・ブラック  

2015年 英語 字幕 94分 

ニュージーランド 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

海外ドラマ「プリズン・ブレイク」出演のドミニク・パーセル主演。大海原で 強の嵐

に立ち向かう男たちの姿を描く海洋アクション。 

ニュージーランドからトンガまでヨットで航海に出たジムたち４人。急ぐあまり危険な

嵐を乗り越えようとするが転覆してしまい、ヨットの上で助けを待つことに・・・。彼ら

４人の家族は連絡が途絶えた事に不安を覚え懸命の捜索活動を行うが、手がかり

がなく、やがて捜索は打ち切られてしまう。 

【日本語吹替版】声の出演：庄司然／菊池康弘／西垣俊作 放送日 

13 94分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ありふれた悪事 放送日 

5・21 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・・・。 

 

ウォー・ドッグス 放送日 

5・14 WAR DOGS 

監督：トッド・フィリップス  

出演：ジョナ・ヒル／マイルズ・テラー／アナ・デ・アルマス  

2016年 英語 字幕 122分 

アメリカ＝カンボジア 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

「ハングオーバー！」シリーズのトッド・フィリップス監督による実話コメディ。素人同

然の２人の若者が、兵器売買で大儲けしていく様を描く。 

イラク戦争中の米国。マイアミビーチに住む２０代前半の若者２人は知名度の低い

公募入札を利用し、米軍相手に武器売買の契約を取り付けることに成功。大金が

舞い込みウハウハの２人だったが、アフガニスタン軍に武器を調達する総額３憶ド

ルの取引をモノにした辺りから雲行きが怪しくなる。 

 

裏切りの荒野 放送日 

8・15・19 L'UOMO, L'ORGOGLIO, LA VENDETTA 

監督：ルイジ・バッツォーニ   

出演：フランコ・ネロ／ティナ・オーモン／クラウス・キンスキー 

1967年 イタリア語 字幕 108分 

イタリア ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

「カルメン」を下敷きにした異色のマカロニ・ウエスタン。フランコ・ネロの主演で、野

性的な美女に翻弄される男の愛と運命を描く。 

セビリアのタバコ工場を警備する軍曹のホセは、女工の娘カルメンの野性的な美

しさに一目惚れ。カルメンの虜となった彼は彼女の浮気相手である自分の上官を

殺害し、お尋ね者となってしまう。カルメンと２人、米国で出直すことを夢見るホセ

は、その資金を稼ぐため彼女たちが企てた強盗計画に加わる。 

ウルフ・オブ・ウォー 
ネイビー・シールズ傭兵部隊 ｖｓ ＰＬＡ特殊部隊 放送日 

2・7・15・26 
WOLF WARRIORS 

監督・出演：ウー・ジン  

出演：ユー・ナン／スコット・アドキンス／ニー・ターホン  

2015年 中国語 字幕 98分 

中国 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

上海映画祭主要４部門を制覇したアクション大作。機密のベールに包まれた現代

特殊部隊と、ネイビー・シールズ傭兵部隊との戦いをリアルに描く。 

命令違反を繰り返し、懲罰房に入れられていた狙撃手のレン軍曹。その才能と本

質を見抜いた女性司令官ロン中佐は、彼を特殊部隊“戦狼”に引き抜いた。問題

児ばかりの戦狼は、幾多の厳しい軍事訓練を乗り越えて１つになっていくが、そん

な彼らをネイビー・シールズの傭兵部隊が急襲する。 

 

エイリアン［４Ｋ］ 放送日 

14・29 ALIEN 4K 

監督：リドリー・スコット  

出演：シガニー・ウィーヴァー／トム・スケリット／ジョン・ハート  

1979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 

【４Ｋをマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】エイリアンとの闘いはここから始ま

った！宇宙貨物船に侵入した異星生物の恐怖を描くＳＦアクション第１弾。 

宇宙貨物船ノストロモ号は地球に帰還中、ＳＯＳ信号を傍受し、ある惑星に着陸。

そこで発見した大きな卵状の物体から飛び出した生物が一等航海士ケインの顔に

張り付いてしまう。ケインを連れ戻しノストロモ号は再び航海に戻るが、彼の体に

はすでに異星生物＝エイリアンの幼体が産み付けられていた！ 

 

エイリアンＶＳ. プレデター［完全版］ 放送日 

14・29 ALIEN VS. PREDATOR [EXTENDED VERSION] 

監督：ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン  

出演：サナ・レイサン／ラウル・ボヴァ／ランス・ヘンリクセン  

2004年 英語 字幕 116分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン監督によるＳＦホラー。南極を舞台に、エイリアンとプレ

デターの死闘に遭遇した人間たちのサバイバルを描く。 

富豪の実業家ウェイランドによって南極に派遣された女性冒険家レックスら調査チ

ームは、地下で巨大ピラミッドを発見。だがそこは若きプレデターが成人の儀式と

してエイリアンと戦う場所だった。やがて卵から孵った無数のエイリアンと、母船か

ら降り立った３体のプレデターとの死闘が始まる！ 

 

ＡＶＰ２ エイリアンズＶＳ. プレデター［完全版］ 放送日 

14・29 ALIENS VS. PREDATOR: REQUIEM [EXTENDED VERSION] 

監督：コリン・ストラウス／グレッグ・ストラウス  

出演：スティーヴン・パスクール／レイコ・エイルスワース／ジョン・オーティス  

2007年 英語 字幕 109分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

ハイブリッドの新種“プレデリアン”誕生！今度は米国に舞台を移し、人類を巻き込

んだ２大クリーチャーの戦いを描くＳＦホラーの続編。 

南極でのエイリアンとの死闘を終えたプレデターの宇宙船内。両者の能力を持つ

混成種“プレデリアン”が誕生し、プレデターたちを次々と殺戮する。やがて制御不

能となった宇宙船はコロラドの森へ墜落。さらにエイリアンの駆逐を生業とするプレ

デター“ザ・クリーナー”も地球へと乗り込んでくる。 

 

Ｘ-ＭＥＮ：ファースト・ジェネレーション  放送日 

2・28 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 字幕 139分 

アメリカ 5.1ch 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：内田夕夜／三木眞一郎／安原義人 放送日 

16 139分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

Ｘ-ＭＥＮ：フューチャー＆パスト  放送日 

28 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：山路和弘／内田夕夜／三木眞一郎 放送日 

16 139分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

Ｘ-ＭＥＮ：アポカリプス 放送日 

28 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。 

【日本語吹替版】声の出演：内田夕夜／三木眞一郎／牛田裕子 放送日 

16 151分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネミー・ライン 放送日 

5・15・25 BEHIND ENEMY LINES 

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。 

 

エネミー・ライン２ ―北朝鮮への潜入― 放送日 

5・15・25 BEHIND ENEMY LINESII: AXIS OF EVIL 

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。 

 

エネミー・ライン３ 激戦コロンビア 放送日 

5・15・25 BEHIND ENEMY LINES:COLOMBIA 

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。 

 

エマニエル夫人 放送日 

7・13・29 EMMANUELLE 

監督：ジュスト・ジャカン 

出演：シルヴィア・クリステル／アラン・キュニー／ダニエル・サーキー  

1974年 フランス語 字幕 102分 

フランス モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

シルヴィア・クリステルが鮮烈なデビューを飾った官能ドラマ。夫の赴任地バンコク

で、様々な性体験を重ねる若妻の自由奔放な性生活を描く。 

若く美しいフランス人女性のエマニエルは、外交官の夫が赴任しているバンコクへ

やってきた。平穏な日常にどこか退屈を感じていた彼女は、ある日、「性の哲学」を

説くマリオという男と出会う。彼に導かれて様々な相手と肉体関係を持つようにな

った彼女は、次第に内に秘めた欲望を開花させていき・・・。 

 

Ｌ．Ａ．ギャング ストーリー 放送日 

18 GANGSTER SQUAD 

監督：ルーベン・フライシャー 

出演：ジョシュ・ブローリン／ライアン・ゴズリング／ショーン・ペン  

2013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 

伝説のギャングＶＳ警察極秘チーム。Ｊ・ブローリン、Ｒ・ゴズリング、Ｓ・ペン、Ｅ・ス

トーンら豪華キャストで１９４０年代後半に起きた実話を基に描く犯罪アクション。 

１９４９年のＬＡ。この街を牛耳るギャングのボス、ミッキー・コーエンは、銃や麻薬

の密売、売春、賭博など様々な犯罪を取り仕切っていた。警察や政治家も意のま

まに操り、自らを“神”と豪語するコーエン。そんな彼の帝国をぶち壊すため、ロス

市警のはぐれ者による極秘チームが結成され・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：楠大典／加瀬康之／山路和弘 放送日 

11 120分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

オペレーション・ダンケルク 放送日 

11・17 OPERATION DUNKIRK 

監督：ニック・ライオン  

出演：イファン・メレディス／キンバリー・ヒューズ／タイラー・コール  

2017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 

第二次世界大戦下、史上 大の救出作戦と謳われる“ダンケルクの戦い”の裏で、もう１

つの戦闘が繰り広げられた。英国軍による知られざる救出劇を描いた戦争アクション。 

１９４０年。ドーバー海峡では英国軍による史上 大の救出作戦が行われ、プラマー大

佐率いる部隊もダンケルクからの撤退を余儀なくされていた。ナチスの包囲網が迫る

中、大佐からキャロウェイ中尉に指令が下る。それは、機密を抱えたドイツ人科学者を

救出し、基地まで連れてくることだった。 

か 
監獄の首領 放送日 

1・6・18・30 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。 
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官能小説の女 放送日 

9・20 AGNES 

監督：ヨハネス・シュミット  

出演：シュテファン・カンプヴィルト／オーディン・ヨーネ／ゾーニャ・バウム  

2016年 ドイツ語 字幕 113分 

ドイツ＝ベルギー ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

美しい女子学生と４１歳の孤独な小説家。世界的ベストセラーを原作に、２人の９ヶ

月に渡る愛と欲情を描くエロティック・ドラマ。 

４１歳の小説家ウォルターは、図書館でミステリアスな女子学生アグネスと出会

い、自然と身体を重ねる関係になる。スランプだった彼に、アグネスは自分たちの

恋愛を物語にするよう提案。だが赤裸々に綴られた２人の日々は、官能的な妄想

を交え、次第にウォルターに都合の良い展開に書き換えられていく。 

 

きっと、うまくいく 放送日 

1・21・25 3 IDIOTS 

監督：ラージクマール・ヒラーニ  

出演：アーミル・カーン／Ｒ・マドハヴァン／シャルマン・ジョシ  

2009年 ヒンディー語 字幕 179分 

インド ステレオ カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

インドで大ヒットを記録した、笑いと涙の青春コメディ。エリート大学の男子学生３人

組が巻き起こす珍騒動と、行方不明の友を捜す１０年後の彼らを同時進行で描く。 

インドの超難関理系大学ＩＣＥに入学した、型破りな自由人のランチョー、機械より

動物好きなファルハーン、なんでも神頼みの苦学生ラジュー。彼らは次々と珍騒動

を巻き起こし、“３バカトリオ”と呼ばれるように。１０年後、突然姿を消したランチョ

ーを捜して、ファルハーンとラジューが旅に出る。 

 

恐竜１００万年 放送日 

4・16 ONE MILLION YEARS B.C. 

監督：ドン・チャフィ  

出演：ラクエル・ウェルチ／ジョン・リチャードソン／パーシー・ハーバート  

1966年 英語 字幕 108分 

イギリス モノラル カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

ラクエル・ウェルチ主演のスペクタクル・アクション。“ＳＦＸの王様”レイ・ハリーハウゼ

ンが視覚効果を務め、紀元前１００万年を舞台に人間と恐竜のし烈な戦いを描く。 

人類がまだ言葉を持たない原始時代。山麓の洞穴にアコバを長とする民族が住んで

いた。だが、アコバの次男トゥマクは、食糧を巡る諍いから部族を追われてしまう。恐

竜や巨大トカゲ、猿人に怯えながら放浪していた彼は、やがて海辺に住むある一族

に迎えられる。 

 

キング・アーサー（2017年） 放送日 

22・23・25 KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD 

監督：ガイ・リッチー  

出演：チャーリー・ハナム／ジュード・ロウ／アストリッド・ベルジュ＝フリスベ  

2017年 英語 字幕 134分 

イギリス＝オーストラリア＝アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

スラムのガキから王になれ！ガイ・リッチー監督が“アーサー王伝説”を映画化。聖剣を

手に入れた青年が自らの運命を知り、暴君に立ち向かう様を描くソード・アクション。 

スラムの路地裏でひとり貧しく生き抜いてきた青年アーサー。彼の正体は、謀反によっ

て王位を追われたかつてのイングランド王の一人息子だった。やがて聖剣エクスカリバ

ーを手にした彼は、自身の偉大な宿命を知り、父王の命を奪った暴君ヴォーティガンに

反旗を翻す。 

 

キング・アーサー 英雄転生 放送日 

4・14・29 KING ARTHUR AND THE KNIGHTS OF THE ROUND TABLE 

監督：ジャレッド・コーン  

出演：サラ・マラクル・レイン／オーウェン・オブライエン／アレックス・ウィンターズ  

2017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 

時空を超えた“英雄ＶＳ魔界”の戦い。アーサー王に仕えた騎士の子孫たちが、世

界の命運を懸けて戦うアクション・アドベンチャー。 

１５００年前。アーサー王は魔女モルガナを倒し、魔物を封印する。そして現代。世

界支配をもくろむモルガナと息子のモードレッドが復活。円卓の騎士の子孫たちが

集う武道大会で宿敵を倒して、“聖剣エクスカリバー”を奪おうとしていた。アーサ

ー王の末裔であるペンたちは敢然と戦いを挑むが・・・。 

 

グランド・マスター 放送日 

5・13・20・25 THE GRANDMASTER 

監督：ウォン・カーウァイ  

出演：トニー・レオン／チャン・ツィイー／チャン・チェン  

2013年 中国語 字幕 131分 

香港＝中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ウォン・カーウァイ監督×トニー・レオン、チャン・ツィイー出演。１９３０年代を舞台

に中国武術の宗師たちの闘いを描く伝記アクション。 

戦争の足音が迫る１９３０年代の中国。北の八卦掌の宗師ゴン・パオセンは、自ら

の地位と南北統一の使命を譲る後継者を探していた。候補は一番弟子のマーサ

ンと南の詠春拳の宗師イップマン。さらにパオセンの娘ルオメイも名乗りを上げる。

だが、野望に目の眩んだマーサンがパオセンを殺害し・・・。 

 

グリズリー［ＨＤリマスター版］ 放送日 

10・22 GRIZZLY REMASTERED 

監督：ウィリアム・ガードラー  

出演：クリストファー・ジョージ／アンドリュー・プライン／リチャード・ジャッケル  

1976年 英語 字幕 98分 

アメリカ モノラル カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

【ＨＤリマスター版】巨大人喰い熊が襲い掛かる！大自然が美しい北米の国立公園を舞

台に、グリズリーＶＳ人間の熾烈な戦いを描いた７０年代モンスター・パニック。 

ジョージア州の国立公園。キャンプを楽しんでいた男女が巨大灰色熊グリズリーの餌食

となった！公園管理官のケリーは人肉の味を覚えた熊が次の人間を襲うと予測し、森林

関係のエキスパート、スコットと共に追跡作戦を開始。しかし、公園の閉鎖が公園責任

者に拒まれたことから、第二第三の犠牲者が出る。 

 

クロッシング（2009年） 放送日 

11・17・21・30 BROOKLYN'S FINEST 

監督：アントワーン・フークア  

出演：リチャード・ギア／イーサン・ホーク／ドン・チードル  

2009年 英語 字幕 140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 

リチャード・ギア、イーサン・ホーク共演のクライム・サスペンス。ＮＹの犯罪多発地

区で起きた殺人事件をきっかけに、３人の警官の運命が交錯する。 

ブルックリンの犯罪多発地域で警官による強盗事件が発生。激しい非難を浴びた

ＮＹ市警は、イメージアップのために犯罪取締りを強化する。その動きは図らずも、

退職間近のベテラン警官エディ、家族想いの麻薬捜査官サル、潜入捜査官タン

ゴ、それぞれの心の闇を浮かび上がらせることに・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

荒野の七人 放送日 

8・17・25 THE MAGNIFICENT SEVEN（1960） 

監督：ジョン・スタージェス  

出演：ユル・ブリンナー／スティーヴ・マックィーン／チャールズ・ブロンソン  

1960年 英語 字幕 136分 

アメリカ ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

黒澤明監督の『七人の侍』を西部劇としてリメイクした金字塔的作品。西部開拓時代

のメキシコで、寒村の村人に雇われた７人の凄腕ガンマンたちが盗賊に立ち向かう。 

メキシコの寒村イストラカン。毎年、収穫期になると村人たちは野盗一味に作物を掠

奪されていた。彼らと闘うことを決意した村人たちは、村の外から助っ人を雇うことを

決意する。村人たちの熱意に打たれたクリスら腕利きのガンマン７人が集結し、村を

襲う４０人の敵に壮絶な闘いを挑む。 

 

荒野の七人／真昼の決闘 放送日 

8・18・26 THE MAGNIFICENT SEVEN RIDE! 

監督：ジョージ・マッコーワン  

出演：リー・ヴァン・クリーフ／ステファニー・パワーズ／マリエット・ハートレー  

1972年 英語 字幕 108分 

アメリカ ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

『七人の侍』をリメイクした西部劇シリーズ全４作の完結編。女性ばかりが取り残さ

れた国境の町を舞台に、７人のガンマンたちが町を襲う群盗と一戦を交える。 

賞金稼ぎから足を洗い、今はアリゾナ南部で保安官となったクリス。彼の元に昔の

仲間ジムが助けを求めてきた。メキシコ人の群盗と決闘するというのだ。一度は断

ったクリスだが、ジムを含む町の男たちが皆殺しにされ、クリスは復讐を決意。新

聞記者ノアや５人の囚人とともに、武装して群盗に戦いを挑む。 

 

コンビニ・ウォーズ～バイトＪＫ ＶＳ ミニナチ軍団～ 放送日 

6・18 YOGA HOSERS 

監督：ケヴィン・スミス  

出演：リリー＝ローズ・デップ／ハーレイ・クイン・スミス／ジョニー・デップ  

2016年 英語 字幕 95分 

アメリカ 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

ジョニー・デップの娘リリー＝ローズ・デップが初主演。コンビニでバイトする女子高

生２人組と、邪悪なミニナチ軍団の戦いを描くホラー・コメディ。 

コレットとマッケンジーは大のヨガ好き女子高生。怪しいヨガの先生に教えを請いな

がら、怠惰なハイスクールライフを送っていた。ある日、バイト先のコンビニで学校

のモテ男子とパーティを計画した２人は、誤って地下に眠っていた邪悪なミニナチ

軍団を呼び起こしてしまう。 

さ 
西遊記２～妖怪の逆襲～ 放送日 

10・28 JOURNEY TO THE WEST: DEMON CHAPTER 

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・・・。  

 

さよならエマニエル夫人 放送日 

7・27・30 GOOD-BYE, EMMANUELLE 

監督：フランソワ・ルテリエ  

出演：シルヴィア・クリステル／ウンベルト・オルシーニ／ジャン＝ピエール・ブーヴィエ 

1977年 フランス語 字幕 106分 

フランス モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

性に奔放な夫人をヒロインにした官能ドラマの第３作。地上 後の楽園と呼ばれるインド

洋のオアシスでのアヴァンチュールを描く。主演は前２作同様シルヴィア・クリステル。 

インド洋に浮かぶセーシェル諸島にエマニエルとその夫ジャンが移り住んでから３年が

過ぎた。２人は互いにパートナー以外の相手であっても肉体関係を結ぶ日々を楽しんで

いたが、ある日、エマニエルは若い映画監督グレゴリーと出会い、性に対するこれまで

の自由奔放な考え方をたしなめられる。 

 

シーナ 放送日 

1・5・21 SHEENA（1984） 

監督：ジョン・ギラーミン  

出演：タニア・ロバーツ／テッド・ワス／ドノヴァン・スコット 

1984年 英語 字幕 124分 

アメリカ モノラル カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

セクシー女優、タニア・ロバーツが主演した冒険アクション。アフリカの密林で育っ

たヒロインが、一族の聖なる山を守るために活躍する。 

事故で両親を失い、アフリカ奥地に取り残された幼い少女シーナ。ザンブリ族のシ

ャーマンに育てられ、美しく成長した彼女は、一族と動物たちを守る“ジャングルの

女王”になると予言される。その頃、ディゴラ国王の弟が王の暗殺を画策。さらにザ

ンブリ族の聖地に眠るチタンを奪おうと企んでいた。 

 

ジェイソン・ボーン 放送日 

21・24 JASON BOURNE 

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。 

【日本語吹替版】声の出演：平田広明／土師孝也／竹内絢子 放送日 

9 131分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

七小福［ＨＤリマスター版］ 放送日 

11・26 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 

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。 

 

 

 

灼熱の肌（2008年） 放送日 

6・23 MENTIRAS Y GORDAS 

監督：アルフォンソ・アルバセテ／ダビ・メンケス  

出演：アナ・デ・アルマス／マリオ・カサス／ヨン・ゴンサレス 

2008年 スペイン語 字幕 111分 

スペイン ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

スペインで大ヒットを記録したエロティック・ドラマ。世界有数のリゾート地を舞台

に、享楽的な若者たちのひと夏のアバンチュールを描く。 

スペインのリゾート地アリカンテでひと夏を過ごす若者たち。カローラは親友の元

彼で女たらしのカルロスに恋をする。ゲイのトニーは女性にも手を出す恋人ニコに

嫉妬。レオという女性とレズビアンの快楽に溺れていくマリーナ。それぞれが現実

から逃れるために薬物や性行為に溺れていたが・・・。 

 

ジャングル ギンズバーグ１９日間の軌跡 放送日 

7・16・19・28 JUNGLE（2017） 

監督：グレッグ・マクリーン  

出演：ダニエル・ラドクリフ／トーマス・クレッチマン／アレックス・ラッセル  

2017年 英語 字幕 123分 

オーストラリア＝コロンビア 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ダニエル・ラドクリフ主演のサバイバル・サスペンス。実話を元に、ジャングルの奥

地にたった１人で取り残されたバックパッカーの青年の運命を描く。 

１９８０年代初頭。兵役を終えたヨッシー・ギンズバーグは、刺激のある人生を求

め、バックパッカーとして世界中を放浪していた。ボリビアにやってきたヨッシーは、

カールという男からジャングルの奥深くに失われた先住民が住んでいると誘われ、

２人の友人とカールと共に秘境探検に出発するが・・・。 

 

新・荒野の七人／馬上の決闘 放送日 

8・18・26 GUNS OF THE MAGNIFICENT SEVEN 

監督：ポール・ウェンドコス  

出演：ジョージ・ケネディ／モンテ・マーカム／レニ・サントーニ  

1969年 英語ほか 字幕 113分 

アメリカ ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

日本映画の名作を西部劇としてリメイクした「荒野の七人」シリーズ３作目。政府の圧政

に苦しむ農民に雇われたガンマンたちが、政府軍から革命派のリーダーを救出する。 

大統領による恐怖政治が行われている１９世紀末のメキシコ。悪政に立ち向かおうとす

る若者マックスは、政府に捕われた革命指導者キンテロを救い出すため、僅かな金を

手にアメリカへ向かう。そこでクリスら６人の猛者を雇ったマックスは、政府軍から奪った

馬車に乗り、囚人を引き連れ攻撃を開始する。 

 

スクランブル（2017年） 放送日 

3・13 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：高橋広樹／佐々木啓夫／松井茜 放送日 

23・27 101分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

スターリングラード（2001年） 放送日 

1・6・14・22 ENEMY AT THE GATES 

監督：ジャン＝ジャック・アノー  

出演：ジュード・ロウ／レイチェル・ワイズ／ジョセフ・ファインズ  

2001年 英語 字幕 138分 

アメリカ＝ドイツ＝イギリス＝アイルランド ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ジュード・ロウ主演。ナチス・ドイツとソ連が全面対決した第ニ次大戦下の激戦地を舞

台に、実在した伝説のスナイパーの生き様を壮大なスケールで描いた戦争ドラマ。 

１９４２年９月、ソ連の都市スターリングラードはナチス・ドイツの猛攻に陥落寸前だっ

た。幼い頃から祖父に射撃を仕込まれて育った青年ヴァシリ・ザイツェフは、共産党

の政治将校ダニロフの薦めで狙撃手となる。彼は驚くべき正確さで敵兵を次々と仕留

め、ソ連の国民的英雄として祭り上げられていく。 

 

スノーピアサー 放送日 

10 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 

6・15・27 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。 

 

戦争の犬たち 放送日 

3・14 THE DOGS OF WAR 

監督：ジョン・アーヴィン  

出演：クリストファー・ウォーケン／トム・ベレンジャー／コリン・ブレイクリー  

1980年 英語 字幕 126分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

クリストファー・ウォーケン主演のミリタリー・アクション。西アフリカの独裁国を舞台

に、４人の戦争プロが仕掛けるクーデター計画の顛末を緻密に描く。 

世界各地の戦場で戦ってきた傭兵シャノンは、世界的な鉱山会社の代理人エンデ

ィーンから、西アフリカの小国ザンガロの独裁政権打倒を依頼された。ザンガロの

地下資源を狙うエンディーンの暗躍や、その動きを察知したジャーナリストの存在

を交わしながら、シャノン率いる傭兵部隊はザンガロに侵入する。 
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戦狼 ウルフ・オブ・ウォー 放送日 

15・16・18・26 WOLF WARRIORS 2 

監督・出演：ウー・ジン  

出演：フランク・グリロ／セリーナ・ジェイド ／ウー・ガン 

2017年 中国語ほか 字幕 131分 

中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

中国のアクション俳優、ウー・ジンが監督・主演を務めた大ヒット戦争アクション。民

間人を救うため、アフリカの激戦地に乗り込む男の姿を描く。 

ある事件を起こし、軍を除籍された特殊部隊“戦狼”の元隊員レンは、失踪した恋

人の足跡を追ってアフリカの地に渡っていた。だが突如、内戦が勃発。難を逃れて

護衛艦に避難したレンだったが、国や人民を守るという使命感に駆られ、残された

同胞を救出すべく再び危険な戦地へと舞い戻る。 

 

続エマニエル夫人 放送日 

7・20・29 EMMANUELLE, L'ANTI VIERGE 

監督：フランシス・ジャコベッティ  

出演：シルヴィア・クリステル／カトリーヌ・リヴェ／ウンベルト・オルシーニ  

1975年 フランス語ほか 字幕 99分 

フランス モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

自由奔放に性体験を重ねていく夫人を描き大反響を呼んだ官能ドラマの続編。今

回は香港を舞台に性を求めてさまよう。主演は前作に続きシルヴィア・クリステル。 

夫ジャンの赴任先である香港に向かう豪華客船の中で、エマニエルはドイツ人女

子学生と知り合い愛撫にふける。香港に着くと狂ったようにジャンに抱きつくエマニ

エル。やがて彼女は、夫のアパートに同居するパイロット、上流階級の一人娘らと

も性遍歴を重ねていく・・・。 

 

続・荒野の七人 放送日 

8・17・25 RETURN OF THE SEVEN 

監督：バート・ケネディ  

出演：ユル・ブリンナー／ロバート・フラー／ジュリアン・マテオス  

1966年 英語ほか 字幕 103分 

アメリカ ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

黒澤明監督の『七人の侍』をリメイクした大ヒット西部劇の続編。ユル・ブリンナー

主演。山賊に襲われた村を守るため７人のガンマンが結集する。 

かつて６人の仲間と村人を救うために闘ったチコは、村娘と結ばれ平和な農村生

活を送っていた。だが、一帯を牛耳るロルカ一味に村の男全員が捕らわれてしま

う。報せを受けたクリスとヴィンは腕の立つ４人の男を集め、脱獄に成功したチコと

合流。一致団結してロルカ一味と熾烈な攻防戦を開始する。 

 

ソルト 放送日 

10・21 SALT 

監督：フィリップ・ノイス  

出演：アンジェリーナ・ジョリー／リーヴ・シュレイバー／キウェテル・イジョフォー  

2010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 

アンジェリーナ・ジョリー主演のサスペンス・アクション。二重スパイの容疑をかけら

れたＣＩＡ女性エージェントが、真相究明に奔走する姿を描く。 

米ＣＩＡ本部。女性分析官イヴリン・ソルトが、謎の密告者オルロフの尋問を行なっ

ていた。だがオルロフは、訪米中のロシア大統領暗殺計画とそのために送り込ま

れた女スパイ“ソルト”の存在を告白。ソルトは何者かの罠だと訴えるが聞き入れら

れず、同僚から追われる身となってしまう。 

【日本語吹替版】声の出演：湯屋敦子／東地宏樹／竹田雅則 放送日 

2 107分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

た 
ＤＡＲＫ ＳＴＡＲ／Ｈ・Ｒ・ギーガーの世界 放送日 

14・24・29 DARK STAR: H.R. GIGER'S WORLD 

監督：ベリンダ・サリン  

出演：Ｈ・Ｒ・ギーガー／カルメン・マリア・ギーガー／マルコ・ヴィッツィヒ  

2014年 スイスドイツ語ほか 字幕 107分 

スイス 5.1ch カラー 

ドキュメンタリー ワイド HD 

『エイリアン』造形の産みの親、Ｈ・Ｒ・ギーガーの生涯に迫るドキュメンタリー。自宅

やアトリエの様子、本人の証言なども交えて稀有な作品世界の一端が明かされる。 

『エイリアン』の造形でアカデミー賞視覚効果賞を受賞したスイス出身の画家・デザイ

ナーのＨ・Ｒ・ギーガー。その作品は世界中のアーティストを魅了し影響を与えてき

た。創作の源泉となった、幼少期に頭蓋骨に触れた体験。さらに３人の女性のパート

ナーとの出会いや『エイリアン』誕生秘話も語られる。 

 

ターザン：ＲＥＢＯＲＮ 放送日 

1・2・4・27 THE LEGEND OF TARZAN 

監督：デヴィッド・イェーツ  

出演：アレクサンダー・スカルスガルド／マーゴット・ロビー／サミュエル・Ｌ・ジャクソン  

2016年 英語 字幕 117分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

Ｄ・イェーツ監督によるアクション・アドベンチャー。ジャングルから帰還し貴族となった

かつてのターザンが、愛する妻と故郷を救うため、再び己の野生を呼び起こす。 

１９世紀末のロンドン。数奇な運命から動物に育てられた野生児ターザンことジョン・

クレイトンは、人間社会に戻り、現在は英国貴族として妻ジェーンと裕福な暮らしを送

っている。ある日、政府からの要請を受け、妻を連れて故郷のジャングルへと赴く

が、それは彼に仕向けられた巧妙な罠だった・・・。 

 

ダイナソーｉｎＬ.Ａ. 放送日 

3 AGE OF DINOSAURS 

監督：ジョセフ・Ｊ・ローソン  

出演：トリート・ウィリアムズ／ロニー・コックス／ジリアン・ローズ・リード  

2013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 

解き放たれた恐竜ＶＳ米軍のロサンゼルス決戦！禁断のＤＮＡ実験で現代に蘇っ

た恐竜たちが、ロサンゼルスの街で暴れ回るパニック・アクション。 

バイオ企業のジェネティ・シャープ社は、ＤＮＡ操作によって恐竜を現代に蘇らせる

禁断の実験を行っていた。だが実験は暴走し、巨大な肉食恐竜の大群がロサンゼ

ルスの街に放たれてしまう。米軍が出動し、戒厳令が敷かれる中、元消防士のゲ

イブは恐竜に襲われた娘を命懸けで救おうとする。 

【日本語吹替版】声の出演：横島亘／城山堅／米倉希代子 放送日 

23 96分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

大列車強盗（1972年） 放送日 

8・11・20 THE TRAIN ROBBERS 

監督：バート・ケネディ 

出演：ジョン・ウェイン／アン＝マーグレット／ロッド・テイラー 

1972年 英語 字幕 99分 

アメリカ モノラル カラー 

ウエスタン ワイド HD 

ジョン・ウェインの主演で贈るアクション西部劇。列車強盗で奪われた５０万ドル相

当の金塊のありかを巡って展開する、壮絶な争奪戦を描く。 

亡くなった夫がかつて列車強盗で奪った金塊を持ち主に返したいという、若く美し

い未亡人の頼みに手を貸すことにしたレインと仲間たちは、早速、金塊のありかを

知る彼女と共にメキシコ奥地へ向けて出発する。だがそんな一行の後を、武装した

２０人あまりの屈強な男たちが追っていた。 

ＴＡＸｉ 放送日 

3・12・23・28 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 

3・12・23・28 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 

4・13・23・28 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 

4・13・23・28 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 

5・9・23・26 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！ 

 

チェンナイ・エクスプレス ～愛と勇気のヒーロー参上～ 放送日 

1・9・27 CHENNAI EXPRESS 

監督：ロヒット・シェッティ  

出演：シャールク・カーン／ディーピカー・パードゥコーン／サティヤーラージ  

2013年 ヒンディー語ほか 字幕 149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痛快マサラ・ムービー。列車で美女を助けた主人公が巻き込

まれる騒動を、歌やダンス、爆破シーンやカーアクションなどド派手な演出満載で描く。 

ラーフルはムンバイで暮らす４０歳の独身男。友人とゴアへ遊びに行く予定だったところ

を、祖父の遺灰をタミル・ナードゥ州の海に撒いてくるよう祖母から頼まれる。ひとまずチ

ェンナイ行きの列車に乗車するも、車内でとある美女を助けたことからタミルの村のトラ

ブルに巻き込まれてしまう。 

 

ティアーズ・オブ・ザ・サン 放送日 

11・15・27 TEARS OF THE SUN 

監督：アントワーン・フークア  

出演：ブルース・ウィリス／モニカ・ベルッチ／コール・ハウザー  

2003年 英語 字幕 128分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ブルース・ウィリスとモニカ・ベルッチ共演の戦争アクション。内戦下のナイジェリア

を舞台に、史上 も苛酷な救出ミッションを描く。 

米海軍特殊部隊シールのウォーターズ大尉は「内戦下のナイジェリアから米国籍

の女医リーナを救出せよ」という任務を与えられた。ウォーターズと７人の精鋭は、

リーナが治療を行う村に到着。あとは軍用ヘリと合流するだけだった。だが思わぬ

トラブルが発生し、３００人を超える敵に囲まれてしまう。 

 

トゥームインベイダー 放送日 

17・21・29 TOMB INVADER 

監督：ジェームス・トーマス  

出演：ジーナ・ヴィットーリ／アンドリュー・カーターズ／サマンサ・ボウリング  

2018年 英語 字幕 90分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

美しきトレジャー・ハンターが世界を駆ける！始皇帝の墓に眠る秘宝“竜の心臓”を

追って驚異の旅が展開するアクション・アドベンチャー。 

考古学者で冒険家のアリー・チャニングは、億万長者の古美術商パーカーの依頼

を受けて中国奥地に向かう。探すのは秦の始皇帝の墓に眠る“竜の心臓”。それ

は２０年前、アリーの母が発見寸前で命を落とした因縁深い秘宝だった。アリーは

母の日記を手掛かりに始皇帝地下墓地の深奥を目指すが・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

２０センチュリー・ウーマン 放送日 

10・30 20TH CENTURY WOMEN 

監督：マイク・ミルズ  

出演：アネット・ベニング／エル・ファニング／グレタ・ガーウィグ  

2016年 英語 字幕 126分 

アメリカ ステレオ カラー 

ファミリー／ホームドラマ ワイド HD 

マイク・ミルズ監督が自身の母親に着想を得て制作したヒューマン・ドラマ。シング

ルマザーと思春期の息子、２人を取り巻く女性たちの特別なひと夏を描く。 

１９７９年、カリフォルニア州南部の町サンタバーバラ。シングルマザーのドロシア

は、１５歳になる一人息子ジェイミーをどう教育すべきか頭を悩ませていた。ドロシ

アは、ルームシェアするパンクな写真家アビー、ジェイミーの幼なじみのジュリー

に、彼の成長を手助けしてほしいと願い出る。 

 

トゥモローランド 放送日 

10 TOMORROWLAND 

監督：ブラッド・バード  

出演：ジョージ・クルーニー／ブリット・ロバートソン／ヒュー・ローリー  

2015年 英語ほか 字幕 138分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

ウォルト・ディズニーが未来へ託した夢をジョージ・クルーニー主演で映画化。すべ

てが可能になる場所“トゥモローランド”の謎を巡るＳＦミステリー。 

１７歳のケイシーは自分の荷物の中に見慣れぬピンバッジを発見。それに触れた

途端、未知なる世界へ紛れ込んでしまう。バッジはすべてが可能になる“トゥモロー

ランド”への招待状だった。やがてケイシーは謎の少女アテナ、中年男フランクと共

に人類の未来をかけた冒険の旅に出る。  

【日本語吹替版】声の出演：磯部勉／志田未来／木下浩之 放送日 

30 138分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ドクター・エクソシスト 放送日 

9・17 INCARNATE 

監督：ブラッド・ペイトン  

出演：アーロン・エッカート／カリス・ファン・ハウテン／カタリーナ・サンディノ・モレノ 

2016年 英語 字幕 94分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

アーロン・エッカート主演×ジェイソン・ブラム製作で贈る新感覚超常現象スリラー。

車椅子の科学者＝ 強エクソシストが、少年に憑依した宿敵の悪霊と対峙する。 

人間の潜在意識に科学的な手法で入り込み除霊を行うエクソシスト、セス・エンバ

ー。妻と娘を悪霊“マギー”に殺されたエンバーは、その悪霊への復讐だけを目的に

生きていた。ある日、彼の元に１１歳の少年の母親が助けを求めてやって来る。少年

には、彼が執念を燃やす宿敵“マギー”が取り憑いていた。 

 

トライアングル（2009年） 放送日 

2・7・17 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？ 

 

トリプルクロス 放送日 

3・10・23 TRIPLE CROSS 

監督：テレンス・ヤング  

出演：クリストファー・プラマー／ユル・ブリンナー／ロミー・シュナイダー  

1966年 英語 字幕 134分 

イギリス＝フランス モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

クリストファー・プラマー、ユル・ブリンナー共演のスパイ・アクション。初期『００７』シリ

ーズのテレンス・ヤング監督が実話を基に第二次大戦下のスパイをリアルに描く。 

エディ・チャップマンが強盗の罪で英国領ジャージー島の刑務所にぶち込まれたの

は、第二次世界大戦勃発の頃。やがて島はドイツ軍に占領され、彼はドイツ秘密情

報部のために働くことを条件に釈放された。スパイになる訓練を終えたエディは、英

国に送り込まれる。 

 

トレインスポッティング 放送日 

2・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・・・。 

は 
パーティで女の子に話しかけるには  放送日 

12・30 HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES 

監督：ジョン・キャメロン・ミッチェル  

出演：エル・ファニング／アレックス・シャープ／ニコール・キッドマン  

2017年 英語 字幕 110分 

イギリス＝アメリカ 5.1ch カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

エル・ファニングをヒロインに迎えた、ジョン・キャメロン・ミッチェル監督のラブ・ロマ

ンス。内気なパンク少年と異星人の美少女が恋の逃避行を繰り広げる。 

１９７７年のロンドン。内気なパンク少年エンは、偶然潜り込んだパーティで反抗的

な瞳が美しい少女ザンと出会う。セックス・ピストルズやパンクファッションの話に共

感してくれるザンとたちまち恋に落ちるエン。だが彼女の正体は異星人であり、４８

時間後には遠い惑星へと帰らねばならなかった・・・。 

 

ＶＩＫＩＮＧ バイキング 誇り高き戦士たち 放送日 

3・10・22 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。 
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パッセンジャー（2016年） 放送日 

2・6・19 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。 

 

バッド・ウェイヴ  放送日 

29・30 ONCE UPON A TIME IN VENICE 

監督：マーク・カレン  

出演：ブルース・ウィリス／ジェイソン・モモア／ジョン・グッドマン  

2017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 

ブルース・ウィリス主演の痛快アクション・コメディ。世界一ツイてない探偵が、次々

と起こるトラブルの連鎖に巻き込まれていく。 

友人から、ギャングのボス・スパイダーに奪われた車を取り返すよう頼まれた探偵

のスティーブ。何とか車を奪還するも逆にスパイダーの恨みを買い、愛犬バディが

誘拐されてしまった。再度スパイダーのアジトに向かったスティーブは、バディと麻

薬を持ち逃げしたというスパイダーの妻の捜索を依頼される。 

 

バトルフィールド・アース 放送日 

4・14・19 BATTLEFIELD EARTH 

監督：ロジャー・クリスチャン  

出演：ジョン・トラヴォルタ／バリー・ペッパー／フォレスト・ウィテカー  

2000年 英語 字幕 125分 

アメリカ ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

ジョン・トラヴォルタが悪の異星人を演じたＳＦアクション。西暦３０００年、銀河を支

配する宇宙 強種族と人類の壮絶バトルを描く。 

西暦３０００年。異星人サイクロ人の侵略により地球は９分で壊滅。わずかに生き

残った人間は山奥に隠れ住むか、奴隷になるしかなかった。そんな中、周囲の反

対を振り切って冒険の旅に出た青年ジョニーは、サイクロ人の司令隊長タールに

捕まり、人類を飼い慣らすための学習マシンにかけられてしまう。 

 

パニック・トレイン 放送日 

13・16 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！  

 

光をくれた人 放送日 

2・10・17 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・・・。 

 

ピッチブラック 放送日 

12 PITCH BLACK 

監督：デヴィッド・トゥーヒー  

出演：ヴィン・ディーゼル／ラダ・ミッチェル／コール・ハウザー  

2000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 

暗闇に潜む謎の生命体が、人間を喰らう！未知の惑星を舞台に、不時着した宇宙

船の生存者が遭遇する“闇の恐怖”を克明に描くＳＦスリラー。 

旅客を乗せた宇宙船が事故を起こし、無人の星に不時着。乗客の多くは死亡し、

生き残ったのは護送中の殺人犯を含む数人のみ。彼らは協力してこの砂漠の惑

星からの脱出法を探るが、やがて暗闇に未知の生命体が潜んでいることを知る。

そして惑星に２２年に一度の完全な夜の日がやってきた。 

【日本語吹替版】声の出演：後藤哲夫／弓場沙織／猪野学 放送日 

20 116分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ファースト・ミッション 放送日 

7 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。 

【日本語吹替版】声の出演：水島裕／石丸博也／若本規夫 放送日 

1・17 106分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

 

ファイナル・オプション 放送日 

2・15・24 THE FINAL OPTION 

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。 

 

 

ファイヤーフォックス 放送日 

1・4・9 FIREFOX 

監督・出演：クリント・イーストウッド  

出演：デヴィッド・ハフマン／ウォーレン・クラーク／フレディ・ジョーンズ  

1982年 英語 字幕 132分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

マッハ６、完璧なステルス性能の戦闘機＝ファイヤーフォックス。その奪取を命じら

れた米軍人の活躍を描くクリント・イーストウッド監督・主演作。 

ソ連が 新鋭のミグ３１戦闘機“ファイヤーフォックス”を完成させた。 高速度マッ

ハ６、アンチ・レーダー・システムと思考誘導兵器装置を装備する驚異的なジェット

機にショックを受けたＮＡＴＯは、奪取作戦を展開。その任務が元米空軍パイロット

のミッチェル・ガントに課せられる。 

 

フェイス／オフ 放送日 

16・27 FACE/OFF 

監督：ジョン・ウー  

出演：ジョン・トラヴォルタ／ニコラス・ケイジ／ジョアン・アレン  

1997年 英語 字幕 146分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

凶悪犯とＦＢＩ捜査官がお互いの顔を入れ替えて戦う、ジョン・ウー監督のアクショ

ン大作。出演はジョン・トラヴォルタ、ニコラス・ケイジ。 

ＦＢＩ捜査官ショーンは凶悪テロリスト、キャスターをついに逮捕。植物人間となった

彼はＬＡのどこかに細菌爆弾を仕掛けていた。ショーンは爆弾の場所を探るため、

キャスターの顔を移植して彼になりすます極秘任務に就くが、奇跡的に目を覚まし

たキャスターがショーンの顔を自分に移植し・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：神谷明／大塚明夫／一柳みる 放送日 

6 146分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

フューリアス 双剣の戦士 放送日 

6・12・24 FURIOUS 

監督：イヴァン・シャーコヴェツキー  

出演：イリャ・マラコフ／アレクセイ・セレブリャコフ／アレクサンドル・イリン  

2017年 ロシア語 字幕 125分 

ロシア 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

世界を征圧していたモンゴル帝国軍にたった１人で立ち向かった戦士。ロシア史に

伝わる“伝説の戦い”を映画化したソード・アクション。 

１３世紀半ば、暴君として知られる総司令官バトゥ率いるモンゴル帝国軍は、幾つ

もの公国に分かれたロシアへも支配を広げていた。ほとんどの公国がその力に屈

する中、リャザン公国の大公は降伏を拒否。彼の土地を守る 強戦士コロヴラート

は、１５万人のモンゴル大軍隊にたった１人で立ち向かう。 

 

フライト・リミット 放送日 

4・18・24 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。 

 

ブラックホーク・ダウン 
スペシャル・エクステンデッド・カット［完全版］  

放送日 

15・21・24 
BLACK HAWK DOWN SPECIAL EXTENDED CUT 

監督：リドリー・スコット  

出演：ジョシュ・ハートネット／ユアン・マクレガー／トム・サイズモア  

2001年 英語 字幕 159分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

１９９３年、ソマリアでの壮絶な市街戦を圧倒的迫力で描く！米アカデミー賞音響

賞、編集賞受賞作『ブラックホーク・ダウン』に７分半の映像を追加した“完全版”。 

１９９３年１０月３日。東アフリカ、ソマリアの首都モガディシオに百名の米軍特殊部

隊兵が舞い降りた。彼らの任務は独裁者アイディード将軍の副官２名を捕えるこ

と。作戦は１時間程で終了するはずだったが、ブラックホーク・ヘリが撃墜され、運

命が一変する。 

 

フリー・ファイヤー 放送日 

26 FREE FIRE 

監督：ベン・ウィートリー  

出演：ブリー・ラーソン／シャールト・コプリー／アーミー・ハマー  

2016年 英語 字幕 98分 

イギリス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

マーティン・スコセッシ製作総指揮×『ルーム』のブリー・ラーソン主演。９０分のワ

ンシチュエーションにスリルやブラックユーモアを詰め込んだアクション・コメディ。 

場末の倉庫で、銃の取引のために２組のギャングが集まっていた。しかし、ある揉

め事から交渉がこじれ、突如として壮絶な銃撃戦に・・・。全員瀕死のクレイジーす

ぎる状態の中、 後まで生き残るのは誰なのか！？ノンストップの大乱闘バトルロ

ワイヤルが始まった！ 

【日本語吹替版】声の出演：久嶋志帆／高木渉／川原元幸 放送日 

4 98分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ブリッツ 放送日 

6・16・20・29 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・・・。 

 

プリデスティネーション 放送日 

4・16・23・26 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。 

ボーン・アイデンティティー 放送日 

18・24 THE BOURNE IDENTITY 

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。 

【日本語吹替版】声の出演：平田広明／湯屋敦子／菅生隆之 放送日 

9 126分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ボーン・スプレマシー 放送日 

19・24 THE BOURNE SUPREMACY 

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。 

【日本語吹替版】声の出演：平田広明／湯屋敦子／糸博 放送日 

9 116分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ボーン・アルティメイタム 放送日 

20・24 THE BOURNE ULTIMATUM 

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。 

【日本語吹替版】声の出演：平田広明／沢海陽子／小川真司 放送日 

9 123分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

ま 
マグニフィセント・セブン 放送日 

8・9・11・19 THE MAGNIFICENT SEVEN（2016） 

監督：アントワーン・フークア  

出演：デンゼル・ワシントン／クリス・プラット／イーサン・ホーク  

2016年 英語 字幕 140分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ウエスタン ワイド HD 

『七人の侍』、『荒野の七人』を原案とするウエスタン・アクション。Ａ・フークア監督

×Ｄ・ワシントンら豪華スターの競演で、７人の男たちの熱き生き様を描く。 

暴虐の限りを尽くす悪漢ボーグによって牛耳られたとある町。ボーグに家族を殺さ

れたエマは、賞金稼ぎのサム、ギャンブラーのジョシュら、ワケありのアウトロー７

人に復讐を依頼する。 初は金目当てだった即席のプロフェッショナル集団は、圧

倒的な数と武器を誇る敵を前に、命懸けの闘いに挑んでゆく。 

 

ＭＡＳＴＥＲ／マスター 放送日 

17・25・30 MASTER 

監督：チョ・ウィソク  

出演：イ・ビョンホン／カン・ドンウォン／キム・ウビン  

2016年 韓国語 字幕 150分 

韓国 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

イ・ビョンホンが悪役に扮したクライム・アクション。韓国で起きた実際の巨額詐欺

事件をモチーフに、壮大な心理戦とスタイリッシュなアクションが展開される。 

カリスマ的なテクニックで市民から多額の資金を巻き上げた金融投資会社のチン

会長が、大金と共に忽然と姿を消した。警察の知能犯罪捜査官キムは、チンの部

下だった天才ハッカー、パクを仲間に引き入れてチンの足取りを追う。しかし、チン

の死体が外国で発見されたとの報道が・・・。 

 

マックス・スティール 放送日 

7・22・30 MAX STEEL 

監督：スチュワート・ヘンドラー  

出演：ベン・ウィンチェル／マリア・ベロ／アナ・ビジャファーニェ  

2016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 

世界的玩具メーカー、マテル社のアクション・フィギュア・シリーズを実写映画化し

たＳＦアクション。人間×地球外生命体のヒーローが邪悪な陰謀に立ち向かう！ 

幼い頃、父親が不可解な死を遂げた街に戻ってきた１６歳のマックス。ある日、彼

の体から制御不能なエネルギーが放出され始めた。そんな彼の前に地球外生命

体スティールが出現。マックスはスティールと一体化することで、驚異的な力を持

つヒーローに変身できることを知る。 

 

マッツ・ミケルセンのメン＆チキン 放送日 

5・27 MEN & CHICKEN 

監督：アナス・トマス・イェンセン  

出演：マッツ・ミケルセン／デヴィッド・デンシック／ニコライ・リー・コス  

2015年 デンマーク語 字幕 111分 

デンマーク 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

マッツ・ミケルセン主演のコメディ・ミステリー。家畜だらけの寂れた屋敷で、クセ者

揃いの男たちが巻き起こす奇想天外なルーツ探しを描く。 

冴えない大学教授のガブリエルと、女とトリビアにしか興味がないエリアスの兄

弟。亡父が自分たちの生物学的な父親ではなく、それぞれ母親も違うと知った２人

は、本当の父親に会いに行く。だが辿り着いたのは家畜が放し飼いにされた寂れ

た屋敷。そこにはさらに３人の異母兄弟が暮らしていた。 
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真昼の死闘 放送日 

8・20 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。 

 

ミッション・ワイルド 放送日 

8・19 THE HOMESMAN 

監督・出演：トミー・リー・ジョーンズ  

出演：ヒラリー・スワンク／グレイス・ガマー／メリル・ストリープ  

2014年 英語 字幕 130分 

アメリカ＝フランス ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

トミー・リー・ジョーンズ監督・主演、ヒラリー・スワンクの共演で贈る西部劇。１９世

紀アメリカの過酷な荒野を舞台に、孤独な女性と大悪党の旅を描く。 

１９世紀の米国ネブラスカ。病で豹変した３人の女性をアイオワの教会まで連れて

行く役目“ホームズマン”に志願したメアリー。処刑寸前のところを助けた悪党ブリ

ッグスを同行者に加え、約４００マイルの長旅が始まるが、道中には、過酷な気

候、狂暴な先住民や盗賊など、様々な危険が待ち受けていた。  

 

ムトゥ 踊るマハラジャ［４Ｋ＆５．１ｃｈデジタルリマスター版］ 放送日 

1・11・26 MUTHU[4K&5.1CH DIGITAL REMASTERED VER.] 

監督：Ｋ・Ｓ・ラヴィクマール  

出演：ラジニカーント／ミーナ／サラット・バーブ  

1995年 タミル語 字幕 174分 

インド 5.1ch カラー 

ミュージカル ワイド HD 

【４Ｋをマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】女神の歌声、王様のダンス。日本

に記録的なインド映画ブームをもたらした豪華絢爛なアクション・ミュージカル。 

南インドのタミル・ナードゥ州。大地主ラージャーに仕えるムトゥは、馬車使い兼ボ

ディガ－ドとして周囲から絶大な信頼を得ていた。ある日、ラージャーが劇団女優

ランガに一目惚れ。トラブルに巻き込まれたランガを連れ帰るようムトゥに命令する

が、大騒動の道中でランガはムトゥと恋に落ちてしまう。 

や 
野獣暁に死す 放送日 

8・15・20 OGGI A ME, DOMANI A TE! 

監督：トニーノ・チェルヴィ  

出演：モンゴメリー・フォード／仲代達矢／バッド・スペンサー  

1968年 イタリア語 字幕 102分 

イタリア ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

鬼才ダリオ・アルジェント脚本、日本が誇る名優・仲代達矢が悪役に挑んだマカロ

ニ・ウエスタン。殺人の濡れ衣を着せられた男の復讐劇を描く。 

模範囚として釈放されたビル・カイオワは、恋人を殺して自分に無実の罪を着せた

仇、エル・フェゴーを捜す旅に出る。ビルの幼馴染みだったフェゴーは、今では残

虐非道な強盗団のボス。ビルは強盗団と対決するため、銃の名手ミルトンら、名う

ての男４人を雇い、フェゴーの手下を次々と倒していく。 

 

許されざる者（1992年） 放送日 

8・18 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。 

 

夜に生きる 放送日 

3・12・30 LIVE BY NIGHT 

監督・出演：ベン・アフレック  

出演：エル・ファニング／ブレンダン・グリーソン／クリス・メッシーナ  

2016年 英語 字幕 136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・アフレックが監督・脚本・主演を務め、傑作クライム小説を映画化。禁酒法時

代を舞台に、警察の息子からギャングへとのし上がる男の姿を描いた犯罪ドラマ。 

禁酒法時代の米国ボストン。警察幹部の息子ジョーは、厳格な父親に反発して家

を飛び出し、ギャングの世界へと足を踏み入れる。ある日、彼は強盗に入った賭博

場で出会ったエマと恋仲になるが、彼女は対立組織のボスの愛人だった。裏社会

の掟を破ったことで、ジョーの運命は大きく狂い始める。 

ら 
ライフ 放送日 

7・22 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。 

 

ラッキーナンバー７ 放送日 

7 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・・・。 

 

 

 

 

 

リヴォルト 放送日 

12・29 REVOLT 

監督：ジョー・ミアーレ  

出演：リー・ペイス／ベレニス・マルロー／ジェイソン・フレミング  

2017年 英語 字幕 95分 

南アフリカ＝イギリス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

南アフリカ・イギリス合作によるＳＦアクション。荒廃した地球を舞台に、記憶を失っ

た元兵士と医者を名乗る女が、巨大殺戮マシーンからの逃避行を繰り広げる。 

記憶喪失の状態で目覚めた元軍人のＢＯ（ボー）は、留置所と思われる場所で戸

惑う中、隣の房の女ナディアから地球が何者かに侵略されたことを知らされる。医

師と名乗るその女と共に檻から脱出したものの、そこには巨大ロボットの大群が

人々に襲い掛かる光景が広がっており・・・。 

 

レインディア・ゲーム 放送日 

3・14・22・27 REINDEER GAMES 

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・・・。 

 

レディ・ガイ 放送日 

20・23・28 THE ASSIGNMENT 

監督：ウォルター・ヒル  

出演：ミシェル・ロドリゲス／シガニー・ウィーヴァー／トニー・シャルーブ  

2016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 

凄腕の殺し屋が、目覚めると女に！？Ｗ・ヒル監督×Ｍ・ロドリゲス＆Ｓ・ウィーヴ

ァー共演。性転換手術を施された殺し屋の復讐を描いた異色のアクション。 

マフィアとの銃撃戦で被弾した凄腕の殺し屋フランク・キッチン。目覚めた彼は、鏡

に映った自分の姿に驚愕する。なんと彼は、狂気の女医によって性転換手術を施

されていたのだ。大切な“モノ”を奪われ、男から女になった殺し屋が、銃と色気を

武器に復讐へと立ち上がる。 

 

ＲＯＮＩＮ 放送日 

7・27 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 

22 129分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

わ 
ワイルド・スピード ＥＵＲＯ ＭＩＳＳＩＯＮ 放送日 

12 FAST & FURIOUS 6 

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。 

 

ワイルド・スピード ＳＫＹ ＭＩＳＳＩＯＮ 放送日 

13・22 FURIOUS 7 

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。 

 

わたしは、ダニエル・ブレイク 放送日 

12・19・29 I, DANIEL BLAKE 

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・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報番組 

日本独占！第７２回カンヌ映画祭授賞式【字幕版】 

感動の瞬間をふたたび！世界 高峰の映画の祭典、カンヌ映画祭。ムービープラ

スでは授賞式の模様をより観やすく、字幕版にて日本独占放送！（５月２５日に生

放送した内容を一部編集してお送りします） 

■ 放送日：2・5・13 

120分／フランス語／字幕／HD／ワイド／ステレオ 

特番『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』 

ゴジラが誕生して６５年。日本発、ハリウッド製作の世界 大級の超大作『ゴジラ 

キング・オブ・ザ・モンスターズ』を徹底解説！ 

前作のハリウッド版『ＧＯＤＺＩＬＬＡ ゴジラ』を振り返りながら、 新作の物語の謎

に迫る！本作に登場するモスラ、ラドン、キングギドラなどの人気怪獣の紹介はも

ちろん、渡辺謙をはじめとする出演者や監督のインタビュー、さらにメイキングの

様子など盛りだくさんの内容でお送りします。 

■ 放送日：2・4 

30分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

オンデマンドでみよう！6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：1・6・10・13・17・19・21・30 

15分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

ハリウッド特盛ＴＶ ＃63 

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：3・7・9・12・18 

30分／字幕／HD／ワイド／ステレオ 

小堺一機のプレミア・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 6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：7 

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 

キング・アーサー（2017年） バッド・ウェイヴ 

戦狼 ウルフ・オブ・ウォー マグニフィセント・セブン 

ターザン：ＲＥＢＯＲＮ  

木曜アクション 

グランド・マスター レディ・ガイ 

スターリングラード（2001年） ＲＯＮＩＮ 

日曜吹替シアター 

Ｘ-ＭＥＮ：アポカリプス【日本語吹替版】 ソルト【日本語吹替版】 

ジェイソン・ボーン【日本語吹替版】 トゥモローランド【日本語吹替版】 

スクランブル（2017年）【日本語吹替版】  

プライベート・シアター 

エマニエル夫人 さよならエマニエル夫人 

続エマニエル夫人 灼熱の肌（2008年） 

アサイラム・アワー  
トゥームインベイダー  

  

イチオシ企画／特集 

『マグニフィセント・セブン』放送記念！①特集：２４時間 ウエスタン 

裏切りの荒野 マグニフィセント・セブン 

荒野の七人 真昼の死闘 

続・荒野の七人 ミッション・ワイルド 

新・荒野の七人／馬上の決闘 野獣暁に死す 

荒野の七人／真昼の決闘 許されざる者（1992年） 

大列車強盗（1972年）  

『マグニフィセント・セブン』放送記念！②特集：アントワーン・フークア監督作 
クロッシング（2009年） マグニフィセント・セブン 

ティアーズ・オブ・ザ・サン  

２ヶ月連続！特集：インド映画祭 

きっと、うまくいく 

チェンナイ・エクスプレス 

 ～愛と勇気のヒーロー参上～ 

ムトゥ 踊るマハラジャ 

［４Ｋ＆５．１ｃｈデジタルリマスター版］ 

特集：戦場のリアル  

ウルフ・オブ・ウォー 

ネイビー・シールズ傭兵部隊ｖｓＰＬＡ特殊部隊 

戦狼 ウルフ・オブ・ウォー 

ティアーズ・オブ・ザ・サン 

エネミー・ライン 

エネミー・ライン２ ―北朝鮮への潜入― 

エネミー・ライン３ 激戦コロンビア 

Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ. アンダーシージ 

ファイナル・オプション 

ブラックホーク・ダウン 

スペシャル・エクステンデッド・カット［完全版］ 

特集：エマニエル夫人 

エマニエル夫人 さよならエマニエル夫人 

続エマニエル夫人  

特集：『エイリアン』の世界 

エイリアン［４Ｋ］ ＡＶＰ２ エイリアンズＶＳ. プレデター［完全版］ 

エイリアンＶＳ. プレデター［完全版］ ＤＡＲＫ ＳＴＡＲ／Ｈ・Ｒ・ギーガーの世界 

特集：エル・ファニング  

２０センチュリー・ウーマン 夜に生きる 

パーティで女の子に話しかけるには  

涙なしでは観られない感動作３選  

あしたは 高のはじまり わたしは、ダニエル・ブレイク 

光をくれた人  

『Ｘ-ＭＥＮ：ダーク・フェニックス』公開記念！特集：「Ｘ-ＭＥＮ」シリーズ３作品  

Ｘ-ＭＥＮ：ファースト・ジェネレーション ＊ 

Ｘ-ＭＥＮ：フューチャー＆パスト ＊ 

Ｘ-ＭＥＮ：アポカリプス ＊ 

 

（＊6/16の特集では吹替版、6/28の特集では字幕版を放送） 

今月の日本語吹替作品        
アバンダンド 太平洋ディザスター１１９日 トゥモローランド 

Ｘ-ＭＥＮ：ファースト・ジェネレーション ピッチブラック 

Ｘ-ＭＥＮ：フューチャー＆パスト 

Ｘ-ＭＥＮ：アポカリプス 

ファースト・ミッション 

フェイス／オフ 

Ｌ．Ａ．ギャング ストーリー フリー・ファイヤー 

ジェイソン・ボーン ボーン・アイデンティティー 

スクランブル（2017年） ボーン・スプレマシー 

スノーピアサー ボーン・アルティメイタム 

ソルト ＲＯＮＩＮ 

ダイナソーｉｎＬ.Ａ.   

  

 

 

 

 

 


