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悪女／AKUJO 放送日 

27 THE VILLAINESS 

監督：チョン・ビョンギル  

出演：キム・オクビン／シン・ハギュン／ソンジュン  

2017年 韓国語 字幕 131分 

韓国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

日本でリメイクもされた『殺人の告白』のチョン・ビョンギル監督が贈るスタイリッシ

ュ・アクション。殺し屋の宿命を背負った女性の終わりなき復讐劇を描く。 

幼い頃に父を殺されたスクヒは、マフィアの男に引き取られ、殺し屋として育てられ

る。やがて一流の殺し屋に成長したスクヒは、育ての親と結婚するも、間もなく夫

は敵対組織に殺されてしまう。逆上したスクヒは復讐を実行。しかし国家組織に拘

束され、政府直属の暗殺者として第２の人生を歩み始める。 

 

アトミック・ブロンド 放送日 

27・28・30 ATOMIC BLONDE 

監督：デヴィッド・リーチ  

出演：シャーリーズ・セロン／ジェームズ・マカヴォイ／ジョン・グッドマン  

2017年 英語 字幕 122分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

シャーリーズ・セロンが凄腕のスパイを熱演するアクション・スリラー。冷戦末期のベ

ルリンを舞台に、ＭＩ６×ＣＩＡ×ＫＧＢの各国諜報機関による三つ巴の争いを描く。 

１９８９年、東西冷戦末期のベルリン。世界を揺るがす極秘情報を記録したリストが奪

われた。イギリス秘密情報部ＭＩ６は、凄腕の女性スパイ、ロレーンにリスト奪還を命

じる。しかし、リストを追って各国のスパイがベルリンに集結。争奪戦が熾烈を極めて

いく中、ＭＩ６の内部に裏切り者の影が・・・。 

 

アフターマス 放送日 

7・10・22・30 AFTERMATH(2016) 

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 放送日 

1・20・26 APOCALYPTO 

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。 

 

アメリカン・スナイパー 放送日 

20・21・23・31 AMERICAN SNIPER 

監督：クリント・イーストウッド  

出演：ブラッドリー・クーパー／シエナ・ミラー／ルーク・グライムス  

2014年 英語 字幕 140分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

その男は英雄か、悪魔か─。Ｃ・イーストウッド監督×Ｂ・クーパー主演。イラク戦争で米

軍史上 多の１６０人以上を射殺した伝説的狙撃手の実像に迫るヒューマンドラマ。 

９．１１後のイラク戦争。米海軍特殊部隊のスナイパー、クリス・カイルは、その狙撃の精

度によって味方からは「英雄」と称えられ、敵からは「悪魔」と恐れられる。故郷に残した

家族を思いながら、引き金を引き続けるクリス。だが、度重なる過酷なイラク遠征は、次

第に彼の心を蝕んでゆく・・・。 

 

アレキサンダー 放送日 

3・14・22 ALEXANDER(2004) 

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。 

 

アンツィオ大作戦 放送日 

5・17・22・31 ANZIO 

監督：エドワード・ドミトリク  

出演：ロバート・ミッチャム／ピーター・フォーク／ロバート・ライアン  

1968年 英語 字幕 125分 

アメリカ＝イタリア＝フランス＝スペイン モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

第二次世界大戦時の“アンツィオの戦い”を舞台にした戦記もの。イタリア半島の

港町アンツィオに上陸した米英連合軍と鉄壁のドイツ軍の戦いを描く。 

１９４４年１月２２日、米英連合軍は難攻不落のドイツ軍の背後をつきイタリア半島

のアンツィオに上陸。米国人の従軍記者エニスは街をくまなく視察するが、ドイツ

軍の姿はなかった。数日後、出撃したレンジャー部隊は突如ドイツ軍の猛攻に遭

い、エニス他７名だけが命を取り留める。 

 

アンツ・パニック 巨大蟻襲来 放送日 

8・18 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。 

 

 

いい匂いのする女 放送日 

4・14 OREGON PINE 

監督：ニコライ・マックス・ハーン  

出演：ハンス・ヴェーゲナー／ペリ・バウマイスター／ジルク・ボーデンベンダー  

2016年 ドイツ語 字幕 96分 

ドイツ ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

“匂い”で思い出す、名前しか知らない美しい女性。仕事だけに没頭してきた孤独なビジ

ネスマンが、魅惑的な女性に心を奪われ、のめり込んでいく姿を描いた官能ドラマ。 

キャリア志向で完璧主義のリヒャルトは、女性とは一夜限りの割り切った関係しか持た

ないことを決めていた。ある日、パンクした自転車を押す女性を見かけた彼は、その女

性を誘って食事をするが、ふとした瞬間に彼女は帰ってしまう。翌日、リヒャルトの経営

する会社に昨日の女性が現れて・・・。 

 

偽りの忠誠 ナチスが愛した女 放送日 

2・20 THE EXCEPTION 

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。 

 

ウィザード・バトル 氷の魔術師と炎の怪物 放送日 

5・14・17・27 DED MOROZ. BITVA MAGOV 

監督：アレクサンドル・ヴォイティンスキ  

出演：フョードル・ボンダルチューク／アレクセイ・クラフチェンコ／タイーシャ・ヴィルコヴァ  

2016年 ロシア語 字幕 124分 

ロシア ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

世界 高峰のＶＦＸスタッフで贈るロシア発のファンタジー・アクション。ロシア版サ

ンタクロース“ジェド・マロース”を題材に、魔術師同士の壮絶な戦いを描く。 

はるか昔、氷を操る魔術師ミランと６人の兄弟は、炎の怪物を操り世界滅亡を企む

闇の魔術師を、伝説の剣の力で遠い銀河へと追いやった。長い月日が流れ、現在

のロシアでは、ミランらは雪の精霊に姿を変えて密かに平和を守っていたが、ある

人物の裏切りで剣の封印を守る鍵が奪われてしまう・・・。 

 

ヴィンセントが教えてくれたこと 放送日 

4・13・23 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・・・。 

 

ウォーキング・ウィズ・エネミー／ナチスになりすました男 放送日 

11・25 WALIKING WITH THE ENEMY 

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。 

 

熟れたアモーレ 放送日 

11・16 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。 

 

エクスペンダブル・レディズ 放送日 

6・11・20・29 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：アポカリプス 放送日 

4 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。 

 

 

カリフォルニア・ブロウ 放送日 

3・17・22 ERUPTION: LA 

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・・・。 

 

キラー・エリート（2011年） 放送日 

3・10・13・21・29 KILLER ELITE(2011) 

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。 

 

キング・アーサー（2017年） 放送日 

13・22・30 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。 

 

グラディエーター 放送日 

13・16・23・31 GLADIATOR 

監督：リドリー・スコット  

出演：ラッセル・クロウ／ホアキン・フェニックス／コニー・ニールセン  

2000年 英語 字幕 162分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

アカデミー賞で作品賞・主演男優賞など５部門に輝いた史劇スペクタクル。古代ロー

マを舞台に、新皇帝の陰謀で将軍から奴隷戦士へと身分を落とした男の復讐を描く。 

古代ローマ時代。歴戦の勇士として名を馳せる将軍マキシマスは、皇帝から次期皇

帝の座を打診されるが、それを知った皇太子の卑劣な罠にかかり奴隷へと身分を落

としてしまう。商人によって捕らわれの身となったマキシマスは、持ち前の技量で一躍

剣闘士として頭角を現し、命を賭けた戦いに身を投じてゆく。 

 

グリーンルーム 放送日 

9・26 GREEN ROOM 

監督：ジェレミー・ソルニエ 

出演：アントン・イェルチン／イモージェン・プーツ／パトリック・スチュワート 

2015年 英語 字幕 102分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

パンクバンドＶＳ恐怖のネオナチ軍団。殺人現場を目撃し、理不尽に閉じ込められ

た楽屋（グリーンルーム）からの脱出劇を描くバイオレンス・スリラー。 

売れないパンクバンド“エイント・ライツ”がようやく出演したライブ会場は、ネオナチ

集団の巣窟だった！しかも運悪くバックステージで殺人現場を目撃してしまい、命

を狙われる羽目に陥る。圧倒的不利な状況で楽屋に閉じこもった彼らは、知恵と

反骨精神を武器に極限の戦いに挑む！ 

 

刑事マディガン 放送日 

1・16・20・24 MADIGAN 

監督：ドン・シーゲル  

出演：リチャード・ウィドマーク／ヘンリー・フォンダ／ハリー・ガーディノ  

1967年 英語 字幕 108分 

アメリカ モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

骨太アクションの巨匠ドン・シーゲル監督が贈るハードボイルド・アクション。ＮＹを

舞台に、凶悪犯を執念で追う刑事の姿を描く。 

マディガンとボナロは、ＮＹ市警の敏腕刑事。２人はブルックリン地区のギャング、

ベネシュを追っていたが、隙をついて逃げられた挙句、拳銃を奪われてしまった。７

２時間以内に拳銃を取り戻し、ベネシュを逮捕するよう厳命される２人。そんな中、

マディガンの拳銃を使った殺人事件が発生する・・・。 

 

コールド・スキン 放送日 

1・15・22・31 COLD SKIN 

監督：ザヴィエ・ジャン  

出演：レイ・スティーヴンソン／デヴィッド・オークス／アウラ・ガリード  

2017年 英語 字幕 114分 

スペイン＝フランス 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

南極海の孤島で２人の男がクリーチャーと戦いを繰り広げる！フランスの俊才・ザ

ヴィエ・ジャン監督がスペイン文学「冷たい肌」を映画化したサバイバル・スリラー。 

夢に破れ、気象観測員として南極海の無人島にやって来た青年フレンド。彼の他

には変わり者の灯台守グルナーがいるだけだったが、夜更けになると島には“人

ならぬ生き物”の大群が押し寄せてくる。２人は灯台を要塞に、夜毎そのクリーチャ

ーを撃退し続けるが・・・。 

 

ゴッド・ウォーズ 放送日 

6・14・25 TROY: THE ODYSSEY 

監督：テキン・ギルギン  

出演：ディラン・ヴォックス／ララ・ヘラー／ハシェム・ヒシャム  

2017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 

ギリシャ神話のモンスターが続々と登場。神々と人間が共存していた紀元前の世

界を舞台に、英雄と魔神の戦いを描くアクション・アドベンチャー。 

紀元前１１８４年。トロイア戦争で木馬作戦により勝利した英雄・オデュッセウス。し

かし、敗北したトロイア王が魔物の封印を解き放ち、呪いを掛けられたオデュッセ

ウスたちは異世界に迷い込んでしまう。“死者の道”を辿り故郷を目指すオデュッセ

ウスたちの行く手に、怪物たちが次々と立ち塞がる。 
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コップランド 放送日 

4・10・25・27・31 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。  

 

コブラ 放送日 

1・13 COBRA 

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／ブリジット・ニールセン／レニ・サントーニ  

1986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 

シルヴェスター・スタローンが主演を務めたバイオレンス・アクション。凶悪殺人集

団と戦うはみだし刑事“コブラ”の活躍を描く。 

ＬＡで狂信集団“ナイト・スラッシャー”による殺人事件が続発。事件を追うＬＡ市警

のコブレッティ刑事は、毒蛇のような執念から“コブラ”の通称で呼ばれていた。彼

は、殺人現場を目撃してナイト・スラッシャーに命を狙われているモデルのイングリ

ッドと出会い、彼女の警護を務めることになる。 

さ 
西遊記～はじまりのはじまり～ 放送日 

19・24 JOURNEY TO THE WEST: CONQUERING THE DEMONS 

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。 

【日本語吹替版】声の出演：斎藤工／貫地谷しほり／山寺宏一 放送日 

8・25 117分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

西遊記２～妖怪の逆襲～ 放送日 

19・30 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：櫻井孝宏／山寺宏一／沢城みゆき 放送日 

8・25 116分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ザ・シークレット・サービス 放送日 

3・12・23 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。 

 

サスペリア（1977年） 放送日 

2・15 SUSPIRIA(1977) 

監督：ダリオ・アルジェント  

出演：ジェシカ・ハーパー／ステファニア・カッシーニ／アリダ・ヴァリ  

1977年 英語 字幕 106分 

イタリア ステレオ カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

「決してひとりでは見ないでください」というキャッチフレーズで、日本でも大ヒットを記

録したサスペンス・ホラー。アメリカから来たバレリーナの数々の恐怖体験を描く。 

バレリーナ志望のスージーは、ドイツにあるバレエの名門校に入学するためにニュー

ヨークからやって来た。入学直後から厳しいレッスンが始まる中、スージーは体調に

異変が起きて倒れたり、友人になったサラとともに怪しいうめき声や足音を聞くなど、

異常な事態に巻き込まれるようになる・・・。 

 

サスペリアＰＡＲＴ２ 放送日 

3・31 DEEP RED 

監督：ダリオ・アルジェント  

出演：デヴィッド・ヘミングス／ダリア・ニコロディ／マーシャ・メリル  

1975年 英語 字幕 112分 

イタリア 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

『サスペリア（1977年）』の大ヒットを受け、ＰＡＲＴ２の邦題で公開されたサスペンス・ス

リラー。若きピアニストが、次々と起こる異常な殺人事件に巻き込まれる様を描く。 

テレパシー能力の持主であるヘルガの講演会で、突然彼女が悲鳴を上げた。かつて

人を殺し、また誰かを殺そうとしている人間が会場に居るというのだ。しばらくして、ヘ

ルガがアパートで何者かに襲われ、殺されるという事件が起きる。現場に駆け付けた

ピアニストのマークは、謎の犯人像に迫るが・・・。 

 

殺人者の記憶法 放送日 

4・13 MEMOIR OF A MURDERER 

監督：ウォン・シニョン  

出演：ソル・ギョング／キム・ナムギル／キム・ソリョン  

2017年 韓国語 字幕 126分 

韓国 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ソル・ギョングの主演で、韓国のベストセラー小説を映画化。アルツハイマーを患う元

連続殺人犯と、現在進行中の新たな連続殺人犯の対決を描くクライム・スリラー。 

アルツハイマーを患う元連続殺人犯の男ビョンスは、接触事故で偶然出会った男テ

ジュから異様な雰囲気を感じ、彼も“殺人者”であることを確信する。警察に告げる

が、テジュが警察の人間だったため誰にも信じてもらえない。ビョンスは病による記

憶の喪失と闘いながら、自らテジュを捕らえようとする。 

 

殺人者の記憶法：新しい記憶  放送日 

22 MEMOIR OF A MURDERER: ANOTHER MEMORY 

監督：ウォン・シニョン  

出演：ソル・ギョング／キム・ナムギル／キム・ソリョン  

2017年 韓国語 字幕 136分 

韓国 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

アルツハイマーの元連続殺人鬼ＶＳ新たな殺人鬼！韓国のベストセラー小説を映画化した

クライム・スリラー『殺人者の記憶法』の別バージョンであり、異なる物語が展開する。 

アルツハイマーを患う元連続殺人犯のビョンスは、偶然出会った男テジュの異様な雰囲気

から、彼も同様に“殺人者”であると確信。だがテジュは警察の人間であり、誰もビョンスの

話を信じてくれない。ビョンスはアルツハイマーによる記憶の喪失と闘いながら、自らテジ

ュを捕らえようとする。 

 

砂漠の流れ者 放送日 

8・15・22・29 THE BALLAD OF CABLE HOGUE 

監督：サム・ペキンパー  

出演：ジェイソン・ロバーズ／ステラ・スティーヴンス／デヴィッド・ワーナー  

1970年 英語 字幕 129分 

アメリカ モノラル カラー 

ウエスタン ワイド HD 

巨匠サム・ペキンパー監督が贈る西部劇。終わりゆく西部開拓時代を背景に、時

代に取り残された西部の男の哀れさと、執念に満ちた復讐譚を描く。 

探鉱試掘稼業のケーブル・ホーグは、灼熱の砂漠のど真ん中で仲間に裏切られ、

置き去りにされてしまった。復讐を胸に歩き続け、息も絶え絶えとなった４日目、奇

跡的に水を掘り当てる。そこが駅馬車のルート沿いであることに目をつけた彼は、

その“泉”を給水所にして一儲けしようと企む。 

 

サミュエル・フラーのシャーク！［ＨＤリマスター版］ 放送日 

18・24 SHARK![REMASTERED] 

監督：サミュエル・フラー  

出演：バート・レイノルズ／シルヴィア・ピナル／バリー・サリヴァン  

1969年 英語 字幕 100分 

アメリカ＝メキシコ モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

サミュエル・フラーがバート・レイノルズを主演に迎えて挑んだパニック・アクション。

紅海に突如現れた人食いザメとダイバーとの闘いをリアルに描く。 

紅海で研究中のダイバーがサメに食い殺された。教授とアンナは素性不明の青年

ケインを後任として雇う。警察から逃走中のケインにとって研究助手は良い隠れ蓑

だったが、教授の真の狙いが海底の沈没船にあると知り、計画の乗っ取りを企て

る。だが、その海は人食いザメが回遊する恐怖の海域だった・・・。 

 

ザ・メイヤー 特別市民 放送日 

3・18・27 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。 

 

ザ・レイド レディ・ミッション 放送日 

18・27 TEN: THE SECRET MISSION 

監督：ヘルフィ・カルディット  

出演：ロイ・マーテン／スビトラーナ・ザビアロバ／カレーニナ・マリア  

2017年 インドネシア語 字幕 96分 

インドネシア ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

強格闘術“シラット”や、カンフー、空手、パルクールなどの達人が集結！手練れ

の美女１０人が無数のテロリストのアジトに挑む特殊部隊（ＳＷＡＴ）アクション。 

テロリストが支配する島に、大使の娘が誘拐された。テロリストたちは島民をも人

質に取り、７日間の期限内に１人ずつ殺害すると宣言する。この事態に政府は急

遽、 強の戦闘能力を持つ美女１０人による特殊部隊を結成。島に潜入した彼女

たちは、次々現れるテロリストたちと死闘を繰り広げる。 

 

シークレット・オブ・モンスター  放送日 

2・18 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。 

 

ジーサンズ はじめての強盗 放送日 

7・11・18・27 GOING IN STYLE 

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！ 

 

シグナル（2014年） 放送日 

8・16 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。 

 

 

 

 

 

 

 

シャークネード  放送日 

15 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！ 

【日本語吹替版】声の出演：堀内賢雄／堀越知恵／星野充昭 放送日 

6 95分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

シャークネード カテゴリー２ 放送日 

15 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ザメが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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：堀内賢雄／堀越知恵／ちふゆ 放送日 

6 98分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

シャークネード エクストリーム・ミッション 放送日 

16 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。 

【日本語吹替版】声の出演：堀内賢雄／ちふゆ／三上哲 放送日 

6 96分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

シャークネード４（フォース）  放送日 

16 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。 

【日本語吹替版】声の出演：堀内賢雄／ちふゆ／三上哲 放送日 

6 92分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

シャークネード ワールド・タイフーン 放送日 

17 SHARKNADO 5: GLOBAL SWARMING 

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／キャシー・スケルボ  

2017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 

“鮫竜巻”がついに日本にも上陸！世界で同時多発するシャークネードに、息子を

呑み込まれた主人公たちの戦いを描くモンスター・パニック第５弾。 

一連のシャークネード撃退で活躍したフィンは、妻エイプリル、息子ギルと共にロン

ドンのＭＩ６本部を訪れていた。一方、対シャークネードの秘密組織を結成したノヴ

ァは秘宝“デュークワカ（鮫の神）のハーネス”を発見するが、それを持ち出した途

端、巨大なシャークネードが発生する。 

【日本語吹替版】声の出演：堀内賢雄／甲斐田裕子／ちふゆ 放送日 

6 96分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

シャークネード  ラスト・チェーンソー 放送日 

17 THE LAST SHARKNADO: IT'S ABOUT TIME 

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／キャシー・スケルボ  

2018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 

サメを巻き込んだ巨大竜巻との闘いを描くモンスター・パニック完結編。すべてを失

った主人公が、過去のシャークネードを壊滅すべく時間旅行へ旅立つ。 

サメの大群を巻き込んだ巨大竜巻“シャークネード”との幾度もの戦いですべてを

失ったフィンの前に、未来から息子のギルが現れる。平和な時間を取り戻すため、

ギルの手配で時間旅行に旅立つフィン。過去のあらゆる時代で発生したシャーク

ネードを壊滅することが、彼の使命だった。 

【日本語吹替版】声の出演：堀内賢雄／ちふゆ／小若和郁那 放送日 

6 94分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

１３日の金曜日  放送日 

2・18 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かっていた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 

14 100分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 
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ジュラシック・ワールド  放送日 

6・7・9・26 JURASSIC WORLD 

監督：コリン・トレヴォロウ  

出演：クリス・プラット／ブライス・ダラス・ハワード／ヴィンセント・ドノフリオ  

2015年 英語 字幕 132分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

Ｓ・スピルバーグが製作総指揮を務めた、大ヒットＳＦアドベンチャーシリーズ第４弾。

新のバイオ技術で現代に蘇った恐竜たちが空前絶後のパニックを巻き起こす。 

世界的な恐竜のテーマパーク、ジュラシック・ワールド。パークの責任者クレアは、飼

育員オーウェンの忠告にも関わらず、遺伝子操作によって新種の恐竜インドミナス・

レックスを誕生させる。知能が高く凶暴なインドミナスは隔離飼育されていたが、ある

日、飼育エリアから忽然と姿を消しており・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：玉木宏／木村佳乃／石塚運昇 放送日 

26・28 132分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ジョーズ２ 放送日 

15・21・23・29 JAWS 2 

監督：ジュノー・シュウォーク  

出演：ロイ・シャイダー／ロレイン・ゲイリー／マーレイ・ハミルトン  

1978年 英語 字幕 124分 

アメリカ モノラル カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

人喰いザメの恐怖を描いたモンスター・パニック『ジョーズ』の続編。前作から３年

後、アミティの海辺にて再び惨劇の幕が切って落とされる。 

巨大な人喰いザメがマサチューセッツ州の小さなリゾート地、アミティを恐怖に陥れ

てから３年後。遠のいていた客足もようやく戻り始め、夏の海開きを前にして街は

活気付いていた。そんな中、観光客が行方不明になる不審な事件が相次ぐ。警察

署長ブロディの頭には過去の記憶がよぎり・・・。 

 

ジョン・ウィック：チャプター２  放送日 

2・27 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。 

 

スクランブル（2017年） 放送日 

8・21・26・30 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・・・。 

 

スターリングラード（2001年） 放送日 

3・8・20 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。 

 

スナイパー／狙撃 放送日 

20・23・31 SILENT TRIGGER 

監督：ラッセル・マルケイ  

出演：ドルフ・ラングレン／ジーナ・ベルマン／コンラッド・ダン  

1996年 英語 字幕 101分 

イギリス＝カナダ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ドルフ・ラングレン主演のスタイリッシュ・アクション。迷宮のようなハイテクビルを舞

台に、暗殺者とその監視役の美女、黒幕の男による暗闘を描く。 

黒幕である“指令者”の依頼を受け、世界各地で暗殺を遂行する“狙撃者”。彼は

“監視者”の美女と共に建設中のハイテクビルに潜入する。今回の任務は、翌朝フ

リーウェイをやって来る黒塗りの車を襲うこと。だが、ビルの階上で暗殺の準備を

始めた彼らを、意外な罠が待ち受けていた。 

 

スパイダーマンTM（４Ｋレストア版） 放送日 

5・7・15 SPIDER-MAN(2002) 

監督：サム・ライミ  

出演：トビー・マグワイア／ウィレム・デフォー／キルスティン・ダンスト  

2002年 英語 字幕 129分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

【４Ｋをマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】サム・ライミ監督×トビー・マグワイ

ア主演で大人気アメコミを映画化。 

幼くして両親を失ったピーター・パーカーは伯父夫妻に育てられた。隣に住む幼馴

染みのメリー・ジェーンへ密かな想いを抱きつつ、科学の勉強に精を出す日々。あ

る日、遺伝子を組み換えたスーパースパイダーに刺されたピーターは、強靭な肉

体とクモのような特殊能力を持つようになり・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：猪野学／山路和弘／岡寛恵 放送日 

22 129分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

スパイダーマンTM２（４Ｋレストア版） 放送日 

5・15 SPIDER-MAN2 

監督：サム・ライミ  

出演：トビー・マグワイア／キルスティン・ダンスト／アルフレッド・モリーナ  

2004年 英語 字幕 135分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

【４Ｋをマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】サム・ライミ監督×トビー・マグワイ

ア主演の人気アメコミ映画化第２弾。 

ピーターは新聞社でバイトをしながら大学に通い、スパイダーマンとしてＮＹの街を

守る日々。愛するＭＪは夢だった舞台女優になり、親友ハリーは父の仇スパイダー

マンへの復讐に燃えていた。そんな人間関係に悩むピーターの前に、伸縮自在の

人工アームを操る怪人ドック・オクが現れ・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：猪野学／岡寛恵／銀河万丈 放送日 

23 135分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

スパイダーマンTM３（４Ｋレストア版） 放送日 

5・15 SPIDER-MAN3 

監督：サム・ライミ  

出演：トビー・マグワイア／キルスティン・ダンスト／ジェームズ・フランコ  

2007年 英語 字幕 147分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

【４Ｋをマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】サム・ライミ監督の人気アメコミの

映画化シリーズ第３弾。 

ピーターはブロードウェイ女優になった恋人ＭＪにプロポーズを決意する。ある夜、

ピーターは父の力を受け継ぎ“ニュー・ゴブリン”と化した親友ハリーに襲われる

が、闘いの末、ハリーは記憶障害に。その頃、脱獄囚マルコが逃げ込んだ研究所

で砂の体を持つ“サンドマン”に変身してしまう。 

【日本語吹替版】声の出演：猪野学／岡寛恵／鉄野正豊 放送日 

24 147分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

セブン・シスターズ 放送日 

5・10・24 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・・・。 

 

ソーラー・ストライク 放送日 

1・16・24・31 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。  

 

ソーラー・ストライク２０１３ 前編 放送日 

2・12・27 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。 

 

ソーラー・ストライク２０１３ 後編 放送日 

2・12・28 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！ 

た 
大統領の陰謀 放送日 

1・12 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・・・。 

 

タイムトラベラーの系譜 ルビー・レッド 放送日 

12・17 RUBY RED 

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 放送日 

15・18 SAPPHIRE BLUE 

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 放送日 

19 EMERALD GREEN 

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。 

 

ダブルフェイス 秘めた女 放送日 

4・25 DON'T LOOK BACK 

監督：マリナ・ドゥ・ヴァン  

出演：ソフィー・マルソー／モニカ・ベルッチ／ブリジット・カティヨン  

2009年 フランス語 字幕 117分 

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 

ソフィー・マルソーとモニカ・ベルッチ、欧州を代表する２大女優が２人１役で競演した

異色サスペンス。見知らぬ姿に容姿が変貌してしまった女性の異変の真相を描く。 

愛する夫と２人の子供に囲まれ、幸せな家庭生活を送る作家志望のジャンヌ。ところ

が 近、何故か夫や子供が他人に見え、ついには自身の顔まで別人に見え始める

が、周囲の人々は異変に気付く様子もない。そんな中、母の家で古い写真を見つけ

た彼女は、それを手がかりにイタリアへと真相を探る旅に出る。 

 

沈黙の鉄拳 放送日 

7・10・22 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 

16 102分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

沈黙の復讐 放送日 

6・21・30 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 

17 104分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

Ｔ２ トレインスポッティング 放送日 

12・19・23・28 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。 

 

デッドプール 放送日 

1・11・27 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 

4・11・19 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。 

 

逃走車 放送日 

4・9・16・26 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・・・。 
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時計じかけのオレンジ 放送日 

8・26 A CLOCKWORK ORANGE 

監督・脚本：スタンリー・キューブリック  

出演：マルコム・マクダウェル／パトリック・マギー／マイケル・ベイツ  

1971年 英語 字幕 144分 

イギリス 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

鬼才スタンリー・キューブリック監督の傑作ＳＦ。完全に管理された未来社会で、エ

ネルギーをもてあますティーン・エイジャーの暴力を風刺的に描く。 

人々が生活のための労働から解放された管理社会。機械的に過ぎる日々に退屈

する１５歳のアレックスは“強姦と超暴力とベートーベン”だけに生きがいを求め、

暴虐の限りをつくしていた。手下の裏切りで警察に捕まった彼は、やがて凶悪犯罪

者の人格を改造する治療を受けることになる。 

 

トランスフォーマー／ダークサイド・ムーン  放送日 

20・26 TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON 

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！ 

【日本語吹替版】声の出演：小松史法／矢崎文也／チョー 放送日 

7 163分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

トランスフォーマー／ロストエイジ【日本語吹替版】 放送日 

14 TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION[J] 

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 

声の出演：土田大／中川翔子／早志勇紀 

2014年 日本語 ― 173分 

アメリカ ステレオ 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。 

 

トロイ 放送日 

1・13・25 TROY 

監督：ウォルフガング・ペーターゼン  

出演：ブラッド・ピット／エリック・バナ／オーランド・ブルーム  

2004年 英語 字幕 170分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ブラッド・ピット＆オーランド・ブルーム共演の歴史スペクタクル。古代ギリシャのト

ロイア戦争における愛憎のドラマを、壮大なスケールで映像化。 

紀元前１２世紀。スパルタとトロイ両国の長年にわたる戦いの終結を祝い、宴が開

かれていた。だが、許されぬ恋に落ちたトロイの王子が、スパルタの王妃をさらう

事件が勃発。侮辱を受けたスパルタ王は、妃を奪回するため、 強の戦士アキレ

スとギリシャ軍を難攻不落のトロイへと進軍させる。 

な 
ニュースの真相 放送日 

12・21 TRUTH(2015) 

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・・・。 

は 
バイオレンス・マックス 放送日 

7・12・18・29 NITRO RUSH 

監督：アラン・デロシェール  

出演：ギヨーム・ルメ＝ティヴィエルジュ／アントワーヌ・デロシェール／マドレーヌ・ペロカン  

2016年 フランス語 字幕 104分 

カナダ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

強かつ無敵の父親が暴走する！元凄腕ストリートレーサーの父親が刑務所を

脱獄、息子を守るために麻薬組織に戦いを挑むクライム・アクション。 

凄腕のストリートレーサーだったマックスは妻を亡くし、刑務所に収監されていた。

ある日、息子が犯罪組織に関与していることを知った彼は刑務所を脱獄。息子を

救うために犯罪組織との取引に応じる。それは “ニトロ・ラッシュ”と呼ばれる新型

合成麻薬の精製データを盗み出すことだった。 

 

ＶＩＫＩＮＧ バイキング 誇り高き戦士たち 放送日 

2・14・24 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。 

 

白衣に秘められた幻想 放送日 

18・24 THE NURSE 

監督：ネロ・ロサティ  

出演：ウルスラ・アンドレス／ジャック・パランス／デュリオ・デル・プレト  

1975年 イタリア語 字幕 113分 

イタリア ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

「００７」シリーズの初代ボンドガールを務めたウルスラ・アンドレス主演の官能ドラ

マ。大富豪の邸宅に派遣されたセクシーなナースが男たちを情欲の渦に巻き込む。 

ローマの昼下がり。病床に伏せる大富豪の老人がいた。 愛の妻に死別され、寂し

い晩年を過ごす彼の邸宅に、全身から色気を漂わせたセクシーなナースが派遣され

てくる。妖艶なたたずまいの彼女に一族中の男たちの視線が集中する中、老人の長

男や下男、コックらが次々と誘惑に負け・・・。 

 

ハクソー・リッジ 放送日 

2・8・19・28 HACKSAW RIDGE 

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。 

 

バックドラフト 放送日 

1・11 BACKDRAFT 

監督：ロン・ハワード  

出演：カート・ラッセル／ウィリアム・ボールドウィン／ロバート・デ・ニーロ  

1991年 英語 字幕 145分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

名匠ロン・ハワード監督のもと、カート・ラッセルほか豪華キャストが共演。過酷な現場で

命を懸けて働く消防士たちの心模様と、放火殺人のサスペンスを絡めた群像ドラマ。 

幼い頃、消防士の父が殉職する場面を目の当たりにしたブライアンが、新米消防士とし

て故郷シカゴに戻ってくる。彼が配属された第１７小隊には、兄のスティーブンや、父の

かつての同僚たちがいた。その頃、街では“バックドラフト”と呼ばれる逆気流現象を伴

う放火爆発事件が続いており・・・。 

 

バッド・ウェイヴ 放送日 

2・10・18・28 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。 

 

パトリオット・デイ 放送日 

2・7・16・21 PATRIOTS DAY 

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。 

 

ビニー／信じる男 放送日 

10・17 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。 

 

フューリアス 双剣の戦士 放送日 

9・13・23 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。 

 

プラネタリウム 放送日 

12・20 PLANETARIUM 

監督：レベッカ・ズロトヴスキ  

出演：ナタリー・ポートマン／リリー＝ローズ・デップ／エマニュエル・サランジェ  

2016年 フランス語 字幕 116分 

フランス＝ベルギー 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ジョニー・デップの娘、リリー＝ローズ・デップとナタリー・ポートマンが共演。１９３０

年代のパリを舞台に、美しき心霊術師姉妹の運命を描くミステリアス・ドラマ。 

１９３０年代。野心家の姉ローラと、純粋で自分の世界に閉じこもりがちな妹ケイト

は、各地で降霊術ショーを行う話題の美人姉妹。花の都パリへやって来た２人は、

その才能に魅せられた映画プロデューサーのコルベンから世界初となる心霊映画

の撮影話を持ちかけられる。 

 

ブリッツ 放送日 

11・24 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：山路和弘／家中宏／檀臣幸 放送日 

4 105分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

 

 

 

 

不倫する肉体 放送日 

11・25 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。 

 

フルメタル・ジャケット 放送日 

1・8・21・31 FULL METAL JACKET 

監督：スタンリー・キューブリック  

出演：マシュー・モディーン／アダム・ボールドウィン／ヴィンセント・ドノフリオ  

1987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 

スタンリー・キューブリック製作・監督の戦争ドラマ。ベトナム戦争を舞台に、新兵の

厳しい訓練と彼らが赴いた戦場での体験を描く。 

ベトナム戦争さなか、南カロライナ州の合衆国海兵隊新兵訓練基地で、８週間の

地獄の特訓を受ける新兵たち。鬼教官のシゴキの対象となったパイルは次第に精

神に異常をきたし、卒業前夜に教官を射殺し自殺してしまう。やがて一人前の海兵

隊員となった新兵たちはそれぞれの部隊に配属され・・・。 

 

ベン・ハー（2016年） 放送日 

13・14・16・24 BEN-HUR 

監督：ティムール・ベクマンベトフ  

出演：ジャック・ヒューストン／トビー・ケベル／モーガン・フリーマン  

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 

１９５９年製作の超大作『ベン・ハー』を大胆にリメイクした歴史アクション。奴隷に

身を落としたベン・ハーが、自分を陥れた義兄弟と宿命の対決に挑む。 

エルサレムの名家に生まれたベン・ハーは、義兄弟であるメッサラの裏切りによっ

て奴隷に身を落とし、ガレー船に送られてしまう。ある日、大海原を進む船が突然

の襲撃を受け転覆。謎の族長に命を救われたベン・ハーは、メッサラへの復讐心

を抱き、数年ぶりに故郷へと舞い戻る。  

 

ベン・ハー 終わりなき伝説 放送日 

5・14・26 IN THE NAME OF BEN HUR 

監督：マーク・アトキンス  

出演：エイドリアン・ブーシェ／ジョノ・デイヴィス／マルセロ・ウォルトン  

2016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 

かつて 強のグラディエーターとしてコロシアムを熱狂させた伝説の英雄、ベン・ハ

ーの新たな戦いを描いた歴史アクション。 

西暦５８年、ローマ帝国属州のルシタニア。暴虐の限りを尽くすローマ軍は、皇帝

に献上するため村々の美少女を奴隷として徴発していた。反乱を決意した若者エ

イドリアンは、山奥に住む世捨て人の男に助けを求める。彼の名は、ベン・ハー。

かつて 強のグラディエーターと称えられた伝説の英雄だった。 

 

ボーン・アイデンティティー 放送日 

10・19・28 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 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 放送日 

10・19・28 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 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 放送日 

10・19・28 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 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【地上波吹替版】 放送日 

29 POLTERGEIST[J] 

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  

声の出演：原康義／勝生真沙子／笠原清美 

1982年 日本語 ― 102分 

アメリカ モノラル カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

Ｓ・スピルバーグ製作、T・フーパー監督。超常現象に襲われる一家の恐怖を描く。母親

役はドラマ「ＳＡＴＣ」のサマンサの勝生真沙子。（初回放送：９６年／日曜洋画劇場） 

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。 
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ま 
ミッション：８ミニッツ 放送日 

3・6・17・25 SOURCE CODE 

監督：ダンカン・ジョーンズ  

出演：ジェイク・ギレンホール／ミシェル・モナハン／ヴェラ・ファーミガ  

2011年 英語 字幕 100分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

死の８分前に潜入し、爆弾犯を捜せ！ジェイク・ギレンホール主演。極秘任務を受

けた男の運命をスリリングに描くサスペンス・アクション。 

乗客全員が死亡する列車爆破事件が発生。米軍のスティーヴンス大尉は、特殊プ

ログラムによって乗客が死ぬ直前８分間の意識に侵入。犯人を特定し、次のテロ

を阻止する極秘任務を課せられる。何度も犠牲者の意識に送り込まれ、悪夢の８

分間を繰り返しながら、彼は少しずつ犯人に近付いていくが・・・。 

 

ＭＥＧＡＬＯＤＯＮ ザ・メガロドン 放送日 

5・19 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！ 

 

メンフィス・ベル（1990年） 放送日 

9・14・24 MEMPHIS BELLE 

監督：マイケル・ケイトン＝ジョーンズ  

出演：マシュー・モディーン／エリック・ストルツ／テイト・ドノヴァン  

1990年 英語 字幕 115分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

伝説の米空軍機＝メンフィス・ベル。第二次世界大戦下の欧州戦線で、同機に乗

り組んだ１０人の若者の任務を壮大なスケールで描く青春ドラマ。 

１９４３年、英国の米軍基地。ナチス・ドイツに白昼攻撃を繰り返す空の要塞Ｂ－１

７の中で、２４回出撃し、唯一無傷を誇る戦闘機メンフィス・ベル。 後の飛行を明

日に控え、まだ十代の青年もいる乗組員の心は様々に揺れ動く。そして翌朝、１０

人の若者とともにメンフィス・ベルが飛び立ってゆき・・・。 

 

モーリス ４Ｋ【ムービープラス新録吹替版】  放送日 

21・30 MAURICE 4K[J] 

監督：ジェームズ・アイヴォリー  

出演：ジェームズ・ウィルビー／ヒュー・グラント／ルパート・グレイヴス  

声の出演：梶裕貴／島﨑信長／内田雄馬 

1987年 日本語 ― 148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 

【４Ｋをマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】時代に翻弄される２人の青年の愛

と苦悩を、Ｊ・アイヴォリー監督が映像美を通して鮮烈に描写した文芸ドラマ。 

２０世紀初頭の英国ケンブリッジ。全寮制のキングス・カレッジで、モーリスは上流

階級のクライヴと出会った。ギリシャの古典的理想主義と同性愛を信奉する彼に

告白され、プラトニックな恋愛関係を育んでいくモーリス。卒業後もその関係は続く

と思われたが、同級生が同性愛者として逮捕されてしまう。 

や 
山猫は眠らない７ 狙撃手の血統 放送日 

20・29 SNIPER: ULTIMATE KILL 

監督：クラウディオ・ファエ  

出演：チャド・マイケル・コリンズ／ビリー・ゼイン／トム・ベレンジャー  

2017年 英語 字幕 100分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

凄腕スナイパーの戦いを描くミリタリー・アクション第７弾。シリーズ１～３の主役を

務めたトム・ベレンジャーが復活。コロンビアでの麻薬カルテル撲滅作戦を描く。 

米海兵隊前哨狙撃兵のブランドンは、コロンビア 大の麻薬カルテルのボスを捕

らえる任務のため、ボゴタへと向かう。到着すると、そこには狙撃手を引退したは

ずの父トーマスの姿もあった。彼らはコロンビアＤＥＡと協力して行動を開始する

が、その作戦は敵に筒抜けとなっていた・・・。 

 

陽動作戦 放送日 

6・9・25・31 MERRILL'S MARAUDERS 

監督：サミュエル・フラー  

出演：ジェフ・チャンドラー／タイ・ハーディン／ウィル・ハッチンス  

1961年 英語 字幕 106分 

アメリカ モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ジェフ・チャンドラーが根っからの職業軍人に扮した戦争ドラマ。第二次世界大戦

末期、ビルマ戦線を舞台に“陽動作戦”と呼ばれる囮作戦を描く。 

１９４４年のビルマ戦線。フランク・メリル准将率いる第５３０７編成部隊は心身共に

疲弊しきっていた。メリル自身も弱った心臓を抱えていたが、根っからの職業軍人

である彼は軍医の警告も無視して行軍を続行する。やがて激闘の末に日本軍陣

地を奪取。なおも陽動作戦を展開するが・・・。 

ら 
Ｒｅ：ＬＩＦＥ～リライフ～ 放送日 

5・8・21・25 THE REWRITE 

監督：マーク・ローレンス  

出演：ヒュー・グラント／マリサ・トメイ／ベラ・ヒースコート  

2014年 英語 字幕 114分 

アメリカ 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

ヒュー・グラントの主演で贈るヒューマン・コメディ。かつて栄光に輝きながら落ちぶ

れた脚本家が、人生をやり直そうと奮闘する姿を描く。 

脚本家のキース・マイケルズは若くしてアカデミー賞脚本賞を獲得するも、その後

ヒット作とは無縁のまま１５年が経過。生活に困った彼はやむなく田舎の大学でシ

ナリオコースの講師の職に就く。だが授業はやる気なし。好みのタイプの受講生ば

かりを選ぶなど、好き勝手していたキースだったが・・・。 

 

レオン 完全版 放送日 

3・12・27・29 LEON INTEGRAL VERSION 

監督：リュック・ベッソン  

出演：ジャン・レノ／ナタリー・ポートマン／ゲイリー・オールドマン  

1994年 英語 字幕 140分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

寡黙な殺し屋と１２歳の少女の純愛。ジャン・レノ×ナタリー・ポートマン共演。Ｒ・ベッ

ソン監督が贈るスタイリッシュ・アクション。２２分の未公開シーンを追加した完全版。 

ＮＹの安アパートに住む寡黙な男レオンは、黙々と仕事を遂行する凄腕の殺し屋。彼

は隣室に住む１２歳の孤独な少女マチルダと出会うが、彼女の一家はスタンフィール

ドの襲撃を受けて虐殺されてしまう。 愛の弟を殺害した相手に復讐するため、マチ

ルダはレオンに殺し屋になりたいと懇願する。 

 

レッドブル 放送日 

4・13・30 RED HEAT 

監督：ウォルター・ヒル  

出演：アーノルド・シュワルツェネッガー／ジェームズ・ベルーシ／エド・オロス  

1988年 英語 字幕 111分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

アーノルド・シュワルツェネッガー主演のポリス・アクション。麻薬犯を追って米国シ

カゴにやって来たモスクワ市警の刑事と現地刑事の協力関係を描く。 

モスクワ警察特捜部の刑事ダンコは、相棒を殺して米国へ逃亡したマフィアのボ

ス、ビクターの身柄引き取りのためシカゴへやって来た。だが護送中、ガードマン

に変装した一団にビクターを連れ去られてしまう。ダンコはシカゴ市警のはみだし

刑事リジックと協力してビクターの行方を追う。 

 

レボリューション・ティガ 放送日 

14・28 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 134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。 

 

ロード・オブ・モンスターズ 放送日 

6・22・29 MONSTER ISLAND 

監督：マーク・アトキンス  

出演：エリック・ロバーツ／クリス・フィッシャー／エイドリアン・ブーシェ  

2019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 

【日本初放送！】米アサイラム社による 新モンスター・パニック。古代文明を滅ぼした巨

大怪獣の出現に世界中が混乱に陥る中、地球の覇権を賭けた大怪獣バトルが始まる。 

南太平洋の海溝で深海採掘ロボットが消息を絶った。海洋開発会社社長のフォードと、国

際海底機構のサラは、調査のため海底に向かうが、そこに海底火山の活動で覚醒した伝

説の巨大怪獣が現れる。人類滅亡を阻止する唯一の方法、それはもう１頭の大怪獣を蘇ら

せ、２体を戦わせることだった・・・。 

わ 
ワールド・オブ・ライズ 放送日 

7・17 BODY OF LIES 

監督：リドリー・スコット  

出演：レオナルド・ディカプリオ／ラッセル・クロウ／マーク・ストロング  

2008年 英語ほか 字幕 136分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

Ｌ・ディカプリオとＲ・クロウが立場の対照的なＣＩＡエージェントを演じ、“嘘”を武器

にした熾烈な頭脳線を描くサスペンス・アクション。監督はＲ・スコット。 

フェリスは上司のホフマンの命令のままに潜入調査を行うＣＩＡ工作員。中東の爆

破テロ組織のリーダーの捕獲を命じられたフェリスは瀕死の重傷を負うが、立ち直

った彼にホフマンは淡々と次の指令を下す。ホフマンに不満を抱きながら、フェリス

はヨルダンへと向かうが・・・。 

 

ワイルド・スピード ＥＵＲＯ ＭＩＳＳＩＯＮ 放送日 

9・19 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 

9・26 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。 

 

ワイルドバンチ／オリジナル・ディレクターズ・カット 放送日 

5・11 THE WILD BUNCH 

監督：サム・ペキンパー  

出演：ウィリアム・ホールデン／アーネスト・ボーグナイン／ロバート・ライアン  

1969年 英語ほか 字幕 152分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ウエスタン ワイド HD 

「 後の西部劇」と呼ばれて絶賛を浴びた、サム・ペキンパー監督の代表作。時代

の波に取り残された男たちの“滅びの美学”を鮮烈なバイオレンスとともに描く。 

１９１３年、メキシコとテキサスとの国境の町。パイク率いるならず者集団“ワイルド

バンチ”は、メキシコ政府のマパッチ将軍から米政府の軍用列車の襲撃を依頼さ

れる。パイクたちは見事、依頼どおり列車からの武器弾薬強奪を成功させるが、マ

パッチは約束の金の代わりに彼らへと襲い掛かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報番組 

オンデマンドでみよう！7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：7・8・11・16・18・22・24・29 

15分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

ハリウッド特盛ＴＶ ＃64 

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・3・9・12・15・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 7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！ 

特番『モーリス ４Ｋ』新録吹替 ～人気声優に密着！～ ｖｏｌ．１ 

『モーリス ４K【ムービープラス新録吹替版】』の吹き替え収録現場や声優インタビュ

ーなど、ここでしか見ることのできない貴重映像満載の特別番組。 

■ 放送日：21・30 

30分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

 

レギュラー枠 

YKK AP ムービープラス・プレミア 

アトミック・ブロンド 

アメリカン・スナイパー 

ジュラシック・ワールド 

ベン・ハー（2016年） 

木曜アクション 

ザ・レイド レディ・ミッション 

デッドプール 

ミッション：８ミニッツ 

レッドブル 

日曜吹替シアター 

トランスフォーマー／ダークサイド・ムーン 

【日本語吹替版】 

トランスフォーマー／ロストエイジ 

【日本語吹替版】 

ジュラシック・ワールド【日本語吹替版】 

モーリス ４Ｋ【ムービープラス新録吹替版】 

プライベート・シアター 

いい匂いのする女 

熟れたアモーレ 

白衣に秘められた幻想 

不倫する肉体 

  

イチオシ企画／特集 

特集：夏休み人気映画 

西遊記～はじまりのはじまり～ 

【日本語吹替版】 

西遊記２～妖怪の逆襲～ 

【日本語吹替版】 

ジュラシック・ワールド【日本語吹替版】 

 

スパイダーマンTM（４Ｋレストア版） 

【日本語吹替版】 

スパイダーマンTM２（４Ｋレストア版） 

【日本語吹替版】 

スパイダーマンTM３（４Ｋレストア版） 

【日本語吹替版】 

特集：２４時間 ソード＆サンダル活劇！  

アレキサンダー 

キング・アーサー（2017年） 

グラディエーター 

ゴッド・ウォーズ 

トロイ 

ＶＩＫＩＮＧ バイキング 誇り高き戦士たち 

フューリアス 双剣の戦士 

ベン・ハー（2016年） 

ベン・ハー 終わりなき伝説 

特集：超絶！バイオレンス・アクション  

悪女／AKUJO 

アトミック・ブロンド 

ジョン・ウィック：チャプター２ 

デッドプール 

レオン 完全版 

特集：スナイパー  

アメリカン・スナイパー 

スターリングラード（2001年） 

スナイパー／狙撃 

山猫は眠らない７ 狙撃手の血統 

特集：サメフェス２０１９  

サミュエル・フラーのシャーク！ 

［ＨＤリマスター版］ 

シャークネード 

シャークネード カテゴリー２ 

シャークネード エクストリーム・ミッション 

シャークネード４（フォース） 

シャークネード ワールド・タイフーン 

シャークネード ラスト・チェーンソー 

ジョーズ２ 

ＭＥＧＡＬＯＤＯＮ ザ・メガロドン 

特集：シュワちゃん誕生祭  

アフターマス レッドブル 

ムービープラス開局30周年企画 特集：アサイラム祭り  

ゴッド・ウォーズ 

シャークネード【日本語吹替版】 

シャークネード カテゴリー２ 

【日本語吹替版】 

シャークネード エクストリーム・ミッション 

【日本語吹替版】 

 

シャークネード４（フォース） 

【日本語吹替版】 

シャークネード ワールド・タイフーン 

【日本語吹替版】 

シャークネード ラスト・チェーンソー 

【日本語吹替版】 

ロード・オブ・モンスターズ 

ムービープラス開局30周年企画 吹替王国スペシャル２０１９  

モーリス ４Ｋ【ムービープラス新録吹替版】 

 

特番『モーリス ４Ｋ』新録吹替  

～人気声優に密着！～ ｖｏｌ．１ 

今月の日本語吹替作品       ※は地上波吹替版 ★は吹替のみ  
西遊記～はじまりのはじまり～ 

西遊記２～妖怪の逆襲～ 

シャークネード 

シャークネード カテゴリー２ 

シャークネード エクストリーム・ミッション 

シャークネード４（フォース） 

シャークネード ワールド・タイフーン 

シャークネード ラスト・チェーンソー 

１３日の金曜日  ※ 

ジュラシック・ワールド 

 

 

スパイダーマンTM（４Ｋレストア版） 

スパイダーマンTM２（４Ｋレストア版） 

スパイダーマンTM３（４Ｋレストア版） 

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  ★ 

沈黙の鉄拳 

沈黙の復讐 

ブリッツ 

ポルターガイスト  ※★ 

モーリス ４Ｋ 

【ムービープラス新録吹替版】  ★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


