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愛の臨界 
FADO 

放送日 

1・19 

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・・・。 

 

悪女／AKUJO 
THE VILLAINESS 

放送日 

5・18 

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。 

 

あしたは 高のはじまり 
TWO IS A FAMILY 

放送日 

4・25 

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。 

 

アトミック・ブロンド 
ATOMIC BLONDE 

放送日 

3・8・28 

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・・・。 

 

アメリカン・スナイパー 
AMERICAN SNIPER 

放送日 

18・22・30 

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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：桐本拓哉／渋谷はるか／中川慶一 

140分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

18・22 

 

アンダードッグ 二人の男 
DERAILED（2016） 

放送日 

13・23 

監督：イ・ソンテ  

出演：ミンホ／マ・ドンソク／キム・ジェヨン  

2016年 韓国語 字幕 99分 

韓国 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

人気Ｋ－ＰＯＰグループ“ＳＨＩＮｅｅ”のミンホが初主演。裏社会の男とストリートに生

きる男が激突するクライム・アクション。 

不良グループのリーダー、ジニルは、生き抜くために盗みと転売を繰り返してい

た。ある日、恋人のガヨンが売春を装った詐欺を実行。それを知ったジニルは、彼

女と一緒にいた男ヒョンソクの高級車を盗んで逃走する。だがその後、ヒョンソクに

捕まったガヨンが違法風俗店で働かされることになり・・・。 

 

美しい絵の崩壊 
TWO MOTHERS 

放送日 

1・8 

監督：アンヌ・フォンテーヌ  

出演：ナオミ・ワッツ／ロビン・ライト／ゼイヴィア・サミュエル  

2013年 英語 字幕 119分 

オーストラリア＝フランス 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ナオミ・ワッツとロビン・ライトが禁断の恋に挑戦。親友同士の女性がお互いの息

子と恋に落ち、崩壊へ向かう二組の家族を描く官能ドラマ。 

オーストラリアの東海岸で、双子のように育った親友同士のロズとリル。互いの十

代の息子たちも強い友情を築いていた。ある夏の日、リルの息子からまっすぐな愛

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

知ったロズの息子もリルに近づき、一線を超えてしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
WOLF WARRIORS 

放送日 

5・18・23・31 

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。 

 

エアポート２０１７ 
THE FAST AND THE FIERCE 

放送日 

2・10・25 

監督：ロン・ソーントン  

出演：ムース・アリ・カーン／ミミ・ダヴィラ／ザック・ステフィー  

2017年 英語 字幕 94分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

高度５００フィート以下で爆発する！テロ予告を受け、残り少ない燃料で飛行を余

儀なくされた旅客機の運命を描くスカイ・パニック。 

新婚の夫と喧嘩して一人旅に出たドナは、飛行機でＬＡに戻る途中だった。だが着

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

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

開発したプログラムを巡り、何者かから脅迫されていた。 

 

エイリアン［４Ｋ］ 
ALIEN 4K 

放送日 

3・6 

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／画面サイズ16：9】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：コヴェナント 
ALIEN: COVENANT 

放送日 

3・4・6・16 

監督：リドリー・スコット  

出演：マイケル・ファスベンダー／キャサリン・ウォーターストン／ビリー・クラダップ  

2017年 英語 字幕 130分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

リドリー・スコット監督が『エイリアン』の前日譚を描くＳＦ三部作の２作目。前作『プ

ロメテウス』の続編にあたり、エイリアン誕生の秘密が明かされる。 

宇宙移住計画のため、２０００人もの入植者を乗せて惑星オリガエ６を目指す宇宙

船コヴェナント号。航行中、トラブルに見舞われたコヴェナント号は、謎の電波を発

信する近くの惑星に降下する。そこは目的地よりはるかに地球の環境に似ており、

新たな楽園になると思われたが・・・。 

 

エイリアンＶＳ. プレデター［完全版］ 
ALIEN VS. PREDATOR [EXTENDED VERSION] 

放送日 

3・17・22 

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］ 
ALIENS VS. PREDATOR: REQUIEM [EXTENDED VERSION] 

放送日 

3・17・22 

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。 

 

エグジット・スピード 
EXIT SPEED 

放送日 

5 

監督：スコット・ジール  

出演：リー・トンプソン／フレッド・ウォード／デズモンド・ハリントン  

2008年 英語 字幕 99分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

ン。長距離バスを襲う暴走軍団と乗客の攻防を描く。 

走行中のエル・パソ行き長距離バスが凶悪な暴走族に攻撃される。振り切ろうとし

たバスが誤ってバイカーの１人を轢いてしまったことから彼らはさらに凶暴化、追

われるバスはカー・チェイスの末にスクラップ工場に激突した。工場に篭城した乗

客は武器を手に反撃に出る。 

【日本語吹替版】声の出演：佐々木優子／柴田秀勝／津田健次郎 

99分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

放送日 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エマニエル夫人 
EMMANUELLE 

放送日 

7・15 

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・・・。 

 

オペレーション・ダンケルク 
OPERATION DUNKIRK 

放送日 

2・20 

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 
絡みつく舌 
KINGDOMS 

放送日 

15・28 

監督：ペラヨ・リラ  

出演：ダニエラ・カスティージョ・トロ／ディエゴ・ボッジョニ／ガストン・サルガド  

2017年 スペイン語 字幕 89分 

チリ ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

悩み多き年上の女子大生と、欲望のままに青春を謳歌する年下の男子新入生。

若い男女の激しい恋の行方を生々しく描いたラテン・エロス。 

大学新入生のアレハンドロは、もうすぐ同じ大学を卒業する年上の女子大生ソフィ

アと恋仲になる。アレハンドロは欲望のままソフィアを抱くことが生活の中心になる

が、卒業を控えたソフィアは、一緒に暮らす病気の母親や将来について思い悩

む。やがて互いの気持ちはすれ違い始める。 

 

眼下の敵 
THE ENEMY BELOW 

放送日 

8・13・26 

監督：ディック・パウエル  

出演：ロバート・ミッチャム／クルト・ユルゲンス／アル・ヘディソン  

1957年 英語 字幕 105分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

第二次大戦時、南大西洋で出会った米駆逐艦と独Ｕボート。艦を操る男たちの頭

脳的な駆け引きを緊迫感たっぷりに描いた戦争映画の傑作。 

第二次大戦中の南大西洋。米駆逐艦ヘインズ号のレーダーが独Ｕボートを捉え、

マレル艦長は夜通しの追跡を開始。一方、Ｕボートの艦長ストルバーグには敵の

暗号書を本国へ持ち帰るという重大な使命があった。水面を隔てて相手の隙を窺

う２人の男は面識がなかったが、お互い尊敬の念を抱き始める。 

 

君はひとりじゃない 
CIALO 

放送日 

6・22 

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 

2・24・30 

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 

11 

 

キル・オール！！ 殺し屋頂上決戦 
KILL 'EM ALL 

放送日 

5・15 

監督：レイムンド・ヒューバー  

出演：ジョニー・メスナー／ゴードン・リュウ／アマラー・シリポン  

2012年 英語 字幕 94分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

生き残るには、殺すしかない！脱出不可能な監房に閉じ込められた殺し屋たち

が、ルール無用のデスマッチを繰り広げるバイオレンス・アクション。 

タイ、バンコク。世界中の闇社会で名を馳せる殺し屋たちが、ある密室に監禁され

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

目的は何なのか？殺し屋たちは格闘、剣闘、爆破といった殺しの技能を駆使。ライ

バルを倒しながら脱出の機会を探るが・・・。 
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キング・オブ・デストロイヤー／コナンＰＡＲＴ２ 
CONAN THE DESTROYER 

放送日 

8・14・24・27 

監督：リチャード・フライシャー  

出演：アーノルド・シュワルツェネッガー／トレイシー・ウォルター／サラ・ダグラス  

1984年 英語 字幕 109分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

アーノルド・シュワルツェネッガー主演のアクション・アドベンチャー『コナン・ザ・グレ

ート』の続編。富と繁栄をもたらす“ダゴスの角”を探すコナンの活躍を描く。 

有史以前。鍛えられた肉体で次々と難題を解決するコナンに、女王タラミスは砂漠

の城に納められた“ダゴスの角”を持ち帰るよう命じる。コナンは、亡き恋人を蘇ら

せるという約束と引き換えにそれを承諾。城までの道を知る美しい姫や魔術師ら、

ユニークな仲間を率いて冒険の旅へと出発する。 

 

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

放送日 

21 

監督：エドワード・ヤン  

出演：チャン・チェン／リサ・ヤン／ワン・チーザン  

1991年 中国語 字幕 244分 

台湾 モノラル カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

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

手掛けた青春映画の傑作。実際の事件をモチーフに６０年代の台湾の姿を描く。 

１９６０年代初頭の台北。建国中学の夜間部に通うシャオスーは、いつも不良グル

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

少女と出会う。淡い恋心を抱くシャオスーだったが、小公園のリーダーでもある彼

女の恋人が街に戻ってきて・・・。 

 

グラディエーター 
GLADIATOR 

放送日 

6・17・21・30 

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。 

 

荒野の七人 
THE MAGNIFICENT SEVEN(1960) 

放送日 

3・7・20 

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 
THE MAGNIFICENT SEVEN RIDE! 

放送日 

3・21 

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。 

 

コナン・ザ・グレート 
CONAN THE BARBARIAN(1982) 

放送日 

1・14・24・26 

監督：ジョン・ミリアス  

出演：アーノルド・シュワルツェネッガー／サンダール・バーグマン／マックス・フォン・シドー 

1982年 英語 字幕 138分 

アメリカ モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

有史前を舞台に、剣と魔法の世界の 強戦士コナンが冒険と闘いの旅に出る、壮

大なアドベンチャー！コナン役にＡ・シュワルツェネッガー。 

有史前のハイボリア時代。コナン少年は刀剣作りの名匠である父から「鉄の謎を

解明し、鉄の道を究めよ」と諭される。ある日、コナンの住む集落を騎馬隊が襲

い、父母が虐殺されてしまう。１５年後、たくましい肉体を持つ不屈の剣士に成長し

たコナンは、両親の仇である騎馬隊の首領タルサを探す旅に出る。 

 

コナン・ザ・バーバリアン 
CONAN THE BARBARIAN(2011) 

放送日 

15・24・28 

監督：マーカス・ニスペル  

出演：ジェイソン・モモア／レイチェル・ニコルズ／スティーヴン・ラング  

2011年 英語 字幕 120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・Ｅ・ハワードが生んだ伝説的キャラクター“コナン”を再映画化。蛮族に父

親を殺害されたコナンと宿敵の戦いを描く冒険アクション。 

各種族が戦いに明け暮れる先史時代。女戦士である母の死と引き換えにコナンは

戦場で産まれた。彼が１１歳のとき、カラー率いるアケロン族の騎士団が村を襲

い、目の前で父を惨殺してしまう。復讐を胸に屈強な男に成長したコナンは、邪悪

な力で世界征服を企むカラーを倒すために立ち上がる。 

さ 
１３デイズ 
THIRTEEN DAYS 

放送日 

1・13・30 

監督：ロジャー・ドナルドソン  

出演：ケヴィン・コスナー／ブルース・グリーンウッド／スティーヴン・カルプ  

2000年 英語 字幕 153分 

アメリカ 5.1ch パートカラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

キューバ危機の真実に迫る社会派サスペンス・ドラマ。ケヴィン・コスナーがケネデ

ィ政権下の大統領特別補佐官に扮し、戦争回避までの１３日間を描く。 

１９６２年。米軍偵察機は、ソ連軍がキューバに配備したと思われる核ミサイルの

姿を捉えた。第三次世界大戦が勃発しかねない危機に、米国史上 年少の大統

領ジョン・Ｆ・ケネディ、弟の司法長官ロバート・ケネディ、大統領特別補佐官ケネ

ス・オドネルらは重大な決断を迫られる。 

 

 

 

 

 

ザ・タンク 
THE TANK 

放送日 

4・8 

監督：ケリー・マディソン  

出演：マーガリート・モロー／ブラッド・ウィリアム・ヘンケ／クリストファー・レッドマン  

2017年 英語 字幕 93分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

火星探査訓練用の“タンク”が悪夢の空間となってゆく。『パラノーマル・アクティビ

ティ』の制作陣が放つソリッド・シチュエーション・スリラー。 

２０１２年。ＮＡＳＡは火星探査任務のための模擬訓練を行う。それは、６人の宇宙

飛行士だけで、南極に置かれた密閉タンク施設“ＩＣＥ－ＳＡＴ５”内で過ごすというも

のだった。訓練期間は４７１日間。心身共に強靭なはずの彼らは、やがて現実と訓

練の境界線を見失っていく・・・。 

 

さよならエマニエル夫人 
GOOD-BYE, EMMANUELLE 

放送日 

7・29 

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。 

 

ザ・リング リバース 
RINGS 

放送日 

9・19・24 

監督：Ｆ・ハビエル・グティエレス  

出演：マチルダ・ルッツ／アレックス・ロー／ジョニー・ガレッキ  

2017年 英語 字幕 110分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

貞子を生んだ傑作ジャパニーズ・ホラー『リング』シリーズのハリウッド・リメイク第３

弾。“呪いのビデオ”を見てしまったヒロインが、呪いの謎を解き明かそうとする。 

“見ると必ず７日後に死ぬ”とされる呪いのビデオを見てしまったジュリア。以来、奇

妙な出来事が周囲で起き始める。死の運命から逃れるため、恋人ホルトと共に呪

いのルーツを探る彼女は、やがて１人の少女の存在に辿り着く。だが、それは更な

る恐怖の始まりだった・・・。 

 

ジグソウ：ソウ・レガシー  
JIGSAW 

放送日 

9・19・31 

監督：マイケル・スピエリッグ／ピーター・スピエリッグ 

出演：マット・パスモア／カラム・キース・レニー／クレ・ベネット  

2017年 英語 字幕 99分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

大ヒット・ソリッド・シチュエーション・スリラー『ソウ』のシリーズ８作目。“ジグソウ”の

死から十数年後、謎の犯人が新たな殺人ゲームを開始する。果たしてその正体は？ 

ある街で発見された複数の死体。その特徴的な死に様から、伝説の連続殺人犯“ジ

グソウ”ことジョン・クレイマーが捜査線上に浮かび上がる。だが、かつて凄惨なゲー

ムの支配者であった彼は、十数年前にこの世を去ったはずだった。ジグソウを崇拝

する模倣犯による犯行なのか・・・？ 

 

史上 大の作戦 
THE LONGEST DAY 

放送日 

9・14・28 

監督：ケン・アナキンほか  

出演：ジョン・ウェイン／ヘンリー・フォンダ／ジャン=ルイ・バロー  

1962年 英語ほか 字幕 186分 

アメリカ 5.1ch モノクロ 

社会派ドラマ ワイド HD 

第二次世界大戦で連合軍に大きな勝機を与えた、仏ノルマンディの攻防戦を描い

た戦争スペクタクル。出演はジョン・ウェイン、ヘンリー・フォンダ。 

１９４４年６月、仏ノルマンディ。ロンメル元帥率いるドイツ軍は完璧な防御を築いて

いた。一方、英国南部では連合軍を指揮するアイゼンハワー 高司令官が上陸

作戦の日“Ｄ－ＤＡＹ”を決定。６月６日早朝、大船団が海峡を南下し、米軍空挺部

隊の降下から上陸作戦の火蓋が切られる。 

 

シャークネード ワールド・タイフーン 
SHARKNADO 5: GLOBAL SWARMING 

放送日 

9・18 

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。 

 

ジャングル ギンズバーグ１９日間の軌跡 
JUNGLE(2017) 

放送日 

6 

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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：小野賢章／さかき孝輔／石狩勇気 

123分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

放送日 

2 

 

ジュラシック・ユニバース ダーク・キングダム 
TRIASSIC WORLD 

放送日 

19・23 

監督：ディラン・ヴォックス  

出演：シェリー・スターリング／ヘイリー・Ｊ・ウィリアムス／ジョセフ・マイケル・ハリス  

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 

生き残るのは人間か？恐竜か？外界から完全封鎖された施設を舞台に、遺伝子実験

で現代に蘇った恐竜と人間たちの生き残りを懸けた極限バトルを描くＳＦアクション。 

大都会の地下で行われている、恐竜を現代に蘇らせる極秘研究。そこで生まれた、獰

猛かつ知性を備えたゴジラサウルスが隔離室から脱走した。安全装置が起動し、施設

は完全封鎖。２時間後には施設内の生物を死滅させる猛毒ガスが噴射されてしまう。科

学者のダイアナたちは、決死の戦いを挑むが・・・。 

 

 

 

 

 

ショーン・オブ・ザ・デッド  
SHAUN OF THE DEAD 

放送日 

9・13・17 

監督：エドガー・ライト  

出演：サイモン・ペッグ／ニック・フロスト／ケイト・アシュフィールド  

2004年 英語 字幕 107分 

イギリス 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

エドガー・ライト監督×サイモン・ペッグ主演のホラー・コメディ。ジョージ・Ａ・ロメロ

の古典『ゾンビ』を下敷きに、大人になり切れないダメ男とゾンビの戦いを描く。 

ロンドンの家電量販店に勤める冴えない男ショーンは、親友エドと自堕落な毎日を

過ごしていた。長年の恋人リズにも愛想を尽かされた彼は、生活を変える決意を

固める。だが翌朝、街中では蘇った死者があふれ返るまさかの事態に・・・。人間

が次々と犠牲になる中、ショーンはリズを救うため奮起する。 

 

シンクロナイズドモンスター 
COLOSSAL 

放送日 

11・27 

監督：ナチョ・ビガロンド  

出演：アン・ハサウェイ／ジェイソン・サダイキス／ダン・スティーヴンス  

2016年 英語 字幕 117分 

カナダ 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

アン・ハサウェイが主演、製作総指揮を務めた異色のファンタジー・コメディ。田舎町

に住むズボラなヒロインと巨大怪獣が“シンクロ”したことから巻き起こる騒動を描く。 

失業して酒浸り、同棲中の恋人から家を追い出されたグロリア。故郷の田舎町に戻っ

てきた彼女は、幼馴染オスカーのバーで働き始める。そんな中、韓国のソウルに巨

大怪獣が出現。ＴＶに映る衝撃映像に誰もが騒然とする中、グロリアは怪獣が自分と

全く同じ動きをしていることに気付く。 

 

新・荒野の七人／馬上の決闘 
GUNS OF THE MAGNIFICENT SEVEN 

放送日 

3・21 

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。 

 

スコーピオン・キング 
THE SCORPION KING 

放送日 

9・31 

監督：チャック・ラッセル  

出演：ザ・ロック（ドウェイン・ジョンソン）／スティーヴン・ブランド／ケリー・ヒュー  

2002年 英語 字幕 99分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

『ハムナプトラ２／黄金のピラミッド』のキャラクター“スコーピオン・キング”を主役

にしたスピンオフ。出演はＷＷＥのレスラーから俳優に転身したザ・ロック。 

古代エジプト。凄まじい野心を持った戦士メムノンは軍を率いて多くの民族を征服

し、恐怖政治で人民を治めていた。メムノンに従うことに反発する数少ない部族は

手を組み、凄腕の暗殺部族の末裔マサイアスを雇い、メムノンと彼に指示を与える

預言者の暗殺を依頼する。 

【日本語吹替版】声の出演：小山力也／森田順平／高山みなみ 

99分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

6 

 

スコーピオン・キング２ 
THE SCORPION KING 2: RISE OF A WARRIOR 

放送日 

13・31 

監督：ラッセル・マルケイ  

出演：マイケル・コポン／ランディ・クートゥア／カレン・デヴィッド  

2008年 英語 字幕 116分 

アメリカ＝南アフリカ＝ドイツ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

『スコーピオン・キング』の前日譚を描くスペクタクル・アドベンチャー第２弾。父の復

讐を誓う少年マサイアスが“スコーピオン・キング”となるまでを綴る。 

父親がライバルのサルゴンに呪い殺されるのを目撃した１３歳の少年マサイアス

は、復讐を誓い、戦いと殺しのプロになるためのアカデミーで、７年間、厳しい訓練

を積んだ。やがて成長した彼は、サルゴン打倒に必要な“魔力を秘めた剣”を求

め、危険に溢れた黄泉の国へ旅立つ。  

【日本語吹替版】声の出演：浪川大輔／山野井仁／武田華 

116分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

7 

 

スコーピオン・キング３ 
THE SCORPION KING 3: BATTLE FOR REDEMPTION 

放送日 

13・31 

監督：ロエル・レイネ  

出演：ヴィクター・ウェブスター／ボスティン・クリストファー／クリスタル・ヴィー  

2012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 

『ハムナプトラ２／黄金のピラミッド』の人気キャラクターを主役にしたアクション第３

弾。自らの帝国と愛する妃を失ったスコーピオン・キングの新たな戦いが始まる。 

世界で も強力な支配者であるホルスは、非情な戦士である兄のタラスが同盟国

ラムサンに兵を進めていることを知る。ホルスの命を受けた“スコーピオン王”マサ

イアスは、屈強な戦士オラフと共にラムサンの国を守り、囚われの身となっている

シルダ姫の救出に向かう。 

【日本語吹替版】声の出演：乃村健次／天田益男／林真里花 

113分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

8 

 

スターリングラード（2001年） 
ENEMY AT THE GATES 

放送日 

1・14・27 

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。 

 

ストリート・ファイターズ 
GREEN STREET 3: NEVER BACK DOWN 

放送日 

1・14・20 

監督：ジェームズ・ナン  

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

2013年 英語 字幕 101分 

イギリス ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

弟の仇討に燃える兄が、巨悪集団の暗躍する地下格闘技シーンに潜入！次世代

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

かつてサッカーのフーリガンチームＧＳＥを率いて暴れ回ったダニー。その格闘ス

キルを見込まれた彼は、総合格闘技団体からオファーを受ける。そんな中、弟がフ

ーリガン同士の抗争で殺害された。ダニーは弟の仇がいると思われる地下格闘技

トーナメントへの出場を決意する。 
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セルフレス／覚醒した記憶 
SELF/LESS 

放送日 

6・18 

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。  

 

戦争の犬たち 
THE DOGS OF WAR 

放送日 

5・14 

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。 

 

戦狼 ウルフ・オブ・ウォー 
WOLF WARRIORS 2 

放送日 

5・18・23・31 

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 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 
EMMANUELLE, L'ANTI VIERGE 

放送日 

7・22 

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 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 
RETURN OF THE SEVEN 

放送日 

3・20 

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。 

た 
ＤＡＲＫ ＳＴＡＲ／Ｈ・Ｒ・ギーガーの世界 
DARK STAR: H.R. GIGER'S WORLD 

放送日 

3・16 

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 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 
THE LEGEND OF TARZAN 

放送日 

1・12・24 

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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：桐谷健太／井上麻里奈／手塚秀彰 

117分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

1・25 

 

タイクーン！ 
MONKEY TWINS 

放送日 

2・15・23・28 

監督：ノンタコーン・タウィースック  

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

2016年 タイ語ほか 字幕 115分 

タイ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

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

み、ギャング相手に仇討の戦いを挑む本格アクション。 

代々、タイの古典仮面舞踏劇で英雄ハヌマーンを演じる家系に育ったヌア。ある

日、彼の恋人メイがギャング団に殺害された。ヌアは祖父から舞踏劇に隠された

秘儀ムエタイを教わり、ギャングを倒すための修行を始める。一方、メイの妹リー

が中国から帰国。彼女は姉の死をヌアのせいだと恨んでいた。 

 

 

 

大反撃 
CASTLE KEEP 

放送日 

1・15・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アクショ

ン。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・・・。 

 

チェイサー（2017年） 
KIDNAP(2017) 

放送日 

8・11・22・30 

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！ 

 

チェイス！ 
DHOOM: 3 

放送日 

7・17・22 

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 英語ほか 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！ 

 

チェンナイ・エクスプレス ～愛と勇気のヒーロー参上～ 
CHENNAI EXPRESS 

放送日 

11・13・28 

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。 

 

超巨大ハリケーン カテゴリー５ 
CATEGORY 5 

放送日 

2・8 

監督：ロブ・キング  

出演：バート・レイノルズ／Ｃ・トーマス・ハウエル／リサ・シェリダン  

2014年 英語 字幕 95分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

史上 大級の“悪魔”が襲来！ 大 強レベル＝カテゴリー５の威力を持った巨

大ハリケーンの猛威を描くディザスター・パニック。 

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

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

と変貌を遂げていた！暴風と豪雨に襲われたフロリダは停電。建物も次々と破壊

された。チャーリー一家はシェルターに避難するが・・・。 

 

沈黙の戦艦 
UNDER SIEGE 

放送日 

4・10 

監督：アンドリュー・デイヴィス  

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

1992年 英語 字幕 110分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

スティーヴン・セガール主演の沈黙シリーズ第１弾。テロ集団に占拠された戦艦を

奪回すべく、孤軍奮闘する男を描く海洋サスペンス・アクション。 

米海軍 大 強を誇るＵＳＳミズーリ号が、凶悪なテロリスト集団にジャックされ

た。彼らの狙いはミズーリ号に搭載されている核兵器。全面的な核戦争にもなりか

ねないこの危機に、１人の男が立ち上がる。それは船のコックとして乗り組んでい

た、元ＳＥＡＬ秘密戦闘員のライバックだった！ 

 

デイアフター２０２０ 首都大凍結 前編 
ICE(2010) VOL.1 

放送日 

4・25・30 

監督：ニック・コパス  

出演：リチャード・ロクスバーグ／フランシス・オコナー／クレア・フォーラニ  

2010年 英語 字幕 101分 

イギリス＝ニュージーランド ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

２０２０年。温暖化が深刻化した地球に、新たな氷河期が到来する！異常気象によ

る首都壊滅を凄絶に描くパニック・アクションの前編。 

西暦２０２０年、地球温暖化で多くの地域が砂漠化。英国にも難民が大挙し、国際

封鎖を余儀なくされた。深刻化するエネルギー危機対策として、北極圏では氷原

の下に眠る石油掘削計画が進行。だが科学者のトムは、グリーンランドで作業を

行う掘削設備が氷原を破壊し、新たな氷河期を招くと警告する。  

 

デイアフター２０２０ 首都大凍結 後編 
ICE(2010) VOL.2 

放送日 

4・25・30 

監督：ニック・コパス  

出演：リチャード・ロクスバーグ／フランシス・オコナー／クレア・フォーラニ  

2010年 英語 字幕 101分 

イギリス＝ニュージーランド ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ついにロンドンが豪雪で崩壊、地球に未来はあるのか？西暦２０２０年を舞台に、

異常気象による首都壊滅を描くパニック・アクションの後編。 

２０２０年。深刻化するエネルギー危機への対策として、北極圏の氷原下で進めら

れていた石油掘削計画。だが、そのせいで北半球は急激な冷気に包まれ、豪雪に

見舞われたロンドンでも市民に避難命令が発せられていた。容赦ない自然の猛威

の中、科学者のトムはプロペラ機で家族の救出に向かう。 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＯＯＭ ドゥーム 
DOOM 

放送日 

2・11・26 

監督：アンジェイ・バートコウィアク  

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

2005年 英語 字幕 112分 

アメリカ＝チェコ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

に、巨大クリーチャーと海軍特殊部隊の壮絶な戦いを描く。 

火星にあるユニオン宇宙社オルドゥヴァイ研究所で緊急事態が発生。救援要請を

受けて、サージ率いる海兵隊ＲＲＴＳ（緊急対応戦略部隊）の精鋭８人が送り込ま

れた。彼らは三手に分かれて研究所内を調べ始めるが、そこには知力も体力も人

間を超越する未知の巨大クリーチャーが待ち受けていた。 

【日本語吹替版】声の出演：堀内賢雄／石塚運昇／佐々木優子 

112分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

5 

 

逃走車 
VEHICLE 19 

放送日 

7・10・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・・・。 

 

トゥモローランド 
TOMORROWLAND 

放送日 

12 

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 

138分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

12 

 

トゥモロー・ワールド  
CHILDREN OF MEN 

放送日 

6・14 

監督：アルフォンソ・キュアロン  

出演：クライヴ・オーウェン／ジュリアン・ムーア／キウェテル・イジョフォー  

2006年 英語 字幕 117分 

アメリカ＝イギリス ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

繁殖能力を失った人類の未来を背負う少女をめぐって、激しい争奪戦が繰り広げ

られるＳＦサスペンス。出演はＣ・オーウェン、Ｊ・ムーア。 

人類が繁殖能力を完全に失ってから１８年後の２０２７年、世界が秩序を失う中、イ

ギリスは軍事的抑圧でどうにか国家機能を維持していた。ある日、官僚のセオは

元妻が率いる反政府組織“ＦＩＳＨ”に拉致される。彼女らは人類の未来を変える少

女をある組織に届けるため、セオに協力を依頼する。 

 

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

放送日 

4・12 

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。 

 

トレインスポッティング 
TRAINSPOTTING 

放送日 

16 

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・・・。 

な 
２０１２ 
2012 

放送日 

16・23 

監督：ローランド・エメリッヒ 

出演：ジョン・キューザック／キウェテル・イジョフォー／アマンダ・ピート  

2009年 英語 字幕 165分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

ら必死に家族を守ろうとする男の姿を描くＳＦアクション。 

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

の男から地球の滅亡が近いと知らされる。しかも各国政府はその事実を隠蔽し、

巨大船で限られた人間だけを救おうとしていた。やがてＬＡで巨大地震が発生。そ

れを皮切りにあらゆる天変地異が世界を襲い始める！  

【日本語吹替版】声の出演：家中宏／中井和哉／林真里花 

165分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

11・24 
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ニュースの真相 
TRUTH(2015) 

放送日 

19・26 

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・・・。 

 

ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ！ 
RENEGADES(2017) 

放送日 

17・18・20・28 

監督：スティーヴン・クォーレ  

出演：サリヴァン・ステイプルトン／チャーリー・ビューリー／シルヴィア・フークス  

2017年 英語 字幕 113分 

フランス＝ドイツ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

リュック・ベッソン製作・原案・脚本によるアクション・エンタテインメント。史上 強の

アウトサイダー５人組が、湖底に沈むナチスの金塊奪還に挑む！ 

１９９５年、紛争末期のサラエボ。マット率いる米軍精鋭部隊ネイビーシールズの５

人は、強引かつ大胆な戦略で敵の将軍を拉致、敵に囲まれれば戦車で大暴走と

やりたい放題のならず者たち。ある日、総額３億ドルに及ぶナチスの金塊が湖に

沈んでいると聞いた彼らは、金塊の奪還作戦を立てることに・・・。 

 

ノー・エスケープ 自由への国境 
DESIERTO 

放送日 

5・19・31 

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 

10・16・27 

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・・・。 

 

爆走機関車 シベリア・デッドヒート 
THE EDGE 

放送日 

10・19 

監督：アレクセイ・ウチーチェリ  

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

2010年 ロシア語 字幕 126分 

ロシア ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

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

を舞台に、列車とスピードに取りつかれた者たちの闘いを描く。 

第二次大戦終結直後のシベリア。蒸気機関車の機関士として収容所に赴任した

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

機関車が放置されていると知った彼は、島に隠れ住むドイツ人女性エルザと共に

島の橋を修理し、機関車を動かそうと奔走する。 

 

バッド・ウェイヴ  
ONCE UPON A TIME IN VENICE 

放送日 

6・20・25・29 

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。 

 

バトルフロント 
HOMEFRONT(2013) 

放送日 

9・16・25・28 

監督：ゲイリー・フレダー  

出演：ジェイソン・ステイサム／ジェームズ・フランコ／ウィノナ・ライダー  

2013年 英語 字幕 108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・スタローン製作・脚本×ジェイソン・ステイサム主演。娘を守るた

め、犯罪組織からの報復に立ち向かう男の姿を描くアクション。 

元麻薬潜入捜査官フィル・ブローカーは愛娘マディのために仕事や過去を捨て、

亡き妻の田舎で新生活を始める。平穏な生活を望むブローカーだったが、裏で町

を牛耳る麻薬密売人ゲイターがある企みのため、彼らに近づいてゆく。娘にも危険

が迫り、ブローカーの怒りはついに臨界点を超える！ 

 

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

放送日 

16 

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 

9・28 

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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：山路和弘／田中敦子／まつだ志緒理 

107分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

放送日 

15 

 

バルジ大作戦 
BATTLE OF THE BULGE 

放送日 

15・27 

監督：ケン・アナキン  

出演：ヘンリー・フォンダ／ロバート・ショウ／チャールズ・ブロンソン  

1965年 英語ほか 字幕 169分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ヘンリー・フォンダ、チャールズ・ブロンソンら大物俳優が出演。史実を元に第二次

大戦末期の“バルジの戦い”を描いた戦争アクション。 

第二次大戦下のヨーロッパ戦線。破竹の進撃を続ける連合軍は楽観ムードに浸っ

ていたが、陸軍中佐カイリーだけは独軍の反撃に対する危惧を抱いていた。その

頃、独軍は起死回生を賭けアルデンヌの連合部隊を急襲。連合軍前線基地を

次々と撃破し、戦線後方にはパラシュート部隊を降下させようとしていた。 

 

バンガロール・デイズ 
BANGALORE NAATKAL 

放送日 

10・29 

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 

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。 

 

ヒトラーに屈しなかった国王 
THE KING'S CHOICE 

放送日 

15・19・29 

監督：エリック・ポッペ  

出演：イェスパー・クリステンセン／アンドレス・バースモ・クリスティアンセン／カール・マルコヴィクス  

2016年 ノルウェー語 字幕 138分 

ノルウェー 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

本国ノルウェーで国民的人気を博した戦争ドラマ。１９４０年、ナチス・ドイツ軍の侵

攻を受け、歴史的決断を迫られたノルウェー国王ホーコン７世の３日間を描く。 

１９４０年４月９日、ナチス・ドイツ軍がノルウェーの首都オスロに侵攻し、主要都市

を相次いで占領。降伏を要求するドイツ軍に対し、ノルウェー政府はそれを拒否。

国王のホーコン７世は閣僚と共にオスロを離れるが、ドイツ公使はノルウェー政府

に、国王との謁見の場を設けるよう 後通告を突き付ける。 

 

昼下りの決斗 
RIDE THE HIGH COUNTRY 

放送日 

7・16 

監督：サム・ペキンパー  

出演：ランドルフ・スコット／ジョエル・マクリー／ロン・スター  

1962年 英語 字幕 101分 

アメリカ モノラル カラー 

ウエスタン ワイド HD 

サム・ペキンパー監督初期の傑作ウエスタン。ゴールドラッシュ期の米国を舞台

に、金を護送する保安官一行と強盗団の闘いを描く。 

ゴールドラッシュのカリフォルニア。金塊護送を頼まれたかつての保安官スティー

ヴは、無法者のギルと若者ヘックを協力者として雇う。金塊を受け取った帰り道、

それを盗もうとしたギルたちの企みに気付いたスティーヴは、彼らの武器を取り上

げるも、折悪しく強盗に襲われ凶弾に倒れてしまう。 

 

ファースト・キル 
FIRST KILL 

放送日 

5・12・24・29 

監督：スティーヴン・Ｃ・ミラー  

出演：ヘイデン・クリステンセン／ブルース・ウィリス／タイ・シェルトン  

2017年 英語 字幕 109分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ヘイデン・クリステンセン×ブルース・ウィリス共演のクライム・アクション。誘拐され

た息子を取り戻そうとする父親の奮闘と、事件の裏に隠された驚愕の真実を描く。 

久々の休暇で、妻と幼い息子ダニーを連れて故郷ペンシルベニア州に戻ったウィ

ル。彼はかつて自分が父と楽しんだ鹿狩りをダニーにも体験させようと森に入る

が、そこで殺人現場を目撃し、さらにはダニーを人質に取られてしまう。ウィルは地

元の警察署長ハウエルと共に犯人の行方を追うが・・・。 

 

フェイス／オフ 
FACE/OFF 

放送日 

5・27 

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・・・。 

 

深く静かに潜航せよ 
RUN SILENT, RUN DEEP 

放送日 

3・14・27 

監督：ロバート・ワイズ  

出演：クラーク・ゲーブル／バート・ランカスター／ジャック・ウォーデン  

1958年 英語 字幕 100分 

アメリカ モノラル モノクロ 

アクション ワイド HD 

ロバート・ワイズ監督、クラーク・ゲーブル＆バート・ランカスター共演による海洋戦争ド

ラマ。第二次大戦下、日本軍に戦いを挑む米国軍潜水艦とその乗組員たちを描く。 

第二次大戦中、“魔の海域"と呼ばれる豊後水道で日本軍の襲撃を受け、自身の潜水艦

と部下を失ったリチャードソン中佐。１年後、ナーカ号艦長として再び出動することになっ

た彼は復讐の鬼と化していた。彼が乗り込んだナーカ号は、敵艦と出遭っても攻撃を仕

掛けず、ひたすら豊後水道へ突き進んでいく。 

 

 

 

 

 

フライト・リミット 
BEAST OF BURDEN 

放送日 

1・11 

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。 

 

プリンス・オブ・シティ 
PRINCE OF THE CITY 

放送日 

8・14・22 

監督：シドニー・ルメット  

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

1981年 英語 字幕 175分 

アメリカ モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

シドニー・ルメット監督が贈る刑事ドラマ。ニューヨーク市警の腐敗や堕落を告発

し、仲間意識とのジレンマに悩む若手警官の姿を描く。 

逮捕した売人から薬物や金を奪うなど、不正が横行するニューヨーク市警察麻薬

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

はこの現状に罪悪感を抱き始めていた。ある日、警官の汚職を追う検事補から呼

び出された彼は、捜査への協力を依頼される。 

 

不倫の果て 
ABOUT LOVE 

放送日 

8・12・22 

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。 

 

ブレードランナー ２０４９ 
BLADE RUNNER 2049 

放送日 

31 

監督：ドゥニ・ヴィルヌーヴ  

出演：ライアン・ゴズリング／ハリソン・フォード／アナ・デ・アルマス  

2017年 英語ほか 字幕 171分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

ＳＦ映画の金字塔『ブレードランナー』の３０年後を描いた続編。ライアン・ゴズリン

グ×ハリソン・フォードが共演し、人間とレプリカントを巡る真実が明かされる。 

荒廃が進む２０４９年の地球。労働力として製造された人造人間“レプリカント”が

社会に溶け込む中、危険なレプリカントを取り締まる“ブレードランナー”が活動を

続けていた。ＬＡ市警のブレードランナーＫは、ある捜査の過程で、人類存亡に関

わる巨大な陰謀と、その闇を暴く鍵となる男の存在を知る。 

 

ベイビー・ドライバー 
BABY DRIVER 

放送日 

10・11・13・23 

監督：エドガー・ライト  

出演：アンセル・エルゴート／リリー・ジェームズ／ケヴィン・スペイシー  

2017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 

映像と音楽が完璧にシンクロする演出が話題を呼んだクライム・アクション。音楽

を聴くことで才能が覚醒する天才青年ドライバーの活躍を描く。 

天才的なドライビング・センスを買われ、犯罪組織の“逃がし屋”として働く青年ベイ

ビー。子供の頃の事故の後遺症で耳鳴りが止まない彼は、それを消すために四六

時中イヤフォンで音楽を聴いている。ある日、運命の女性デボラと恋に落ちたベイ

ビーは、裏社会から足を洗おうとするが・・・。 

 

ペイルライダー 
PALE RIDER 

放送日 

7・16・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！ 

 

暴走特急 
UNDER SIEGE 2：DARK TERRITORY 

放送日 

8・10 

監督：ジョフ・マーフィ  

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

1995年 英語 字幕 107分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

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

編で、豪華列車を舞台にハイテク・テロ集団との戦いを描く。 

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

一味はコンピュータを駆使してレーザー砲搭載の人工衛星を掌握、ペンタゴンと原

子炉を標的にする。刻一刻と迫る爆破のタイムリミット。だがその列車には偶然、

元秘密戦闘員ライバックが乗り合わせていた！ 

ま 
マグニフィセント・セブン 
THE MAGNIFICENT SEVEN(2016) 

放送日 

7・19 

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。 
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マンハント（2017年） 
MANHUNT(2017) 

放送日 

24・25・27・31 

監督：ジョン・ウー  

出演：チャン・ハンユー／福山雅治／桜庭ななみ  

2017年 中国語ほか 字幕 117分 

中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジョン・ウー監督がチャン・ハンユー＆福山雅治のＷ主演で『君よ憤怒の河を渉れ』を再映

画化。無実の罪で逃亡する弁護士と刑事が事件の真相に迫るサスペンス・アクション。 

大阪に本社がある天神製薬の顧問弁護士ドゥ・チウ。ある朝、彼が目を覚ますと、隣に女性

の死体が横たわり、現場には彼が犯人だと示す状況証拠が。それが罠であることに気付

いたドゥ・チウはすぐさま逃亡する。一方、独自捜査で彼を追う孤高の敏腕刑事・矢村は、

次第にこの事件に違和感を覚えていく。 

 

ミッション：８ミニッツ 
SOURCE CODE 

放送日 

2・10・26 

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・・・。 

 

ムトゥ 踊るマハラジャ 
［４Ｋ＆５．１ｃｈデジタルリマスター版］  
MUTHU[4K&5.1CH DIGITAL REMASTERED VER.] 

放送日 

11・20・26 

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 173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。 

 

メッセージ（2016年） 
ARRIVAL 

放送日 

31 

監督：ドゥニ・ヴィルヌーヴ  

出演：エイミー・アダムス／ジェレミー・レナー／フォレスト・ウィテカー  

2016年 英語 字幕 124分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

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

意思の疎通を図ろうとする言語学者の姿と、“彼ら”からのメッセージを描く。 

ある日、地球各地に巨大宇宙船が出現。謎の知的生命体と意思の疎通を図るべ

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

のか？ルイーズは物理学者のイアンと共に、宇宙船から発せられる音や波動を調

べ、そのメッセージを探っていく。 

【日本語吹替版】声の出演：中村千絵／加瀬康之／立木文彦 

124分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

4 

 

モーリス ４Ｋ 
MAURICE 4K 

放送日 

9 

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  

1987年 英語 字幕 148分 

イギリス 5.1ch 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。 

【ムービープラス新録吹替版】声の出演：梶裕貴／島﨑信長／内田雄馬 

148分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

放送日 

18・27 

や 
Ｕ・ボート 
DAS BOOT 

放送日 

11・13・21・26 

監督：ウォルフガング・ペーターゼン  

出演：ユルゲン・プロホノフ／ヘルベルト・グレーネマイヤー／クラウス・ヴェンネマン 

1981年 ドイツ語 字幕 143分 

西ドイツ モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

第二次大戦中に出撃したドイツ軍潜水艦の若き乗組員たち。彼らの過酷な戦いを

描き、世界的にも高い評価を得た戦争ドラマ大作。 

１９４１年、ナチス占領下のフランスの港町ラ・ロシェルから、Ｕボート“Ｕ９６”が出

港した。艦内には総勢４３名の乗組員とともに報道部記者ヴェルナーも乗り込んで

いた。荒れ狂う北大西洋での敵艦捜索、そして激しい攻防・・・。Ｕ９６も致命的な攻

撃を受け、ヴェルナーは戦争の現実を目の当たりにする。 

 

ユダヤ人を救った動物園 アントニーナが愛した命 
THE ZOOKEEPER'S WIFE 

放送日 

16・25・28 

監督：ニキ・カーロ  

出演：ジェシカ・チャステイン／ヨハン・ヘルデンベルグ／ダニエル・ブリュール  

2017年 英語 字幕 134分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ファミリー／ホームドラマ ワイド HD 

第二次世界大戦下、ユダヤ人３００名を動物園に匿い、命を救った勇気ある女性がい

た。ポーランドの動物園経営者夫妻の実話を元にした感動のヒューマンドラマ。 

ポーランドのワルシャワで欧州 大規模の動物園を経営するヤンとアントニーナ夫

妻。１９３９年秋、ドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が勃発。動物園の存

続も危うくなる中、ユダヤ人が次々と連行されるのを見かねたヤンは「この動物園を

ユダヤ人の隠れ家にする」という驚くべき提案をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜に生きる 
LIVE BY NIGHT 

放送日 

15 

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。 

【日本語吹替版】声の出演：小原雅人／小林沙苗／宝亀克寿 

136分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

29 

ら 
ライフ 
LIFE(2017) 

放送日 

24 

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。 

【日本語吹替版】声の出演：北田理道／坂本真綾／桐本拓哉 

111分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

放送日 

20 

 

ラブ・アゲイン 
CRAZY, STUPID, LOVE. 

放送日 

1 

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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：島田敏／綱島郷太郎／根本圭子 

126分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

放送日 

13 

 

ランダウン ロッキング・ザ・アマゾン 
THE RUNDOWN 

放送日 

4・9・26 

監督：ピーター・バーグ  

出演：ザ・ロック（ドウェイン・ジョンソン）／ショーン・ウィリアム・スコット／ロザリオ・ドーソン  

2003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 

ザ・ロック主演のアクション・アドベンチャー。タフなバウンティ・ハンターが、秘宝を

巡る激しい攻防戦に巻き込まれる様を描く。 

マフィアへの借金返済のためバウンティ・ハンター（賞金稼ぎ）をしているベックは、

ボスから「息子を連れ戻せ」と依頼される。早速、異国のジャングルでその息子トラ

ビスを発見。だがトラビスがこの地に伝わる秘宝の在処を突き止めたことから、独

裁者やゲリラ組織による秘宝争奪戦に巻き込まれてゆく。 

 

リディバイダー 
REDIVIDER 

放送日 

6・9・14・21 

監督：ティム・スミット  

出演：ダン・スティーヴンス／ベレニス・マーロウ／ティゴ・ヘルナント  

2017年 英語 字幕 99分 

オランダ＝ドイツ＝アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

消滅へのカウントダウンが始まった、現実世界ＶＳ複製された世界。地球の命運を託され

た男を待ち受ける衝撃の運命を、一人称視点を織り交ぜて描いた近未来ＳＦサスペンス。 

エネルギー枯渇問題に直面した人類は、コピーしたもう１つの地球＝エコーワールドから

エネルギーを得て問題を解決しようとしていた。だが２つの世界を繋ぐ巨大タワーが暴走

し、各地で異常現象が発生。世界崩壊の危機を防ぐため、元ＮＡＳＡの宇宙飛行士ウィルが

エコーワールドへと送り込まれる。 

 

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

放送日 

4・23 

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 

17・21・30 

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 

21・30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＥＤリターンズ 
RED 2 

放送日 

17・18 

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 

30 

 

レディ・ガイ 
THE ASSIGNMENT 

放送日 

5・21 

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。 

 

レマゲン鉄橋 
THE BRIDGE AT REMAGEN 

放送日 

16・29 

監督：ジョン・ギラーミン  

出演：ジョージ・シーガル／ロバート・ヴォーン／ブラッドフォード・ディルマン  

1969年 英語 字幕 124分 

アメリカ モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

ライン河に残された 後の橋。第二次大戦末期、“レマゲン鉄橋”を挟んで、５万の

ドイツ兵に挑んだアメリカ歩兵大隊の凄絶な戦いを描いた戦争映画。 

第二次大戦末期の１９４５年３月。ドイツの戦況は敗戦濃厚となり、連合軍はライン

河岸まで迫っていた。バーンズ陸軍少佐率いるアメリカ第２７装甲歩兵大隊は、ラ

イン河に架かる 後の橋、レマゲン鉄橋に向かう。一方、迎え撃つドイツ軍は、敵

の侵攻を阻むため橋を爆破しようとする。 

【1981年制作 地上波吹替版】声の出演：中田浩二／川津祐介／堀勝之祐 

123分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

放送日 

25 

わ 
ワールド・オブ・ライズ 
BODY OF LIES 

放送日 

29 

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 
FAST & FURIOUS 6 

放送日 

2・10 

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 

29 

 

ワイルド・スピード ＳＫＹ ＭＩＳＳＩＯＮ 
FURIOUS 7 

放送日 

2・10 

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。 

 

若妻の匂い 
THE CORRUPTION 

放送日 

29 

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・ゲラン  

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

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 

23・26 

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：12 

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：12 

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：12 

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：12 

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：12 

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：12 

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：12 

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：12 

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：12 

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：12 

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

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

ームと合流してメキシコに入った彼らは、孤立無援状態の中、自身の仕事や命、そ

して身近な者を失うリスクに踏み込んでいく。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報番組 

オンデマンドでみよう！8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：3・4・8・12・21・23・27・29 

15分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

ハリウッド特盛ＴＶ ＃65 

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：5・11・17・20・25 

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 8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：2 

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！ 

小堺一機のエイガタリ＃１ ゲスト：船越英一郎 

ムービープラス開局３０周年を記念して、小堺一機がたっぷりと映画の魅力を語

る特別企画第１弾。スペシャルゲストも登場で、ますます目が離せない！ 

■ 放送日：31 

60分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：小堺一機／船越英一郎 

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：9 

30分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

特番『モーリス ４Ｋ』新録吹替 ～人気声優に密着！～ ｖｏｌ．２ 

ｖｏｌ．１に引き続き『モーリス ４Ｋ【ムービープラス新録吹替版】』の魅力をたっぷり

お届け！今回は、主演声優３人が登壇の「完成披露イベント」の様子をご紹介。 

■ 放送日：18・27 

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 

エイリアン：コヴェナント 

ネイビーシールズ 

ナチスの金塊を奪還せよ！ 

ブレードランナー ２０４９ 

ベイビー・ドライバー 

マンハント（2017年） 

木曜アクション 

キング・オブ・デストロイヤー 

／コナンＰＡＲＴ２ 

コナン・ザ・グレート 

コナン・ザ・バーバリアン 

チェイサー（2017年） 

バッド・ウェイヴ 

日曜吹替シアター 

アメリカン・スナイパー【日本語吹替版】 

２０１２【日本語吹替版】 

メッセージ（2016年）【日本語吹替版】 

レマゲン鉄橋【1981年制作 地上波吹替版】 

プライベート・シアター 

愛の臨界 

美しい絵の崩壊 

絡みつく舌 

若妻の匂い 

不倫の果て 

 

アサイラム・アワー  
ジュラシック・ユニバース ダーク・キングダム  

  

イチオシ企画／特集 

ムービープラス開局30周年企画 特集：３０時間 乗りモノ祭り 

エアポート２０１７ 

チェイサー（2017年） 

チェンナイ・エクスプレス 

～愛と勇気のヒーロー参上～ 

沈黙の戦艦 

逃走車 

爆走機関車 シベリア・デッドヒート 

フライト・リミット 

ベイビー・ドライバー 

暴走特急 

ミッション：８ミニッツ 

ワイルド・スピード ＥＵＲＯ ＭＩＳＳＩＯＮ 

ワイルド・スピード ＳＫＹ ＭＩＳＳＩＯＮ 

Ｕ・ボート 

ムービープラス開局30周年企画 ３ヶ月連続！超・超・超ヒット作３０ 

エイリアン［４Ｋ］ 

エイリアンＶＳ. プレデター［完全版］ 

ＡＶＰ２ エイリアンズＶＳ. プレデター 

［完全版］ 

エイリアン：コヴェナント 

ブレードランナー ２０４９ 

トランスフォーマー／ロストエイジ 

ＲＥＤ／レッド 

ＲＥＤリターンズ 

 

ムービープラス開局30周年企画 

吹替王国スペシャル２０１９ 貴重吹替映画 
レマゲン鉄橋【1981年制作 地上波吹替版】  

『ワイルド・スピード／スーパーコンボ』公開記念！ 

特集：ドウェインvs.ステイサム 
キラー・エリート（2011年） * 

ＤＯＯＭ ドゥーム * 

ワイルド・スピード ＥＵＲＯ ＭＩＳＳＩＯＮ * 

ワイルド・スピード ＳＫＹ ＭＩＳＳＩＯＮ * 

(*は8/2放送、☆は8/9放送) 

スコーピオン・キング ☆ 

バトルフロント ☆ 

ハミングバード ☆ 

ランダウン ロッキング・ザ・アマゾン ☆ 

 

特集：第二次世界大戦  
眼下の敵 

史上 大の作戦 

スターリングラード（2001年） 

大反撃 

バルジ大作戦 

ヒトラーに屈しなかった国王 

深く静かに潜航せよ 

Ｕ・ボート 

ユダヤ人を救った動物園 

アントニーナが愛した命 

レマゲン鉄橋 

 

特集：真夏のホラー  
ザ・リング リバース 

ジグソウ：ソウ・レガシー 

ショーン・オブ・ザ・デッド 

 

人気監督作特集！  

リドリー・スコット監督作  

エイリアン［４Ｋ］ 

エイリアン：コヴェナント 

グラディエーター 

ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督作  

ブレードランナー ２０４９ メッセージ（2016年） 

ジョン・ウー監督作  

ハード・ターゲット 

フェイス／オフ 

マンハント（2017年） 

エドガー・ライト監督作  

ショーン・オブ・ザ・デッド ベイビー・ドライバー 

  

  

  

  

  

  

  

今月の日本語吹替作品       ※は地上波吹替版 
アメリカン・スナイパー 

エグジット・スピード 

キラー・エリート（2011年） 

ジャングル ギンズバーグ１９日間の軌跡 

スコーピオン・キング 

スコーピオン・キング２  

スコーピオン・キング３ 

ターザン：ＲＥＢＯＲＮ 

ＤＯＯＭ ドゥーム  

トゥモローランド  

２０１２ 

ハミングバード 

メッセージ（2016年） 

モーリス ４Ｋ 

夜に生きる 

ライフ 

ラブ・アゲイン 

ＲＥＤ／レッド 

ＲＥＤリターンズ 

レマゲン鉄橋  ※ 

ワイルド・スピード ＥＵＲＯ ＭＩＳＳＩＯＮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


