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いい匂いのする女 放送日 

5・19 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・・・。 

 

インフェルノ（2016年） 放送日 

7・8・10・28 INFERNO 

監督：ロン・ハワード 

出演：トム・ハンクス／フェリシティ・ジョーンズ／オマール・シー 

2016年 英語 字幕 129分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

『ダ・ヴィンチ・コード』、『天使と悪魔』に続くミステリー・シリーズ第３弾。トム・ハンク

ス演じる宗教象徴学者ラングドンが、人類を滅亡に導く謎の暗号に挑む。  

大富豪の生化学者ゾブリストによる人口増加問題の過激な解決策。それは人類

の半分を滅ぼすウイルスの拡散計画だった。ゾブリストから挑戦状を突き付けられ

た宗教象徴学者のラングドン教授は、詩人ダンテの叙事詩「神曲」の「地獄篇（イン

フェルノ）」に隠された暗号を解明しようとする。 

 

ウィザード・バトル 氷の魔術師と炎の怪物 放送日 

25 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・・・。 

 

動く標的 放送日 

10・20・29 HARPER 

監督：ジャック・スマイト 

出演：ポール・ニューマン／ローレン・バコール／ジュリー・ハリス 

1966年 英語 字幕 128分 

アメリカ モノラル カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

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

う私立探偵が、欲にまみれた愛憎劇に巻き込まれていく。  

私立探偵ハーパーは、友人の弁護士アルバートの紹介で、行方不明になった大

富豪サンプスンの探索を引きうけた。サンプスンの周辺を調べるうちに、ハーパー

はこの失踪の裏に何らかのシンジケートがあることを確信。その頃サンプスン夫人

のもとには現金５０万ドルを要求する脅迫状が届いていた。 

 

裏切りの荒野 放送日 

2・11・21 L'UOMO, L'ORGOGLIO, LA VENDETTA 

監督：ルイジ・バッツォーニ 

出演：フランコ・ネロ／ティナ・オーモン／クラウス・キンスキー 

1967年 イタリア語 字幕 108分 

イタリア ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

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

性的な美女に翻弄される男の愛と運命を描く。  

セビリアのタバコ工場を警備する軍曹のホセは、女工の娘カルメンの野性的な美

しさに一目惚れ。カルメンの虜となった彼は彼女の浮気相手である自分の上官を

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

は、その資金を稼ぐため彼女たちが企てた強盗計画に加わる。 

 

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

5・18・25 
WOLF WARRIORS 

監督・出演：ウー・ジン 

出演：ユー・ナン／スコット・アドキンス／ニー・ターホン 

2015年 中国語 字幕 98分 

中国 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

上海映画祭主要４部門を制覇したアクション大作。機密のベールに包まれた現代

特殊部隊と、ネイビー・シールズ傭兵部隊との戦いをリアルに描く。  

命令違反を繰り返し、懲罰房に入れられていた狙撃手のレン軍曹。その才能と本

質を見抜いた女性司令官ロン中佐は、彼を特殊部隊“戦狼”に引き抜いた。問題

児ばかりの戦狼は、幾多の厳しい軍事訓練を乗り越えて１つになっていくが、そん

な彼らをネイビー・シールズの傭兵部隊が急襲する。 

 

エア・ストライク 放送日 

5・14・19・27 AIR STRIKE 

監督：シャオ・フェン 

出演：リウ・イエ／ブルース・ウィリス／ソン・スンホン 

2018年 英語 字幕 104分 

中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

リウ・イエ、ブルース・ウィリスらアジアとハリウッドのトップスターが共演。日中戦争

にて、米軍大佐が率いる中国軍空戦部隊の戦いを描いたスカイ・アクション。 

日中戦争 中の１９４１年。中国軍は日本軍の猛攻にさらされていた。 後の砦で

ある重慶も、度重なる爆撃によって壊滅の危機。そんな中、米軍のジャック・ジョン

ソン大佐は、圧倒的不利な中国軍の空戦部隊を率いて、 新鋭のゼロ戦を操る日

本軍に挑むことになる。 

 

エアポート２０１８ 放送日 

16・20・25 FLIGHT 666 

監督：ロブ・パラティーナ 

出演：ジョセフ・マイケル・ハリス／ホセ・ロセット／リズ・フェニング 

2018年 英語 字幕 97分 

アメリカ ステレオ カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

激しい乱気流、計器不良、地上との音信不通。そして機内に“何か”が現れる！上

空１万メートルの飛行機内で起こる不可解な現象を描くパニック・ホラー。  

ＮＹへ向かうＵＳ５７便の眼前に突如、雷雲が出現。そのまま機体は乱気流に飲み

込まれるが、手動操縦に切り替え難を逃れる。一同が安堵する中、乗客の１人が

急に暴れ出した。連邦航空保安局のタデウスが取り押さえるが、その乗客は飛行

機の翼の上に人が立っていたと言う・・・。 

 

エイリアン［４Ｋ］ 放送日 

23 ALIEN 4K 

監督：リドリー・スコット 

出演：シガニー・ウィーヴァー／トム・スケリット／ジョン・ハート 

1979年 英語 字幕 124分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

【４Ｋをマスターとした２Ｋダウンコンバート放送／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 放送日 

3・14 ALIEN: COVENANT 

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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：宮本充／坂本真綾／置鮎龍太郎 放送日 

22 130分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

エイリアンＶＳ. プレデター［完全版］ 放送日 

1・23 ALIEN VS. PREDATOR [EXTENDED VERSION] 

監督：ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン 

出演：サナ・レイサン／ラウル・ボヴァ／ランス・ヘンリクセン 

2004年 英語 字幕 116分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

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

デターの死闘に遭遇した人間たちのサバイバルを描く。  

富豪の実業家ウェイランドによって南極に派遣された女性冒険家レックスら調査チ

ームは、地下で巨大ピラミッドを発見。だがそこは若きプレデターが成人の儀式と

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

ら降り立った３体のプレデターとの死闘が始まる！  

 

ＡＶＰ２ エイリアンズＶＳ. プレデター［完全版］ 放送日 

1・23 ALIENS VS. PREDATOR: REQUIEM [EXTENDED VERSION] 

監督：コリン・ストラウス／グレッグ・ストラウス 

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

2007年 英語 字幕 109分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

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

んだ２大クリーチャーの戦いを描くＳＦホラーの続編。  

南極でのエイリアンとの死闘を終えたプレデターの宇宙船内。両者の能力を持つ

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

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

デター“ザ・クリーナー”も地球へと乗り込んでくる。 

 

Ｘ-ＭＥＮ：ファースト・ジェネレーション  放送日 

7・13・23 X-MEN: FIRST CLASS 

監督：マシュー・ヴォーン 

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

2011年 英語 字幕 139分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

グニートーの友情と決別を描くＳＦアクション。  

１９６０年代。裕福な家庭に育った名門大学生チャールズは強力なテレパシーを持

つミュータント。ある日、彼は、強力な磁力であらゆる金属を自在に操る能力の持

ち主エリックと出会う。友情を深めた２人は、やがて世界各地のミュータントを結

集。自分たちの特殊能力を平和のために使おうとするが・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：内田夕夜／三木眞一郎／安原義人 放送日 

7 139分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

Ｘ-ＭＥＮ：フューチャー＆パスト  放送日 

7・13・19・23 X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST 

監督：ブライアン・シンガー 

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

2014年 英語ほか 字幕 139分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

過去と未来、２つの時代を舞台にシリーズの人気キャラクターが世界の危機に立

ち向かうＳＦアクション・シリーズ５作目。 

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

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

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

ンチネル誕生を阻止させようとするが・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：山路和弘／内田夕夜／三木眞一郎 放送日 

19 139分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

Ｘ-ＭＥＮ：アポカリプス 放送日 

8・13・23 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ＳＦアクション・シリーズ６作目。若きＸ-

ＭＥＮが 古のミュータント、アポカリプスに挑む。  

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

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

は長い眠りから復活。堕落した人類に新たな秩序をもたらすため、マグニートーら

“黙示録の四騎士”を従えて世界の破壊に乗り出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネミー・ライン 放送日 

2・14・20 BEHIND ENEMY LINES 

監督：ジョン・ムーア 

出演：オーウェン・ウィルソン／ジーン・ハックマン／ガブリエル・マクト 

2001年 英語 字幕 113分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

米軍の偵察機が敵地のど真ん中に不時着！オーウェン・ウィルソンがパイロットを

演じ、敵地の中で執拗な追跡からサバイバルする戦争アクション。  

米海軍原子力空母ＵＳＳカール・ヴィンソン。偵察飛行ばかりで嫌気がさしたクリ

ス・バーネット大尉は辞表を提出、相棒と共に 後の偵察任務に出掛ける。２人は

ボスニア上空の非武装地域でセルビア部隊を発見。彼らを撮影したためにミサイ

ル攻撃に遭い、森の中に不時着してしまう。 

 

エネミー・ライン２ ―北朝鮮への潜入― 放送日 

3・14・20 BEHIND ENEMY LINESII: AXIS OF EVIL 

監督：ジェームズ・ドッドソン 

出演：ニコラス・ゴンザレス／ブルース・マッギル／ピーター・コヨーテ 

2006年 英語 字幕 103分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

敵地からの脱出を描く戦争アクション第２弾。核ミサイル破壊のため北朝鮮へ潜入

した米海兵隊員。現地に取り残された４人の兵士の運命は！？  

北朝鮮が秘密基地内に核ミサイルを保有しているという情報が米ホワイトハウス

に届く。その脅威を防ぐべく、米海軍のジェームス大尉率いる精鋭たちが基地の破

壊作戦に任命された。ところがミッション開始直後、作戦失敗の連絡が入り、４人

の兵士を敵地に残したまま海軍は撤退してしまう。 

 

エネミー・ライン３ 激戦コロンビア 放送日 

4・14・20 BEHIND ENEMY LINES:COLOMBIA 

監督：ティム・マシスン 

出演：ジョー・マンガニエロ／ミスター・ケネディ／シャノン・ロー 

2008年 英語 字幕 101分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

孤立無援の脱出を描くシリーズ第３弾。反政府ゲリラ軍の敵地に取り残された偵

察中の米海軍特殊部隊。彼らは人質を救出し脱出することができるのか！？  

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

偵察という危険任務に駆り出された米海軍特殊部隊。だが敵地に到達する頃、何

者かの奇襲に遭い２人が死亡、1人は人質に。残るチームのメンバーは犯人の汚

名を着せられ、敵地に取り残されてしまう。 

 

オペレーション・ダンケルク 放送日 

1・5・20 OPERATION DUNKIRK 

監督：ニック・ライオン 

出演：イファン・メレディス／キンバリー・ヒューズ／タイラー・コール 

2017年 英語 字幕 103分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

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

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

１９４０年。ドーバー海峡では英国軍による史上 大の救出作戦が行われ、プラマ

ー大佐率いる部隊もダンケルクからの撤退を余儀なくされていた。ナチスの包囲網

が迫る中、大佐からキャロウェイ中尉に指令が下る。それは、機密を抱えたドイツ

人科学者を救出し、基地まで連れてくることだった。 

か 
ガーディアンズ 放送日 

11・15・19・25 THE GUARDIANS 

監督：サリク・アンドレアシアン 

出演：アントン・パンプシニ／セバスチャン・シサク／サンザール・マディエフ 

2017年 ロシア語 字幕 97分 

ロシア 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

冷戦時代のソ連で遺伝子操作によって生み出された超人戦士たち。国を追われた

彼らが５０年の時を経て国家の危機に立ち上がる、ロシア製ヒーロー・アクション。  

遺伝子操作で超人戦士を生み出す計画が進行していた冷戦下のソ連。だが、科

学者クラトフの裏切りで研究所は爆破され、超人たちも姿を消した。５０年後、自ら

超人となったクラトフがロシア壊滅を画策。政府は、世を捨てて生きる４人の超人

たちを捜し出し、彼らに 後の希望を託すことに。 

 

監獄の首領 放送日 

2・5・15 THE PRISON 

監督：ナ・ヒョン 

出演：ハン・ソッキュ／キム・レウォン／チョン・ウンイン 

2017年 韓国語 字幕 133分 

韓国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

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

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

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

拠も痕跡も残らない完全犯罪を繰り返すイクホの一味たち。そんなある日、検挙率

１００％を誇った元刑事ユゴンが収監されてくる。 

 

きっと、うまくいく 放送日 

21 3 IDIOTS 

監督：ラージクマール・ヒラーニ 

出演：アーミル・カーン／Ｒ・マドハヴァン／シャルマン・ジョシ 

2009年 ヒンディー語 字幕 179分 

インド ステレオ カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

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

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

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

動物好きなファルハーン、なんでも神頼みの苦学生ラジュー。彼らは次々と珍騒動

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

ーを捜して、ファルハーンとラジューが旅に出る。 

【日本語吹替版】声の出演：平田広明／高木渉／川田紳司 放送日 

10 179分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 
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君の名前で僕を呼んで 放送日 

28・29 CALL ME BY YOUR NAME 

監督：ルカ・グァダニーノ 

出演：ティモシー・シャラメ／アーミー・ハマー／マイケル・スタールバーグ 

2017年 英語 字幕 149分 

イタリア＝フランス＝ブラジル＝アメリカ 5.1ch カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

脚本のジェームズ・アイヴォリーがアカデミー賞脚色賞を受賞。ティモシー・シャラメ

×アーミー・ハマーの共演で、美青年たちのひと夏の恋を描いたラブストーリー。  

１９８３年夏。両親と北イタリアの別荘で過ごしていた１７歳の少年エリオの元に、２

４歳の大学院生オリヴァーがやってくる。彼は、大学教授を務めるエリオの父親の

助手として、夏の間エリオの家族と共に暮らすことになっていた。 初は知的で自

信にあふれたオリヴァーに反発するエリオだったが・・・。 

 

キング・アーサー（2017年） 放送日 

13・24・28 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。 

【日本語吹替版】声の出演：土田大／桐本拓哉／行成とあ 放送日 

1 134分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

キングダム／見えざる敵 放送日 

8・19・27 THE KINGDOM 

監督：ピーター・バーグ 

出演：ジェイミー・フォックス／クリス・クーパー／ジェニファー・ガーナー 

2007年 英語 字幕 117分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ピーター・バーグ監督×ジェイミー・フォックス主演のサスペンス・アクション。サウ

ジアラビアに送り込まれたＦＢＩ捜査官チームの命懸けの捜査を描く。  

サウジアラビアの外国人居住区で自爆テロが発生し、ＦＢＩ捜査官を含む３００人以

上が犠牲となった。ＦＢＩ捜査官フルーリーは、首謀者がアルカイダと関係のあるア

ブ・ハムザと推察。外交的思惑が絡み合う中、５日間の期限付きで３人の仲間と共

に現地に乗り込み、捜査を開始する。 

 

グランド・マスター 放送日 

6・10・16・26 THE GRANDMASTER 

監督：ウォン・カーウァイ 

出演：トニー・レオン／チャン・ツィイー／チャン・チェン 

2013年 中国語 字幕 131分 

香港＝中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

に中国武術の宗師たちの闘いを描く伝記アクション。  

戦争の足音が迫る１９３０年代の中国。北の八卦掌の宗師ゴン・パオセンは、自ら

の地位と南北統一の使命を譲る後継者を探していた。候補は一番弟子のマーサ

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

だが、野望に目の眩んだマーサンがパオセンを殺害し・・・。 

 

グリズリー［ＨＤリマスター版］ 放送日 

12・17・28 GRIZZLY REMASTERED 

監督：ウィリアム・ガードラー 

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

1976年 英語 字幕 98分 

アメリカ モノラル カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

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

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

ジョージア州の国立公園。キャンプを楽しんでいた男女が巨大灰色熊グリズリーの

餌食となった！公園管理官のケリーは人肉の味を覚えた熊が次の人間を襲うと予

測し、森林関係のエキスパート、スコットと共に追跡作戦を開始。しかし、公園の閉

鎖が公園責任者に拒まれたことから、第二第三の犠牲者が出る。 

 

クロッシング（2009年） 放送日 

2・12・28 BROOKLYN'S FINEST 

監督：アントワーン・フークア 

出演：リチャード・ギア／イーサン・ホーク／ドン・チードル 

2009年 英語 字幕 140分 

アメリカ ステレオ カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

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

区で起きた殺人事件をきっかけに、３人の警官の運命が交錯する。  

ブルックリンの犯罪多発地域で警官による強盗事件が発生。激しい非難を浴びた

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

退職間近のベテラン警官エディ、家族想いの麻薬捜査官サル、潜入捜査官タン

ゴ、それぞれの心の闇を浮かび上がらせることに・・・。 

 

クロノス・コントロール 放送日 

22・27 SINGULARITY 

監督：ロバート・コウバ 

出演：ジュリアン・シャフナー／ジョン・キューザック／ジャニーヌ・ワッカー 

2017年 英語 字幕 100分 

アメリカ＝スイス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

戦争を撲滅するために開発されたロボット“クロノス”、その真の目的は人間の排

除だった！ジョン・キューザックが悪役を演じたＳＦアクション。  

２０２０年、巨大ロボット開発会社を率いるエライアスが、全戦争に終止符を打つ

“クロノス”を発表。だが、それは人類を排除する破壊兵器だった。９７年後、わず

かな生存者たちがロボットに脅えて暮らす中、アンドリューとカリアは人類が安全

に暮らせる場所“オーロラ”を探す旅に出る。 

 

ゲッタウェイ（1972年） 放送日 

1・9・24 THE GETAWAY 

監督：サム・ペキンパー 

出演：スティーヴ・マックィーン／アリ・マッグロー／ベン・ジョンソン 

1972年 英語 字幕 130分 

アメリカ モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

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

組織に追われる男と女の必死の逃亡を描くアクション。共演はＡ・マッグロー。  

銀行強盗の罪で服役していたドク・マッコイが出所した。彼は地方政界の実力者ベ

ニオンを相手どり、釈放と引き換えに町銀行を襲い、奪った金を保釈金代わりに払

うという取引をしていた。襲撃計画は成功したかに思えたが、ドクと妻キャロルは

奪った金とともに逃走する。 

 

 

 

 

 

コールド・スキン 放送日 

2・15・25 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・・・。 

さ 
西遊記～はじまりのはじまり～ 放送日 

4・16・23 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 

11 117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 

4・23 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 

11 116分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

サスペリア（1977年） 放送日 

9・20 SUSPIRIA 

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 

10 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・・・。 

 

ザ・ホスト 美しき侵略者 放送日 

6・11・22 THE HOST 

監督：アンドリュー・ニコル 

出演：シアーシャ・ローナン／ジェイク・アベル／マックス・アイアンズ 

2013年 英語 字幕 133分 

アメリカ ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

『トワイライト』のステファニー・メイヤー原作のＳＦドラマ。地球を侵略する知的生命

体と人間、身体の中に２つの心を宿したヒロインの運命を描く。  

知的生命体“ソウル”が地球へ来襲。ソウルは人類に寄生すると、その身体も意識

も乗っ取ってしまう。わずかに残された人間たちは、逃亡生活を送りながら逆襲の

機会を窺っていた。そんな中、メラニーもソウルに寄生されてしまうが、消えたはず

の人間としての意識や記憶が蘇り・・・。 

 

ザ・メイヤー 特別市民 放送日 

9・26 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。 

 

サリュート７ 放送日 

25・30 SALYUT-7 

監督：クリム・シペンコ 

出演：ウラジーミル・ヴィドヴィチェンコフ／パヴェル・デレヴィヤンコ／アレクサンドル・サモイレンコ 

2017年 ロシア語 字幕 126分 

ロシア 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

本国ロシアで大ヒットを記録した感動のＳＦドラマ。旧ソ連初の宇宙ステーション「サリ

ュート７号」の修復という一大ミッションにたった２人で向かった男たちの実話を描く。  

１９８５年。旧ソ連初の宇宙ステーション「サリュート７号」が呼びかけに応じず、操

縦もできない非常事態に。このままでは地球に墜落する恐れもあるため、熟練の

技師ヴィクトルと、既に退役していたパイロットのウラジーミルの２人がステーション

へと送り込まれ、決死のミッションに挑む。 

 

シグナル（2014年） 放送日 

1・24 THE SIGNAL 

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。 

 

灼熱の肌（2008年） 放送日 

12・26 MENTIRAS Y GORDAS 

監督：アルフォンソ・アルバセテ／ダビ・メンケス 

出演：アナ・デ・アルマス／マリオ・カサス／ヨン・ゴンサレス 

2008年 スペイン語 字幕 111分 

スペイン ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

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

に、享楽的な若者たちのひと夏のアバンチュールを描く。  

スペインのリゾート地アリカンテでひと夏を過ごす若者たち。カローラは親友の元

彼で女たらしのカルロスに恋をする。ゲイのトニーは女性にも手を出す恋人ニコに

嫉妬。レオという女性とレズビアンの快楽に溺れていくマリーナ。それぞれが現実

から逃れるために薬物や性行為に溺れていたが・・・。 

 

ＺＯＯＭＢＩＥ ズーンビ 放送日 

10・27 ZOOMBIES 

監督：グレン・ミラー 

出演：アンドリュー・アスパー／マーカス・アンダーソン／キム・ニールセン 

2016年 英語 字幕 95分 

アメリカ ステレオ カラー 

コメディ ワイド HD 

アニマル・ゾンビのテーマパークへようこそ！広大な自然の中の動物園を舞台に、

ゾンビ化した動物たちが人間に襲いかかるサバイバル・コメディ。  

エデン野生動物園は、広大な自然の中で動物の本来の姿を楽しめるテーマパー

ク。アプリで園内を歩き回る動物たちの居場所がわかるのも魅力的だ。しかし、一

般公開が近付いたある日、診療所で治療を受けていた猿が発作を起こして心停

止。そして突如、奇声をあげて蘇り、人間に襲いかかる！  

 

スナイパー／狙撃 放送日 

5・13・18・26 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。 

 

スペースウォーカー 放送日 

18・29 SPACEWALKER 

監督：ドミトリー・キセレフ 

出演：エフゲニー・ミローノフ／コンスタンチン・ハベンスキー／ヴラディミール・イリイン 

2017年 ロシア語 字幕 145分 

ロシア 5.1ch カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

人類初の宇宙遊泳を実現したソ連の宇宙飛行士アレクセイ・レオーノフ。実話を元

に、宇宙への夢を乗せて人類史の扉を開いた男たちを描く奇跡と感動のＳＦドラマ。  

ソ連と米国の宇宙開発競争が激化していた１９６０年代。軍用パイロットのパベル

とアレクセイは、度胸の良さを買われて宇宙飛行士にスカウトされる。しかし、訓練

中の不慮の事故でパベルは足を負傷。さらに無人機として打ち上げられた１号機

もトラブルに見舞われ失敗に終わってしまう。 

 

Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ. アンダーシージ  放送日 

12・24 S.W.A.T.: UNDER SIEGE 

監督：トニー・ジグリオ 

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

2017年 英語 字幕 96分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

警を舞台に、チーム決死の脱出作戦が始まる！  

独立記念日の朝。正体不明の密輸品を押収するため、閉鎖中の倉庫へと向かっ

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

れる謎の男を発見、署に連行する。だがスコーピオンがある秘密を握っていたこと

から、彼の命を狙う武装集団に署が包囲されてしまう。 

【日本語吹替版】声の出演：井上和彦／ちふゆ／乃村健次 放送日 

6・17 96分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

セルフレス／覚醒した記憶 放送日 

2・14・22 SELF/LESS 

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。 

 

戦狼 ウルフ・オブ・ウォー 放送日 

5・18・25 WOLF WARRIORS 2 

監督・出演：ウー・ジン 

出演：フランク・グリロ／セリーナ・ジェイド／ウー・ガン 

2017年 中国語 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の

続編。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。 

 

 



 3 

た 
ダ・ヴィンチ・コード 放送日 

7・8・12・28 THE DA VINCI CODE 

監督：ロン・ハワード 

出演：トム・ハンクス／オドレイ・トトゥ／ジャン・レノ 

2006年 英語ほか 字幕 156分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ダン・ブラウンの世界的ベストセラーをトム・ハンクス主演で映画化。ダ・ヴィンチの

名画に隠された暗号を、大学教授が解き明かす知的ミステリー。  

パリのルーヴル美術館で館長のソニエールが殺害された。遺体は奇妙な形で横

たわり、周りには不可解な暗号が。講演のためパリを訪れていたハーバード大学

教授のロバート・ラングドンは、仏司法警察のファーシュ警部に協力を依頼される

が、警部はラングドンを容疑者として疑っていた・・・。 

 

チャーリーズ・エンジェル 放送日 

3・9・16・28 CHARLIE'S ANGELS 

監督：マックＧ 

出演：キャメロン・ディアス／ドリュー・バリモア／ルーシー・リュー 

2000年 英語 字幕 106分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

美人探偵三人組が大活躍する、１９７０年台に人気を博したＴＶドラマの映画化。製

作・出演はＤ・バリモア。共演にＣ・ディアス、Ｌ・リュー。  

姿を現さない謎のボス、チャーリーから、ナタリー、ディラン、アレックスの“チャーリ

ーズ・エンジェル”に「誘拐されたノックス・テクノロジー社の創立者と完成間近の音

声識別ソフトを奪回せよ」という指令が出た。３人は、ノックスのライバルであるロジ

ャーに調査の的を絞り、接近する。 

 

チャーリーズ・エンジェル フルスロットル 放送日 

4・9・16・28 CHARLIE'S ANGELS: FULL THROTTLE 

監督：マックＧ 

出演：キャメロン・ディアス／ドリュー・バリモア／ルーシー・リュー 

2003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 

諜報スペシャリストの美女トリオが活躍する７０年代人気ドラマの映画化第２弾。悪

役にデミ・ムーアを迎え、Ｃ・ディアスらが演じるエンジェルたちは死闘を展開！  

３人のエンジェル、ナタリー、ディラン、アレックスは拉致された米警察機構の要人

を救出。だが犯人の狙いは政府が匿う対組織犯罪の 重要証人リストで、要人か

ら情報にアクセスできる指輪を奪っていた。捜査を進める３人は影の巨大な敵、元

エンジェルのマディソンに辿りつく。 

 

沈黙の鉄拳 放送日 

4・12・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！  

 

沈黙の復讐 放送日 

19・28 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 

5 104分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

デス・レース 放送日 

12・16・25・29 DEATH RACE 

監督：ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン 

出演：ジェイソン・ステイサム／ジョアン・アレン／イアン・マクシェーン 

2008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 

『デス・レース２０００』をリメイク、近未来の刑務所を舞台に改造車による命がけの

レースと陰謀を描くアクション。出演はジェイソン・ステイサム。  

２０１２年、孤島の刑務所ターミナル・アイランドではマシンガン搭載の改造車によ

る“デス・レース”を開催。ドライバーは囚人で、５勝すれば自由の身、負ければ轢

き殺されるのだ。元レーサーのエイムズは死んだ覆面レーサーのふりをして出場

することになる。 

 

デビルズ・ノット 放送日 

11・23 DEVIL'S KNOT 

監督：アトム・エゴヤン 

出演：コリン・ファース／リース・ウィザースプーン／デイン・デハーン 

2013年 英語 字幕 122分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

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

米国で起きた未解決猟奇殺人を映画化したミステリー。  

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

事件が発生した。パニックに陥る地元住人たち。報道が過熱する中、警察が犯人

と断定し逮捕したのは１６～１８歳の若者３人だった。だが事件の成り行きに不自

然さを覚えた私立探偵のロンは、独自調査を開始する。 

 

電撃脱走・地獄のターゲット 放送日 

8・24 SITTING TARGET 

監督：ダグラス・ヒコックス 

出演：オリヴァー・リード／ジル・セント・ジョン／イアン・マクシェーン 

1972年 英語 字幕 100分 

イギリス モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

妻の裏切りを知り、相棒と共に刑務所からの脱獄を図る男。復讐の鬼と化した中

年男の執念を、スタイリッシュな映像で描いた７０年代アクション。  

殺人罪で服役中のハリーは、５ヶ月ぶりに面会に来た妻パットから「これ以上待て

ない、別の男の子供を妊娠しているので別れて欲しい」と切り出されて逆上。仕切

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

は妻に復讐するため、相棒のバーディと共に脱獄を図る。 

 

 

 

天使と悪魔 放送日 

7・8・13・28 ANGELS & DEMONS 

監督：ロン・ハワード 

出演：トム・ハンクス／ユアン・マクレガー／アイェレット・ゾラー 

2009年 英語 字幕 146分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

トム・ハンクス主演、『ダ・ヴィンチ・コード』の続編となる歴史ミステリー。宗教象徴

学者ラングドンが、今回はヴァチカンで起きた恐るべき陰謀に挑む。  

ヴァチカンの新教皇選挙“コンクラーベ”を前に、有力候補である４人の枢機卿が

誘拐された。その陰には、かつてヴァチカンからの弾圧で消滅した秘密組織イルミ

ナティの復活があった。ヴァチカンからの使者の依頼を受けて、宗教象徴学者ロバ

ート・ラングドン教授はローマへと飛ぶ。 

 

トゥームインベイダー 放送日 

5・18・27 TOMB INVADER 

監督：ジェームス・トーマス 

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

2018年 英語 字幕 90分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

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

追って驚異の旅が展開するアクション・アドベンチャー。  

考古学者で冒険家のアリー・チャニングは、億万長者の古美術商パーカーの依頼

を受けて中国奥地に向かう。探すのは秦の始皇帝の墓に眠る“竜の心臓”。それ

は２０年前、アリーの母が発見寸前で命を落とした因縁深い秘宝だった。アリーは

母の日記を手掛かりに始皇帝地下墓地の深奥を目指すが・・・。 

 

逃走車 放送日 

8・25 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・・・。 

 

ドクター・エクソシスト 放送日 

9・29 INCARNATE 

監督：ブラッド・ペイトン 

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

2016年 英語 字幕 94分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

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

車椅子の科学者＝ 強エクソシストが、少年に憑依した宿敵の悪霊と対峙する。  

人間の潜在意識に科学的な手法で入り込み除霊を行うエクソシスト、セス・エンバ

ー。妻と娘を悪霊“マギー”に殺されたエンバーは、その悪霊への復讐だけを目的

に生きていた。ある日、彼の元に１１歳の少年の母親が助けを求めてやって来る。

少年には、彼が執念を燃やす宿敵“マギー”が取り憑いていた。 

 

トランス・ワールド 放送日 

4・11・16・22 ENTER NOWHERE 

監督：ジャック・ヘラー 

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

2011年 英語 字幕 97分 

アメリカ ステレオ カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

人里離れた森の中。出会うはずのない３人の運命が、時空を超えて交錯する。ア

カデミー賞受賞スタッフが手掛けたＳＦサスペンス。  

ドライブ中に夫と離れ、森の中のキャビンに迷い込んだサマンサ。彼女はそこで、

車のトラブルで立ち往生したトム、何故キャビンに辿り着いたのか分からない女性

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

れが認識している現在地や時代が全く異なることに気付く。 

な 
ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ！ 放送日 

9・18・26 RENEGADES 

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・・・。 

 

Ｎｅｃｅｓｓａｒｙ Ｅｖｉｌ／ＤＣスーパー・ヴィラン 放送日 

11・17・30 NECESSARY EVIL: SUPER-VILLAINS OF DC COMICS 

監督：スコット・ディヴァイン／Ｊ・Ｍ・ケニー 

出演：ニール・アダムズ／ギレルモ・デル・トロ／ザック・スナイダー 

2013年 英語 字幕 107分 

アメリカ ステレオ カラー 

ドキュメンタリー ワイド HD 

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

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

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

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

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

役”の歴史を紐解く。 

は 
パーティで女の子に話しかけるには  放送日 

8・13 HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES 

監督：ジョン・キャメロン・ミッチェル 

出演：エル・ファニング／アレックス・シャープ／ニコール・キッドマン 

2017年 英語 字幕 110分 

イギリス＝アメリカ 5.1ch カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

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

ンス。内気なパンク少年と異星人の美少女が恋の逃避行を繰り広げる。  

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

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

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

時間後には遠い惑星へと帰らねばならなかった・・・。 

 

 

 

 

ハード・ターゲット 放送日 

3・15 HARD TARGET 

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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：大塚明夫／坂口芳貞／金尾哲夫 放送日 

24 107分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ハーパー探偵シリーズ／新・動く標的 放送日 

10・20・29 THE DROWNING POOL 

監督：スチュアート・ローゼンバーグ 

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

1975年 英語 字幕 116分 

アメリカ モノラル カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

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

莫大な石油の権利を持つ老婦人の殺害事件に挑む。  

私立探偵ハーパーは、かつて束の間の情事を楽しんだ相手アイリスから高額報酬

の仕事を依頼される。彼女の義母オリビアは莫大な石油の権利を持つ大地主で、

アイリスは彼女を憎んでいた。アイリスの１６歳の娘も何か事情を知っているよう

だ。そんな中、オリビアが水死体で発見される。 

 

パーフェクト・ワールド 世界の謎を解け 放送日 

11 A ROUGH DRAFT 

監督：セルゲイ・モクリツキー 

出演：ニキータ・ヴォルコフ／オルガ・ボロフスカヤ／ユリア・ペレシド 

2018年 ロシア語 字幕 123分 

ロシア 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

『ナイト・ウォッチ』原作者のベストセラー小説を映画化したＳＦアクション・ファンタジ

ー。自身の存在が消滅した男が、壊れていく世界を救うため時空を駆け巡る！  

若さと才能に溢れ、完璧な人生を謳歌していたキリルは、ある日、誰も自分のこと

を知らないパラレルワールドへ迷い込んでしまう。そこで、あらゆる世界を繋ぐゲー

トキーパーとしてのミッションを課せられた彼は、世界の謎を解き明かしながら、元

の世界に戻ろうとする。 

 

バーフバリ 伝説誕生 放送日 

6・17 BAAHUBALI: THE BEGINNING 

監督：Ｓ・Ｓ・ラージャマウリ 

出演：プラバース／ラーナー・ダッグバーティ／タマンナー 

2015年 テルグ語 字幕 145分 

インド 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

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

赤ん坊の頃に滝で村人に拾われ、育てられたシヴドゥ。運命に導かれるように滝

の上の世界に辿りついた彼は、女戦士アヴァンティカと出会った。彼女たちと共

に、暴君バラーラデーヴァが統治する王国を救う戦いに身を投じたシヴドゥは、自

らがその国の王子バーフバリであることを知る。 

【日本語吹替版】声の出演：小山力也／山野井仁／佐藤利奈 放送日 

29 145分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

バーフバリ 王の凱旋 放送日 

6・17 BAAHUBALI 2: THE CONCLUSION 

監督：Ｓ・Ｓ・ラージャマウリ 

出演：プラバース／ラーナー・ダッグバーティ／アヌシュカ・シェッティ 

2017年 テルグ語 字幕 148分 

インド 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

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

自らが伝説の英雄バーフバリの息子だと知ったシヴドゥは、父の家臣カッタッパか

ら、裏切りによって王座を追われ命を絶たれた父の悲劇を聞かされる。自らの宿

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

べく暴君バラーラデーヴァに戦いを挑む！  

【日本語吹替版】声の出演：小山力也／山野井仁／喜多村英梨 放送日 

29 148分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

バイオハザードIV アフターライフ 放送日 

14・15・27 RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 

監督：ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン 

出演：ミラ・ジョヴォヴィッチ／アリ・ラーター／ウェントワース・ミラー 

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 

ミラ・ジョヴォヴィッチ主演の人気アクション第４弾。Ｔ－ウイルスによる人類アンデ

ッド化で、荒廃した地球。アリスたちは安息の地に辿り着けるのか？  

近未来の東京・渋谷からＴ－ウイルスの感染が始まる。アリスは自らのクローンと

ともに東京地下のアンブレラ本社を急襲するが、爆破の衝撃でクローンは全滅。ア

リスも超人的な能力を失ってしまう。その後、唯一の安息の地アルカディアの手が

かりを得たアリスはＬＡへ向かうが・・・。 

 

バイオハザードＶ リトリビューション  放送日 

14・15・27 RESIDENT EVIL: RETRIBUTION 

監督：ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン 

出演：ミラ・ジョヴォヴィッチ／ミシェル・ロドリゲス／ショーン・ロバーツ 

2012年 英語 字幕 103分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ミラ・ジョヴォヴィッチ主演の人気アクション・シリーズ第５弾。アンデッドとの闘いが

続く中、ヒロインの謎めいた過去や衝撃の新事実が明らかになる。  

アンブレラ社が開発したＴ－ウイルスが蔓延、地球人口の大多数はアンデッドへと

姿を変えた。人類 後の希望の星であるアリスは、アンブレラ社に囚われ、ある極

秘施設内で目を覚ます。彼女は脱出を試みるが、気付くと東京、ＮＹ、モスクワなど

壊滅したはずの都市に移動していて・・・。 

 

バイオハザード：ザ・ファイナル 放送日 

14・15・17・27 RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER 

監督：ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン 

出演：ミラ・ジョヴォヴィッチ／アリ・ラーター／ショーン・ロバーツ 

2016年 英語 字幕 114分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ミラ・ジョヴォヴィッチ主演のサバイバル・アクション完結編。世界崩壊の元凶である宿敵

アンブレラ社と 後の死闘を繰り広げ、アリスにまつわる秘密もついに明らかに！   

４８時間で人類は滅びる・・・。アンブレラ社が開発した人工知能レッドクイーンはア

リスにそう告げた。滅亡へのタイムリミットが迫る中、すべての始まりの地ラクーン

シティに向かったアリスは、世界をアンデッド化してきた宿敵アンブレラ社との 後

の戦いに身を投じる。 
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白衣に秘められた幻想 放送日 

12・26 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・・・。 

 

パターソン 放送日 

7・15・27 PATERSON 

監督：ジム・ジャームッシュ 

出演：アダム・ドライバー／ゴルシフテ・ファラハニ／永瀬正敏 

2016年 英語 字幕 125分 

アメリカ ステレオ カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

ジム・ジャームッシュ監督×アダム・ドライバー主演のヒューマン・ドラマ。街と同じ

名前を持つバス運転手の何気ない７日間を描く。 

ニュージャージー州パターソンで暮らすバス運転手、パターソンの１日は朝、隣に

眠る妻へのキスで始まる。いつものように乗務をこなし、心に浮かぶ詩をノートに

書きとめる。妻と夕食を取り、愛犬と夜の散歩へ。いつものバーで１杯だけ飲んで

帰宅する。それは一見、代わり映えのしない日常だが・・・。 

 

バックドラフト 放送日 

2・3・12・22 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・・・。 

 

バットマン 放送日 

22・30 BATMAN 

監督：ティム・バートン 

出演：マイケル・キートン／ジャック・ニコルソン／キム・ベイシンガー 

1989年 英語 字幕 134分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

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

化。出演はＭ・キートン、Ｊ・ニコルソンほか。  

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

女性報道カメラマンのヴィッキーは、パーティで出会った大富豪ブルースに魅かれ

る。一方、バットマンは化学工場を襲った男を退治するが、彼は廃液の毒で容貌が

一変。ジョーカーと名乗り、バットマンへの復讐に燃える。 

 

バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 放送日 

21・22・24・30 BATMAN v SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE 

監督：ザック・スナイダー 

出演：ベン・アフレック／ヘンリー・カヴィル／エイミー・アダムス 

2016年 英語 字幕 159分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

バットマンとスーパーマン、ＤＣコミックスが誇る二大ヒーローの対決を描いたＳＦア

クション。『マン・オブ・スティール』に続くＤＣエクステンデッド・ユニバース第２弾。  

メトロポリスでのゾッド将軍との死闘から２年。超人的な力で地球を救い続ける一

方で、街に甚大な被害を出すスーパーマンは、いつしか正義の味方から人類の脅

威となっていた。そんな中、闇夜で正義を果たしてきたバットマンが、戦いの表舞

台に立つことになる。 

 

ハンバーガー・ヒル 放送日 

4・9・20 HAMBURGER HILL 

監督：ジョン・アーヴィン 

出演：アンソニー・バリル／マイケル・ボートマン／ドン・チードル 

1987年 英語 字幕 117分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

極限下の戦場をリアルに捉えたベトナム戦争映画の傑作。“ハンバーガー・ヒル”と

呼ばれた高地で、凄惨な戦いを強いられた兵士たちの姿を描く。 

１９６９年、アメリカ第１０１空挺師団第３部隊の２０歳そこそこの若者たちが、連日

熾烈な戦闘を続ける南ベトナムのエイショウ・バレー９３７高地。そこは激しい銃弾

が近付く者を簡単に挽肉にしてしまうことから“ハンバーガー・ヒル"と呼ばれてい

た。彼らの死闘は１０日間にも及び…。 

 

ピエロがお前を嘲笑う 放送日 

6・25 WHO AM I - KEIN SYSTEM IST SICHER 

監督：バラン・ボー・オダー 

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

2014年 ドイツ語 字幕 114分 

ドイツ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

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

ー。警察に出頭した天才ハッカーの自白に翻弄される捜査の行方を描く。  

世界を震撼させた天才ハッカー、ベンヤミンが警察に出頭してきた。その自白によ

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

当たり次第のハッキングで注目を集めるが、ある日、彼の不用意なハッキングがき

っかけで殺人事件が起きてしまう。 

 

ビッグゲーム 大統領と少年ハンター 放送日 

2・11・15・21 BIG GAME 

監督：ヤルマリ・ヘランダー 

出演：サミュエル・Ｌ・ジャクソン／オンニ・トンミラ／レイ・スティーヴンソン 

2014年 英語 字幕 98分 

フィンランド＝イギリス＝ドイツ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

サミュエル・Ｌ・ジャクソンが絶体絶命の米国大統領を熱演。大自然を舞台にした極

限バトルと、大統領と少年の友情を描くサバイバル・アクション。  

テロリストのミサイル攻撃を受け、フィンランド北部の山奥に墜落したエアフォース

ワン。米国大統領は一命を取り留めるが、テログループは彼を捕獲しようと“地上

大の狩り”を開始する。孤立無援の大統領に救いの手を差し伸べたのは、シカ

狩りをしていた１３歳の少年ハンターだった。 

 

 

 

 

 

 

 

ビッグ・バグズ・パニック 放送日 

4 INFESTATION 

監督：カイル・ランキン 

出演：クリス・マークエット／ブルック・ネヴィン／レイ・ワイズ 

2009年 英語 字幕 99分 

アメリカ ステレオ カラー 

コメディ ワイド HD 

巨大昆虫に支配された世界で、生存者たちの闘いをコメディ・タッチで描いたパニ

ック・アクション。  

何の取り柄もない男クーパーは、コネで就職した会社からもクビ通告。その瞬間、

彼はひどい耳鳴りを感じ、意識を失う。目を覚ますと、そこは巨大昆虫に支配され

た世界だった。合流した生存者たちとサバイバルを繰り広げる中、クーパーは共に

行動するサラに心を奪われ・・・。 

 

否定と肯定 放送日 

2・10・21 DENIAL 

監督：ミック・ジャクソン 

出演：レイチェル・ワイズ／トム・ウィルキンソン／ティモシー・スポール 

2016年 英語 字幕 117分 

イギリス＝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 

ナチスによる大量虐殺は真実か？虚構か？アカデミー賞女優のレイチェル・ワイ

ズが主演。実話を元に、ホロコーストの真実を巡る裁判を描く法廷ドラマ。  

ユダヤ人の女性歴史学者リップシュタットが、「ナチスによる大量虐殺はなかった」

と主張する英国の歴史家アーヴィングを批判し、名誉毀損で訴えられた。英国の

司法制度では、訴えられた側に立証責任がある。彼女のために英国人による大弁

護士団が組織され、真実の追及が始まった！  

 

ピンクの豹 放送日 

16・26 THE PINK PANTHER 

監督：ブレイク・エドワーズ 

出演：デヴィッド・ニーヴン／ピーター・セラーズ／ロバート・ワグナー 

1963年 英語 字幕 123分 

アメリカ モノラル カラー 

コメディ ワイド HD 

ピーター・セラーズ主演のコメディ『ピンク・パンサー』第１作。ズッコケ警部クルーゾ

ーがヨーロッパ中を混乱に巻き込みながら怪盗ファントムを追う！  

世界中の宝石泥棒が狙う巨大ダイヤモンド“ピンク・パンサー”の持ち主は、ヨーロ

ッパの美しいプリンセス。昨今、各都市を騒がせる怪盗ファントムもこの宝石を狙っ

ていることが分かり、クルーゾー警部はファントムの追跡を命じられる。だが、行く

先々でドジを踏み・・・。 

【1973年制作 地上波吹替版】声の出演：中村正／大塚周夫／広川太一郎 放送日 

8 105分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

 

ファースト・ミッション 放送日 

2・10 HEART OF DRAGON 

監督・出演：サモ・ハン・キンポー 

出演：ジャッキー・チェン／ウォン・カム・サン／エミリー・チュウ 

1985年 広東語 字幕 106分 

香港 モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

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

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

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

ばかりの毎日だが、２人は人一倍仲が良かった。弟のヤンは生活を支えるため特

殊警察の刑事になり巨大密輸シンジケートの捜査にあたるが、ひょんなことからタ

クが組織の人質となってしまう。 

【日本語吹替版】声の出演：水島裕／石丸博也／鶴ひろみ 放送日 

16 106分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

 

ファイナル・オプション 放送日 

1・7・18 THE FINAL OPTION 

監督：イアン・シャープ 

出演：ルイス・コリンズ／ジュディ・デイヴィス／リチャード・ウィドマーク 

1982年 英語 字幕 133分 

イギリス＝スイス モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

ＳＡＳ、突入せよ！１９８０年の駐英イラン大使館占拠事件を基に、英陸軍特殊部

隊ＳＡＳの実態を描くハードボイルド・アクション。  

反核団体“人民の会”の一部過激派によるテロ計画を察知した英国治安当局。ＳＡ

Ｓのスケルン大尉が過激派リーダーのフランキーに接近し、標的が要人の集まる

米国大使公邸だと判明した。だが、すでに公邸を占拠したフランキーたちは、人質

を盾にスコットランド軍事基地への核ミサイル発射を要求する。 

 

フェイス／オフ 放送日 

14 FACE/OFF 

監督：ジョン・ウー 

出演：ジョン・トラヴォルタ／ニコラス・ケイジ／ジョアン・アレン 

1997年 英語 字幕 146分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

ン大作。出演はジョン・トラヴォルタ、ニコラス・ケイジ。  

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

彼はＬＡのどこかに細菌爆弾を仕掛けていた。ショーンは爆弾の場所を探るため、

キャスターの顔を移植して彼になりすます極秘任務に就くが、奇跡的に目を覚まし

たキャスターがショーンの顔を自分に移植し・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：神谷明／大塚明夫／一柳みる 放送日 

27 146分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

フューリアス 双剣の戦士 放送日 

6・19 FURIOUS 

監督：イヴァン・シャーコヴェツキー 

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

2017年 ロシア語 字幕 125分 

ロシア 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

世界を征圧していたモンゴル帝国軍にたった１人で立ち向かった戦士。ロシア史に

伝わる“伝説の戦い”を映画化したソード・アクション。  

１３世紀半ば、暴君として知られる総司令官バトゥ率いるモンゴル帝国軍は、幾つ

もの公国に分かれたロシアへも支配を広げていた。ほとんどの公国がその力に屈

する中、リャザン公国の大公は降伏を拒否。彼の土地を守る 強戦士コロヴラート

は、１５万人のモンゴル大軍隊にたった１人で立ち向かう。 

 

フライト・リミット 放送日 

1・11・16 BEAST OF BURDEN 

監督：イェスペル・ガンスラント 

出演：ダニエル・ラドクリフ／パブロ・シュレイバー／グレイス・ガマー 

2018年 英語 字幕 97分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

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

ッションに挑む男の姿を描くサスペンス・アクション。  

麻薬密売組織からコカイン密輸の仕事を請け負う元空軍パイロットのショーン。同

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

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

続けるショーンは、やがて大きな選択を迫られる。 

ブリッツ 放送日 

6・16・29 BLITZ 

監督：エリオット・レスター 

出演：ジェイソン・ステイサム／パディ・コンシダイン／エイダン・ギレン 

2011年 英語 字幕 105分 

イギリス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

協知らずの刑事が、警官を狙った連続殺人事件を追う！  

ロンドン市警の刑事ブラントはその情熱と正義感ゆえに、犯罪者に対してやり過ぎ

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

の横暴な振る舞いを追う新聞記者ダンロップは、ワイスという男から情報提供の電

話を受ける。だが、その男こそが殺人鬼だと判明し・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：山路和弘／家中宏／檀臣幸 放送日 

21 105分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ブリット 放送日 

3・13・24 BULLITT 

監督：ピーター・イエーツ 

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

1968年 英語 字幕 121分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

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

が、殺し屋を追って壮絶なカーチェイスを繰り広げる！  

マフィア組織を裏切ったロスを政治的に利用しようとするチャルマース上院議員

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

何者かに殺され、チャルマースの行動に疑問を抱いたブリットは独自捜査を開始。

ロスが生きているように見せかけて犯人をおびき出す。 

 

ブレードランナー ２０４９ 放送日 

1・3・12・23 BLADE RUNNER 2049 

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。 

 

ブロンコ・ビリー 放送日 

6・17 BRONCO BILLY 

監督・出演：クリント・イーストウッド 

出演：ソンドラ・ロック／ジェフリー・ルイス／スキャットマン・クロザース 

1980年 英語 字幕 124分 

アメリカ ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

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

手から逃げてきた資産家令嬢が紛れ込み、大騒動を巻き起こす！  

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

ビリー。６人の団員と全米各地を巡業する彼は、ある日、イヤな結婚相手に身の回

りの物を持ち逃げされた女性リリーを助ける。一座に加わった彼女は、粗野だが正

直なビリーに次第に魅かれてゆくが・・・。 

 

フロンティア（2017年） 放送日 

18 FRONTIER 

監督：ドミトリー・チューリン 

出演：パヴェル・プリルチニー／クリスティーナ・ブロスカヤ／アレクサンドル・コルシュノフ 

2017年 ロシア語 字幕 107分 

ロシア ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

非情で傲慢な若きエリートビジネスマンが、第二次世界大戦下にタイムトリップ！

時空を超えた主人公の宿命を描く、ロシア製ファンタジー戦争アクション。  

都市開発に携わるビジネスマンのミハイル。ある日、工事予定地で第二次大戦時

の塹壕が発見される。研究者たちから工事中止を要請されたミハイルだったが、

工期の遅れが気にかかり首を縦に振ろうとしない。そんな折、突然塹壕跡が崩落。

ミハイルは第二次大戦中の１９４２年にタイムトリップしてしまう。 

ま 
ＭＡＳＴＥＲ／マスター 放送日 

24 MASTER 

監督：チョ・ウィソク 

出演：イ・ビョンホン／カン・ドンウォン／キム・ウビン 

2016年 韓国語 字幕 150分 

韓国 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

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

事件をモチーフに、壮大な心理戦とスタイリッシュなアクションが展開される。  

カリスマ的なテクニックで市民から多額の資金を巻き上げた金融投資会社のチン

会長が、大金と共に忽然と姿を消した。警察の知能犯罪捜査官キムは、チンの部

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

の死体が外国で発見されたとの報道が・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：阪口周平／野島裕史／鈴木達央 放送日 

9 150分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

  

マッツ・ミケルセンのメン＆チキン 放送日 

13・18 MEN & CHICKEN 

監督：アナス・トマス・イェンセン 

出演：マッツ・ミケルセン／デヴィッド・デンシック／ニコライ・リー・コス 

2015年 デンマーク語 字幕 111分 

デンマーク 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

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

揃いの男たちが巻き起こす奇想天外なルーツ探しを描く。  

冴えない大学教授のガブリエルと、女とトリビアにしか興味がないエリアスの兄

弟。亡父が自分たちの生物学的な父親ではなく、それぞれ母親も違うと知った２人

は、本当の父親に会いに行く。だが辿り着いたのは家畜が放し飼いにされた寂れ

た屋敷。そこにはさらに３人の異母兄弟が暮らしていた。 

 

真昼の死闘 放送日 

4・21 TWO MULES FOR SISTER SARA 

監督：ドン・シーゲル 

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

1970年 英語 字幕 121分 

アメリカ モノラル カラー 

ウエスタン ワイド HD 

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

ル、出演はＣ・イーストウッド、Ｓ・マクレーン。  

メキシコ北部の荒地。流れ者のホーガンは３人の男に暴行されかけていた尼僧サ

ラを助ける。メキシコの革命ゲリラに雇われ、チワワのフランス警備隊を撃滅する

作戦に加勢するというホーガンに、自分はチワワ出身だと答えるサラ。２人は一緒

に旅をしながら、報奨金目当ての戦いに手を組んで活躍する。 
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マン・オブ・スティール 放送日 

21・30 MAN OF STEEL 

監督：ザック・スナイダー 

出演：ヘンリー・カヴィル／エイミー・アダムス／マイケル・シャノン 

2013年 英語 字幕 150分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

アメコミ原作のＳＦアクションをザック・スナイダー監督×クリストファー・ノーラン製

作・原案で再始動。スーパーマンの苦悩と誕生秘話を描く。  

マーサとジョナサン夫婦に育てられたクラーク・ケント。実はクラークはクリプトン星

に生まれ、星の滅亡を予測したジョー＝エルによって地球に送られた彼の息子だ

った。幼い頃より周囲とは違う特殊能力を持っていることに苦悩していた彼は、や

がて地球を守るという自らの使命に気付く。 

 

マンハッタン無宿 放送日 

3・9 COOGAN'S BLUFF 

監督：ドン・シーゲル 

出演：クリント・イーストウッド／リー・Ｊ・コッブ／スーザン・クラーク 

1968年 英語 字幕 102分 

アメリカ モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

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

事アクション。共演は『エクソシスト』のリー・Ｊ・コッブ。  

アリゾナ州の保安官補クーガンは逮捕された凶悪犯をアリゾナまで護送する仕事

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

ガンは、悪党一味の罠にかかりリンガーマンを逃がしてしまう。彼は警察官を解雇

され、一市民として犯人を追うが・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：山田康雄／大平透／藤田淑子 放送日 

26 102分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

 

ミスター・ノーボディ 放送日 

5・10・27 MY NAME IS NOBODY 

監督：トニーノ・ヴァレリ 

出演：ヘンリー・フォンダ／テレンス・ヒル／レオ・ゴードン 

1973年 英語 字幕 124分 

イタリア＝フランス＝西ドイツ＝アメリカ モノラル カラー 

ウエスタン ワイド HD 

巨匠セルジオ・レオーネが原案、ヘンリー・フォンダが主演を務めた西部劇コメデ

ィ。伝説のガンマンと１５０人の無法者集団の世紀の大決闘を描く。  

早撃ちで西部にその名を轟かせた初老のガンマン、ジャック・ボーレガードは、ヨー

ロッパで静かに余生を過ごそうと考えていた。そんなジャックの前に“ノーボディ”と

名乗る風来坊が現れる。彼は、引退の花道として１５０人の無法者集団ワイルド・

バンチと対決するようジャックを唆す。 

 

メッセージ（2016年） 放送日 

8・17 ARRIVAL 

監督：ドゥニ・ヴィルヌーヴ 

出演：エイミー・アダムス／ジェレミー・レナー／フォレスト・ウィテカー 

2016年 英語 字幕 124分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

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

意思の疎通を図ろうとする言語学者の姿と、“彼ら”からのメッセージを描く。  

ある日、地球各地に巨大宇宙船が出現。謎の知的生命体と意思の疎通を図るべ

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

のか？ルイーズは物理学者のイアンと共に、宇宙船から発せられる音や波動を調

べ、そのメッセージを探っていく。 

 

モーリス ４Ｋ 放送日 

29 MAURICE 4K 

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 放送日 

3 148分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

や 
野獣暁に死す 放送日 

1・9・17 OGGI A ME, DOMANI A TE! 

監督：トニーノ・チェルヴィ 

出演：モンゴメリー・フォード／仲代達矢／バッド・スペンサー 

1968年 イタリア語 字幕 102分 

イタリア ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

鬼才ダリオ・アルジェント脚本、日本が誇る名優・仲代達矢が悪役に挑んだマカロ

ニ・ウエスタン。殺人の濡れ衣を着せられた男の復讐劇を描く。  

模範囚として釈放されたビル・カイオワは、恋人を殺して自分に無実の罪を着せた

仇、エル・フェゴーを捜す旅に出る。ビルの幼馴染みだったフェゴーは、今では残

虐非道な強盗団のボス。ビルは強盗団と対決するため、銃の名手ミルトンら、名う

ての男４人を雇い、フェゴーの手下を次々と倒していく。 

 

山猫は眠らない７ 狙撃手の血統 放送日 

14・20・26・30 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 101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・・・。 

 

愉楽への手ほどき 放送日 

5・19 TEMPTING DEVILS 

監督：ジャン＝クロード・ブリソー 

出演：ファビエンヌ・バーブ／イザベル・プリム／アンナ・シガレヴィッチ 

2018年 フランス語 字幕 105分 

フランス 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

思いがけない性の手ほどきが、快楽への扉を開く。『白い婚礼』の異才ジャン＝ク

ロード・ブリソー監督が熟年の性を綴った官能ドラマ。  

美しい４０歳の女性カミーユは、拾った携帯電話の持ち主と会う約束を取りつけ

る。ふと誤って携帯電話の動画データを開くと、そこには若い女性が自身の身体を

弄ぶ様子が録画されていた。その性の奔放さに魅了されたカミーユは、電話の持

ち主であるスージーと身体を重ね合わせる関係になっていく。 

ら 
ライフ 放送日 

3・16 LIFE 

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。 

 

ルドラマデーヴィ 宿命の女王 放送日 

7・19・26 RUDRAMADEVI 

監督：グナシェーカル 

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

2015年 タミル語 字幕 164分 

インド 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

隣国の王子をラーナー・ダッグバーティが演じる歴史スペクタクル。  

中世インドのカーカティーヤ朝。新たな世継ぎとして男児の誕生が待ち望まれる

中、王家に生まれたのは女児であった。政情が不安定な中、王女は男として育て

られることになり、国王の座をつけ狙う王族や隣国からの脅威に立ち向かうべく

“王子”として勇ましく成長していく。 

 

レオン 完全版 放送日 

4・20 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加えた完全版。  

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。 

【日本語吹替版】声の出演：大塚明夫／宇山玲加／山寺宏一 放送日 

15・24 140分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

レゴバットマン ザ・ムービー 放送日 

13・22・30 THE LEGO BATMAN MOVIE 

監督：クリス・マッケイ 

声の出演：ウィル・アーネット／ザック・ガリフィアナキス／マイケル・セラ 

2017年 英語 字幕 112分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アニメーション(海外) ワイド HD 

ヒーローも悪者もレゴ（Ｒ）の世界で大暴れ！『ＬＥＧＯ(Ｒ)ムービー』のスタッフが再

集結して贈る、ブロック玩具でバットマンの世界を描いたＣＧアニメーション。  

大都市ゴッサムシティで町を守り続けるみんなのヒーロー、バットマン。だが、元気

過ぎる新入り少年ロビンのおかげで、彼のペースはガタガタに。さらに世界征服を

目論むジョーカーが悪の軍団を目覚めさせてしまう。果たしてバットマンは、個性豊

かな他のヒーローと協力し、世界を救うことができるのか？  

わ 
ワールド・オブ・ライズ 放送日 

6 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・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外ドラマ 

タンク・ソルジャーズ ～史上 大の戦車戦に挑んだ兵士たち～ 
HEAVY ARMOR 

【日本初放送！】第二次大戦下のロシアを舞台に、史上 大の戦車戦“クルスクの

戦い”に翻弄される若者たちを描く戦争ドラマシリーズ、全8話。 

監督：ユーリー・レイゼロフ 

出演：コンスタンチン・ベロシャプカ／ダリア・メリニコワ／アンゲリーナ・ストレーチナ 

2019年 ロシア語 字幕 60分 

ロシア ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

 

第１話 若者たち  放送日：1・15・18 

１９４２年、ロシア南西部の都市サラトフ。兵学校の学生ワシリーは、医学生のマリ

アと夜にデートの約束をする。だが行き違いから会うことが出来ず、マリアは夜の

街に取り残されてしまう。待ちぼうけをくらったマリアは、通りがかった空軍大尉の

ドミトリーと出会う。 

 

第２話 それぞれの戦場  放送日：15・18 

マリアと交際を開始したドミトリーは彼女に求婚。マリアは親友の説得もあり、結婚

を承諾する。披露宴の翌日、ドミトリーは前線へ。マリアも夫の赴任先から遠くない

病院に着任するが、そこへ独軍の戦闘機が飛来し・・・。一方、ワシリーはマリアが

結婚したことを知って衝撃を受ける。 

 

第３話 運命の糸  放送日：22・25 

ワシリーの乗った戦車が被弾し、怪我を負った彼はマリアの働く病院に運び込ま

れる。やっと話す機会を持てた２人だったが、夫ドミトリーの子を妊娠しているマリ

アは、「ワシリーとは一緒になれない」と告げる。だが、戦地にいるドミトリーからマ

リアへの連絡はないままだった。 

 

第４話 激戦  放送日：22・25 

戦車による危険な偵察任務に志願したワシリー。前線の向こう側にある目的地に

向け進撃を開始するが、朝靄が明けると目の前に独軍の戦車部隊が展開してい

た。混乱した戦場でワシリーは仲間を失い、退却を余儀なくされる。一方、マリアの

病院も空爆を受け、破壊されてしまう。 

 

第５話 撤退  放送日：29 

空爆に遭ったマリアは医師のコースチャに助けられ、２人はさらに後方に設置され

る新しい病院に移ることに。コースチャはマリアに愛を告白する。一方、戦車と仲

間を失い、徒歩で部隊と合流しようとするワシリーと操縦士のナタリア。２人だけで

行動するうちに、彼らは親密になっていく。 

 

第６話 反攻  放送日：29 

サラトフに戻ったマリアは、亡きドミトリーとの間にできた女児を出産。だが、まるで

夫のようにふるまうコースチャには嫌気がさしていた。ワシリーはマリアからの手

紙を受け取るが・・・。一方、部隊では独軍が新たに投入した新型戦車ティーガー

に大きな懸念を持っていた。 
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情報番組 

オンデマンドでみよう！9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・10・13・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 ＃66 

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：2・8・9・11・15・20 

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 9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：6 

30分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：山神アリシア 

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：5・25 

60分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：小堺一機／船越英一郎 

小堺一機のエイガタリ＃２ ゲスト：清水ミチコ 

ムービープラス開局３０周年を記念した、特別企画第２弾。今回も小堺一機とスペ

シャルゲストの映画語りが止まらない！ 

■ 放送日：28 

60分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：小堺一機／清水ミチコ 

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：2 

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：3 

30分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

特番『ロケットマン』 

鳴り止まない歓声！カンヌ映画祭で大きな話題を呼んだ、エルトン・ジョンの半生

を映画化したミュージック・エンターテイメント超大作『ロケットマン』を徹底紹介！ 

社会現象を巻き起こした『ボヘミアン・ラプソディ』に次ぐ大注目の音楽映画、歴代

で も売れたソロ・アーティスト、 ＜エルトン・ジョン＞の波乱の人生を描いた話題

作がついにこの夏日本で公開。 新情報や貴重な映像盛りだくさんで、８月２３日

（金）公開の映画『ロケットマン』の魅力に迫ります。 

■ 放送日：4 

30分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

ロシア版 戦争大河ドラマ「タンク・ソルジャーズ」見どころ（１）～（３） 

人気アニメ「ガールズ＆パンツァー」クラーラ役でお馴染みのロシア人声優・ジェー

ニャと、「月刊軍事研究」編集部の軍事アナリスト・大久保義信が、日本初上陸と

なるロシアの戦争大河ドラマ「タンク・ソルジャーズ ～史上 大の戦車戦に挑ん

だ兵士たち～」の見どころを楽しく紹介。ドラマが始まる直前に放送するミニ番組で

す。 

■ 放送日：（１）1・15・18 （２）22・25 （３）29 

5分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：ジェーニャ（声優）／大久保義信（軍事アナリスト） 

レギュラー枠 

YKK AP ムービープラス・プレミア 

インフェルノ（2016年） 

君の名前で僕を呼んで 

バイオハザード：ザ・ファイナル 

バットマン vs スーパーマン 

ジャスティスの誕生 

木曜アクション 

エア・ストライク 

キングダム／見えざる敵 

デス・レース 

山猫は眠らない７ 狙撃手の血統 

日曜吹替シアター 

エイリアン：コヴェナント 

【日本語吹替版】 

キング・アーサー（2017年） 

【日本語吹替版】 

バーフバリ 伝説誕生【日本語吹替版】 

バーフバリ 王の凱旋【日本語吹替版】 

ピンクの豹 

【1973年制作 地上波吹替版】 

レオン 完全版【日本語吹替版】 

プライベート・シアター 

いい匂いのする女 

灼熱の肌（2008年） 

白衣に秘められた幻想 

愉楽への手ほどき 

アサイラム・アワー 

エアポート２０１８  

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 ＳＦファンタジー 

エイリアン［４Ｋ］ 

エイリアン：コヴェナント 

【日本語吹替版】 

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］ 

Ｘ-ＭＥＮ： 

ファースト・ジェネレーション 

Ｘ-ＭＥＮ：フューチャー＆パスト 

Ｘ-ＭＥＮ：アポカリプス 

クロノス・コントロール 

西遊記～はじまりのはじまり～ 

西遊記２～妖怪の逆襲～ 

セルフレス／覚醒した記憶 

ザ・ホスト 美しき侵略者 

ブレードランナー ２０４９ 

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 

ダ・ヴィンチ・コード 

天使と悪魔 

インフェルノ（2016年） 

バイオハザードIV アフターライフ 

バイオハザードＶ リトリビューション 

バイオハザード：ザ・ファイナル 

バットマン 

バットマン vs スーパーマン 

ジャスティスの誕生 

マン・オブ・スティール 

レゴバットマン ザ・ムービー 

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 

ピンクの豹【1973年制作 地上波吹替版】  

特集：バットマン誕生８０周年 

バットマン 

バットマン vs スーパーマン 

ジャスティスの誕生 

レゴバットマン ザ・ムービー 

特集：命がけの戦闘 

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 

エア・ストライク 

戦狼 ウルフ・オブ・ウォー 

バーフバリ 伝説誕生 

バーフバリ 王の凱旋 

フューリアス 双剣の戦士 

特集：ジェームズ・アイヴォリー 

君の名前で僕を呼んで モーリス ４Ｋ 

特集：ハンス・ジマー 

ダ・ヴィンチ・コード 

バックドラフト 

ブレードランナー ２０４９ 

  

特集：ロシア映画＆ドラマ 

①ロシア製VFX  

ウィザード・バトル  

氷の魔術師と炎の怪物 

ガーディアンズ 

サリュート７ 

スペースウォーカー 

パーフェクト・ワールド 

世界の謎を解け 

フロンティア（2017年） 

②ロシア製ドラマ  

タンク・ソルジャーズ ～史上 大の戦車戦に挑んだ兵士たち～ ＃１～６ 

今月の日本語吹替作品       ※は地上波吹替版 

エイリアン：コヴェナント 

Ｘ-ＭＥＮ：ファースト・ジェネレーション 

Ｘ-ＭＥＮ：フューチャー＆パスト 

きっと、うまくいく 

キング・アーサー（2017年） 

西遊記～はじまりのはじまり～ 

西遊記２～妖怪の逆襲～ 

Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ. アンダーシージ 

沈黙の復讐 

ハード・ターゲット 

バーフバリ 伝説誕生 

バーフバリ 王の凱旋 

ピンクの豹 ※ 

ファースト・ミッション 

フェイス／オフ 

ブリッツ 

ＭＡＳＴＥＲ／マスター 

マンハッタン無宿 

モーリス ４Ｋ 

レオン 完全版  

 


