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アトミック・ブロンド 放送日 

5・22・28 ATOMIC BLONDE 

監督：デヴィッド・リーチ 

出演：シャーリーズ・セロン／ジェームズ・マカヴォイ／ジョン・グッドマン 
2017年 英語 字幕 122分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

ルリンを舞台に、ＭＩ６×ＣＩＡ×ＫＧＢの各国諜報機関による三つ巴の争いを描く。 
１９８９年、東西冷戦末期のベルリン。世界を揺るがす極秘情報を記録したリストが

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

を命じる。しかし、リストを追って各国のスパイがベルリンに集結。争奪戦が熾烈を
極めていく中、ＭＩ６の内部に裏切り者の影が・・・。 

 

アフターマス 放送日 

7・23 AFTERMATH 

監督：エリオット・レスター 

出演：アーノルド・シュワルツェネッガー／スクート・マクネイリー／マギー・グレイス 
2016年 英語 字幕 101分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

実際の出来事を題材にしたヒューマン・ドラマ。飛行機の衝突事故で妻と娘を亡く

し、失意の中でその真相を追う男をアーノルド・シュワルツェネッガーが演じる。 
オハイオ州、コロンバス。工事現場で働くローマン・メルニックは、最愛の妻と娘が

乗った航空機が衝突事故を起こしたという衝撃の事実を知らされる。生存者のな
い事故現場を訪れ、悲しみに暮れるローマン。その後、責任の所在を追及していく

中で、１人の航空管制官が事故に関わっていたことを知る。 

【日本語吹替版】声の出演：玄田哲章／北島善紀／井上カオリ 放送日 

16・28 101分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

アリスのままで 放送日 

10・14・25・30 STILL ALICE 

監督：リチャード・グラツァー／ウォッシュ・ウェストモアランド 

出演：ジュリアン・ムーア／クリステン・スチュワート／アレック・ボールドウィン 
2014年 英語 字幕 109分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ジュリアン・ムーアがアカデミー賞主演女優賞を受賞。若年性アルツハイマー病と

闘う女性の葛藤や、家族との絆を描いたヒューマン・ドラマ。 
５０歳のアリスは高名な言語学者。教授を務めるＮＹのコロンビア大学では学生か

ら絶大な人気を集める一方、プライベートでは夫と３人の子供に恵まれて、公私共

に円熟期を迎えていた。だが物忘れが顕著に現れるようになり、病院で検査を受
けた彼女は“若年性アルツハイマー病”と宣告される。 

 

アレキサンダー 放送日 

7・12・26 ALEXANDER 

監督：オリヴァー・ストーン 

出演：コリン・ファレル／アンジェリーナ・ジョリー／アンソニー・ホプキンス 
2004年 英語 字幕 183分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

を統一したマケドニア王、アレキサンダーの生涯を描く壮大な歴史スペクタクル。 
紀元前３５６年、マケドニア王フィリッポスと妻オリンピアスとの間にアレキサンダー

が誕生する。だが息子を王にすることだけに情熱を燃やす母は父と絶えず争い、
彼は仲間との友情に心の平穏を見出していた。やがてフィリッポスが暗殺され、２

０歳のアレキサンダーが王位に就く。 

【日本語吹替版】声の出演：浪川大輔／塩田朋子／稲垣隆史 放送日 

18・29 183分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

暗殺者たちの流儀 放送日 

5・8・21 EVIL'S ANATOMY 

監督：ヤツェク・ブロムスキ 

出演：クシシュトフ・ストロインスキ／マルチン・コヴァルチック／ミハリーナ・オルスザンスカ 
2015年 ポーランド語 字幕 129分 

ポーランド 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

伝説のスナイパーと若き後継者、そしてひとりの娼婦。３人の運命が美しきワルシ

ャワの街で、激しく交錯する。実際の事件をベースとしたスナイパー・アクション。 
暗殺を生業とする男・ルレクが刑務所から解放される。ルレクを逮捕し、解放した

検事は、権力を笠にルレクが拒否できない仕事を持ち込んでくる。それは警察庁

長官の暗殺・・・。初老を迎え、暗殺者としての能力も下り坂なルレクは、仕事を完
遂する為に、若きスナイパーを雇う事にする。 

 

ウルヴァリン：Ｘ-ＭＥＮ ＺＥＲＯ 放送日 

12・20・26・31 X-MEN ORIGINS: WOLVERINE 

監督：ギャヴィン・フッド 

出演：ヒュー・ジャックマン／リーヴ・シュレイバー／リン・コリンズ 
2009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 

ヒュー・ジャックマン主演の「Ｘ-ＭＥＮ」シリーズ・スピンオフ。ウルヴァリンの誕生秘

話と彼の哀しき宿命を描くＳＦアクション。 
野獣のような攻撃能力を持つビクターと拳に鉤爪を持つローガンの兄弟。１５０年

以上に渡り、幾多の戦場で戦ってきた２人は、ストライカー率いる特殊部隊“チーム
Ｘ”にスカウトされる。だが非人道的な任務に疑問を抱いたローガンはチームを離

脱。６年後、山奥で暮らす彼の元にストライカーが現れ・・・。 

 

ウルヴァリン：ＳＡＭＵＲＡＩ 放送日 

12・20・26・31 THE WOLVERINE 

監督：ジェームズ・マンゴールド 

出演：ヒュー・ジャックマン／真田広之／ＴＡＯ 
2013年 英語ほか 字幕 146分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

「Ｘ-ＭＥＮ」シリーズの人気キャラを主人公にしたＳＦアクション第２弾。日本を舞台
に、窮地に陥ったウルヴァリンの運命と死闘を描く。 

かつて命を救った大物実業家の矢志田に請われて日本を訪れたウルヴァリン。再
会も束の間、病床の矢志田は息を引き取った。葬儀に参列したウルヴァリンは謎

の組織に追われる矢志田の孫娘マリコを救出し、逃避行の中で恋に落ちる。だが
何者かの罠にハマった彼の体は脅威の治癒能力を失っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エグジット・スピード 放送日 

17・30 EXIT SPEED 

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 放送日 

24 99分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

エスケイプ・フロム・イラク 放送日 

10・18･29 DAG II 

監督：アルペール・チャーラル 

出演：チャーラル・エルトゥールル／ウフク・バイラクターシュ／アーフ・テュルクペンチェ 
2016年 トルコ語 字幕 142分 

トルコ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ＩＳ（イスラム国）に捕らわれた人質を救出せよ！イラク山岳地帯を舞台に、過酷な
ミッションに挑むトルコ軍特殊部隊の姿を描く戦争アクション。 

イラクの山岳地帯に潜入したトルコ軍特殊部隊の隊員７人は、ＩＳ（イスラム国）の
捕虜となっていた女性ジャーナリストを救出。だがＩＳ軍の追撃により窮地に陥る。

敵の大部隊が接近する中、任務を優先してトルコに撤退するか、踏み留まって村
人の虐殺を阻止するか。彼らの選択は・・・？ 

 

Ｘ-ＭＥＮ：ファースト・ジェネレーション 放送日 

12 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 

21 139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 

12 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。史上最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 

21 139分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

Ｘ-ＭＥＮ：アポカリプス 放送日 

12 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が最古のミュータント、アポカリプスに挑む。 
紀元前３６００年のエジプト。その力で神として世界を支配していたミュータントのア

ポカリプスが裏切りに遭い、ピラミッドの中に封印された。１９８３年、アポカリプス
は長い眠りから復活。堕落した人類に新たな秩序をもたらすため、マグニートーら

“黙示録の四騎士”を従えて世界の破壊に乗り出す。 

【日本語吹替版】声の出演：内田夕夜／三木眞一郎／牛田裕子 放送日 

13・21 151分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

エマニエル夫人 放送日 

3・25 EMMANUELLE 

監督：ジュスト・ジャカン  

出演：シルヴィア・クリステル／アラン・キュニー／ダニエル・サーキー 
1974年 フランス語 字幕 102分 

フランス モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

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

で、様々な性体験を重ねる若妻の自由奔放な性生活を描く。 
若く美しいフランス人女性のエマニエルは、外交官の夫が赴任しているバンコクへ

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

説くマリオという男と出会う。彼に導かれて様々な相手と肉体関係を持つようにな
った彼女は、次第に内に秘めた欲望を開花させていき・・・。 

 

オーバーロードＺ 放送日 

21・25・31 NAZI OVERLORD 

監督：ロブ・パラティーナ 

出演：ドミニク・スウェイン／トム・サイズモア／グレッグ・ファーマン 
2018年 英語 字幕 96分 

アメリカ ステレオ カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

ノルマンディー上陸作戦後、パリ解放を目指す“オーバーロード作戦”の裏で、もう一

つの戦いがあった・・・。ゾンビ軍団との戦いを描いた、異色のアクション・ホラー。 
１９４４年ノルマンディー上陸作戦後、米軍のロジャース大尉は、ナチスに拉致され

た女性科学者のエリス博士を救出する任務を命じられた。だがエリス博士はナチ
スに寝返って禁断の研究を完成させようとしていた。それは人類を死滅させ、世界

を支配しようという悪魔の計画だった・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＳＩＲＩＳ／オシリス 放送日 

11・16・27 SCIENCE FICTION VOLUME ONE: THE OSIRIS CHILD 

監督：シェーン・アビス 

出演：ダニエル・マクファーソン／ケラン・ラッツ／イザベル・ルーカス 
2016年 英語 字幕 106分 

オーストラリア 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

植民地計画が進む惑星を舞台にしたＳＦアクション。惑星破壊のタイムリミットが迫

る中、街に取り残された娘を救おうとする父親の奔走を描く。 
地球から遠く離れた惑星オシリスで、植民地化計画のために働かされていた囚人

たちが反乱を起こす。彼らは人類を破滅させるウイルスを所持しており、拡散を防

ぐため惑星ごと破壊する決断が下された。オシリスの管理を任されていたケイン中
尉は、遠く離れた首都に残された娘の救出に向かうが・・・。 

か 
ガーディアンズ 放送日 

2・13・19 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、彼らに最後の希望を託すことに。 

 

絡みつく舌 放送日 

10・31 KINGDOMS 

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。 

 

カリフォルニア・ブロウ 放送日 

15・28 ERUPTION: LA 

監督：ショーン・ケイン 

出演：マシュー・アトキンソン／レクシー・ジョンソン／ハリー・ヴァン・ゴーカム 
2017年 英語 字幕 94分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

火山噴火でロサンゼルスが灼熱地獄と化す！ＬＡ壊滅を阻止するため、危険なミッ
ションに挑む人々を描くディザスター・パニック。 

カリフォルニア地下で未知の断層が活動を始め、マグマチューブから溶岩が噴出。
降り注ぐ火山弾でＬＡは炎に包まれた。混乱の中、パニック映画の脚本家ジョシュ

と女優のカットは、地震学者のアーウィンに出会う。壊滅を止めるには水力発電所
を爆破し、マグマチューブに海水を流し込むしかないが・・・。 

 

危険な情事 放送日 

14・22・28 FATAL ATTRACTION 

監督：エイドリアン・ライン 

出演：マイケル・ダグラス／グレン・クローズ／アン・アーチャー 
1987年 英語 字幕 127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 

一夜の情事が悪夢の始まりだった！マイケル・ダグラス、グレン・クローズの共演

で、ストーカーと化した女の暴走を描くサイコ・サスペンス。 
ＮＹで弁護士をしているダン・ギャラガーは妻の留守中、パーティで出会った魅力的

な女性アレックスと一夜を共にする。過ちに気付いたダンは身を引くが、アレックス

は彼のことも彼と過ごした時間も忘れられなかった。「ダンを独占したい」というアレ
ックスの行為は、やがて常軌を逸していく。 

 

君の名前で僕を呼んで 放送日 

1・19 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 139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。最初は知的で自

信にあふれたオリヴァーに反発するエリオだったが・・・。 

 

キラー・エリート（2011年） 放送日 

7・18・24 KILLER ELITE 

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。 

 

グラディエーター 放送日 

6・9 GLADIATOR 

監督：リドリー・スコット 

出演：ラッセル・クロウ／ホアキン・フェニックス／コニー・ニールセン 
2000年 英語 字幕 162分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

マを舞台に、新皇帝の陰謀で将軍から奴隷戦士へと身分を落とした男の復讐を描く。 
古代ローマ時代。歴戦の勇士として名を馳せる将軍マキシマスは、皇帝から次期

皇帝の座を打診されるが、それを知った皇太子の卑劣な罠にかかり奴隷へと身分

を落としてしまう。商人によって捕らわれの身となったマキシマスは、持ち前の技量
で一躍剣闘士として頭角を現し、命を賭けた戦いに身を投じてゆく。 
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グリム・アベンジャーズ タイム・ウォーズ 放送日 

3・19 AVENGERS GRIMM: TIME WARS 

監督：マクシミリアン・エルフェルド 

出演：ローレン・パーキンソン／エリザベス・エイリーン／マーラ・フェアクロフ 
2018年 英語 字幕 95分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

グリム童話のヒロインたちが邪悪な敵に戦いを挑むファンタジー・アクションの続編。
魔法の国と現代のＬＡを行き来しながら、時空を超えた戦いが繰り広げられる。 

アリスや白雪姫たちの戦いにより、童話の世界とリンクした現代。アトランティス王
国の女王マグダは、狡猾な魔術師ルンペルシュティルツキンからそそのかされ、王

子が持つ魔法の指輪を手に入れ世界を支配しようと画策する。善と悪の二つの勢
力が、再び時空を超えた死闘を開始した。 

 

クロノス・コントロール 放送日 

7・15 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。 

 

刑事マディガン 放送日 

1・18・24 MADIGAN 

監督：ドン・シーゲル 

出演：リチャード・ウィドマーク／ヘンリー・フォンダ／ハリー・ガーディノ 
1967年 英語 字幕 108分 

アメリカ モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

骨太アクションの巨匠ドン・シーゲル監督が贈るハードボイルド・アクション。ＮＹを
舞台に、凶悪犯を執念で追う刑事の姿を描く。 

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

ベネシュを追っていたが、隙をついて逃げられた挙句、拳銃を奪われてしまった。７
２時間以内に拳銃を取り戻し、ベネシュを逮捕するよう厳命される２人。そんな中、

マディガンの拳銃を使った殺人事件が発生する・・・。 

 

荒野の七人 放送日 

1・26 THE MAGNIFICENT SEVEN(1960) 

監督：ジョン・スタージェス 

出演：ユル・ブリンナー／スティーヴ・マックィーン／チャールズ・ブロンソン 
1960年 英語 字幕 136分 

アメリカ ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

黒澤明監督の『七人の侍』を西部劇としてリメイクした金字塔的作品。西部開拓時代
のメキシコで、寒村の村人に雇われた７人の凄腕ガンマンたちが盗賊に立ち向かう。 

メキシコの寒村イストラカン。毎年、収穫期になると村人たちは野盗一味に作物を
掠奪されていた。彼らと闘うことを決意した村人たちは、村の外から助っ人を雇うこ

とを決意する。村人たちの熱意に打たれたクリスら腕利きのガンマン７人が集結
し、村を襲う４０人の敵に壮絶な闘いを挑む。 

 

荒野の七人／真昼の決闘 放送日 

4・27 THE MAGNIFICENT SEVEN RIDE! 

監督：ジョージ・マッコーワン 

出演：リー・ヴァン・クリーフ／ステファニー・パワーズ／マリエット・ハートレー 
1972年 英語 字幕 108分 

アメリカ ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

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

れた国境の町を舞台に、７人のガンマンたちが町を襲う群盗と一戦を交える。 
賞金稼ぎから足を洗い、今はアリゾナ南部で保安官となったクリス。彼の元に昔の

仲間ジムが助けを求めてきた。メキシコ人の群盗と決闘するというのだ。一度は断
ったクリスだが、ジムを含む町の男たちが皆殺しにされ、クリスは復讐を決意。新

聞記者ノアや５人の囚人とともに、武装して群盗に戦いを挑む。 

 

-悟空伝- 放送日 

26・27・29 WU KONG 

監督：デレク・クォック 

出演：エディ・ポン／ショーン・ユー／ニー・ニー 
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 

『西遊記～はじまりのはじまり～』で脚本を担当したＤ・クォック監督によるアクション・
ファンタジー。神に逆らった魔王が孫悟空として転生し、破天荒な冒険を繰り広げる。 

天宮の女神・上聖天尊がすべてを統治していた時代。あるとき上聖天尊は天界と

地界で暴れ回っていた魔王を滅ぼすが、魔王は“孫悟空”へと転生して無敵の仙
力を習得。自分を苦しめた神々に復讐を果たすべく天宮へと向かった孫悟空に、

武神・楊センと、悟空暗殺を命じられた護衛神・天蓬が立ち塞がる。 

 

ゴッド・ウォーズ 放送日 

5 TROY: THE ODYSSEY 

監督：テキン・ギルギン 

出演：ディラン・ヴォックス／ララ・ヘラー／ハシェム・ヒシャム 
2017年 英語 字幕 97分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ギリシャ神話のモンスターが続々と登場。神々と人間が共存していた紀元前の世
界を舞台に、英雄と魔神の戦いを描くアクション・アドベンチャー。 

紀元前１１８４年。トロイア戦争で木馬作戦により勝利した英雄・オデュッセウス。し
かし、敗北したトロイア王が魔物の封印を解き放ち、呪いを掛けられたオデュッセ

ウスたちは異世界に迷い込んでしまう。“死者の道”を辿り故郷を目指すオデュッセ
ウスたちの行く手に、怪物たちが次々と立ち塞がる。 

 

コンフィデンシャル／共助 放送日 

3・15・20・25 CONFIDENTIAL ASSIGNMENT 

監督：キム・ソンフン 

出演：ヒョンビン／ユ・ヘジン／キム・ジュヒョク 
2017年 韓国語 字幕 132分 

韓国 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

韓国の人気俳優ヒョンビンと名優ユ・ヘジンが共演。北朝鮮のエリート刑事と韓国

の熱血刑事が共に凶悪組織に立ち向かう、型破りなバディ・ムービー。 
北朝鮮の刑事チョルリョンは極秘任務中、上官ギソンの裏切りによって仲間と妻を

殺されてしまう。世界を揺るがす機密を盗んで韓国へ逃げたギソンを逮捕するた
め、北朝鮮はチョルリョンをソウルに派遣。韓国側は熱血刑事ジンテが任務に当た

り、歴史上初の“南北共助捜査”が始まった！ 

 
 
 

さ 
最高の人生の見つけ方 放送日 

9・13・14・27 THE BUCKET LIST 

監督：ロブ・ライナー 

出演：ジャック・ニコルソン／モーガン・フリーマン／ショーン・ヘイズ 
2007年 英語 字幕 104分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

余命６ヶ月と診断された男２人が残された時間で夢を追う姿を通じ、前向きに生き
る素晴らしさを描く人間ドラマ。Ｊ・ニコルソンとＭ・フリーマンが共演。 

４６年間、家族のために働いてきた自動車整備工カーターと、会社を大きくすること

に人生をつぎ込んだ実業家エドワード。ガンで余命６ヶ月と宣告され、病院のベッド
で隣り合わせた２人は、死ぬまでにしたい“リスト”を実現しようと生涯最後の冒険

へと旅立つ。 

 

ザ・シークレット・サービス 放送日 

11・29 IN THE LINE OF FIRE 

監督：ウォルフガング・ペーターゼン 

出演：クリント・イーストウッド／ジョン・マルコヴィッチ／レネ・ルッソ 
1993年 英語 字幕 136分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

大統領を狙う暗殺者と戦うベテラン・シークレット・サービスの姿を描くサスペンス・

アクション。主演は『グラン・トリノ』のクリント・イーストウッド。 
フランク・ホリガンは合衆国所属のシークレット・サービス・エージェント。一匹狼的

な異端児である彼は、ケネディ大統領のダラス訪問の際に護衛を失敗に終わらせ

たことに深い自責の念を持っていた。やがて大統領再選キャンペーンが始まったと
ころに、大統領暗殺の脅迫が届く。 

【日本語吹替版】声の出演：山田康雄／金尾哲夫／弥永和子 放送日 

1・11 136分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ザ・セル 放送日 

3・7・15・28 THE CELL 

監督：ターセム・シン 

出演：ジェニファー・ロペス／ヴィンス・ヴォーン／ヴィンセント・ドノフリオ 
2000年 英語 字幕 115分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ジェニファー・ロペス主演、ターセム・シン監督が手掛けたサイコ・サスペンス。幻想的
で斬新な映像を駆使し、女性心理学者が潜入した異常殺人犯の脳内世界を描く。 

最先端技術で患者の精神世界に潜り込み、治療を行う若き心理学者のキャサリ
ン。ある日、異常連続殺人犯の脳に入り、彼が拉致した女性の居場所を探って欲

しいとＦＢＩから依頼される。こうして彼女は、危険人物の潜在意識に入るという前
代未聞の危険な冒険に挑み始める。 

 

ザ・セル２ 放送日 

3・15・29 THE CELL 2 

監督：ティム・イアコファーノ 

出演：テシー・サンティアゴ／クリス・ブルーノ／フランク・ホエーリー 
2008年 英語 字幕 101分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

斬新な映像トリック満載のサスペンス『ザ・セル』の続編。女性超能力捜査官が、自

身を襲った連続殺人犯の精神世界の迷宮に潜り込むスリルを描く。 
連続殺人犯のカスプは、犠牲者を心肺停止まで追いこんでは何度も生き返らせ、

本人が死を懇願するまでいたぶる悪魔のような男。そんなカスプの捜査に、超能

力捜査官のマヤが乗り出した。カスプに襲われた最初の被害者でもある彼女は、
特殊な能力を用いて彼の潜在意識に入り込んでいく。 

 

殺人者の記憶法 放送日 

7・30 MEMOIR OF A MURDERER 

監督：ウォン・シニョン 

出演：ソル・ギョング／キム・ナムギル／キム・ソリョン 
2017年 韓国語 字幕 126分 

韓国 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

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

連続殺人犯と、現在進行中の新たな連続殺人犯の対決を描くクライム・スリラー。 
アルツハイマーを患う元連続殺人犯の男ビョンスは、接触事故で偶然出会った男

テジュから異様な雰囲気を感じ、彼も“殺人者”であることを確信する。警察に告げ
るが、テジュが警察の人間だったため誰にも信じてもらえない。ビョンスは病による

記憶の喪失と闘いながら、自らテジュを捕らえようとする。 

 

殺人者の記憶法：新しい記憶 放送日 

16 MEMOIR OF A MURDERER: ANOTHER MEMORY 

監督：ウォン・シニョン 

出演：ソル・ギョング／キム・ナムギル／キム・ソリョン 
2017年 韓国語 字幕 136分 

韓国 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

アルツハイマーの元連続殺人鬼ＶＳ新たな殺人鬼！韓国のベストセラー小説を映画化した
クライム・スリラー『殺人者の記憶法』の別バージョンであり、異なる物語が展開する。 

アルツハイマーを患う元連続殺人犯のビョンスは、偶然出会った男テジュの異様な
雰囲気から、彼も同様に“殺人者”であると確信。だがテジュは警察の人間であり、

誰もビョンスの話を信じてくれない。ビョンスはアルツハイマーによる記憶の喪失と
闘いながら、自らテジュを捕らえようとする。 

 

サバイバーズ 放送日 

9・17・28 DAG 

監督：アルペール・チャーラル 

出演：チャーラル・エルトゥールル／ウフク・バイラクターシュ／フィラット・ドールロール 
2012年 トルコ語 字幕 93分 

トルコ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

凍てつく地獄の戦場で孤立した２人の若き兵士。トルコの山岳地帯を舞台に、イス

ラムゲリラに包囲された彼らのサバイバルを描く戦争アクション。 
雪深いトルコ山岳地帯。山頂の通信基地を補修するために４人の兵士が派遣され

た。だが、反政府ゲリラの襲撃を受けて中尉と軍曹は戦死。残された２人の若い兵

士は、反発し合いながら救援部隊との合流地点を目指す。残弾はわずか５発。極
限状態の中で、彼らは敵の包囲網を突破できるのか？ 

 

さよならエマニエル夫人 放送日 

17・25 GOOD-BYE, EMMANUELLE 

監督：フランソワ・ルテリエ 

出演：シルヴィア・クリステル／ウンベルト・オルシーニ／ジャン＝ピエール・ブーヴィエ 
1977年 フランス語 字幕 106分 

フランス モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

性に奔放な夫人をヒロインにした官能ドラマの第３作。地上最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・レイド レディ・ミッション 放送日 

8 TEN: THE SECRET MISSION 

監督：ヘルフィ・カルディット 

出演：ロイ・マーテン／スビトラーナ・ザビアロバ／カレーニナ・マリア 
2017年 インドネシア語 字幕 96分 

インドネシア ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

最強格闘術“シラット”や、カンフー、空手、パルクールなどの達人が集結！手練れ
の美女１０人が無数のテロリストのアジトに挑む特殊部隊（ＳＷＡＴ）アクション。 

テロリストが支配する島に、大使の娘が誘拐された。テロリストたちは島民をも人
質に取り、７日間の期限内に１人ずつ殺害すると宣言する。この事態に政府は急

遽、最強の戦闘能力を持つ美女１０人による特殊部隊を結成。島に潜入した彼女
たちは、次々現れるテロリストたちと死闘を繰り広げる。 

【日本語吹替版】声の出演：小手川拓也／高岡香／丸山有香 放送日 

21 96分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ジーサンズ はじめての強盗 放送日 

31 GOING IN STYLE 

監督：ザック・ブラフ 

出演：モーガン・フリーマン／マイケル・ケイン／アラン・アーキン 
2017年 英語 字幕 104分 

アメリカ 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

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

俳優たちが、銀行強盗を企てる老人に扮したクライム・コメディ。 
定年後、慎ましくも幸せな年金生活を送っていたウィリー、ジョー、アルの３人。だ

が、長年勤めていた会社の合併によって彼らの年金が消えてしまった。これまでの

生活を取り戻し、愛する家族や仲間たちと幸せな余生を送るため、ジーサンたちは
大胆で危険な最後の勝負に出る！ 

【日本語吹替版】声の出演：坂口芳貞／有本欽隆／糸博 放送日 

5 104分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

シーナ 放送日 

9・18・23 SHEENA 

監督：ジョン・ギラーミン 

出演：タニア・ロバーツ／テッド・ワス／ドノヴァン・スコット 
1984年 英語 字幕 124分 

アメリカ モノラル カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

セクシー女優、タニア・ロバーツが主演した冒険アクション。アフリカの密林で育っ
たヒロインが、一族の聖なる山を守るために活躍する。 

事故で両親を失い、アフリカ奥地に取り残された幼い少女シーナ。ザンブリ族のシ
ャーマンに育てられ、美しく成長した彼女は、一族と動物たちを守る“ジャングルの

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

ンブリ族の聖地に眠るチタンを奪おうと企んでいた。 

 

ジェイソン・ボーン 放送日 

8・14・26 JASON BOURNE 

監督：ポール・グリーングラス 

出演：マット・デイモン／トミー・リー・ジョーンズ／アリシア・ヴィキャンデル 
2016年 英語 字幕 131分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

作の続編。自身の過去の秘密を巡り、新たな戦いに身を投じる孤高の暗殺者を描く。 
ＣＩＡの極秘プログラムによって生み出された暗殺者ジェイソン・ボーン。世間から

姿を消して生活していた彼の元に、ＣＩＡの元同僚であるニッキ―が現れる。彼女

は、ＣＩＡが世界中を監視・操作するための極秘プログラムを始動させたことを告
げ、さらにボーンの過去にまつわる衝撃的な真実を明かす。 

【日本語吹替版】声の出演：平田広明／土師孝也／竹内絢子 放送日 

8・14 131分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

史上最大の作戦 放送日 

2・16 THE LONGEST DAY 

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最高司令官が上陸

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。 

【1972年制作 地上波吹替版】声の出演：佐野浅夫／小山田宗徳／加藤精三 放送日 

27 124分／日本語／HD／モノクロ／ワイド／モノラル 

 

シビルの部屋［ＨＤニューマスター版］ 放送日 

2・24 NEA REMASTERED 

監督：ネリー・カプラン 

出演：アン・ザカリアス／サミー・フレー／ミシュリーヌ・プレール 
1976年 フランス語 字幕 112分 

フランス モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

【ＨＤニューマスター版ＴＶ初】『エマニエル夫人』原作者の自伝を映画化。本の万引

をしたことから、エロティックな小説を書くことになった１６歳のシビルの青春を描く。 
街の書店で万引きをして店主のアクセルに見咎められた高校生のシビルは逆に

彼に、自分が盗んだ本よりずっとエロティックなものが書けると言い張った。もしそ
れが本当ならその本を出版しようとアクセルは約束し、こうして幼いシビルの性の

探求が始まったのだが・・・。 

 

ジュラシック・ワールド 放送日 

6・24 JURASSIC WORLD 

監督：コリン・トレヴォロウ 

出演：クリス・プラット／ブライス・ダラス・ハワード／ヴィンセント・ドノフリオ 
2015年 英語 字幕 132分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

Ｓ・スピルバーグが製作総指揮を務めた、大ヒットＳＦアドベンチャーシリーズ第４弾。
最新のバイオ技術で現代に蘇った恐竜たちが空前絶後のパニックを巻き起こす。 

世界的な恐竜のテーマパーク、ジュラシック・ワールド。パークの責任者クレアは、
飼育員オーウェンの忠告にも関わらず、遺伝子操作によって新種の恐竜インドミナ

ス・レックスを誕生させる。知能が高く凶暴なインドミナスは隔離飼育されていた

が、ある日、飼育エリアから忽然と姿を消しており・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：玉木宏／木村佳乃／石塚運昇 放送日 

6 132分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 
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ジョーズ２ 放送日 

1・15・27 JAWS 2 

監督：ジュノー・シュウォーク 

出演：ロイ・シャイダー／ロレイン・ゲイリー／マーレイ・ハミルトン 
1978年 英語 字幕 124分 

アメリカ モノラル カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

人喰いザメの恐怖を描いたモンスター・パニック『ジョーズ』の続編。前作から３年
後、アミティの海辺にて再び惨劇の幕が切って落とされる。 

巨大な人喰いザメがマサチューセッツ州の小さなリゾート地、アミティを恐怖に陥れ
てから３年後。遠のいていた客足もようやく戻り始め、夏の海開きを前にして街は

活気付いていた。そんな中、観光客が行方不明になる不審な事件が相次ぐ。警察
署長ブロディの頭には過去の記憶がよぎり・・・。 

 

ショーン・オブ・ザ・デッド 放送日 

4・31 SHAUN OF THE DEAD 

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。 

 

新・荒野の七人／馬上の決闘 放送日 

3・27 GUNS OF THE MAGNIFICENT SEVEN 

監督：ポール・ウェンドコス 

出演：ジョージ・ケネディ／モンテ・マーカム／レニ・サントーニ 
1969年 英語ほか 字幕 113分 

アメリカ ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

日本映画の名作を西部劇としてリメイクした「荒野の七人」シリーズ３作目。政府の圧政
に苦しむ農民に雇われたガンマンたちが、政府軍から革命派のリーダーを救出する。 

大統領による恐怖政治が行われている１９世紀末のメキシコ。悪政に立ち向かお

うとする若者マックスは、政府に捕われた革命指導者キンテロを救い出すため、僅
かな金を手にアメリカへ向かう。そこでクリスら６人の猛者を雇ったマックスは、政

府軍から奪った馬車に乗り、囚人を引き連れ攻撃を開始する。 

 

スパイダーマン™（４Ｋレストア版） 放送日 

2・19・23 SPIDER-MAN 

監督：サム・ライミ 

出演：トビー・マグワイア／ウィレム・デフォー／キルスティン・ダンスト 
2002年 英語 字幕 129分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

【４Ｋをマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】サム・ライミ監督×トビー・マグワイ
ア主演で大人気アメコミを映画化。 

幼くして両親を失ったピーター・パーカーは伯父夫妻に育てられた。隣に住む幼馴
染みのメリー・ジェーンへ密かな想いを抱きつつ、科学の勉強に精を出す日々。あ

る日、遺伝子を組み換えたスーパースパイダーに刺されたピーターは、強靭な肉
体とクモのような特殊能力を持つようになり・・・。 

 

スパイダーマン™２（４Ｋレストア版） 放送日 

2・19・23 SPIDER-MAN2 

監督：サム・ライミ 

出演：トビー・マグワイア／キルスティン・ダンスト／アルフレッド・モリーナ 
2004年 英語 字幕 135分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

ア主演の人気アメコミ映画化第２弾。 
ピーターは新聞社でバイトをしながら大学に通い、スパイダーマンとしてＮＹの街を

守る日々。愛するＭＪは夢だった舞台女優になり、親友ハリーは父の仇スパイダー
マンへの復讐に燃えていた。そんな人間関係に悩むピーターの前に、伸縮自在の

人工アームを操る怪人ドック・オクが現れ・・・。 

 

スパイダーマン™３（４Ｋレストア版） 放送日 

2・19・23 SPIDER-MAN3 

監督：サム・ライミ 

出演：トビー・マグワイア／キルスティン・ダンスト／ジェームズ・フランコ 
2007年 英語 字幕 147分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

【４Ｋをマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】サム・ライミ監督の人気アメコミの
映画化シリーズ第３弾。 

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

ピーターは父の力を受け継ぎ“ニュー・ゴブリン”と化した親友ハリーに襲われる
が、闘いの末、ハリーは記憶障害に。その頃、脱獄囚マルコが逃げ込んだ研究所

で砂の体を持つ“サンドマン”に変身してしまう。 

 

スパイダーマン：ホームカミング 放送日 

19・20・22・ 

27・28 SPIDER-MAN: HOMECOMING 

監督：ジョン・ワッツ 

出演：トム・ホランド／マイケル・キートン／ジョン・ファヴロー 
2017年 英語 字幕 141分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

トム・ホランドを主演に迎えた『スパイダーマン』新シリーズ。憧れのアベンジャーズ

入りを目指す“等身大ヒーロー”の新たな戦いを描くＳＦアクション。 
ＮＹ。１５歳のピーター・パーカーは、スパイダーマンとして部活のノリで街を救う高

校生。アイアンマンことトニー・スタークは彼の才能を見出し、真のヒーローへ導こ

うとする。ある日、巨大な翼の怪物が街に出現。ピーターはスタークの忠告を聞か
ずに１人で戦いに挑むが・・・。 

 

スペシャリスト（1994年） 放送日 

11・17・22・30 THE SPECIALIST 

監督：ルイス・ロッサ 

出演：シルヴェスター・スタローン／シャロン・ストーン／ジェームズ・ウッズ 
1994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 

シルヴェスター・スタローン＆シャロン・ストーン共演の濃厚アクション。復讐に燃え
る女と彼女に雇われた爆破のプロが巨大犯罪組織に戦いを挑む！ 

元ＣＩＡ工作員で現在はフリーの爆破作業請負人レイは、電話でメイ・マンローと名

乗る女から「両親の復讐のために３人の男を爆殺してほしい」という依頼を受ける。
「自分は殺し屋ではない」と一度は断ったレイだったが、メイの熱意とその魅力的な

声に魅かれて、単独で調査を開始する。 

 

 

 

 

 

 

スマート・チェイス 放送日 

17・26・30 S.M.A.R.T. CHASE 

監督：チャールズ・マーティン 

出演：オーランド・ブルーム／ウー・レイ／サイモン・ヤム 
2017年 英語 字幕 101分 

中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

オーランド・ブルーム主演の中国製アクション。中国の至宝を搬送中のセキュリテ
ィ・エージェントチームが事件に巻き込まれていく。 

プライベート・セキュリティ・エージェントのダニーは、１年前、ゴッホの名画運搬中
に謎の集団に襲われ、名画を奪われた上に瀕死の重傷を負ってしまう。さらに恋

人とも別れ、どん底の彼に汚名返上のチャンスが舞い込む。それは中国の高額な
骨董品をロンドンへ移送するという大仕事だったが・・・。 

 

スラムドッグ＄ミリオネア 放送日 

1・11・20・24 SLUMDOG MILLIONAIRE 

監督：ダニー・ボイル 

出演：デヴ・パテル／フリーダ・ピント／イルファーン・カーン 
2008年 英語 字幕 128分 

イギリス＝インド 5.1ch カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

過酷な人生を駆け抜けてきた少年が世界最大のクイズショーに挑戦する、世界各

国の映画祭で数々の賞に輝いたダニー・ボイル監督作。 
インドのスラム街に生まれ育った１８歳のジャマールは、人気番組「クイズ＄ミリオ

ネア」で最後の１問まで辿りついた。正解すれば賞金は２０００万ルピー。だが危機
を感じた司会者プレームは１日目の収録後、警察にジャマールを拘束させた。拷

問を受けるジャマールはこれまでの壮絶な人生を告白する。 

 

続エマニエル夫人 放送日 

10・25 EMMANUELLE, L'ANTI VIERGE 

監督：フランシス・ジャコベッティ 

出演：シルヴィア・クリステル／カトリーヌ・リヴェ／ウンベルト・オルシーニ 
1975年 フランス語 字幕 99分 

フランス モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

自由奔放に性体験を重ねていく夫人を描き大反響を呼んだ官能ドラマの続編。今
回は香港を舞台に性を求めてさまよう。主演は前作に続きシルヴィア・クリステル。 

夫ジャンの赴任先である香港に向かう豪華客船の中で、エマニエルはドイツ人女

子学生と知り合い愛撫にふける。香港に着くと狂ったようにジャンに抱きつくエマニ
エル。やがて彼女は、夫のアパートに同居するパイロット、上流階級の一人娘らと

も性遍歴を重ねていく・・・。 

 

続・荒野の七人 放送日 

2・26 RETURN OF THE SEVEN 

監督：バート・ケネディ 

出演：ユル・ブリンナー／ロバート・フラー／ジュリアン・マテオス 
1966年 英語ほか 字幕 103分 

アメリカ ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

黒澤明監督の『七人の侍』をリメイクした大ヒット西部劇の続編。ユル・ブリンナー
主演。山賊に襲われた村を守るため７人のガンマンが結集する。 

かつて６人の仲間と村人を救うために闘ったチコは、村娘と結ばれ平和な農村生
活を送っていた。だが、一帯を牛耳るロルカ一味に村の男全員が捕らわれてしま

う。報せを受けたクリスとヴィンは腕の立つ４人の男を集め、脱獄に成功したチコと
合流。一致団結してロルカ一味と熾烈な攻防戦を開始する。 

 

ソルト 放送日 

5・14・25 SALT 

監督：フィリップ・ノイス 

出演：アンジェリーナ・ジョリー／リーヴ・シュレイバー／キウェテル・イジョフォー 
2010年 英語 字幕 107分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

れたＣＩＡ女性エージェントが、真相究明に奔走する姿を描く。 
米ＣＩＡ本部。女性分析官イヴリン・ソルトが、謎の密告者オルロフの尋問を行なっ

ていた。だがオルロフは、訪米中のロシア大統領暗殺計画とそのために送り込ま
れた女スパイ“ソルト”の存在を告白。ソルトは何者かの罠だと訴えるが聞き入れら

れず、同僚から追われる身となってしまう。 

た 
ターザン：ＲＥＢＯＲＮ 放送日 

10・18・19 THE LEGEND OF TARZAN 

監督：デヴィッド・イェーツ 

出演：アレクサンダー・スカルスガルド／マーゴット・ロビー／サミュエル・Ｌ・ジャクソン 
2016年 英語 字幕 117分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

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

かつてのターザンが、愛する妻と故郷を救うため、再び己の野生を呼び起こす。 
１９世紀末のロンドン。数奇な運命から動物に育てられた野生児ターザンことジョ

ン・クレイトンは、人間社会に戻り、現在は英国貴族として妻ジェーンと裕福な暮ら
しを送っている。ある日、政府からの要請を受け、妻を連れて故郷のジャングルへ

と赴くが、それは彼に仕向けられた巧妙な罠だった・・・。 

 

大列車強盗（1972年） 放送日 

3・17・25 THE TRAIN ROBBERS 

監督：バート・ケネディ 

出演：ジョン・ウェイン／アン＝マーグレット／ロッド・テイラー 
1972年 英語 字幕 99分 

アメリカ モノラル カラー 

ウエスタン ワイド HD 

ジョン・ウェインの主演で贈るアクション西部劇。列車強盗で奪われた５０万ドル相
当の金塊のありかを巡って展開する、壮絶な争奪戦を描く。 

亡くなった夫がかつて列車強盗で奪った金塊を持ち主に返したいという、若く美し

い未亡人の頼みに手を貸すことにしたレインと仲間たちは、早速、金塊のありかを
知る彼女と共にメキシコ奥地へ向けて出発する。だがそんな一行の後を、武装した

２０人あまりの屈強な男たちが追っていた。 

 

ダブルフェイス 秘めた女 放送日 

3・14 DON'T LOOK BACK 

監督：マリナ・ドゥ・ヴァン 

出演：ソフィー・マルソー／モニカ・ベルッチ／ブリジット・カティヨン 
2009年 フランス語 字幕 117分 

フランス ステレオ カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

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

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

愛する夫と２人の子供に囲まれ、幸せな家庭生活を送る作家志望のジャンヌ。とこ
ろが最近、何故か夫や子供が他人に見え、ついには自身の顔まで別人に見え始

めるが、周囲の人々は異変に気付く様子もない。そんな中、母の家で古い写真を
見つけた彼女は、それを手がかりにイタリアへと真相を探る旅に出る。 

 

 

 

 

 

チェイス！ 放送日 

8・13・23 DHOOM: 3 

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～ 放送日 

4・9 CHENNAI EXPRESS 

監督：ロヒット・シェッティ 

出演：シャールク・カーン／ディーピカー・パードゥコーン／サティヤーラージ 
2013年 ヒンディー語ほか 字幕 149分 

インド ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

インドで大ヒットを記録した痛快マサラ・ムービー。列車で美女を助けた主人公が巻き込

まれる騒動を、歌やダンス、爆破シーンやカーアクションなどド派手な演出満載で描く。 
ラーフルはムンバイで暮らす４０歳の独身男。友人とゴアへ遊びに行く予定だった

ところを、祖父の遺灰をタミル・ナードゥ州の海に撒いてくるよう祖母から頼まれる。
ひとまずチェンナイ行きの列車に乗車するも、車内でとある美女を助けたことから

タミルの村のトラブルに巻き込まれてしまう。 

 

沈黙の戦艦 放送日 

17・22 UNDER SIEGE 

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。 

米海軍最大最強を誇る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！ 

【地上波吹替版】声の出演：大塚明夫／池田勝／金尾哲夫 放送日 

9 101分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

 

追跡者（1998年） 放送日 

10・16・22・29 U.S.MARSHALS 

監督：スチュアート・ベアード  

出演：トミー・リー・ジョーンズ／ウェズリー・スナイプス／ロバート・ダウニー・Ｊｒ 
1998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 

サスペンス・アクション『逃亡者（1993年）』のスピンオフ。トミー・リー・ジョーンズが

同じ連邦保安官役で主演し、逃亡者との追走劇を描く。 
シカゴから囚人を護送中の飛行機がオハイオ川に墜落。乗り合わせていたジェラ

ード連邦保安官は、逃走した囚人マーク・シェリダンを追跡することに。シェリダン
は元ＣＩＡの特殊工作員で、同僚２名の殺害容疑がかかっていた。だが、捜査網を

かいくぐった彼は自らの冤罪を晴らそうと動き出し・・・。 

 

デイアフター２０２０ 首都大凍結 前編 放送日 

13・21 ICE VOL.1 

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。 

【日本語吹替版】声の出演：てらそままさき／東條加那子／ちふゆ 放送日 

30 101分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

デイアフター２０２０ 首都大凍結 後編 放送日 

13・21 ICE VOL.2 

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。 

【日本語吹替版】声の出演：てらそままさき／東條加那子／ちふゆ 放送日 

30 101分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

デッドプール 放送日 

2・12・19 DEADPOOL 

監督：ティム・ミラー 

出演：ライアン・レイノルズ／モリーナ・バッカリン／エド・スクライン 
2016年 英語 字幕 116分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ライアン・レイノルズが過激な無責任ヒーローを熱演！“デッドプール”の誕生秘話

をブラックユーモア満載で描くアクション・コメディ。 

謎の施設で末期がんの治療を受けた元特殊部隊の傭兵ウェイド。だが、それは人
間を殺人マシンと化す、恐るべき人体実験だった。実験によって脅威の治癒能力

と不死身の体を手に入れるも、醜い姿になったウェイドは施設から脱走。自作マス
クを被って、“デッドプール”と名乗る彼の戦いが始まる！ 

【日本語吹替版】声の出演：加瀬康之／林真里花／浜田賢二 放送日 

2・7 116分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 
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逃亡者（1993年） 放送日 

10・15・22・28 THE FUGITIVE 

監督：アンドリュー・デイヴィス 

出演：ハリソン・フォード／トミー・リー・ジョーンズ／ジュリアン・ムーア 
1993年 英語 字幕 138分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

１９６０年代の大ヒットドラマを、ハリソン・フォードＶＳトミー・リー・ジョーンズで映画
化。妻殺しの汚名を着せられた医師の逃亡の旅を描く。 

シカゴの著名な外科医リチャード・キンブル。ある夜、帰宅した彼は家から逃げ出
す片腕の男を目撃。邸内では妻が殺され、キンブルが容疑者として逮捕されてし

まう。死刑判決を受けたキンブルは、護送車と列車の衝突事故にまぎれて逃亡。
無実を証明するために片腕の男を探し始める。 

な 
２０１２ 放送日 

4・30 2012 

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！ 

 

ノー・エスケープ 自由への国境 放送日 

1 DESIERTO 

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 
ｈｅｒ／世界でひとつの彼女 放送日 

6・17・21 HER 

監督：スパイク・ジョーンズ 

出演：ホアキン・フェニックス／エイミー・アダムス／ルーニー・マーラ 
2013年 英語 字幕 133分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

傷心の男がＡＩ（人工知能）に恋をした！ホアキン・フェニックス主演、スカーレット・

ヨハンソンがＡＩの声を担当した異色のラブストーリー。 
近未来のロサンゼルス。妻に去られ失意の日々を過ごしていたセオドアは、人工

知能型ＯＳ“サマンサ”に興味を抱く。実態を持たないものの、“彼女”は驚くほど個
性的で人間味に溢れていた。相談事や寝る前のささやかな交歓を通じ、サマンサ

との会話に夢中になってゆくセオドアだったが・・・。 

 

バイオハザードIV アフターライフ 放送日 

31 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 

31 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。人類最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 

5・31 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

アンブレラ社と最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最後

の戦いに身を投じる。 

 

バッド・ウェイヴ 放送日 

3・7・13・16 ONCE UPON A TIME IN VENICE 

監督：マーク・カレン 

出演：ブルース・ウィリス／ジェイソン・モモア／ジョン・グッドマン 
2017年 英語 字幕 101分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ブルース・ウィリス主演の痛快アクション・コメディ。世界一ツイてない探偵が、次々
と起こるトラブルの連鎖に巻き込まれていく。 

友人から、ギャングのボス・スパイダーに奪われた車を取り返すよう頼まれた探偵
のスティーブ。何とか車を奪還するも逆にスパイダーの恨みを買い、愛犬バディが

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

薬を持ち逃げしたというスパイダーの妻の捜索を依頼される。 

 

 

 

 

バトルフロント 放送日 

6・17・25 HOMEFRONT 

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！ 

 

パニック・スカイ フライト４１１ 絶体絶命 放送日 

12・21・30 THE MARK 

監督：ジェームズ・チャンキン 

出演：クレイグ・シェイファー／エリック・ロバーツ／ゲイリー・ダニエルズ 
2012年 英語 字幕 99分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

高度３万フィートを飛ぶ旅客機は、地獄の密室となった！主人公の体に埋め込ま

れたマイクロチップを巡る壮絶な戦いを描く航空パニック・アクション。 
画期的な新テクノロジーの被験者となった元兵士のチャドは、記者発表が行われ

るベルリン行きのジェット機に乗り込む。だが高度３万フィートに達したとき、彼の体
に埋め込まれたマイクロチップを狙う傭兵団が機をハイジャック。チャドは乗客を救

うため、たった１人で敵に立ち向かう。 

 

ビッグゲーム 大統領と少年ハンター 放送日 

3・16 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
最大の狩り”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。 

 

ピンクの豹 放送日 

4・14・24 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・・・。 

 

プライベート・レッスン（1981年） 放送日 

24・29 PRIVATE LESSONS 

監督：アラン・マイヤーソン 

出演：シルヴィア・クリステル／エリック・ブラウン／ハワード・ヘッセマン 
1981年 英語 字幕 95分 

アメリカ ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

『エマニエル夫人』のシルヴィア・クリステルが出演した官能ドラマ。思春期の少年

が、年上のメイドに導かれる愛のレッスンを描く。 
性に興味津々の１５歳の少年フィリーは、いざ女の子を前にすると口もきけない有

様。夏休みの旅行が中止となり、使用人たちと屋敷に残されたフィリーは、時々、
美しくセクシーなメイド、マローの部屋を覗き見ていた。ある夜、その現場を見つか

ってしまうが、マローはフィリーを部屋に招き入れ・・・。 

 

ベイビー・ドライバー 放送日 

5・11・14・30 BABY DRIVER 

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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：下川涼／竹内恵美子／石塚運昇 放送日 

20・31 120分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ベスト・バディ 放送日 

4・9・15 JUST GETTING STARTED 

監督：ロン・シェルトン 

出演：モーガン・フリーマン／トミー・リー・ジョーンズ／レネ・ルッソ 
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 

モーガン・フリーマン＆トミー・リー・ジョーンズ共演のアクション・コメディ。何から何

まで競い合っていた２人が、バディとなってギャング撃退に奮闘する。 
リタイアした紳士淑女が余生を過ごす楽園リゾートで、ボスの座に君臨する総支配

人デューク。だが謎めいたカウボーイのレオの入居と、本社から来た女性ボス、ス
ージーによってその座が脅かされていく。さらに昔裏切ったギャングに居場所がバ

レて、命を狙われる事態に・・・。 

 

ベン・ハー（2016年） 放送日 

6・8・11・25 BEN-HUR 

監督：ティムール・ベクマンベトフ 

出演：ジャック・ヒューストン／トビー・ケベル／モーガン・フリーマン 
2016年 英語 字幕 131分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

１９５９年製作の超大作『ベン・ハー』を大胆にリメイクした歴史アクション。奴隷に
身を落としたベン・ハーが、自分を陥れた義兄弟と宿命の対決に挑む。 

エルサレムの名家に生まれたベン・ハーは、義兄弟であるメッサラの裏切りによっ

て奴隷に身を落とし、ガレー船に送られてしまう。ある日、大海原を進む船が突然
の襲撃を受け転覆。謎の族長に命を救われたベン・ハーは、メッサラへの復讐心

を抱き、数年ぶりに故郷へと舞い戻る。 

 

 

 

 

暴走特急 放送日 

22 UNDER SIEGE 2:DARK TERRITORY 

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！ 

【地上波吹替版】声の出演：大塚明夫／牛山茂／坂本真綾 放送日 

9 102分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

 

ボルケーノ 放送日 

10・20 VOLCANO 

監督：ミック・ジャクソン 

出演：トミー・リー・ジョーンズ／アン・ヘッシュ／ジョン・キャロル・リンチ 
1997年 英語 字幕 111分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ロサンゼルスのド真ん中でマグマが大噴火！トミー・リー・ジョーンズの主演で、大
都会を襲った熱地獄の恐怖を描くディザスター・パニック。 

太陽が燦燦と降り注ぐロサンゼルス。しかしその地底では、強大な大自然のエネ

ルギーが脅威の瞬間を待ち受けていた。奇妙な焼死事件の直後に、その悪夢が
やってくる。突如、大都会のド真ん中で火山活動が始まったのだ！危機管理局長

のロークは、何とか被害を食い止めようと奮闘するが・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：菅生隆之／山像かおり／福田信昭 放送日 

6・24 111分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

ま 
マグニフィセント・セブン 放送日 

5・27 THE MAGNIFICENT SEVEN(2016) 

監督：アントワーン・フークア 

出演：デンゼル・ワシントン／クリス・プラット／イーサン・ホーク 
2016年 英語 字幕 140分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ウエスタン ワイド HD 

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

×Ｄ・ワシントンら豪華スターの競演で、７人の男たちの熱き生き様を描く。 

暴虐の限りを尽くす悪漢ボーグによって牛耳られたとある町。ボーグに家族を殺さ
れたエマは、賞金稼ぎのサム、ギャンブラーのジョシュら、ワケありのアウトロー７

人に復讐を依頼する。最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。 

 

マンハント（2017年） 放送日 

4・13・16・26 MANHUNT 

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／田中圭／齊藤工 
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：アンダーカバー 放送日 

24・29 EXTRAORDINARY MISSION 

監督：アラン・マック／アンソニー・プン 

出演：ホアン・シュアン／ドアン・イーホン／ラン・ユェティン 
2017年 中国語 字幕 129分 

中国 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

『インファナル・アフェア』と『ドラゴン×マッハ！』のスタッフが組んだ犯罪アクショ
ン。エリート警官に与えられた危険な潜入捜査を描く。 

麻薬密売組織の一員として活動するカイ。その正体は警察の密命を受けた潜入

捜査官だった。有能で肝の据わった彼は組織のボス、イーの右腕として、麻薬取
引に同行するまでになる。しかし、その取引現場を警察が急襲。カイは混乱に乗じ

て、麻薬密造の魔境“黄金の三角地帯”へと足を踏み入れる。 

 

ミッション・ワイルド 放送日 

4・8・23 THE HOMESMAN 

監督・出演：トミー・リー・ジョーンズ 

出演：ヒラリー・スワンク／グレイス・ガマー／メリル・ストリープ 
2014年 英語 字幕 130分 

アメリカ＝フランス ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

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

紀アメリカの過酷な荒野を舞台に、孤独な女性と大悪党の旅を描く。 

１９世紀の米国ネブラスカ。病で豹変した３人の女性をアイオワの教会まで連れて
行く役目“ホームズマン”に志願したメアリー。処刑寸前のところを助けた悪党ブリ

ッグスを同行者に加え、約４００マイルの長旅が始まるが、道中には、過酷な気
候、狂暴な先住民や盗賊など、様々な危険が待ち受けていた。 

や 
ユダヤ人を救った動物園 アントニーナが愛した命 放送日 

10・15 THE ZOOKEEPER'S WIFE 

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最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。 
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ら 
リセット 決死のカウントダウン 放送日 

1・11・20・28 RESET 

監督：チャン 

出演：ヤン・ミー／ウォレス・フォ／チン・シーチェ 
2017年 中国語 字幕 113分 

中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジャッキー・チェンが製作を務めたＳＦアクション。１１０分だけ時間を戻せる装置を
使い、息子を救おうとするシングルマザーの奮闘を描く。 

物理研究所の上級研究員でシングルマザーのシアティエンは、長年、タイムリープ

装置の研究に尽力していた。ある日、生体組織を１１０分だけ過去に遡らせる事に
成功するが、そのニュースにより息子が誘拐されてしまう。犯人は重要な研究デー

タを要求。シアティエンはその指示に従うが・・・。 

 

リディバイダー 放送日 

7・25 REDIVIDER 

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。 

 

Ｒｅ：ＬＩＦＥ～リライフ～ 放送日 

11・16・28 THE REWRITE 

監督：マーク・ローレンス 

出演：ヒュー・グラント／マリサ・トメイ／ベラ・ヒースコート 
2014年 英語 字幕 114分 

アメリカ 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

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

れた脚本家が、人生をやり直そうと奮闘する姿を描く。 
脚本家のキース・マイケルズは若くしてアカデミー賞脚本賞を獲得するも、その後

ヒット作とは無縁のまま１５年が経過。生活に困った彼はやむなく田舎の大学でシ
ナリオコースの講師の職に就く。だが授業はやる気なし。好みのタイプの受講生ば

かりを選ぶなど、好き勝手していたキースだったが・・・。 

 

レインディア・ゲーム 放送日 

3・7・17・29 REINDEER GAMES 

監督：ジョン・フランケンハイマー 

出演：ベン・アフレック／シャーリーズ・セロン／ゲイリー・シニーズ 
2000年 英語 字幕 112分 

アメリカ ステレオ カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ベン・アフレック、シャーリーズ・セロンの共演で、刑務所仲間になりすました青年
が巻き込まれるカジノ強奪劇の顛末を描くクライム・サスペンス。 

クリスマスも近い日。出所したルーディは、刑務所の前で同房だったニックの文通

相手アシュリーの姿を見つける。ニックは出所前日に刺されて命を落としたが、彼
女の写真を見るうち恋してしまっていたルーディは、自分をニックと偽ってアシュリ

ーと結ばれる。だが、突然アシュリーの兄が現れて・・・。 

 

レゴバットマン ザ・ムービー 放送日 

20・24 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？ 

【日本語吹替版】声の出演：山寺宏一／子安武人／小島よしお 放送日 

13 112分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

レジェンド・オブ・パール ナーガの真珠 放送日 

7・17・29 LEGEND OF THE NAGA PEARLS 

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。 

 

レッドブル 放送日 

11・18・23 RED HEAT 

監督：ウォルター・ヒル 

出演：アーノルド・シュワルツェネッガー／ジェームズ・ベルーシ／エド・オロス 
1988年 英語 字幕 111分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

アーノルド・シュワルツェネッガー主演のポリス・アクション。麻薬犯を追って米国シ
カゴにやって来たモスクワ市警の刑事と現地刑事の協力関係を描く。 

モスクワ警察特捜部の刑事ダンコは、相棒を殺して米国へ逃亡したマフィアのボ
ス、ビクターの身柄引き取りのためシカゴへやって来た。だが護送中、ガードマン

に変装した一団にビクターを連れ去られてしまう。ダンコはシカゴ市警のはみだし
刑事リジックと協力してビクターの行方を追う。 

 

レッド・リーコン１９４２ ナチス侵攻阻止作戦 放送日 

6・9・22・28 THE DAWNS HERE ARE QUIET 

監督：レナト・ダヴレトヤロフ 

出演：ピョートル・フョードロフ／アナスタシア・ミクルチナ／イフゲニア・マラフーヴァ 
2015年 ロシア語 字幕 119分 

ロシア ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

祖国の運命は５人の女兵士に託された。第二次世界大戦下、美しきソ連軍女性部

隊ＶＳ最強のナチス特殊部隊の戦いを描く戦争アクション。 
１９４２年５月、第二次世界大戦下のロシア戦線。前線から離れた地帯を守るヴァ

スコフ曹長の下に、女性砲兵部隊の兵士が配属された。家族や恋人をナチスに殺
された彼女たちは、激しい憎悪から高い戦闘意欲を持っていた。そんな中、ナチ

ス・ドイツは親衛隊最強の精鋭部隊を偵察に送り込んでくる。 

 

 

レボリューション・ティガ 放送日 

8・18・23 TIGA 

監督：アンギ・ウンバラ 

出演：コルネリオ・スニー／アビマナ・アルヤスティア／アグス・クンチョロ 
2015年 インドネシア語 字幕 134分 

インドネシア ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

東南アジア最強の格闘技“シラット”を学んだ３人の男たち。彼らが国家の陰謀渦
巻く裏社会で対峙する様を描く、インドネシア製近未来アクション。 

２０３６年。長きに渡る内戦が終結し、平和を取り戻したかに見えたインドネシア。
対テロ特殊部隊のアリフ、ジャーナリストのラム、神に奉仕し平和を祈念するミン。

かつて同じ道場で最強格闘技“シラット”を学んだ３人は、テロリストやマフィアが暗
躍する裏社会で対峙することとなる。 

 

レマゲン鉄橋 放送日 

1・16 THE BRIDGE AT REMAGEN 

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最後の橋。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
イン河に架かる最後の橋、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。 

 

ＬＯＧＡＮ／ローガン 放送日 

12・13・15・ 

20・27 LOGAN 

監督：ジェームズ・マンゴールド 

出演：ヒュー・ジャックマン／パトリック・スチュワート／リチャード・Ｅ・グラント 
2017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 

『Ｘ-ＭＥＮ』の主要キャラクター“ウルヴァリン”ことローガンを主人公にしたＳＦアク
ション第３弾。ヒュー・ジャックマン演じるローガンの最後の戦いを描く。 

ミュータントがほぼ絶滅した２０２９年。不死身の能力を失いつつあるローガンは、
メキシコ国境近くの廃工場でチャールズ・エグゼビアを介護しながら暮らしていた。

ある日、彼はガブリエラという女性から、ローラという少女をノースダコタまで送り届
けるよう依頼される。 

 

ロード・オブ・モンスターズ 放送日 

1・14・21 MONSTER ISLAND 

監督：マーク・アトキンス 

出演：エリック・ロバーツ／クリス・フィッシャー／エイドリアン・ブーシェ 
2019年 英語 字幕 97分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

米アサイラム社による最新モンスター・パニック。古代文明を滅ぼした巨大怪獣の

出現に世界中が混乱に陥る中、地球の覇権を賭けた大怪獣バトルが始まる。 
南太平洋の海溝で深海採掘ロボットが消息を絶った。海洋開発会社社長のフォー

ドと、国際海底機構のサラは、調査のため海底に向かうが、そこに海底火山の活

動で覚醒した伝説の巨大怪獣が現れる。人類滅亡を阻止する唯一の方法、それ
はもう１頭の大怪獣を蘇らせ、２体を戦わせることだった・・・。 

 

わ 
ワイルドバンチ／オリジナル・ディレクターズ・カット 放送日 

5・18・31 THE WILD BUNCH 

監督：サム・ペキンパー 

出演：ウィリアム・ホールデン／アーネスト・ボーグナイン／ロバート・ライアン 
1969年 英語ほか 字幕 152分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ウエスタン ワイド HD 

「最後の西部劇」と呼ばれて絶賛を浴びた、サム・ペキンパー監督の代表作。時代

の波に取り残された男たちの“滅びの美学”を鮮烈なバイオレンスとともに描く。 
１９１３年、メキシコとテキサスとの国境の町。パイク率いるならず者集団“ワイルド

バンチ”は、メキシコ政府のマパッチ将軍から米政府の軍用列車の襲撃を依頼さ

れる。パイクたちは見事、依頼どおり列車からの武器弾薬強奪を成功させるが、マ
パッチは約束の金の代わりに彼らへと襲い掛かる。 

 

ワンス・アポン・ア・タイム 闘神 放送日 

10・14・22 ONCE UPON A TIME 

監督：チャオ・シャオティン／アンソニー・ラモリナーラ 

出演：リウ・イーフェイ／ヤン・ヤン／ルオ・チン 
2017年 中国語 字幕 117分 

中国 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

中国のベストセラー小説を映画化したファンタジック・アクション・ラブストーリー。帝

姫白浅と太子夜華の三世に渡る愛憎と戦いを、壮大なＶＦＸを駆使して描く。 
天界の太子・夜華と人間界の素素。住む世界が違う２人は、許されぬ恋と知りなが

ら結婚する。だが人々の罠にはまった素素は、子供を産んだ後、誅仙台より身を
投げてしまう。３００年後、２人は天上界で再会。実は素素は天上界青丘の皇帝の

娘・白浅のもう一つの姿だった。 

 

ワンダーウーマン（2017年） 放送日 

5・6・8・19 WONDER WOMAN 

監督：パティ・ジェンキンス 

出演：ガル・ガドット／クリス・パイン／ロビン・ライト 
2017年 英語 字幕 149分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ミス・イスラエル出身のガル・ガドットが、強く美しいプリンセスを熱演。ＤＣコミックス
が生んだ最強女戦士の活躍を描いた痛快アクション・アドベンチャー。 

外界から守られた女性だけの島で、最強の女戦士となるべく鍛えられたアマゾン
族の王女ダイアナ。島に漂着した米国人パイロット、スティーブから「外界では戦争

の嵐が吹き荒れている」と聞いた彼女は、自身の力で世界を救うためロンドンへ。
男に交じって戦いながら、真の宿命に目覚めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外ドラマ 

タンク・ソルジャーズ ～史上最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、史上最大の戦車戦“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５話 撤退 放送日：2 

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：2 

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。 

 

第７話 再会 放送日：6・9 

１９４３年春。昇進したワシリーは新兵たちを駅で迎えている。そこへマリアも到着

するが、コースチャの妨害で会うことができない。マリアはコースチャの求愛を断

り、ワシリーの戦車部隊への派遣を志願。マリアに嫉妬するナタリアは、彼女と直

接対峙し・・・。 

 

第８話 クルスク  放送日：6・9 

近付く戦いに備え、訓練を続けるワシリーらの戦車部隊。新たな看護兵たちも到

着する。ナタリアはついにワシリーへの想いを諦め、ワシリーとマリアは戦闘前夜

を共に過ごすのだった。そして翌日。独軍の猛攻で次々とソ連軍が撃退される中、

ワシリーたちも主戦場へ向かうことになる。 
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情報番組 

オンデマンドでみよう！10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：5・9・13・16・21・23・25・29 

15分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

ハリウッド特盛ＴＶ ＃67 

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、

ハリウッドからの最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：7・13・14・18・20・28 

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 10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。最新映画の情報盛りだく

さんでお送りします。 

■ 放送日：4 

30分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：小林麗菜 

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：11・17 

60分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：小堺一機／清水ミチコ 

小堺一機のエイガタリ＃３ ゲスト：明石家さんま 

ムービープラス開局３０周年特別企画も、遂にラストの第３弾。最終回のスペシャ

ルゲストも、超絶トークで魅了してくれること間違いなし！小堺一機との映画語りを

堪能しよう。 

■ 放送日：26 

60分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：小堺一機／明石家さんま 

ロシア版 戦争大河ドラマ「タンク・ソルジャーズ」見どころ（３）～（４） 
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 ～史上最大の戦車戦に挑ん

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：（３）2 （４）6・9 

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 

-悟空伝- 

スパイダーマン：ホームカミング 

ＬＯＧＡＮ／ローガン 

ワンダーウーマン（2017年） 

木曜アクション 

コンフィデンシャル／共助 

スマート・チェイス 

逃亡者（1993年） 

ミッション：アンダーカバー 

日曜吹替シアター 

史上最大の作戦 

【1972年制作 地上波吹替版】 

ベイビー・ドライバー【日本語吹替版】 

ボルケーノ【日本語吹替版】 

レゴバットマン ザ・ムービー 

【日本語吹替版】 

プライベート・シアター 

エマニエル夫人 

続エマニエル夫人 

さよならエマニエル夫人 

絡みつく舌 

プライベート・レッスン（1981年） 

 

アサイラム・アワー 

オーバーロードＺ  

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 ヒーロー大集合！ 

ウルヴァリン：Ｘ-ＭＥＮ ＺＥＲＯ 

ウルヴァリン：ＳＡＭＵＲＡＩ 

ＬＯＧＡＮ／ローガン 

ガーディアンズ 

グリム・アベンジャーズ 

タイム・ウォーズ 

スパイダーマン™（４Ｋレストア版） 

スパイダーマン™２（４Ｋレストア版） 

スパイダーマン™３（４Ｋレストア版） 
スパイダーマン：ホームカミング 

デッドプール 

レゴバットマン ザ・ムービー 

ワンダーウーマン（2017年） 

 

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 

ウルヴァリン：Ｘ-ＭＥＮ ＺＥＲＯ 

ウルヴァリン：ＳＡＭＵＲＡＩ 

ＬＯＧＡＮ／ローガン 

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 

デッドプール 

スパイダーマン™（４Ｋレストア版） 

スパイダーマン™２（４Ｋレストア版） 

スパイダーマン™３（４Ｋレストア版） 
スパイダーマン：ホームカミング 

ワンダーウーマン（2017年） 

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 

史上最大の作戦【1972年制作 地上波吹替版】  

特集：90年代ゴールデン・スター劇場 

スペシャリスト（1994年） 

沈黙の戦艦 ＊ 

追跡者(1998年) 

逃亡者（1993年） 

暴走特急 ＊ 

 
（＊…10/9の特集では吹替版、10/22の特集では字幕版を放送） 

特集：サスペンスの午後～迫り来る狂気 

危険な情事 

ザ・シークレット・サービス 

殺人者の記憶法 

特集：ホアキン・フェニックス 

グラディエーター ｈｅｒ／世界でひとつの彼女 

特集：最強の相棒、現る！ 

コンフィデンシャル／共助 

ビッグゲーム 大統領と少年ハンター 

ベスト・バディ 

マンハント（2017年） 

ゾンビ・パラダイス２０１９ 

オーバーロードＺ 

ショーン・オブ・ザ・デッド 

 

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 

特集：懐かしの地上波官能作 

エマニエル夫人 

続エマニエル夫人 

さよならエマニエル夫人 

シビルの部屋［ＨＤニューマスター版］ 

プライベート・レッスン（1981年） 

「Ｘ-ＭＥＮ」シリーズイッキ観！ 

ウルヴァリン：Ｘ-ＭＥＮ ＺＥＲＯ 

ウルヴァリン：ＳＡＭＵＲＡＩ 

ＬＯＧＡＮ／ローガン 

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 

デッドプール 

 

特集：豪快！美女アクション 

アトミック・ブロンド 

ソルト 

バイオハザード：ザ・ファイナル 

ワンダーウーマン（2017年） 

 

 

 

 

 

今月の日本語吹替作品       ※は地上波吹替版 
アフターマス 

アレキサンダー 

エグジット・スピード 

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 

ザ・シークレット・サービス 

ザ・レイド レディ・ミッション 

ジーサンズ はじめての強盗 

ジェイソン・ボーン 

史上最大の作戦 ※ 

ジュラシック・ワールド 

沈黙の戦艦 ※ 

デイアフター２０２０ 

首都大凍結 前編 

デイアフター２０２０ 

首都大凍結 後編 

デッドプール 

ベイビー・ドライバー 

暴走特急 ※ 

ボルケーノ 

レゴバットマン ザ・ムービー 

 


