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アウトサイダーズ 放送日 

11 TRESPASS AGAINST US 

監督：アダム・スミス 

出演：マイケル・ファスベンダー／ブレンダン・グリーソン／リンゼイ・マーシャル 
2016年 英語 字幕 107分 

イギリス 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

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

た生活を送る犯罪一家の姿をスリリングに描く。 
イングランド南西部グロスタシャー州。犯罪を生業に、各地を放浪しながら暮らすカ

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

計画するが、絶対的な力で一族を支配する父の存在がそれを阻む。ある夜、父の
指示でやむなく実行した強盗をきっかけに運命が狂い出す。 

【日本語吹替版】声の出演：川端快彰／佐々木祐介／小林明日香 放送日 

22 107分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

アウトロー 咆哮 放送日 

6･11･22･30 OUTLAWED 

監督：アダム・コリンズ／ルーク・ラドフォード 

出演：アダム・コリンズ／ジェシカ・ノリス／イアン・ヒチェンズ 
2018年 英語 字幕 110分 

イギリス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

元英国軍人で、アクション俳優として活躍するアダム・コリンズ監督・主演。腐敗し
た絶対権力に立ち向かう男の姿を描くリベンジ・アクション。 

人質救出に失敗した責任から除隊し、荒んだ生活を送る元英海兵隊員のジェイ
ク。ある日、幼馴染のジェイドと再会。彼女の父親はある汚職政治家に暗殺されて

おり、その秘密を知ったジェイドも腐敗した警察軍人に拉致されてしまう。幼い頃、
彼女を守ると誓ったジェイクは、決死の救出に立ち向かう。 

 

悪女／AKUJO 放送日 

15 THE VILLAINESS 

監督：チョン・ビョンギル 

出演：キム・オクビン／シン・ハギュン／ソンジュン 
2017年 韓国語 字幕 131分 

韓国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

ュ・アクション。殺し屋の宿命を背負った女性の終わりなき復讐劇を描く。 
幼い頃に父を殺されたスクヒは、マフィアの男に引き取られ、殺し屋として育てられ

る。やがて一流の殺し屋に成長したスクヒは、育ての親と結婚するも、間もなく夫

は敵対組織に殺されてしまう。逆上したスクヒは復讐を実行。しかし国家組織に拘
束され、政府直属の暗殺者として第２の人生を歩み始める。 

 

アトミック・ブロンド 放送日 

18 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：本田貴子／内田夕夜／楠見尚己 放送日 

1･11 122分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

アトランティック・リム 放送日 

18･22 ATLANTIC RIM RESURRECTION 

監督：ジャレッド・コーン 

出演：スティーヴ・リチャード・ハリス／ザビ・イスラエル／ポール・ローガン 
2018年 英語 字幕 93分 

アメリカ ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

深海から現れた巨大怪獣ＶＳ世界の英知を結集した巨大ロボット。アメリカ東海岸

を舞台に、地球の運命を懸けた最終決戦を描くＳＦアクション。 
深海から出現した怪獣がアメリカ東海岸に壊滅的な被害を与えてから数年後。人

類は巨大人型兵器“アルマダ・ロボット”で新たなる脅威に備えていたが、再び現

れた巨大怪獣の猛威は想像を遥かに超えていた。ロス博士率いる特命チームは、
怪獣の細胞を分析してその弱点を突き止めようとする。 

 

アポロ１３ 放送日 

4･10･16･28 APOLLO 13 

監督：ロン・ハワード 

出演：トム・ハンクス／ケヴィン・ベーコン／ゲイリー・シニーズ 
1995年 英語 字幕 147分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

アポロ計画で唯一、月に到達できなかったアポロ１３号の絶体絶命の危機と、地球

への生還を描く人間ドラマ。出演はトム・ハンクス、ケヴィン・ベーコンほか。 
ベテラン宇宙飛行士ジムとフレッド、急遽代替要員として加わったジャックの３人を

乗せて、１９７０年４月１１日、アポロ１３号が月へ出発。だが爆発事故が起き、１３
号の機内からは酸素と電力が失われてゆく。絶望的な状況の中、管制センターで

は必至の生還作戦が始まる。 

 

アンロック／陰謀のコード 放送日 

21･25･30 UNLOCKED 

監督：マイケル・アプテッド 

出演：ノオミ・ラパス／オーランド・ブルーム／トニ・コレット 
2017年 英語 字幕 106分 

イギリス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ノオミ・ラパス、オーランド・ブルームが共演したサスペンス・アクション。罠にハメら
れた尋問官が米英両政府を敵に回し、史上最悪のバイオテロ阻止に挑む。 

ＣＩＡで尋問官として活躍していたアリスは、ある事件の失敗で犠牲者を出した責任
を取り、第一線から退いた。ある日、ＣＩＡが英国史上最悪のバイオテロ計画を察

知。ＣＩＡに呼び戻されたアリスは、逮捕された容疑者からテロの鍵を握るメッセー
ジを聞き出すよう命じられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

偽りなき者 放送日 

6･22 JAGTEN 

監督：トマス・ヴィンターベア 

出演：マッツ・ミケルセン／トマス・ボー・ラーセン／アニカ・ヴィタコプ 
2012年 デンマーク語 字幕 123分 

デンマーク 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

マッツ・ミケルセンが２０１２年カンヌ映画祭で主演男優賞を受賞。無実の罪を着せ

られた男の孤独な戦いを描くヒューマン・ドラマ。 
離婚と失業の試練を乗り越え、幼稚園の教職に就いたルーカス。そんな彼がある

日、親友テオの娘クララの作り話が元で変質者の烙印を押されてしまう。幼いクラ

ラの証言を誰もが信じて疑わない。無実を証明できる手立てがないルーカスは仕
事も親友も信用も失い、小さな町ですっかり孤立してしまう。 

 

インパクト・クラッシュ 放送日 

7･13･25 THE GHAZI ATTACK 

監督：サンカルプ・レッディ 

出演：ラーナー・ダッグバーティ／ケイ・ケイ・メノン／アチュール・クカーニー 
2017年 ヒンディー語 字幕 128分 

インド 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

水深１０００フィートで潜水艦ＶＳ潜水艦が激突！死と隣り合わせの極限下で繰り

広げられる、男たちの壮絶な闘いを描く戦争アクション。 
第３次印パ戦争中の１９７１年。海軍基地ヴィシャーカパトナムから出撃する潜水

艦Ｓ２１に、海軍士官ヴァルマーが乗り込んだ。冷酷な艦長や乗組員たちに囲ま
れ、荒れた海での過酷な哨戒、敵駆逐艦との攻防など戦争の現実を目の当たりに

するヴァルマー。そんな中、Ｓ２１に新たな命令が下される。 

 

インフェルノ（2016年） 放送日 

4･27 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。 

【日本語吹替版】声の出演：江原正士／佐古真弓／乃村健次 放送日 

17 129分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ウルヴァリン：Ｘ-ＭＥＮ ＺＥＲＯ 放送日 

1 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 

1 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。 

 

熟れた快楽 放送日 

7･28 ORIGINAL BLISS 

監督：スヴェン・タディッケン 

出演：マルティナ・ゲデック／ウルリッヒ・トゥクール／ヨハネス・クリシュ 
2016年 ドイツ語 字幕 110分 

ドイツ ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

平凡な熟年主婦が内なる性に目覚めていく…。年齢を重ねてこそ辿り着ける愛と

セックスを濃密に描き、世界中の映画祭で絶賛されたエロティック・ドラマ。 
子供が出来ず、平凡な生活を送る主婦ヘレーネ。彼女は次第に神の存在を信じら

れなくなり、不眠症に悩まされていた。だが夫は、そんな彼女の苦悩をわかってく

れない。ある日、脳科学者のエドゥアルトの講演を訪れたヘレーネは、不安定な自
分の状態を理解してくれた彼に惹かれていく。 

 

エアポート２０１７ 放送日 

3･10･14 THE FAST AND THE FIERCE 

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。 

 

映画監督：スタンリー・キューブリック 放送日 

2･18 THE DIRECTORS - STANLEY KUBRICK 

監督：リンディ・サヴィル 

出演：イアン・ネイサン／ニール・ノーマン／スティーヴン・アームストロング 
2018年 英語 字幕 54分 

イギリス ステレオ カラー 

ドキュメンタリー ワイド HD 

映画史上最も影響力のある監督の１人、スタンリー・キューブリック。彼の生涯、技
法、そして哲学に迫った最新ドキュメンタリー。 

『２００１年宇宙の旅』、『時計じかけのオレンジ』など、数々の革新的な名作を世に
生み出した巨匠、スタンリー・キューブリック。彼の生い立ちから映画監督としての

歩みを関係者のインタビューを交えて辿り、多くのクリエイターに影響を与えた先
進性や独創性をあらためて紐解く。 

ＳＰＬ 狼たちの処刑台 放送日 

9･19･25 PARADOX 

監督：ウィルソン・イップ 

出演：ルイス・クー／トニー・ジャー／ウー・ユエ 
2017年 中国語 字幕 107分 

香港 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ウィルソン・イップ監督×アクション監督でサモ・ハン・キンポーがタッグを組んだ犯

罪アクション。異国の極悪犯罪組織に娘をさらわれた父親の闘いを描く。 
１５歳の少女が、友人に会うために訪れたタイのパタヤで誘拐された。香港の警察

官である父親リーは、現地警察のチュイに「自分も捜査に同行させてほしい」と頼

み込む。やがて、犯人は国家が裏で糸を引く臓器密売組織だと判明。さらに警察
の内部にも内通者がいることがわかる。 

 

オキュペーション -侵略- 放送日 

8･17･23 OCCUPATION 

監督：ルーク・スパーク 

出演：ダン・ユーイング／テムエラ・モリソン／ステファニー・ジェイコブセン 
2018年 英語 字幕 127分 

オーストラリア 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

巨大宇宙船と凶悪エイリアンが地球を征服！愛する家族と地球を取り戻すべく、

寄せ集め素人軍団が無謀な戦いに挑むＳＦバトル・アクション。 
突如現れた謎の宇宙船に襲われ、瞬く間に占拠されたオーストラリアの田舎町。

捕らわれた家族を助けるため、オーストラリアンフットボールの元選手マットや刑務
所帰りのピーター、ホームレスのデニスたちは寄せ集めの軍隊を結成。圧倒的な

戦闘能力と高度な文明を持つエイリアンに立ち向かう。 

か 
片腕ドラゴン 放送日 

10･15･18･24 ONE ARMED BOXER 

監督：出演：ジミー・ウォング 

出演：マー・チ／ティエン・ヤン／ロン・フェイ 
1972年 中国語 字幕 101分 

香港 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ジミー・ウォングが監督・脚本・主演を務めたカンフー・アクションの金字塔。製作は

『燃えよドラゴン』のレイモンド・チョウ。片腕を失った男の復讐劇を描く。 
敵対する道場と乱闘騒ぎを起こし、謹慎処分を受けたティエンロン。しかし、その隙

をついて敵が道場を襲撃。仲間たちが殺された上に、ティエンロンも右腕を失って
しまった。復讐を誓った彼は、秘薬によって残された左腕を鋼のように鍛え上げ、

極悪武道家たちに闘いを挑む！ 

 

片腕必殺剣 放送日 

9･12･18･24 ONE-ARMED SWORDSMAN 

監督：チャン・チェ 

出演：ジミー・ウォング／チァオ・チァオ／ティエン・ファン 
1967年 中国語 字幕 123分 

香港 モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

“天皇巨星”ジミー・ウォングを一躍スターダムに押し上げた傑作アクションの第１
弾。片腕を失い、独特の剣法を会得した剣の達人の戦いを描く。 

金刀派一の剣の使い手ファン・カンは、兄弟子たちとの争いを避けようとした際、
一瞬の油断で片腕を失ってしまう。村の娘シアオマンに助けられたカンは、彼女の

父が遺した秘伝書を元に独特の片腕剣法を身に付ける。その頃、師匠リーを恨む
長臂神魔が金刀派一門を滅ぼそうとしていた。 

 

眼下の敵 放送日 

7･21･26 THE ENEMY BELOW 

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。 

 

カンフー・ジャングル 放送日 

9･19･25 KUNG FU JUNGLE 

監督：テディ・チャン 

出演：ドニー・イェン／ワン・バオチャン／チャーリー・ヤン 
2014年 中国語 字幕 108分 

中国＝香港 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ドニー・イェン主演のカンフー・アクション。往年の香港カンフー映画へのオマージュ
を盛り込み、武術チャンピオン連続殺人事件の顛末を描く。 

警察の武術教官でありながら、一門の名を挙げるために私的試合で殺人を犯して

服役中のハーハウ・モウ。ある日、武術界チャンピオン連続殺人事件が発生。ロク
警部への捜査協力と引き換えに仮釈放されたハーハウは「犯行の目的は恨みに

よるものではなく、これからも事件は続く」と断言する。 

 

カンフー・ヨガ 放送日 

9･12･21 KUNG FU YOGA 

監督：スタンリー・トン 

出演：ジャッキー・チェン／アーリフ・リー／レイ（ＥＸＯ） 
2017年 中国語 字幕 115分 

中国＝インド 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジャッキー・チェン主演のアクション・アドベンチャー。中国人考古学者とインド人美
女が、争乱の末に消えた古代の秘宝を追い求める。 

古代。天竺（インド）と唐（中国）の間に争乱が起こり、伝説の秘宝が消えた。そして
現代。西安の博物館に勤める考古学者ジャックは、秘宝を求めて、ヨガの達人で

考古学者のインド人美女アスミタらと旅に出る。まず秘宝へ導く“シヴァの目”を探
す一行だったが、そんな彼らに謎の一味が迫っていた。 

【日本語吹替版】声の出演：石丸博也／土田大／福山潤 放送日 

10 115分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 
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君の名前で僕を呼んで【日本語吹替版】 放送日 

18 CALL ME BY YOUR NAME[J] 

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 

声の出演：入野自由／津田健次郎／星野充昭 
2017年 日本語 - 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・・・。  

 

君よ憤怒の河を渉れ 放送日 

10･30 MANHUNT（1976） 

監督：佐藤純彌 

出演：高倉健／原田芳雄／池部良 
1976年 日本語 - 159分 

日本 モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

佐藤純彌監督×高倉健出演のサスペンス・アクション。無実の罪を着せられた検事が、

執拗な刑事の追跡をかわしながら真犯人を追っていく。原作は西村寿行の同名小説。 
ある日、検事の杜丘冬人は見知らぬ女から「金品を盗まれ暴行された」と告発され

緊急逮捕。隙を見て逃亡を図った彼は、事件の手掛かりを得るべく女の郷里へ向

かう。だがすでに女は殺され、冬人は殺人犯として追われることに。逃げ延びた彼
は、自分を陥れようとする陰謀劇の黒幕の跡を追う。 

 

キル・オール！！ 殺し屋頂上決戦 放送日 

3･25 KILL 'EM ALL 

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、最後の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・・・。 

 

キング・アーサー 英雄転生 放送日 

5･22 KING ARTHUR AND THE KNIGHTS OF THE ROUND TABLE 

監督：ジャレッド・コーン 

出演：サラ・マラクル・レイン／オーウェン・オブライエン／アレックス・ウィンターズ 
2017年 英語 字幕 96分 

アメリカ ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

時空を超えた“英雄ＶＳ魔界”の戦い。アーサー王に仕えた騎士の子孫たちが、世
界の命運を懸けて戦うアクション・アドベンチャー。 

１５００年前。アーサー王は魔女モルガナを倒し、魔物を封印する。そして現代。世
界支配をもくろむモルガナと息子のモードレッドが復活。円卓の騎士の子孫たちが

集う武道大会で宿敵を倒して、“聖剣エクスカリバー”を奪おうとしていた。アーサ
ー王の末裔であるペンたちは敢然と戦いを挑むが・・・。 

 

キング・オブ・デストロイヤー／コナンＰＡＲＴ２ 放送日 

2･11･29 CONAN THE DESTROYER 

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。 

 

グランド・マスター 放送日 

9･20･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・・・。 

 

グリーン・デスティニー 放送日 

9･12･20 CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON 

監督：アン・リー 

出演：チョウ・ユンファ／ミシェル・ヨー／チャン・ツィイー 
2000年 中国語 字幕 128分 

アメリカ＝中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

アカデミー賞４部門に輝いた武侠アクション。チョウ・ユンファ、チャン・ツィイーら豪
華キャストの共演で、秘剣を巡る４人の男女の運命を描く。 

太古のパワーに満ちた秘剣“グリーン・デスティニー”の使い手として名を轟かせる
英雄リー・ムーバイ。彼は女弟子ユー・シューリンと密かに惹かれ合っていたが、

師弟に愛の関係は許されなかった。一方、ユーのような剣士になりたい貴族の娘
イェンは、盗賊の青年ローと砂漠で恋に落ちる。 

 

グリズリー［ＨＤリマスター版］ 放送日 

5･18･29 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 

5 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・・・。 

 

Ｋ－１９ 放送日 

8･16･26 K-19: THE WIDOWMAKER 

監督：キャスリン・ビグロー 

出演：ハリソン・フォード／リーアム・ニーソン／ピーター・サースガード 
2002年 英語 字幕 145分 

アメリカ ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

実際に起きたソ連原子力潜水艦事故をハリソン・フォード主演で映画化。大惨事を

防ぐべく、命懸けで事故に立ち向かう乗組員の姿を描く社会派サスペンス。 
米ソ冷戦最中の１９６１年、ソ連の原子力潜水艦Ｋ－１９が処女航海に出航した。

艦長に任命されたボストリコフと、経験豊富な副艦長ポレーニンの意見はしばしば
対立するが、Ｋ－１９は次々とテストを成功させてゆく。だが新たな任務遂行中、艦

内の冷却装置のひび割れが判明する。 

【日本語吹替版】声の出演：磯部勉／大塚明夫／川島得愛 放送日 

24 145分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

-悟空伝- 放送日 

10･20･30 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。 

 

コナン・ザ・グレート 放送日 

2･7･11･29 CONAN THE BARBARIAN(1982) 

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、剣と魔法の世界の最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 放送日 

2･11･29 CONAN THE BARBARIAN(2011) 

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。 

 

五福星 放送日 

9･15･21･30 WINNERS AND SINNERS 

監督・出演：サモ・ハン・キンポー 

出演：ジャッキー・チェン／ユン・ピョウ／リチャード・ン 
1984年 中国語 字幕 116分 

香港 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ジャッキー・チェン×サモ・ハン・キンポー×ユン・ピョウの黄金トリオが集結。ドジな
刑事とサギ師５人組がマフィアと対決するアクション・コメディ。 

更生を誓った５人の刑務所仲間は、出所後、清掃会社を開業するが失敗ばかり。
一方、誤認逮捕で偽札捜査から外された刑事は、憂さ晴らしに参加したローラース

ケート大会で偽札原版取引に遭遇。だがひょんなことから、原版の入った鞄が主
人公たちの清掃車に紛れ込んでしまう。 

さ 
１３デイズ 放送日 

8･28 THIRTEEN DAYS 

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、米国史上最年少の大統

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。 

 

サスペリア（1977年） 放送日 

2･14 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 

2･15 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・・・。 

 

砂漠の流れ者 放送日 

6･16･21･28 THE BALLAD OF CABLE HOGUE 

監督：サム・ペキンパー 

出演：ジェイソン・ロバーズ／ステラ・スティーヴンス／デヴィッド・ワーナー 
1970年 英語 字幕 129分 

アメリカ モノラル カラー 

ウエスタン ワイド HD 

巨匠サム・ペキンパー監督が贈る西部劇。終わりゆく西部開拓時代を背景に、時

代に取り残された西部の男の哀れさと、執念に満ちた復讐譚を描く。 
探鉱試掘稼業のケーブル・ホーグは、灼熱の砂漠のど真ん中で仲間に裏切られ、

置き去りにされてしまった。復讐を胸に歩き続け、息も絶え絶えとなった４日目、奇
跡的に水を掘り当てる。そこが駅馬車のルート沿いであることに目をつけた彼は、

その“泉”を給水所にして一儲けしようと企む。 

 

ザ・ホスト 美しき侵略者 放送日 

3･11･23 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・ヤクザ 放送日 

10･22･29 THE YAKUZA 

監督：シドニー・ポラック 

出演：ロバート・ミッチャム／高倉健／ブライアン・キース 
1974年 英語ほか 字幕 120分 

アメリカ モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

高倉健出演、シドニー・ポラック監督によるサスペンス・アクション。義理人情という
日本的な観念で結ばれた日米の男が、巨大なヤクザ組織に立ち向かう。 

米国の海運会社を営むタナーの愛娘が、日本滞在中にヤクザ組織・東野組に誘
拐された。東野組長とタナーの間で交わされた武器の売買契約を、タナーが無視

したためだった。旧友であるタナーから相談を受けたハリー・キルマーは、恩義の
あるヤクザ幹部・健に協力を求める。 

 

サリュート７ 放送日 

7･16 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。 

 

ザ・リング リバース 放送日 

4･12 RINGS 

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 放送日 

4･23 JIGSAW 

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・・・？ 

 

ジャスティス・リーグ 放送日 

23･24･26･29 JUSTICE LEAGUE 

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／ガル・ガドット 
2017年 英語 字幕 128分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ＤＣエクステンデッド・ユニバース第５作となるＳＦアクション。バットマンを始めとす

るアメコミ・ヒーローが集結し、さらなる強大な敵に立ち向かう！ 
自らの命を犠牲にしたスーパーマンの行動に心打たれたバットマンは、ワンダーウ

ーマンと共に超人たちをスカウト。海の王者アクアマン、地上最速の男フラッシュ、
全身機械の謎の男サイボーグらによる最強チームを結成する。だが地球を破滅さ

せる新たな脅威はすぐそこに迫っていた。 
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ジャングル ギンズバーグ１９日間の軌跡 放送日 

4 JUNGLE 

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 放送日 

20 123分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

新・片腕必殺剣 放送日 

14･24 THE NEW ONE-ARMED SWORDSMAN 

監督：チャン・チェ 

出演：デヴィッド・チャン／ティ・ロン／クー・フェン 
1971年 中国語 字幕 106分 

香港 モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

片腕一刀１００人斬り！香港映画史に残る傑作『片腕必殺剣』シリーズが装いを一
新。自ら片腕となった男の復讐を描く武侠アクション。 

武術の世界でその名を轟かせる二刀流のレイ。だが英雄ロンは一計を謀って彼を

勝負で負かし、レイも負けた証として自ら片腕を斬り落として剣を捨てた。堕落して
いた彼を救ったのは、やはり二刀流で知られるフォンだった。２人は友情を深める

が、フォンはロンの仕掛けた罠によって斬殺されてしまう。 

 

シンクロナイズドモンスター 放送日 

2･17 COLOSSAL 

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。 

 

スティール・サンダー 放送日 

7･15･25･29 BLACK WATER 

監督：パシャ・パトリキ 

出演：ジャン＝クロード・ヴァン・ダム／ドルフ・ラングレン／アル・サピエンザ 
2017年 英語 字幕 112分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジャン＝クロード・ヴァン・ダムとドルフ・ラングレンの最強タッグで贈る熱血アクショ

ン。合衆国政府も存在を黙殺する巨大潜水艦を舞台に、２人が巨悪に挑む！ 
ＣＩＡの極秘情報流出事件を追うウィーラーは武装集団に襲われ、米海軍の潜水

艦に連行される。艦内はテロリスト収容所と化しており、謎の男マルコが幽閉され
ていた。極秘情報データを第三国に売って巨額の報酬を得ようと企むＣＩＡ職員の

エドワードは、ウィーラーを尋問する。 

 

ストリート・ファイターズ 放送日 

5･21 GREEN STREET 3: NEVER BACK DOWN 

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。 

 

スナイパー／狙撃 放送日 

2･6･15･28 SILENT TRIGGER 

監督：ラッセル・マルケイ 

出演：ドルフ・ラングレン／ジーナ・ベルマン／コンラッド・ダン 
1996年 英語 字幕 101分 

イギリス＝カナダ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ドルフ・ラングレン主演のスタイリッシュ・アクション。迷宮のようなハイテクビルを舞
台に、暗殺者とその監視役の美女、黒幕の男による暗闘を描く。 

黒幕である“指令者”の依頼を受け、世界各地で暗殺を遂行する“狙撃者”。彼は
“監視者”の美女と共に建設中のハイテクビルに潜入する。今回の任務は、翌朝フ

リーウェイをやって来る黒塗りの車を襲うこと。だが、ビルの階上で暗殺の準備を
始めた彼らを、意外な罠が待ち受けていた。 

 

スパイダーマン：ホームカミング 放送日 

22･23 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・・・。 

 

スペースウォーカー 放送日 

6･16･19 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。 

 

 

 

 

スマート・チェイス 放送日 

13･21 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 

14･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。 

【日本語吹替版】声の出演：小松史法／伊藤静／青山穣 放送日 

4 128分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

戦争の犬たち 放送日 

12･26 THE DOGS OF WAR 

監督：ジョン・アーヴィン 

出演：クリストファー・ウォーケン／トム・ベレンジャー／コリン・ブレイクリー 
1980年 英語 字幕 126分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

クリストファー・ウォーケン主演のミリタリー・アクション。西アフリカの独裁国を舞台
に、４人の戦争プロが仕掛けるクーデター計画の顛末を緻密に描く。 

世界各地の戦場で戦ってきた傭兵シャノンは、世界的な鉱山会社の代理人エンデ
ィーンから、西アフリカの小国ザンガロの独裁政権打倒を依頼された。ザンガロの

地下資源を狙うエンディーンの暗躍や、その動きを察知したジャーナリストの存在
を交わしながら、シャノン率いる傭兵部隊はザンガロに侵入する。 

 

続・片腕必殺剣 放送日 

13･24 RETURN OF THE ONE-ARMED SWORDSMAN 

監督：チャン・チェ 

出演：ジミー・ウォング／チァオ・チァオ／ティエン・ファン 
1969年 中国語 字幕 113分 

香港 モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

香港映画史に残る傑作アクションの第２弾。ジミー・ウォング演じる主人公が人質

となった長老たちを救うため、武侠集団によって仕組まれた武術大会に参加する。 
独自に編み出した片腕剣術で江湖にその名を轟かせたファン・カン。現在の彼は

戦いから退き、妻と静かに暮らしていた。だが江湖制覇を企む無相王が、部下の
八大刀王を従えて各門派の刺客たちの殺害を計画。義侠心により再び剣を手にし

たカンの元に、邪剣の魔の手が忍び寄る！ 

た 
ダ・ヴィンチ・コード 放送日 

4･27 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：江原正士／安藤麻吹／菅生隆之 放送日 

17 156分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

チャーリーズ・エンジェル 放送日 

1･29 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 

1･30 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最重要証人リストで、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。 

 

超巨大ハリケーン カテゴリー５ 放送日 

3･8･20･29 CATEGORY 5 

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 

史上最大級の“悪魔”が襲来！最大最強レベル＝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段階のうちの最大最強レベル“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・・・。 

沈黙の達人 放送日 

2･3･5･29 ATTRITION 

監督：マチュー・ウェシュラー 

出演：スティーヴン・セガール／ルイス・ファン／ユー・カン 
2018年 英語 字幕 93分 

アメリカ＝タイ＝香港＝イギリス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

『沈黙』シリーズのスティーヴン・セガールが、殺しの達人たち相手に大暴れ！元
傭兵の主人公が誘拐された少女の奪還に挑むバトル・アクション。 

多くの命を奪ってきた傭兵軍団のリーダー、アックスは罪を償うため、タイの村で医
師として働いている。ある日、不思議な癒しの能力を持つ村の少女タラが、巨悪組

織の頭首キューマムに誘拐された。アックスはタラを取り戻すため、かつての仲間
たちを集めてキューマムのアジトへと向かう。 

【日本語吹替版】声の出演：大塚明夫／桐本拓哉／河合みのる 放送日 

24 93分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

デス・リベンジ２ 放送日 

7･15･26 IN THE NAME OF THE KING 2: TWO WORLDS 

監督：ウーヴェ・ボル 

出演：ドルフ・ラングレン／ナターシャ・マルテ／ロックリン・マンロー 
2011年 英語 字幕 103分 

ドイツ＝カナダ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ウーヴェ・ボル監督がドルフ・ラングレンを主演に迎えたファンタジー・アクション第２弾。
荒れ狂うドラゴンや怒濤のアクションを交え、異世界における善と悪の戦いを描く。 

自宅で黒ずくめの何者かに襲われたグレンジャー。謎の女の助太刀で襲撃者を撃

退した彼は、彼女と共に異世界へ通じるゲートをくぐってしまう。彼を「選ばれし者」
だと言う女の言葉に半信半疑ながら、グレンジャーは異世界での善と悪の戦いに

巻き込まれていく。 

 

デス・レース 放送日 

2･10･15 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。 

 

デトロイト 放送日 

6･19･27 DETROIT 

監督：キャスリン・ビグロー 

出演：ジョン・ボイエガ／ウィル・ポールター／ジャック・レイナー 
2017年 英語 字幕 150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 

キャスリン・ビグロー監督が贈る極限サスペンス。実話を元に、米国史上最大規模

の“デトロイト暴動”でモーテルの黒人客らが遭遇した戦慄の一夜を描く。 
１９６７年夏、デトロイトで暴動が発生。その２日目の夜、ミシガン州兵隊の集結地

付近で銃声の通報があり、捜索押収のため大勢の警官と州兵たちが、若い黒人
客で賑わうアルジェ・モーテルの別館に乗り込んできた。そこで何人かの警官が、

宿泊客に暴力的な強制尋問を始め・・・。 

 

テロ対策特殊部隊 BLACK.1 ブラック・ワン 放送日 

14･22･29 BLACK 

監督：フランク・T・ジード 

出演：ミカル・ヴェガ／ハワード・ミューレン／ダニエル・ベタンセス 
2015年 英語 字幕 98分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

米国を狙う数々のテロ攻撃に備え、秘密裏に結成された特殊部隊“ＢＬＡＣＫ.１”。
彼らの活躍を壮絶かつリアルに描く戦闘アクション。 

ある秘密施設にＣＩＡ長官暗殺計画の情報を持つという男が現れた。その男は、ＣＩ

Ａの間違った判断により多くの仲間や親族が殺されたと告げると、突然、長官を巻
き込み自爆してしまう。捜査官カーナハンはやがて、この自爆事件が米国全土を

震撼させるテロ戦争の序章に過ぎないことを知る・・・。 

 

天使と悪魔 放送日 

4･27 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。 

【日本語吹替版】声の出演：江原正士／平田広明／相沢恵子 放送日 

17 146分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

デンジャラス・トレジャー／狙われた秘宝 放送日 

1･9･20･27 THE RENDEZVOUS 

監督：アミン・マタルカ 

出演：スタナ・カティック／ラザ・ジャフリー／アルフォンソ・バッサベ 
2016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 

砂漠に残された預言書、死海文書のラストピースを手にするのは誰だ！各国政府
のエージェントや原理主義集団たちが暗闘を繰り広げる、ミステリー・アクション。 

ロサンゼルスの女性医師レイチェルのもとに、国務省のジェイクが訪れ、レイチェ

ルの弟デイヴィッドがヨルダンで死んだことを伝える。独自捜査を開始するレイチェ
ルは、弟が発見したのが死海文書の穴を埋める最後の巻物だということを知る。

そこに世界終末の予言が記されているというのだが・・・。 

 

時計じかけのオレンジ 放送日 

1･12･18 A CLOCKWORK ORANGE 

監督：スタンリー・キューブリック 

出演：マルコム・マクダウェル／パトリック・マギー／マイケル・ベイツ 
1971年 英語 字幕 144分 

イギリス 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

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

ネルギーをもてあますティーン・エイジャーの暴力を風刺的に描く。 

人々が生活のための労働から解放された管理社会。機械的に過ぎる日々に退屈
する１５歳のアレックスは“強姦と超暴力とベートーベン”だけに生きがいを求め、

暴虐の限りをつくしていた。手下の裏切りで警察に捕まった彼は、やがて凶悪犯罪
者の人格を改造する治療を受けることになる。 
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ドラゴンゲート 空飛ぶ剣と幻の秘宝 放送日 

9･13･20 FLYING SWORDS OF DRAGON GATE 

監督：ツイ・ハーク 

出演：ジェット・リー／ジョウ・シュン／チェン・クン 
2011年 中国語 字幕 130分 

中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

巨匠ツイ・ハーク×ジェット・リーの黄金コンビによる冒険活劇。砂漠の下に眠る幻
の財宝を狙い、豪傑たちが疾風怒濤の戦いを繰り広げる。 

明の時代の中国。砂嵐の影響で、３００年前に消えた財宝都市が現れると噂され
る辺境の地。“龍門”という宿屋に、皇帝の子を身籠って逃亡した官女スーと女侠

客リンが辿り着いた。さらに秘宝を狙う遊牧部族の盗賊団、スーの命を狙う宦官や
凄腕の義士も運命に導かれるように龍門に集まってくる。 

 

ドリーム 放送日 

16･17･19･28 HIDDEN FIGURES 

監督：セオドア・メルフィ 

出演：タラジ・Ｐ・ヘンソン／オクタヴィア・スペンサー／ジャネール・モネイ 
2016年 英語 字幕 134分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ＮＡＳＡの偉業を支えた知られざるヒロインたちの実話。アカデミー賞３部門ノミネー

ト。黒人女性たちがポジティブに道を切り開く様を描くヒューマン・ドラマ。 
米ソが宇宙開発でしのぎを削る東西冷戦下の１９６１年。ＮＡＳＡのラングレー研究

所には、ロケット打ち上げに必須の“計算”を行う優秀な黒人女性グループがあっ
た。天才的数学者キャサリンは宇宙特別研究本部に配属されるが、そこは白人男

性ばかりの劣悪な職場で・・・。 

な 
人間の証明（1977年） 放送日 

6･14･22 PROOF OF THE MAN 

監督：佐藤純彌 

出演：松田優作／岡田茉莉子／ジョージ・ケネディ 
1977年 日本語ほか 字幕 140分 

日本 モノラル カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

松田優作が主演した大作角川映画。日本と米国を舞台に、戦後３０年という時の

流れを包む様々な人間の生き様を描いたサスペンス・ドラマ。 
「キスミーに行くんだ」とハーレムを飛びだした黒人青年ジョニーが、東京のホテル

のエレベーター内で死体で発見された。鮮血で染まった胸に、“西条八十詩集”を
抱いたままで・・・。ジョニーが最期に口走った「ストウハ」という言葉を手掛かりに、

棟居刑事はＮＹ市警と共に事件を捜査する。 

 

ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ！ 放送日 

8･14 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。史上最強の
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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：小原雅人／酒巻光宏／吉田麻実 放送日 

3･22 113分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

は 
パーティで女の子に話しかけるには 放送日 

17･25 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 

12･30 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・・・。 

 

バーフバリ 伝説誕生 放送日 

12･27 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 

インド映画史上最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。 

 

バーフバリ 王の凱旋 放送日 

12･27 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！ 

 

バイオハザードIV アフターライフ 放送日 

13 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 

13 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 

13 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。 

 

白衣に秘められた幻想 放送日 

14･21 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。最愛の妻に死別され、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 

1･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 

4･28 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：石丸博也／関俊彦／小林清志 放送日 

17 145分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 放送日 

23･26 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。 

 

バルジ・ソルジャーズ 放送日 

6･12･25 WUNDERLAND 

監督・出演：スティーヴン・ルーク 

出演：マイケル・バーギン／アーロン・コートー／トム・ベレンジャー 
2018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 

第二次世界大戦末期の“バルジの戦い”。ナチス・ドイツ軍最後の大攻勢の中、米
軍の護衛を担った小隊の戦いを描くミリタリー・アクション。 

１９４４年。連合軍の最前線を護衛する命を受けた、第２歩兵師団のアルフレッド・

カッパ中尉。彼が率いる部隊は、“バルジの戦い”として知られるドイツ軍最大の攻
撃にさらされることになる。戦争の重要局面を守りながら、ドイツ軍の前進を食い

止めるための時間を稼がなければならず・・・。 

 

 

 

 

バルジ大作戦 放送日 

11 BATTLE OF THE BULGE 

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 放送日 

14 BANGALORE NAATKAL 

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 

【タミル語版】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。 

 

ハンバーガー・ヒル 放送日 

5･13 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…。 

 

ヒドゥン 放送日 

3･11･23 THE HIDDEN 

監督：ジャック・ショルダー 

出演：カイル・マクラクラン／マイケル・ヌーリー／エド・オロス 
1987年 英語 字幕 105分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

カイル・マクラクラン主演のＳＦアクション第１弾。凶悪なエイリアンを追う謎のＦＢｌ
捜査官とロサンゼルス市警の刑事の姿を描く。 

犯罪と欲望の街ＬＡ。物静かな紳士が突然、凶悪犯に変貌し、数々の凄絶事件を
引き起こしていた。ロス市警の刑事ベックは犯人に重症を負わせて病院に収容す

るが、今度は意識不明だった同室の患者が病院を脱走、次々と凶行を犯し始め
る。そんな時、ベックの前にＦＢＩのギャラガーと名乗る男が現れる。 

 

ヒドゥン２ 放送日 

3･23 THE HIDDEN II 

監督：セス・ピンカー 

出演：ケイト・ホッジ／ラファエル・スバージ／ジョヴィン・モンタナロ 
1993年 英語 字幕 101分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

地球人の肉体を乗っ取るエイリアンの脅威を描くＳＦアクション第２弾。エイリアンに

寄生された父の仇を打つべく、ヒロインの闘いが始まる。 
人間の肉体を乗っ取るエイリアンを抹殺したギャラガーはベック刑事の身体を奪

い、地球に安住することを決意。だが蘇生したエイリアンの手にかかり、命を落とし
てしまう。残されたベックの一人娘ジュリエットの元には謎の男が現れ、自身もベッ

クに乗り移っていたエイリアンの仲間だと告げる。 

 

ヒトラーに屈しなかった国王 放送日 

13･20 THE KING'S CHOICE 

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最後通告を突き付ける。 

 

ピンクの豹 放送日 

19 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 

5 105分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

 

ファースト・キル 放送日 

3･17 FIRST KILL 

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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：浪川大輔／内田直哉／白石涼子 放送日 

28 109分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 
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深く静かに潜航せよ 放送日 

8･19･25 RUN SILENT, RUN DEEP 

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。 

 

フューチャーワールド 放送日 

11･17･24 FUTURE WORLD 

監督：ジェームズ・フランコ／ブルース・ティエリー・チャン 

出演：ジェームズ・フランコ／ジェフリー・ウォールバーグ／ミラ・ジョヴォヴィッチ 
2018年 英語 字幕 95分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

ジェームズ・フランコが監督・出演したＳＦアクション。荒廃した未来世界を舞台に、

本能をむき出しにした人間たちの戦いを描く。 
世界戦争後、水もガソリンも秩序も失った未来世界。平和主義者たちが暮らすオア

シスの統治者、クイーンが難病に倒れた。息子のプリンスは特効薬を求めて遥か
遠方の“命の寺”へ旅立つが、その道中、傍若無人な権力者ウォーロードと美しき

アンドロイドに出会い、無秩序な争いに巻き込まれていく。 

 

プライベート・レッスン（1981年） 放送日 

6･19 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・・・。 

 

ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期 放送日 

30 BRIDGET JONES'S BABY 

監督：シャロン・マグワイア 

出演：レニー・ゼルウィガー／コリン・ファース／パトリック・デンプシー 
2016年 英語 字幕 130分 

イギリス＝フランス＝アメリカ 5.1ch カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

レニー・ゼルウィガー主演の大人気ラブコメディ第３弾。アラフォーになったブリジッ
ト・ジョーンズが、元彼とリッチなＩＴ社長の間で揺れ動く。 

ＴＶプロデューサーとして成功したブリジットは４３歳でいまだ独身。かつて愛したダ
ニエルは事故で亡くなり、マークは別の女性と結婚していた。そんな彼女にイケメ

ンで性格もナイスなＩＴ系実業家ジャックとのドラマチックな出会いが訪れる。さらに
離婚調停中のマークとも再会し・・・。 

 

ブリッツ 放送日 

8･14･22 BLITZ 

監督：エリオット・レスター 

出演：ジェイソン・ステイサム／パディ・コンシダイン／エイダン・ギレン 
2011年 英語 字幕 105分 

イギリス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

協知らずの刑事が、警官を狙った連続殺人事件を追う！ 
ロンドン市警の刑事ブラントはその情熱と正義感ゆえに、犯罪者に対してやり過ぎ

てしまうこともしばしば。ある日、警官ばかりを狙う連続殺人事件が発生。ブラント
の横暴な振る舞いを追う新聞記者ダンロップは、ワイスという男から情報提供の電

話を受ける。だが、その男こそが殺人鬼だと判明し・・・。 

 

プリンス・オブ・シティ 放送日 

8 PRINCE OF THE CITY 

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）。その中で最も若く、“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。 

 

ブレード／刀 放送日 

9･18 THE BLADE 

監督：ツイ・ハーク 

出演：チウ・マンチェク／ソニー・スー／ホン・ヤンヤン 
1995年 中国語 字幕 113分 

香港 モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

香港アクションの第一人者ツイ・ハーク監督が傑作『片腕必殺剣』をリメイク。父の
形見である折れた刀を武器に、仇討に挑む青年を描いたアクション時代劇。 

高名な刀匠の弟子テンゴンは、自分が幼い頃、父が全身入れ墨の男に殺されたこ
とを知る。刀匠が大事に奉っていた折れた刀は父の形見だった。復讐に燃えるテ

ンゴンは刀を持って飛び出すが、後を追ってきた刀匠の娘リンを盗賊から救おうと
して、右腕を失ってしまう。 

 

フロンティア（2017年） 放送日 

19 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。 

 

 

 

 

 

 

ベン・ハー 終わりなき伝説 放送日 

5･23 IN THE NAME OF BEN HUR 

監督：マーク・アトキンス 

出演：エイドリアン・ブーシェ／ジョノ・デイヴィス／マルセロ・ウォルトン 
2016年 英語 字幕 96分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

かつて最強のグラディエーターとしてコロシアムを熱狂させた伝説の英雄、ベン・ハ
ーの新たな戦いを描いた歴史アクション。 

西暦５８年、ローマ帝国属州のルシタニア。暴虐の限りを尽くすローマ軍は、皇帝
に献上するため村々の美少女を奴隷として徴発していた。反乱を決意した若者エ

イドリアンは、山奥に住む世捨て人の男に助けを求める。彼の名は、ベン・ハー。
かつて最強のグラディエーターと称えられた伝説の英雄だった。 

ま 
ＭＡＳＴＥＲ／マスター 放送日 

2 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 

15 150分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

マンハント（2017年） 放送日 

30 MANHUNT(2017) 

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。 

 

ミッドナイト・ラン 放送日 

1･21 MIDNIGHT RUN 

監督：マーティン・ブレスト 

出演：ロバート・デ・ニーロ／チャールズ・グローディン／ヤフェット・コットー 
1988年 英語 字幕 134分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ロバート・デ・ニーロ主演のアクション・コメディ。孤独な賞金稼ぎと心優しき犯罪

者、運命を共にするハメになった２人に芽生える友情をコミカルに描く。 
シカゴ警察を退職し、ロスでバウンティ・ハンターをしているジャックは、ギャングの

金を横領したマデューカスの行方を追っていた。ほどなくマデューカスを捕まえる

が、彼の命を狙うギャングと、逮捕しようとするＦＢＩの両方から追われるハメにな
り、２人は珍道中を繰り広げる。 

【地上波吹替追録版】声の出演：池田勝／羽佐間道夫／郷里大輔（藤井隼） 放送日 

10 134分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

 

ムッシュ・アンリと私の秘密 放送日 

4･18 THE STUDENT AND MISTER HENRI 

監督：イヴァン・カルヴェラック 

出演：クロード・ブラッスール／ギヨーム・ドゥ・トンケデック／ノエミ・シュミッド 
2015年 フランス語 字幕 103分 

フランス 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

日本でも上演された舞台を映画化したフランス産ヒューマン・コメディ。息子の結婚
を阻止したい偏屈な老人と、彼に協力する女子学生の奇妙な交流を描く。 

気難しく意地の悪い老人アンリは、ある条件で、女子学生コンスタンスに大きなア
パートの部屋を無料で貸し出す。その条件とはアンリの息子の結婚を破綻させる

ことだった。偏屈な老人と人生がこれから待っている若く元気な女子学生。年齢も

立場もまったく違う２人だったが・・・。 

 

燃えよドラゴン 放送日 

3･9･19･29 ENTER THE DRAGON 

監督：ロバート・クローズ 

出演：ブルース・リー／ジョン・サクソン／アーナ・カプリ 
1973年 英語 字幕 110分 

香港＝アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

世界中にカンフー・ブームを巻き起こしたブルース・リー主演のアクション。秘密任

務と復讐を胸に武術トーナメントに挑む男の姿を描く。 
かつて少林寺の修行僧で、香港裏社会を仕切るハン。彼が３年毎に開催する武術

トーナメントの招待状が、世界中の武術家に送られた。少林寺で修業中の若者リ

ーは、ハンが私腹を肥やす麻薬密売の実態を暴くため、そしてハンの手下に殺さ
れた姉の復讐のため、トーナメント会場へ単身乗り込んでいく。 

や 
山猫は眠らない７ 狙撃手の血統 放送日 

2･7･15･28 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、コロンビア最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・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｕ・ボート 放送日 

8･20･26 DAS BOOT 

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。 

 

愉楽への手ほどき 放送日 

28 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。 

 

許されざる者（1992年） 放送日 

5･16 UNFORGIVEN 

監督・出演：クリント・イーストウッド 

出演：ジーン・ハックマン／モーガン・フリーマン／リチャード・ハリス 
1992年 英語 字幕 138分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ウエスタン ワイド HD 

銃を捨て密かに暮らしていた老ガンマンが、賞金稼ぎのために再び銃を取る姿を描く西
部劇。Ｃ・イーストウッド監督・製作・主演。米アカデミー賞で監督賞、作品賞等を受賞。 

１８８０年ワイオミング。足を洗ったガンマン、ウィリアム・マニーのもとを若者が訪

ねてくる。賞金目当てで、娼婦に重傷を負わせた２人のカウボーイを追う彼から仲
間に誘われたマニーは、１１年ぶりに銃を手にし、かつての相棒も交えて町へと向

かう。 

 

夜に生きる 放送日 

24 LIVE BY NIGHT 

監督・出演：ベン・アフレック 

出演：エル・ファニング／ブレンダン・グリーソン／クリス・メッシーナ 
2016年 英語 字幕 136分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ベン・アフレックが監督・脚本・主演を務め、傑作クライム小説を映画化。禁酒法時
代を舞台に、警察の息子からギャングへとのし上がる男の姿を描いた犯罪ドラマ。 

禁酒法時代の米国ボストン。警察幹部の息子ジョーは、厳格な父親に反発して家
を飛び出し、ギャングの世界へと足を踏み入れる。ある日、彼は強盗に入った賭博

場で出会ったエマと恋仲になるが、彼女は対立組織のボスの愛人だった。裏社会
の掟を破ったことで、ジョーの運命は大きく狂い始める。 

【日本語吹替版】声の出演：小原雅人／小林沙苗／宝亀克寿 放送日 

11 136分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

ら 
ライトスタッフ 放送日 

7･16･25 THE RIGHT STUFF 

監督：フィリップ・カウフマン 

出演：サム・シェパード／スコット・グレン／エド・ハリス 
1983年 英語 字幕 200分 

アメリカ ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

米国初の有人宇宙飛行“マーキュリー計画”。宇宙飛行士に選ばれた７人の友情

や葛藤を描き、アカデミー賞４部門を獲得した感動ドラマ。 
１９４７年。空軍パイロットのチャック・イエーガーがＸ‐１ロケットで初めて音速の壁

を破った頃、ゴードン・クーパーがエドワーズ空軍基地にやってきた。やがてソ連が
人工衛星スプートニクの打ち上げに成功。慌てた米国政府はＮＡＳＡを創設し、各

軍の精鋭パイロットから宇宙飛行士を選出する。 

 

ラスト・ラン／殺しの一匹狼 放送日 

7･20 THE LAST RUN 

監督：リチャード・フライシャー 

出演：ジョージ・Ｃ・スコット／トニー・ムサンテ／トリッシュ・ヴァン・ディーヴァー 
1971年 英語 字幕 103分 

アメリカ モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

男は最後のミッションに命を懸けた・・・。組織に追われる男女を乗せた運び屋の壮
絶な逃走劇を描くハードボイルド・アクション。 

９年前に運び屋稼業を引退し、今はポルトガルで孤独な日々を送るハリー・ガーム

ス。そんな彼に、脱獄囚をスペイン領内からフランスへと運ぶ仕事が舞い込んだ。
ガームスは入念に手入れした愛車のＢＭＷに脱獄囚とその恋人を乗せ、無事に国

境を超える。だが、彼らを出迎えたのは組織の殺し屋だった！ 

 

ルドラマデーヴィ 宿命の女王 放送日 

3･13･27 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 

15･18 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。最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 

8･24 140分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 
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レディ・ガイ 放送日 

5･30 THE ASSIGNMENT 

監督：ウォルター・ヒル 

出演：ミシェル・ロドリゲス／シガニー・ウィーヴァー／トニー・シャルーブ 
2016年 英語 字幕 104分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

凄腕の殺し屋が、目覚めると女に！？Ｗ・ヒル監督×Ｍ・ロドリゲス＆Ｓ・ウィーヴ
ァー共演。性転換手術を施された殺し屋の復讐を描いた異色のアクション。 

マフィアとの銃撃戦で被弾した凄腕の殺し屋フランク・キッチン。目覚めた彼は、鏡
に映った自分の姿に驚愕する。なんと彼は、狂気の女医によって性転換手術を施

されていたのだ。大切な“モノ”を奪われ、男から女になった殺し屋が、銃と色気を
武器に復讐へと立ち上がる。 

 

ＬＯＧＡＮ／ローガン 放送日 

1 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。 

わ 
若妻の匂い 放送日 

7･21 THE CORRUPTION 

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。 

 

ワンダーウーマン（2017年） 放送日 

23･26 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報番組 

オンデマンドでみよう！11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：2・7・8・16・17・19・20・30 

15分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

ハリウッド特盛ＴＶ ＃68 

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：10・11・15・23・30 

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 11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：1 

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＃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：5・15 

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 

“北欧の至宝”マッツ・ミケルセン／来日密着特番 
世界中の人々を魅了し、“北欧の至宝”と呼ばれる人気俳優マッツ・ミケルセン。新

作公開に合わせた来日を記念して、特別番組をお届けします！ 

■ 放送日：6・22 

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 

カンフー・ヨガ * 

ジャスティス・リーグ 

沈黙の達人 
（*11/10は吹替版を放送） 

ドリーム 

ブリジット・ジョーンズの日記 

ダメな私の最後のモテ期 

木曜アクション 

アンロック／陰謀のコード 

スティール・サンダー 

スナイパー／狙撃 

テロ対策特殊部隊 

BLACK.1 ブラック・ワン 

日曜吹替シアター 

インフェルノ（2016年） 

【日本語吹替版】 

沈黙の達人【日本語吹替版】 

ネイビーシールズ 
ナチスの金塊を奪還せよ！【日本語吹替版】 

ミッドナイト・ラン【地上波吹替追録版】 

プライベート・シアター 

熟れた快楽 

白衣に秘められた幻想 

愉楽への手ほどき 

若妻の匂い 

アサイラム・アワー 

アトランティック・リム  

 

イチオシ企画／特集 
特集：２４時間 カンフー映画 

ＳＰＬ 狼たちの処刑台 

片腕必殺剣 

片腕ドラゴン 

カンフー・ジャングル 

カンフー・ヨガ 

グランド・マスター 

グリーン・デスティニー 

五福星 

ドラゴンゲート 空飛ぶ剣と幻の秘宝 

ブレード／刀 

燃えよドラゴン 

特集：金曜２９日は筋肉の日 

コナン・ザ・グレート 

キング・オブ・デストロイヤー／ 

コナンＰＡＲＴ２ 

コナン・ザ・バーバリアン 

ザ・ヤクザ 

ジャスティス・リーグ 

スティール・サンダー 

チャーリーズ・エンジェル 

沈黙の達人 

燃えよドラゴン 

シリーズ：世界を魅了する日本人 二大レジェンド俳優 高倉健＆松田優作 

〈高倉健 出演作〉 

ザ・ヤクザ 

君よ憤怒の河を渉れ 

〈松田優作 出演作〉 

人間の証明（1977年） 

特集：超人集結！ジャスティス・リーグ 

ジャスティス・リーグ 

バットマン vs スーパーマン 

ジャスティスの誕生 

ワンダーウーマン（2017年） 

東京コミコン２０１９ 

アンロック／陰謀のコード スマート・チェイス 

吹替王国 大塚明夫誕生日ＳＰ 

Ｋ-１９【日本語吹替版】  

沈黙の達人【日本語吹替版】  

レオン 完全版【日本語吹替版】 

特集：宇宙開拓史 

アポロ１３ 

サリュート７ 

スペースウォーカー 

ドリーム 

ライトスタッフ 

特集：潜水艦映画 

インパクト・クラッシュ 

眼下の敵 

Ｋ-１９ 

スティール・サンダー 

深く静かに潜航せよ 

Ｕ・ボート 

特集：インド映画祭 

インパクト・クラッシュ 

スラムドッグ＄ミリオネア 

バーフバリ 伝説誕生 

バーフバリ 王の凱旋 

バンガロール・デイズ 

ルドラマデーヴィ 宿命の女王 

特集：ロン・ハワード 

アポロ１３ 

ダ・ヴィンチ・コード 

天使と悪魔 

インフェルノ（2016年） 

バックドラフト 

今月の日本語吹替作品       ※は地上波吹替版 
アウトサイダーズ 

アトミック・ブロンド 

インフェルノ（2016年） 

カンフー・ヨガ 

君の名前で僕を呼んで 

Ｋ-１９ 

ジャングル 

ギンズバーグ１９日間の軌跡 

スラムドッグ＄ミリオネア 

ダ・ヴィンチ・コード 

沈黙の達人 

天使と悪魔 

ネイビーシールズ 

ナチスの金塊を奪還せよ！  

バックドラフト 

ピンクの豹 ※ 

ファースト・キル 

ＭＡＳＴＥＲ／マスター 

ミッドナイト・ラン ※ 

夜に生きる 

レオン 完全版 

 


