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アナベル 死霊人形の誕生 放送日 

16･24･30 ANNABELLE: CREATION 

監督：デイビッド・F・サンドバーグ 

出演：ステファニー・シグマン／タリタ・ベイトマン／ルル・ウィルソン 
2017年 英語 字幕 118分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

史上最も呪われた“実在する”人形はこうして誕生した！死霊人形アナベルの誕生
の秘密が明かされる、大ヒット・ホラー「死霊館」シリーズ第４弾。 
１２年前、幼い娘を亡くした人形師と妻が暮らす館へ、閉鎖に追い込まれた孤児院
のシスターと６人の少女がやって来る。少女たちは新生活に心躍らせるが、家の
中は不気味な雰囲気が漂っていた。やがて人形師が作った人形“アナベル”に狙
われた彼女たちは、恐怖の呪縛に捕らわれてゆく。 

 

ＡＮＯＮ アノン 放送日 

23 ANON 

監督：アンドリュー・ニコル 

出演：クライヴ・オーウェン／アマンダ・セイフライド／コルム・フィオール 
2018年 英語 字幕 107分 

ドイツ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

『ガタカ』、『ＴＩＭＥ／タイム』のアンドリュー・ニコル監督が仕掛ける近未来ＳＦサス
ペンス。犯罪は不可能とされる管理社会で起きた殺人事件の謎を追う。 
地球上全ての人間の記憶は記録・検閲され、プライバシーも匿名性も失われた近
未来。「秘密」はもはや過去の遺物となり、犯罪さえも消滅していた。しかし、起こる
はずのない殺人事件が発生。捜査上で頼りになるのは、一切の「記録がない女」
だった。それからも事件は次々と発生し・・・。 

 

暗殺者たちの流儀 放送日 

3･11 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。 

 

いい匂いのする女 放送日 

12･19 OREGON PINE 

監督：ニコライ・マックス・ハーン 

出演：ハンス・ヴェーゲナー／ペリ・バウマイスター／ジルク・ボーデンベンダー 
2016年 ドイツ語 字幕 96分 

ドイツ ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

“匂い”で思い出す、名前しか知らない美しい女性。仕事だけに没頭してきた孤独なビ
ジネスマンが、魅惑的な女性に心を奪われ、のめり込んでいく姿を描いた官能ドラマ。 
キャリア志向で完璧主義のリヒャルトは、女性とは一夜限りの割り切った関係しか
持たないことを決めていた。ある日、パンクした自転車を押す女性を見かけた彼
は、その女性を誘って食事をするが、ふとした瞬間に彼女は帰ってしまう。翌日、リ
ヒャルトの経営する会社に昨日の女性が現れて・・・。 

 

偽りなき者 放送日 

3 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。 

 

インデペンデンス・デイ［特別版］ 放送日 

4･14･23 

24･31 INDEPENDENCE DAY 

監督：ローランド・エメリッヒ 

出演：ウィル・スミス／ビル・プルマン／ジェフ・ゴールドブラム 
1996年 英語 字幕 161分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

地球侵略を企む異星人と人類の３日間の攻防を描き、世界各地で大ヒット！ウィ
ル・スミス主演×ローランド・エメリッヒ監督によるＳＦパニック。 
７月２日。世界各地の上空に巨大宇宙船が出現。混乱の中、ホイットモア大統領
率いる米国政府は宇宙人との交信を試みる。コンピュータ技師デイビッドは、宇宙
船が発する信号が攻撃へのカウントダウンだと気付くが、時すでに遅く、宇宙船か
らの怪光線で世界中の大都市が壊滅してしまう。 

 

インフェルノ（2016年） 放送日 

8 INFERNO 

監督：ロン・ハワード 

出演：トム・ハンクス／フェリシティ・ジョーンズ／オマール・シー 
2016年 英語 字幕 129分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

『ダ・ヴィンチ・コード』、『天使と悪魔』に続くミステリー・シリーズ第３弾。トム・ハンク
ス演じる宗教象徴学者ラングドンが、人類を滅亡に導く謎の暗号に挑む。 
大富豪の生化学者ゾブリストによる人口増加問題の過激な解決策。それは人類
の半分を滅ぼすウイルスの拡散計画だった。ゾブリストから挑戦状を突き付けられ
た宗教象徴学者のラングドン教授は、詩人ダンテの叙事詩「神曲」の「地獄篇（イン
フェルノ）」に隠された暗号を解明しようとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウィザード・バトル 氷の魔術師と炎の怪物 放送日 

1 DED MOROZ. BITVA MAGOV 

監督：アレクサンドル・ヴォイティンスキ 

出演：フョードル・ボンダルチューク／アレクセイ・クラフチェンコ／タイーシャ・ヴィルコヴァ 
2016年 ロシア語 字幕 124分 

ロシア ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

世界最高峰のＶＦＸスタッフで贈るロシア発のファンタジー・アクション。ロシア版サ
ンタクロース“ジェド・マロース”を題材に、魔術師同士の壮絶な戦いを描く。 
はるか昔、氷を操る魔術師ミランと６人の兄弟は、炎の怪物を操り世界滅亡を企む
闇の魔術師を、伝説の剣の力で遠い銀河へと追いやった。長い月日が流れ、現在
のロシアでは、ミランらは雪の精霊に姿を変えて密かに平和を守っていたが、ある
人物の裏切りで剣の封印を守る鍵が奪われてしまう・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：佐々木祐介／入倉敬介／竹下礼奈 放送日 

25 124分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ウォーターワールド 放送日 

19･28 WATERWORLD 

監督：ケヴィン・レイノルズ 

出演：ケヴィン・コスナー／デニス・ホッパー／ジーン・トリプルホーン 
1995年 英語 字幕 143分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ケヴィン・コスナー主演の海洋ＳＦアクション。地球温暖化で全ての陸地が水没した
未来。伝説の陸地を探して、海賊たちと戦う冒険の旅を描く。 
温暖化が進み、地球の陸地は全て水没。わずかな人類は、浮遊都市＝アトールと
呼ばれる人口島を作って生きながらえていた。そんな海洋を旅する一匹狼のマリ
ナー。彼は伝説の陸地＝ドライランドの存在を信じる女ヘレンとその秘密を隠した
少女エノーラと出会い、ドライランドを探す旅に出る。 

 

ウルヴァリン：Ｘ-ＭＥＮ ＺＥＲＯ 放送日 

2･20･21 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［エクステンデッド・エディション］ 放送日 

2･20･21 THE WOLVERINE[EXTENDED EDITION] 

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。 

 

エア・ストライク 放送日 

3･7･17 AIR STRIKE 

監督：シャオ・フェン 

出演：リウ・イエ／ブルース・ウィリス／ソン・スンホン 
2018年 英語 字幕 104分 

中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

リウ・イエ、ブルース・ウィリスらアジアとハリウッドのトップスターが共演。日中戦争
にて、米軍大佐が率いる中国軍空戦部隊の戦いを描いたスカイ・アクション。 
日中戦争最中の１９４１年。中国軍は日本軍の猛攻にさらされていた。最後の砦で
ある重慶も、度重なる爆撃によって壊滅の危機。そんな中、米軍のジャック・ジョン
ソン大佐は、圧倒的不利な中国軍の空戦部隊を率いて、最新鋭のゼロ戦を操る日
本軍に挑むことになる。 

 

エアポート２０１８ 放送日 

2･12･22 FLIGHT 666 

監督：ロブ・パラティーナ 

出演：ジョセフ・マイケル・ハリス／ホセ・ロセット／リズ・フェニング 
2018年 英語 字幕 97分 

アメリカ ステレオ カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

激しい乱気流、計器不良、地上との音信不通。そして機内に“何か”が現れる！上
空１万メートルの飛行機内で起こる不可解な現象を描くパニック・ホラー。 
ＮＹへ向かうＵＳ５７便の眼前に突如、雷雲が出現。そのまま機体は乱気流に飲み
込まれるが、手動操縦に切り替え難を逃れる。一同が安堵する中、乗客の１人が
急に暴れ出した。連邦航空保安局のタデウスが取り押さえるが、その乗客は飛行
機の翼の上に人が立っていたと言う・・・。 

 

エイリアン：コヴェナント 放送日 

7･17 ALIEN: COVENANT 

監督：リドリー・スコット 

出演：マイケル・ファスベンダー／キャサリン・ウォーターストン／ビリー・クラダップ 
2017年 英語 字幕 130分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

リドリー・スコット監督が『エイリアン』の前日譚を描くＳＦ三部作の２作目。前作『プ
ロメテウス』の続編にあたり、エイリアン誕生の秘密が明かされる。 
宇宙移住計画のため、２０００人もの入植者を乗せて惑星オリガエ６を目指す宇宙
船コヴェナント号。航行中、トラブルに見舞われたコヴェナント号は、謎の電波を発
信する近くの惑星に降下する。そこは目的地よりはるかに地球の環境に似ており、
新たな楽園になると思われたが・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：宮本充／坂本真綾／置鮎龍太郎 放送日 

18 130分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エクスペンダブルズ 放送日 

6･14･22･30 THE EXPENDABLES 

監督・出演：シルヴェスター・スタローン 

出演：ジェイソン・ステイサム／ジェット・リー／アーノルド・シュワルツェネッガー 
2010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 

監督・主演のＳ・スタローンのもとに、豪華アクションスターが集結！自ら“消耗品
＝エクスペンダブルズ”と名乗る最強傭兵軍団の活躍を描く痛快アクション。 
ギャラは高いが仕事は確実。自らを消耗品と名乗り、鉄壁のチームワークを誇る
精鋭の傭兵部隊“エクスペンダブルズ”。ソマリアの武装海賊から人質を鮮やかに
救出した彼らの次なる任務は、南米の島国ヴィレーナの軍事独裁政権の壊滅。だ
が、そこには巨大な陰謀が待ち構えていた・・・！ 

 

エクスペンダブルズ２ 放送日 

6･14･22･30 THE EXPENDABLES 2 

監督：サイモン・ウェスト 

出演：シルヴェスター・スタローン／ジェイソン・ステイサム／ジェット・リー 
2012年 英語 字幕 110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・スタローンら、新旧アクションスターが再結集。傭兵軍団がプルト
ニウムを巡る壮絶バトルに巻き込まれるアクション第２弾。 
自らを消耗品と名乗る最強無敵の傭兵軍団エクスペンダブルズ。ＣＩＡのチャーチ
からの今回の依頼は、バルカン半島アルバニア領の山脈に墜落した輸送機から
のデータボックスの回収。だが、ミッション完了直前、謎の武装集団の襲撃を受
け、データボックスを奪われた上に仲間を殺されてしまう。 

 

エクスペンダブルズ３ ワールドミッション 放送日 

6･14･22･30 THE EXPENDABLES 3 

監督：パトリック・ヒューズ 

出演：シルヴェスター・スタローン／ジェイソン・ステイサム／ハリソン・フォード 
2014年 英語ほか 字幕 134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・スタローン率いる傭兵軍団が活躍するアクション第３弾。敵役にメ
ル・ギブソンを迎え、宿敵との壮絶バトルを描く。 
傭兵軍団“エクスペンダブルズ”を率いるバーニーはＣＩＡからある任務を言い渡さ
れる。それはエクスペンダブルズ創設メンバーで、今は悪の組織の大物ストーンバ
ンクスの捕獲。強敵との攻防に、もう若くない仲間たちの身を案じたバーニーはチ
ームを解散。新たに若いメンバーと組んで任務に挑むが・・・。 

 

悦楽の貴婦人[ＨＤリマスター版] 放送日 

5･26 MOGLIAMANTE REMASTERED 

監督：マリオ・ヴィカリオ 

出演：ラウラ・アントネッリ／マルチェロ・マストロヤンニ／レオナード・マン 
1977年 イタリア語 字幕 113分 

イタリア モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

イタリアン・エロスの女王ラウラ・アントネッリと、マルチェロ・マストロヤンニが共演し
た官能ドラマ。夫に放置され続けた妻が、夫の失踪をきっかけに欲望を開放する。 
夫ルイージの冷たい態度に耐えられず、病に伏せる若妻アントニーア。ある日、ル
イージが突然姿を消し、アントニーアは彼に代わってワイン商の仕事を始める。だ
がその矢先、夫の不貞の数々を知ることに。彼女は夫への復讐のため、新しい男
たちと関係を持ち始める。 

 

エリザベス∞エクスペリメント 放送日 

16･25 ELIZABETH HARVEST 

監督：セバスチャン・グティエレス 

出演：アビー・リー／キアラン・ハインズ／カーラ・グギーノ 
2018年 英語 字幕 116分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

人間の欲望を満たすための従順なクローンに、自我が目覚めた・・・。新鋭女優ア
ビー・リーが美しく完璧なクローンを演じるＳＦサスペンス。 
天才科学者ヘンリーは、一目惚れした美しい女性エリザベスを花嫁に迎え、郊外
の邸宅で一緒に暮らし始める。ヘンリーとの甘い生活を満喫するエリザベスだった
が、ある日「絶対に入るな」と言われていた部屋の扉を開けてしまう。そこには自分
と全く同じ姿の人間が、裸のまま管に繋がれていた。 

 

エンド・オブ・ホワイトハウス 放送日 

3･14･24 OLYMPUS HAS FALLEN 

監督：アントワーン・フークア 

出演：ジェラルド・バトラー／モーガン・フリーマン／アーロン・エッカート 
2013年 英語 字幕 127分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジェラルド・バトラー製作・主演のアクション・サスペンス。ホワイトハウスに籠城し
たテロリストに、警備員がたった１人で立ち向かう！ 
米国独立記念日の翌日。大統領を人質に取ったアジア人テロリストに、ホワイトハ
ウスが占拠された！彼らは日本海域からの米国第七艦隊の撤収と核爆弾作動コ
ードを要求。ホワイトハウスは堅固なセキュリティーによって、難攻不落の要塞と化
した。最悪の状況の中、１人の警備員が潜入に成功するが・・・。 

 

エンド・オブ・キングダム 放送日 

4･14･24 LONDON HAS FALLEN 

監督：ババク・ナジャフィ 

出演：ジェラルド・バトラー／アーロン・エッカート／モーガン・フリーマン 
2016年 英語 字幕 106分 

アメリカ＝イギリス＝ブルガリア 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジェラルド・バトラー主演のアクション『エンド・オブ・ホワイトハウス』の続編。今回
は各国首脳が集まるロンドンを舞台に、テロとの闘いを描く。 
ホワイトハウス陥落の悪夢から２年。英国首相が不可解な死を遂げ、葬儀のため
世界４０ヶ国もの首脳がロンドンに集結した。だがその厳戒態勢を破り、同時多発
テロが勃発。次々と犠牲者が増える中、米国大統領とそのシークレットサービスが
世界を揺るがすテロリストに立ち向かってゆく。 

 

オキュペーション -侵略- 放送日 

13･26 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。 
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ＯＳＩＲＩＳ／オシリス 放送日 

13･26 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･9 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。 

【日本語吹替版】声の出演：藤真秀／金光宣明／祐仙勇 放送日 

21･28 97分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

絡みつく舌 放送日 

3･19 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・ディストラクション 放送日 

11･17 SAN ANDREAS QUAKE 

監督：ジョン・バウムガートナー 

出演：ジェイ・キャッスルズ／グレイス・ヴァン・ディーン／ジェイソン・ウッズ 
2015年 英語 字幕 91分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

加速する大地殻変動！美しい西海岸は太平洋に沈んでしまうのか？カリフォルニ
ア州を襲う超巨大地震の猛威を描いたディザスター・パニック。 
カリフォルニア州にМ１０超の巨大地震が発生するという予知データを得た地震学
者のモリー。サン・アンドレアス断層の大変動により地盤が崩壊、陸地の一部は海
に沈み、避難命令が出されたＬＡはパニック状態に。そんな中、モリーとヘリパイロ
ットの夫は娘を救うため、地獄と化した市街地に向かう。 

 

カンフー・ヨガ 放送日 

19･29 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。 

 

危険な情事 放送日 

2･12･24 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。 

 

君よ憤怒の河を渉れ 放送日 

10･27 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。 

 

キング・オブ・トロール 勇者と山の巨神 放送日 

20･28 THE ASH LAD: IN THE HALL OF THE MOUNTAIN KING 

監督：ミケル・ブレネ・サンデモーセ 

出演：ヴェビヨルン・エンガー／マッズ・シェーゴード・ぺテルセン／エイリ・ハーボー 
2017年 ノルウェー語 字幕 112分 

ノルウェー 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

ノルウェー本国で大ヒットを記録。北欧に古くから伝わるトロール伝説をモチーフ
に、さらわれた王女を救うための戦いを描くファンタジー・アドベンチャー。 
１９世紀のノルウェー。貧しい家庭に育った１７歳の少年エスペンはある日、森の
中で政略結婚に我慢できず宮殿を飛び出してきた王女キリステンに出会う。２人は
すぐに打ち解け、互いに惹かれ合うが“マウンテン・キング”と呼ばれるトロールに
キリステンが連れ去られてしまう。 

 

 

 

キングダム／見えざる敵 放送日 

5･10･19 THE KINGDOM 

監督：ピーター・バーグ 

出演：ジェイミー・フォックス／クリス・クーパー／ジェニファー・ガーナー 
2007年 英語 字幕 117分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ピーター・バーグ監督×ジェイミー・フォックス主演のサスペンス・アクション。サウ
ジアラビアに送り込まれたＦＢＩ捜査官チームの命懸けの捜査を描く。 
サウジアラビアの外国人居住区で自爆テロが発生し、ＦＢＩ捜査官を含む３００人以
上が犠牲となった。ＦＢＩ捜査官フルーリーは、首謀者がアルカイダと関係のあるア
ブ・ハムザと推察。外交的思惑が絡み合う中、５日間の期限付きで３人の仲間と共
に現地に乗り込み、捜査を開始する。 

 

グレムリン 放送日 

14･23･30 GREMLINS 

監督:ジョー・ダンテ 

出演:ザック・ギャリガン／フィービー・ケイツ／ホイト・アクストン 
1984年 英語 字幕 114分 

アメリカ ステレオ カラー 

コメディ ワイド HD 

スティーヴン・スピルバーグ製作の大ヒット・ファンタジー。いたずら好きな不思議な
生き物モグワイが、クリスマスに大騒動を巻き起こす！ 
クリスマス。ビリーは発明家の父親からユニークな生き物モグワイをプレゼントされ
た。ただし、モグワイを飼うには「水に濡らさない」「光を当てない」「真夜中の１２時
過ぎに絶対に食べ物を与えない」という３つの大切な約束がある。ビリーはモグワ
イを“ギズモ”と名付けて可愛がるが・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：関俊彦／玉川砂記子／富田耕生 放送日 

8 114分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

グレムリン２‐新・種・誕・生‐ 放送日 

14･24･30 GREMLINS 2 THE NEW BATCH 

監督：ジョー・ダンテ 

出演：ザック・ギャリガン／フィービー・ケイツ／ジョン・グローヴァー 
1990年 英語 字幕 114分 

アメリカ 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

不思議な動物モグワイから派生する凶暴なグレムリンが巻き起こす騒動を描くシリ
ーズ第２弾。ザック・ギャリガン、フィービー・ケイツ出演。 
ニューヨークにやってきたビリーとケイトは、大富豪クランプの支配するクランプ・セ
ンターで働いていた。ビリーはセンターで研究材料にされかけているギズモと再会
するが、水を浴びてしまいまたもグレムリンに変身。さらにバイオテクノロジーと融
合し、より凶暴な新種が大量発生してしまう。 

 

クロノス・コントロール 放送日 

13･23 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。 

 

コールド・スキン 放送日 

16 COLD SKIN 

監督：ザヴィエ・ジャン 

出演：レイ・スティーヴンソン／デヴィッド・オークス／アウラ・ガリード 
2017年 英語 字幕 114分 

スペイン＝フランス 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

南極海の孤島で２人の男がクリーチャーと戦いを繰り広げる！フランスの俊才・ザ
ヴィエ・ジャン監督がスペイン文学「冷たい肌」を映画化したサバイバル・スリラー。 
夢に破れ、気象観測員として南極海の無人島にやって来た青年フレンド。彼の他
には変わり者の灯台守グルナーがいるだけだったが、夜更けになると島には“人
ならぬ生き物”の大群が押し寄せてくる。２人は灯台を要塞に、夜毎そのクリーチャ
ーを撃退し続けるが・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：広瀬彰勇／川島得愛 放送日 

4 114分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

-悟空伝- 放送日 

12･21 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・バーバリアン 放送日 

5 CONAN THE BARBARIAN 

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。 

【日本語吹替版】声の出演：藤真秀／甲斐田裕子／原康義 放送日 

19･30 120分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 
 
 
 
 
 

さ 
殺人者の記憶法 放送日 

10 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 

11 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。 

 

ザ・レイド レディ・ミッション 放送日 

5･20 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。 

 

シーナ 放送日 

5･20 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。 

 

ジオストーム 放送日 

14･15･17･26 GEOSTORM 

監督：ディーン・デヴリン 

出演：ジェラルド・バトラー／ジム・スタージェス／アビー・コーニッシュ 
2017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 

ジェラルド・バトラー主演のディザスター・アクション。天候を制御する気象宇宙ステ
ーションが暴走し、全世界で大災害が多発する！ 
度重なる自然災害から地球と人類を救うため、天候を制御する気象宇宙ステーシ
ョンが開発され、災害は過去のものとなった。だがある日、ウイルス感染した衛星
が暴走を開始！リオ・デ・ジャネイロが寒波に、香港は地割れ、ドバイは洪水に・・・
空前絶後の大災害に科学技術者ジェイクたちが立ち向かう。 

 

ジオディザスター 放送日 

16･20･25 GEO DISASTER 

監督：サンダー・レヴィン 

出演：マシュー・ポールカンプ／ナタリー・ペレティア／エリッヒ・リーゲルマン 
2017年 英語 字幕 94分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

大地震・火山噴火・大津波・巨大ツイスターが連鎖的に発生！地球規模巨大災害
“ジオディザスター”に見舞われた人類の運命を描くディザスター・パニック。 
２０ＸＸ年。宇宙から飛来した暗黒物質“ダークマター”が地球を貫通。世界各地を
大地震が襲い、メイソン一家も危機に直面していた。壊滅したロサンゼルスで必死
に生き延びようとするジョハンナと娘たち。山に出掛けていたマットと息子も溶岩に
追われ、過酷なサバイバルに挑む！ 

 

史上最大の作戦 放送日 

4 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 

11･26 124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 

5･17 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 

『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・・・。 
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シャイニング 放送日 

4･21･27 THE SHINING 

監督：スタンリー・キューブリック 

出演：ジャック・ニコルソン／シェリー・デュヴァル／ダニー・ロイド 
1980年 英語 字幕 151分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

ジャック・ニコルソン主演×スタンリー・キューブリック監督によるホラー。スティーヴ
ン・キングの小説を基に、雪に閉ざされたホテルで管理人一家を襲う悲劇を描く。 
小説家志望のジャックは、ロッキー山上のリゾートホテルの冬季管理人として妻子
と共に住み込むことになった。そこは「前任の管理人が家族を斧で惨殺し、自殺し
た」といういわく付きの物件。猛吹雪で外界と隔離されたホテルで、一家３人だけの
生活が始まるが・・・。 

 

ジュラシック・ユニバース ダーク・キングダム 放送日 

9・17･25 TRIASSIC WORLD 

監督：ディラン・ヴォックス 

出演：シェリー・スターリング／ヘイリー・Ｊ・ウィリアムス／ジョセフ・マイケル・ハリス 
2018年 英語 字幕 97分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

生き残るのは人間か？恐竜か？外界から完全封鎖された施設を舞台に、遺伝子実験
で現代に蘇った恐竜と人間たちの生き残りを懸けた極限バトルを描くＳＦアクション。 
大都会の地下で行われている、恐竜を現代に蘇らせる極秘研究。そこで生まれ
た、獰猛かつ知性を備えたゴジラサウルスが隔離室から脱走した。安全装置が起
動し、施設は完全封鎖。２時間後には施設内の生物を死滅させる猛毒ガスが噴射
されてしまう。科学者のダイアナたちは、決死の戦いを挑むが・・・。 

 

ジュラシック・ワールド 放送日 

20・29 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 

7・28 132分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ジョーズ２ 放送日 

4･11 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・・・。 

 

水滸伝（1973年） 放送日 

11･22･27 THE WATER MARGIN 

監督：チャン・チェ 

出演：デヴィッド・チャン／丹波哲郎／黒沢年雄 
1973年 中国語 字幕 133分 

香港 モノラル カラー 

中国歴史 ワイド HD 

中国の古典小説「水滸伝」をダイナミックに映像化。香港オールスター・キャストに
加え、日本から丹波哲郎、黒沢年雄が出演したスペクタクル・歴史アクション。 
宋の末期。梁山泊の首領が史文恭によって殺された。梁山泊の武松らは復讐を誓
い、盧俊義や燕青を仲間に引き入れる。一方、財産を狙う妻の罠にはまった盧俊
義は、処刑寸前のところを梁山泊の英雄らに救われる。だが、待ちうけていた史文
恭の軍隊との壮絶な戦いに突入し・・・。 

 

スターリングラード（2001年） 放送日 

8･17 ENEMY AT THE GATES 

監督：ジャン＝ジャック・アノー 

出演：ジュード・ロウ／レイチェル・ワイズ／ジョセフ・ファインズ 
2001年 英語 字幕 138分 

アメリカ＝ドイツ＝イギリス＝アイルランド ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ジュード・ロウ主演。ナチス・ドイツとソ連が全面対決した第ニ次大戦下の激戦地を舞
台に、実在した伝説のスナイパーの生き様を壮大なスケールで描いた戦争ドラマ。 
１９４２年９月、ソ連の都市スターリングラードはナチス・ドイツの猛攻に陥落寸前だ
った。幼い頃から祖父に射撃を仕込まれて育った青年ヴァシリ・ザイツェフは、共
産党の政治将校ダニロフの薦めで狙撃手となる。彼は驚くべき正確さで敵兵を
次々と仕留め、ソ連の国民的英雄として祭り上げられていく。 

 

ストリート・オブ・ファイヤー[デジタル・リマスター版] 放送日 

9･22 STREETS OF FIRE REMASTERED 

監督：ウォルター・ヒル 

出演：マイケル・パレ／ダイアン・レイン／ウィレム・デフォー 
1984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 

ウォルター・ヒル監督による伝説のロック・アクションのデジタル・リマスター版。ギ
ャングに誘拐された元恋人を救うため、街に戻ってきた男の活躍を描く。 
リッチモンド出身のロック歌手エレンが凱旋コンサートの最中、レイヴン率いるスト
リート・ギャングに連れ去られた。流れ者でエレンの元恋人トム・コーディは、彼女
の危機を知って帰郷。エレンのマネージャーのビリー、女兵士マッコイと共にギャン
グのアジトへ乗り込んでいく。 

 

スパイダーマン™（４Ｋレストア版） 放送日 

29 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：猪野学／山路和弘／岡寛恵 放送日 

1 129分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

スパイダーマン™２（４Ｋレストア版） 放送日 

29 SPIDER-MAN2 

監督：サム・ライミ 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

【４Ｋをマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】サム・ライミ監督×トビー・マグワイ
ア主演の人気アメコミ映画化第２弾。 
ピーターは新聞社でバイトをしながら大学に通い、スパイダーマンとしてＮＹの街を
守る日々。愛するＭＪは夢だった舞台女優になり、親友ハリーは父の仇スパイダー
マンへの復讐に燃えていた。そんな人間関係に悩むピーターの前に、伸縮自在の
人工アームを操る怪人ドック・オクが現れ・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：猪野学／岡寛恵／銀河万丈 放送日 

1 135分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

スパイダーマン™３（４Ｋレストア版） 放送日 

29 SPIDER-MAN3 

監督：サム・ライミ 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

【４Ｋをマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】サム・ライミ監督の人気アメコミの
映画化シリーズ第３弾。 
ピーターはブロードウェイ女優になった恋人ＭＪにプロポーズを決意する。ある夜、
ピーターは父の力を受け継ぎ“ニュー・ゴブリン”と化した親友ハリーに襲われる
が、闘いの末、ハリーは記憶障害に。その頃、脱獄囚マルコが逃げ込んだ研究所
で砂の体を持つ“サンドマン”に変身してしまう。 

【日本語吹替版】声の出演：猪野学／岡寛恵／鉄野正豊 放送日 

1 147分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

スパイダーマン：ホームカミング 放送日 

1･29 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：榎木淳弥／大川透／大西健晴 放送日 

1･20 141分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

スペースウォーカー 放送日 

5･16 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。 

 

スペシャリスト（1994年） 放送日 

6･18 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。 

た 
ＤＡＲＫ ＳＴＡＲ／Ｈ・Ｒ・ギーガーの世界 放送日 

7 DARK STAR: H.R. GIGER'S WORLD 

監督：ベリンダ・サリン 

出演：Ｈ・Ｒ・ギーガー／カルメン・マリア・ギーガー／マルコ・ヴィッツィヒ 
2014年 スイスドイツ語 字幕 107分 

スイス 5.1ch カラー 

ドキュメンタリー ワイド HD 

『エイリアン』造形の産みの親、Ｈ・Ｒ・ギーガーの生涯に迫るドキュメンタリー。自宅
やアトリエの様子、本人の証言なども交えて稀有な作品世界の一端が明かされる。 
『エイリアン』の造形でアカデミー賞視覚効果賞を受賞したスイス出身の画家・デザ
イナーのＨ・Ｒ・ギーガー。その作品は世界中のアーティストを魅了し影響を与えて
きた。創作の源泉となった、幼少期に頭蓋骨に触れた体験。さらに３人の女性のパ
ートナーとの出会いや『エイリアン』誕生秘話も語られる。 

 

ダイ・ハード 放送日 

2･11･24･28 DIE HARD 

監督：ジョン・マクティアナン 

出演：ブルース・ウィリス／アラン・リックマン／ボニー・ベデリア 
1988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 

ブルース・ウィリス主演のアクション・シリーズ第１弾。テロリストに占拠されたハイ
テク高層ビルを舞台に、人間臭い１人の刑事の戦いを描く。 
別居中の妻子とクリスマス休暇を過ごすため、ＬＡにやってきたＮＹの刑事ジョン・
マクレーン。妻ホリーが勤める３４階建ての超高層ナカトミビルでは、パーティーの
最中、武装した１３人のテロリストが乱入。社員全員が人質になってしまう。別の部
屋にいたジョンは脱出して難を逃れるが・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダイ・ハード２ 放送日 

3･11･25･28 DIE HARD 2 

監督：レニー・ハーリン 

出演：ブルース・ウィリス／ボニー・ベデリア／ウィリアム・サドラー 
1990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 

ブルース・ウィリス主演のアクション・シリーズ第２弾。今回は空港を舞台に、またも
事件に遭遇した運の悪い刑事の孤軍奮闘を描く。 
ＬＡの高層ビルをテロリストが占拠した事件からちょうど１年後のクリスマス。ジョ
ン・マクレーン刑事は妻ホリーを迎えに吹雪のワシントン、ダレス国際空港に来て
いた。だが、護送中の南米の麻薬王エスペランザ将軍奪還を図る傭兵部隊が空
港を占拠。上空で待機する旅客機すべてが人質となってしまう。 

 

ダイ・ハード３ 放送日 

4･11･26･28 DIE HARD: WITH A VENGEANCE 

監督：ジョン・マクティアナン 

出演：ブルース・ウィリス／サミュエル・Ｌ・ジャクソン／ジェレミー・アイアンズ 
1995年 英語ほか 字幕 136分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ブルース・ウィリスの主演で贈るアクション第３弾。サミュエル・Ｌ・ジャクソンを相棒
に、ＮＹの街中に爆弾を仕掛けたテロリストに立ち向かう。 
ＮＹ５番街のビルが爆破された。サイモンと名乗る犯人は、その後も爆破場所を地
下鉄、小学校と次々に指定し、市民を巻き込むテロ計画を敢行する。犯人に呼び
出された休職中の刑事マクレーンは、ひょんなことから出会った黒人の家電修理
店主ゼウスと共に、爆弾テロを阻止すべく奔走する！ 

 

地球が静止する日 放送日 

13･25 THE DAY THE EARTH STOOD STILL 

監督：スコット・デリクソン 

出演：キアヌ・リーヴス／ジェニファー・コネリー／ジェイデン・スミス 
2008年 英語 字幕 111分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

１９５１年の古典的ＳＦ映画をキアヌ・リーヴス主演でリメイク。宇宙から来たエイリ
アンと地球人とのコンタクトをリアルに描くＳＦドラマ。 
ＮＹのセントラルパークに謎の球体が飛来し、宇宙からの使者クラトゥが降り立っ
た。政府はあらゆる分野の専門家による緊急対策チームを組織。生物学者のヘレ
ンも招集される。世界中が不安とパニックに陥る中、ヘレンを協力者に選んだクラ
トゥは、彼が地球にやって来た衝撃的な理由を告げる。 

 

超巨大ハリケーン カテゴリー５ 放送日 

13･26 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・・・。 

 

沈黙の要塞 放送日 

10･19･27 ON DEADLY GROUND 

監督・出演：スティーヴン・セガール 

出演：マイケル・ケイン／ジョアン・チェン／ジョン・Ｃ・マッギンリー 
1994年 英語 字幕 109分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

厳寒のアラスカを舞台に、巨大企業の陰謀に挑むタフガイの活躍を環境保護問題
も盛り込んで描くアクション。監督、主演、製作はスティーヴン・セガール。 
アラスカ、イヌイット湾でエイジス石油会社の採掘所が炎上した。事故を調べる石
油炎上事故消火の専門家フォレストは、石油採掘権を巡るエイジス社の自然破壊
もいとわない陰謀を知り、イヌイット族の娘マースとともに巨大な要塞というべき採
掘所に潜入する。 

 

デイアフター２０２０ 首都大凍結 前編 放送日 

13 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 

29 101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 

14 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 

29 101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 

1･6 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。 
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デトロイト 放送日 

10 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 

12･20 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・・・。 

 

ドクター・エクソシスト 放送日 

18･25 INCARNATE 

監督：ブラッド・ペイトン 

出演：アーロン・エッカート／カリス・ファン・ハウテン／カタリーナ・サンディノ・モレノ 
2016年 英語 字幕 94分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

アーロン・エッカート主演×ジェイソン・ブラム製作で贈る新感覚超常現象スリラー。
車椅子の科学者＝最強エクソシストが、少年に憑依した宿敵の悪霊と対峙する。 
人間の潜在意識に科学的な手法で入り込み除霊を行うエクソシスト、セス・エンバ
ー。妻と娘を悪霊“マギー”に殺されたエンバーは、その悪霊への復讐だけを目的
に生きていた。ある日、彼の元に１１歳の少年の母親が助けを求めてやって来る。
少年には、彼が執念を燃やす宿敵“マギー”が取り憑いていた。 

 

閉ざされた森 放送日 

3･9･20 BASIC 

監督：ジョン・マクティアナン 

出演：ジョン・トラヴォルタ／サミュエル・Ｌ・ジャクソン／コニー・ニールセン 
2003年 英語 字幕 106分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ジョン・トラヴォルタ主演の軍事サスペンス。密林でレンジャー隊を襲った不可解な
事件。捜査担当者は矛盾する証言に翻弄されていく・・・。 
パナマの米軍基地から訓練に出たレンジャー隊が、嵐の森で消息を絶った。１７時
間後、発見された３名は味方同士で撃ち合い、捜索ヘリの目の前で１名が死亡。
訓練を率いたウエスト軍曹を含め、なお４名の行方がわからぬ中、元レンジャー隊
員の麻薬捜査官トム・ハーディが非公式に呼び寄せられる。 

 

ドラゴンゲート 空飛ぶ剣と幻の秘宝 放送日 

7･13 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。 

な 
人間の証明（1977年） 放送日 

1･5･27 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。 

は 
バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡） 放送日 

21･22･24･31 BIRDMAN OR (THE UNEXPECTED VIRTUE OF IGNORANCE) 

監督：アレハンドロ・Ｇ・イニャリトゥ 

出演：マイケル・キートン／エドワード・ノートン／エマ・ストーン 
2014年 英語 字幕 127分 

アメリカ 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

第８７回アカデミー賞最多４冠を受賞。マイケル・キートン主演のブラック・コメディ。
ヒーロー映画で一世を風靡した俳優が復活を懸けてもがく姿を描く。 
かつて“バードマン”というヒーローを演じて大スターとなったが、今はすっかり落ち
目のリーガン。自ら脚色、演出、主演も兼ねた舞台で再起を図ろうとするが、共演
者のマイクに脅かされ、アシスタントの娘サムとの関係もぎくしゃく。精神的に追い
込まれた彼の前にはバードマンが現れて・・・。 

 

パーフェクト・ワールド 世界の謎を解け 放送日 

10･16 A ROUGH DRAFT 

監督：セルゲイ・モクリツキー 

出演：ニキータ・ヴォルコフ／オルガ・ボロフスカヤ／ユリア・ペレシド 
2018年 ロシア語 字幕 123分 

ロシア 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

『ナイト・ウォッチ』原作者のベストセラー小説を映画化したＳＦアクション・ファンタジ
ー。自身の存在が消滅した男が、壊れていく世界を救うため時空を駆け巡る！ 
若さと才能に溢れ、完璧な人生を謳歌していたキリルは、ある日、誰も自分のこと
を知らないパラレルワールドへ迷い込んでしまう。そこで、あらゆる世界を繋ぐゲー
トキーパーとしてのミッションを課せられた彼は、世界の謎を解き明かしながら、元
の世界に戻ろうとする。 

 

 

 

バイオハザードIV アフターライフ 放送日 

15･27 RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 

監督：ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン 

出演：ミラ・ジョヴォヴィッチ／アリ・ラーター／ウェントワース・ミラー 
2010年 英語 字幕 104分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ミラ・ジョヴォヴィッチ主演の人気アクション第４弾。Ｔ－ウイルスによる人類アンデ
ッド化で、荒廃した地球。アリスたちは安息の地に辿り着けるのか？ 
近未来の東京・渋谷からＴ－ウイルスの感染が始まる。アリスは自らのクローンと
ともに東京地下のアンブレラ本社を急襲するが、爆破の衝撃でクローンは全滅。ア
リスも超人的な能力を失ってしまう。その後、唯一の安息の地アルカディアの手が
かりを得たアリスはＬＡへ向かうが・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：本田貴子／岡寛恵／東地宏樹 放送日 

15 104分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

バイオハザードＶ リトリビューション 放送日 

15･27 RESIDENT EVIL: RETRIBUTION 

監督：ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン 

出演：ミラ・ジョヴォヴィッチ／ミシェル・ロドリゲス／ショーン・ロバーツ 
2012年 英語 字幕 103分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ミラ・ジョヴォヴィッチ主演の人気アクション・シリーズ第５弾。アンデッドとの闘いが
続く中、ヒロインの謎めいた過去や衝撃の新事実が明らかになる。 
アンブレラ社が開発したＴ－ウイルスが蔓延、地球人口の大多数はアンデッドへと
姿を変えた。人類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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：本田貴子／朴璐美／立木文彦 放送日 

15 103分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

バイオハザード：ザ・ファイナル 放送日 

15･27 RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER 

監督：ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン 

出演：ミラ・ジョヴォヴィッチ／アリ・ラーター／ショーン・ロバーツ 
2016年 英語 字幕 114分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

【日本語吹替版】声の出演：本田貴子／岡寛恵／立木文彦 放送日 

15 114分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ハミングバード 放送日 

6･12･23 HUMMINGBIRD 

監督：スティーヴン・ナイト 

出演：ジェイソン・ステイサム／アガタ・ブゼク／ヴィッキー・マクルア 
2012年 英語 字幕 107分 

イギリス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジェイソン・ステイサムがスタントなしで挑んだサスペンス・アクション。過去の罪か
ら逃れて生きてきた男が、ある少女の復讐に燃える姿を描く。 
かつて特殊部隊を率いる軍曹だったジョゼフは、犯した罪や家族から逃れるように
ロンドンの暗黒街で息を潜めていた。絶望の淵にいた彼はやがて１人の少女と心
を通わせるが、その少女が突然、拉致された。他人に成り済まし、裏社会でのし上
がりながら少女の行方を捜すジョゼフだったが・・・。 

 

バルジ・ソルジャーズ 放送日 

8･16･26 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 

8･16･26 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。 

 

ピースブレーカー 放送日 

12･20 PEACE BREAKER 

監督：リエン・イーチ 

出演：アーロン・クォック／ワン・チエンユエン／リウ・タオ 
2017年 中国語 字幕 120分 

中国 ステレオ カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

香港四天王の一人、アーロン・クォック主演のクライム・サスペンス。ひき逃げを隠
蔽した悪徳刑事が、脅迫者によって追い詰められる様をスリリングに描く。 
マレーシアの首都クアラルンプール。母親の通夜へと急いでいたガオ刑事は、誤っ
て男をはねてしまう。あらゆる手段を使って事故の隠蔽を図ったものの、彼の犯行
を知る脅迫者が現れ、事態は一変。狡猾で残忍な脅迫者との果てなき死闘を制
し、ガオは秘密を守ることができるのか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

否定と肯定 放送日 

2･8･18 DENIAL 

監督：ミック・ジャクソン 

出演：レイチェル・ワイズ／トム・ウィルキンソン／ティモシー・スポール 
2016年 英語 字幕 117分 

イギリス＝アメリカ ステレオ カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ナチスによる大量虐殺は真実か？虚構か？アカデミー賞女優のレイチェル・ワイ
ズが主演。実話を元に、ホロコーストの真実を巡る裁判を描く法廷ドラマ。 
ユダヤ人の女性歴史学者リップシュタットが、「ナチスによる大量虐殺はなかった」
と主張する英国の歴史家アーヴィングを批判し、名誉毀損で訴えられた。英国の
司法制度では、訴えられた側に立証責任がある。彼女のために英国人による大弁
護士団が組織され、真実の追及が始まった！ 

 

昼下りの決斗 放送日 

5･13･19 RIDE THE HIGH COUNTRY 

監督：サム・ペキンパー 

出演：ランドルフ・スコット／ジョエル・マクリー／ロン・スター 
1962年 英語 字幕 101分 

アメリカ モノラル カラー 

ウエスタン ワイド HD 

サム・ペキンパー監督初期の傑作ウエスタン。ゴールドラッシュ期の米国を舞台
に、金を護送する保安官一行と強盗団の闘いを描く。 
ゴールドラッシュのカリフォルニア。金塊護送を頼まれたかつての保安官スティー
ヴは、無法者のギルと若者ヘックを協力者として雇う。金塊を受け取った帰り道、
それを盗もうとしたギルたちの企みに気付いたスティーヴは、彼らの武器を取り上
げるも、折悪しく強盗に襲われ凶弾に倒れてしまう。 

 

ピンクの豹【1973年制作 地上波吹替版】 放送日 

10･25 THE PINK PANTHER[J] 

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 

声の出演：中村正／大塚周夫／広川太一郎 
1963年 日本語 - 105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・・・。 

 

復活の日 放送日 

6･13･25 VIRUS 

監督：深作欣二 

出演：草刈正雄／オリヴィア・ハッセー／ジョージ・ケネディ 
1980年 英語ほか 字幕 164分 

日本 ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

小松左京の同名小説を深作欣二監督が映画化したＳＦ大作。猛毒ウイルスが世
界中に蔓延。南極に残された僅かな人々が生き延びようとする姿を描く。 
東ドイツの研究所から盗まれた細菌兵器ММ８８が全世界に飛散。人類は絶滅の
危機に瀕するも、低温下で増殖が止まる細菌だったため、各国の南極基地の隊員
８６３人だけが生き延びた。１年後、彼らが南極政府を設立した矢先に、地震研究
を続けていた吉住がアメリカ東部地震を予測する。 

 

プライベート・レッスン（1981年） 放送日 

12･26 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 

1･3 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 

9 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・・・。 

 

ブリット 放送日 

2･12･24 BULLITT 

監督：ピーター・イエーツ 

出演：スティーヴ・マックィーン／ジャクリーン・ビセット／ロバート・ヴォーン 
1968年 英語 字幕 121分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

スティーヴ・マックィーン主演の傑作アクション。護衛中の証人を殺された敏腕刑事
が、殺し屋を追って壮絶なカーチェイスを繰り広げる！ 
マフィア組織を裏切ったロスを政治的に利用しようとするチャルマース上院議員
は、サンフランシスコ市警の敏腕刑事ブリットにロスの護衛を命じた。だが、ロスが
何者かに殺され、チャルマースの行動に疑問を抱いたブリットは独自捜査を開始。
ロスが生きているように見せかけて犯人をおびき出す。 
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ブレードランナー ２０４９ 放送日 

14･18 BLADE RUNNER 2049 

監督：ドゥニ・ヴィルヌーヴ 

出演：ライアン・ゴズリング／ハリソン・フォード／アナ・デ・アルマス 
2017年 英語ほか 字幕 171分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

【画面サイズ１６：９ １．７８（フルフレーム）】ＳＦ映画の金字塔『ブレードランナー』の
３０年後を描いた続編。ライアン・ゴズリング×ハリソン・フォードが共演。 
荒廃が進む２０４９年の地球。労働力として製造された人造人間“レプリカント”が
社会に溶け込む中、危険なレプリカントを取り締まる“ブレードランナー”が活動を
続けていた。ＬＡ市警のブレードランナーＫは、ある捜査の過程で、人類存亡に関
わる巨大な陰謀と、その闇を暴く鍵となる男の存在を知る。 

【日本語吹替版】声の出演：加瀬康之／磯部勉／小林沙苗 放送日 

22 171分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ブレードランナー ファイナル・カット 放送日 

18･23 BLADE RUNNER: THE FINAL CUT 

監督：リドリー・スコット 

出演：ハリソン・フォード／ルトガー・ハウアー／ショーン・ヤング 
2007年 英語 字幕 125分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

ＳＦ映画の金字塔『ブレードランナー』の公開２５周年記念版。リドリー・スコット監督自
身による２度目の再編集でデジタル修正を施し、削除シーン等を復活したバージョン。 
人類の大半が宇宙に移住した２０１９年。酸性雨が降るＬＡで、遺伝子工学の新技
術で生産された“レプリカント”４体が人間を殺して逃亡した。レプリカントの反逆に
備え、彼らを識別して抹殺する“ブレードランナー”のデッカードは、単独捜査を開
始するが・・・。 

 

ベイビー・ドライバー 放送日 

23･31 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 

8 120分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ベスト・バディ 放送日 

6･10･24 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・・・。 

 

ペット 放送日 

29 THE SECRET LIFE OF PETS 

監督：クリス・ルノー  

声の出演：ルイス・Ｃ・Ｋ／エリック・ストーンストリート／ケヴィン・ハート 
2016年 英語 字幕 94分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アニメーション（海外） ワイド HD 

『ミニオンズ』のスタッフが手掛けた感動アニメーション。飼い主が不在の間のペッ
トたちの秘密や、迷子になった２匹の犬の冒険をユーモアたっぷりに映し出す。 
ＮＹ・マンハッタンで大好きな飼い主ケイティと幸せに暮らすテリア系の雑種犬マッ
クス。ある日、ケイティが新たに毛むくじゃらの大型犬デュークを引き取ってきた。
ケイティの愛情を巡って優位争いを始めた２匹は、散歩中トラブルに巻き込まれ、
街中で迷子になってしまう。 

【日本語吹替版】声の出演：設楽統／日村勇紀／中尾隆聖 放送日 

28･31 94分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ベロニカとの記憶 放送日 

4･11･17 THE SENSE OF AN ENDING 

監督：リテーシュ・バトラ 

出演：ジム・ブロードベント／ハリエット・ウォルター／シャーロット・ランプリング 
2017年 英語 字幕 116分 

イギリス 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

英国ブッカー賞を受賞した小説「終わりの感覚」を映画化。一通の手紙をきっかけ
に、過去の記憶が紐解かれていくミステリー・ドラマ。 
静かに引退生活を送るトニーの元に見知らぬ弁護士から届いた一通の手紙。４０
年前の初恋の相手・ベロニカの母親が、彼に日記を遺したという。そして遺品の日
記は、学生時代の親友エイドリアンのものだった。長い間忘れていた青春の記憶
を辿るトニー。ついに彼はベロニカとの再会を果たすが・・・。 

 

ホース・ソルジャー 放送日 

7･8･10･18 12 STRONG 

監督：ニコライ・フルシー 

出演：クリス・ヘムズワース／マイケル・シャノン／マイケル・ペーニャ 
2018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 

クリス・ヘムズワースの主演で“９．１１直後の最初の戦い”を映画化。最新兵器を
駆使する５万の敵に、騎馬隊で挑んだ１２人の男たちを描く戦争アクション。 
米同時多発テロ発生の翌日。最前線部隊に志願したネルソン大尉は、１２人でア
フガニスタンへ乗り込み、反タリバン勢力と共に敵拠点を制圧するよう命じられた。
行く手に立ち塞がる敵は５万人。将軍からは「険しい山岳地帯で勝つための最大
の武器は“馬”だ」と言い渡される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボルケーノ 放送日 

13･23 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・・・。 

ま 
マンハント（2017年） 放送日 

9･27･31 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 

15 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 

12・25 134分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

や 
ユー・ガット・メール 放送日 

15･25･30 YOU'VE GOT MAIL 

監督：ノーラ・エフロン 

出演：トム・ハンクス／メグ・ライアン／グレッグ・キニア 
1998年 英語 字幕 127分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

トム・ハンクスとメグ・ライアンがＥメールで恋をする！本名も素顔も知らぬまま、メ
ールを通じて惹かれ合う男女の恋の行方を描くラブ・コメディ。 
ＮＹで母から受け継いだ小さな絵本店を営むキャスリーン。彼女には同棲中の恋
人がいるが、インターネットで知り合ったハンドルネーム“ＮＹ１５２”とのメールのや
りとりに夢中だ。そんなある日、近所に大手書店チェーンが進出。キャスリーンは
商売敵の御曹司ジョーと反目し合うが・・・。 

 

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 

8･17 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。 

ら 
リーサル・ソルジャーズ 放送日 

7･18･24 ALL THE DEVIL'S MEN 

監督：マシュー・ホープ 

出演：マイロ・ギブソン／シルヴィア・フークス／ウィリアム・フィクトナー 
2018年 英語 字幕 107分 

イギリス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

メル・ギブソンの息子、マイロ・ギブソン主演による本格傭兵アクション。ＣＩＡの秘密
の傭兵部隊とテロリスト集団の知られざる戦いを描く。 
元ネイビーシールズ隊員で賞金稼ぎのジャックは、ＣＩＡのリーからある依頼を受け
てロンドンへ向かう。大統領による暗殺指令リストのトップにいる元諜報部員で国
際テロ組織のボスの暗殺と、核兵器売買の阻止が今回の仕事だった。ジャックは
秘密裏に結成されたチームと共に、任務を始動する。 

 

Ｒｅ：ＬＩＦＥ～リライフ～ 放送日 

1･13 THE REWRITE 

監督：マーク・ローレンス 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

ヒュー・グラントの主演で贈るヒューマン・コメディ。かつて栄光に輝きながら落ちぶ
れた脚本家が、人生をやり直そうと奮闘する姿を描く。 
脚本家のキース・マイケルズは若くしてアカデミー賞脚本賞を獲得するも、その後
ヒット作とは無縁のまま１５年が経過。生活に困った彼はやむなく田舎の大学でシ
ナリオコースの講師の職に就く。だが授業はやる気なし。好みのタイプの受講生ば
かりを選ぶなど、好き勝手していたキースだったが・・・。 

 

レオン 完全版 放送日 

9･30 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。 

レゴバットマン ザ・ムービー 放送日 

15･21･31 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？ 

 

ＲＥＤ／レッド 放送日 

31 RED 

監督：ロベルト・シュヴェンケ 

出演：ブルース・ウィリス／モーガン・フリーマン／ジョン・マルコヴィッチ 
2010年 英語 字幕 119分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ＲＥＤ＝超危険なオヤジたち。ブルース・ウィリス＆豪華キャスト共演。引退した元
ＣＩＡのオヤジたちが、巨大な陰謀に立ち向かう痛快アクション！ 
田舎で穏やかな年金生活を送るフランクは元腕利きのＣＩＡエージェント。ある夜、
謎の暗殺部隊に襲われた彼は昔の仲間を召集する。老人ホーム暮らしで末期が
んを患うジョー、元女スパイのヴィクトリア、武器スペシャリストのマーヴィン。超危
険な彼らが現役復帰し、決死の戦いに挑む！ 

 

ＲＥＤリターンズ 放送日 

31 RED 2 

監督：ディーン・パリソット 

出演：ブルース・ウィリス／ジョン・マルコヴィッチ／メアリー＝ルイーズ・パーカー 
2013年 英語 字幕 123分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

豪華キャストが引退したベテラン・スパイ軍団に扮する大ヒット・アクションの続編。
自身の暗殺計画と世界の危機を知った“ＲＥＤ”たちが動き出す！ 
超極秘任務を担ってきた元ＣＩＡの敏腕スパイ・チーム“ＲＥＤ”。そのリーダー的存
在のフランクは、引退後、恋人と穏やかな生活を楽しんでいた。だがある日、相棒
マーヴィンが命を狙われ、自分たちが３２年前の極秘計画で核爆弾を奪った容疑
者として国際手配されていることを知る。 

 

レッドブル 放送日 

3･12･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。 

 

レマゲン鉄橋 放送日 

7･19 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。 

【1981年制作 地上波吹替版】声の出演：中田浩二／川津祐介／堀勝之祐 放送日 

9･26 123分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

 

ＬＯＧＡＮ／ローガン 放送日 

2･21 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 

16･28 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・ブレイブ 放送日 

5･16･28 BRAVEN 

監督：リン・オエディング 

出演：ジェイソン・モモア／ギャレット・ディラハント／ジル・ワグナー 
2017年 英語 字幕 101分 

カナダ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジェイソン・モモアが製作・主演を務めた雪山アクション。材木店を営む主人公と認
知症の進む父親が、突如襲ってきた武装集団から家族を守るために立ち上がる！ 
材木店を営みながら、父親と妻、愛娘と共に暮らすジョー・ブレイブン。父親の認知
症が進行し、彼は妻の提案で、思い出の詰まった山中のロッジで話し合うことにす
る。だが、そのロッジには犯罪組織が大量の麻薬を隠していた。秘密を知った一家
を、組織は執拗に追い詰める。 
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ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ［エクステンデッド版］ 放送日 

9･22 ONCE UPON A TIME IN AMERICA[EXTENDED VERSION] 

監督：セルジオ・レオーネ 

出演：ロバート・デ・ニーロ／ジェームズ・ウッズ／エリザベス・マクガヴァン 
1984年 英語 字幕 258分 

アメリカ ステレオ カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

Ｓ・レオーネ監督の遺作となった傑作ドラマのエクステンデッド版。１９２０年代のア
メリカを背景に、ユダヤ系ギャングの栄光と挫折を描く。主演はＲ・デ・ニーロ。 
１９２３年、ニューヨーク。ユダヤ系移民の子である１７歳のヌードルスは、マックス
という少年と運命的な出会いを果たす。やがて２人を慕う仲間が集まり、禁酒法の
隙間をぬって荒稼ぎを続ける彼らは、ギャング集団として頭角を現していった。だ
がある日、マックスが無謀な銀行襲撃計画を立てて・・・。 

 

ワンダラーズ［ＨＤニューマスター版］ 放送日 

9･19･22 THE WANDERERS REMASTERED 

監督：フィリップ・カウフマン 

出演：ケン・ウォール／ジョン・フリードリック／カレン・アレン 
1979年 英語 字幕 125分 

アメリカ モノラル カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

フィリップ・カウフマン監督による青春群像劇のＨＤニューマスター版。１９６０年代の
ＮＹを舞台に、イタリア系不良グループ“ワンダラーズ”の抗争や恋愛模様を描く。 
１９６３年のＮＹブロンクス。様々な人種のグループが競い合うこの街で、１７歳のリ
ッチー率いるイタリア系グループ“ワンダラーズ”は一目置かれていた。ひょんなこ
とから黒人グループと対立した彼らは、果し合いの代わりにフットボールの試合を
行うことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外ドラマ 

９６時間 ザ・シリーズ 

TAKEN 

リュック・ベッソン製作総指揮、『９６時間』の前日譚となるドラマシリーズ、全10話。 
監督：アレックス・グレイヴスほか 
出演：クライヴ・スタンデン／ジェニファー・ビールス／ブルックリン・スダーノ 

2017年 英語 字幕 60分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

 

第１話 陰謀 放送日：2・28 

大切な妹カリーを亡くした元グリーンベレーのブライアンは、妹を殺害した犯罪組

織のリーダー、メヒアに復讐を誓う。そんな中、クリスティーナ・ハート率いる米国の

秘密諜報組織にスカウトされた彼は、危険な任務に飛び込むことで持ち前の殺傷

能力を磨いていく。 

 

第２話 準備万端 放送日：2・28 

ブライアンは秘密諜報組織の一員となるが、まだ精神的に不安定だとしてハート

からデスク勤務を命じられる。さらに面白くないことに、組織は妹を殺したメヒアを

情報源として利用していた。そんな中、議員死亡に関わる陰謀が発覚。情報入手

に向かうハートはブライアンに護衛を頼む。 

 

第３話 オフサイド 放送日：3・28 

イスラム聖戦士と目され、監視リストに名を連ねるイスマトが行方不明になり、ＦＢＩ

から捜索協力を受けたブライアンたちが行方を追う。やがて、イスマトは自分の意

思に反してテロを行うよう強要されていることが判明。さらに元ＦＢＩ捜査官ギルロイ

がこの陰謀に関わっていることが分かる。 

 

第４話 マッティ・Ｇ 放送日：3・28 

ブライアンたちは、ある製薬会社の経理担当で内部告発をしようとしているダンと

落ち合う。虚偽の治験報告によって出回った薬の副作用によって死者が出てお

り、ダンは隠ぺいを暴く証拠のハードドライブを持っていたのだ。だがダンの娘マテ

ィが製薬会社から命を受けた男たちに誘拐されてしまう。 

 

第５話 時計仕掛けのスイス 放送日：4・28 

クリスティーナは政治と経済の混乱を防ぐべく、チューリッヒの機密文書の回収を

命じる。だが銀行保管庫への潜入は三つ巴の争いに発展、脱出をかけたレース

の様相を呈する。一方、アシャがエレーナを信用したのは誤りだったことが判明。

ブライアンは危うい立場に追い込まれる。 

 

第６話 ヘイルメアリー 放送日：4・29 

合衆国国家情報長官の元に、ロシア連邦保安庁（ＦＳＢ）工作員の亡命を手引きす

るよう要請が入る。だが、その工作員の恋人が曲者で、チームの計画は妊娠中の

彼女に引っ掻き回される。一方、ＣＩＡ内に存在する二重スパイの正体を暴くため、

クリスティーナは奥の手を使う。 

 

第７話 ソロ 放送日：5・29 

メヒアの武器作戦を妨害すべく、一丸となって動くチーム。そんな中、ブライアンが

拉致されてしまう。訓練を活かして脱出を試みるブライアン。同じ頃、チームの

面々も果敢に救出に乗り出そうとしていた。一方、ブライアンとアシャの関係は次

の段階に進み始める。 

 

第８話 リア 放送日：5・29 

ブライアンたちは若年性アルツハイマーを患うイスラエルのスパイ、リアを支援す

ることに。だがリアが所属する組織は彼女を亡き者にしようとしていた。それを見て

いたクリスティーナは、自分も同じような運命を辿るのではと不安を覚える。一方、

ブライアンはアシャへの不信を募らせる。 

 

第９話 去りしもの 放送日：6・29 

チームはメヒアの身柄をＦＢＩに引き渡さざるを得なくなっていた。だが、彼の仲間

がその現場を狙っているという噂が・・・。ジョンとレムの２人が受け渡しの中止に

向けて動く中、ブライアンはメヒアを拘留するため強硬策を取る。一方その頃、アシ

ャは友人であるエレーナの正体を知ってしまう。 

 

第１０話 降伏 放送日：6・29 

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

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

ームと合流してメキシコに入った彼らは、孤立無援状態の中、自身の仕事や命、

そして身近な者を失うリスクに踏み込んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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１話 若者たち 放送日：7・16 

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

アと夜にデートの約束をする。だが行き違いから会うことが出来ず、マリアは夜の

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

ドミトリーと出会う。 

 

第２話 それぞれの戦場 放送日：7・16 

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

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

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

結婚したことを知って衝撃を受ける。 

 

第３話 運命の糸 放送日：7・17 

ワシリーの乗った戦車が被弾し、怪我を負った彼はマリアの働く病院に運び込ま

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

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

リアへの連絡はないままだった。 

 

第４話 激戦  放送日：7・17 

戦車による危険な偵察任務に志願したワシリー。前線の向こう側にある目的地に

向け進撃を開始するが、朝靄が明けると目の前に独軍の戦車部隊が展開してい

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

病院も空爆を受け、破壊されてしまう。 

 

第５話 撤退 放送日：8・18 

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：8・18 

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：8・19 

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：8・19 

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！12月号 

“いつでも見たい時に、見たい映画を見られる”オンデマンド配信。今月の見逃せ

ない話題作をご紹介！ 

■ 放送日：7・10・11・16・18・21・23・26 

15分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

ハリウッド特盛ＴＶ ＃69 

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：2・6・17・22・31 

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 12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：6 

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＃1 ゲスト：船越英一郎  

ムービープラス開局３０周年を記念して、小堺一機がたっぷりと映画の魅力を語る

特別企画第１弾。スペシャルゲストも登場で、ますます目が離せない！ 

■ 放送日：30 

60分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：小堺一機／船越英一郎 

小堺一機のエイガタリ＃２ ゲスト：清水ミチコ  

ムービープラス開局３０周年を記念した、特別企画第２弾。今回も小堺一機とスペ

シャルゲストの映画語りが止まらない！ 

■ 放送日：30 

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：30 

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 マッツ100％ 
「スターウォーズ」シリーズや「００７」シリーズに出演し、日本でも大人気の世界的

大スター、マッツ・ミケルセン。約２年ぶりの来日に、ムービープラスのカメラが密

着！９月に行われた主演最新作のジャパンプレミアや、スターとファンが触れ合え

るイベント「ハリウッド・コレクターズ・コンベンション」の舞台裏、黒ひげ危機一発で

無邪気に遊ぶ姿や習字体験など、他では見ることのできない彼の魅力を余すこと

なくお伝えする特別番組。 

■ 放送日：3 

30分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

ロシア版 戦争大河ドラマ「タンク・ソルジャーズ」見どころ（１）～（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：（1）7・16 （2）7・17 （3）8・18 （4）8・19 

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） 

「シャークネード」誕生秘話に迫る！アサイラム潜入取材 
世界を席巻した「シャークネード」をはじめ、ぶっ飛び映画満載で熱狂的ファンを持

つ映画製作会社アサイラム。今回はロサンゼルス本社に日本のテレビ局として初

潜入！社長や監督、ＣＧ制作責任者へのインタビューを通して見えた「シャークネ

ード」誕生秘話とは・・・！？ 

■ 放送日：16・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 

ジオストーム 

バードマン  
あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡） 

ペット * 

ホース・ソルジャー 
（*12/28・12/31は吹替版を放送） 

木曜アクション 

ウォーターワールド 

バルジ大作戦 

ピースブレーカー 

ワイルド・ブレイブ 

日曜吹替シアター 

グレムリン【日本語吹替版】 

スパイダーマン™３（４Ｋレストア版） 

【日本語吹替版】 

バイオハザード：ザ・ファイナル 

【日本語吹替版】 

ブレードランナー ２０４９ 

【日本語吹替版】 

プライベート・シアター 

いい匂いのする女 

悦楽の貴婦人[ＨＤリマスター版] 

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 

ジオディザスター  

 

イチオシ企画／特集 

ヒット作勢ぞろい！冬休み人気映画大特集 

エクスペンダブルズ 

エクスペンダブルズ２ 

エクスペンダブルズ３  

ワールドミッション 

グレムリン 

グレムリン２‐新・種・誕・生‐ 

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 

ジュラシック・ワールド ☆ 

ダイ・ハード 

ダイ・ハード２ 

ダイ・ハード３ 

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 

ペット * 

レゴバットマン ザ・ムービー 

ＲＥＤ／レッド 

ＲＥＤリターンズ 

 
（各マーク吹替版を放送 *・・・12/28・12/31 ☆・・・12/28） 

特集：世界が支配される時 

インデペンデンス・デイ［特別版］ 

エンド・オブ・ホワイトハウス 

エンド・オブ・キングダム 

オキュペーション -侵略- 

クロノス・コントロール 

ジオストーム 

地球が静止する日 

復活の日 

特集：２４時間 ミリタリー・アクション 

エア・ストライク 

スターリングラード（2001年） 

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～ 

＃１－８(終) 

バルジ・ソルジャーズ 

バルジ大作戦 

ホース・ソルジャー 

リーサル・ソルジャーズ 

レマゲン鉄橋 

シリーズ：世界を魅了する日本人 映画監督 深作欣二 

復活の日  

アサイラム・ナイト 

ジオディザスター 

ロード・オブ・モンスターズ 

「シャークネード」誕生秘話に迫る！ 

アサイラム潜入取材 

特集：アドベンチャー・ムービー 

ウォーターワールド 

カンフー・ヨガ 

 

キング・オブ・トロール 

勇者と山の巨神 

ジュラシック・ワールド 

特集：クリスマス映画 

ウィザード・バトル 
氷の魔術師と炎の怪物【日本語吹替版】 

グレムリン 

グレムリン２‐新・種・誕・生‐ 

特集：未体験ゾーンの映画たち 

ANON アノン 

エリザベス∞エクスペリメント 

ＯＳＩＲＩＳ／オシリス 

リーサル・ソルジャーズ 

吹替王国 年末貴重吹替ＳＰ 

史上最大の作戦 

【1972年制作 地上波吹替版】 

ピンクの豹 

【1973年制作 地上波吹替版】 

ミッドナイト・ラン【地上波吹替追録版】 

レマゲン鉄橋 

【1981年制作 地上波吹替版】 

今月の日本語吹替作品       ※は地上波吹替版 
ウィザード・バトル 

 氷の魔術師と炎の怪物 

エイリアン：コヴェナント 

ガーディアンズ 

グレムリン 

コールド・スキン 

コナン・ザ・バーバリアン 

史上最大の作戦 ※ 

ジュラシック・ワールド 

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 

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 

ピンクの豹 ※ 

ブレードランナー ２０４９ 

ベイビー・ドライバー 

ペット 

ミッドナイト・ラン ※ 

レマゲン鉄橋 ※ 

 


