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悪女／AKUJO 放送日 

5 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。 

 

アナベル 死霊人形の誕生 放送日 

28 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 

3･15 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・・・。 

 

アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン 放送日 

2 AVENGERS: AGE OF ULTRON 

監督：ジョス・ウェドン 

出演：ロバート・ダウニー・Ｊｒ／クリス・ヘムズワース／マーク・ラファロ 

2015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 

アイアンマン、キャプテン・アメリカらマーベルヒーローが再集結！彼らが繰り広げ
る壮大なバトルを描くＳＦアクション『アベンジャーズ』の続編。 

アイアンマンとして人類の危機を救ってきた実業家トニー・スタークは、来るべき新

たな脅威に備えて、人工知能による平和維持システム“ウルトロン”を起動する。し
かし、進化と増殖を続けるウルトロンが選択した“究極の平和”とは、地球を脅かす

存在＝人類を抹消することだった。 

【日本語吹替版】声の出演：藤原啓治／三宅健太／宮内敦士 放送日 

26 149分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

アポロ１３ 放送日 

6･17･25 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。 

 

アリスのままで 放送日 

19･27 STILL ALICE 

監督：リチャード・グラツァー／ウォッシュ・ウェストモアランド 

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

2014年 英語 字幕 109分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ジュリアン・ムーアがアカデミー賞主演女優賞を受賞。若年性アルツハイマー病と
闘う女性の葛藤や、家族との絆を描いたヒューマン・ドラマ。 

５０歳のアリスは高名な言語学者。教授を務めるＮＹのコロンビア大学では学生か

ら絶大な人気を集める一方、プライベートでは夫と３人の子供に恵まれて、公私共
に円熟期を迎えていた。だが物忘れが顕著に現れるようになり、病院で検査を受

けた彼女は“若年性アルツハイマー病”と宣告される。 

 

アントマン 放送日 

2･7 ANT-MAN 

監督：ペイトン・リード 

出演：ポール・ラッド／エヴァンジェリン・リリー／マイケル・ダグラス 
2015年 英語 字幕 125分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

身長１．５ｃｍの極小ヒーローが登場！『アベンジャーズ』のマーベル・スタジオが
生んだ新ヒーロー“アントマン”の活躍を描くＳＦアクション。 

仕事も家庭も失い絶体絶命のスコット。最後にして唯一のチャンスは身長１．５ｃｍ
になれる特殊スーツを着用し、驚異の能力を持つ“アントマン”に変身することだっ

た。最愛の娘のために猛特訓を開始した彼は真のヒーローになれるのか？そして
アントマンに託された決死のミッションとは？ 

【日本語吹替版】声の出演：木内秀信／内田有紀／御友公喜 放送日 

26 125分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンロック／陰謀のコード 放送日 

9･23 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。 

 

インデペンデンス・デイ［特別版］ 放送日 

6･19 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。 

【日本語吹替版】声の出演：山寺宏一／安原義人／大塚芳忠 放送日 

19 161分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ウォーターワールド 放送日 

3･18 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。 

 

動く標的 放送日 

6･21･27 HARPER 

監督：ジャック・スマイト 

出演：ポール・ニューマン／ローレン・バコール／ジュリー・ハリス 
1966年 英語 字幕 128分 

アメリカ モノラル カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ポール・ニューマン主演のハードボイルド・ミステリー。失踪した大富豪の行方を追
う私立探偵が、欲にまみれた愛憎劇に巻き込まれていく。 

私立探偵ハーパーは、友人の弁護士アルバートの紹介で、行方不明になった大
富豪サンプスンの探索を引きうけた。サンプスンの周辺を調べるうちに、ハーパー

はこの失踪の裏に何らかのシンジケートがあることを確信。その頃サンプスン夫人
のもとには現金５０万ドルを要求する脅迫状が届いていた。 

 

美しい絵の崩壊 放送日 

23 TWO MOTHERS 

監督：アンヌ・フォンテーヌ 

出演：ナオミ・ワッツ／ロビン・ライト／ゼイヴィア・サミュエル 
2013年 英語 字幕 119分 

オーストラリア＝フランス 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ナオミ・ワッツとロビン・ライトが禁断の恋に挑戦。親友同士の女性がお互いの息

子と恋に落ち、崩壊へ向かう二組の家族を描く官能ドラマ。 
オーストラリアの東海岸で、双子のように育った親友同士のロズとリル。互いの十

代の息子たちも強い友情を築いていた。ある夏の日、リルの息子からまっすぐな愛
を告白されたロズは、戸惑いながらも真剣に愛し合うようになる。一方、この関係を

知ったロズの息子もリルに近づき、一線を超えてしまう。 

 

ウルヴァリン：Ｘ-ＭＥＮ ＺＥＲＯ 放送日 

2･25 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：山路和弘／石塚運昇／安藤麻吹 放送日 

5 115分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

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･25 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。 

[日本劇場公開版]【日本語吹替版】声の出演：山路和弘／真田広之／ＴＡＯ 放送日 

5 133分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熟れた快楽 放送日 

16 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・ストライク 放送日 

12･23 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。 

 

エイリアン：コヴェナント 放送日 

3･13 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 

3 130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 

4･14･25･29 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 

4･15･25･29 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 

4･16･25･29 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 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・・・。 

 

エンド・オブ・アース 地球最期の日 放送日 

20･24 END OF THE WORLD 

監督：マクシミリアン・エルフェルド 

出演：ジェイ・キャッスルズ／ジョセフ・マイケル・ハリス／ジャクリーン・シスロウスキー 
2018年 英語 字幕 96分 

アメリカ ステレオ カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

地震、火山噴火、津波、巨大ストーム！様々な天変地異が同時多発的に襲い掛
かる中、人々が決死のサバイバルに挑むディザスター・パニック。 

「太陽活動の異常が、未曽有の災害を引き起こす」。女性科学者メレディスが警告
していた危機が現実になろうとしていた。猛烈な太陽嵐のエネルギー波が地球の

自然バランスを崩壊させ、ありとあらゆる災害が同時多発。マグマに呑まれて壊滅
状態となった街で、メレディスは家族を捜すが・・・。 

 

エンド・オブ・ホワイトハウス 放送日 

1･21 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・・・。 
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エンド・オブ・キングダム 放送日 

1･21 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。 

 

オペレーション・ダンケルク 放送日 

7･22 OPERATION DUNKIRK 

監督：ニック・ライオン 

出演：イファン・メレディス／キンバリー・ヒューズ／タイラー・コール 

2017年 英語 字幕 103分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

第二次世界大戦下、史上最大の救出作戦と謳われる“ダンケルクの戦い”の裏で、もう１
つの戦闘が繰り広げられた。英国軍による知られざる救出劇を描いた戦争アクション。 

１９４０年。ドーバー海峡では英国軍による史上最大の救出作戦が行われ、プラマ
ー大佐率いる部隊もダンケルクからの撤退を余儀なくされていた。ナチスの包囲網

が迫る中、大佐からキャロウェイ中尉に指令が下る。それは、機密を抱えたドイツ

人科学者を救出し、基地まで連れてくることだった。 

か 
片腕ドラゴン 放送日 

13･31 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 

13･28 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。 

 

カンフー・ジャングル 放送日 

28 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。 

【日本語吹替版】声の出演：大塚芳忠／斎藤寛仁／日野由利加 放送日 

12 108分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

カンフー・ヨガ 放送日 

4･31 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 

12 115分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

君の名前で僕を呼んで 放送日 

7 CALL ME BY YOUR NAME 

監督：ルカ・グァダニーノ 

出演：ティモシー・シャラメ／アーミー・ハマー／マイケル・スタールバーグ 

2017年 英語 字幕 139分 

イタリア＝フランス＝ブラジル＝アメリカ 5.1ch カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

脚本のジェームズ・アイヴォリーがアカデミー賞脚色賞を受賞。ティモシー・シャラメ
×アーミー・ハマーの共演で、美青年たちのひと夏の恋を描いたラブストーリー。 

１９８３年夏。両親と北イタリアの別荘で過ごしていた１７歳の少年エリオの元に、２
４歳の大学院生オリヴァーがやってくる。彼は、大学教授を務めるエリオの父親の

助手として、夏の間エリオの家族と共に暮らすことになっていた。最初は知的で自

信にあふれたオリヴァーに反発するエリオだったが・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：入野自由／津田健次郎／星野充昭 放送日 

20 139分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

君よ憤怒の河を渉れ 放送日 

4･16 MANHUNT 

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。 

 

狂獣 欲望の海域 放送日 

16･29 THE BRINK 

監督：ジョナサン・リー 

出演：マックス・チャン／ショーン・ユー／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 

マックス・チャン×ショーン・ユー×ウー・ユエという３大アクション・スターが激突！

海に沈んだ金塊を巡る男たちの死闘を描くクライム・アクション。 
密輸取引の情報を得て、現場に向かった刑事・西狗（サイガウ）は男たちの惨殺死

体を発見。それは金塊密輸ビジネスの利権争いに端を発した、闇深い事件の序章
に過ぎなかった。さらに西狗の相棒・阿徳（アダ）が、密輸組織を乗っ取ろうとする

貴成（グァイセン）に拉致されてしまう。 

 

キラー・エリート（2011年） 放送日 

24 KILLER ELITE 

監督：ゲイリー・マッケンドリー 

出演：ジェイソン・ステイサム／ロバート・デ・ニーロ／クライヴ・オーウェン 

2011年 英語 字幕 124分 

オーストラリア 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジェイソン・ステイサム、ロバート・デ・ニーロ競演のサスペンス・アクション。引退し
た殺し屋が、元相棒を救出するために危険なミッションに挑む！ 

殺し屋稼業から足を洗い、農場で恋人と静かに暮らしていたダニーは、元相棒で
師匠でもあるハンターがミッションに失敗し、捕虜となったことを知る。彼はやむを

得ずそのミッションを引き継ぐが、それは“英国陸軍特殊部隊（ＳＡＳ）の精鋭を事

故に見せかけて殺せ”というものだった。 

【日本語吹替版】声の出演：山路和弘／樋浦勉／相沢まさき 放送日 

14 124分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

キングコング（1933年） 放送日 

5･27 KING KONG 

監督：メリアン・Ｃ・クーパー／アーネスト・Ｂ・シュードサック 

出演：フェイ・レイ／ロバート・アームストロング／ブルース・キャボット 
1933年 英語 字幕 108分 

アメリカ モノラル モノクロ 

アクション スタンダード HD 

１９３３年に米国で製作されたモンスター映画の金字塔。南海の孤島にやってきた

映画撮影隊が、島の王者として君臨するコングに遭遇する。 
大恐慌にあえぐ１９２９年。映画監督のデナム率いる撮影隊を乗せた船が、ＮＹの

港を出港した。目的地は南海に浮かぶ謎に包まれた髑髏島。上陸した彼らが目に
したのは、原住民に神とあがめられる怪獣コングだった。そんな中、撮影隊に同行

していた無名女優のアンがコングに連れ去られてしまう。 

 

キングコング対ゴジラ 放送日 

5･10･25 KING KONG VS GODZILLA 

監督：本多猪四郎 

出演：高島忠夫／浜美枝／佐原健二 
1962年 日本語 - 104分 

日本 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ゴジラとキングコングが日本で対決！米国を代表する怪獣王キングコングをゲスト
に迎え、１９６２年に製作された特撮映画「ゴジラ」シリーズ第３作。 

低迷する視聴率に悩むＴＶ番組のスタッフが、南海のファロ島の魔神キングコング
を生け捕りにして日本へ運ぼうとする。その頃、北極海の氷山から姿を現したゴジ

ラが、日本へと南下していた。海上輸送の途中で目覚めたコングは自力で日本に

上陸。同じく上陸していたゴジラと対峙する！ 

 

キングコング：髑髏島の巨神 放送日 

4･5･7･13･25 KONG: SKULL ISLAND 

監督：ジョーダン・ヴォート＝ロバーツ 

出演：トム・ヒドルストン／ブリー・ラーソン／サミュエル・Ｌ・ジャクソン 
2017年 英語 字幕 126分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

『ＧＯＤＺＩＬＬＡ ゴジラ』の製作チームが贈る“モンスターバース”第２弾。謎の島で

神として君臨するキングコングと調査隊の戦いを描くアクション・アドベンチャー。 
未知の生物の存在を確認しようと、学者やカメラマン、軍人で構成された調査隊が

太平洋上の孤島・髑髏島に向かう。しかし島に着いてみると、至るところに骸骨が

散らばり、岩壁には血塗られた巨大な手の跡を発見。やがて巨大な島の守護神キ
ングコングが姿を現した！ 

 

キング・オブ・デストロイヤー／コナンＰＡＲＴ２ 放送日 

11･20･30 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。 

 

キング・オブ・トロール 勇者と山の巨神 放送日 

24 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。 

【日本語吹替版】声の出演：荻原秀樹／岩崎洋介／北村幸子 放送日 

7 112分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

グエムル－漢江の怪物－ 放送日 

5･13･18･30 THE HOST 

監督：ポン・ジュノ 

出演：ソン・ガンホ／ピョン・ヒボン／ペ・ドゥナ 
2006年 韓国語 字幕 127分 

韓国 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ソウル市内を流れる河に怪物が出現！韓国の奇才ポン・ジュノ監督が、怪物に娘

をさらわれた一家の闘いを描くモンスター・アクション。 
２０００年。在韓米軍基地が化学物質を下水へ大量投棄。それはソウル中心部を

貫く河・漢江へと流れ出す。６年後。その漢江の河底から、突如、巨大な怪物が出
現。逃げ惑う人々を猛スピードで次々と餌食にしてゆく。混乱の中、河川敷で売店

を営むパク一家の娘ヒョンソが怪物に連れ去られてしまい・・・。 

 

グレートウォール（2016年） 放送日 

11･12･14･23 THE GREAT WALL 

監督：チャン・イーモウ 

出演：マット・デイモン／ジン・ティエン／ペドロ・パスカル 

2016年 英語ほか 字幕 111分 

中国＝アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

チャン・イーモウ監督×マット・デイモン主演、豪華キャストの共演で贈る歴史スペ
クタクル・アクション。万里の長城に秘められた伝説の戦いを描く。 

金や名声のために世界中を旅する傭兵ウィリアムは、万里の長城で謎の生物の
大群に遭遇。それは６０年に一度現れる伝説の怪物“饕餮(とうてつ)”だった。饕餮

の進撃を食い止めようとする中国の戦士たちの精神に心動かされたウィリアム

は、世界を守るため、共に戦うことを決意する。 

 

Ｋ－１９ 放送日 

18 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。 

 

ゲット・アライブ 放送日 

9･20･31 YOU ONLY LIVE ONCE 

監督：フェデリコ・クエバ 

出演：ペテル・ランサーニ／ジェラール・ドパルデュー／ウーゴ・シルバ 
2017年 スペイン語ほか 字幕 98分 

アルゼンチン＝スペイン 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

冴えない詐欺師チームＶＳ極悪非道のギャング集団。崖っぷちの彼らが熾烈な機

密ファイル争奪戦を繰り広げる暴走アクション・コメディ。 
相棒の娼婦フラビアと組み、美人局で日銭を稼ぐ冴えない詐欺師レオ。ある日、タ

ーゲットの男がギャングに殺害される現場を目撃。ギャングの狙いは男が持ってい
た機密ファイルだった。フラビアを助けようと激しい銃撃戦を繰り広げるレオは、ど

さくさに紛れてその機密ファイルを手に入れてしまう。 

 

ゲティ家の身代金 放送日 

3･12･18･28 ALL THE MONEY IN THE WORLD 

監督：リドリー・スコット 

出演：ミシェル・ウィリアムズ／クリストファー・プラマー／マーク・ウォールバーグ 

2017年 英語 字幕 140分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

世界中を震撼させた実際の誘拐事件をリドリー・スコット監督が映画化。孫を誘拐
された気難しい大富豪をクリストファー・プラマーが演じるサスペンス・ドラマ。 

石油王ジャン・ポール・ゲティの１７歳の孫ポールが誘拐され、１７００万ドルという
破格の身代金を要求される。だが稀代の守銭奴でもあるゲティは支払いを拒否。

離婚してゲティ家を離れていたポールの母ゲイルは、息子のために誘拐犯だけで

なくゲティとも戦うことになる。 

 

コードネーム：ストラットン 放送日 

8･15 STRATTON 

監督：サイモン・ウェスト 

出演：ドミニク・クーパー／オースティン・ストウェル／トーマス・クレッチマン 
2016年 英語 字幕 102分 

イギリス ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

英国特殊部隊×ＭＩ６×ネイビーシールズ。サイモン・ウェスト監督がドミニク・クー

パーを主演に迎え、究極の対テロ作戦の全貌を描くアクション。 

英国海兵隊特殊部隊ＳＢＳ隊員のストラットンは、中東の化学工場での任務中、敵
の罠によって相棒を失い、破壊すべき生物兵器を奪われてしまった。敵が欧州壊

滅を目論んでいると知った彼は、新たな相棒となった米国ネイビーシールズのハン
ク、ＭＩ６のアギーと壮絶な戦いを繰り広げる。 

 

コナン・ザ・グレート 放送日 

11･20･30 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 

11･20 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。 
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コンフィデンシャル／共助 放送日 

8･23 CONFIDENTIAL ASSIGNMENT 

監督：キム・ソンフン 

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

韓国 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

韓国の人気俳優ヒョンビンと名優ユ・ヘジンが共演。北朝鮮のエリート刑事と韓国

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

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

り、歴史上初の“南北共助捜査”が始まった！ 

さ 
１３デイズ 放送日 

8･18 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。 

 

最高の人生の見つけ方 放送日 

1･19･28 THE BUCKET LIST 

監督：ロブ・ライナー 

出演：ジャック・ニコルソン／モーガン・フリーマン／ショーン・ヘイズ 

2007年 英語 字幕 104分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

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

４６年間、家族のために働いてきた自動車整備工カーターと、会社を大きくすること
に人生をつぎ込んだ実業家エドワード。ガンで余命６ヶ月と宣告され、病院のベッド

で隣り合わせた２人は、死ぬまでにしたい“リスト”を実現しようと生涯最後の冒険

へと旅立つ。 

 

ザ・キング 放送日 

21･29 THE KING 

監督：ハン・ジェリム 

出演：チョ・インソン／チョン・ウソン／ペ・ソンウ 
2017年 韓国語 字幕 142分 

韓国 ステレオ カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

韓国の二大イケメンスター、チョ・インソン×チョン・ウソンが初競演！権力社会の

実態を暴く、衝撃のクライム・エンタテインメント。 

喧嘩好きの貧しい青年パク・テスは、権力で悪を制する検事に憧れ、猛勉強の末
に夢を実現。地方の新人検事として多忙な日々が始まるが、ある事件をきっかけ

にソウル中央地検のエリート部長ガンシクと出会う。ガンシクは他人を踏み台に
し、大統領選挙を利用して権力を掴んだ“１％の成功者”だった。 

 

ザ・ヤクザ 放送日 

4 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 

6･18 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 

6･29 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・・・。 

 

ジオストーム 放送日 

4 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。 

 

 

 

 

 

ジグソウ：ソウ・レガシー 放送日 

6･27 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・・・？ 

 

シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ 放送日 

2 CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR 

監督：アンソニー・ルッソ／ジョー・ルッソ 

出演：クリス・エヴァンス／ロバート・ダウニー・Ｊｒ／セバスチャン・スタン 

2016年 英語 字幕 155分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

マーベルが生んだヒーロー、キャプテン・アメリカを主人公としたＳＦアクション第３
弾。“アベンジャーズ”の仲間同士による禁断の戦いが勃発する！ 

人類の平和を守る“アベンジャーズ”の戦いは全世界に拡大。多くを救う反面、戦
いがもたらす被害も甚大となり、彼らは国際政府組織の管理下に置かれる事態と

なった。罪の意識を抱くアイアンマンと自由を重んじるキャプテン・アメリカが激しく

対立する中、壮絶なテロ事件が発生する。 

【日本語吹替版】声の出演：中村悠一／藤原啓治／白石充 放送日 

26 155分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ショーシャンクの空に 放送日 

2･10･19･29 THE SHAWSHANK REDEMPTION 

監督：フランク・ダラボン 

出演：ティム・ロビンス／モーガン・フリーマン／クランシー・ブラウン 
1994年 英語 字幕 150分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ティム・ロビンス×モーガン・フリーマンのオスカー俳優２人が共演。刑務所を舞台

に妻殺しの罪で服役した銀行マンと囚人たちの交流を描くヒューマン・ドラマ。 
１９４７年、ショーシャンク刑務所。銀行の若き副頭取、アンディが妻と愛人を殺した

罪で服役した。誰とも話さなかった彼だが、やがて囚人たちに一目置かれ“調達
係”のレッドとも奇妙な友情を深める。２０年の歳月が流れ、アンディは冤罪を晴ら

せる証拠を掴むのだが・・・。 

 

女教師アニタ ただれた情事 放送日 

9･30 AN AFFAIR 

監督：ヘンリク・マルティン・ダールスバッケン 

出演：アンドレア・ブライン・フーヴィグ／タリー・サンヴィク・ムー／アネッケ・ヴォン・デル・リッペ 

2018年 ノルウェー語 字幕 100分 

ノルウェー ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

夫がいながら高校生の教え子と関係を持ってしまった女教師。彼女がのめり込む
禁断の情事を、美しく刺激的に描いたエロティック・ドラマ。 

臨時教師として高校に赴任した元体操選手のアニタ。結婚して５年の夫とすれ違
い気味の彼女は、ある日、担任クラスの男子生徒マルクスからキスされそうにな

り、彼を意識するように・・・。そして帰宅しようとした彼女の車に突然、マルクスが

乗り込んできて、衝動的に２人は関係をもってしまう。 

 

新・片腕必殺剣 放送日 

13･30 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。 

 

水滸伝（1973年） 放送日 

12 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・・・。 

 

スパイダーマン™（４Ｋレストア版） 放送日 

1 SPIDER-MAN 

監督：サム・ライミ 

出演：トビー・マグワイア／ウィレム・デフォー／キルスティン・ダンスト 

2002年 英語 字幕 129分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

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

る日、遺伝子を組み換えたスーパースパイダーに刺されたピーターは、強靭な肉

体とクモのような特殊能力を持つようになり・・・。 

 

スパイダーマン™２（４Ｋレストア版） 放送日 

1 SPIDER-MAN2 

監督：サム・ライミ 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

ア主演の人気アメコミ映画化第２弾。 

ピーターは新聞社でバイトをしながら大学に通い、スパイダーマンとしてＮＹの街を
守る日々。愛するＭＪは夢だった舞台女優になり、親友ハリーは父の仇スパイダー

マンへの復讐に燃えていた。そんな人間関係に悩むピーターの前に、伸縮自在の
人工アームを操る怪人ドック・オクが現れ・・・。 

 

 

 

 

スパイダーマン™３（４Ｋレストア版） 放送日 

1 SPIDER-MAN3 

監督：サム・ライミ 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

【４Ｋをマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】サム・ライミ監督の人気アメコミの

映画化シリーズ第３弾。 
ピーターはブロードウェイ女優になった恋人ＭＪにプロポーズを決意する。ある夜、

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

で砂の体を持つ“サンドマン”に変身してしまう。 

 

スパイダーマン：ホームカミング 放送日 

1･13 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 

12 141分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

スマート・チェイス 放送日 

12･23 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【日本語吹替版】 放送日 

17 SLUMDOG MILLIONAIRE[J] 

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 

声の出演：小松史法／伊藤静／青山穣 

2008年 日本語 - 128分 

イギリス＝インド ステレオ 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。 

 

戦場のメリークリスマス 放送日 

10･17･26 MERRY CHRISTMAS MR.LAWRENCE 

監督：大島渚 

出演：デヴィッド・ボウイ／坂本龍一／ビートたけし 
1983年 日本語ほか 字幕 131分 

日本＝イギリス＝ニュージーランド ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

大島渚監督×デヴィッド・ボウイ、坂本龍一、ビートたけしが共演。ジャワの捕虜収

容所を舞台に、極限状態に置かれた男たちの衝突を描く戦争ドラマ。 

１９４２年、ジャワ奥地の日本軍捕虜収容所で、朝鮮人軍属が白人捕虜を犯すとい
う事件が起きた。独断での処分を決めた日本軍の軍曹ハラは、流暢に日本語を操

る英国軍中佐ロレンスを立ち合わせる。一方、所長のヨノイ大尉は捕虜として送ら
れてきた陸軍少佐セリアズに魅せられてゆく。 

 

続・片腕必殺剣 放送日 

13･29 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 
ダイ・ハード 放送日 

3･14･15･24 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･15･16･24 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。 
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ダイ・ハード３ 放送日 

3･16･17･24 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！ 

 

タクシー運転手 約束は海を越えて 放送日 

18･19･21･30 A TAXI DRIVER 

監督：チャン・フン 

出演：ソン・ガンホ／トーマス・クレッチマン／ユ・ヘジン 

2017年 韓国語 字幕 145分 

韓国 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ソン・ガンホ主演、光州事件の実話を元にしたヒューマン・ドラマ。韓国の反政府デ
モ弾圧の真実を伝えた記者と彼を助けた人々を描く。 

１９８０年５月。ソウルのタクシー運転手マンソプは「大金を払う」という言葉に釣ら
れ、ドイツ人記者ピーターを乗せて民主化デモが行われる光州へ向かう。マンソプ

の機転で検問を通過し、２人は通行禁止時間ぎりぎりで光州入り。ピーターはデモ

の様子を撮影し始めるが、状況は徐々に悪化していく。 

 

ダブルフェイス 秘めた女 放送日 

23 DON'T LOOK BACK 

監督：マリナ・ドゥ・ヴァン 

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

フランス ステレオ カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

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

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

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

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

 

地球が静止する日 放送日 

8･14･20 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。 

 

沈黙の大陸 放送日 

9･15･24 CHINA SALESMAN 

監督：タン・ピン 

出演：スティーヴン・セガール／マイク・タイソン／リー・トンシュエ 

2017年 英語 字幕 118分 

中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

スティーヴン・セガールＶＳマイク・タイソンが激突！北アフリカ某国を舞台に、男た
ちが拳と拳による肉弾戦を繰り広げる壮絶アクション。 

北アフリカ某国。裏社会の便利屋でもある元傭兵ラウダーは、国のインフラ整備プ
ロジェクトに入札しているフランス企業のマイケルから、ライバルである中国企業

のヤンへの妨害工作を依頼される。だがマイケルは独立国家樹立を目論むカバー

将軍と手を組み、金のために内戦を起こそうとしていた。 

 

沈黙の達人 放送日 

9･24 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 

16 93分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

追跡者（1998年） 放送日 

10･18･29 U.S.MARSHALS 

監督：スチュアート・ベアード 

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

1998年 英語 字幕 139分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

サスペンス・アクション『逃亡者（1993年）』のスピンオフ。トミー・リー・ジョーンズが
同じ連邦保安官役で主演し、逃亡者との追走劇を描く。 

シカゴから囚人を護送中の飛行機がオハイオ川に墜落。乗り合わせていたジェラ
ード連邦保安官は、逃走した囚人マーク・シェリダンを追跡することに。シェリダン

は元ＣＩＡの特殊工作員で、同僚２名の殺害容疑がかかっていた。だが、捜査網を

かいくぐった彼は自らの冤罪を晴らそうと動き出し・・・。 

 

ディープ・ブルー（1999年） 放送日 

2･13･22 DEEP BLUE SEA 

監督：レニー・ハーリン 

出演：サフロン・バロウズ／サミュエル・Ｌ・ジャクソン／トーマス・ジェーン 
1999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 

海の孤島でサメＶＳ人間の死闘が始まる！ＤＮＡ操作で高度な知能を持ったサメ

が、逃げ場のない施設内で暴れまくるパニック・アクション。 

太平洋上に建造された医学研究施設で、凶暴サメの脳組織を使った新薬の開発
が進められていた。だが研究を急いだ責任者の博士がＤＮＡを操作した結果、サメ

たちは巨大化した上に高度な知能を持ってしまう。そんな折、襲来した嵐に乗じ
て、殺戮マシンと化したサメたちが研究員たちに襲いかかる！ 

 

 

 

 

ディープ・ブルー２ 放送日 

2･13･22 DEEP BLUE SEA 2 

監督：ダリン・スコット 

出演：ダニエル・サブレ／ロブ・メイズ／マイケル・ビーチ 
2018年 英語 字幕 101分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

より強く、より賢く、より凶暴になった巨大サメが襲いかかる！遺伝子操作されたサ

メの恐怖を描いた人気パニック・ホラーの続編。 
遺伝子操作されたサメを利用したアクアティカ計画が、予期せぬ悲劇を引き起こし

てから１９年後。製薬会社は海底の実験施設での研究を再開する。しかし被験体
は、行動が予測不能で非常に攻撃的なオオメジロザメだった。薬物によって巨大

化したサメたちは賢さと素早さと凶暴さを増し、人間を襲い始める。 

 

テロ対策特殊部隊 BLACK.1 ブラック・ワン 放送日 

9･14 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・・・。 

 

電撃脱走・地獄のターゲット 放送日 

8 SITTING TARGET 

監督：ダグラス・ヒコックス 

出演：オリヴァー・リード／ジル・セント・ジョン／イアン・マクシェーン 
1972年 英語 字幕 100分 

イギリス モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

妻の裏切りを知り、相棒と共に刑務所からの脱獄を図る男。復讐の鬼と化した中

年男の執念を、スタイリッシュな映像で描いた７０年代アクション。 

殺人罪で服役中のハリーは、５ヶ月ぶりに面会に来た妻パットから「これ以上待て
ない、別の男の子供を妊娠しているので別れて欲しい」と切り出されて逆上。仕切

りガラスを破って妻の首を絞め、独房に入れられてしまう。怒りが収まらないハリー
は妻に復讐するため、相棒のバーディと共に脱獄を図る。 

 

デンジャラス・ボディ 放送日 

8･18･31 BODY OF SIN 

監督：アマリヤ・オルソン／オービン・オルソン 

出演：エリシャ・クリス／エリー・パトリキオス／ウィリアム・マーク・マッカロー 
2018年 英語 字幕 92分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

美しき２人組の女強盗が完全悩殺！数百万ドルのダイヤモンドを巡り、彼女たち

がセクシーな攻防を繰り広げるクライム・アクション。 
セクシーな容姿を武器に昏睡強盗を行うエリカとローレンは、今日も首尾よく１人

の男を仕留めた。彼は数百万ドルの価値があるダイヤモンドの原石を持っており、
２人は思わぬ収穫に喜ぶ。だが翌日、その男が死亡したことが発覚。殺した覚え

のない２人の周囲には不審な男の影が見え隠れするようになる。 

 

天命の城 放送日 

17･27 THE FORTRESS 

監督：ファン・ドンヒョク 

出演：イ・ビョンホン／キム・ユンソク／パク・ヘイル 

2017年 韓国語 字幕 147分 

韓国 ステレオ カラー 

韓国歴史 ワイド HD 

韓国史上最も熾烈とされる闘い“丙子の役”をイ・ビョンホン主演で映画化。坂本龍
一が音楽を手掛け、国家存亡を懸けた激闘を描く歴史活劇。 

１６３６年。清が朝鮮に侵入し、丙子の役が勃発。孤立無援の山城に逃げ延びた
王と朝廷は、極寒と飢餓に襲われ絶体絶命に陥ってしまう。国と民を守るために清

と和睦交渉を図るべきだと考える吏曹大臣のチェ・ミョンギル。一方、礼曹大臣キ

ム・サンホンは、清と真っ向から戦うべきだと訴える。 

 

トゥームインベイダー 放送日 

9･24 TOMB INVADERS 

監督：ジェームス・トーマス 

出演：ジーナ・ヴィットーリ／アンドリュー・カーターズ／サマンサ・ボウリング 
2018年 英語 字幕 90分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

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

追って驚異の旅が展開するアクション・アドベンチャー。 

考古学者で冒険家のアリー・チャニングは、億万長者の古美術商パーカーの依頼
を受けて中国奥地に向かう。探すのは秦の始皇帝の墓に眠る“竜の心臓”。それ

は２０年前、アリーの母が発見寸前で命を落とした因縁深い秘宝だった。アリーは
母の日記を手掛かりに始皇帝地下墓地の深奥を目指すが・・・。 

 

逃亡者（1993年） 放送日 

10･18･28 THE FUGITIVE 

監督：アンドリュー・デイヴィス 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

１９６０年代の大ヒットドラマを、ハリソン・フォードＶＳトミー・リー・ジョーンズで映画

化。妻殺しの汚名を着せられた医師の逃亡の旅を描く。 
シカゴの著名な外科医リチャード・キンブル。ある夜、帰宅した彼は家から逃げ出

す片腕の男を目撃。邸内では妻が殺され、キンブルが容疑者として逮捕されてし
まう。死刑判決を受けたキンブルは、護送車と列車の衝突事故にまぎれて逃亡。

無実を証明するために片腕の男を探し始める。 

 

ドライブ・アングリー 放送日 

6･14･22 DRIVE ANGRY 

監督：パトリック・ルシエ 

出演：ニコラス・ケイジ／アンバー・ハード／ウィリアム・フィクトナー 

2010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 

ニコラス・ケイジ主演のカー・アクション。クラシック・カーが迫力のカーチェイスを展
開。家族をカルト教団に奪われた男が復讐のために爆走する！ 

カルト教団に愛娘を惨殺され、幼い孫をさらわれたジョン・ミルトン。彼は復讐を誓
い、怒りのハンドルを握っていた。勝気なウェイトレス、パイパーを巻き込み、次々

と立ちはだかる凶手を蹴散らしながら、孫奪還のために暴走するミルトン。そんな

彼をＦＢＩを名乗る謎の男が追っていた。 

 

 

 

 

 

 

ドリーム 放送日 

19･31 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・・・。 

 

トリプル・リベンジ 放送日 

15･23･28 BENT 

監督：ボビー・モレスコ 

出演：カール・アーバン／アンディ・ガルシア／ソフィア・ベルガラ 

2018年 英語 字幕 103分 

アメリカ＝スペイン 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

敵はＣＩＡ×マフィア×悪徳警官。冤罪によって人生を消された元エリート警官が、
全てを奪い返すべく巨大な陰謀に立ち向かうノンストップ・リベンジ・アクション。 

麻薬売買と警官殺しの罪を着せられ、３年間、服役していた元エリート麻薬捜査官
ダニー。出所した彼は、その冤罪が政府高官の妻の爆破殺害事件にも繋がる巨

大な陰謀だったことを知る。ダニーは謎のＣＩＡ局員レベッカからの情報を元に、独

自で陰謀の解明に挑んでいく。 

は 
パージ：大統領令 放送日 

7･15･27 THE PURGE: ELECTION YEAR 

監督：ジェームズ・デモナコ 

出演：フランク・グリロ／エリザベス・ミッチェル／ミケルティ・ウィリアムソン 

2016年 英語 字幕 116分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

１年に一晩だけ全犯罪が合法化される法律“パージ”を巡るサスペンス第３弾。パ
ージの是非を問う大統領選の最中、再び暴力と混沌に満ちた夜がやってくる！ 

犯罪抑制のため、１年のうち１２時間だけ殺人を含む全犯罪が合法となる“パージ
法”を容認する米国政府。だが無所属のローン上院議員はパージの廃止を訴え、

国内はパージ賛成派と反対派で二分。その是非を問う大統領選の真っ只中、運命

を左右する１２時間が新たに幕を開ける。 

 

ｈｅｒ／世界でひとつの彼女 放送日 

2･30 HER 

監督：スパイク・ジョーンズ 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

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

ヨハンソンがＡＩの声を担当した異色のラブストーリー。 

近未来のロサンゼルス。妻に去られ失意の日々を過ごしていたセオドアは、人工
知能型ＯＳ“サマンサ”に興味を抱く。実態を持たないものの、“彼女”は驚くほど個

性的で人間味に溢れていた。相談事や寝る前のささやかな交歓を通じ、サマンサ
との会話に夢中になってゆくセオドアだったが・・・。 

 

ハーパー探偵シリーズ／新・動く標的 放送日 

6･21･27 THE DROWNING POOL 

監督：スチュアート・ローゼンバーグ 

出演：ポール・ニューマン／ジョアン・ウッドワード／アンソニー・フランシオサ 
1975年 英語 字幕 116分 

アメリカ モノラル カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

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

莫大な石油の権利を持つ老婦人の殺害事件に挑む。 
私立探偵ハーパーは、かつて束の間の情事を楽しんだ相手アイリスから高額報酬

の仕事を依頼される。彼女の義母オリビアは莫大な石油の権利を持つ大地主で、
アイリスは彼女を憎んでいた。アイリスの１６歳の娘も何か事情を知っているよう

だ。そんな中、オリビアが水死体で発見される。 

 

パーフェクト ストーム 放送日 

10･19･22･27 THE PERFECT STORM 

監督：ウォルフガング・ペーターゼン  

出演：ジョージ・クルーニー／マーク・ウォールバーグ／ダイアン・レイン 

2000年 英語 字幕 137分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

ジョージ・クルーニーとマーク・ウォールバーグが共演。実話を元に、海で史上空前
の大嵐に遭遇した漁師たちの運命を描く、海洋パニック大作。 

１９９１年１０月。マサチューセッツの港町グロースターを、漁船アンドレア・ゲイル
号が出航した。海の男としての誇りやそれぞれの夢を胸に「今回こそを大漁を」と

決意するビリー船長と乗組員たち。だが、そんな彼らの行く手には未曽有の大嵐

が待ち受けていた。 

 

バイオハザード：ザ・ファイナル 放送日 

4･22 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 

4 114分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

白衣に秘められた幻想 放送日 

16･20 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・・・。 
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バッドボーイズ 放送日 

11･26･31 BAD BOYS 

監督：マイケル・ベイ 

出演：ウィル・スミス／マーティン・ローレンス／ティア・レオーニ 
1995年 英語 字幕 126分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ウィル・スミス＆マーティン・ローレンス主演の大ヒット・ポリス・アクション。麻薬盗

難事件を追うノリのよい黒人刑事コンビの活躍を、ド派手アクション満載で描く。 
マイアミ市警に保管されていた１億ドル相当の押収ヘロインが盗まれた。麻薬特捜

班のハワード警部は外部に漏れる前＝７２時間以内に解決するよう、部下のマー
カスとマイクに命じる。一方、盗まれたヘロイン絡みの殺人現場を目撃した女性ジ

ュリーが保護を求めてくる。 

 

バッドボーイズ２バッド 放送日 

11･26･31 BAD BOYS II 

監督：マイケル・ベイ 

出演：ウィル・スミス／マーティン・ローレンス／ガブリエル・ユニオン 

2003年 英語 字幕 154分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

暴走刑事コンビ“バッドボーイズ”が帰ってきた！ウィル・スミス＆マーティン・ローレ
ンス演じる２人の刑事が、巨大麻薬シンジケートと激しい戦いを繰り広げる。 

近年、米国内への麻薬密輸の手口は巧妙化。マイアミ市警のハワード警部は麻
薬取締り強化の特捜チームを編成し、マーカスとマイクを着任させた。東海岸全域

を仕切る巨大麻薬シンジケートの情報を入手した２人はＫＫＫの集会を隠れ蓑にし

た麻薬取引現場に赴くが・・・。 

 

バトルフロント 放送日 

12 HOMEFRONT 

監督：ゲイリー・フレダー 

出演：ジェイソン・ステイサム／ジェームズ・フランコ／ウィノナ・ライダー 
2013年 英語 字幕 108分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

シルヴェスター・スタローン製作・脚本×ジェイソン・ステイサム主演。娘を守るた

め、犯罪組織からの報復に立ち向かう男の姿を描くアクション。 

元麻薬潜入捜査官フィル・ブローカーは愛娘マディのために仕事や過去を捨て、
亡き妻の田舎で新生活を始める。平穏な生活を望むブローカーだったが、裏で町

を牛耳る麻薬密売人ゲイターがある企みのため、彼らに近づいてゆく。娘にも危険
が迫り、ブローカーの怒りはついに臨界点を超える！ 

【日本語吹替版】声の出演：山路和弘／咲野俊介／志田有彩 放送日 

6･22 108分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

パニック・スカイ フライト４１１ 絶体絶命 放送日 

10･15･24 THE MARK 

監督：ジェームズ・チャンキン 

出演：クレイグ・シェイファー／エリック・ロバーツ／ゲイリー・ダニエルズ 

2012年 英語 字幕 99分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

高度３万フィートを飛ぶ旅客機は、地獄の密室となった！主人公の体に埋め込ま
れたマイクロチップを巡る壮絶な戦いを描く航空パニック・アクション。 

画期的な新テクノロジーの被験者となった元兵士のチャドは、記者発表が行われ
るベルリン行きのジェット機に乗り込む。だが高度３万フィートに達したとき、彼の体

に埋め込まれたマイクロチップを狙う傭兵団が機をハイジャック。チャドは乗客を救

うため、たった１人で敵に立ち向かう。 

 

バルト・キングダム 放送日 

11･21･27 THE PAGAN KING 

監督：アイガルス・グラウバ 

出演：エドヴィン・エンドレ／ジェームス・ブロアー／アイステ・ディルジューテ 
2018年 英語 字幕 122分 

イギリス＝ラトビア 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

歴史に実在する“バルト海最強”の戦闘民族。自由を求める彼らが、ローマ帝国の

圧政と侵略の野望を打ち砕く戦闘肉体派アクション。 

１３世紀。バルト海沿岸には、小国ながら交易で財を成し、独自の神をあがめるゼ
ムガレがあった。彼らは最強の戦闘民族と恐れられ、かのローマ帝国、そしてバイ

キングですら、その地に足を踏み入れなかった。彼らを快く思わないローマ教皇の
子・マックスは、ゼムガレを征服しようとある陰謀を企てる。 

 

ビッグゲーム 大統領と少年ハンター 放送日 

26 BIG GAME 

監督：ヤルマリ・ヘランダー 

出演：サミュエル・Ｌ・ジャクソン／オンニ・トンミラ／レイ・スティーヴンソン 
2014年 英語 字幕 98分 

フィンランド＝イギリス＝ドイツ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

限バトルと、大統領と少年の友情を描くサバイバル・アクション。 
テロリストのミサイル攻撃を受け、フィンランド北部の山奥に墜落したエアフォース

ワン。米国大統領は一命を取り留めるが、テログループは彼を捕獲しようと“地上
最大の狩り”を開始する。孤立無援の大統領に救いの手を差し伸べたのは、シカ

狩りをしていた１３歳の少年ハンターだった。 

【日本語吹替版】声の出演：大塚明夫／村中知／楠大典 放送日 

10 98分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ヒトラーに屈しなかった国王 放送日 

8 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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ファースト・キル 放送日 

14 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 

31 109分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ファイナル・オプション 放送日 

8 THE FINAL OPTION 

監督：イアン・シャープ 

出演：ルイス・コリンズ／ジュディ・デイヴィス／リチャード・ウィドマーク 
1982年 英語 字幕 133分 

イギリス＝スイス モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

ＳＡＳ、突入せよ！１９８０年の駐英イラン大使館占拠事件を基に、英陸軍特殊部

隊ＳＡＳの実態を描くハードボイルド・アクション。 

反核団体“人民の会”の一部過激派によるテロ計画を察知した英国治安当局。ＳＡ
Ｓのスケルン大尉が過激派リーダーのフランキーに接近し、標的が要人の集まる

米国大使公邸だと判明した。だが、すでに公邸を占拠したフランキーたちは、人質
を盾にスコットランド軍事基地への核ミサイル発射を要求する。 

 

フィフス・エレメント 放送日 

8･19･31 THE FIFTH ELEMENT 

監督：リュック・ベッソン 

出演：ブルース・ウィリス／ミラ・ジョヴォヴィッチ／ゲイリー・オールドマン 
1997年 英語 字幕 134分 

フランス 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

リュック・ベッソン監督×ブルース・ウィリス×ミラ・ジョヴォヴィッチ共演。地球存亡

の危機に立ち向かう男女の活躍を描くＳＦエンターテインメント。 
２２１４年。正体不明の有機体が地球に接近。コーネリアス神父は、それが５千年

に一度、地球にやってくる邪悪な反生命体であると米大統領に訴える。一方、突然
車に飛び込んできた赤い髪の少女を保護したタクシー運転手のコーベンは、彼女

こそが地球存亡の鍵を握る存在だと知り・・・。 

 

深く静かに潜航せよ 放送日 

7･16 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 

社会派ドラマ 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。 

 

復活の日 放送日 

12 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。 

 

フューチャーワールド 放送日 

4･20 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。 

 

ブレード／刀 放送日 

5･12 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。 

 

ブレードランナー ２０４９ 放送日 

1･27 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 

11 171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 

1･28 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・・・。 

 

プレミアム・ラッシュ 放送日 

15･21･26 PREMIUM RUSH 

監督：デヴィッド・コープ 

出演：ジョセフ・ゴードン＝レヴィット／マイケル・シャノン／ダニア・ラミレス 

2012年 英語 字幕 99分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジョセフ・ゴードン＝レヴィット主演のハイスピード・アクション・サスペンス。事件に
巻き込まれたメッセンジャーが、壮絶なバイク＆カーバトルを繰り広げる。 

人と車が激しく行き交うＮＹ。究極のテクニックで大都会を疾走するバイクメッセン
ジャーのワイリーは、知り合いの中国人女性ニマから１通の封筒を託される。しか

し、これが悪夢の始まりだった。ワイリーは、悪徳刑事マンデーや、背後に蠢く悪の

組織に追われる羽目になる。 

 

フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法 放送日 

10･26 THE FLORIDA PROJECT 

監督：ショーン・ベイカー 

出演：ウィレム・デフォー／ブルックリン・キンバリー・プリンス／ブリア・ヴィネイト 
2017年 英語 字幕 119分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

アカデミー賞助演男優賞ノミネートほか、多数の映画賞を席巻したドラマ。社会の

片隅で生きる人々の日常を、少女の視点を通じてカラフルかつリアルに映し出す。 

フロリダ・ディズニー・ワールドのすぐ外側にある安モーテルで、母親と暮らす６歳
のムーニー。シングルマザーで無職の母親は厳しい現実に苦しむも、ムーニーか

ら見た世界はいつもキラキラと輝いていた。だが、ある出来事を機に、夢のような
日々に現実が影を落とし始める。 

 

フロンティア（2017年） 放送日 

7･20 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。 

 

ボルケーノ 放送日 

3 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 
マッド・ダディ 放送日 

6･20･30 MOM AND DAD 

監督：ブライアン・テイラー 

出演：ニコラス・ケイジ／セルマ・ブレア／ランス・ヘンリクセン 

2017年 英語 字幕 93分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

ある日突然、世の中のパパとママが自分の子供を襲い出す！ニコラス・ケイジの
魅力と狂気が炸裂する、衝撃のハイボルテージ・スリラー。 

結婚して十数年。２人の子供にも恵まれ、冴えないこの生活が幸福だと言い聞か
せて暮らしてきたブレント。ある日、親が我が子を殺害したという陰惨なニュースが

ひっきりなしに報じられる。心配して仕事を早退したブレントだったが、子供たちの

顔を見た瞬間、正体不明の殺意に突き動かされ・・・。 

 

ミッション：アンダーカバー 放送日 

9･30 EXTRAORDINARY MISSION 

監督：アラン・マック／アンソニー・プン 

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

中国 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

『インファナル・アフェア』と『ドラゴン×マッハ！』のスタッフが組んだ犯罪アクショ

ン。エリート警官に与えられた危険な潜入捜査を描く。 

麻薬密売組織の一員として活動するカイ。その正体は警察の密命を受けた潜入
捜査官だった。有能で肝の据わった彼は組織のボス、イーの右腕として、麻薬取

引に同行するまでになる。しかし、その取引現場を警察が急襲。カイは混乱に乗じ
て、麻薬密造の魔境“黄金の三角地帯”へと足を踏み入れる。 

 

ミッション・ワイルド 放送日 

9･31 THE HOMESMAN 

監督・出演：トミー・リー・ジョーンズ 

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

アメリカ＝フランス ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

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

紀アメリカの過酷な荒野を舞台に、孤独な女性と大悪党の旅を描く。 
１９世紀の米国ネブラスカ。病で豹変した３人の女性をアイオワの教会まで連れて

行く役目“ホームズマン”に志願したメアリー。処刑寸前のところを助けた悪党ブリ
ッグスを同行者に加え、約４００マイルの長旅が始まるが、道中には、過酷な気

候、狂暴な先住民や盗賊など、様々な危険が待ち受けていた。 
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ムッシュ・アンリと私の秘密 放送日 

6･29 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 

5･23 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 5.1ch 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 
Ｕ・ボート 放送日 

7･16･22･28 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 

8･30 TEMPTING DEVILS 

監督：ジャン＝クロード・ブリソー 

出演：ファビエンヌ・バーブ／イザベル・プリム／アンナ・シガレヴィッチ 
2018年 フランス語 字幕 105分 

フランス 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

思いがけない性の手ほどきが、快楽への扉を開く。『白い婚礼』の異才ジャン＝ク

ロード・ブリソー監督が熟年の性を綴った官能ドラマ。 

美しい４０歳の女性カミーユは、拾った携帯電話の持ち主と会う約束を取りつけ
る。ふと誤って携帯電話の動画データを開くと、そこには若い女性が自身の身体を

弄ぶ様子が録画されていた。その性の奔放さに魅了されたカミーユは、電話の持
ち主であるスージーと身体を重ね合わせる関係になっていく。 

ら 
ラスト・アライブ 放送日 

22･30 LADY BLOODFIGHT 

監督：クリス・ナオン 

出演：エイミー・ジョンストン／ムリエル・ホフマン／ジェニー・ウー 
2018年 英語 字幕 108分 

アメリカ＝中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

有名ハリウッド女優のスタントとして実績を重ねた次世代アクションスター、エイミ

ー・ジョンストン主演。美しき女たちの壮絶な戦いを描くレディ・アクション。 
謎の武器・格闘術大会に参加するため、香港を訪れたジェーン。かつてその大会

に参加し、失踪した父親の行方を捜しにきたのだ。だが到着早々、強盗に襲われ、

父親の写真や全財産が入った鞄を奪われてしまう。意識を取り戻した彼女は優れ
た武術者に教えを乞うが・・・。 

 

リーサル・ソルジャーズ 放送日 

7 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。 

 

リディバイダー 放送日 

14 REDIVIDER 

監督：ティム・スミット 

出演：ダン・スティーヴンス／ベレニス・マーロウ／ティゴ・ヘルナント 
2017年 英語 字幕 99分 

オランダ＝ドイツ＝アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

消滅へのカウントダウンが始まった、現実世界ＶＳ複製された世界。地球の命運を託され
た男を待ち受ける衝撃の運命を、一人称視点を織り交ぜて描いた近未来ＳＦサスペンス。 

エネルギー枯渇問題に直面した人類は、コピーしたもう１つの地球＝エコーワール
ドからエネルギーを得て問題を解決しようとしていた。だが２つの世界を繋ぐ巨大タ

ワーが暴走し、各地で異常現象が発生。世界崩壊の危機を防ぐため、元ＮＡＳＡの

宇宙飛行士ウィルがエコーワールドへと送り込まれる。 

【日本語吹替版】声の出演：小松史法／松本梨香／福里達典 放送日 

20 99分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

Ｒｙｕｉｃｈｉ Ｓａｋａｍｏｔｏ： ＣＯＤＡ 放送日 

1･17･25 RYUICHI SAKAMOTO: CODA 

監督：スティーブン・ノムラ・シブル 

出演：坂本龍一 
2017年 日本語 - 108分 

アメリカ＝日本 5.1ch カラー 

ドキュメンタリー ワイド HD 

坂本龍一の音楽と思索の旅を捉えたドキュメンタリー。５年間の密着取材を行い、

社会・環境問題へのコミットや闘病などを交えながら彼の音楽人生を振り返る。 
２０１２年、宮城県名取市で被災ピアノと出会った坂本龍一。津波をかぶったピアノ

の“自然の調律”の音は、やがて彼の作曲プロセスの一部となっていく。東日本大
震災後、原発再稼働反対デモへの参加など多方面で活動していた坂本は、２０１４

年７月に中咽頭がんを公表する。 

 

ルドラマデーヴィ 宿命の女王 放送日 

11 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。 

 

ＲＥＤ／レッド 放送日 

17 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 

17 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・エージェント 愛の亡命 放送日 

7･24 DESPITE THE FALLING SNOW 

監督：シャミム・サリフ 

出演：レベッカ・ファーガソン／サム・リード／チャールズ・ダンス 
2016年 英語 字幕 101分 

イギリス＝カナダ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

国家への復讐を誓った美しき女スパイ。１９５０年代を舞台に、禁じられた愛と時代

に翻弄された女性の壮絶な運命を描くラブ・サスペンス。 
１９５０年代のモスクワ。両親を殺した母国に復讐するため、カティヤは冷戦状態に

ある米国のスパイとなった。政府の極秘情報を盗むという重要任務を命じられた彼
女は、将来を期待された若きソビエト外交官アレキサンダーに接触。その美貌と知

的な振舞いで彼の気を引くことに成功するが・・・。 

 

ＬＯＧＡＮ／ローガン 放送日 

2 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。 

【日本語吹替版】声の出演：山路和弘／麦人／水内清光 放送日 

5 145分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ロード・オブ・モンスターズ 放送日 

13 MONSTER ISLAND 

監督：マーク・アトキンス 

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

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

米アサイラム社による最新モンスター・パニック。古代文明を滅ぼした巨大怪獣の

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

ドと、国際海底機構のサラは、調査のため海底に向かうが、そこに海底火山の活
動で覚醒した伝説の巨大怪獣が現れる。人類滅亡を阻止する唯一の方法、それ

はもう１頭の大怪獣を蘇らせ、２体を戦わせることだった・・・。 

わ 
ワイルドバンチ／オリジナル・ディレクターズ・カット 放送日 

9･21 THE WILD BUNCH 

監督：サム・ペキンパー 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

ウエスタン ワイド HD 

「最後の西部劇」と呼ばれて絶賛を浴びた、サム・ペキンパー監督の代表作。時代

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

バンチ”は、メキシコ政府のマパッチ将軍から米政府の軍用列車の襲撃を依頼さ
れる。パイクたちは見事、依頼どおり列車からの武器弾薬強奪を成功させるが、マ

パッチは約束の金の代わりに彼らへと襲い掛かる。 

 

若妻の匂い 放送日 

9 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 君は太陽 放送日 

25･26･28 WONDER 

監督：スティーヴン・チョボスキー 

出演：ジェイコブ・トレンブレイ／ジュリア・ロバーツ／オーウェン・ウィルソン 
2017年 英語 字幕 121分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

天才子役ジェイコブ・トレンブレイとジュリア・ロバーツが親子の絆を熱演。ベストセ

ラー小説を元に、他者とは違う容姿で生まれた少年の成長を描く感動ドラマ。 
遺伝子の疾患で他人とは異なる顔で生まれてきた１０歳のオギー。２７回もの手術

を受けたため、これまで自宅学習を続けてきたオギーだったが、両親は彼を外の
世界に送り出そうと決意する。５年生で入学した学校で、オギーはイジメや裏切り

など初めての困難に直面し・・・。 
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情報番組 

オンデマンドでみよう！１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：4・6・9・14・21・26・28・31 

15分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

ハリウッド特盛ＴＶ ＃７０ 

新作映画のニュース、スターや監督のインタビュー、新作ゲームのトレンドまで、

ハリウッドからの最新エンターテインメント情報をてんこ盛りでご紹介する映画情

報番組。 

■ 放送日：7・12・16・26・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 １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：10 

30分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：小林麗菜 

「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：20 

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 

キングコング：髑髏島の巨神 

グレートウォール（2016年） 

タクシー運転手 約束は海を越えて 

ワンダー 君は太陽 

木曜アクション 

狂獣 欲望の海域 

沈黙の大陸 

トリプル・リベンジ 

ラスト・アライブ 

日曜吹替シアター 

インデペンデンス・デイ［特別版］ 

【日本語吹替版】 

カンフー・ヨガ【日本語吹替版】 

シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ 

【日本語吹替版】 

ＬＯＧＡＮ／ローガン【日本語吹替版】 

プライベート・シアター 

美しい絵の崩壊 

熟れた快楽 

女教師アニタ ただれた情事 

愉楽への手ほどき 

アサイラム・アワー 

エンド・オブ・アース 地球最期の日  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イチオシ企画／特集 

新年大暴れ！キングコングＳＰ 

キングコング（1933年） 

キングコング対ゴジラ 

キングコング：髑髏島の巨神 

ヒット作勢ぞろい！冬休み人気映画大特集 

アベンジャーズ 

／エイジ・オブ・ウルトロン 

アントマン 

ウォーターワールド 

ウルヴァリン：Ｘ-ＭＥＮ ＺＥＲＯ * 

ウルヴァリン：ＳＡＭＵＲＡＩ 

［エクステンデッド・エディション］ * 

エイリアン：コヴェナント ☆ 

エンド・オブ・ホワイトハウス 

エンド・オブ・キングダム 

キングコング：髑髏島の巨神 

ジオストーム 

シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ 

ディープ・ブルー（1999年） 

ディープ・ブルー２ 

ブレードランナー ファイナル・カット 

ブレードランナー ２０４９  

ＬＯＧＡＮ／ローガン * 

（各マーク吹替版も放送 *・・・1/5 ☆・・・1/3(05：30) ） 

特集：２４時間 不死身 

ウルヴァリン：Ｘ-ＭＥＮ ＺＥＲＯ 

ウルヴァリン：ＳＡＭＵＲＡＩ 

［エクステンデッド・エディション］ 

キラー・エリート（2011年） 

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 

沈黙の大陸 

沈黙の達人 

ダイ・ハード 

ダイ・ハード２ 

ダイ・ハード３ 

シリーズ：世界を魅了する日本人 映画音楽家 坂本龍一 

戦場のメリークリスマス 

天命の城 

Ｒｙｕｉｃｈｉ Ｓａｋａｍｏｔｏ： ＣＯＤＡ 

 

特集：マッドなニコケイ＜ニコラス・ケイジ誕生祭＞ 

ドライブ・アングリー マッド・ダディ 

特集：ハリウッド・スターinアジア 

エア・ストライク 

グレートウォール（2016年） 

スマート・チェイス 

特集：映画で光る！名子役 

ビッグゲーム 大統領と少年ハンター 

フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法 

ワンダー 君は太陽 

特集：巨大モンスターの恐宴！ 

キングコング：髑髏島の巨神 

グエムル－漢江の怪物－ 

ディープ・ブルー(1999年) 

ディープ・ブルー２ 

ロード・オブ・モンスターズ 

特集：泣ける映画５選！ 

アリスのままで 

最高の人生の見つけ方 

ショーシャンクの空に 

タクシー運転手 約束は海を越えて 

ドリーム 

今月の日本語吹替作品       ※は地上波吹替版 
アベンジャーズ 

／エイジ・オブ・ウルトロン 

アントマン 

インデペンデンス・デイ［特別版］  

ウルヴァリン：Ｘ-ＭＥＮ ＺＥＲＯ 

ウルヴァリン：ＳＡＭＵＲＡＩ 
[日本劇場公開版] 

エイリアン：コヴェナント  

カンフー・ジャングル 

カンフー・ヨガ  

君の名前で僕を呼んで  

キラー・エリート（2011年） 

キング・オブ・トロール 勇者と山の巨神 

シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ  

スパイダーマン：ホームカミング 

スラムドッグ＄ミリオネア  

沈黙の達人 

バイオハザード：ザ・ファイナル 

バトルフロント  

ビッグゲーム 大統領と少年ハンター 

ファースト・キル  

ブレードランナー ２０４９  

ＬＯＧＡＮ／ローガン  

 

 


