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アーリーマン ～ダグと仲間のキックオフ！～【日本語吹替版】 放送日 

2･22 EARLY MAN[J] 

監督：ニック・パーク  

声の出演：梶裕貴／大塚芳忠／沢城みゆき 

2018年 日本語 - 96分 

イギリス＝フランス 5.1ch カラー 

アニメーション（海外） ワイド HD 

サッカーで愛する故郷を取り戻せ！『ひつじのショーン』『ウォレスとグルミット』の製
作チームが原始時代を舞台に描く奇想天外なクレイ・アニメーション。 

まだマンモスがいた太古の昔。勇敢な少年ダグは小さな谷で仲間と平和に暮らし

ていた。だがブロンズ・エイジ・シティの暴君ヌース卿が軍隊を率いて侵攻。故郷を
追われたダグたちは、ブロンズ・エイジ・シティで崇拝される“サッカー”と呼ばれる

スポーツで、暴君に立ち向かう。 

 

愛欲のプロヴァンス 放送日 

6･27 PROVENANCE 

監督：ベン・ヘッキング 

出演：シャルロット・ヴェガ／クリスチャン・マッケイ／ハリー・マックイーン 
2017年 英語 字幕 105分 

イギリス 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

スペインの新ミューズ、シャルロット・ヴェガが妖艶に魅せる官能ドラマ。南仏を舞
台に、中年ピアニストと若き恋人との性を淫靡かつ鮮やかに描く。 

世界的に著名なピアニストのジョンは冷え切った妻との関係を清算し、若く美しい
恋人ソフィアと南仏プロヴァンスを訪れる。陽光の下で情熱的なセックスに溺れな

がら、かつてこの地で愛し合った別の女性の面影をソフィアに重ねるジョン。そんな
２人の前に歴史学者だという若者が現れる。 

 

アウトロー 咆哮 放送日 

13･27 OUTLAWED 

監督：アダム・コリンズ／ルーク・ラドフォード 

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

イギリス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

元英国軍人で、アクション俳優として活躍するアダム・コリンズ監督・主演。腐敗し

た絶対権力に立ち向かう男の姿を描くリベンジ・アクション。 
人質救出に失敗した責任から除隊し、荒んだ生活を送る元英海兵隊員のジェイ

ク。ある日、幼馴染のジェイドと再会。彼女の父親はある汚職政治家に暗殺されて
おり、その秘密を知ったジェイドも腐敗した警察軍人に拉致されてしまう。幼い頃、

彼女を守ると誓ったジェイクは、決死の救出に立ち向かう。 

 

アトランティック・リム 放送日 

15･21 ATLANTIC RIM RESURRECTION 

監督：ジャレッド・コーン 

出演：スティーヴ・リチャード・ハリス／ザビ・イスラエル／ポール・ローガン 

2018年 英語 字幕 93分 

アメリカ ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

深海から現れた巨大怪獣ＶＳ世界の英知を結集した巨大ロボット。アメリカ東海岸
を舞台に、地球の運命を懸けた最終決戦を描くＳＦアクション。 

深海から出現した怪獣がアメリカ東海岸に壊滅的な被害を与えてから数年後。人

類は巨大人型兵器“アルマダ・ロボット”で新たなる脅威に備えていたが、再び現
れた巨大怪獣の猛威は想像を遥かに超えていた。ロス博士率いる特命チームは、

怪獣の細胞を分析してその弱点を突き止めようとする。 

 

アナベル 死霊人形の誕生 放送日 

3･25 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 

7 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 

8 149分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

アメリカン・アサシン 放送日 

8･9･11･23 AMERICAN ASSASSIN 

監督：マイケル・クエスタ 

出演：ディラン・オブライエン／マイケル・キートン／サナ・レイサン 
2017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 

普通の青年が最強エージェントに変貌！ディラン・オブライエン、マイケル・キートン

共演で全米ベストセラー小説を映画化したスパイ・アクション。 
無差別テロで恋人を亡くし、テロリストへの復讐を決意したミッチ。ＣＩＡはその潜在

能力を高く評価し、極秘スパイチームにスカウトする。元ネイビーシールズの鬼教
官スタンのもとで特訓を積んだミッチは、最前線で活躍するまでに成長。そんな

中、恐るべき核兵器テロの陰謀が発覚する。 

アメリカン・ハッスル 放送日 

14･25 AMERICAN HUSTLE 

監督：デヴィッド・Ｏ・ラッセル 

出演：クリスチャン・ベール／ブラッドリー・クーパー／ジェレミー・レナー 

2013年 英語 字幕 145分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

天才詐欺師とＦＢＩが組んだ前代未聞の囮作戦。実際に起きた収賄スキャンダル
を、豪華キャスト競演で映画化したクライム・サスペンス。 

太鼓腹で一九分けヘアの詐欺師アーヴィンが、ＦＢＩ捜査官リッチーに逮捕された。

リッチーに司法取引を持ちかけられたアーヴィンは、カジノに絡んだ政治家たちの
汚職を暴く囮捜査に協力することになる。やがて、それは米国を揺るがす一大スキ

ャンダル＝アブスキャム事件へと発展してゆき・・・。 

 

アリスのままで 放送日 

7･19 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。 

 

アローン 放送日 

9･18 ALONE 

監督：ダヴィド・モロー 

出演：ソフィア・ルサフール／ステファヌ・バク／ジャン＝スタン・デュ・バック 
2017年 フランス語 字幕 105分 

フランス 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

５人の子供たちが目覚めると、彼ら以外の人間が世界中から消えていた！欧州の

人気コミックを実写化したフランス製ＳＦファンタジー・スリラー。 
移動遊園地へ遊びに行ったレイラが、翌日、自宅で目を覚ますと街から人々の姿

がすっかり消えていた。荒廃した道を歩くうちに、同年代のティーンエイジャー４人
に遭遇。地元のホテルを占拠した彼らは、次第に何が起こったのかを理解し始め

る。そして、生き残りをかけて奮闘するが・・・。 

 

暗殺者 放送日 

5･13･22 ASSASSINS 

監督：リチャード・ドナー 

出演：シルヴェスター・スタローン／アントニオ・バンデラス／ジュリアン・ムーア 

1995年 英語 字幕 140分 

フランス＝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VＳアントニオ・バンデラス。新旧２人の暗殺者による熾
烈な戦いをハードボイルドに描くサスペンス・アクション。 

超一流の暗殺者ラスが狙っていた標的が、彼の銃弾より一瞬早く、何者かに射殺

された。標的を横取りしたのは、ラスを殺し屋トップの座から引きずり降ろそうと野
心を燃やす若き殺し屋ベインだった。ラスの次なる標的・エレクトラを巡り、殺しの

プロ同士の熾烈な戦いの火蓋が切って落とされた。 

 

暗殺者たちの流儀 放送日 

3･22 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。 

 

アントマン 放送日 

17 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？ 

 

IT／イット “それ”が見えたら、終わり。 放送日 

1･2･4･21 IT 

監督：アンディ・ムスキエティ 

出演：ジェイデン・リーバハー／ビル・スカルスガルド／フィン・ウルフハード 

2017年 英語 字幕 142分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

スティーヴン・キングの傑作小説「ＩＴ」を映画化した大ヒット・ホラー第一章。児童失
踪事件が相次ぐ街に現れた恐怖の存在に、子供たちが立ち向かう。 

静かな田舎町で、子供たちの失踪事件が相次いで発生。内気な少年ビルの弟も、

ある大雨の日に外出し、通りにおびただしい血痕を残して姿を消した。自分を責
め、悲しみにくれるビルの前に“それ”は突如、現れた。ビルは“それ”を目撃して以

来、得体の知れない恐怖に取り憑かれる。 

 

イノセンス 放送日 

15･24 INNOCENCE 

監督：押井守 

声の出演：大塚明夫／田中敦子／山寺宏一 
2004年 日本語 - 106分 

日本 5.1ch カラー 

アニメーション ワイド HD 

押井守監督によるサイバーアクション・アニメ『ＧＨＯＳＴ ＩＮ ＴＨＥ ＳＨＥＬＬ／攻殻
機動隊』の続編。 

１人の女性の記憶を秘めたサイボーグ刑事が、ある事件を追う。人間とサイボーグ、
ロボットが共存する２０３２年の日本。少女型愛玩ロボットが所有者を惨殺する事件が

発生した。「人間のために作られたはずのロボットがなぜ？」。公安９課の刑事で脳
以外が機械化されたサイボーグ・バトーは、相棒のトグサと共に捜査に乗り出す。 

 

 

インパクト・クラッシュ 放送日 

3･20 THE GHAZI ATTACK 

監督：サンカルプ・レッディ 

出演：ラーナー・ダッグバーティ／ケイ・ケイ・メノン／アチュール・クカーニー 

2017年 ヒンディー語 字幕 128分 

インド 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

水深１０００フィートで潜水艦ＶＳ潜水艦が激突！死と隣り合わせの極限下で繰り
広げられる、男たちの壮絶な闘いを描く戦争アクション。 

第３次印パ戦争中の１９７１年。海軍基地ヴィシャーカパトナムから出撃する潜水

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

するヴァルマー。そんな中、Ｓ２１に新たな命令が下される。 

【日本語吹替版】声の出演：庄司然／西垣俊作／菊池康弘 放送日 

12 128分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ヴァレリアン 千の惑星の救世主 放送日 

15･16･18･24 VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 

監督：リュック・ベッソン 

出演：デイン・デハーン／カーラ・デルヴィーニュ／クライヴ・オーウェン 
2017年 英語 字幕 144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・ベッソンが名作コミックを映画化したＳＦアドベンチャー。銀河をパトロール

する美男美女コンビが、全宇宙の存亡を揺るがす陰謀に立ち向かう。 
西暦２７４０年。宇宙の平和を守る腕利きエージェント、ヴァレリアンと相棒のローレ

リーヌ。ある日、巨大宇宙ステーション“千の惑星の都市”が、放射能に汚染されて
いることが判明した。２人は、全種族が死滅する危機を「１０時間以内に救え」とい

う極秘ミッションを託される。 

 

ウインド・リバー 放送日 

29 WIND RIVER 

監督：テイラー・シェリダン 

出演：ジェレミー・レナー／エリザベス・オルセン／ジョン・バーンサル 

2017年 英語 字幕 115分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

カンヌ映画祭＜ある視点部門＞監督賞に輝くサスペンス。極寒のネイティブアメリ
カン保留地で発見された遺体の謎を、新人ＦＢＩ捜査官と地元ハンターが追う。 

雪深いアメリカ中西部ワイオミング州。ネイティブアメリカンの保留地“ウインド・リ

バー”で少女の凍死体が見つかった。新人ＦＢＩ捜査官ジェーンは、遺体の第一発
見者で地元のベテランハンター、コリーに案内を要請。だが不安定な気候と慣れな

い雪山で捜査は難航し・・・。 

 

裏切りの荒野 放送日 

10･27 L'UOMO, L'ORGOGLIO, LA VENDETTA 

監督：ルイジ・バッツォーニ 

出演：フランコ・ネロ／ティナ・オーモン／クラウス・キンスキー 
1967年 イタリア語 字幕 108分 

イタリア ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

「カルメン」を下敷きにした異色のマカロニ・ウエスタン。フランコ・ネロの主演で、野
性的な美女に翻弄される男の愛と運命を描く。 

セビリアのタバコ工場を警備する軍曹のホセは、女工の娘カルメンの野性的な美
しさに一目惚れ。カルメンの虜となった彼は彼女の浮気相手である自分の上官を

殺害し、お尋ね者となってしまう。カルメンと２人、米国で出直すことを夢見るホセ
は、その資金を稼ぐため彼女たちが企てた強盗計画に加わる。 

 

ウルヴァリン：Ｘ-ＭＥＮ ＺＥＲＯ 放送日 

10 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 

11 115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 

10 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 

11 133分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

熟れた快楽 放送日 

6･19 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

映画監督：スタンリー・キューブリック 放送日 

2･24 THE DIRECTORS - STANLEY KUBRICK 

監督：リンディ・サヴィル 

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

イギリス ステレオ カラー 

ドキュメンタリー ワイド HD 

映画史上最も影響力のある監督の１人、スタンリー・キューブリック。彼の生涯、技

法、そして哲学に迫った最新ドキュメンタリー。 
『２００１年宇宙の旅』、『時計じかけのオレンジ』など、数々の革新的な名作を世に

生み出した巨匠、スタンリー・キューブリック。彼の生い立ちから映画監督としての
歩みを関係者のインタビューを交えて辿り、多くのクリエイターに影響を与えた先

進性や独創性をあらためて紐解く。 

 

エクスペンダブルズ 放送日 

5･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・・・！ 

【日本語吹替版】声の出演：ささきいさお／山路和弘／池田秀一 放送日 

16･24 111分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

エクスペンダブルズ２ 放送日 

6･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。 

【日本語吹替版】声の出演：ささきいさお／山路和弘／池田秀一 放送日 

16･24 110分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

エクスペンダブルズ３ ワールドミッション 放送日 

7･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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：ささきいさお／山路和弘／村井國夫 放送日 

16･24 134分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ＳＰＬ 狼たちの処刑台 放送日 

25 PARADOX 

監督：ウィルソン・イップ 

出演：ルイス・クー／トニー・ジャー／ウー・ユエ 

2017年 中国語 字幕 107分 

香港 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ウィルソン・イップ監督×アクション監督でサモ・ハン・キンポーがタッグを組んだ犯
罪アクション。異国の極悪犯罪組織に娘をさらわれた父親の闘いを描く。 

１５歳の少女が、友人に会うために訪れたタイのパタヤで誘拐された。香港の警察
官である父親リーは、現地警察のチュイに「自分も捜査に同行させてほしい」と頼

み込む。やがて、犯人は国家が裏で糸を引く臓器密売組織だと判明。さらに警察

の内部にも内通者がいることがわかる。 

【日本語吹替版】声の出演：相沢まさき／斎藤寛仁／宮内敦士 放送日 

13 107分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

エマニエル夫人 放送日 

1･13･19･25 EMMANUELLE 

監督：ジュスト・ジャカン  

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

フランス モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

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

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

やってきた。平穏な日常にどこか退屈を感じていた彼女は、ある日、「性の哲学」を
説くマリオという男と出会う。彼に導かれて様々な相手と肉体関係を持つようにな

った彼女は、次第に内に秘めた欲望を開花させていき・・・。 

 

オーバーロードＺ 放送日 

3 NAZI OVERLORD 

監督：ロブ・パラティーナ 

出演：ドミニク・スウェイン／トム・サイズモア／グレッグ・ファーマン 

2018年 英語 字幕 96分 

アメリカ ステレオ カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

ノルマンディー上陸作戦後、パリ解放を目指す“オーバーロード作戦”の裏で、もう一
つの戦いがあった・・・。ゾンビ軍団との戦いを描いた、異色のアクション・ホラー。 

１９４４年ノルマンディー上陸作戦後、米軍のロジャース大尉は、ナチスに拉致され
た女性科学者のエリス博士を救出する任務を命じられた。だがエリス博士はナチ

スに寝返って禁断の研究を完成させようとしていた。それは人類を死滅させ、世界

を支配しようという悪魔の計画だった・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オキュペーション -侵略- 放送日 

6･21 OCCUPATION 

監督：ルーク・スパーク 

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

オーストラリア 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

巨大宇宙船と凶悪エイリアンが地球を征服！愛する家族と地球を取り戻すべく、

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

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

戦闘能力と高度な文明を持つエイリアンに立ち向かう。 

か 
カリフォルニア・ディストラクション 放送日 

19 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。 

 

君よ憤怒の河を渉れ 放送日 

16･26 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。 

 

キラー・エリート（2011年） 放送日 

4･23 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 

 

キリング・ガンサー 放送日 

22･23･25 KILLING GUNTHER 

監督・出演：タラン・キラム 

出演：アーノルド・シュワルツェネッガー／ボビー・モナハン／ハンナ・シモーヌ 

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 

タラン・キラム、アーノルド・シュワルツェネッガー出演のアクション・コメディ。謎に
包まれた伝説の殺し屋“ガンサー”と、凄腕殺し屋チームの戦いを描く。 

世界中で幾多の暗殺を遂行しながら、その正体は謎に包まれている伝説の殺し屋
“ガンサー”。新進気鋭のヒットマン、ブレイクは、ガンサーを倒して世界最強の座を

手にすべく、各国から個性豊かな凄腕の殺し屋たちを集めた特別チームを結成す

る。彼らは早速ガンサーの追跡を開始するが・・・。 

 

キング・オブ・トロール 勇者と山の巨神 放送日 

29 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 

17 112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 

16･22 THE HOST(2006) 

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・・・。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グラディエーター 放送日 

9 GLADIATOR 

監督：リドリー・スコット 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

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

皇帝の座を打診されるが、それを知った皇太子の卑劣な罠にかかり奴隷へと身分
を落としてしまう。商人によって捕らわれの身となったマキシマスは、持ち前の技量

で一躍剣闘士として頭角を現し、命を賭けた戦いに身を投じてゆく。 

【日本語吹替版】声の出演：山路和弘／神奈延年／沢海陽子 放送日 

12 162分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

グリーン・デスティニー 放送日 

8･25 CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON 

監督：アン・リー 

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

アメリカ＝中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

アカデミー賞４部門に輝いた武侠アクション。チョウ・ユンファ、チャン・ツィイーら豪

華キャストの共演で、秘剣を巡る４人の男女の運命を描く。 

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

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

 

グレートウォール（2016年） 放送日 

11 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。 

 

クロノス・コントロール 放送日 

3 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。 

【日本語吹替版】声の出演：バトリ勝悟／家中宏／東内マリ子 放送日 

18 100分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

Ｋ－１９ 放送日 

17･28 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。 

 

激走！５０００キロ 放送日 

1･14･19 THE GUMBALL RALLY 

監督：チャック・ベイル 

出演：マイケル・サラザン／ティム・マッキンタイア／ラウル・ジュリア 

1976年 英語 字幕 114分 

アメリカ モノラル カラー 

アクション ワイド HD 

合言葉は「ガムボール！」。ＮＹからＬＡまで、５０００ｋｍを世界の名車がブッ飛ば
す！手に汗握る大陸横断レースを描いた痛快カー・アクション。 

ＮＹの若き会社重役バノンは毎日、会議の連続でうんざり。そろそろやるか、と会議
を打ち切った彼は親友スミスに電話する。「ガムボール！」の合言葉で、たちまち

全米各地からカーマニアたちが集結。法律度外視でカリフォルニア州ロングビーチ

を目指すノンストップ・レースが始まった！ 

 

コードネーム：ストラットン 放送日 

6･17･22 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。 

 

告白小説、その結末 放送日 

5･16 BASED ON A TRUE STORY 

監督：ロマン・ポランスキー 

出演：エマニュエル・セニエ／エヴァ・グリーン／ヴァンサン・ペレーズ 
2017年 フランス語 字幕 108分 

フランス＝ベルギー＝ポーランド 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ロマン・ポランスキー監督が仕掛ける戦慄のミステリー。エマニュエル・セニエ、エヴ

ァ・グリーンの共演で、２人の女性が辿る予測不能の運命をスリリングに映し出す。 
自殺した母親との生活を綴った私小説がベストセラーとなった後、スランプに陥っ

た作家デルフィーヌ。そんな彼女の前に、熱狂的なファンだという美女エルが現れ
る。謎の脅迫状にも悩んでいたデルフィーヌは、献身的なエルに信頼を寄せ、一緒

に暮らし始めるが・・・。 
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ゴッド・ウォーズ 放送日 

9･28 TROY: THE ODYSSEY 

監督：テキン・ギルギン 

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

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ギリシャ神話のモンスターが続々と登場。神々と人間が共存していた紀元前の世

界を舞台に、英雄と魔神の戦いを描くアクション・アドベンチャー。 
紀元前１１８４年。トロイア戦争で木馬作戦により勝利した英雄・オデュッセウス。し

かし、敗北したトロイア王が魔物の封印を解き放ち、呪いを掛けられたオデュッセ
ウスたちは異世界に迷い込んでしまう。“死者の道”を辿り故郷を目指すオデュッセ

ウスたちの行く手に、怪物たちが次々と立ち塞がる。 

 

五福星 放送日 

7･25 WINNERS AND SINNERS 

監督・出演：サモ・ハン・キンポー 

出演：ジャッキー・チェン／ユン・ピョウ／リチャード・ン 

1984年 中国語 字幕 116分 

香港 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

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

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

ケート大会で偽札原版取引に遭遇。だがひょんなことから、原版の入った鞄が主

人公たちの清掃車に紛れ込んでしまう。 

さ 
ザ・キング 放送日 

5･20 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・ホスト 美しき侵略者 放送日 

6･18･29 THE HOST(2013) 

監督：アンドリュー・ニコル 

出演：シアーシャ・ローナン／ジェイク・アベル／マックス・アイアンズ 
2013年 英語 字幕 133分 

アメリカ ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

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

体と人間、身体の中に２つの心を宿したヒロインの運命を描く。 

知的生命体“ソウル”が地球へ来襲。ソウルは人類に寄生すると、その身体も意識
も乗っ取ってしまう。わずかに残された人間たちは、逃亡生活を送りながら逆襲の

機会を窺っていた。そんな中、メラニーもソウルに寄生されてしまうが、消えたはず
の人間としての意識や記憶が蘇り・・・。 

 

ザ・ヤクザ 放送日 

16･27 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。 

 

さよならエマニエル夫人 放送日 

1･14･20･27 GOOD-BYE, EMMANUELLE 

監督：フランソワ・ルテリエ 

出演：シルヴィア・クリステル／ウンベルト・オルシーニ／ジャン＝ピエール・ブーヴィエ 

1977年 フランス語 字幕 106分 

フランス モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

性に奔放な夫人をヒロインにした官能ドラマの第３作。地上最後の楽園と呼ばれるインド
洋のオアシスでのアヴァンチュールを描く。主演は前２作同様シルヴィア・クリステル。 

インド洋に浮かぶセーシェル諸島にエマニエルとその夫ジャンが移り住んでから３
年が過ぎた。２人は互いにパートナー以外の相手であっても肉体関係を結ぶ日々

を楽しんでいたが、ある日、エマニエルは若い映画監督グレゴリーと出会い、性に

対するこれまでの自由奔放な考え方をたしなめられる。 

 

シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ 放送日 

14 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 

15 155分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

シャイニング 放送日 

2･21･29 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 

Ｊ・ニコルソン主演×Ｓ・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。（北米公開版を放送） 

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・・・。 

 

 

 

ショーシャンクの空に 放送日 

2･21 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・・・。 

 

死霊伝説［完全版］ 放送日 

2･21 SALEM'S LOT 

監督：トビー・フーパー 

出演：デヴィッド・ソウル／ジェームズ・メイソン／ボニー・ベデリア 

1979年 英語 字幕 190分 

アメリカ モノラル カラー 

ホラー／スリラー スタンダード HD 

鬼才トビー・フーパー監督がスティーヴン・キングの小説を映像化。謎に包まれた
館を舞台にした怪奇事件を描く、吸血鬼ホラーの完全版。 

新進作家として名を成したベン・メアーズは、久しぶりに故郷セーラムズ・ロットに
帰ってきた。街に古くからあるマースティン邸が気になっていた彼は、館にまつわる

怪奇事件の数々を聞く。その後、不可解な死亡事件が続発。真相を突き止めよう

とするベンの前に、黒マントの怪人が姿を現す・・・。 

 

シンクロナイズドモンスター 放送日 

1 COLOSSAL 

監督：ナチョ・ビガロンド 

出演：アン・ハサウェイ／ジェイソン・サダイキス／ダン・スティーヴンス 
2016年 英語 字幕 117分 

カナダ 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

アン・ハサウェイが主演、製作総指揮を務めた異色のファンタジー・コメディ。田舎町

に住むズボラなヒロインと巨大怪獣が“シンクロ”したことから巻き起こる騒動を描く。 

失業して酒浸り、同棲中の恋人から家を追い出されたグロリア。故郷の田舎町に
戻ってきた彼女は、幼馴染オスカーのバーで働き始める。そんな中、韓国のソウル

に巨大怪獣が出現。ＴＶに映る衝撃映像に誰もが騒然とする中、グロリアは怪獣が
自分と全く同じ動きをしていることに気付く。 

 

スカイハンター 放送日 

15･27 SKY HUNTER 

監督・出演：リー・チェン 

出演：ファン・ビンビン／ワン・チエンユエン／トメル・オズ 
2017年 中国語 字幕 123分 

中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

リー・チェン、ファン・ビンビンが共演。中国空軍が全面協力したスカイ・アクション。

空軍のエリート秘密部隊に課せられた極秘ミッションを描く。 
ウー・ディーは中国空軍のエリート秘密部隊“スカイハンター”に所属するエースパ

イロット。ある日、近隣のマブ国で長距離弾道ミサイル施設を占拠するテロが発
生。人質救出とテロ組織壊滅のため、ウー・ディーは山の谷間を抜ける夜間飛行

で敵地に急襲する極秘ミッションを命じられる。 

 

スティール・サンダー 放送日 

3･12･27 BLACK WATER 

監督：パシャ・パトリキ 

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

2017年 英語 字幕 112分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジャン＝クロード・ヴァン・ダムとドルフ・ラングレンの最強タッグで贈る熱血アクショ
ン。合衆国政府も存在を黙殺する巨大潜水艦を舞台に、２人が巨悪に挑む！ 

ＣＩＡの極秘情報流出事件を追うウィーラーは武装集団に襲われ、米海軍の潜水
艦に連行される。艦内はテロリスト収容所と化しており、謎の男マルコが幽閉され

ていた。極秘情報データを第三国に売って巨額の報酬を得ようと企むＣＩＡ職員の

エドワードは、ウィーラーを尋問する。 

 

スピード 放送日 

6･15･20･24 SPEED 

監督：ヤン・デ・ボン 

出演：キアヌ・リーヴス／デニス・ホッパー／サンドラ・ブロック 
1994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 

キアヌ・リーヴス主演。時限爆弾を抱え、猛スピードで疾走するバスの乗客を救う

ＳＷＡＴ隊員の活躍を描くノンストップ・アクション。 

ＬＡの市営バスに時速８０キロ以下に落とすと自動的に爆発する爆弾が仕掛けら
れた。乗客を救出すべくバスに乗り込んだＳＷＡＴ隊員ジャックは、重傷を負った運

転手に代わりハンドルを握るアニーと共に、次々起こる危機や身代金を要求する
犯人との頭脳戦に立ち向かう。 

 

スピード２ 放送日 

6･15･20･24 SPEED 2: CRUISE CONTROL 

監督：ヤン・デ・ボン 

出演：サンドラ・ブロック／ジェイソン・パトリック／ウィレム・デフォー 
1997年 英語 字幕 133分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

今度は豪華客船が止まらない！大ヒットを記録したノンストップ・アクション第２弾。

前作のヒロイン、サンドラ・ブロックが新恋人とともにシージャック犯に立ち向かう。 
アニーとＳＷＡＴ隊員の恋人アレックスは、カリブ海豪華クルージングへ。船内では

全米の宝石商が集まる総額３億ドルのジュエリー・コンベンションも行われる予定
だ。だが、ダイヤを狙う船のコンピュータープログラマー・ガイガーが船に時限爆弾

を仕掛けていた。 

 

スペシャリスト（1994年） 放送日 

5･14･23 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。 

 

 

 

 

 

 

続エマニエル夫人 放送日 

1･13･20･26 EMMANUELLE, L'ANTI VIERGE 

監督：フランシス・ジャコベッティ 

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

フランス モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

自由奔放に性体験を重ねていく夫人を描き大反響を呼んだ官能ドラマの続編。今

回は香港を舞台に性を求めてさまよう。主演は前作に続きシルヴィア・クリステル。 
夫ジャンの赴任先である香港に向かう豪華客船の中で、エマニエルはドイツ人女

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

も性遍歴を重ねていく・・・。 

た 
タイクーン！ 放送日 

6･25 MONKEY TWINS 

監督：ノンタコーン・タウィースック 

出演：サムレット・ムアンプット／パンヤーナット・チラロートタナカセーム／ヴィタヤ・パンスリンガム 

2016年 タイ語ほか 字幕 115分 

タイ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

タイの国技“ムエタイ”と中国拳法“カンフー”。２つの武術の使い手がタッグを組

み、ギャング相手に仇討の戦いを挑む本格アクション。 
代々、タイの古典仮面舞踏劇で英雄ハヌマーンを演じる家系に育ったヌア。ある

日、彼の恋人メイがギャング団に殺害された。ヌアは祖父から舞踏劇に隠された
秘儀ムエタイを教わり、ギャングを倒すための修行を始める。一方、メイの妹リー

が中国から帰国。彼女は姉の死をヌアのせいだと恨んでいた。 

 

ダイ・ハード 放送日 

1 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：樋浦勉／小林勝彦／駒塚由衣 放送日 

23･28 140分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ダイ・ハード２ 放送日 

1 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。 

【日本語吹替版】声の出演：樋浦勉／駒塚由衣／大塚芳忠 放送日 

23･28 131分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ダイ・ハード３ 放送日 

1 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！ 

【日本語吹替版】声の出演：樋浦勉／池田勝／小川真司 放送日 

23･28 136分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

タクシー運転手 約束は海を越えて 放送日 

11 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。 

 

チャーリーズ・エンジェル 放送日 

8･26 CHARLIE'S ANGELS 

監督：マックＧ 

出演：キャメロン・ディアス／ドリュー・バリモア／ルーシー・リュー 
2000年 英語 字幕 106分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

作・出演はＤ・バリモア。共演にＣ・ディアス、Ｌ・リュー。 

姿を現さない謎のボス、チャーリーから、ナタリー、ディラン、アレックスの“チャーリ
ーズ・エンジェル”に「誘拐されたノックス・テクノロジー社の創立者と完成間近の音

声識別ソフトを奪回せよ」という指令が出た。３人は、ノックスのライバルであるロジ
ャーに調査の的を絞り、接近する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

チャーリーズ・エンジェル フルスロットル 放送日 

8･26 CHARLIE'S ANGELS: FULL THROTTLE 

監督：マックＧ 

出演：キャメロン・ディアス／ドリュー・バリモア／ルーシー・リュー 
2003年 英語 字幕 113分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

役にデミ・ムーアを迎え、Ｃ・ディアスらが演じるエンジェルたちは死闘を展開！ 
３人のエンジェル、ナタリー、ディラン、アレックスは拉致された米警察機構の要人

を救出。だが犯人の狙いは政府が匿う対組織犯罪の最重要証人リストで、要人か
ら情報にアクセスできる指輪を奪っていた。捜査を進める３人は影の巨大な敵、元

エンジェルのマディソンに辿りつく。 

 

沈黙の大陸 放送日 

13 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 

13･22 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 

8 93分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

沈黙の断崖 放送日 

13･19･25 FIRE DOWN BELOW 

監督：フェリックス・エンリケス・アルカラ 

出演：スティーヴン・セガール／マーグ・ヘルゲンバージャー／クリス・クリストファーソン 

1997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 

スティーヴン・セガール製作・主演のサスペンス・アクション。有毒物を不法投棄す
る巨大企業に戦いを挑んだ環境保護調査官の活躍を描く。 

ケンタッキー州東部。米国環境保護庁ＥＰＡの調査官ジャック・タガートは、調査中
に死亡した同僚に代わってこの地を訪れる。人々はのどかな生活を送っていた

が、この町では有害廃棄物の影響と見られる環境汚染が進んでいた。彼は身分を

隠して、住民たちの生活に溶け込みながら調査を開始する。 

 

Ｔ－３４ ナチスが恐れた最強戦車 放送日 

3･14･20･29 TANKS FOR STALIN 

監督：キム・ドゥルジニン 

出演：アンドレイ・メルズリキン／アントン・クズネツォフ／アグラヤ・タラソワ 
2017年 ロシア語 字幕 101分 

ロシア 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

極秘指令、スターリンの戦車を破壊せよ！ソ戦開戦前夜を舞台に、ソ連ＶＳナチ

ス・ドイツの知られざる攻防戦を描く戦争アクション。 

１９４０年、ソビエト。最新式戦車T－３４が、スターリンへのお披露目のためモスク
ワまで内密に運ばれることになった。だが、その情報をつかんだナチスは、将来の

脅威になる戦車を破壊しようと、襲撃を計画。モスクワまで８００ｋｍ、ナチスに狙わ
れた２台の戦車を無事に届けることが出来るのか！？ 

 

デーモン・インサイド 放送日 

4･26 WHAT KEEPS YOU ALIVE 

監督：コリン・ミニハン 

出演：ハンナ・エミリー・アンダーソン／ブリタニー・アレン／マーサ・マックアイサック 
2018年 英語 字幕 107分 

カナダ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

最愛の妻はシリアルキラーだった！「けた違いに美しく、暴力的！」と各国の映画

祭でも絶賛。人間の隠された本性を暴き出すサイコ・ホラー。 
同性夫婦のジャッキーとジュールズは、結婚1周年記念にジャッキーが幼少期に住

んでいた湖畔の家を訪れる。ジュールズがジャッキーの幼馴染から過去の水難事
故の話を聞いた数日後、突然ジャッキーがジュールズを殺そうとする。妻の恐ろし

い一面を知ったジュールズは逃げようとするが・・・。 

 

デトロイト 放送日 

12 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：杉村憲司／益山武明／木島隆一 放送日 

29 150分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

デンジャラス・トレジャー／狙われた秘宝 放送日 

1･7･26 THE RENDEZVOUS 

監督：アミン・マタルカ 

出演：スタナ・カティック／ラザ・ジャフリー／アルフォンソ・バッサベ 
2016年 英語 字幕 100分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

砂漠に残された預言書、死海文書のラストピースを手にするのは誰だ！各国政府

のエージェントや原理主義集団たちが暗闘を繰り広げる、ミステリー・アクション。 
ロサンゼルスの女性医師レイチェルのもとに、国務省のジェイクが訪れ、レイチェ

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

そこに世界終末の予言が記されているというのだが・・・。 

 

天命の城 放送日 

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。 

 

東京ゴッドファーザーズ 放送日 

9･22 TOKYO GODFATHERS 

監督：今敏 

声の出演：江守徹／梅垣義明／岡本綾 

2003年 日本語 - 99分 

日本 ステレオ カラー 

アニメーション ワイド HD 

捨て子の親探しに奔走する３人のホームレスに聖夜の奇跡が舞い降りる！今敏
監督によるファンタジー・アニメ。声の出演は江守徹、梅垣義明、岡本綾。 

クリスマスの夜。東京・新宿に生きる３人のホームレス、元競輪選手のギンちゃん、
元ドラッグクイーンのハナちゃん、家出少女のミユキが、ゴミの山の中から赤ん坊

を拾う。子供を欲しがっていたハナちゃんが赤ん坊に清子と名付け、情にほだされ

た３人は雪の中、親探しの旅に出発する。 

 

ドリームスケープ［ＨＤニューマスター版］ 放送日 

7･20･26 DREAMSCAPE REMASTERED 

監督：ジョセフ・ルーベン 

出演：デニス・クエイド／マックス・フォン・シドー／クリストファー・プラマー 
1984年 英語 字幕 106分 

アメリカ ステレオ カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

デニス・クエイドが主演したＳＦＸスリラーのＨＤニューマスター版。他人の夢に侵入す

る実験に駆り出された超能者の青年が、夢の中で大事件に巻き込まれてしまう。 

超能力を持つ青年アレックスは、ある研究所が行う実験プロジェクトに参加するこ
とになった。それは、悪夢に悩まされる人の夢に入り込んで原因を探り、悪夢の根

源を絶つというもの。だが、そのプロジェクトの裏には政府高官による大統領暗殺
計画が隠されていた・・・。 

 

トリプル・リベンジ 放送日 

7･23 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。 

 

トレーニング デイ 放送日 

7･28 TRAINING DAY 

監督：アントワン・フークア 

出演：デンゼル・ワシントン／イーサン・ホーク／スコット・グレン 

2001年 英語 字幕 130分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

血気盛んな新人刑事がベテラン刑事の指導の下、予想もつかぬ事態に巻き込まれる異
色刑事サスペンス。主演は本作でアカデミー主演男優賞受賞のデンゼル・ワシントン。 

ＬＡ市警麻薬取締課に配属された新人刑事ジェイクは、ベテラン刑事アロンゾから
麻薬捜査のいろはを教え込まれる。アロンゾはジェイクの憧れの存在だったが、彼

は犯罪摘発のためには簡単に法を犯すのだった。戸惑うジェイクをよそにアロンゾ

の行動はエスカレートし・・・。 

な 
人間の証明（1977年） 放送日 

12 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 

9･24 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 

2･18 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。 

 

 

 

パターソン 放送日 

4･12 PATERSON 

監督：ジム・ジャームッシュ 

出演：アダム・ドライバー／ゴルシフテ・ファラハニ／永瀬正敏 
2016年 英語 字幕 125分 

アメリカ ステレオ カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

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

名前を持つバス運転手の何気ない７日間を描く。 
ニュージャージー州パターソンで暮らすバス運転手、パターソンの１日は朝、隣に

眠る妻へのキスで始まる。いつものように乗務をこなし、心に浮かぶ詩をノートに
書きとめる。妻と夕食を取り、愛犬と夜の散歩へ。いつものバーで１杯だけ飲んで

帰宅する。それは一見、代わり映えのしない日常だが・・・。 

 

バツイチは恋のはじまり 放送日 

12･21 UN PLAN PARFAIT 

監督：パスカル・ショメイユ 

出演：ダイアン・クルーガー／ダニー・ブーン／アリス・ポル 

2012年 フランス語 字幕 112分 

フランス 5.1ch カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

ダイアン・クルーガー主演のラブ・コメディ。「一度目の結婚は失敗する」というジン
クスを信じる女性が、本命との結婚前にバツイチになろうと奮闘する！ 

歯科医のピエールと同棲中のイザベル。交際して１０年。２人は結婚を考え始める
が、イザベルの家には代々「一度目の結婚は必ず失敗する」という呪わしいジンク

スが伝わっていた。ピエールとの結婚を数ヶ月後に控え、焦る彼女は冴えない旅

行雑誌編集者の男ジャン＝イヴに目をつける。 

 

バッドボーイズ 放送日 

4 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 

12 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・・・。 

 

パニック・スカイ フライト４１１ 絶体絶命 放送日 

8 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。 

 

パプリカ 放送日 

2･18 PAPRIKA 

監督：今敏 

声の出演：林原めぐみ／古谷徹／江守徹 
2006年 日本語 - 98分 

日本 5.1ch カラー 

アニメーション ワイド HD 

筒井康隆のＳＦ小説を今敏監督が映画化したアニメ。他人の夢を共有できる画期

的テクノロジーを悪用するテロリストに、夢探偵パプリカが戦いを挑む！ 

サイコ・セラピストの千葉敦子。彼女は開発されたサイコセラピー機器でクライアン
トの極秘治療を行う時、少女“パプリカ”に変身。他人の夢の中に入り込み、心の

秘密を探り出していく。ある日、敦子の同僚・時田が考案した、夢を共有できるモバ
イルユニット“ＤＣミニ”が盗まれる。 

 

ハミングバード 放送日 

14･19 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：山路和弘／田中敦子／まつだ志緒理 放送日 

6･27 107分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

バルジ大作戦 放送日 

3･9･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。 

 

 

 

 



 5 

バレンタインデー 放送日 

9･14 VALENTINE'S DAY 

監督：ゲイリー・マーシャル 

出演：ジュリア・ロバーツ／アン・ハサウェイ／ジェシカ・アルバ 
2010年 英語 字幕 132分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

ジュリア・ロバーツ、アン・ハサウェイ、ジェシカ・アルバら豪華スター競演。バレンタ

インデーのＬＡで男女１５人が繰り広げる甘く切ない恋愛群像劇。 
２月１４日。ＬＡで花屋を営むリードは、一緒に住む恋人に朝一番でプロポーズ。彼

女は笑顔で婚約指輪を受け取るが・・・。一方小学校教師のジュリアは、サンフラン
シスコに出張する恋人の医師をこっそり追いかけるつもり。年齢も職業も愛の形も

様々な１５人が織り成すロマンスの行方は・・・？ 

 

バンガロール・デイズ 放送日 

14 BANGALORE NAATKAL 

監督：バースカル 

出演：アーリヤ／シュリー・ディヴィヤ／ラーナー・ダッグバーティ 

2016年 タミル語 字幕 164分 

インド 5.1ch カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

【タミル語版】インド南部の都市を舞台に、３人の幼馴染に起こる出来事を描いたヒ
ューマンドラマ。『バーフバリ』のラーナー・ダッグバーティ出演。 

幼少期を共に遊んで過ごしたアジュ、アム、クッティ。いとこ同士の３人の一番の夢
は、大都市バンガロールでの生活だった。ある日、クッティの勤務地がバンガロー

ルに決まり、時を同じくしてアムがバンガロールのビジネスマンと結婚することにな

る。憧れの街へ移り住んだ彼らを思わぬ運命が待ち受ける。 

 

ハンバーガー・ヒル 放送日 

4･17 HAMBURGER HILL 

監督：ジョン・アーヴィン 

出演：アンソニー・バリル／マイケル・ボートマン／ドン・チードル 
1987年 英語 字幕 117分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

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

呼ばれた高地で、凄惨な戦いを強いられた兵士たちの姿を描く。 

１９６９年、アメリカ第１０１空挺師団第３部隊の２０歳そこそこの若者たちが、連日
熾烈な戦闘を続ける南ベトナムのエイショウ・バレー９３７高地。そこは激しい銃弾

が近付く者を簡単に挽肉にしてしまうことから“ハンバーガー・ヒル"と呼ばれてい
た。彼らの死闘は１０日間にも及び・・・。 

 

ピースブレーカー 放送日 

4･17 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 

9 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！ 

【日本語吹替版】声の出演：田中敦子／菅生隆之／宝亀克寿 放送日 

17 117分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ビューティフル・デイ 放送日 

10･16 YOU WERE NEVER REALLY HERE 

監督：リン・ラムジー 

出演：ホアキン・フェニックス／ジュディス・ロバーツ／エカテリーナ・サムソノフ 
2017年 英語 字幕 97分 

イギリス 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

ホアキン・フェニックス主演。カンヌ映画祭脚本賞＆男優賞に輝くスリラー。元軍人

で冷徹な人捜しのプロが、思いがけない事件に巻き込まれる様を描く。 
行方不明者の捜索を請け負うスペシャリストのジョー。人身売買や性犯罪の闇に

囚われた少女たちを何人も救い出した彼は、その報酬で年老いた母親と静かに暮
らしていた。ある日、州上院議員のヴォットから、十代の娘ニーナを裏社会の売春

組織から取り戻してほしいという依頼が入る。 

 

ファイティング・ダディ 怒りの除雪車 放送日 

19･29 IN ORDER OF DISAPPEARANCE 

監督：ハンス・ペーター・モランド 

出演：ステラン・スカルスガルド／ブルーノ・ガンツ／ポール・スヴェーレ・ハーゲン 

2014年 ノルウェー語 字幕 119分 

ノルウェー／スウェーデン／デンマーク ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

北欧の大雪原を舞台に、息子を奪われた父親の怒りが炸裂する！ハリウッド・リメ
イクもされたノルウェー発の痛快リベンジ・アクション。 

ノルウェーの山間部で除雪業を営むニルスが市民栄誉賞を受賞したその時、息子
が何者かに殺されてしまう。ニルスは仇を討つべく行動に出るが、それがドラッグ

をめぐる二大勢力の抗争を招くことに。三つ巴の不利な戦いに巻き込まれたニル

スだったが、彼には不屈の正義と除雪用の大型重機があった！ 

 

Ｖ.Ｉ.Ｐ. 修羅の獣たち 放送日 

5･25 V.I.P. 

監督：パク・フンジョン 

出演：チャン・ドンゴン／キム・ミョンミン／パク・ヒスン 
2017年 韓国語 字幕 136分 

韓国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

チャン・ドンゴンら韓国の豪華キャストが共演したバイオレンス・アクション。ある連

続猟奇殺人犯を巡り、国家機関の闇に翻弄される男たちを描く。 

ＣＩＡと国家情報院の企てで北から亡命したエリート高官の息子キム・グァンイル
が、連続殺人事件の容疑者として浮上。警視のチェ・イドは彼の行方を追うが、国

家情報院の要員パク・ジェヒョク、北朝鮮保安省の工作員リ・デボムらが介入して
きたことから、事態は思わぬ方向へと進んでいく。 

 

 

 

 

フィフス・エレメント 放送日 

15･18･24 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・・・。 

 

復活の日 放送日 

5 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 

4･15 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 

13 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：松本梨香／井上倫宏／井上和彦 放送日 

9 130分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ブレードランナー ２０４９ 放送日 

1 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。 

 

ブレードランナー ファイナル・カット 放送日 

7･15･24 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・・・。 

 

プレデターｖｓネイビーシールズ 放送日 

17･21 ALIEN PREDATOR 

監督：ジャレッド・コーン 

出演：ザビ・イスラエル／アマンダ・リヴァス／アレックス・ウェスト 

2018年 英語 字幕 95分 

アメリカ ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

狩るか？狩られるか？“宇宙最強”を決める戦いが始まる！史上最悪の敵・プレデ
ターと、ネイビーシールズの軍事作戦がぶつかり合うＳＦバトル・アクション。 

中米ホンジュラスのジャングルに正体不明の飛行物体が墜落。調査に向かったチ
ームが消息を絶った。仲間を救出するため、現地へと向かう米海軍特殊部隊ネイ

ビーシールズのエイドリアン中佐。しかし、そこは“地球外最強ハンター”が様々な

罠を仕掛けた、恐怖の狩猟場だった！ 

 

ペット【日本語吹替版】 放送日 

2･22 THE SECRET LIFE OF PETS[J] 

監督：クリス・ルノー  

声の出演：設楽統／日村勇紀／中尾隆聖  
2016年 日本語 - 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。 

 

 

 

 

ヘレディタリー／継承 放送日 

3･16･19 HEREDITARY 

監督：アリ・アスター 

出演：トニ・コレット／ガブリエル・バーン／アレックス・ウォルフ 
2018年 英語 字幕 135分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

受け継いだら死ぬ、祖母が遺した“何か”とは！？トニ・コレットが主演を務め、サンダ

ンス映画祭ほか海外の映画祭で絶賛された衝撃ホラー。 
グラハム家の祖母エレンが亡くなった。娘のアニーはエレンに愛憎入り交じる感情

を抱いていたが、夫スティーブン、高校生の息子ピーター、人付き合いが苦手な娘
チャーリーと共に粛々と葬儀を行う。祖母を亡くした喪失感を乗り越えようとする一

家だったが、やがて奇妙な出来事が頻発し始める。 

 

ベロニカとの記憶 放送日 

13･28 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・・・。 

 

ベン・ハー 終わりなき伝説 放送日 

18･28 IN THE NAME OF BEN HUR 

監督：マーク・アトキンス 

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

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

かつて最強のグラディエーターとしてコロシアムを熱狂させた伝説の英雄、ベン・ハ

ーの新たな戦いを描いた歴史アクション。 

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

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

 

ホース・ソルジャー 放送日 

4･20･26 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。 

 

ボディガード 放送日 

11･23･28 THE BODYGUARD 

監督：ミック・ジャクソン 

出演：ケヴィン・コスナー／ホイットニー・ヒューストン／ビル・コッブス 

1992年 英語 字幕 137分 

アメリカ ステレオ カラー 

ロマンス／恋愛／青春映画 ワイド HD 

ケヴィン・コスナー、ホイットニー・ヒューストン共演の大ヒット作。トップスターと、彼
女を守るボディガードの姿を描くラブストーリー。 

世界屈指の実力を持つボディガード、フランクは、歌手兼女優のスーパースター、
レイチェルの護衛を依頼される。脅迫状が届くなど、最近、彼女の身辺で不穏な事

件が発生しているのだ。始めはフランクを邪魔者と思っていたレイチェルだが、コン

サート中、彼に助けられたことから心を開いてゆく。 

ま 
ミスター・ノーボディ 放送日 

10･19 MY NAME IS NOBODY 

監督：トニーノ・ヴァレリ 

出演：ヘンリー・フォンダ／テレンス・ヒル／ジャン・マルタン 

1973年 英語 字幕 124分 

イタリア＝フランス＝西ドイツ＝アメリカ モノラル カラー 

ウエスタン ワイド HD 

巨匠セルジオ・レオーネが原案、ヘンリー・フォンダが主演を務めた西部劇コメデ
ィ。伝説のガンマンと１５０人の無法者集団の世紀の大決闘を描く。 

早撃ちで西部にその名を轟かせた初老のガンマン、ジャック・ボーレガードは、ヨー
ロッパで静かに余生を過ごそうと考えていた。そんなジャックの前に“ノーボディ”と

名乗る風来坊が現れる。彼は、引退の花道として１５０人の無法者集団ワイルド・

バンチと対決するようジャックを唆す。 

【1980年制作 地上波吹替版】声の出演：柳生博／広川太一郎／富田耕生 放送日 

2･28 109分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

 

ミッション・ワイルド 放送日 

10･19 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。 

 

ミッドナイト・ラン 放送日 

10 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。 
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モリーズ・ゲーム 放送日 

8･23 MOLLY'S GAME 

監督：アーロン・ソーキン 

出演：ジェシカ・チャステイン／イドリス・エルバ／ケヴィン・コスナー 
2017年 英語 字幕 148分 

アメリカ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

トップアスリートから闇ポーカー経営者へ。ジェシカ・チャステインが、一大スキャン

ダルを巻き起こした女性の栄光と転落を演じる実話ドラマ。 
モーグルの五輪候補だったが、大怪我でアスリートの道を断念したモリー・ブルー

ム。ある日、彼女はバイト先のボスからアンダーグラウンドなポーカーゲームのア
シスタントを頼まれる。そこではハリウッドスターや大物プロデューサー、大企業の

経営者らが法外な賭け金でゲームに興じていた。 

や 
野獣暁に死す 放送日 

10･26 OGGI A ME, DOMANI A TE! 

監督：トニーノ・チェルヴィ 

出演：モンゴメリー・フォード／仲代達矢／バッド・スペンサー 
1968年 イタリア語 字幕 102分 

イタリア ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

鬼才ダリオ・アルジェント脚本、日本が誇る名優・仲代達矢が悪役に挑んだマカロ

ニ・ウエスタン。殺人の濡れ衣を着せられた男の復讐劇を描く。 
模範囚として釈放されたビル・カイオワは、恋人を殺して自分に無実の罪を着せた

仇、エル・フェゴーを捜す旅に出る。ビルの幼馴染みだったフェゴーは、今では残
虐非道な強盗団のボス。ビルは強盗団と対決するため、銃の名手ミルトンら、名う

ての男４人を雇い、フェゴーの手下を次々と倒していく。 

 

ユー・ガット・メール 放送日 

10 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・・・。 

 

容疑者、ホアキン・フェニックス 放送日 

8･11 I'M STILL HERE 

監督：ケイシー・アフレック 

出演：ホアキン・フェニックス／アントニー・ラングドン／ケイリー・ペルロフ 
2010年 英語 字幕 115分 

アメリカ ステレオ カラー 

ドキュメンタリー ワイド HD 

ホアキン・フェニックスがまさかの引退＆ラッパー転向！？全米が激怒した、最高

に迷惑でクレイジーな“超お騒がせ”ドキュメンタリー。 

故リヴァー・フェニックスの実弟で二度のオスカー候補となった世界的スター、ホア
キン・フェニックスが突然の“俳優引退とラッパー転向”を宣言、表舞台から姿を消

した。ファンたちは哀しみ、彼の心身を心配するが・・・２年後、実はすべてが大嘘
で、彼の悪趣味なジョークだったことが発覚する！ 

ら 
ライトスタッフ 放送日 

8･18 THE RIGHT STUFF 

監督：フィリップ・カウフマン 

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

アメリカ ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

米国初の有人宇宙飛行“マーキュリー計画”。宇宙飛行士に選ばれた７人の友情

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

を破った頃、ゴードン・クーパーがエドワーズ空軍基地にやってきた。やがてソ連が

人工衛星スプートニクの打ち上げに成功。慌てた米国政府はＮＡＳＡを創設し、各
軍の精鋭パイロットから宇宙飛行士を選出する。 

 

ランナーランナー 放送日 

8･21･27 RUNNER RUNNER 

監督：ブラッド・ファーマン 

出演：ジャスティン・ティンバーレイク／ベン・アフレック／ジェマ・アータートン 
2013年 英語 字幕 99分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ジャスティン・ティンバーレイク、ベン・アフレック共演の犯罪サスペンス。オンラインカ

ジノを発端に、カジノ王に操られＦＢＩに追われる羽目になった学生の逆転劇を描く。 
プリンストン大学に在学する天才学生リッチーは、貴重な学費をオンラインカジノの

ポーカーでスッてしまう。カジノのイカサマに気付いた彼は、胴元サイトの運営会社
に乗り込んでいく。だが、そこで待っていたのはリッチー自身の命を賭けた危険な

ゲームだった。 

 

リーサル・ソルジャーズ 放送日 

5･27 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。 

 

リセット 決死のカウントダウン 放送日 

13･25 RESET 

監督：チャン 

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

中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジャッキー・チェンが製作を務めたＳＦアクション。１１０分だけ時間を戻せる装置を

使い、息子を救おうとするシングルマザーの奮闘を描く。 
物理研究所の上級研究員でシングルマザーのシアティエンは、長年、タイムリープ

装置の研究に尽力していた。ある日、生体組織を１１０分だけ過去に遡らせる事に

成功するが、そのニュースにより息子が誘拐されてしまう。犯人は重要な研究デー
タを要求。シアティエンはその指示に従うが・・・。 

 

 

 

ＲＥＤ／レッド 放送日 

22 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 

22 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・リーコン１９４２ ナチス侵攻阻止作戦 放送日 

12 THE DAWNS HERE ARE QUIET 

監督：レナト・ダヴレトヤロフ 

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

ロシア ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

祖国の運命は５人の女兵士に託された。第二次世界大戦下、美しきソ連軍女性部

隊ＶＳ最強のナチス特殊部隊の戦いを描く戦争アクション。 

１９４２年５月、第二次世界大戦下のロシア戦線。前線から離れた地帯を守るヴァ
スコフ曹長の下に、女性砲兵部隊の兵士が配属された。家族や恋人をナチスに殺

された彼女たちは、激しい憎悪から高い戦闘意欲を持っていた。そんな中、ナチ
ス・ドイツは親衛隊最強の精鋭部隊を偵察に送り込んでくる。 

【日本語吹替版】声の出演：菊池康弘／平井まみ／高橋春香 放送日 

3 119分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

レボリューション・ティガ 放送日 

6 TIGA 

監督：アンギ・ウンバラ 

出演：コルネリオ・スニー／アビマナ・アルヤスティア／アグス・クンチョロ 

2015年 インドネシア語 字幕 134分 

インドネシア ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

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

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

かつて同じ道場で最強格闘技“シラット”を学んだ３人は、テロリストやマフィアが暗

躍する裏社会で対峙することとなる。 

 

ＬＯＧＡＮ／ローガン 放送日 

10 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 

11 145分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

わ 
ワイルド・ブレイブ 放送日 

7･20 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。 

 

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 

11 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・・・。 

 

ワンダー 君は太陽 放送日 

17 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・・・。 

ワンダラーズ［ＨＤニューマスター版］ 放送日 

2･10 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。 
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情報番組 

オンデマンドでみよう！２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：1・4・9・12・17・21・26・29 

15分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

ハリウッド特盛ＴＶ ＃７１ 

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：3・9・13・21・28 

30分／字幕／HD／ワイド／ステレオ 

プレミア・ナビ 

映画通で知られる小堺一機が、楽しいトークで「ムービープラス･プレミア」で放送

する映画を紹介。 

■ 放送日：（土）夜8時55分、（日）午後、（火）夜9時 

5分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：小堺一機 ほか 

映画館へ行こう２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：7 

30分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：小林麗菜 

 

レギュラー枠 

YKK AP ムービープラス・プレミア 

アメリカン・アサシン 

IT／イット “それ”が見えたら、終わり。 

ヴァレリアン 千の惑星の救世主 

ウインド・リバー 

キリング・ガンサー 

木曜アクション 

スカイハンター 

スピード 

沈黙の断崖 

Ｔ－３４ ナチスが恐れた最強戦車 

日曜吹替シアター 
アーリーマン ～ダグと仲間のキックオフ！～ 

【日本語吹替版】 
エクスペンダブルズ３ ワールドミッション 

【日本語吹替版】 

ダイ・ハード２ 

【日本語吹替版】 

ブリジット・ジョーンズの日記  

ダメな私の最後のモテ期 

【日本語吹替版】 

プライベート・シアター 

愛欲のプロヴァンス 

エマニエル夫人 

続エマニエル夫人 

さよならエマニエル夫人 

アサイラム・アワー 

プレデターｖｓネイビーシールズ  

 

イチオシ企画／特集 

特集：アカデミー賞 

アリスのままで 
＜第87回 主演女優賞（ジュリアン・ムーア）＞                                                               

グラディエーター 
＜第73回 作品賞／主演男優賞（ラッセル・クロウ）／衣装デザイン賞／録音賞／視覚効果賞＞              

グリーン・デスティニー 
＜第73回 外国語映画賞／作曲賞／撮影賞／美術賞＞                                      

トレーニング デイ 
＜第74回 主演男優賞（デンゼル・ワシントン）＞                                      

バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡） 
＜第87回 作品賞／監督賞（アレハンドロ・Ｇ・イニャリトゥ）／脚本賞／撮影賞＞               

ライトスタッフ 
＜第56回 作曲賞／編集賞／音響賞／音響効果編集賞＞                             

                              

シリーズ：世界を魅了する日本人 アニメーション監督 押井守＆今敏 

イノセンス 

東京ゴッドファーザーズ 

パプリカ 

特集：２４時間 暗殺頂上決戦！ 

アメリカン・アサシン 

暗殺者 

暗殺者たちの流儀 

キラー・エリート（2011年） 

キリング・ガンサー 

コードネーム：ストラットン 

スペシャリスト（1994年） 

沈黙の達人 

トリプル・リベンジ 

ＲＥＤ／レッド 

ＲＥＤリターンズ 

特集：原作 スティーヴン・キング 

IT／イット “それ”が見えたら、終わり。 

シャイニング 

ショーシャンクの空に 

死霊伝説[完全版] 

特集：美しきＳＦ映画の世界 

イノセンス 

ヴァレリアン 千の惑星の救世主 

フィフス・エレメント 

ブレードランナー ファイナル・カット 

特集：ガチでヤバい！ホラー映画 

アナベル 死霊人形の誕生 

IT／イット “それ”が見えたら、終わり。 

デーモン・インサイド 

ヘレディタリー／継承 

特集：極寒サスペンス 

ウインド・リバー 

シャイニング 

ファイティング・ダディ 怒りの除雪車 

特集：バレンタインデー 

バツイチは恋のはじまり 

バレンタインデー 

ブリジット・ジョーンズの日記  

ダメな私の最後のモテ期 

ボディガード 

ユー・ガット・メール 

今月の日本語吹替作品          ※は地上波吹替版 

アーリーマン  

～ダグと仲間のキックオフ！～ 

アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン 

インパクト・クラッシュ 

ウルヴァリン：Ｘ-ＭＥＮ ＺＥＲＯ 

ウルヴァリン：ＳＡＭＵＲＡＩ[日本劇場公開版] 

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 

ＳＰＬ 狼たちの処刑台 

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 

グラディエーター 

クロノス・コントロール 

シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ 

ダイ・ハード 

ダイ・ハード２ 

ダイ・ハード３ 

沈黙の達人 

デトロイト 

ハミングバード 

否定と肯定 

ブリジット・ジョーンズの日記 

ダメな私の最後のモテ期 

ペット 

ミスター・ノーボディ ※ 

レッド・リーコン１９４２ ナチス侵攻阻止作戦 

ＬＯＧＡＮ／ローガン 

 


