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愛欲のプロヴァンス 放送日 

2･30 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。 

 

愛欲の輪舞曲（ロンド） 放送日 

9･23 COMPULSION 

監督：クレイグ・グッドウィル 

出演：アナリー・ティプトン／マルタ・ガスティーニ／ヤコブ・セーダーグレン 
2016年 英語 字幕 92分 

イギリス＝カナダ＝イタリア 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ようこそ、快楽と背徳の狂宴へ。人里離れた別荘で女性作家が体験する倒錯的な
宴を、幻想的な映像美で綴るエロティック・サスペンス。 

新進気鋭の官能小説家セイディは、恋人とのセックスにマンネリを感じていた。あ
る日、元カレのアレックスと偶然、再会。彼との情熱的なセックスを思い出さずには

いられないセイディを、アレックスはイタリアの人里離れた別荘に招く。そこは、仮
面を付けた無数の男女が集う、快楽の宴の舞台だった。 

 

ＡＮＯＮ アノン 放送日 

22 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・・・。 

 

アポロ１３ 放送日 

1･20 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。 

 

アメリカン・ハッスル 放送日 

5･16･24 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・・・。 

 

暗殺者 放送日 

6･17 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。 

 

アンロック／陰謀のコード 放送日 

3･10･15･25 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。 

 

ＥＡＳＴ ＭＥＥＴＳ ＷＥＳＴ 放送日 

2･15･25 EAST MEETS WEST 

監督：岡本喜八 

出演：真田広之／竹中直人／岸部一徳 
1995年 日本語ほか 字幕 131分 

日本 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

岡本喜八監督×真田広之主演のアクション西部劇。１８６０年の米国西部を舞台
に、開国を目指す幕府が送り込んだサムライの活躍を描く。 

万延元年（１８６０年）、開国を決意した幕府はサンフランシスコに日米修好使節団
の護衛として威臨丸を送り込む。そこには素性を隠して開国を阻止すべく乗り込ん

だ攘夷派の健吉と艦長護衛役の忍者・為次郎がいた。だが一行の秘密資金が何
者かに奪われ、敵同士の２人がその行方を追うことになる。 

 

 

イコライザー 放送日 

13･14･30 THE EQUALIZER 

監督：アントワーン・フークア 

出演：デンゼル・ワシントン／クロエ・グレース・モレッツ／マートン・ソーカス 

2014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 

デンゼル・ワシントン主演の犯罪アクション。警察が介入できない世の不正を完全
抹消する元ＣＩＡ諜報員とロシアン・マフィアの戦いを描く。 

元ＣＩＡの凄腕諜報員マッコールは、今はホームセンターで働きながら静かに暮らし

ている。ある日、馴染みのカフェで出会った少女娼婦テリーがロシアン・マフィアか
ら酷い扱いを受けていると知り、彼の中で眠っていた正義感が再燃。テリーを救う

ため、自分にしかできない“仕事”を敢行する。 

 

１９８７、ある闘いの真実 放送日 

25･26･28 1987 

監督：チャン・ジュナン  

出演：キム・ユンソク／ハ・ジョンウ／ユ・ヘジン 
2017年 韓国語 字幕 137分 

韓国 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

１９８７年、一人の大学生の死が人々の心に火をつけた・・・。韓国史上最も強大な
権力を相手に、一般市民が闘った“民主化闘争”の全貌に迫る実録サスペンス。 

１９８７年１月、チョン・ドゥファン大統領による軍事政権下の韓国。警察が北分子を
徹底的に排除しようとする中、連行された大学生が取り調べ中に死亡した。警察

は隠蔽を目論むが、検死解剖により拷問致死だったことが判明。新聞記者たちは
事件を明るみに出そうと奔走する。 

 

IT／イット “それ”が見えたら、終わり。 放送日 

8･18･28 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

踪事件が相次ぐ町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。 

 

偽りなき者 放送日 

3･27 JAGTEN 

監督：トマス・ヴィンターベア 

出演：マッツ・ミケルセン／トマス・ボー・ラーセン／アニカ・ヴィタコプ 

2012年 デンマーク語 字幕 123分 

デンマーク 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

マッツ・ミケルセンが２０１２年カンヌ映画祭で男優賞を受賞。無実の罪を着せられ
た男の孤独な戦いを描くヒューマン・ドラマ。 

離婚と失業の試練を乗り越え、幼稚園の教職に就いたルーカス。そんな彼がある

日、親友テオの娘クララの作り話が元で変質者の烙印を押されてしまう。幼いクラ
ラの証言を誰もが信じて疑わない。無実を証明できる手立てがないルーカスは仕

事も親友も信用も失い、小さな町ですっかり孤立してしまう。 

 

イレイザー 放送日 

2･12･13･25 ERASER 

監督：チャック・ラッセル 

出演：アーノルド・シュワルツェネッガー／ヴァネッサ・ウィリアムズ／ジェームズ・カーン 
1996年 英語 字幕 122分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

重大事件の証人の安全を守るため、彼らの過去を消し去る政府特別情報局員の
活躍を描くサスペンス・アクション。主演はＡ・シュワルツェネッガー。 

防衛兵器会社サイレックス社の社員リーは、最新鋭兵器“レール・ガン”にまつわ
る陰謀の証拠が入ったディスクを盗み出す。イレイザーことクルーガーはリーの過

去を消して、安全な場所に彼女の身柄を預けた。一方、証人保護プログラム下に
置かれた証人が次々に殺される事件が発生する。 

 

インパクト・クラッシュ 放送日 

9･17 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。 

 

エア・ストライク 放送日 

20 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。 

【日本語吹替版】声の出演：岡本未来／内田直哉／虎島貴明 放送日 

7 104分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エアポート２０１８ 放送日 

5･14･27 FLIGHT 666 

監督：ロブ・パラティーナ 

出演：ジョセフ・マイケル・ハリス／ホセ・ロセット／リズ・フェニング 

2018年 英語 字幕 97分 

アメリカ ステレオ カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

激しい乱気流、計器不良、地上との音信不通。そして機内に“何か”が現れる！上
空１万メートルの飛行機内で起こる不可解な現象を描くパニック・ホラー。 

ＮＹへ向かうＵＳ５７便の眼前に突如、雷雲が出現。そのまま機体は乱気流に飲み

込まれるが、手動操縦に切り替え難を逃れる。一同が安堵する中、乗客の１人が
急に暴れ出した。連邦航空保安局のタデウスが取り押さえるが、その乗客は飛行

機の翼の上に人が立っていたと言う・・・。 

 

エイリアン：スカイコマンド 放送日 

20･24･28 ALIEN CONVERGENCE 

監督：ロヴ・パラティーナ 

出演：キャロライン・イヴァリ／スティーヴ・ブラウン／セドリック・ジョナサン 
2017年 英語 字幕 94分 

アメリカ ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

宇宙から飛来した怪獣が、地球を攻撃！壊滅の危機に瀕した地球を舞台に、地球
外生命体ＶＳ最新鋭戦闘機の戦いを描くＳＦアクション。 

２０ＸＸ年、北米大陸に飛来した３つの隕石から巨大生物が出現。猛スピードで空
を飛び、エネルギー波で地上を焼き尽くす３体の怪獣によって、米国は瞬く間に全

滅の危機を迎える。人類に残された唯一の希望は、特殊ヘルメットを装着して脳波
で戦闘機を操る“ニューロ・ジェット・システム”だった。 

 

ＳＰＬ 狼たちの処刑台 放送日 

14･21 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 

9 107分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

エンド・オブ・ホワイトハウス 放送日 

12･27 OLYMPUS HAS FALLEN 

監督：アントワーン・フークア 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジェラルド・バトラー製作・主演のアクション・サスペンス。ホワイトハウスに籠城し
たテロリストに、警備員がたった１人で立ち向かう！ 

米国独立記念日の翌日。大統領を人質に取ったアジア人テロリストに、ホワイトハ
ウスが占拠された！彼らは日本海域からの米国第七艦隊の撤収と核爆弾作動コ

ードを要求。ホワイトハウスは堅固なセキュリティーによって、難攻不落の要塞と化
した。最悪の状況の中、１人の警備員が潜入に成功するが・・・。 

 

エンド・オブ・キングダム 放送日 

12･27 LONDON HAS FALLEN 

監督：ババク・ナジャフィ 

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

アメリカ＝イギリス＝ブルガリア 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ジェラルド・バトラー主演のアクション『エンド・オブ・ホワイトハウス』の続編。今回

は各国首脳が集まるロンドンを舞台に、テロとの闘いを描く。 
ホワイトハウス陥落の悪夢から２年。英国首相が不可解な死を遂げ、葬儀のため

世界４０ヶ国もの首脳がロンドンに集結した。だがその厳戒態勢を破り、同時多発
テロが勃発。次々と犠牲者が増える中、米国大統領とそのシークレットサービスが

世界を揺るがすテロリストに立ち向かってゆく。 

 

オキュペーション -侵略- 放送日 

4･24 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。 

 

オペレーション：レッド・シー 放送日 

8･20 OPERATION RED SEA 

監督：ダンテ・ラム 

出演：チャン・イー／ホアン・ジンユー／ハイ・チン 
2018年 中国語 字幕 146分 

中国＝モロッコ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

中国海軍が全面協力したミリタリー・アクション大作。香港アクション映画界の巨匠ダ
ンテ・ラムが実話を元に、たった８名の特殊部隊が挑んだ命がけのミッションを描く。 

中東某国で内戦が勃発。中国海軍“蛟竜突撃隊”の精鋭たちは激戦を潜り抜け
て、取り残された自国民を救出していく。そんな中、１人の女性がテロリストに連れ

去られた。彼女を救うため、蛟竜突撃隊はわずか８名でテロリストが制圧する危険
地帯に足を踏み入れる。 
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か 
片腕ドラゴン 放送日 

10 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！ 

 

君よ憤怒の河を渉れ 放送日 

9･21 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 

2･12･21 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。 

 

キリング・ガンサー 放送日 

9･24 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・・・。 

 

クイック＆デッド 放送日 

3･15･25 THE QUICK AND THE DEAD 

監督：サム・ライミ 

出演：シャロン・ストーン／ジーン・ハックマン／レオナルド・ディカプリオ 
1995年 英語 字幕 113分 

アメリカ ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

シャロン・ストーン演じるタフでセクシーな女ガンマンの雄姿を描いたウエスタン。豪

華共演はＧ・ハックマン、Ｌ・ディカプリオ、Ｒ・クロウ。 
荒野の町リデンプション。街を牛耳る保安官へロッドが主催する早撃ちトーナメント

にミステリアスな美女エレンが出場する。彼女は父の仇へロッドへの復讐の機会を
伺っていた。名だたるガンマンが次々とヘロッドに敗れる中、エレンはいつしか心を

通わせていた牧師のコートと対戦することに…。 

 

グエムル－漢江の怪物－ 放送日 

10･16･26 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・・・。 

 

Ｋ－１９ 放送日 

9 K-19: THE WIDOWMAKER 

監督：キャスリン・ビグロー 

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

アメリカ ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

実際に起きたソ連原子力潜水艦事故をハリソン・フォード主演で映画化。大惨事を

防ぐべく、命懸けで事故に立ち向かう乗組員の姿を描く社会派サスペンス。 

米ソ冷戦最中の１９６１年、ソ連の原子力潜水艦Ｋ－１９が処女航海に出航した。
艦長に任命されたボストリコフと、経験豊富な副艦長ポレーニンの意見はしばしば

対立するが、Ｋ－１９は次々とテストを成功させてゆく。だが新たな任務遂行中、艦
内の冷却装置のひび割れが判明する。 

【日本語吹替版】声の出演：磯部勉／大塚明夫／川島得愛 放送日 

5･15 145分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ゲティ家の身代金 放送日 

2･7･18 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。 

 

荒野の用心棒 放送日 

3･8･15･25 FISTFUL OF DOLLARS 

監督：セルジオ・レオーネ 

出演：クリント・イーストウッド／ジャン・マリア・ヴォロンテ／マリアンネ・コッホ 
1964年 英語 字幕 107分 

イタリア ステレオ カラー 

ウエスタン ワイド HD 

クリント・イーストウッド主演、黒澤明の『用心棒』を翻案したマカロニ・ウエスタン。

２つの勢力が抗争を続ける町にやってきた流れ者の活躍を描く。 
２つの無法者勢力が争う１８７２年のニューメキシコ。この町に流れ着いた腕利き

の男ジョーは、ロホ兄弟の元に身を寄せる。対立するモラレスの手下４人を鮮やか
に片付けたためだ。だが、２つの勢力が町民から煙たがられていると知ったジョー

は、この厄病神どもを始末しようと考える。 

 

コールド・アンド・ファイヤー 凍土を覆う戦火 放送日 

8･15･23 1864 

監督：オーレ・ボールネダル 

出演：ヤーコブ・オフテブロ／イェンス・セター＝ラスン／ピルー・アスベック 

2014年 デンマーク語 字幕 133分 

デンマーク 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

デンマーク最大の戦争、第２次シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン戦争。“デュッペ
ル堡塁の戦い”を軸に、同じ女性を愛した兄弟の運命を描く大河アクションドラマ。 

第１次シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン戦争の勝利に沸くデンマーク。そんな時代
に生まれ育ったペーターとラウス兄弟は、同じ女性インゲに恋をした。だが１８６４

年、デンマーク首相が強国プロイセンとオーストリアに宣戦布告。兄弟は志願兵と

して極寒の戦地に足を踏み入れる。 

 

五福星 放送日 

7･24 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・アウトロー 放送日 

13･17･27 DEN OF THIEVES 

監督：クリスチャン・グーデガスト 

出演：ジェラルド・バトラー／５０ Ｃｅｎｔ／パブロ・シュレイバー 
2018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 

ジェラルド・バトラー主演のクライム・アクション。犯罪多発都市ロサンゼルスを舞

台に、警察の荒くれ者たちと強盗集団との闘いを描く。 

４８分に１回、銀行強盗が発生する世界屈指の犯罪都市ロサンゼルス。郡保安局
の重犯罪班を率いる刑事ニックは、伝説の強盗・メリーメン一味が、３０００万ドル

の銀行強盗を企てている情報を掴む。綿密な計画を立てる一味と、彼らを追い詰
めてゆくニック。両者の対決の時が刻一刻と近づいてくる。 

 

里見八犬伝（1983年） 放送日 

5･10･25 LEGEND OF THE EIGHT SAMURAI 

監督：深作欣二 

出演：薬師丸ひろ子／真田広之／千葉真一 
1983年 日本語 - 146分 

日本 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

薬師丸ひろ子と真田広之が共演。深作欣二監督が手掛けたＳＦＸアクション時代劇。里

見家の姫と八剣士の１人との恋をベースに、悪の妖怪軍団と戦う剣士達の姿を描く。 
悪霊に仕え不死身の妖怪となった玉梓は、館山城を襲い里見一族を虐殺。ただ１

人生き延びた静姫の前に、仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌の各字を刻んだ霊玉を持
つ八剣士が集まってくる。静姫は八剣士たちを率いて甦った闇の妖怪軍団の巣窟

へ攻め入り、最後の闘いを繰り広げる！ 

 

シーナ 放送日 

4･10･16･26 SHEENA 

監督：ジョン・ギラーミン 

出演：タニア・ロバーツ／テッド・ワス／ドノヴァン・スコット 

1984年 英語 字幕 124分 

アメリカ モノラル カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

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

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

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

ンブリ族の聖地に眠るチタンを奪おうと企んでいた。 

 

ジオストーム 放送日 

4･29 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。 

 

史上最大の作戦 放送日 

11 THE LONGEST DAY 

監督：ケン・アナキンほか 

出演：ジョン・ウェイン／ヘンリー・フォンダ／ジャン＝ルイ・バロー 
1962年 英語ほか 字幕 186分 

アメリカ 5.1ch モノクロ 

社会派ドラマ ワイド HD 

第二次世界大戦で連合軍に大きな勝機を与えた、仏ノルマンディの攻防戦を描い

た戦争スペクタクル。出演はジョン・ウェイン、ヘンリー・フォンダ。 
１９４４年６月、仏ノルマンディ。ロンメル元帥率いるドイツ軍は完璧な防御を築いて

いた。一方、英国南部では連合軍を指揮するアイゼンハワー最高司令官が上陸
作戦の日“Ｄ－ＤＡＹ”を決定。６月６日早朝、大船団が海峡を南下し、米軍空挺部

隊の降下から上陸作戦の火蓋が切られる。 

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

22 124分／日本語／HD／モノクロ／ワイド／モノラル 

 

 

ジャスティス・リーグ 放送日 

19･29 JUSTICE LEAGUE 

監督：ザック・スナイダー 

出演：ベン・アフレック／ヘンリー・カヴィル／ガル・ガドット 
2017年 英語 字幕 127分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

バットマンを始めとするアメコミ・ヒーローが集結したＳＦアクション大作。地球征服

をたくらむ強大な敵に、超人たちが立ち向かう！ 
自らの命を犠牲にしたスーパーマンの行動に心打たれたバットマンは、ワンダーウ

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

せる新たな脅威はすぐそこに迫っていた。 

【日本語吹替版】声の出演：小原雅人／星野貴紀／甲斐田裕子 放送日 

19 127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 

1･19 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･23 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。 

 

死霊伝説［完全版］ 放送日 

3･11･24 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 ワイド 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・・・。 

 

スカイライン－奪還－ 放送日 

4･20･29 BEYOND SKYLINE 

監督：リアム・オドネル 

出演：フランク・グリロ／ボヤナ・ノヴァコヴィッチ／ジョニー・ウェストン 
2017年 英語 字幕 114分 

イギリス＝中国＝アメリカほか 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

謎の生命体による地球征服の３日間を描いたＳＦサスペンス『スカイライン－征服

－』の続編。地球奪還に向けた人間たちの戦いが始まる！ 

突如、世界各地に現れ、地上から人々を吸い上げる未確認飛行物体。息子を追っ
て宇宙船に吸い込まれた刑事マークは、人間の心を残してエイリアンになったジャ

ロッドと共闘して反撃。内戦中のラオスに墜落した宇宙船から、ジャロッドの赤ん坊
ローズを連れて脱出し、反政府組織のアジトに身を隠す。 

 

スティール・サンダー 放送日 

9･17･25 BLACK WATER 

監督：パシャ・パトリキ 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

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

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

エドワードは、ウィーラーを尋問する。 

 

ストリート・オブ・ファイヤー[デジタル・リマスター版] 放送日 

12･16･24 STREETS OF FIRE REMASTERED 

監督：ウォルター・ヒル 

出演：マイケル・パレ／ダイアン・レイン／ウィレム・デフォー 

1984年 英語 字幕 101分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ウォルター・ヒル監督による伝説のロック・アクションのデジタル・リマスター版。ギ
ャングに誘拐された元恋人を救うため、街に戻ってきた男の活躍を描く。 

リッチモンド出身のロック歌手エレンが凱旋コンサートの最中、レイヴン率いるスト
リート・ギャングに連れ去られた。流れ者でエレンの元恋人トム・コーディは、彼女

の危機を知って帰郷。エレンのマネージャーのビリー、女兵士マッコイと共にギャン

グのアジトへ乗り込んでいく。 

 

スピード 放送日 

5･17･28 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。 
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スピード２ 放送日 

5･17･28 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。 

 

戦場のメリークリスマス 放送日 

12･23 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。 

た 
ダーク・スクール 放送日 

6･28 DOWN A DARK HALL 

監督：ロドリゴ・コルテス  

出演：アナソフィア・ロブ／ユマ・サーマン／イザベル・ファーマン 

2018年 英語 字幕 104分 

スペイン＝アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

アナソフィア・ロブとユマ・サーマンの共演で贈る学園ホラー。世間から隔絶された
名門寄宿学校を舞台に、恐怖に遭遇する少女らの運命を描く。 

素行不良で高校を退学になり、実母と義父によって森の奥の名門寄宿学校に送ら
れたキット。そこでは外部との連絡を遮断され、同じような女子生徒と共に授業を

受けるが、次第に生徒たちに異変が起き始めた。不審に思ったキットは、やがて学

校に隠された恐ろしい過去を知ることになる。 

 

タクシー運転手 約束は海を越えて 放送日 

14･26･28 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。 

 

「００７／ノー・タイム・トゥ・ダイ」公開記念  

ダニエル・クレイグ ドキュメンタリー「ジェームズ・ボンドとして」 
放送日 

8 
BEING JAMES BOND 

監督：ベイリー・ウォルシュ 

出演：ダニエル・クレイグ 
2020年 英語 字幕 60分 

- - カラー 

ドキュメンタリー ワイド HD 

最新作「００７／ノー・タイム・トゥ・ダイ」が自身最後のジェームズ・ボンド役と言わ

れる英国俳優ダニエル・クレイグの軌跡を綴る特別ドキュメンタリー。 
６代目ジェームズ・ボンドに抜擢されたダニエル・クレイグ。これまでのボンドとは全

く違うスタイルでいかにキャラクターを一新させ、シリーズを再生させたのか。演じ

るだけではなく、クリエイティブ面でも積極的に作品に向き合い、シリーズに新たな
興奮と感動を与えた彼の情熱、そして挑戦に迫る！ 

 

沈黙の終焉 放送日 

12･14･23 GENERAL COMMANDER 

監督：ロス・Ｗ・クラークソン／フィリップ・マルチネス 

出演：スティーヴン・セガール／ミーガン・ブラウン／バイロン・ギブソン 
2018年 英語 字幕 93分 

イギリス＝ハンガリー＝フィリピン 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

スティーヴン・セガールの俳優３０周年記念作品となるリベンジ・アクション。ＣＩＡの

捜査官から処刑人へと変貌した男の壮絶な復讐劇を描く。 
ＣＩＡのベテラン捜査官ジェイクは、臓器売買の違法ブローカーを追っていたが、チ

ームメンバーのザックが射殺されてしまう。一向に進まない捜査に業を煮やしたジ
ェイクは辞表を提出。暗殺のエキスパートでザックの元恋人ソニアら、６人のスペ

シャリストと共に犯人抹殺のための処刑チームを結成する。 

【日本語吹替版】声の出演：大塚明夫／木村涼香／楠見尚己 放送日 

11 93分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

沈黙の聖戦 放送日 

14･22 BELLY OF THE BEAST 

監督：チン・シウトン 

出演：スティーヴン・セガール／バイロン・マン／モニカ・ロー 
2003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 

スティーヴン・セガールが『ＨＥＲＯ（２００２年）』のアクション監督、チン・シウトンとタ

ッグを組み、愛娘を誘拐された元ＣＩＡ工作員の戦いを描くアクション・サスペンス。 
元ＣＩＡ捜査官ジェイクの娘と上院議員の娘が、タイを旅行中、テロ組織に誘拐され

た。人質を取った彼らは米国政府に対し１週間以内の仲間全員の釈放を要求す

る。ジェイクは自らの手で娘たちを救い出すことを決意、ＣＩＡが動き出す前に単独
でタイへと向かう。やがて彼は、背後に巨大な陰謀が存在することを突き止める

が・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：大塚明夫／小山力也／五十嵐麗 放送日 

10 99分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沈黙の大陸 放送日 

23 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。 

【日本語吹替版】声の出演：大塚明夫／山野井仁／赤坂柾之 放送日 

11 118分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

沈黙の達人 放送日 

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 

11 93分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

沈黙の断崖 放送日 

1･22 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。 

【地上波吹替版】声の出演：大塚明夫／塩田朋子／大塚周夫 放送日 

10 100分／日本語／HD／カラー／ワイド／モノラル 

 

沈黙の鉄拳 放送日 

1･16･22 A DANGEROUS MAN 

監督：キオニ・ワックスマン 

出演：スティーヴン・セガール／マーライナ・マー／ジェシー・ハッチ 
2009年 英語 字幕 102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・セガールとキオニ・ワックスマン監督がタッグを組んだアクション・ム

ービー。元特殊部隊の男が、美女を助けて中国マフィアたちと死闘を繰り広げる。 
無実の罪で投獄された元特殊部隊のシェーン。６年後、冤罪が認められて出所す

るも、妻と子はすでに彼の元を去っていた。自暴自棄になったシェーンは強盗を叩
きのめしてしまい逃走する羽目に。その後警察と中国人のいざこざに巻き込まれ

た彼が見つけたのは、大量の札束とトランクの中の美女だった！ 

【日本語吹替版】声の出演：大塚明夫／本名陽子／杉山大 放送日 

11 102分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

沈黙のテロリスト 放送日 

5･23 TICKER 

監督：アルバート・ピュン 

出演：スティーヴン・セガール／トム・サイズモア／デニス・ホッパー 
2001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 

デニス・ホッパーがスティーヴン・セガールの敵役に！苦い過去を持つ爆弾処理の

プロと凶悪テロリストの戦いを描くサスペンス・アクション。 

サンフランシスコ市警爆弾処理班の指揮官グラスは、上院議員宅の爆破テロを防
げず、多くの犠牲者を出してしまう。１年後、警察は伝説のテロリスト、スワン一味

の女を逮捕するが、スワンから「釈放しなければ街を爆破する」という予告電話
が。グラスは再びテロ事件解決に乗り出してゆく！ 

【日本語吹替版】声の出演：大塚明夫／大塚芳忠／堀勝之祐 放送日 

10･18･27 100分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

沈黙の復讐 放送日 

16･22 BORN TO RAISE HELL 

監督：ラウロ・チャートランド 

出演：スティーヴン・セガール／ダーレン・シャラヴィ／ニール・マーク 

2010年 英語 字幕 104分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

スティーヴン・セガール主演のハード・アクション。捜査中に仲間を失った国際麻薬
捜査部隊員が復讐のため組織に立ち向かう！ 

ＩＤＴＦ（国際麻薬捜査部隊）に所属するボビーは、バルカン半島で不正取引されて
いる銃と麻薬の特別捜査班に配属される。だがロシアの銃密売人を調査中、ギャ

ングとの抗争に巻き込まれてチームの一員が命を落としてしまう。怒りがＭＡＸに

達したボビーは、冷酷な戦術で犯人を追い詰めていく！ 

【日本語吹替版】声の出演：大塚明夫／小形満／菊本平 放送日 

11 104分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

沈黙の要塞 放送日 

1･23 ON DEADLY GROUND 

監督・出演：スティーヴン・セガール 

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

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

厳寒のアラスカを舞台に、巨大企業の陰謀に挑むタフガイの活躍を環境保護問題

も盛り込んで描くアクション。監督、主演、製作はスティーヴン・セガール。 
アラスカ、イヌイット湾でエイジス石油会社の採掘所が炎上した。事故を調べる石

油炎上事故消火の専門家フォレストは、石油採掘権を巡るエイジス社の自然破壊
もいとわない陰謀を知り、イヌイット族の娘マースとともに巨大な要塞というべき採

掘所に潜入する。 

【地上波吹替版】声の出演：大塚明夫／小林修／佐々木優子 放送日 

10 102分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

 

 

追跡者（1998年） 放送日 

18･27 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・・・。 

 

Ｔ－３４ ナチスが恐れた最強戦車 放送日 

1･16･21 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！？ 

 

ディープ・ブルー（1999年） 放送日 

4･13･29 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 

4･13･29 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。 

 

デーモン・インサイド 放送日 

6 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・・・。 

 

デス・ウィッシュ 放送日 

4･5･7･13 DEATH WISH 

監督：イーライ・ロス  

出演：ブルース・ウィリス／ヴィンセント・ドノフリオ／エリザベス・シュー 
2018年 英語 字幕 115分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

１９７４年の伝説的映画『狼よさらば』を、ブルース・ウィリス主演でリメイク。外科医

から処刑人へ、家族を失った男の加速する復讐を描くハード・リベンジ・アクション。 

無法地帯と化した犯罪多発都市シカゴで、救急救命の患者を診る外科医ポール・
カージー。ある日、ポールの留守中に家族が襲われ、妻は死亡、娘は昏睡状態に

陥ってしまう。警察の捜査は進展せず、怒りの限界を超えたポールは自らの手で
復讐を果たそうと決意する。 

 

デス・リベンジ２ 放送日 

13 IN THE NAME OF THE KING 2: TWO WORLDS 

監督：ウーヴェ・ボル 

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

ドイツ＝カナダ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ウーヴェ・ボル監督がドルフ・ラングレンを主演に迎えたファンタジー・アクション第２

弾。荒れ狂うドラゴンや怒濤のアクションを交え、異世界における善と悪の戦いを描く。 
自宅で黒ずくめの何者かに襲われたグレンジャー。謎の女の助太刀で襲撃者を撃

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

巻き込まれていく。 

【日本語吹替版】声の出演：西垣俊作／鳥部万里子／真田雅隆 放送日 

8･23 103分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

デトロイト 放送日 

6 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 

12･21 150分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 



 4 

デンジャラス・トレジャー／狙われた秘宝 放送日 

10･19･23 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・・・。 

 

デンジャラス・ボディ 放送日 

7･15･25 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。 

 

閉ざされた森 放送日 

6･15･27 BASIC 

監督：ジョン・マクティアナン 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ジョン・トラヴォルタ主演の軍事サスペンス。密林でレンジャー隊を襲った不可解な

事件。捜査担当者は矛盾する証言に翻弄されていく・・・。 

パナマの米軍基地から訓練に出たレンジャー隊が、嵐の森で消息を絶った。１７時
間後、発見された３名は味方同士で撃ち合い、捜索ヘリの目の前で１名が死亡。

訓練を率いたウエスト軍曹を含め、なお４名の行方がわからぬ中、元レンジャー隊
員の麻薬捜査官トム・ハーディが非公式に呼び寄せられる。 

 

ドライブ・アングリー 放送日 

11･17･27 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。 

 

ドラゴンゲート 空飛ぶ剣と幻の秘宝 放送日 

9･19･24 FLYING SWORDS OF DRAGON GATE 

監督：ツイ・ハーク 

出演：ジェット・リー／ジョウ・シュン／チェン・クン 

2011年 中国語 字幕 130分 

中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

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

客リンが辿り着いた。さらに秘宝を狙う遊牧部族の盗賊団、スーの命を狙う宦官や

凄腕の義士も運命に導かれるように龍門に集まってくる。 

 

ドリーム 放送日 

29 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：浅野まゆみ／斉藤こず恵／武田華 放送日 

8･20 134分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ドリームスケープ［ＨＤニューマスター版］ 放送日 

6･23 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・・・。 

な 
ナポリ、熟れた情事 放送日 

2･16 NAPLES IN VEILS 

監督：フェルザン・オズペテク 

出演：ジョヴァンナ・メッツォジョルノ／アレッサンドロ・ボルギ／アンナ・ボナイウート 

2017年 イタリア語 字幕 120分 

イタリア ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

熟れた美しい肉体と、それを見つめる碧い瞳。イタリア・アカデミー賞で撮影賞と美
術賞を受賞。芸術の街ナポリを舞台に展開する官能ミステリー。 

ナポリで人生を謳歌する女性アドリアーナは、演劇会で出会った青年に魅了され
る。射貫くような碧い瞳に見つめられ情熱的に体を重ね合うが、その後、彼は検死

官であるアドリアーナの前に死体となって現れた。青年の死を受け入れられない

彼女は、街中で彼にそっくりの人物を見かけ・・・。 

 

 

人間の証明（1977年） 放送日 

1･13 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 
パーフェクト ストーム 放送日 

6･21 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 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 

30 114分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

バッドボーイズ 放送日 

18･30 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 

18･30 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・・・。 

 

バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 放送日 

19 BATMAN v SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE 

監督：ザック・スナイダー 

出演：ベン・アフレック／ヘンリー・カヴィル／エイミー・アダムス 
2016年 英語 字幕 159分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

バットマンとスーパーマン、ＤＣコミックスが誇る二大ヒーローの対決を描いたＳＦア

クション。『マン・オブ・スティール』に続くＤＣエクステンデッド・ユニバース第２弾。 

メトロポリスでのゾッド将軍との死闘から２年。超人的な力で地球を救い続ける一
方で、街に甚大な被害を出すスーパーマンは、いつしか正義の味方から人類の脅

威となっていた。そんな中、闇夜で正義を果たしてきたバットマンが、戦いの表舞
台に立つことになる。 

【日本語吹替版】声の出演：小原雅人／星野貴紀／中村千絵 放送日 

19 159分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

バレット 放送日 

6･16･29 BULLET TO THE HEAD 

監督：ウォルター・ヒル 

出演：シルヴェスター・スタローン／サン・カン／ジェイソン・モモア 

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 

シルヴェスター・スタローン主演のハード・アクション。名匠ウォルター・ヒルが監督
を務め、ベテランの殺し屋と若き刑事コンビの復讐劇を描く。 

海兵隊員から闇の世界に身を落とし、殺し屋を生業としてきたジミー・ボノモ。彼
は、唯一心を許していた相棒の復讐をするため、頑なに己の正義を貫く若き刑事

テイラーと手を組むことにする。だがこの異色コンビの前には、警察やマフィアとい

った街のありとあらゆる組織が立ちはだかり・・・。 

 

ピースブレーカー 放送日 

8･17･25 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？ 

ファイティング・ダディ 怒りの除雪車 放送日 

8･21 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 

2･14 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。 

 

プライベート・レッスン（1981年） 放送日 

5･10･16 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・・・。 

 

フライング・ジャット 放送日 

13 A FLYING JATT 

監督：レモ・デソウザ 

出演：タイガー・シュロフ／ジャクリーン・フェルナンデス／ネイサン・ジョーンズ 

2016年 ヒンディー語 字幕 156分 

インド 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

高所恐怖症で飛行は低空。まとう衣装は母のお手製。ほのぼのとした覆面ヒーロ
ーが、町を守るために活躍するインド製アクション。 

スィク教徒の神木を切り倒そうとする企業オーナー・マルホートラの手下に痛めつ
けられた武術教師のアマン。翌朝、無傷で回復した彼は、神木から超人力を授か

ったことに気付く。アマンは母が作った衣装に身を包み、ヒーロー“フライング・ジャ

ット”として、町を壊そうとするマルホートラに立ち向かう。 

 

ブレイン・ゲーム 放送日 

7･26･30 SOLACE 

監督：アフォンソ・ポイアルチ 

出演：アンソニー・ホプキンス／ジェフリー・ディーン・モーガン／コリン・ファレル 
2015年 英語 字幕 109分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

アンソニー・ホプキンス×コリン・ファレル共演のスリラー。ＦＢＩに捜査協力を依頼さ

れた予知能力者の博士と、連続殺人犯の頭脳戦を描く。 

連続殺人事件の捜査に行き詰まったＦＢＩは、元同僚で医師のジョン・クランシー博
士に助けを求める。娘の死をきっかけに隠遁生活を送る博士だったが、事件に特

別な感情を抱き、容疑者のチャールズを追跡。だが並外れた予知能力を持つ博士
は、この殺人犯が自身以上の能力の持ち主だと気付く。 

 

プレデターｖｓネイビーシールズ 放送日 

20･28 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！ 

 

プレミアム・ラッシュ 放送日 

3･20 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 英語ほか 字幕 98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。 
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ヘレディタリー／継承 放送日 

7･27 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。 

 

ベン・ハー（1959年） 放送日 

1･14 BEN-HUR 

監督：ウィリアム・ワイラー 

出演：チャールトン・ヘストン／ジャック・ホーキンス／ヒュー・グリフィス 

1959年 英語 字幕 219分 

アメリカ ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ルー・ウォレスのベスト・セラー小説を映画化したスペクタクル巨編。出演は『十戒』
『猿の惑星』のＣ・ヘストン、『戦場にかける橋』のＪ・ホーキンス。 

西暦１世紀初め、ローマ帝国支配下のユダヤの都エルサレム。豪族の息子ベン・
ハーは幼友達の裏切りに遭い、母と妹は地下牢に。ベン・ハーは奴隷としてローマ

軍船へ送られた。そこで命を救った司令官の養子となって帰郷するが、母と妹が

地下牢で死んだと告げられ、仇討ちを誓う。 

【磯部勉吹替追録版】声の出演：磯部勉／稲垣隆史／内海賢二 放送日 

5･22 219分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ホース・ソルジャー 放送日 

20 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。 

【日本語吹替版】声の出演：三宅健太／斉藤次郎／石上裕一 放送日 

12 138分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

僕のワンダフル・ライフ 放送日 

18･19･21 A DOG'S PURPOSE 

監督：ラッセ・ハルストレム 

出演：デニス・クエイド／ペギー・リプトン／ジョシュ・ギャッド（声） 
2017年 英語 字幕 107分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ファミリー／ホームドラマ ワイド HD 

名匠ラッセ・ハルストレム監督が全米ベストセラー小説を映画化。最愛の少年に会う

ため転生を繰り返す犬と、犬を取り巻く人間の愛情や成長、挫折を描く感動ドラマ。 

８歳の少年イーサンに命を救われたゴールデンレトリバーの仔犬。ベイリーと名付
けられた仔犬はイーサンと固い絆で結ばれ、いつも一緒だった。犬の寿命は人間

より短く、やがて別れの時がやってくるが、ベイリーはイーサンに会いたい一心で
何度も別の犬に生まれ変わる。 

 

北極の基地 潜航大作戦 放送日 

11･22･27 ICE STATION ZEBRA 

監督：ジョン・スタージェス 

出演：ロック・ハドソン／アーネスト・ボーグナイン／パトリック・マッグーハン 
1968年 英語 字幕 152分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

名匠ジョン・スタージェス監督のもと、ロック・ハドソンら豪華俳優が共演。冷戦時代

の偽りの平和を赤裸々に描いた傑作スパイ・アクション。 
北極圏の英国観測基地“ゼブラ”からＳＯＳが発せられ、ファラディ艦長率いる米国

の原子力潜水艦タイガーフィッシュ号が現地に向かう。一方、ゼブラでは、軍事機
密が収められたソ連の人工衛星落下を巡り、米ソの攻防が繰り広げられていた。

やがてファラディらはその戦いに巻き込まれていく。 

 

ポリス・ストーリー／香港国際警察 放送日 

7･24 POLICE STORY 

監督・出演：ジャッキー・チェン 

出演：トン・ピョウ／マギー・チャン／ブリジット・リン 

1985年 中国語 字幕 108分 

香港 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ジャッキー・チェンが香港国際警察のスーパー・コップに！ジャッキーが監督・原
案・武術指導を務め、麻薬シンジケートとの戦いを描くシリーズ第１弾。 

人々の野望渦巻く国際都市・香港。香港国際警察特捜隊では、実業家を隠れミノ
にするチュウ・トウ率いる麻薬シンジケートの壊滅を狙っていた。チュウ一味の麻

薬取引の情報を得た特捜隊は、秘かに出動。特捜隊の熱血漢のエース、チェンは

チュウの美人秘書サリナの監視を命じられて・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：石丸博也／宝亀克寿／小林沙苗 放送日 

18･29 108分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ポリス・ストーリー２ 九龍の眼 放送日 

7･24 POLICE STORY II 

監督・出演：ジャッキー・チェン 

出演：トン・ピョウ／マギー・チャン／ラム・コックン 
1988年 中国語 字幕 129分 

香港 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ジャッキー・チェン監督・主演の『ポリス・ストーリー』シリーズ第２弾。香港国際警察

の熱血刑事ＶＳ凶悪な爆弾犯の戦いを描く。 
正義感に燃える刑事チェンはその性格が署内で問題視され、交通整理係に回され

てしまう。ある日、彼はショッピング・センターで爆弾を発見。非常ベルを鳴らして客
を外に出した直後、爆発が起き、大騒ぎになる。チェンは久々に特捜隊員として捜

査に復帰することになるが、事件はまだ序章に過ぎなかった。 

【日本語吹替版】声の出演：石丸博也／宝亀克寿／小林沙苗 放送日 

18･29 130分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポリス・ストーリー３ 放送日 

7･24 POLICE STORY III: SUPER COP 

監督：スタンリー・トン 

出演：ジャッキー・チェン／ミシェール・ヨー／マギー・チャン 
1992年 中国語 字幕 104分 

香港 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ジャッキー・チェン製作・主演のアクション・シリーズ第３弾。香港国際警察のエー

ス、ジャッキーが女刑事とコンビを組んで巨大犯罪組織に立ち向かう！ 
恋人メイと穏やかな生活を送っていた香港警察のチェンは、中国の公安と共同で

世界的犯罪組織“チャイバの帝国”壊滅の極秘プロジェクトにあたることに。コンビ
を組んだ中国国家保安局の美貌の女性部長ヤンからおとり捜査の特訓を受けた

チェンは、共に帝王チャイバの元に潜り込むが・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：石丸博也／高島雅羅／松岡ミユキ 放送日 

18･29 104分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

ま 
魔界探偵ゴーゴリ 暗黒の騎士と生け贄の美女たち 放送日 

15 GOGOL. NACHALO 

監督：イゴール・バラノフ 

出演：アレクサンダー・ペトロフ／オレグ・メンシコフ／ユリア・フランツ 

2017年 ロシア語 字幕 113分 

ロシア 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

ロシアの文豪ゴーゴリが闇の力に覚醒！ダーク・ヒーローと化したゴーゴリが、連
続猟奇殺人鬼の“黒騎士”を追うＳＦファンタジー第１作。 

１８２９年、サンクトペテルブルグ。駆け出しの作家ニコライ・ゴーゴリは、腕利きの
探偵グローと知り合う。若い美女を狙う連続猟奇殺人事件の捜査のため、ウクライ

ナの村ディカーニカへ向かう２人。この村の近くで生まれたゴーゴリは、異世界の

者と繋がることができる神秘的な力を持っていた。 

【日本語吹替版】声の出演：森川智之／三上哲／仁胡 放送日 

3 113分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

魔界探偵ゴーゴリII 魔女の呪いと妖怪ヴィーの召喚 放送日 

15 GOGOL. VIY 

監督：イゴール・バラノフ 

出演：アレクサンダー・ペトロフ／ユリア・フランツ／セルゲイ・バディク 
2018年 ロシア語 字幕 106分 

ロシア 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

美女に迫る“黒騎士”の魔の手。村に現れた魔女は“妖怪ヴィー”を召喚！魔界探

偵ゴーゴリの生死を賭けた戦いが始まるダーク・ファンタジー第２作。 
グローが残した推理メモから、殺人が起こる日の法則を突き止めたゴーゴリ。村人

は連続殺人鬼が正体不明の“黒騎士”だという噂に脅えていた。次なる犠牲を防ぐ
ため、ゴーゴリは若い女性を全員監視下に置く。その頃、村では捕えられた魔女が

凶悪な妖怪ヴィーを召喚しようとしていた。 

【日本語吹替版】声の出演：森川智之／仁胡／山下大毅 放送日 

3 106分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

魔界探偵ゴーゴリIII 蘇りし者たちと最後の戦い 放送日 

16 GOGOL. STRASHNAYA MEST 

監督：イゴール・バラノフ 

出演：アレクサンダー・ペトロフ／オレグ・メンシコフ／ユリア・フランツ 
2018年 ロシア語 字幕 114分 

ロシア 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

“黒騎士”の正体が明らかになったとき、村に隠された闇が動き出す！魔界探偵ゴ

ーゴリと黒騎士の最終対決を描くダーク・ファンタジー第３作。 

妖怪ヴィーとの決戦で一命を取り留めながら、黒騎士の容疑をかけられ逮捕され
たゴーゴリ。彼は同じく収監されたヤキムから、出生の秘密を打ち明けられる。や

がて１６３年前の黒騎士にまつわる呪いも明らかに・・・。ゴーゴリは闇の力で邪悪
な呪いを解き、黒騎士を捕えることができるのか？ 

【日本語吹替版】声の出演：森川智之／三上哲／仁胡 放送日 

3 114分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

マッド・ダディ 放送日 

9･13･21 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・・・。 

 

真昼の用心棒 放送日 

2･6･15･25 MASSACRE TIME 

監督：ルチオ・フルチ  

出演：フランコ・ネロ／ジュゼッペ・アドバッティ／ニーノ・カステルヌオーヴォ 
1966年 イタリア語 字幕 100分 

イタリア モノラル カラー 

ウエスタン ワイド HD 

フランコ・ネロが主演、ルチオ・フルチがメガホンをとったウエスタン。家族を奪わ

れ、生まれ故郷に帰ってきた主人公の復讐を描く。 

“用心棒”を稼業とするトム・コーベットは、故郷の友人からの手紙を受け取り、久し
ぶりに帰郷する。だが故郷の村はいまやスコット親子にすっかり牛耳られ、彼らに

牧場を奪われたトムの兄はアルコール依存症になっていた。トムは復讐を決意す
るが、スコットにはトムと関わる重大な秘密があり・・・。 

 

ミッドナイト・ランナー 放送日 

2･17･26･28 MIDNIGHT RUNNERS 

監督：キム・ジュファン 

出演：パク・ソジュン／カン・ハヌル／パク・ハソン 
2017年 韓国語 字幕 116分 

韓国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

パク・ソジュンとカン・ハヌルがＷ主演。韓国で脅威的なヒットを記録した痛快アク

ション。警察学校で出会った凸凹コンビが、無謀な捜査に挑んでいく。 
行動派のギジュンと頭脳派のヒヨルは、警察大学で学ぶ仲の良い熱血学生。ある

日、彼らは外出先で偶然、拉致事件を目撃する。学校で学んだとおりに警察に通
報するが、複雑な手掛かりと証拠不足で捜査は難航。焦った２人は現場経験ゼロ

にも関わらず、自らの足で捜査を始めてしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ムッシュ・アンリと私の秘密 放送日 

1 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 

11･29 ENTER THE DRAGON 

監督：ロバート・クローズ 

出演：ブルース・リー／ジョン・サクソン／アーナ・カプリ 

1973年 英語 字幕 110分 

香港＝アメリカ 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。 

 

目撃者（2018年） 放送日 

2･26 THE WITNESS 

監督：チョ・ギュジャン 

出演：イ・ソンミン／キム・サンホ／チン・ギョン 
2018年 韓国語 字幕 119分 

韓国 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

韓国で大ヒットを記録したサスペンス・スリラー。殺人事件を目撃した平凡な男とそ

れを知った殺人鬼、事件を追う刑事が繰り広げる攻防を描く。 

深夜に泥酔状態で帰宅した会社員サンフンは、女の微かな悲鳴を耳にする。恐る
恐るベランダに出ると、女が男に撲殺される現場を目撃。翌朝、刑事のジェヨプを

中心に聞き取り捜査が始まるが、身の危険を感じたサンフンは知らぬふりを決め
込む。だが、そんな彼に殺人鬼の影が忍び寄っていた。 

 

モリーズ・ゲーム 放送日 

11･30 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 
ユー・ガット・メール 放送日 

4･19 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・・・。 

 

Ｕ－５７１ 放送日 

4･9･21･30 U-571 

監督：ジョナサン・モストウ 

出演：マシュー・マコノヒー／ビル・パクストン／ハーヴェイ・カイテル 

2000年 英語 字幕 124分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

マシュー・マコノヒー、ハーヴェイ・カイテル共演の潜水艦アクション。第二次世界大戦
下、暗号解読機奪取のため独軍Ｕボートに潜入した米海軍士官らの脱出劇を描く。 

１９４２年、第二次世界大戦下のヨーロッパ戦線。米海軍は、北大西洋上で故障の
ため停泊している独軍Uボートから暗号解読機“エニグマ”を奪取しようと企てる。

巡洋潜水艦Ｓ－３３で友軍を装い、嵐の中、副長を始めとする奇襲部隊がＵ－５７

１に辿り着くが・・・。 

 

容疑者、ホアキン・フェニックス 放送日 

14 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幾度も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 
羅生門［デジタル完全版］ 放送日 

1･14･22 RASHOMON 

監督：黒澤明 

出演：三船敏郎／京マチ子／志村喬 
1950年 日本語 - 96分 

日本 モノラル モノクロ 

時代劇 ワイド HD 

ヴェネチア国際映画祭グランプリに輝く黒澤明監督の傑作ドラマ。ハリウッド最高

のデジタル技術を駆使し、映像・録音を本来の状態に蘇らせたデジタル完全版。 
平安時代のとある薮の中。盗賊が通りすがりの侍夫婦を襲い、夫の目の前で妻を

強姦。現場には夫の死体が残された。やがて捕らえられた盗賊、侍の妻、巫女に

よって呼び出された侍の霊が、検非違使の前で事件について語るが、３人の証言
はまったくと言っていいほど食い違っていた。 
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ラスト・アライブ 放送日 

13･26･28 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・・・。 

 

ラスト・ウィッチ・ハンター 放送日 

3･19･30 THE LAST WITCH HUNTER 

監督：ブレック・アイズナー 

出演：ヴィン・ディーゼル／イライジャ・ウッド／ローズ・レスリー 

2015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 

ヴィン・ディーゼルが不死身の魔女ハンターを熱演！８世紀の間、邪悪な魔女を狩
り続ける戦士が、人類を脅かす魔女の女王との戦いに挑むＳＦアクション。 

８００年前、魔女に不死の呪いをかけられたコールダー。以来、この世に生き残る
唯一の魔女ハンターとして戦う彼を、ドーランと呼ばれる神父が歴代の相棒として

見守っていた。ある日、３６代目ドーランが何者かに殺害される。コールダーは３７

代目ドーランと共に捜査に乗り出す。 

 

リーサル・ソルジャーズ 放送日 

2･8･20 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。 

 

レッド・エージェント 愛の亡命 放送日 

6･17 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・・・。 

わ 
ワンダーウーマン（2017年） 放送日 

26 WONDER WOMAN 

監督：パティ・ジェンキンス 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ミス・イスラエルのガル・ガドットが、強く美しいプリンセスを熱演。ＤＣコミックスが生

んだ最強女戦士の活躍を描いた痛快アクション・アドベンチャー。 
外界から守られた女性だけの島で、最強の女戦士となるべく鍛えられたアマゾン

族の王女ダイアナ。島に漂着した米国人パイロット、スティーブから「外界では戦争
の嵐が吹き荒れている」と聞いた彼女は、自身の力で世界を救うためロンドンへ。

男に交じって戦いながら、真の宿命に目覚めていく。 

【日本語吹替版】声の出演：甲斐田裕子／小野大輔／深見梨加 放送日 

26 149分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ワンダー 君は太陽 放送日 

3･12･21 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・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報番組 

オンデマンドでみよう！４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・9・10・14・19・20・23・28 

15分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

メイキング・ザ・ムービー ＃１ 

新作映画のニュース、スターや監督のインタビューはもちろん、名作映画の舞台

裏など、ハリウッドのエンターテインメント情報を盛りだくさんでご紹介する映画情

報番組。 

■ 放送日：6・12・14・22・29 

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 

ECC外語学院 presents 映画館へ行こう４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：3 

30分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：小林麗菜 

魔界探偵ゴーゴリ 解明ファイル（１）～（３） 

ロシア発の大ヒットエンタテインメント！文豪ニコライ・ゴーゴリがダーク・ヒーロー

として活躍する「魔界探偵ゴーゴリ」シリーズの見どころを解明！ 

（1）5分 （2）4分 （3）4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 

１９８７、ある闘いの真実 

沈黙の終焉 * 
（*…4/11は吹替版を放送） 

デス・ウィッシュ 

僕のワンダフル・ライフ 

木曜アクション 

イレイザー 

沈黙のテロリスト 

バイオハザード：ザ・ファイナル 

【日本語吹替版】 

バレット 

Ｕ－５７１ 

日曜吹替シアター 

ジャスティス・リーグ 

【日本語吹替版】 

ベン・ハー（1959年） 

【磯部勉吹替追録版】 

ホース・ソルジャー 

【日本語吹替版】 

ワンダーウーマン（2017年） 

【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 

愛欲の輪舞曲（ロンド） 

女教師アニタ ただれた情事 

ナポリ、熟れた情事 

プライベート・レッスン（1981年） 

アサイラム・アワー 

エイリアン：スカイコマンド  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イチオシ企画／特集 

特集：セガール誕生祭２０２０ 

沈黙の終焉 

沈黙の聖戦 

沈黙の大陸 

沈黙の達人 

沈黙の断崖 

沈黙の鉄拳 

沈黙のテロリスト 

沈黙の復讐 

沈黙の要塞 

 
（特集1回目は全作品吹替版、2回目は全作品字幕版で放送） 

特集：２４時間 ポリス・ムービー 

ザ・アウトロー 

スピード 

スピード２ 

沈黙のテロリスト 

【日本語吹替版】 

追跡者（1998年） 

バッドボーイズ 

バッドボーイズ２バッド 

ポリス・ストーリー／香港国際警察 

【日本語吹替版】 

ポリス・ストーリー２ 九龍の眼 

【日本語吹替版】 

ポリス・ストーリー３ 

【日本語吹替版】 

ミッドナイト・ランナー 

特集：宿命の戦場 

オペレーション：レッド・シー 

コールド・アンド・ファイヤー 

凍土を覆う戦火 

史上最大の作戦 

【1972年制作 地上波吹替版】 

戦場のメリークリスマス 

Ｔ－３４ ナチスが恐れた最強戦車 

ホース・ソルジャー 

北極の基地 潜航大作戦 

Ｕ－５７１ 

特集：必殺！西部劇アクション 

ＥＡＳＴ ＭＥＥＴＳ ＷＥＳＴ 

クイック＆デッド 

荒野の用心棒 

真昼の用心棒 

シリーズ：世界を魅了する日本人  映画俳優 三船敏郎＆真田広之 

ＥＡＳＴ ＭＥＥＴＳ ＷＥＳＴ 

里見八犬伝（1983年） 

羅生門［デジタル完全版］ 

特集：この韓国映画がすごい！ 

１９８７、ある闘いの真実 

グエムル－漢江の怪物－ 

タクシー運転手 約束は海を越えて 

ミッドナイト・ランナー 

目撃者（2018年） 

特集：ザ・処刑人 

イコライザー 

ＳＰＬ 狼たちの処刑台 

沈黙の終焉 

デス・ウィッシュ 

今月の日本語吹替作品          ※は地上波吹替版 

エア・ストライク 

ＳＰＬ 狼たちの処刑台 

Ｋ－１９ 

史上最大の作戦 ※ 

ジャスティス・リーグ 

沈黙の終焉 

沈黙の聖戦 

沈黙の大陸 

沈黙の達人 

沈黙の断崖 ※ 

沈黙の鉄拳 

沈黙のテロリスト 

沈黙の復讐 

沈黙の要塞 ※ 

デス・リベンジ２ 

デトロイト 

ドリーム 

バイオハザード：ザ・ファイナル 

バットマン vs スーパーマン  

ジャスティスの誕生 

ベン・ハー（1959年） ※ 

ホース・ソルジャー 

ポリス・ストーリー／香港国際警察 

ポリス・ストーリー２ 九龍の眼 

ポリス・ストーリー３ 

魔界探偵ゴーゴリ  

暗黒の騎士と生け贄の美女たち 

魔界探偵ゴーゴリII  

魔女の呪いと妖怪ヴィーの召喚 

魔界探偵ゴーゴリIII  

蘇りし者たちと最後の戦い 

ワンダーウーマン（2017年） 

 


