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愛の亡霊 放送日 

13･21 L'EMPIRE DE LA PASSION 

監督：大島渚 

出演：田村高廣／吉行和子／藤竜也 
1978年 日本語 - 114分 

日本＝フランス モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

大島渚監督による日仏合作作品で、カンヌ映画祭監督賞を受賞。明治時代の農
村を舞台に、寡婦と愛人、夫の亡霊の奇妙な三角関係を描く。 
明治中期。北関東の村で人力車夫の夫・儀三郎と暮らすせき。２人の子供を産
み、四十過ぎのせきは三十そこそこにしか見えない。そんな彼女の元に、儀三郎
の留守中、兵隊帰りの豊次が通うようになった。情交を重ねる２人は邪魔になった
儀三郎を殺害するが、やがてせきは夫の亡霊を見るようになる。 

 

愛欲のプロヴァンス 放送日 

9･21 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 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。 

【日本語吹替版】声の出演：野澤英義／宮中はるか／ともいちろ

ー 
放送日 

1･25 
110分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ＡＮＯＮ アノン 放送日 

25 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：木下浩之／豊口めぐみ／吉富英治 放送日 

15 107分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

アメリカン・アサシン 放送日 

8･17･28 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。 

 

アローン 放送日 

5･11 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・・・。 

 

暗殺者たちの流儀 放送日 

1 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。 

【日本語吹替版】声の出演：佐藤充／遠藤航／似鳥翔子 放送日 

12 129分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンダー・ザ・シルバーレイク 放送日 

1･12･25 UNDER THE SILVER LAKE 

監督：デヴィッド・ロバート・ミッチェル 

出演：アンドリュー・ガーフィールド／ライリー・キーオ／トファー・グレイス 
2018年 英語 字幕 147分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

アンドリュー・ガーフィールドが主演した新感覚サスペンス。失踪した美女の行方を
追うオタク青年が、街に隠された闇に迫っていく。 
ＬＡ、シルバーレイク。大物になる夢を抱くも、無職で家賃も滞納中のサム。向かい
に住む美女サラに一目惚れした彼はデートの約束をするが、翌朝、サラは忽然と
姿を消す。そして彼女の部屋の壁には奇妙な暗号が・・・。陰謀の匂いをかぎ取っ
たサムは、無敵のオタク知識を総動員して彼女の行方を追う。 

 

イット・カムズ・アット・ナイト 放送日 

25 IT COMES AT NIGHT 

監督：トレイ・エドワード・シュルツ 

出演：ジョエル・エドガートン／クリストファー・アボット／カルメン・イジョゴ 
2017年 英語 字幕 99分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

森の中に隠れ住む一家と、助けを求めてきた来訪者一家。正体不明の“それ”に
怯える２つの家族が、互いへの猜疑心を募らせていく心理スリラー。 
夜に襲い来る“それ”の感染から逃れ、森の中の一軒家に隠れ住むポール一家。
そこへウィルと名乗る男とその家族が助けを求めてやって来た。ポールは、“それ”
の侵入を防ぐため「夜、入口の赤いドアは常にロックする」というこの家のルールを
守ることを条件に彼らを受け入れるが・・・。 

 

IT／イット “それ”が見えたら、終わり。 放送日 

5･25 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。 

 

イップ・マン 序章 放送日 

6･13･18･28 IP MAN 

監督：ウィルソン・イップ 

出演：ドニー・イェン／サイモン・ヤム／池内博之 
2008年 中国語 字幕 114分 

香港 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

詠春拳の達人でブルース・リーの師匠イップ・マンを主人公にしたアクション・ドラマ
第１弾。日本占領下の中国で、信念を貫いた彼の生き様を描く。 
１９３０年代の中国広東省佛山。詠春拳の達人イップ・マンはその実力と人格で
人々の尊敬を集めていた。だが日中戦争の勃発によって、佛山は日本軍に占領さ
れてしまう。日本兵に武術を教えることを拒否したイップ・マンは、空手の名手であ
る日本軍将校の三浦と生死をかけた対決に挑む。 

 

イップ・マン 葉問 放送日 

6･14･19･28 IP MAN 2 

監督：ウィルソン・イップ 

出演：ドニー・イェン／サモ・ハン・キンポー／ホァン・シャオミン 
2010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 

ブルース・リーの師匠イップ・マンの生涯を描いたアクション・ドラマ第２弾。英国植
民地の香港に移住した彼が、中国武術の誇りをかけた戦いに挑む。 
１９５０年、英国統治下の香港に移住したイップ・マン。詠春拳の武館を開いた彼の
前に、様々な門派の武館を仕切る洪拳の師範ホンが立ち塞がる。だが彼らの戦い
には決着がつかず、上納金も拒否したイップは、やがてホンの弟子が引き起こした
乱闘騒ぎによって武館閉鎖に追い込まれる。 

 

イップ・マン 継承 放送日 

6･15･20･28 IP MAN 3 

監督：ウィルソン・イップ 

出演：ドニー・イェン／マックス・チャン／マイク・タイソン 
2015年 中国語 字幕 112分 

中国＝香港 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ドニー・イェンがブルース・リーの師“イップ・マン”を演じるアクション・シリーズ第３
作。悪徳不動産王の暴挙に詠春拳の達人イップ・マンが立ち向かう！ 
１９５９年。好景気に沸く一方で、無法地帯になりつつある香港。武術家のイップ・
マンは妻や息子と穏やかに暮らしていたが、裏社会を牛耳る外国人不動産王フラ
ンクの暴挙から町を守るために立ち上がる。だが、それは自分の家族をも命の危
険にさらすことを意味していた・・・。 

 

イノセンス 放送日 

6･13 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 - 107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。 

 

インサイド 放送日 

17･27 INSIDE 

監督：ミゲル・アンヘル・ビバス 

出演：レイチェル・ニコルズ／ローラ・ハリング／アンドレア・ティヴァダル 
2016年 英語 字幕 96分 

スペイン＝アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

聴覚を奪われた中で正体不明、目的不明の女が襲い来る！レイチェル・ニコルズ
主演のエクストリーム・シチュエーション・サスペンス。 
出産を控えた夫婦が不運な交通事故に遭い、夫は死亡。妻サラは補聴器がない
と音が聴こえない障がいを負った。共に生き残ったお腹の子だけを心の支えに暮
らすサラだったが、ある晩、見知らぬ女が家に侵入。彼女を殺そうと執拗に襲って
くる。しかも補聴器が壊れて何も聴こえない状況で、陣痛が始まる。 

 

 

インデペンデンス・デイ［特別版］ 放送日 

2･18･23 INDEPENDENCE DAY 

監督：ローランド・エメリッヒ 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

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

【日本語吹替版】声の出演：山寺宏一／安原義人／大塚芳忠 放送日 

1 161分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ヴァレリアン 千の惑星の救世主 放送日 

6 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。 

【日本語吹替版】声の出演：日野聡／沢城みゆき／大塚明夫 放送日 

11 144分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ウィザード・バトル 氷の魔術師と炎の怪物 放送日 

10 DED MOROZ. BITVA MAGOV 

監督：アレクサンドル・ヴォイティンスキ 

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

ロシア ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

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

【日本語吹替版】声の出演：佐々木祐介／入倉敬介／竹下礼

奈 
放送日 

27 
124分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷 放送日 

18 WINCHESTER 

監督：マイケル・スピエリッグ／ピーター・スピエリッグ 

出演：ヘレン・ミレン／ジェイソン・クラーク／セーラ・スヌーク 
2018年 英語 字幕 107分 

オーストラリア＝アメリカ 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

マイケル＆ピーター・スピエリッグ監督が、オスカー女優ヘレン・ミレンを主演に迎
えたホラー。現存する幽霊屋敷にまつわる恐怖を描く。 
“西部を征服した”ウィンチェスター銃の開発で莫大な財産を築いたウィンチェスタ
ー一族。その一員である未亡人サラは、銃で死亡した人々の亡霊から逃れるた
め、３８年間毎日２４時間、妄信的に屋敷の増改築を続けていた。その結果、奇怪
な迷宮と化した屋敷に、精神科医のエリックがやってくる。 

 

ウインド・リバー 放送日 

5･13･31 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 

12･25 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。 

 

悦楽の貴婦人［ＨＤリマスター版］ 放送日 

14･28 MOGLIAMANTE REMASTERED 

監督：マリオ・ヴィカリオ 

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

イタリア モノラル カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

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

10･26 ELIZABETH HARVEST 

監督：セバスチャン・グティエレス 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

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

 

エリジウム 放送日 

10･15･28 ELYSIUM 

監督：ニール・ブロムカンプ 

出演：マット・デイモン／ジョディ・フォスター／シャールト・コプリー 
2013年 英語ほか 字幕 117分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

マット・デイモン＆ジョディ・フォスター共演のＳＦサスペンス。近未来を舞台に、荒
廃した地球から理想郷“エリジウム”を目指す男の運命を描く。 
２１５４年。人類は荒廃した地球に住む貧困層と、汚れなきスペースコロニー“エリ
ジウム”に住む少数の富裕層に二分されていた。地球のスラムで暮らすマックスは
勤務先の工場で事故に遭い、余命５日と宣告されてしまう。彼は生き延びるため、
医療ポッドのあるエリジウムへ潜入を図る。 

 

エンディング・ワールド 放送日 

18･22 OCEANS RISING 

監督：アダム・リプシウス 

出演：ジェイソン・トビアス／サマー・スピロ／デジーン・ブラウン 
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 

地磁気の異常により、地震と地殻変動が続発。世界は海中に沈んでしまうのか？
壊滅の危機に瀕した地球の運命を描くＳＦパニック。 
２０ＸＸ年、地球は猛烈な天変地異に見舞われていた。科学者のジョシュは、地磁
気の逆転現象を大統領に警告するが無視されてしまう。その３年後、相次ぐ地震と
地殻変動で海面が上昇。すべての陸地が海中に沈むかもしれない危機を前に、ジ
ョシュは陽子加速装置を使って地球の磁気を回復させようとする。 

 

エンド・オブ・アース 地球最期の日 放送日 

19･30 END OF THE WORLD 

監督：マクシミリアン・エルフェルド 

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

アメリカ ステレオ カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

地震、火山噴火、津波、巨大ストーム！様々な天変地異が同時多発的に襲い掛
かる中、人々が決死のサバイバルに挑むディザスター・パニック。 
「太陽活動の異常が、未曽有の災害を引き起こす」。女性科学者メレディスが警告
していた危機が現実になろうとしていた。猛烈な太陽嵐のエネルギー波が地球の
自然バランスを崩壊させ、ありとあらゆる災害が同時多発。マグマに呑まれて壊滅
状態となった街で、メレディスは家族を捜すが・・・。 

 

エンド・オブ・ホワイトハウス 放送日 

15 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：宮内敦士／坂口芳貞／井上和彦 放送日 

3 127分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

エンド・オブ・キングダム 放送日 

23 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。 

【日本語吹替版】声の出演：宮内敦士／井上和彦／坂口芳貞 放送日 

3 106分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

女は二度決断する 放送日 

10･18 IN THE FADE 

監督：ファティ・アキン 

出演：ダイアン・クルーガー／デニス・モシット／ヨハネス・クリシュ 
2017年 ドイツ語 字幕 114分 

ドイツ 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

ダイアン・クルーガーがカンヌ映画祭女優賞受賞。トルコ移民二世であるファティ・
アキン監督が、テロの脅威と残された者の心情を描く人間ドラマ。 
ドイツ、ハンブルク。カティヤはトルコ移民のヌーリと結婚。麻薬売買から足を洗っ
たヌーリは、カティヤと共に真面目に働き、誕生した息子共々幸せな家庭を築いて
いる。そんなある日、ヌーリと息子が爆発事件の犠牲となった。事件は人種差別主
義者によるテロだと判明するが・・・。 

か 
快楽を貪る本能 放送日 

7･31 LES SALOPES OR THE NATURALLY WANTON PLEASURE OF SKIN 

監督：ルネ・ボリュー  

出演：ブリジット・プパール／ヴァンサン・ルクレール／ナタリー・カベッツァリ 
2018年 フランス語 字幕 105分 

カナダ ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

女性教授の誰にも言えない秘密──。トロント国際映画祭で最優秀カナダ長編映
画賞にノミネート。女性の欲深い本能を描くエロティック・ドラマ。 
大学で皮膚科学を研究し、夫と年頃の息子、娘と優雅な生活を送るマリークレー
ルにはある秘密があった。研究の一環として「エクスタシーを感じる時の皮膚細胞

の変化」をテーマに、何人もの男と関係を重ねていたのだ。オーガズムを得る度
に、更なる快感を求めて彼女はセックスに没頭していく。 

キングダム／見えざる敵 放送日 

16･25 THE KINGDOM 

監督：ピーター・バーグ 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

 

グエムル－漢江の怪物－ 放送日 

23 THE HOST 

監督：ポン・ジュノ 

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

韓国 ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

ソウル市内を流れる河に怪物が出現！韓国の奇才ポン・ジュノ監督が、怪物に娘
をさらわれた一家の闘いを描くモンスター・アクション。 
２０００年。在韓米軍基地が化学物質を下水へ大量投棄。それはソウル中心部を
貫く河・漢江へと流れ出す。６年後。その漢江の河底から、突如、巨大な怪物が出
現。逃げ惑う人々を猛スピードで次々と餌食にしてゆく。混乱の中、河川敷で売店
を営むパク一家の娘ヒョンソが怪物に連れ去られてしまい・・・。 

 

グレムリン 放送日 

2 GREMLINS 

監督：ジョー・ダンテ 

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

アメリカ ステレオ カラー 

コメディ ワイド HD 

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

【日本語吹替版】声の出演：関俊彦／玉川砂記子／富田耕生 放送日 

26 114分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

グレムリン２‐新・種・誕・生‐ 放送日 

2･21･27 GREMLINS 2 THE NEW BATCH 

監督：ジョー・ダンテ 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

コメディ ワイド HD 

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

 

激走！５０００キロ 放送日 

2･11 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！ 

 

荒野の用心棒 放送日 

7･16･26･31 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。 

 

コード２１１ 放送日 

14･21･26 211 

監督：ヨーク・シャックルトン 

出演：ニコラス・ケイジ／マイケル・レイニー・Ｊｒ／ソフィー・スケルトン 
2018年 英語 字幕 94分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ニコラス・ケイジ主演の刑事アクション。アメリカ犯罪史上最悪と言われる実際の銀
行強盗事件をモチーフに、事件に巻き込まれた刑事の奮闘を描く。 
引退間近の警官マイクは、いじめられっ子の高校生ケニーを同乗させてパトロー
ルしている最中に銀行強盗に遭遇。進行中の強盗を表すコード「#２１１」を発動し
たものの、完全武装した強盗団によって現場に取り残されてしまう。マイクはケニ
ーを守りながら人質の救出を目指すが・・・。 

 

告白小説、その結末 放送日 

11･29 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・・・。 

 

 

 

 

御法度 放送日 

9･15･20 GOHATTO 

監督：大島渚 

出演：ビートたけし／松田龍平／武田真治 
1999年 日本語 - 108分 

日本 5.1ch カラー 

時代劇 ワイド HD 

ビートたけし、松田龍平らが出演の大島渚監督による異色時代劇。新撰組の隊員
たちが１人の妖しい美少年を巡り、狂乱に陥る様を描く。 
１８６５年夏、京都。厳しい戒律で鉄の結束を誇る新撰組に、下級武士の田代と息
を飲むような美貌の少年・惣三郎が入隊する。副長の土方は、局長・近藤の寵愛
を受けて未だ前髪を切ろうとしない惣三郎に釈然としないものを感じていた。そん
な中、惣三郎と田代が衆道の契りを結んだという噂が流れる。 

さ 
ザ・スクエア 思いやりの聖域 放送日 

13･22 THE SQUARE 

監督：リューベン・オストルンド 

出演：クレス・バング／エリザベス・モス／ドミニク・ウェスト 
2017年 スウェーデン語 字幕 159分 

スウェーデン＝ドイツ＝フランス＝デンマーク 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

カンヌ映画祭パルム・ドールを受賞した社会派エンタテインメント。美術館を舞台
に、人間の本質を“毒とユーモア”たっぷりに描き出す。 
スウェーデン、ストックホルム。現代美術館の著名キュレーター、クリスティアンは
次の展覧会で「ザ・スクエア」という地面に正方形を描いた作品を展示すると発表
する。それは“思いやりの聖域”をテーマにした参加型アートだった。そんなある
日、クリスティアンは携帯電話と財布を盗まれてしまう。 

 

里見八犬伝（1983年） 放送日 

3･28 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！ 

 

ザ・ミスト（2018年） 放送日 

7･22･28 DANS LA BRUME 

監督：ダニエル・ロビィ 

出演：ロマン・デュリス／オルガ・キュリレンコ／ファンティーヌ・アルドゥアン 
2018年 フランス語 字幕 96分 

フランス＝カナダ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

世界は巨大な霧に襲われた・・・。濃霧に包まれた街を舞台に、隔離された部屋に
残された娘を救おうと奮闘する夫婦の姿を描くＳＦサスペンス。 
マチューとアナ夫妻には、幼少期の病気のせいで隔離された部屋から出られない
１１歳の娘がいた。ある時、パリで大地震が発生し、街中が濃霧に包まれてしま
う。夫妻は何とか助かったが、娘は部屋から救出できないまま。不安が続く中、娘
の医療装置のバッテリーが切れる時間が近づいてくる。 

 

猿の惑星：聖戦記（グレート・ウォー） 放送日 

16･17･19･27 WAR FOR THE PLANET OF THE APES 

監督：マット・リーヴス 

出演：アンディ・サーキス／ウディ・ハレルソン／スティーヴ・ザーン 
2017年 英語 字幕 148分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

アンディ・サーキス主演のリブート版『猿の惑星』完結編。猿ＶＳ人類の最終決戦
と、復讐の旅へ出たシーザーの運命を描くＳＦアクション。 
高度な知性を持つ猿と人類の全面戦争勃発から２年後。猿の群れは森の奥に身
を潜めていたが、奇襲を受けリーダーであるシーザーの妻子が殺されてしまう。憎
悪にかられたシーザーはわずかな仲間と共に復讐の旅へ。その道中、口のきけな
い人間の少女や動物園出身の奇妙なチンパンジーと遭遇する。 

 

シャイニング 放送日 

4･17･25 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・・・。 

 

ジャスティス・リーグ 放送日 

6･24 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 

7･24 
127分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ジャッカルの日 放送日 

8･16･26 THE DAY OF THE JACKAL 

監督：フレッド・ジンネマン 

出演：エドワード・フォックス／マイケル・ロンズデール／デルフィーヌ・セイリグ 
1973年 英語 字幕 150分 

イギリス＝フランス モノラル カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 
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仏大統領暗殺を請け負った殺し屋ジャッカルと、彼を追う警視の戦いを描いたベス
トセラー小説の映画化。主演はエドワード・フォックス。 
１９６０年代フランス、ドゴール大統領を乗せた車が襲撃を受けた。大統領は無事
だったが、すでに暗殺は６回も計画されており、すべてアルジェリアからの撤退政
策に反対する秘密組織ＯＡＳの仕業だった。ＯＡＳは最後の手段として外国人で当
局に顔も名前も知られていない殺し屋ジャッカルを雇う。 

 

 

ジュピターズ・ムーン 放送日 

11･19 JUPITER'S MOON 

監督：コーネル・ムンドルッツォ 

出演：メラーブ・ニニッゼ／ギェルギ・ツセルハルミ／ゾンボル・ヤェーゲル 
2017年 ハンガリー語 字幕 136分 

ハンガリー＝ドイツ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

カンヌ映画祭で絶賛され、数々の映画賞に輝いたＳＦドラマ。人生に敗れた男と超
能力を持つ少年の逃避行を、社会問題を絡めて描く。 
医療ミスで病院を追われ、難民キャンプで働く医師シュテルン。彼は難民を違法に
逃がして、医療ミスの遺族に渡す賠償金を稼ぎ、訴訟取り下げを狙っていた。ある
日、重傷で運び込まれた少年アリアンが重力を操り、浮遊する能力を持つことを知
ったシュテルンは、金儲けに使えるとキャンプから連れ出す。 

 

ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル 放送日 

10･27 JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE 

監督：ジェイク・カスダン 

出演：ドウェイン・ジョンソン／ジャック・ブラック／ケヴィン・ハート 
2017年 英語 字幕 127分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

１９９５年製作の『ジュマンジ』の続編。ドウェイン・ジョンソンが製作・主演を務め、
ゲームに吸い込まれた高校生たちの奮闘を描くアドベンチャー・アクション。 
４人の高校生が“ジュマンジ”というソフトが入った古いＴＶゲーム機を発見。早速プ
レイしようとすると、ゲームの中に吸い込まれ、現実の自分とはまったく違うキャラ
になってしまった！周囲はジャングル。ライフは３回。彼らはゲームをクリアして、
現実世界に戻れるか？ 

【日本語吹替版】声の出演：楠大典／高木渉／伊藤健太郎 放送日 

5 127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 

4･23 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・・・。 

 

水滸伝（1973年） 放送日 

7･20 THE WATER MARGIN 

監督：チャン・チェ 

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

香港 モノラル カラー 

中国歴史 ワイド HD 

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

 

スウィンダラーズ 放送日 

12･27 THE SWINDLERS 

監督：チャン・チャンウォン 

出演：ヒョンビン／ユ・ジテ／ペ・ソンウ 
2017年 韓国語 字幕 124分 

韓国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ヒョンビンが初の詐欺師役に挑んだ犯罪アクション。希代の詐欺師死亡ニュースを
巡り、詐欺師をダマす詐欺集団×特別捜査本部のエリート検事の騙し合いを描く。 
希代の詐欺師チャン・ドゥチルの死亡ニュースが流れるが、詐欺師だけをダマす詐
欺師ジソンは、ドゥチルがまだ生きていると確信。事件の担当検事パク・ヒスに彼を
捕まえようと提案する。だがパク検事はドゥチル検挙ではなく、別の目的のために
密かにある作戦を立てていた。 

 

スカイハンター 放送日 

2･12･18 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。 

 

スパイダーマン™（４Ｋレストア版） 放送日 

2 SPIDER-MAN 

監督：サム・ライミ 

出演：トビー・マグワイア／ウィレム・デフォー／キルスティン・ダンスト 
2002年 英語 字幕 129分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

【４Ｋをマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】サム・ライミ監督×トビー・マグワイ
ア主演で大人気アメコミを映画化。 
幼くして両親を失ったピーター・パーカーは伯父夫妻に育てられた。隣に住む幼馴
染みのメリー・ジェーンへ密かな想いを抱きつつ、科学の勉強に精を出す日々。あ
る日、遺伝子を組み換えたスーパースパイダーに刺されたピーターは、強靭な肉
体とクモのような特殊能力を持つようになり・・・。 

 

スパイダーマン™２（４Ｋレストア版） 放送日 

2 SPIDER-MAN2 

監督：サム・ライミ 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

ピーターは新聞社でバイトをしながら大学に通い、スパイダーマンとしてＮＹの街を
守る日々。愛するＭＪは夢だった舞台女優になり、親友ハリーは父の仇スパイダー
マンへの復讐に燃えていた。そんな人間関係に悩むピーターの前に、伸縮自在の
人工アームを操る怪人ドック・オクが現れ・・・。 

 

 

 

 

スパイダーマン™３（４Ｋレストア版） 放送日 

2 SPIDER-MAN3 

監督：サム・ライミ 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

 

スピード 放送日 

3･8 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。 

【日本語吹替版】声の出演：山寺宏一／穂積隆信／戸田恵子 放送日 

9･31 123分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

スピード２ 放送日 

3･8 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。 

【日本語吹替版】声の出演：戸田恵子／山路和弘／江原正士 放送日 

9･31 133分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

３００ ＜スリーハンドレッド＞ 放送日 

3･16･29 300 

監督：ザック・スナイダー 

出演：ジェラルド・バトラー／レナ・ヘディ／デヴィッド・ウェンハム 
2007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 

わずか３００人で１００万のペルシア軍に立ち向かった男たち。ジェラルド・バトラー
主演。古代ギリシアの伝説を斬新な映像で描いた歴史アクション。 
紀元前４８０年。大帝国ペルシアの大王クセルクセスがスパルタ国に服従を迫る
が、スパルタ王レオニダスはそれを拒否。１００万のペルシア軍と戦う決意をしたレ
オニダスの下に、３００人の精鋭たちが集まった。彼らは、海岸線の狭い山道に敵
を誘い込む作戦でペルシア軍に立ち向かう。 

 

３００ ＜スリーハンドレッド＞ ～帝国の進撃～ 放送日 

3･16･29 300: RISE OF AN EMPIRE 

監督：ノーム・ムーロ 

出演：サリヴァン・ステイプルトン／エヴァ・グリーン／レナ・ヘディ 
2014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 

フランク・ミラーのグラフィック・ノベルを映画化した歴史アクションの続編。ペルシア
対ギリシアの大海戦を、実写とＣＧの融合で描く。 
テルモピュライの戦いで１００万のペルシア軍に立ち向かい、殲滅した３００人のス
パルタ兵。その魂を受け継いだギリシアの男たちはテミストクレス将軍率いるギリ
シア連合軍として、なおも侵略を続けるペルシア帝国と対峙する。両軍は荒れ狂う
海を舞台に、ペルシア戦争最大の海戦へとなだれ込む！ 

 

戦場からの脱出 放送日 

7･15･20 RESCUE DAWN 

監督：ヴェルナー・ヘルツォーク 

出演：クリスチャン・ベール／スティーヴ・ザーン／ジェレミー・デイヴィス 
2006年 英語 字幕 133分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

クリスチャン・ベール主演の戦争アクション。ドイツ映画界の巨匠ヴェルナー・ヘルツ
ォーク監督が、ベトナム戦争下の実話を元に、捕虜となった米軍兵の闘いを描く。 
１９６５年、ベトナム戦争時代。米空軍兵ディーターは敵軍に撃墜され、ラオス奥地
の捕虜収容所に連行される。そこには既に何年も捕虜になっている仲間がいた。
周りはジャングルで、自然の要塞のような場所。誰もが脱走不可能と思っていた。
ただ１人を除いては・・・。 

 

戦場のメリークリスマス 放送日 

4･26 MERRY CHRISTMAS MR.LAWRENCE 

監督：大島渚 

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

日本＝イギリス＝ニュージーランド ステレオ カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

大島渚監督×デヴィッド・ボウイ、坂本龍一、ビートたけしが共演。ジャワの捕虜収
容所を舞台に、極限状態に置かれた男たちの衝突を描く戦争ドラマ。 
１９４２年、ジャワ奥地の日本軍捕虜収容所で、朝鮮人軍属が白人捕虜を犯すとい
う事件が起きた。独断での処分を決めた日本軍の軍曹ハラは、流暢に日本語を操
る英国軍中佐ロレンスを立ち合わせる。一方、所長のヨノイ大尉は捕虜として送ら
れてきた陸軍少佐セリアズに魅せられてゆく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター・オブ・ジ・アース 放送日 

5･22 JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH 

監督：エリック・ブレヴィグ 

出演：ブレンダン・フレイザー／ジョシュ・ハッチャーソン／アニタ・ブリエム 
2008年 英語 字幕 100分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

冒険ＳＦ小説の巨匠ジュール・ヴェルヌの『地底旅行』をブレンダン・フレイザー主
演で映画化。地底世界へ辿り着いた科学者の冒険とサバイバルを描く。 
地質学の研究者トレバーは、１０年前に行方不明になった兄の遺品から発見した
メモを手がかりに、甥のショーンとともにアイスランドへ向かう。山岳ガイドのハンナ
の案内でスネフェルス山に入った一行は深い竪穴に落下。そこは太古の植物や動
物が生息する地底１６０ｋｍの世界だった。 

【地上波吹替版】声の出演：堀内賢雄／内山昂輝／小林沙苗 放送日 

17 94分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

センター・オブ・ジ・アース２ 神秘の島 放送日 

5･22 JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND 

監督：ブラッド・ペイトン 

出演：ドウェイン・ジョンソン／マイケル・ケイン／ジョシュ・ハッチャーソン 
2011年 英語 字幕 102分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アドベンチャー／冒険 ワイド HD 

ジュール・ヴェルヌの小説を基にした冒険映画第２弾。新キャストにドウェイン・ジョ
ンソンを迎え、奇妙な生物が棲む島で大冒険が展開する！ 
１７歳になったショーンは危険海域からの遭難信号をキャッチ。発信源の島を探し
て、新しい義父のハンクを伴って旅に出る。ガイド役のハンクが操縦するオンボロ
ヘリに乗り込み、嵐の中を辿り着いたのは、かつてジュール・ヴェルヌが書き、ショ
ーンの祖父が探し求めていた“神秘の島”だった。 

【日本語吹替版】声の出演：大塚明夫／永井一郎／細谷佳正 放送日 

17 102分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

セントラル・インテリジェンス 放送日 

9･10･12･29 CENTRAL INTELLIGENCE 

監督：ローソン・マーシャル・サーバー 

出演：ドウェイン・ジョンソン／ケヴィン・ハート／エイミー・ライアン 
2016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 

アクションスター、ドウェイン・ジョンソン＆大人気コメディアン、ケヴィン・ハートが共
演。高校時代と立場が逆転した凸凹コンビが巻き起こすアクション・コメディ。 
高校時代はスーパースターだったが今はしがない会計士のカルヴィンは、いじめら
れっ子だったボブと２０年ぶりに再会。現在の彼はマッチョなＣＩＡで、濡れ衣を着せ
られ組織から追われているという。助けを求められたカルヴィンは、一緒に逃げる
羽目になる。 

た 
タイガー・バレット 放送日 

4･21･29 BAAGHI 2 

監督：アフメド・カーン 

出演：タイガー・シュロフ／ディシャ・パタニ／マノージュ・バージパーイー 
2018年 ヒンディー語ほか 字幕 148分 

インド 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

インドの肉体派スター、タイガー・シュロフが主演したアクション・エンタテインメン
ト。警察や軍をも巻き込む恐るべき陰謀に、男の怒りが炸裂する！ 
陸軍に在籍するロニーは、大学時代の元恋人ネーハーからの電話を受け、彼女
の住むゴアに向かう。結婚して一児の母となっていた彼女は、ロニーに「誘拐され
た娘を救出してほしい」と言うのだ。だが捜査を進めるうちに、ロニーは事件に違和
感を覚え、ネーハーの証言までも疑い始める。 

 

タクシー運転手 約束は海を越えて 放送日 

17 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。 

【日本語吹替版】声の出演：丸山壮史／関口雄吾 放送日 

26 145分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

チャーリーズ・エンジェル 放送日 

1 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。 

【日本語吹替版】声の出演：沢海陽子／松本梨香／高山みな

み 
放送日 

24 
106分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

チャーリーズ・エンジェル フルスロットル 放送日 

1 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。 
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【日本語吹替版】声の出演：藤原紀香／松本梨香／高山みな

み 
放送日 

24 
113分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

 

 

 

 

 

 

チューリップ・フィーバー 肖像画に秘めた愛 放送日 

9･14･29 TULIP FEVER 

監督：ジャスティン・チャドウィック 

出演：アリシア・ヴィキャンデル／デイン・デハーン／クリストフ・ヴァルツ 
2017年 英語 字幕 112分 

アメリカ＝イギリス 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

フェルメールの絵画から着想を得た小説を、アリシア・ヴィキャンデル主演で映画
化。１７世紀オランダを舞台に、人妻と貧しい若手画家の禁断の愛を描く。 
チューリップの球根への投機熱に沸く１７世紀のオランダ。孤児として修道院で育
ったソフィアは、裕福な商人コルネリスに嫁いだ。コルネリスは妻の肖像画を若手
画家ヤンに依頼するが、ヤンはソフィアの姿を観た瞬間、恋に落ち、ソフィアも徐々
に彼に惹かれていく。 

 

沈黙の聖戦 放送日 

9 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 

19 99分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

沈黙の大陸 放送日 

15･27 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。 

 

沈黙の復讐 放送日 

9 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 

18 104分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

沈黙の要塞 放送日 

9 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 

20 102分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

デッドプール２ 放送日 

23･24･26 DEADPOOL 2 

監督：デヴィッド・リーチ 

出演：ライアン・レイノルズ／ジョシュ・ブローリン／モリーナ・バッカリン 
2018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 

マーベルの異色ヒーローをライアン・レイノルズが再び熱演！デッドプールがチー
ムを結成し、ド派手バトルを繰り広げるアクション・コメディ第２弾。 
お気楽な日々を過ごすデッドプール。そんな彼の前に、未来からマシーン人間・ケ
ーブルが現われ、謎の力を秘めた少年の命を狙う。恋人ヴァネッサの希望で少年
を守ることにしたデッドプールは、特殊能力を持つ者たちを集めてスペシャルチー
ム“Ｘフォース”を結成する！ 

 

デモリションマン 放送日 

1･16･25･29 DEMOLITION MAN 

監督：マルコ・ブランビヤ 

出演：シルヴェスター・スタローン／ウェズリー・スナイプス／サンドラ・ブロック 
1993年 英語 字幕 122分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

シルヴェスター・スタローンとウェズリー・スナイプス共演のＳＦアクション。犯罪のな
い未来社会を舞台に、凍結から甦った男２人の対決を描く。 
１９９６年。ＬＡ市警の刑事スパルタンは凶悪犯フェニックスを逮捕するが、人質全
員を死なせた責任を問われ、フェニックス共々冷凍刑に処せられた。それから３６
年後の２０３２年、犯罪が消え安穏とした未来都市に脱獄したフェニックスが出現。
なす術のない警察はスパルタンを解凍する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テルマ 放送日 

11･27 THELMA 

監督：ヨアキム・トリアー 

出演：エイリ・ハーボー／カヤ・ウィルキンス／ヘンリク・ラファエルソン 
2017年 ノルウェー語 字幕 124分 

ノルウェー＝フランス＝デンマーク＝スウェーデン 5.1ch カラー 

ホラー／スリラー ワイド HD 

ヨアキム・トリアー監督による北欧ホラー。厳格な家庭で育った少女が初めての恋
を知ったとき、彼女の中で封印された力が目覚めていく。 
ノルウェーの田舎町で信仰心が厚く抑圧的な両親に育てられたテルマには、幼少
期の記憶がなかった。大学進学のため一人暮らしを始めた彼女は、奔放な同級生
アンニャと初めての恋に落ちる。募る欲望と罪の意識に引き裂かれていくテルマ。
それは封印された“恐ろしい力”を解放するスイッチだった。 

 

天命の城 放送日 

21 THE FORTRESS 

監督：ファン・ドンヒョク 

出演：イ・ビョンホン／キム・ユンソク／パク・ヘイル 
2017年 韓国語 字幕 147分 

韓国 ステレオ カラー 

韓国歴史 ワイド HD 

韓国史上最も熾烈とされる闘い“丙子の役”をイ・ビョンホン主演で映画化。坂本龍
一が音楽を手掛け、国家存亡を懸けた激闘を描く歴史活劇。 
１６３６年。清が朝鮮に侵入し、丙子の役が勃発。孤立無援の山城に逃げ延びた
王と朝廷は、極寒と飢餓に襲われ絶体絶命に陥ってしまう。国と民を守るために清
と和睦交渉を図るべきだと考える吏曹大臣のチェ・ミョンギル。一方、礼曹大臣キ
ム・サンホンは、清と真っ向から戦うべきだと訴える。 

 

トゥームインベイダー 放送日 

16･26 TOMB INVADERS 

監督：ジェームス・トーマス 

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

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

美しきトレジャー・ハンターが世界を駆ける！始皇帝の墓に眠る秘宝“竜の心臓”を
追って驚異の旅が展開するアクション・アドベンチャー。 
考古学者で冒険家のアリー・チャニングは、億万長者の古美術商パーカーの依頼
を受けて中国奥地に向かう。探すのは秦の始皇帝の墓に眠る“竜の心臓”。それ
は２０年前、アリーの母が発見寸前で命を落とした因縁深い秘宝だった。アリーは
母の日記を手掛かりに始皇帝地下墓地の深奥を目指すが・・・。 

 

東京ゴッドファーザーズ 放送日 

5･15･30 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。 

 

ドライブ・アングリー 放送日 

3･14･28 DRIVE ANGRY 

監督：パトリック・ルシエ 

出演：ニコラス・ケイジ／アンバー・ハード／ウィリアム・フィクトナー 
2010年 英語 字幕 112分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ニコラス・ケイジ主演のカー・アクション。クラシック・カーが迫力のカーチェイスを展
開。家族をカルト教団に奪われた男が復讐のために爆走する！ 
カルト教団に愛娘を惨殺され、幼い孫をさらわれたジョン・ミルトン。彼は復讐を誓
い、怒りのハンドルを握っていた。勝気なウェイトレス、パイパーを巻き込み、次々
と立ちはだかる凶手を蹴散らしながら、孫奪還のために暴走するミルトン。そんな
彼をＦＢＩを名乗る謎の男が追っていた。 

 

ドリームスケープ［ＨＤニューマスター版］ 放送日 

10･19･28 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 

1･30 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。 

【日本語吹替版】声の出演：山野井仁／辻親八／大垣理香 放送日 

13 103分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

トレーニング デイ 放送日 

7･21･30 TRAINING DAY 

監督：アントワーン・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 
ナポリ、熟れた情事 放送日 

15･28 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・・・。 

は 
ｈｅｒ／世界でひとつの彼女 放送日 

3 HER 

監督：スパイク・ジョーンズ 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

傷心の男がＡＩ（人工知能）に恋をした！ホアキン・フェニックス主演、スカーレット・
ヨハンソンがＡＩの声を担当した異色のラブストーリー。 
近未来のロサンゼルス。妻に去られ失意の日々を過ごしていたセオドアは、人工
知能型ＯＳ“サマンサ”に興味を抱く。実態を持たないものの、“彼女”は驚くほど個
性的で人間味に溢れていた。相談事や寝る前のささやかな交歓を通じ、サマンサ
との会話に夢中になってゆくセオドアだったが・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：松本保典／園崎未恵／能登麻美

子 
放送日 

22 
133分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

バツイチは恋のはじまり 放送日 

10･18 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【日本語吹替版】 放送日 

1 BAD BOYS[Ｊ] 

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  

声の出演：菅原正志／山寺宏一／田中敦子 
1995年 日本語 - 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【日本語吹替版】 放送日 

1 BAD BOYS II[Ｊ] 

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  

声の出演：菅原正志／山寺宏一／本田貴子 
2003年 日本語 - 154分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

暴走刑事コンビ“バッドボーイズ”が帰ってきた！ウィル・スミス＆マーティン・ローレ
ンス演じる２人の刑事が、巨大麻薬シンジケートと激しい戦いを繰り広げる。 
近年、米国内への麻薬密輸の手口は巧妙化。マイアミ市警のハワード警部は麻
薬取締り強化の特捜チームを編成し、マーカスとマイクを着任させた。東海岸全域
を仕切る巨大麻薬シンジケートの情報を入手した２人はＫＫＫの集会を隠れ蓑にし
た麻薬取引現場に赴くが・・・。 

 

バトルフロント 放送日 

8･14･29 HOMEFRONT 

監督：ゲイリー・フレダー 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

シルヴェスター・スタローン製作・脚本×ジェイソン・ステイサム主演。娘を守るた
め、犯罪組織からの報復に立ち向かう男の姿を描くアクション。 
元麻薬潜入捜査官フィル・ブローカーは愛娘マディのために仕事や過去を捨て、
亡き妻の田舎で新生活を始める。平穏な生活を望むブローカーだったが、裏で町
を牛耳る麻薬密売人ゲイターがある企みのため、彼らに近づいてゆく。娘にも危険
が迫り、ブローカーの怒りはついに臨界点を超える！ 

 

パプリカ 放送日 

10･14･20 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。 
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ハミングバード 放送日 

9･15･21 HUMMINGBIRD 

監督：スティーヴン・ナイト 

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

イギリス 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

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

 

バレンタインデー 放送日 

6･29 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・・・？ 

 

ＢＰＭ ビート・パー・ミニット 放送日 

12･20 120 BATTEMENTS PAR MINUTE 

監督：ロバン・カンピヨ 

出演：ナウエル・ペレーズ・ビスカヤート／アルノー・ヴァロワ／アデル・エネル 
2017年 フランス語 字幕 150分 

フランス 5.1ch カラー 

社会派ドラマ ワイド HD 

カンヌ映画祭グランプリほか数々の映画賞に輝く青春ドラマ。１９９０年代初頭、エ
イズへの偏見に命を燃やして闘った若者たちを描く。 
エイズ治療がまだ発展途上だった１９９０年代初めのパリ。“ＡＣＴ ＵＰ Ｐａｒｉｓ”のメ
ンバーはエイズ患者やＨＩＶ感染者に対する不当な差別や環境を改善するため、デ
モ行進や政府・製薬会社への抗議、性教育などを行っていた。ＨＩＶ陰性ながら活
動に加わったナタンは、行動派のショーンと恋に落ちる。 

 

ビューティフル・デイ 放送日 

16･22 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。 

 

復活の日 放送日 

6･11 VIRUS 

監督：深作欣二 

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

日本 ステレオ カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

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

 

フューリー（2014年） 放送日 

13･18 FURY 

監督：デヴィッド・エアー 

出演：ブラッド・ピット／シャイア・ラブーフ／ローガン・ラーマン 
2014年 英語 字幕 142分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ブラッド・ピットが主演した戦争アクション。１９４５年の欧州戦線を舞台に、１台の
戦車でドイツの大軍に立ち向かう５人の米軍兵士の絆を描く。 
１９４５年４月。連合軍で戦車“フューリー”を駆るウォーダディーの部隊に、戦闘経
験のない新兵ノーマンが配属された。戦場の凄惨な現実を目の当たりにしながら、
絆を深めてゆく５人の兵士たち。だがドイツ軍の猛攻に他の部隊はほぼ全滅。フュ
ーリーも３００人の敵に包囲されてしまう。 

 

フライング・ジャット 放送日 

4･24･27 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。 

 

ブレードランナー ファイナル・カット 放送日 

5 BLADE RUNNER: THE FINAL CUT 

監督：リドリー・スコット 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

ＳＦ／ファンタジー ワイド HD 

ＳＦ映画の金字塔『ブレードランナー』の公開２５周年記念版。リドリー・スコット監督自

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

 

 

 

 

 

 

 

プレミアム・ラッシュ 放送日 

2･11･22 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。 

 

ペット 放送日 

17 THE SECRET LIFE OF PETS 

監督：クリス・ルノー 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

アニメーション（海外） ワイド HD 

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

【日本語吹替版】声の出演：設楽統／日村勇紀／中尾隆聖 放送日 

5 94分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ベロニカとの記憶 放送日 

1･24 THE SENSE OF AN ENDING 

監督：リテーシュ・バトラ 

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

イギリス 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

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

 

ホース・ソルジャー 放送日 

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 

7･29 138分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

ボーダーライン（2015年） 放送日 

8･21･30 SICARIO 

監督：ドゥニ・ヴィルヌーヴ 

出演：エミリー・ブラント／ベニチオ・デル・トロ／ジョシュ・ブローリン 
2015年 英語 字幕 129分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による社会派サスペンス・アクション。米・メキシコ国境の
町を舞台に、女性ＦＢＩ捜査官が目の当たりにする麻薬戦争の実態を描く。 
米国防総省特別捜査官に召集されたＦＢＩのエリート捜査官ケイト。彼女は謎のコ
ロンビア人と共に、米国とメキシコの国境付近を拠点とする麻薬カルテル撲滅のた
めの極秘任務に就くことになる。だが現地入りした彼女を待っていたのは法も正義
も機能しない麻薬戦争の闇だった。 

 

ボーダーライン：ソルジャーズ・デイ 放送日 

30･31 SICARIO: DAY OF THE SOLDADO 

監督：ステファノ・ソッリマ 

出演：ベニチオ・デル・トロ／ジョシュ・ブローリン／イザベラ・モナー 
2018年 英語 字幕 130分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

ベニチオ・デル・トロ、ジョシュ・ブローリン主演のサスペンス・アクション『ボーダー
ライン』の新章。ルール無き国境麻薬戦争の闇を極限の臨場感で描く。 
米国内で市民１５人が犠牲となる自爆テロが発生。政府はメキシコ経由の不法入
国者が犯人だと睨み、ＣＩＡ捜査官マットに、密入国ビジネスを仕切る麻薬カルテル
を混乱に陥れるよう命じた。マットは、かつてカルテルに家族を殺された旧知の暗
殺者アレハンドロに協力を要請する。 

 

ボディガード 放送日 

4･30 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 5.1ch 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。 

 

ポリス・ストーリー／香港国際警察【日本語吹替版】 放送日 

6･23 POLICE STORY[Ｊ] 

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  

声の出演：石丸博也／宝亀克寿／小林沙苗 
1985年 日本語 - 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・・・。 

 

ポリス・ストーリー２ 九龍の眼【日本語吹替版】 放送日 

6･23 POLICE STORY II[Ｊ] 

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  

声の出演：石丸博也／宝亀克寿／小林沙苗 
1988年 日本語 - 130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。 

 

ポリス・ストーリー３【日本語吹替版】 放送日 

6･23 POLICE STORY III: SUPER COP[Ｊ] 

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  

声の出演：石丸博也／高島雅羅／松岡ミユキ 
1992年 日本語 - 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・・・。 

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 

24 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 

4 113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 

24 
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 

4 106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 

24 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 

4 114分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

マガディーラ 勇者転生 放送日 

16･22 MAGADHEERA 

監督：Ｓ・Ｓ・ラージャマウリ 

出演：ラーム・チャラン／カージャル・アグルワール／デヴ・ギル 
2009年 テルグ語 字幕 146分 

インド ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

「バーフバリ」シリーズのＳ・Ｓ・ラージャマウリ監督によるアクション・アドベンチャ
ー。恋敵の陰謀で非業の死を遂げた戦士の、時空を超えた愛と復讐を描く。 
１６０９年、ウダイガル王国。ミトラ姫と愛し合う近衛軍の戦士バイラヴァは、軍司令
官ラナデーヴの陰謀により非業の死を遂げる。４００年後、ハルシャという若者に
転生した彼は、ミトラ姫の生まれ変わりであるインドゥと再会。だが、ラナデーヴも
インドゥの従兄弟に転生していた。 

 

マッキー 放送日 

10･18 MAKKHI 

監督：Ｓ・Ｓ・ラージャマウリ 

出演：スディープ／サマンサ・ルス・プラブ／ナーニ 
2012年 ヒンディー語 字幕 132分 

インド 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 
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恋するヒーローは・・・ハエ！？ハエに転生した男が愛する女性を守るため、自分
を殺した悪徳実業家に戦いを挑む！インド製の爆笑アクション・コメディ。 
お調子者の貧乏青年ジャニは、向かいに住む美人のビンドゥに片思い中。一方、
マフィアまがいの建設会社社長スディープもビンドゥの美貌に一目惚れ。ビンドゥ
が内心、ジャニに惹かれていると知ったスディープは、ジャニを殺してしまうが、死
んだ彼の魂は１匹のハエに生まれ変わり・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミッション・ワイルド 放送日 

15･26 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。 

【日本語吹替版】声の出演：小村哲生／松野朋子／本郷さと子 放送日 

7 130分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

ミッシング・レポート 放送日 

9･25 SPINNING MAN 

監督：サイモン・カイザー 

出演：ガイ・ピアース／ピアース・ブロスナン／ミニー・ドライヴァー 
2018年 英語 字幕 108分 

アメリカ 5.1ch カラー 

ミステリー／サスペンス ワイド HD 

ガイ・ピアース×ピアース・ブロスナンが競演したサスペンス・スリラー。女子学生
失踪事件によって暴かれた欲望と過ちの行方を描く。 
大学で哲学を教えるエヴァンは妻と２人の子供と幸せに暮らしていた。ある日、１
人の女子学生が失踪。現場近くでエヴァンの車が目撃されたため、刑事は彼に疑
いの目を向ける。さらに捜査が進む中で、複数の教え子らと浮気をしていた過去ま
で明るみに・・・。そんな中、女子学生が遺体で発見される。 

や 
野獣暁に死す 放送日 

12･21 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。 

ら 
ラスト・アライブ 放送日 

12･22 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・・・。 

 

乱気流／タービュランス 放送日 

11･20 TURBULENCE 

監督：ロバート・バトラー 

出演：ローレン・ホリー／レイ・リオッタ／ヘクター・エリゾンド 
1997年 英語 字幕 108分 

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

パイロット不在！迫りくる嵐と殺人鬼！凶悪犯にハイジャックされた飛行機内を舞
台に、客室乗務員の決死の活躍を描く航空パニック・アクション。 
クリスマス・イヴ。ＮＹからＬＡに向かって静かに離陸したジャンボジェット機。わず
か１１人の乗客の中には、２人の殺人犯と彼らを護送する４人の連邦保安官がい
た。ジェット機が乱気流を迂回しようとしたとき、護送犯の１人が銃を奪って連邦保
安官を射殺。客室乗務員のテリーが人質となってしまう。 

 

ランナーランナー 放送日 

9･23 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。 

【日本語吹替版】声の出演：浪川大輔／堀内賢雄／櫻井智 放送日 

14 99分／日本語／HD／カラー／ワイド／ステレオ 

 

乱［４Ｋデジタル修復版］ 放送日 

12･17･22 RAN[4K DIGITAL REMASTERED] 

監督：黒澤明 

出演：仲代達矢／寺尾聰／根津甚八 
1985年 日本語 - 170分 

日本＝フランス ステレオ カラー 

時代劇 ワイド HD 

【４Ｋデジタル修復版をマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】黒澤明監督による
歴史ドラマ。『リア王』と毛利元就の“三本の矢”をベースに武将親子の愛憎を描く。 
過酷な戦国時代を生き抜き、７０歳を迎えた猛将、一文字秀虎。彼は長男太郎に

は家督と一の城を譲り、次郎は二の城、三郎は三の城をそれぞれ守って協力し合
い、自分は３つの城の客人となって余生を過ごしたいと告げる。だが、そんな彼を
待っていたのは息子たちの骨肉の争いだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーサル・ソルジャーズ 放送日 

14 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。 

 

リミット・オブ・アサシン 放送日 

8･13･21･29 24 HOURS TO LIVE 

監督：ブライアン・スムルツ 

出演：イーサン・ホーク／ルトガー・ハウアー／シュイ・チン 
2017年 英語 字幕 100分 

アメリカ＝中国 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

イーサン・ホーク主演のノンストップ・キリング・アクション。組織に裏切られ、２４時
間の期限付きで蘇生させられた暗殺者の壮絶な復讐劇を描く。 
家族を失い、任務中に命を落とした凄腕の殺し屋トラヴィス。組織の実験で蘇生す
るも、組織は彼が入手した情報を聞き出すと再び彼を殺そうとする。その場から脱
出したトラヴィスは、自らの罪と向き合い、組織の陰謀を阻止すべく復讐を誓う。だ
が、彼の命の期限は２４時間しかなかった。 

 

ルーキー 放送日 

7･18･31 THE ROOKIE 

監督・出演：クリント・イーストウッド 

出演：チャーリー・シーン／ラウル・ジュリア／ソニア・ブラガ 
1990年 英語 字幕 128分 

アメリカ 5.1ch カラー 

アクション ワイド HD 

クリント・イーストウッド監督・主演の刑事アクション。新人刑事とベテラン刑事のコ
ンビが自動車窃盗団を追いつめてゆく姿を描く。 
ＬＡ市警の新人警官デーヴィッドは自動車盗難課に配属され、ベテラン刑事ニック
とコンビを組まされる。荒っぽい捜査で有名な彼は、相棒を殺した自動車窃盗団の
ボス、ストロムを追っていた。経験不足のデーヴィッドに、無言で捜査のイロハを示
すニック。２人はストロムを追ってカジノに乗り込むが・・・。 

 

ロード・オブ・モンスターズ 放送日 

3･17 MONSTER ISLAND 

監督：マーク・アトキンス 

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

アメリカ ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

米アサイラム社による最新モンスター・パニック。古代文明を滅ぼした巨大怪獣の
出現に世界中が混乱に陥る中、地球の覇権を賭けた大怪獣バトルが始まる。 
南太平洋の海溝で深海採掘ロボットが消息を絶った。海洋開発会社社長のフォー
ドと、国際海底機構のサラは、調査のため海底に向かうが、そこに海底火山の活
動で覚醒した伝説の巨大怪獣が現れる。人類滅亡を阻止する唯一の方法、それ
はもう１頭の大怪獣を蘇らせ、２体を戦わせることだった・・・。 

わ 
ワイルド・スピード ＩＣＥ ＢＲＥＡＫ 放送日 

2･3･5･14 FAST & FURIOUS 8 

監督：Ｆ・ゲイリー・グレイ 

出演：ヴィン・ディーゼル／ドウェイン・ジョンソン／ジェイソン・ステイサム 
2017年 英語ほか 字幕 143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、ドウェイン・ジョンソン共演の大ヒット・カーアクション第８弾。ドミ
ニクのまさかの裏切りで“ファミリー”が崩壊の危機に直面する！ 
長い逃亡生活と、史上最悪の敵との戦いを終えたドミニク、レティ、ローマンたち。
固い絆で結ばれた“ファミリー”は束の間の日常を味わっていたが、ドミニクのまさ
かの裏切りによってホブスは投獄。レティたちは、裏切りの背後に謎の女サイバー
テロリストの存在を突き止める。 

 

ワイルドバンチ／オリジナル・ディレクターズ・カット 放送日 

13･19･31 THE WILD BUNCH 

監督：サム・ペキンパー 

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

アメリカ 5.1ch カラー 

ウエスタン ワイド HD 

「最後の西部劇」と呼ばれて絶賛を浴びた、サム・ペキンパー監督の代表作。時代
の波に取り残された男たちの“滅びの美学”を鮮烈なバイオレンスとともに描く。 
１９１３年、メキシコとテキサスとの国境の町。パイク率いるならず者集団“ワイルド
バンチ”は、メキシコ政府のマパッチ将軍から米政府の軍用列車の襲撃を依頼さ
れる。パイクたちは見事、依頼どおり列車からの武器弾薬強奪を成功させるが、マ
パッチは約束の金の代わりに彼らへと襲い掛かる。 

 

ワイルド・ブレイブ 放送日 

13･19･30 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。 

 

ワンダー 君は太陽 放送日 

5 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・・・。 

【日本語吹替版】声の出演：加藤央睦／深見梨加／森川智之 放送日 

10 121分／日本語／HD／カラー／ワイド／5.1ch 

 

 

ワンダラーズ［ＨＤニューマスター版］ 放送日 

11･19･27 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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海外ドラマ 

タンク・ソルジャーズ ～史上最大の戦車戦に挑んだ兵士たち～ 
HEAVY ARMOR 

第二次大戦下のロシアを舞台に、史上最大の戦車戦“クルスクの戦い”に翻弄さ
れる若者たちを描く戦争ドラマシリーズ、全8話。 

監督：ユーリー・レイゼロフ 
出演：コンスタンチン・ベロシャプカ／ダリア・メリニコワ／アンゲリーナ・ストレーチナ 

2019年 ロシア語 字幕 60分 

ロシア ステレオ カラー 

アクション ワイド HD 

 

第１話 若者たち 放送日：7・30 

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

アと夜にデートの約束をする。だが行き違いから会うことが出来ず、マリアは夜の

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

ドミトリーと出会う。 

 

第２話 それぞれの戦場 放送日：7・30 

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

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

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

結婚したことを知って衝撃を受ける。 

 

第３話 運命の糸 放送日：8・30 

ワシリーの乗った戦車が被弾し、怪我を負った彼はマリアの働く病院に運び込ま

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

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

リアへの連絡はないままだった。 

 

第４話 激戦  放送日：8・30 

戦車による危険な偵察任務に志願したワシリー。前線の向こう側にある目的地に

向け進撃を開始するが、朝靄が明けると目の前に独軍の戦車部隊が展開してい

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

病院も空爆を受け、破壊されてしまう。 

 

第５話 撤退 放送日：8・31 

空爆に遭ったマリアは医師のコースチャに助けられ、２人はさらに後方に設置され

る新しい病院に移ることに。コースチャはマリアに愛を告白する。一方、戦車と仲

間を失い、徒歩で部隊と合流しようとするワシリーと操縦士のナタリア。２人だけで

行動するうちに、彼らは親密になっていく。 

 

第６話 反攻 放送日：8・31 

サラトフに戻ったマリアは、亡きドミトリーとの間にできた女児を出産。だが、まるで

夫のようにふるまうコースチャには嫌気がさしていた。ワシリーはマリアからの手

紙を受け取るが・・・。一方、部隊では独軍が新たに投入した新型戦車ティーガー

に大きな懸念を持っていた。 

 

第７話 再会 放送日：8・31 

１９４３年春。昇進したワシリーは新兵たちを駅で迎えている。そこへマリアも到着

するが、コースチャの妨害で会うことができない。マリアはコースチャの求愛を断

り、ワシリーの戦車部隊への派遣を志願。マリアに嫉妬するナタリアは、彼女と直

接対峙し・・・。 

 

第８話 クルスク 放送日：8・31 

近付く戦いに備え、訓練を続けるワシリーらの戦車部隊。新たな看護兵たちも到

着する。ナタリアはついにワシリーへの想いを諦め、ワシリーとマリアは戦闘前夜

を共に過ごすのだった。そして翌日。独軍の猛攻で次々とソ連軍が撃退される中、

ワシリーたちも主戦場へ向かうことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報番組 

オンデマンドでみよう！５月号 

“いつでも見たい時に、見たい映画を見られる”オンデマンド配信。今月の見逃せ

ない話題作をご紹介！ 

■ 放送日：2・5・9・13・15・18・22・26 

15分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

メイキング・ザ・ムービー ＃１～＃２ 

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：(#1) 3  (#2) 10・11・16・17・31 

30分／字幕／HD／ワイド／ステレオ 

プレミア・ナビ 

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

する映画を紹介。 

■ 放送日：（土）夜8時55分、（日）午後、（火）夜9時 

5分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：小堺一機 ほか 

映画館へ行こう５月号 

新作映画の見どころやおもしろエピソードなどをご紹介。最新映画の情報盛りだく

さんでお送りします。 

■ 放送日：1 

30分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：小林麗菜 

ロシア版 戦争大河ドラマ「タンク・ソルジャーズ」見どころ（１）～（４） 

人気アニメ「ガールズ＆パンツァー」クラーラ役でお馴染みのロシア人声優・ジェ

ーニャと、「月刊軍事研究」編集部の軍事アナリスト・大久保義信が、日本初上陸

となるロシアの戦争大河ドラマ「タンク・ソルジャーズ ～史上最大の戦車戦に挑

んだ兵士たち～」の見どころを楽しく紹介。ドラマが始まる直前に放送するミニ番

組です。 

■ 放送日：（1）7・30 （2）8・30 （3）8・31 （4）8・31 

5分／日本語／HD／ワイド／ステレオ 

出演：ジェーニャ（声優）／大久保義信（軍事アナリスト） 

 

レギュラー枠 

YKK AP ムービープラス・プレミア 

猿の惑星：聖戦記（グレート・ウォー） 

セントラル・インテリジェンス 

デッドプール２ 

ボーダーライン：ソルジャーズ・デイ 

ワイルド・スピード ＩＣＥ ＢＲＥＡＫ 

木曜アクション 

イップ・マン 葉問 

コード２１１ 

ハミングバード 

ルーキー 

日曜吹替シアター 

エンド・オブ・キングダム【日本語吹替

版】 

センター・オブ・ジ・アース２ 神秘の島 

   【日本語吹替版】 

スピード【日本語吹替版】 

チャーリーズ・エンジェル フルスロットル 

   【日本語吹替版】 

ワンダー 君は太陽【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 

悦楽の貴婦人［ＨＤリマスター版］ 

快楽を貪る本能 

ナポリ、熟れた情事 

アサイラム・アワー 

エンディング・ワールド  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イチオシ企画／特集 

特集：２４時間 ハイスピード！ 

激走！５０００キロ 

スカイハンター 

スパイダーマン™（４Ｋレストア版） 

スパイダーマン™２（４Ｋレストア版） 

スパイダーマン™３（４Ｋレストア版） 

スピード 

スピード２ 

ドライブ・アングリー 

プレミアム・ラッシュ 

ワイルド・スピード ＩＣＥ ＢＲＥＡＫ 

特集：「正義」をかけたバトル！ 

キングダム／見えざる敵 

荒野の用心棒 

猿の惑星：聖戦記（グレート・ウォー） 

ジャッカルの日 

デモリションマン 

特集：金曜２９日は筋肉の日 

３００ ＜スリーハンドレッド＞ 

３００ ＜スリーハンドレッド＞ 

 ～帝国の進撃～ 

セントラル・インテリジェンス 

タイガー・バレット 

デモリションマン 

バトルフロント 

リミット・オブ・アサシン 

特集：麻薬組織の闇 

トリプル・リベンジ 
トレーニング デイ 
ボーダーライン（2015年） 

ボーダーライン：ソルジャーズ・デイ 
ワイルド・ブレイブ 

シリーズ：世界を魅了する日本人 映画監督 大島渚＆衣装デザイナー ワダ・エミ 

愛の亡霊 

御法度 

戦場のメリークリスマス 

乱［４Ｋデジタル修復版］ 

特集：Ｃ・イーストウッド 

荒野の用心棒 ルーキー 

特集：母の日 

女は二度決断する ワンダー 君は太陽【日本語吹替版】 

今月の日本語吹替作品          ※は地上波吹替版 

アウトロー 咆哮 

ＡＮＯＮ アノン 

暗殺者たちの流儀 

インデペンデンス・デイ［特別版］ 

ウィザード・バトル  

氷の魔術師と炎の怪物 

ヴァレリアン 千の惑星の救世主 

エンド・オブ・ホワイトハウス 

エンド・オブ・キングダム 

グレムリン 

ジャスティス・リーグ 

ジュマンジ 

／ウェルカム・トゥ・ジャングル 

センター・オブ・ジ・アース ※ 

センター・オブ・ジ・アース２ 神秘の島 

スピード 

スピード２ 

タクシー運転手 約束は海を越えて 

チャーリーズ・エンジェル 

チャーリーズ・エンジェル フルスロットル

沈黙の聖戦 

沈黙の復讐 

沈黙の要塞 ※ 

トリプル・リベンジ 

ｈｅｒ／世界でひとつの彼女 

バッドボーイズ 

バッドボーイズ２バッド 

ペット 

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 

ミッション・ワイルド 

ランナーランナー 

ワンダー 君は太陽 

  

カンヌ映画祭スペシャル２０２０ 

カンヌ映画祭 受賞作＆関連作  
愛の亡霊 ＜第31回：監督賞（大島渚）＞ 

女は二度決断する ＜第70回：女優賞 (ダイアン・クルーガー) ＞ 

ザ・スクエア 思いやりの聖域 ＜第70回：パルム・ドール＞ 

ジュピターズ・ムーン ＜第70回：コンペティション部門出品＞ 

ＢＰＭ ビート・パー・ミニット ＜第70回：グランプリ＞ 

ビューティフル・デイ 
＜第70回：男優賞 (ホアキン・フェニックス)、脚本賞

＞ 

 


