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   イチオシ  
史上最速放送！『THE NEXT GENERATION パトレイバー』スペシャル 
① 『THE NEXT GENERATION パトレイバー／第１章』史上最速放送！  
② 劇場公開記念『パトレイバー』DAY！

   

   海外ドラマ 海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ 第三章』独占放送スタート 
   

   特 集 『華麗なるギャツビー』初放送スペシャル ［ＳＴＡＲ１］見くらべシネマ ［ＳＴＡＲ２］レオナルド・ディカプリオ特集
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   コーナー ミッドナイトシアター
   

   シリーズ一挙 劇場新作『アメイジング・スパイダーマン２』公開記念スペシャル
   

   特 集  特撮アクション新シリーズ『牙狼＜GARO＞ -魔戒ノ花-』＆『絶狼＜ZERO＞ -BLACK BLOOD-』特別放送 
   

   海外ドラマ 海外ドラマ『ダウントン・アビー シーズン３』一挙放送
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   特 集 海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ 第三章』初放送 ダークファンタジー特集
   

   特 集 ２週連続 TOHOシネマズ シャンテ セレクション
   

   特 集 発掘！ お宝名作
   

   特 集 ジョージ・Ｃ・スコット特集
   

   特 集 ウィリアム・ワイラー監督特集
   

   特 集 誰コレ？！俳優ファイル＃３１ ヒューゴ・ウィーヴィング
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   海外ドラマ 海外ドラマ『ハンニバル』独占放送
   

   ３Ｄ放送 『ジャックと天空の巨人』３Ｄ放送
   

   コーナー ファミリーシアター
   

 

 

 

 

 

 

 

 

※放送予定を変更させていただく場合がございます。 
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STAR CHANNEL ４月のイチオシ 
史上最速放送！『THE NEXT GENERATION パトレイバー』スペシャル 

アニメ史に残る空前の大ヒットを記録した『機動警察パトレイバー』シリーズの誕生から約四半世紀、アニメシリーズの初期OVA、劇場版(1＆2)でも監督を務め、ハリウッドにも多大な影
響を与える“世界の押井守”の手によって完全オリジナル新作実写版として生まれ変わった『THE NEXT GENERATION パトレイバー』。シリーズ全7章を2014年4月より全国にて順次劇
場上映、2015年には長編作品の全国拡大ロードショーが予定されているこの超話題作を、劇場上映直後に順次、スターチャンネル史上最速での独占放送が決定！ 第１弾となる４月は２６日
に第１章を史上最速放送。また、劇場公開日となる４／５（土）にはオリジナル劇場版アニメと『THE NEXT GENERATION パトレイバー「エピソード０ 栄光の特車二課」』を一挙無料放
送します！ 全長8mもの実物大98式イングラム、リボルバーカノン、指揮車等のメカの数々やレイバードッグまで併設された二課棟をも完全実体化。最新鋭のCG/VFX技術も駆使した、“世
界の押井”による未だかつて目にしたことのない新しい『パトレイバー』の物語が、いま幕を開ける！
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『THE NEXT GENERATION パトレイバー／第１章』 

©2014「THE NEXT GENERATION -PATLABOR-」製作委員会 
『機動警察パトレイバー ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ』  

© 1989 HEADGEAR / BANDAI VISUAL / TOHOKUSHINSHA 
 

『THE NEXT GENERATION パトレイバー／第１章』史上最速放送！
４/２６（土）よる９：００ ／ ５/１（木） よる１１：００頃 ／ ５/１７（土）あさ１０：００

 
 
 
 
 
 
 

『THE NEXT GENERATION パトレイバー／第 1章』（２０１４・日） 
[監督] 押井 守    
[出演] 真野 恵里菜／福士 誠治／太田 莉菜／千葉 繁／筧 利夫 

アニメ史に残る大ヒット作『機動警察パトレイバー』の完全オリジナル実写化第 1 章。作業用ロボット“レイ

バー”が普及した近未来の東京を舞台に、警備用ロボット〝パトレイバー〝を駆使して犯罪に立ち向かう

特殊部隊、通称“パトレイバー＝特車二課”。その栄光の部隊も長期的不況によってお払い箱になり、現

在の職務を引き継いだ無能な三代目の隊員たちは怠惰な日々を過ごしていた…。第 1 章では、特車二

課の最古参となった整備班班長シバシゲオが特車二課の歴史を振り返る「エピソード０」、怠惰な生活を

送る特車二課に舞い込んだ久々の出動要請の行方を描く「エピソード１」を放送！ 

＞＞第２章 ５／３１（土）劇場公開 ６月スターチャンネルで史上最速放送！ 
劇場公開記念『パトレイバー』DAY！（無料放送）
４/５（土）あさ１０：００～ 一挙放送（全７作品） 

 『機動警察パトレイバー THE MOVIE』 （１９８９・日） 
[監督] 押井 守   
[声の出演] 古川 登志夫（篠原遊馬）／冨永 みーな（泉野明） 
 

近未来の東京を舞台に、警備用ロボット“パトレイバー”を駆使して犯罪に立ち向かう警察官たちの活躍を

描いたアニメシリーズ初の劇場版。一般家庭のＰＣ普及率がまだ低かった時代、コンピューターウイルス

によるサイバーテロを描く先見の明を発揮したのは世界の押井守。人間味溢れるキャラクターたちのドラ

マとロボットアクションというシリーズの基本を押さえた作りで、入門編としても最適。

【その他のラインナップ】
『機動警察パトレイバー２ the Movie』（１９９３・日） 『WXIII 機動警察パトレイバー』（２００１・日）  
『ミニパト 第１話～第３話』（２００１・日） 
『THE NEXT GENERATION パトレイバー「エピソード０ 栄光の特車二課」』（２０14・日） 



STAR CHANNEL ４月のイチオシ 
海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ 第三章』

独占放送スタート 
世界中で大ヒット記録を更新中の海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』待望の第三章が、スターチャンネルでいよいよ日本初独占放送スタート！ 架空の大陸ウェスタロスを舞台に、玉
座をめぐる家々の覇権争いが続く中、北方では七王国の安泰を揺るがす不穏な動きが…。ジョージ・Ｒ・Ｒ・マーティンの長編小説『氷と炎の歌』第３部「剣嵐の大地」の前半を原作とする
第三章は映画界の大御所、キアラン・ハインズ（『裏切りのサーカス』）や、ダイアナ・リグ（『ホスピタル』）が物語の展開を左右する重要なキャラクター役にキャスティングされ、本国
アメリカの放送ではシーズン３を通して１話平均の視聴者数が１３２０万人を記録するなど、シーズンを重ねるごとにファンを増やしています。４月のスターチャンネルでは、今からでも楽
しめるよう、第一章と第二章も一挙放送。まだこの話題作を見たことがない方も、この機会に是非ご覧ください！

【STAR3】（二ヵ国語版）４/２０（日）毎週日曜日 よる１０：００～ ／ 再放送：毎週水曜日 午後２：００～ ＆ 毎週土曜日 午前１０：００～（全１０話） 
【STAR1】（字幕版）４/２１（月）毎週月曜日 よる９：００～ ／ 再放送：毎週木曜日 深夜１：００頃～ ＆ 毎週月曜日 午後２：００～（全１０話） 

『ゲーム・オブ・スローンズ 第三章』（２０１３年・米＝英製作／全１０話） 

 

 

 
 

 

 

 
 

© 2014 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.  

[製作総指揮・脚本] デヴィッド・ベニオフ（『ウルヴァリン：Ｘ－ＭＥＮ ＺＥＲＯ』、『トロイ』） 
[製作総] wad    Ｄ・Ｂ・ワイス（「ゲーム・オブ・スローンズ」）他 
[監督] ダニエル・ミナハン（「ＨＯＭＥＬＡＮＤ」、「ニュースルーム」）他 
[出演] エミリア・クラーク（デナーリス・ターガリエン役：清水理沙）  
[出演] ピーター・ディンクレイジ（ティリオン・ラニスター役：森川智之） 
[出演] キット・ハリントン（ジョン・スノウ役：花輪英司） 
[出演] ミシェル・フェアリー（キャトリン・スターク役：土井美加） 
[出演] レナ・ヘディ（サーセイ・バラシオン役：本田貴子）他 

 

第１話「新たな時代」 
スタニスの襲撃を迎え撃った報酬を受けていないティリオンは、父タイウィンにキャスタリー・ロックの城主の座を要求するが冷たくあしら

われる。“壁”の北でホワイトウォーカーに襲われたナイツウォッチの遠征隊は、危険を知らせるため壁に戻ることに。ジョン・スノウは、野

人の長にホワイト・ウォーカーと戦いたいと話し仲間に入る。一方、軍隊を築くため奴隷市場のある街アスタポアに赴いたデナーリスは

何者かに襲われ…。 

第２話「三つ目の鴉」 

ブランの元に夢に出てきた青年が現れ、ブランに特殊な能力があることを告げる。一方、ウィンターフェルを乗っ取ったシオンは見知ら

ぬ城に幽閉され、拷問を受ける。サンサはマージェリーとその祖母にジョフリーのことを聞かれ、思わず本音を漏らしてしまう。アリアらは

ハレンの居城を抜け出した矢先に“旗印なき兄弟団”と遭遇してしまう。ブライエニーと旅を続けるジェイミーは、スターク家の旗手ルー

ス･ボルトンの部下に見つかり…。 

＜第三章放送直前 全シリーズ一挙放送＞ 
【STAR３】（二ヵ国語版）＜第一章＞４/６（日）あさ６：００～ 

       【STAR３】（二ヵ国語版）＜第二章＞４/１３（日）あさ６：００～ 
【STAR１】（字幕版） ＜第一章＞４/７（月）～ ４/８（火）深夜２：１５～ 

＜第二章＞ ４/１４（月）～ ４/１５（火）深夜２：１５～

＜レギュラー初回無料放送！＞ 
【STAR３】（二ヵ国語版）４/２０（日）よる１０：００～ 
【STAR１】（字幕版）４/２１（月）よる９：００～ 



STAR CHANNEL ４月のイチオシ 
『華麗なるギャツビー（２０１３）』初放送スペシャル 

アメリカ文学の最高峰、Ｆ・スコット・フィッツジェラルドの代表作を、バズ・ラーマン監督が豪華絢爛に映像化した『華麗なるギャツビー（２０１３）』。本作の初放送に合わせ、ＳＴＡ
Ｒ１ではロバート・レッドフォードがギャツビーに扮した１９７４年版『華麗なるギャツビー』と見くらべ放送！ さらにＳＴＡＲ２では、２０１３年版でギャツビーを演じ、実力派俳優と
してますます磨きがかかっているレオナルド・ディカプリオの出演作を特集放送。この機会に２チャンネルで『華麗なるギャツビー』初放送スペシャルをたっぷりとお楽しみください！ 

見くらべシネマ  
『華麗なるギャツビー（１９７４）』ｖｓ．『華麗なるギャツビー（２０１３）』 

４/１２（土）／ ４/２６（土）一挙放送 （全２作品） 

  

『華麗なるギャツビー』（２０１３・豪＝米） 

 [監督] バズ・ラーマン 
 [出演] レオナルド・ディカプリオ／トビー・マグワイア 
 

バズ・ラーマン監督とレオナルド・ディカプリオの『ロミオ＆ジュリエット』コン

ビが映像化した２０１３年版。プラダやブルックス・ブラザーズの華麗な衣

裳の数々にティファニーのジュエリーなどが登場し、１９２０年代のジャズ

エイジを煌びやかに蘇らせた。テンポの良い演出と相まって、文芸もの

の堅苦しいイメージを覆す娯楽性たっぷりの内容に仕上がっている。豪

放さと純粋さを併せ持つ複雑な主人公をディカプリオが見事に演じ、強

い印象を残す。

 

『華麗なるギャツビー』（１９７４・米） 

 [監督] ジャック・クレイトン 
 [出演] ロバート・レッドフォード／ミア・ファロー 
 

フランシス・フォード・コッポラが脚本を担当した１９７４年版では、ロバート・

レッドフォードがコンプレックスと深い孤独を抱えたギャツビーの複雑な人

間性を繊細に演じた。ラルフ・ローレンがデザインしたスーツの数々を颯

爽と着こなした彼の気品が目に焼きつく１本。特に、淡い色合いのピンク

のスーツはセンセーショナルで、世間に“ＧＧ（Great Gatsby）ルック旋風”

が起こった。本作はアカデミー衣裳デザイン賞を受賞。 

 

 © Warner Bros. Entertainment Inc. ™ & © 2014 by Paramount Pictures Corporation. All rights reserved. 

レオナルド・ディカプリオ特集 
４/８（火）～ ４/１１（金）４夜連続放送 ／ ４/１２（土）一挙放送／ ４/１５（火）～４/１８（金）４夜連続放送（全４作品） 

 

  

『ブラッド・ダイヤモンド』（２００６・米＝独） 

[監督] エドワード・ズウィック 
[共演] ジーモン・フンスー／ジェニファー・コネリー 
 

内戦下のアフリカ・シエラレオネを舞台に、ダイヤ密売を巡り３人の男女

の運命が交錯するさまを描いたを社会派サスペンス。ダイヤの密売に手

を染める元傭兵を演じたディカプリオは、前半と後半で価値観の変化が

生じ迷いを持つことになる主人公を見事に演じ、アカデミー主演男優賞

にノミネートされた。地元の方言を完璧にマスターして、役になりきった彼

の熱演は見逃せない。 

  

『ジャンゴ 繋がれざる者』（２０１２・米）  
[監督] クエンティン・タランティーノ 
[共演] ジェイミー・フォックス／クリストフ・ヴァルツ 
 

クエンティン・タランティーノがマカロニ・ウエスタンへの愛を炸裂させ、オマ

ージュ満載で描いた痛快バイオレンス西部劇。ディカプリオが本作で演じ

たのは、可愛らしい響きの名前とは裏腹に、奴隷デスマッチ観戦が趣味と

いう農園主ムッシュ・キャンディ。一見穏やかな紳士ながら、瞳の奥に冷酷

さをにじませ、その演技力の幅を見せつけた。ゲイリー・オールドマンやヴァ

ル・キルマーを参考にしたという、彼のキレっぷりに注目したい。 

 

  © Lonely Film Productions GmbH & Co. KG © 2012 Visiona Romantica, Inc. All Rights Reserved. 

【その他のラインナップ】
『タイタニック』（１９９７・米） … 歴史的大ヒットを記録したスペクタクル・ロマン。ディカプリオは眩いばかりの美しさを見せつけ、“美青年”の代名詞に。 
『ロミオ＆ジュリエット』（１９９６・米） …バズ・ラーマン監督とディカプリオの初タッグ作。古典の主人公ロミオを現代風に演じきった。

 

 



STAR CHANNEL ４月のイチオシ 
1ヵ月まるごと！ エクスペンダブルズの逆襲 

シルヴェスター・スタローン監督・脚本・主演の下、ブルース・ウィリスやアーノルド・シュワルツェネッガーらハリウッドのアクション映画を代表する大人気スターたちが顔を揃え、夢の
競演を果たした話題作『エクスペンダブルズ』。今月は、その一挙に合わせ、年を重ねても若い奴らには負けんとばかりに活躍する“最強のオヤジたち”のアクション映画を３０日間連続全
２１作品特集放送します。“エクスペンダブルズ＝消耗品”になっても若い奴らには負けられない！ オヤジたちの大逆襲が今、はじまる！

 ４/１（火） ～ ４/３０（水） よる９：００～／平日午後１：００頃～ ３０日間連続放送 （全２１作品）  
 

  ≪総出演≫
『エクスペンダブルズ』＜シリーズ一挙＞ 
 

[監督] シルヴェスター・スタローン      （２０１０・米）
[出演] シルヴェスター・スタローン／ジェイソン・ステイサム 
 

古今東西のアクション・スターが集結した話題作。自らを“消耗品”と名

乗り、銃や爆薬、マーシャル・アーツなど、それぞれのスキルを武器にし

た最強無敵の傭兵集団“エクスペンダブルズ”。彼らが独裁政権打倒の

ため、命知らずでド派手なアクションを展開する！ それぞれが主役級

の活躍をしているアクション・スターが一堂に会した本作。出演したアク

ション・スターの集大成ともいえるアクションに次ぐアクションは、見るもの

に興奮と感動を与えること間違いなし！  

  ≪ジェイソン・ステイサム≫
『アドレナリン』（２００６・米） 
 

[監督] マーク・ネヴェルディン／ブライアン・テイラー 
[出演] ジェイソン・ステイサム／エイミー・スマート 
 

ジェイソン・ステイサム主演のノンストップ・アクション。毒を盛られた男

がアドレナリン全開で犯人探しに奔走！ “体内の毒を抑えるため常に

興奮しなければならない”という設定が秀逸で、アドレナリンを出し続け

るためにステイサム扮するシェブの行動１つ１つが凄すぎる！ ノンスト

ップなカーチェイスや銃撃戦、不利な状態での乱闘など、ステイサム

にしか出来ないアクションの数々はスカッとすること間違いなし！  

 

© 2010 ALTA VISTA PRODUCTIONS, INC. © 2006 LIONS GATE FILMS INC. And LAKESHORE 
ENTERTAINMENT GROUP LLC All Rights Reserved.

≪ジェット・リー≫ ≪アーノルド・シュワルツェネッガー≫ ≪ブルース・ウィリス≫ 

 

『ドラゴンゲート 
    空飛ぶ剣と幻の秘宝』 「ダニー・ザ・ドッグ」 『シックス・デイ』 『コマンドー

［ディレクターズ・カット版］』 『１６ブロック』 『ダイ・ハード／ラスト・デイ』 

      

© 2011Bona Entertainment Company Limited,  
All Rights Reserved 

© 2003 EUROPACORP-DANNY THE DOG 
LIMITED-TF1 FILMS PRODUCTION-CURRENT 
ENTERTAINMENT-QIAN YANG Intl Inc.  
All Rights Reserved. 

© 2000 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. ALL 
RIGHTS RESERVED.

© 1985 Twentieth Century Fox Film Corporation. All 
rights reserved. © 2006 Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co. 

KG III and Nu Image Entertainment GmbH. 
All Rights Reserved. 

© 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation.  
All rights reserved.

≪ジャン＝クロード・ヴァン・ダム≫
『その男ヴァン・ダム』 

≪ミッキー・ローク≫ 
『キルショット』 

≪シルヴェスター・スタローン≫
『デッドフォール』 【その他のラインナップ】 

＜総出演＞『エクスペンダブルズ２』 
＜シルヴェスター・スタローン＞『勝利への脱出』『ジャッジ・ドレッド』 
＜ジェイソン・ステイサム＞『セルラー』『ＰＡＲＫＥＲ／パーカー』 
＜アーノルド・シュワルツェネッガー＞『トータル・リコール（１９９０）』『イレイザー』 
＜ブルース・ウィリス＞『G.I.ジョー バック２リベンジ』 
＜ミッキー・ローク＆ブルース・ウィリス＞『シン・シティ』 
＜ジェイソン・ステイサム＆ミッキー・ローク＞『ロシアン・ルーレット』 

   

© 2008 GAUMONT - SAMSA FILM - ARTEMIS 
PRODUCTIONS - RTBF (Television belge).

© 2008 THE WEINSTEIN COMPANY, LLC.  
ALL RIGHTS RESERVED © Warner Bros. Entertainment Inc.
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STAR１ ４月のラインナップ 
 

土曜・日曜のよる９：００は、ＴＶ初登場作品を中心に最新ヒット作・話題作をお届けする「スターシアター９」でお楽しみ下さい。
さらに、「スターシアター９」翌日の日曜・月曜の夜には、スターチャンネル３にて日本語吹替放送もお届けします。 

『オブリビオン』（２０１３・米） 
[監督] ジョゼフ・コシンスキー 
[出演] トム・クルーズ／モーガン・フリーマン 
 

トム・クルーズが主演した壮大なＳＦアクション。人類が姿を消した未来の地球

を舞台に、真実を知るために闘うひとりの男を描く。 
 

【放送日】４/５（土）（字幕版） ４/６（日）（吹替版） 

 『華麗なるギャツビー』（２０１３・豪＝米） 

[監督] バズ・ラーマン 
[出演] レオナルド・ディカプリオ／トビー・マグワイア 
 

アメリカ文学の最高峰を、バズ・ラーマン監督×レオナルド・ディカプリオ主演

で映画化。謎多き大富豪の隠された素顔とは…？ 

 
 

【初回放送】４/１２（土）（字幕版） ４/１３（日）（吹替版） 

 

 © 2012 Universal Studios. All Rights Reserved.  © Warner Bros. Entertainment Inc. 

『LOOPER／ルーパー』（２０１２・米＝中）※吹替先行放送 
[監督] ライアン・ジョンソン 
[出演] ジョゼフ・ゴードン＝レヴィット／ブルース・ウィリス 
 

ジョゼフ・ゴードン＝レヴィット主演のＳＦアクション。未来からタイムワープする

犯罪者を消す暗殺者の元へ、未来の自分が現れる！ 

 
 

【初回放送】４/２６（土）（吹替版） ４/２7（日）（字幕版） 

 

『ジャッキー・コーガン』（２０１２・米） 
[監督] アンドリュー・ドミニク 
[出演] ブラッド・ピット／リチャード・ジェンキンズ 
 

ブラッド・ピットがセクシーな殺し屋を演じたノワール・アクション。裏社会を生き

抜く男たちの姿をスタイリッシュな映像で描く。 
 

 

【初回放送】４/１９（土）（字幕版） ４/２０（日）（吹替版） 

 

 © 2012 LOOPER DISTRIBUTION, LLC. ALL RIGHTS RESERVED  © 2012 Cogans Film Holdings, LLC 

『レッド・ライト』（２０１２・スペイン＝米） 
[監督] ロドリゴ・コルテス 
[出演] ロバート・デ・ニーロ／キリアン・マーフィ 
 

ロバート・デ・ニーロをはじめ豪華キャストが集結した異色サスペンス。伝説の

超能力者と、その正体を探る科学者の攻防を描く。   
 

 

【初回放送】４/２０（日）（字幕版） ４/２１（月）（吹替版） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『ムーンライズ・キングダム』（２０１２・米） 
[監督] ウェス・アンダーソン 
[出演] ブルース・ウィリス／エドワード・ノートン 
 

ウェス・アンダーソン監督が豪華スター共演で描いたコメディ・ドラマ。小島で

起きた１２歳カップルの逃避行と周囲の大人たちの騒動を描く。    
 

【初回放送】４/６（日）（字幕版） ４/７（月）（吹替版） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©2011 VERSUS PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS S.L. 
(NOSTROMO PICTURES) / VS ENTERTAINMENT LLC  © 2012 MOONRISE LLC. All Rights Reserved. 

『逃走車』（２０１３・米） 
[監督] ムクンダ・マイケル・デュウィル 
[出演] ポール・ウォーカー／ナイマ・マクリーン 
 

急逝したポール・ウォーカーが主演したカー・アクション。犯罪に巻き込まれた

男の逃走を、全編車内からの視点で描く。  
 

【初回放送】４/１３（日）（字幕版） ４/１４（月）（吹替版） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  © 2012 Vehicle 19 Films CC   



STAR１ ４月のラインナップ 
 

 
毎週日曜日の午前１０：００は、「クラシックプレミアム」。

映画史に残る名作、秀作、話題作など、映画ファン必見作をバラエティ豊かにピックアップしてお届けします。

『愛と哀しみのボレロ』（１９８１・仏） 
  

[監督] クロード・ルルーシュ 
[出演] ロベール・オッセン／ニコール・ガルシア 
 

カラヤン、ピアフら４人の音楽家をモデルに、１９３０年代から４５年間に渡る４

家族の波乱に満ちた人生を描く。『白い恋人たち／グルノーブルの１３日』の

クロード・ルルーシュが製作・監督・脚本を務め、ヘルベルト・フォン・カラヤ

ン、グレン・ミラー、ルドルフ・ヌレエフ、エディット・ピアフなど実在の音楽家た

ちをモデルに作り上げた壮大な人生絵巻。第二次大戦を挟んだ４つの家族

のドラマが綴られ、苦難を乗り越えたそれぞれの登場人物が一堂に会する姿

が感動を呼ぶ。モーリス・ベジャールが振付を担当した「ボレロ」の圧巻のダン

スシーンも見どころ。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 1981 Les Films 13 - TF1 Films Productions. All Rights Reserved. 
 

『旅情』（１９５５・英＝米）  
  

[監督] デヴィッド・リーン 

[出演] キャサリン・ヘプバーン／ロッサノ・ブラッツィ 
 

キャサリン・ヘプバーンが、異国でロマンティックな大人の恋を体験する女性

を演じた名作ラブロマンス。ブロードウェイの人気戯曲を原作に、独身の中年

女性が旅先で出会ったイタリア人男性と恋に落ちる姿を描く。監督は『アラビ

アのロレンス』などの巨匠デヴィッド・リーン。水の都ベニスの風景を美しい映

像で捉え、名曲「サマータイム・イン・ベニス」が恋の陶酔と切なさを駆り立て

る。映画史に残るラストシーンも見どころ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© MCMLV BY LOPERT FILMS INCORPORATED.  
ALL RIGHTS RESERVED. 

★カンヌ国際映画祭フランス映画高等技術委員会賞受賞。   
【初回放送】４/６（日） 【初回放送】４/１３（日）

 

『砂塵』（１９３９・米） 
  

[監督] ジョージ・マーシャル 

[出演] ジェームズ・スチュアート／マレーネ・ディートリッヒ 
 

ジェームズ・スチュアート＆マレーネ・ディートリッヒ共演の西部劇。悪徳市長

が牛耳る汚職にまみれた町を正すためにやって来た頭脳派の保安官補の活

躍を職人監督ジョージ・マーシャルが、熟練の演出手腕で描く。マレーネ・デ

ィートリッヒにとって本作は初の西部劇出演。姉御肌できっぷのいいヒロインを

堂々たる貫録で演じて新境地を開拓した。また、暴力ではなく頭脳でピンチを

切り抜ける主人公を演じたジェームズ・スチュアートもユーモラスな妙味をか

もし出しており、２大スターの競演は公開当時、大きな話題に。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 1939 Universal Pictures Co., Inc. Renewed 1967. 
All Rights Reserved. 
 

『暗黒への転落』（１９４９・米） 
  

[監督] ニコラス・レイ 
[出演] ハンフリー・ボガート／ジョン・デレク 
 

『マルタの鷹』、『カサブランカ』などで大スターとなったハンフリー・ボガートが、

自身のプロダクションで製作と主演を兼ねた法廷ドラマ。スラム出身から這い

上がった弁護士が、同じ境遇から悪の道に走った青年を全力で弁護する姿

を描く。冷徹な検事とボガートが対決する緊迫の法廷劇を演出したのは、『理

由なき反抗』のニコラス・レイ監督。更生を阻む社会の偏見を痛烈に批判し

ながら、物語は思わぬ終幕を迎えてゆく。裁判長や判事、陪審員など周囲を

引き込む後半での演説シーンは白熱の名シーン。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 1949, renewed 1976 Columbia Pictures Industries, Inc.  
All Rights Reserved. 

【初回放送】４/２０（日）  
 

 【初回放送】４/２７（日）  

  

 



STAR１ ４月のラインナップ 
  

“映画で輝きに溢れた人生を”をメッセージに、ファッション、旅、食、ライフスタイルなどのテーマでセレクトした映画をお届けするコーナー、BRILLIANT CINEMA。４月は“SEX IN THE 
MOVIES ～オンナのホンネ～”をテーマに、映画に登場するさまざまなエロティック・シーンを紹介。あなたはこのシーンに共感？ それとも異論あり？ 映画を通して、女性にとっての“官
能”とは何なのかを考えてみたい！ 

【STAR1】（字幕版）毎週水曜日 よる９：００～ ／【STAR3】（吹替版）毎週土曜日 ひる１：００～ 

『チェリーについて』（２０１２・米） 
  

[監督] スティーヴン・エリオット 

[出演] アシュレイ・ヒンショウ／ジェームズ・フランコ 

 

家を飛び出した１人の少女が、ポルノ業界に足を踏み入れて行く姿をエロテ

ィックな描写を交えて描いた青春ドラマ。実際にポルノ女優として活動した過

去を持つ脚本家が描き出す、ポルノ業界の内幕がリアルと話題に。本作が初

主演となったアシュレイ・ヒンショウが初々しくも大胆なヌードで見る者を魅了

し、甘いだけではなくほろ苦いチェリーの赤裸々な人生を活写。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2012 THE STEPHEN ELLIOT PROJECT, LLC. 

『ヘンリー＆ジューン／私が愛した男と女』 
  

[監督] フィリップ・カウフマン          （１９９０・米）

[出演] フレッド・ウォード／ユマ・サーマン 

 

「北回帰線」などで知られる米国の作家ヘンリー・ミラーとその妻、そして愛人

の３人が織り成す刺激的な愛の世界を描いたエロティックで退廃的なラブロ

マンス。物語の語り部となるアナイスが性の悦びを知り、純粋無垢な人妻から

次第に開放的になっていく様子が印象的！ エロティックなシーンを直接は

映さず、喘ぎ声やシルエット、ギターをつまびく仕草とシンクロさせるなど、官能

的かつ気品の漂う１本。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 1990 Universal Studios. All Rights Reserved. 
 

【放送日時】４/２（水）（STAR1）／ ※STAR3での本作の吹替版の放送はございません。 【放送日時】４/９（水）（STAR1）／ ※STAR3での本作の吹替版の放送はございません。

『マッチポイント』（２００５・英＝ルクセンブルク） 
  

[監督] ウディ・アレン 

[出演] ジョナサン・リス＝マイヤーズ／スカーレット・ヨハンソン 

 

ウディ・アレン監督が本拠地ニューヨークを離れ、ロンドンを舞台に撮り上げた

サスペンス。先ごろ、男性誌「Ｅｓｑｕｉｒｅ」が行う“最もセクシーな女性”に選ば

れたばかりのスカーレット・ヨハンソンが、肉感的なルックスで男を狂わせ、悩

ませる小悪魔を演じるのが本作。彼女のぽってりとした唇から漏れる、アメリカ

ン・アクセントの台詞が官能的。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© JADA PRODUCTIONS 2005 

『ストレンジャー』（１９９５・米＝カナダ＝独） 
  

[監督] ピーター・ホール    

[出演] レベッカ・デモーネイ／アントニオ・バンデラス 

 

『ゆりかごを揺らす手』の悪女役で話題となったレベッカ・デモーネイが、製作

と主演を兼ねた官能サスペンス。女性犯罪心理学者の前に現れたセクシー

な男性との関係によって、彼女の周りで起こる不信な事件を描く。ヒロインとワ

イルドなエロティック・シーンに興じるのは、ラテンの色男アントニオ・バンデラ

ス。あんな挑発的な視線で見つめられたら、どんな女性もイチコロ？！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 1995 Never Talk To Strangers Productions, Inc.  
All Rights Reserved. 

【放送日時】４/１６（水）（STAR1）／ ４/１９（土）（STAR３） 【放送日時】４/２３（水）（STAR1）／ ４/２６（土）（STAR３） 

『ワイルド ラヴァーズ』（２０１３・カナダ） 
  

[監督] マイケル・グリーンスパン 

[出演] ケイティ・キャシディ／トレイシー・スピリダコス 

 

元恋人の暴力に悩む女子大生が自分と似た境遇のルームメイトと出会い、

犯罪に巻き込まれていく姿を描くサスペンス。女同士の友情が、ある一線を

越えて禁断の関係へと育っていくシーンは必見。いま流行中の“ルーム・シェ

ア”も、何かのきっかけで本作のような展開になるかも？！なんて、興味と怖

さ半々で見てみたい１本。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2012 New Girl Productions, Inc. All Rights Reserved. 

 

【放送日時】４/30（水）（STAR1）／ ※STAR3での本作の吹替版の放送はございません。 

各作品に関する詳細やお得なプレゼント情報は、BRILLIANT CINEMA CLUB WEB ページでチェック！ http://brilliantcinema.com/ 



STAR１ ４月のラインナップ 
 

 

 
「本邦初公開作品」を含む、スターチャンネルだからこそ放送できる貴重な作品をお送りする人気コーナー「オススメ！掘り出シネマ」。有名スター出演作品、 
映画賞受賞作品など、スターチャンネルが自信を持ってお届けする、まだあなたの知らない傑作＆話題作を、お届け！ どうぞご期待ください！
 

 『カンパニー・オブ・ヒーローズ バルジの戦い』
[監督] ドン・マイケル・ポール        （２０１３・米）  

[出演] トム・サイズモア／チャド・マイケル・コリンズ 
 

第二次世界大戦末期、劣勢に立たされたドイツ軍が西部戦線で最後の反

撃をしたバルジの戦いの裏側で、ナチスの原子爆弾製造計画の阻止に奔

走した連合軍精鋭部隊の戦いを描く戦争アクション。 

【掘り出しポイント！】  
全世界でシリーズ販売累計４００万本の大ヒットを記録した同名ゲームの

映画版。アメリカ本土の爆撃をも視野にナチスにより秘密裏に進められて

いた原子爆弾の製造を止めるため、文字通り命をかけて敵陣に乗り込んだ

“英雄たち”。史実にインスパイアされて描かれたという壮絶な戦いの描写

に圧倒されると同時に、国に残してきた愛する人達を想いながらも命がけ

で前線で戦う男達のロマンにグッとしびれる一本。トム・サイズモア（『プライ

ベート・ライアン』）やヴィニー・ジョーンズ（『大脱出』）らのシブさにも支えら

れ、単なるゲームの映画化では留まらない良質な筋書きのある戦争アク

ションに仕上がっている。 

【初回放送】４/３（木） 

 
 

『４０歳からの家族ケーカク』（２０１２・米）    
[監督] ジャド・アパトー            
[出演] ポール・ラッド／レスリー・マン 
 

 

『４０歳の童貞男』のジャド・アパトー監督が、自身の人気作『無ケーカクの

命中男／ノックトアップ』の主人公（キャサリン・ハイグル）の姉夫婦を主役

に置き換え、夫婦や親子間で起こる様々なトラブルやすれ違いをユーモラ

スに描いたスピンオフ。  

【掘り出しポイント！】  

セックスレス、仕事や育児の行き詰まりなど、結婚十数年目を迎える夫婦

の悩みをアパトー作品らしくユーモアたっぷり、リアルに描いた本作。ポー

ル・ラッドら主演陣の、どこにでもいそうな生活感漂う雰囲気に非常に共感

を覚える。それもそのはず、アパトー作品常連のポールに加え、妻役はア

パトーの本妻レスリー・マン、さらに娘役の２人はアパトー＆レスリーの実の

娘達といった顔ぶれで、息が合わないハズがない。Ｋ・ハイグルとセス・ロー

ゲンは出演しませんが、ミーガン・フォックスのセクシーな姿が拝めます！ 

【初回放送】４/８（火） 

 

 

 © 2012 Sony Pictures Worldwide Acquisitions Inc.  
All Rights Reserved. 

© 2012 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED. 

  

 

 
録画に便利なコーナー「ミッドナイトシアター」。スターチャンネル１の毎日よる９時に放送している作品を同日の深夜に再放送。スターチャンネル オススメのゴ
ールデンタイム作品を見逃した方、録画できなかった方は「ミッドナイトシアター」で録画してお楽しみください！                            

※海外ドラマは除く ※４／７（月）、４／１４（月）は特別編成のためお休みします 

『オブリビオン（２０１３）』 『華麗なるギャツビー（２０１３）』 『逃走車』 『ジャッキー・コーガン』 『ムーンライズ・キングダム』 『レッド・ライト』 

      

© 2012 Universal Studios. All Rights Reserved. © Warner Bros. Entertainment Inc. © 2012 Vehicle 19 Films CC
 

© 2012 Cogans Film Holdings, LLC © 2012 MOONRISE LLC. All Rights Reserved.

 
© 2011 VERSUS PRODUCCIONES 

CINEMATOGRAFICAS S.L. (NOSTROMO PICTURES) 
/ VS ENTERTAINMENT LLC 



STAR１ ４月のラインナップ 
劇場新作『アメイジング・スパイダーマン２』公開記念スペシャル 

人気アメコミヒーロー、スパイダーマンの活躍を装いも新たに描き大ヒットを記録した新シリーズの第２作『アメイジング・スパイダーマン２』がいよいよ４／２５に劇場公開！ 突如現れ
た最強の敵エレクトロ、そしてオズコープ社の御曹司ハリー・オズボーン…。次々に現れる強敵と戦い続け、ヒーローであることの責任に葛藤するスパイダーマンこと、ピーター・パーカー。
立ちはだかる強敵にスパイダーマンはいかにして立ち向かうのか！？ そんな超話題作の公開に合わせ、サム・ライミ監督版シリーズ、そして再始動第１作を一挙放送！

【ＳＴＡＲ１】４/１９（土）一挙放送 ／ ４/２７（日）～ ４/３０（水）４夜連続放送（全４作品）
【ＳＴＡＲ３】４/２１（月）～４/２４（木）4日間連続放送（全４作品）

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『アメイジング・スパイダーマン』（２０１２・米） 

 [監督] マーク・ウェブ 
[出演] アンドリュー・ガーフィールド／エマ・ストーン 

『（５００）日のサマー』のマーク・ウェブ監督、主演に『ソーシャル・ネットワ

ーク』のアンドリュー・ガーフィールドを迎えて再始動した『スパイダーマン』

新シリーズの第１弾。新たな映像表現や躍動感あふれるアクションと共

に両親失踪に絡む謎など、主人公の知られざる一面も明らかになってゆ

く。ヒロインを演じたエマ・ストーンとガーフィールドによるフレッシュなロマン

スにも注目。彼らは本作をきっかけに私生活でも恋人に。 

 

 

 

『スパイダーマン』（２００２・米） 

 [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 

アメコミの老舗出版社、マーベル・コミックの代表作を『スペル』などのサ

ム・ライミ監督が完全実写化したヒット作。悪の怪人グリーン・ゴブリンとの

戦いをメインにしつつ、スーパーヒーローとしての力を誇るゆえに生じる責

任、想いを寄せるメリー・ジェーンとの波乱めいた恋など、主人公ピーター

の成長と苦悩、青春もしっかり描いているのが魅力。高層ビルの間を縦横

無尽にスパイダーマンが跳び回るＶＦＸシーンの数々も迫力満点。 

 

 © 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. |  
Marvel, and the names and distinctive likenesses of Spider-Man and all 
other Marvel characters: ™ and © 2013 Marvel Entertainment, LLC &  
its subsidiaries. All Rights Reserved. 

Motion Picture © 2002 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights 
Reserved. | Spider-Man Character ® & © 2013 Marvel Characters, 
Inc. All Rights Reserved. 

 【その他のラインナップ】 『スパイダーマン２［エクステンデッド版］』（２００４・米） ／ 『スパイダーマン３』（２００７・米）   

特撮アクション新シリーズ 
『牙狼＜GARO＞ -魔戒ノ花-』＆『絶狼＜ZERO＞ -BLACK BLOOD-』特別放送

２００５年１０月、テレビ東京系列で放映され、現在に至るまで熱狂的なファンに支持されるアクションホラードラマ「牙狼」シリーズ。この世の闇に潜む魔物「ホラー」を狩ることを宿命
づけられた「牙狼」の称号を持つ魔戒騎士の活躍を描く本シリーズの最新作にして、心技体全てにおいて歴代最強の黄金騎士ガロとされる雷牙が登場する『牙狼＜GARO＞-魔戒ノ花-』。そ
して『牙狼』シリーズ圧倒的人気を誇る、魔戒騎士・涼邑零を主人公にした、スターチャンネルで世界初放送となる劇場版特撮アクション新シリーズ『絶狼＜ZERO＞-BLACK BLOOD-』を
特別放送！ ハイクオリティな特撮映像技術、そして徹底的に構成されたストーリーが融合した従来にない独特の世界観をこの機会にぜひお楽しみください！

『牙狼＜GARO＞ -魔戒ノ花-』４/１１（金）から毎週金曜よる８：１５ 放送 （全２５話）
『絶狼＜ZERO＞ -BLACK BLOOD-』４/９（水）、４/１０（木）深夜２：４０ ２夜連続放送

 

  

『牙狼＜ＧＡＲＯ＞‐魔戒ノ花‐』（全２５話） 
[総監督] 雨宮慶太              （２０１４・日）

[出演] 中山麻聖／水石亜飛夢／石橋奈津美 
第１話「化石」 

“歴代最強の黄金騎士ガロ”とされる冴島雷牙の活躍を描く新シリーズ。

博物館に展示されていた石板が何者かによって破壊され、封印されて

いたホラーが解き放たれてしまった。その場にいた警備員のセキヤは、

過去の陰我からホラー・アズタブに憑依されてしまう。アズタブ討伐の指

令を受けた冴島雷牙は、元老院からの遣いが強力な魔道具を持って自

分を訪ねてくると知るが…。 

  『絶狼＜ＺＥＲＯ＞
-ＢＬＡＣＫ ＢＬＯＯＤ-』（全 2作品） 

[監督] 金田龍                （２０１３・日） 
[出演] 藤田玲／梨里杏／武士直樹 
シリーズ構成・脚本に数々の特撮作品や大ヒットアニメ『進撃の巨人』を手

掛けてきた小林靖子を迎え、特撮界のトップクリエイター・雨宮慶太が原

作・総監督として携わり、海外映画祭での受賞歴もある金田龍がメガホン

を握った新シリーズ劇場版。人間の陰我を喰らう魔獣ホラーと、守りし者で

ある魔戒騎士との戦いを描いた新たな特撮アクションドラマとして、銀牙騎

士ゼロ＝涼邑零の物語を描く。世界初放送となる劇場版。 

 

  © 2014 雨宮慶太／東北新社 © 2013 「絶狼」 雨宮慶太／東北新社 



STAR１ ４月のラインナップ 
海外ドラマ『ダウントン・アビー シーズン３』

一挙放送
１９００年代初頭の英国貴族の生活を描き、全世界で高い評価を得ている海外ドラマ『ダウントン・アビー』待望のシーズン３を独占放送。物語は、紆余曲折を経てついに結ばれたメアリー
とマシューの挙式前夜から始まり、屋敷の存続を揺るがす資産問題、身分を越えて結婚したシビルとブランソンの運命、獄中のベイツのその後など、並行して進むそれぞれの人間ドラマから
目が離せない。シャーリー・マクレーン、リリー・ジェームズら豪華キャストが名を連ねる新キャラクターの登場にも注目！ 今月は字幕版にてシリーズ一挙放送！

【STAR1】（字幕版）４/１４（月）～２５日（金） 平日ひる１２：３０～（全１０話） 

『ダウントン・アビー シーズン３』（２０１２年・英製作／全１０話） 

 

 

 
 

 

 

 
 

© 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. 

[製作総指揮] ジュリアン・フェローズ（『ゴスフォード・パーク』『ヴィクトリア女王 世紀の愛』） 
[製作総指揮] ギャレス・ニーム（「ＲＯＭＥ［ローマ］」、「華麗なるペテン師たち」）他 
[監督] ブライアン・パーシヴァル（『グレイシー・フィールズ物語』） 他 
[出演] ヒュー・ボネヴィル（ロバート役）  
[出演] エリザベス・マクガヴァーン（コーラ役） 
[出演] マギー・スミス（バイオレット役）  
[出演] ミシェル・ドッカリー（メアリー役） 

ダン・スティーヴンス（マシュー役） 他 

 
 

第１話「挙式前夜」 

第２話「晩餐会」 

第３話「天国と地獄」 

第４話「憂国の逃亡者」 

第５話「絶望の淵」 

第６話「追憶の日々」 

第７話「目撃」 

第８話「クリケット大会」 

第９話「スコットランドの休日」 

第１０話＜最終話＞「幸せの絶頂で」 
 

 

 

 



【その他おすすめ作品】 
『別離』（２０１１・イラン）  

[監督] アスガー・ファルハディ [出演] レイラ・ハタミ／ペイマン・モアディ 

『バーニング・クロス』（２０１２・米）  
[監督] ロブ・コーエン [出演] タイラー・ペリー／マシュー・フォックス 

『ファイヤー・ウィズ・ファイヤー 炎の誓い』（２０１２・米）  
[監督] デヴィッド・バレット [出演] ジョシュ・デュアメル／ブルース・ウィリス 

『ウォリスとエドワード 英国王冠をかけた恋』（２０１１・英） 
[監督] マドンナ [出演] アビー・コーニッシュ／アンドレア・ライズブロー 

『俺のムスコ』（２０１２・米）  
[監督] ショーン・アンダース [出演] アダム・サンドラー／アンディ・サムバーグ 

『デイ・アフター・トゥモロー』（２００４・米） 
[監督] ローランド・エメリッヒ [出演] デニス・クエイド／ジェイク・ギレンホール 

『ゴースト＆ダークネス』（１９９６・米）  
 [監督] スティーヴン・ホプキンス [出演] マイケル・ダグラス／ヴァル・キルマー 

『アナコンダ２』（２００４・米）  
 [監督] ドワイト・Ｈ・リトル [出演] ジョニー・メスナー／ケイディ・ストリックランド 

『カンフーハッスル』（２００４・香港＝中）  
 [監督] チャウ・シンチー [出演] チャウ・シンチー／ユン・ワー 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
映画特集チャンネル 

 
 
 
 



STAR２ ４月のラインナップ 
海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ 第三章』初放送

ダークファンタジー特集 
ダークファンタジーと壮大なストーリーで世界中を席巻している大ヒット海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』の第三章がいよいよ４月に独占放送スタート。その初放送に合わせ、その
ダークな世界観で見るものを虜にする選りすぐりのファンタジー映画を特集放送！ 海外ドラマの新シリーズを見る前に、映画でダークファンタジーの世界をお楽しみください。 

４/５（土）一挙放送 ／ ４/８（火）～ ４/１１（金）４日間連続放送（全４作品）
 

  

『ホビット 思いがけない冒険』 

[監督] ピーター・ジャクソン  （２０１２・米＝ニュージーランド）
[共演] イアン・マッケラン／マーティン・フリーマン 
 

映像化不可能と言われたＪ．Ｒ．Ｒ．トールキン原作「指輪物語」を、みご

と『ロード・オブ・ザ・リング』３部作で成功に導いたピーター・ジャクソン監

督が、再びトールキン文学に挑戦した冒険ファンタジー。シリーズから遡

ること６０年前の世界を舞台に、のちにフロドの養父となるビルボの冒険を

幻想的かつ壮大なスケールで描く。竜が登場したり、その世界観が海外

ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』と似ている本作。新シリーズを見る前に

チェックしておきたい。 

  

『ヘンゼル＆グレーテル』（２０１３・独＝米）  
[監督] トミー・ウィルコラ 
[共演] ジェレミー・レナー／ジェマ・アータートン 
 

グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」を、誰も見た事のないファンタジーアク

ションという現代的解釈によって描いた“おとぎ話映画”。魔女に監禁され

たトラウマから、賞金稼ぎ・魔女ハンターとなったヘンゼルとグレーテル兄

妹。彼らの復讐と闘いを、激しいアクションを伴う超絶バトル満載で描く。魔

女ハンターという今までにない斬新な設定と、テンポの良いアクションで見

せるあっという間の９０分。自然の中で撮影された壮大なスケールの映像

も、より一層ファンタジー要素を高めている。 

 

 © 2013 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. AND 
WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.  
ALL RIGHTS RESERVED. 

© 2012 Paramount Pictures Corporation and Metro-Goldwyn-Mayer 
Pictures Inc.. All Rights Reserved 

【その他のラインナップ】 『リンカーン／秘密の書』（２０１２・米） … 昼は大統領、夜はヴァンパイア・ハンターという二つの顔を持つリンカーンの活躍を描く！
【その他のラインナップ】 『スノーホワイト』（２０１２・米） … グリム童話「白雪姫」を原作に、闘う白雪姫を描いた新解釈ダークファンタジー。 

 

  

２週連続 TOHOシネマズ シャンテ セレクション 
１９８７年、東京・日比谷映画劇場跡地に開業した TOHOシネマズ シャンテ（当時の名称はシャンテ シネ）。ここは、“ミニシアター”が一般的に認知されるきっかけとなった映画館で、
アート系の作品や女性向けの作品など、上質なラインナップが特徴です。今回は、そんなTOHOシネマズ シャンテで上映された様々な作品の中から、選りすぐりの８本を特集放送。名画を
世に送り出し続けるTOHOシネマズ シャンテが選んだ、心地よい感動に包まれる珠玉の作品群を自宅でゆっくりと堪能してみてはいかがでしょうか？
４/６(日) ＆ ４/１３(日)一挙放送 ／ ４/１(火)～４/４(金) ＆ ４/８(火)～４/１１(金) ２週連続放送 ／ ４/１５(火)～４/１８(金) ４日間連続放送（全８作品） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『サンシャイン・クリーニング』（２００８・米）  
 [監督] クリスティン・ジェフズ      
 [出演] エイミー・アダムズ／エミリー・ブラント 

『リトル・ミス・サンシャイン』のプロデュースチームが手掛けた、コメディタ

ッチの心温まる人間ドラマ。エイミー・アダムズとエミリー・ブラントが、何を

やってもうまくいかない負け犬姉妹を好演し、過酷な労働を経て次第に

人生の意味を見出してゆく姿を描く。幼い時に思い描いていたような人

生を歩める人は多くはないはず…。気がつくと、そんな自分と不器用な

彼女たちの姿がダブり、勇気を与えてくれる１本。 

 

 

 

『永遠のマリア・カラス』（２００２・伊＝仏＝スペイン＝英） 
[監督] フランコ・ゼフィレッリ 
[出演] ファニー・アルダン／ジェレミー・アイアンズ 

２０世紀を代表する歌姫マリア・カラスの晩年を、オペラに造詣が深く彼女

の友人でもあったフランコ・ゼフィレッリ監督が映画化したドラマ。実際のエピ

ソードを元に、隠遁生活を送っていたカラスの知られざる素顔と、世界中を

魅了した歌声の裏に秘められた苦闘を描く。全編を通して流れるカラス本

人の歌声が耳に心地よく、まるで気分はオペラ座にいるかのよう。トリュフォ

ーのミューズだったファニー・アルダンの貫録ある佇まいも見事に調和。 

 

 © 2008 Big Beach LLC. ALL RIGHTS RESERVED. © 2002 Medusa Film ‐ Cattleya ‐ Film and General Productions 
‐ Galfin ‐ Alquimia Cinema ‐ MediaPro Pictures ‐ 

【その他のラインナップ】
『１７歳の肖像』（２００９・英＝米） … １７歳の少女の心を瑞々しいタッチで綴る。『マリーゴールドホテルで会いましょう』（２０１１・英＝米） … インドを訪れた７人の男女が人生の喜びを再発見！ 
『イン・アメリカ／三つの小さな願いごと』（２００２・アイルランド＝英） … 移民家族の絆を描いた感動作。『最強のふたり』（２０１１・仏） … 驚異の大ヒットを記録したフランス発感動コメディドラマ。 
『ヘルプ ～心がつなぐストーリー～』（２０１１・米＝印） … ６０年代米南部を舞台に、保守的な町が変化するさまを描く。『ココ・シャネル』（２００８・伊＝仏＝英） … ココ・シャネルの波乱の生涯を描く。 

 



STAR２ ４月のラインナップ 
  

発掘！ お宝名作 
映画をめぐる視聴環境が目まぐるしく変化し、ありとあらゆる映画に簡単にアクセス可能になった現代。しかし、そんな現代においてもめったにお目にかかることのできない、ソフト未発売
のお宝名作映画を一挙特集。ソフトは出ていない、でも映画ファンのあなたにこそ見てほしい選りすぐりのお宝作品を全４作品お届けします。※ＤＶＤ発売情報は２０１４年2月時点での情報となります。 

４/１４（月）～ ４/１７（木）４日間連続放送 ／ ４/１９（土）一挙放送（全４作品）
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『デッドライン～USA』（１９５２・米）  
[監督] リチャード・ブルックス      
[出演] ハンフリー・ボガート／エセル・バリモア 

『マルタの鷹』、『カサブランカ』などでハードボイルド・スターの地位を確

立したハンフリー・ボガート主演の社会派サスペンス。気骨ある編集長

が、新聞廃刊の瀬戸際に立っても暗黒街の大物の悪事を叩き続ける。

犯罪組織と真っ向から対決する展開はサスペンスたっぷりで、風格を増

したボガートの魅力が存分に堪能できる。日本では長らく未公開だった

が、１９８４年に初公開されファンの間で話題に。 

 

 

 

『雨を降らす男』（１９５６・米） 
[監督] ジョゼフ・アンソニー 
[出演] バート・ランカスター／キャサリン・ヘプバーン 

ハリウッドを代表する名優バート・ランカスターとキャサリン・ヘプバーンが共

演した名作人間ドラマ。リチャード・ナッシュによるブロードウェイのヒット舞台

劇を、舞台版の演出も手掛けたジョセフ・アンソニー監督が映画化。ナッシ

ュ自身も脚色を担当し、干ばつの農場に雨を降らせるという詐欺師の男と

夢を忘れかけた女性との交流を描く。言葉巧みに人々の信用を得てゆく

主人公を、ランカスターが好演している。 

 

 © 1952 Twentieth Century Fox Film Corporation. Renewed 1980 
Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 

™, ® & © 2014 Paramount Pictures. All Rights Reserved. 

【その他のラインナップ】『爆走！』（１９７２・英） … アリステア・マクリーンの冒険小説「恐怖の関門」を映画化。メキシコ湾に沈んだ莫大な金貨と宝石を巡るノンストップアクション。 
『オクラホマ巨人』（１９７３・米） … ジョージ・Ｃ・スコット主演のドラマ。オクラホマの油田を舞台に、石油採掘に命をかける３人の男女と大資本家の争いを描く。   

 

ジョージ・Ｃ・スコット特集 
俳優なら誰もが憧れるアカデミー賞。しかしその賞に対し、“競走馬を走らせるショー”とアカデミー協会を非難し、ノミネートも含め３度も拒否した唯一の俳優、ジョージ・C・スコット。
アカデミー賞で主演男優賞を拒否したにも関わらず、その演技に賞賛の嵐が贈られた名作『パットン大戦車軍団』をはじめ、様々な役を強烈なインパクトで演じたスコットの出演作４作品を
特集放送します。 

４/２１（月）～ ４/２４（木）４日間連続放送 ／ ４/２６（土）一挙放送（全４作品）
 

  

『パットン大戦車軍団』（１９７０・米） 

[監督] フランクリン・Ｊ・シャフナー 
[共演] カール・マルデン／マイケル・ストロング 
 

アカデミー作品賞など７部門に輝いた戦争ドラマの名作。『猿の惑星』の

フランクリン・Ｊ・シャフナーが監督を務め、第二次世界大戦で活躍したジ

ョージ・パットン将軍の波乱の人生を描く。パットン将軍という複雑な個性

を持った人物を強烈に演じ、その人となりを浮き彫りにしてみせたスコット

の演技力が光る代表作。また、本作で頭を剃り、入れ歯をし、鼻を矯正

したその役作りにも脱帽させられる。主演男優賞を拒否した際に、対立し

ていたアカデミー協会から「評価するのはジョージ・Ｃ・スコットという人物

ではなく、彼の演技力」と言わしめたほど。 
 

  

『ヒンデンブルグ』（１９７５・米）  
[監督] ロバート・ワイズ 
[共演] アン・バンクロフト／ウィリアム・アサートン 
 

１９３７年にアメリカ上空で発生した飛行船ヒンデンブルグ号の爆発事故。

未だ真相が不明とされるこの事件を、陰謀説に基づいてロバート・ワイズ監

督が映画化したパニックサスペンス。タイムリミットの要素も併せ、スリリング

な作品に仕上がっている本作で、スコットの役どころは空軍大佐フランツ・リ

ッパー。巨大な飛行船ヒンデンブルグ号という密室状態で爆破テロ犯を追

いつめるリッパーを、スコットは冷静を装いつつ情熱を内に秘めた演技で好

演。爆破までのタイムリミットが刻一刻と迫る中、彼の執念と情熱を全面に

出した演技が、一層物語の緊迫感を高める。 
 

 

 © 1969 Twentieth Century Fox Film Corporation. Renewed 1997 
Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 

 

© 1975 Universal Pictures. All Rights Reserved. 

【その他のラインナップ】『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を・愛する・ようになったか』（１９６４・米＝英） … 強硬派な将軍を演じたＳＦコメディ。 
【その他のラインナップ】 『オクラホマ巨人』（１９７３・米） … 油田採掘場に雇われたスコット扮するメイス。油田を守るため孤軍奮闘する！ 

 

      



STAR２ ４月のラインナップ 
ウィリアム・ワイラー監督特集 

アカデミー監督賞を３回受賞し、ハリウッド黄金期を支えた巨匠の中の巨匠として現在もその名を残すウィリアム・ワイラー監督。約４０年にわたり、幅広いジャンルで一級の作品を世に送
り出してきた彼の代表作３作品を特集放送。 

４/２０（日） 一挙放送 ／ ４/２３（水）～ ４/２５（金）３日間連続放送（全３作品）
 

  

『ベン・ハー』（１９５９・米） 

 [出演] チャールトン・ヘストン／スティーヴン・ボイド 
 

ルー・ウォーレスのベストセラー小説を原作に、巨費を投じて製作された

一大歴史スペクタクル。アカデミー賞では作品賞など１１部門を受賞し、

ワイラー監督３度目となる監督賞受賞が話題に。ベン・ハーの数奇な運

命を縦軸に、ローマ帝国の圧政とキリストの最期を横軸にして神話的な

スケールの物語が展開する。チャールトン・ヘストンが肉体美を発揮する

戦車競走場面と、キリスト復活シーンは最大の見どころ。 

  

『ローマの休日』（１９５３・米＝伊） 

[出演]オードリー・へプバーン／グレゴリー・ペック 
 

ワイラーが、当時まだ無名だったオードリー・ヘプバーンを抜擢したロマンス

映画の不朽の名作。キュートでありながら気高い彼女の佇まいに世界中の

ファンが魅了され、日本では今も圧倒的な人気を誇る。階段を使った名シ

ーンが多いことから“階段シーンの名手”とも言われたワイラーの手腕が光

る作品で、階段を昇り振り返ったオードリーの表情に心打たれてしまう。ま

た、あの名場面でお馴染みの“真実の口”をはじめとするローマの名所を余

すところなく捉えた映像にもウットリ。 

 

 © Warner Bros. Entertainment Inc. TM, ® & COPYRIGHT © 2014 BY PARAMOUNT PICTURES.  
ALL RIGHTS RESERVED. 

【その他のラインナップ】
『黄昏』（１９５２・米） … 駆け落ちした田舎娘と既婚男性の愛の行方を描くメロドラマ。ワイラー監督得意の文芸映画で、ローレンス・オリヴィエ扮する男の哀愁を見事に引き出した。

 

誰コレ？！俳優ファイル ＃３１： ヒューゴ・ウィーヴィング 
名前は知らない…、けれど、映画ファンなら必ずその顔に見覚えあり！そんな陰の名優をフィーチャーするマンスリー企画「誰コレ？！俳優ファイル」！ 第３１回目の誰コレ？！俳優は『マ
トリックス』の悪役エージェント・スミス役で世界的な知名度を獲得した、１９６０年ナイジェリア生まれのヒューゴ・ウィーヴィング。オーストラリアに移住後、国立演劇学院で演技を学
び、１９８０年代に映画デビューと、そのキャリアは実に長い。歌うようにしゃべる独特の口調が印象的で、顔出しでの出演はもちろん『ベイブ』の牧羊犬レックスの吹替や、『トランスフ
ォーマー』シリーズの敵役メガトロンの声を担当するなど、声の分野でもその演技力を堪能できる癖のある名優。今月はそんな彼の魅力にフォーカス！

４/２７（日） 一挙放送 ／ ４/２１（月）～ ４/２３（水）３日間連続放送（全３作品）
 

  

『Vフォー・ヴェンデッタ』（２００５・米＝英＝独） 
 

[監督] ジェームズ・マクティーグ               
[共演] ナタリー・ポートマン／スティーヴン・レイ 
 

『マトリックス』３部作のウォシャウスキー兄弟が脚本を手掛け、現実の社

会情勢や史実を連想させるモチーフを盛り込みながら、独裁国家転覆

を狙う孤高のヒーローの姿と次第に反逆精神へ目覚めていく女性の姿を

描いてゆく近未来アクション。本作でのウィーヴィングは仮面のテロリスト

“Ｖ”という一切その表情を表さない極めて難しい役どころ。彼の独特の

口調と類い稀な演技力を実感できる作品で、表情が見えないにもかか

わらず仮面の下の感情を見事に表現する演技は圧巻の一言。彼の華

麗なアクションも見逃せない。   

  

『オレンジと太陽』（２００５・英＝豪） 
 

[監督] ジム・ローチ                     
[共演] エミリー・ワトソン／デヴィッド・ウェナム 
 

英国最大のスキャンダルと言われる“児童移民”の事実を明らかにしたマ

ーガレット・ハンフリーズの手記を元に映画化した社会派ドラマ。かつて“児

童移民”としてオーストラリアに連れて行かれた過去を持つジャックを演じ

るウィーヴィング。エミリー・ワトソン演じるマーガレットが元児童たちの母親を

捜していく過程で出会う男性で、哀しい過去、そして母親との再会を強く願

う気持ちを表現する演技が秀逸。『マトリックス』などとは一線を画す静の演

技が見どころで、くせ者俳優ウィーヴィングの真の演技力を垣間見られる

一作。 

 

 © Warner Bros. Entertainment Inc. © Sixteen Midlands (Oranges) Limited/See-Saw (Oranges) Pty 
Ltd/Screen Australia/Screen NSW/South Australian Film Corporation 
2010 

【その他のラインナップ】
『クラウド アトラス』（２０１２・独＝米＝香港） … 時代も場所も違う６つのエピソードが交錯する壮大な物語を描くＳＦドラマ。主演のトム･ハンクスらと同様、ウィーヴィングも６つの役どころに挑戦。 

 



 

 

 

 

 

 
 

吹替専門チャンネル 

 
 

 

 



STAR3 ４月のラインナップ 
海外ドラマ『ハンニバル』独占放送 

世界を震撼させたサスペンスの金字塔、トマス・ハリス原作「羊たちの沈黙」のハンニバル・レクターを主人公に描く海外ドラマ『ハンニバル』をスターチャンネルで日本初独占放送！ 天
才精神科医として連続殺人事件の捜査に協力する若き日のハンニバルを描く衝撃のサイコ・サスペンス。端正なルックス、知的でエレガントな身のこなし、さらに異常なほど潔癖で凶悪な犯
罪者であることすら感じさせない彼を、“北欧の至宝”とも称される実力派俳優マッツ・ミケルセンが怪演。捜査が進むにつれ見え隠れするハンニバルの真の姿とは！？

【STAR3】（二ヵ国語版）毎週土曜日 よる１０：００～ ／ 再放送：毎週水曜日 午後１：００～ ＆ 毎週金曜日 午前１０：００～（全１３話） 
【STAR1】（字幕版）毎週火曜日 よる９：００～ ／ 再放送：毎週金曜日 深夜１：００頃～ ＆ 毎週火曜日 午後２：００～（全１３話） 

『ハンニバル』（２０１３年・米製作／全１３話） 

 

 

 
 

 

 

 
 

©  2013 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved. 

[製作総指揮] ブライアン・フラー（『ＨＥＲＯＥＳ／ヒーローズ』、『プッシング・デイジー ～恋するパイメーカー～』）
[製作総指揮] ジェシー・アレクサンダー（『ＬＯＳＴ』、『ＨＥＲＯＥＳ／ヒーローズ』）他 
[監督] デヴィッド・スレイド（『エクリプス／トワイライト・サーガ』） 他 
[出演] マッツ・ミケルセン（ハンニバル・レクター役：井上和彦）  
[出演] ヒュー・ダンシー（ウィル・グレアム役：浪川大輔） 
[出演] ローレンス・フィッシュバーン（ジャック・クロフォード役：玄田哲章）  
[出演] カロリン・ダヴァーナス（アラーナ・ブルーム役：佐古真弓） 

ヘティエンヌ・パーク（ビヴァリー・カッツ役：長尾明希） 他 

 

 

第９話「Trou Normand（トゥルー・ノルマン）」 
遺体で作られたトーテム・ポールが海岸で発見された。ジャックらは犠牲者たちの共通点を探し始めるが、４０年も前に殺害された遺

体も混在しており、捜査はウィルに頼るほかない状況に。一方、記者のラウンズはアビゲイルに、父親の殺人に関する真実を伝えるた

め手記を出さないかと持ちかける。そんな矢先、アビゲイルが殺害したニック・ボイルの死体が発見され…。 

第１０話「Buffet Froid（ビュッフェ・フロワ）」 

殺人現場で犯人に感情移入する手法でプロファイリングを繰り返すうちに精神状態が不安定になっていくウィル。現実か幻想かの判

断も付かないほど混乱したウィルは、触れてはいけない犯行現場に手を付けてしまう。ウィルを現場に立たせて良いものか悩むジャッ

クだったが、彼の症状が心理的なものなのか神経的なものなのか確かめるため、ＭＲＩ検査を受けるよう勧める。 

第１１話「Roti（ロティ）」 

“チェサピークの切り裂き魔”を名乗るギデオンが、別の収容施設への移送中に係員たちを殺害。本物の切り裂き魔をおびき出すた

め、彼らの臓器を木の実のように枝に刺して逃走する。さらに自分の逃走劇を速報させるため記者を拉致し、彼を診てきたカウンセラ

ー達に危害を加えていく。アラーナの命も危ないと知ったウィルだが、ギデオンを追ううちに現実と幻想の区別がつかなくなり…。 

 第１２話「Releves（ルルヴェ）」 

気絶していたウィルが目を覚ますや否や、人の耳を吐き出す。アビゲイルの耳だと判明するが、彼には記憶がない。ジャックたちはウィ

ルが精神をかく乱しているのか、それとも正体を隠すために嘘をついているのか、頭を悩ませる。さらに、ウィルの部屋から彼が模倣犯

の仕業だと主張していた事件の犠牲者たちにつながる証拠が見つかる。真犯人にハメられたと主張するウィルだったが…。 

 



STAR３ ４月のラインナップ 
  

『ジャックと天空の巨人』３D放送
有名な童話「ジャックと豆の木」をベースにしたファンタジー。天空まで伸びる巨大な豆の木や、無数の巨人たちと繰り広げる迫力満点のアクション、巨人たちが目の前まで迫ってくる
かのような映像は３Ｄならではで、より一層臨場感が味わえること間違いなし！        ※本３Ｄ映画はサイド方式で放送します。ハイビジョン放送でのみ３Ｄ映像でご覧いただけます。 

４/１２（土）
 

     

 

 

『ジャックと天空の巨人［３D］［吹］』（２０１３・米） 

[監督] ブライアン・シンガー         
[出演] ニコラス・ホールト（ウエンツ瑛士） 
[ 声 ] スタンリー・トゥッチ（内田直哉） 
 

 

 

  © Warner Bros. Entertainment Inc. 

 

 
日曜の午前１０：００はファミリーシアター。家族揃って楽しめる選りすぐりのファミリー映画をお届けします。

※４/６、４/１３は特別編成のためお休みします 

『カンフーハッスル』（２００４・香＝中） 
[監督] チャウ・シンチー          
[出演] チャウ・シンチー（山寺宏一） 
[ 声 ] ユン・ワー（樋浦勉） 

 

チャウ・シンチー主演のアクション・コメディ。驚異的なカンフー技を隠し持つ

庶民とギャング団との抗争を描く。   
 

【放送日時】４/２０（日）（吹替版） 

  

『闘魂先生 Mr.ネバーギブアップ』（２０１２・米）
[監督] フランク・コラチ     

[出演] ケヴィン・ジェームズ（原田晃） 
[出演] サルマ・ハエック（浅野まゆみ） 

 

仕事への情熱ゼロの高校教師が、勤務校の資金難を解決するため格闘

技大会に挑戦するコメディタッチの感動ドラマ。 
 

【放送日時】４/２７（日）（吹替版） 

 

 
© 2004 Columbia Pictures Film Production Asia Limited.  
All Rights Reserved. . 

 

© 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 
 

 



STAR CHANNEL 無料放送番組 

マンスリーＰＵＳＨ！   ≪劇場新作情報≫シネトピ！ 

映画専門スターチャンネルの各月の魅力を無料放送で体感する「マンスリーＰＵＳＨ！」。今月の見逃
せないオススメ映画の最新ラインナップを一挙紹介。 

 

話題の新作映画の見所や鑑賞ポイントをラジオ中心に活躍するフリー・アナウンサー松本ともこが分か
り易く紹介。スターチャンネルで放送する関連作品情報もお伝えします。      
 

 

【スターチャンネル１】  
毎日 午前～午後（約２０分）／毎日 よる８：００台（約２０分） 
 
【スターチャンネル３】  
毎日 午前～よる（約２０分）／土・日・祝 午前～よる（約２０分）
 

 

 

 

 

 

 

                                                     【随時放送】 

ＩＮ ＦＯＣＵＳ 海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』 
第二章まるごとダイジェスト！

スターチャンネルで放送する最新話題作の見どころに迫るミニ番組。出演スターや監督、スタッフらの
インタビュー映像やメイキング・シーンなど盛りだくさんでお届け。 
 

 

・ＩＮ ＦＯＣＵＳ＜オブリビオン＞ 
・ＩＮ ＦＯＣＵＳ＜華麗なるギャツビー（２０１３）＞  

                                                  【随時放送】 

４月から待望の第三章がスタートする『ゲーム・オブ・スローンズ』の第二章のストーリーをおさらい！  

 

【随時放送】 

 

 

 

 

株式会社 スター・チャンネル  URL: http://star-ch.jp/
 プロモーション部 ： 和光／木曽

TEL: 03-5114-2330（代表）
ＣＡＴＶ局様窓口 

TEL: 03-5114-2350（代表）
メールでのお問い合わせ：
pgm@star-ch.co.jp 

 

 

 

 


