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6月番組ハイライト  

アンダーワールド  

ブラックレザーのロングコートに身
を包み、夜の街を見下ろす一人の美
女。その正体はヴァンパイア、名前
はセリーン。長年戦い続けている宿
敵、ライカン(狼男族)の処刑人であ
る。ある夜、彼女はマイケルという
青年医師に出会うが、ライカンが彼
を執拗に追いかけていることに気づ
き不審に思う。彼こそは両種族に
とって、この戦いの鍵である恐るべ
き秘密を握っていた。 

プッシャー 
『ドライヴ』で高い評価を得たデンマー
クの俊英、ニコラス・ウィンディング・
レフン監督の初メガホン作となるクライ
ム・サスペンス。コペンハーゲンの裏世
界を中心に、借金地獄に陥り転落の一途
をたどっていく麻薬密売人（プッ
シャー）の姿を、疾走感あふれる演出で
描き出す。本作の続編にも出演している
『偽りなき者』などのマッツ・ミケルセ
ン、『ブリーダー』のキム・ボドゥニア
など、レフン監督作品には欠かせない個
性派キャストがそろう！ 

デイブレイカー 
人類が絶滅の危機に瀕し、バンパイアが
世界を支配する近未来を描くSFアク
ション・スリラー。絶滅寸前の人間と圧
倒的支配者であるバンパイアの世界とい
う発想で、これまでの両者の立場が完全
に逆転した独創的な映像世界が展開する。
監督は、『アンデッド』で一躍注目を集
めたピーター、マイケル・スピエリッグ
兄弟。キャストには、『クロッシング』
のイーサン・ホーク、『処刑人II』の
ウィレム・デフォー、『エンジェル』の
サム・ニールら実力派がそろう！ 

テキサス・レンジャーズ 
1870年代のアメリカ・テキサス。また
してもメキシコとの国境地域にある街が
盗賊ジョン・キング・フィッシャーの一
味に襲われた。リンカーンはその惨禍か
ら偶然にも生き残った。リンカーンは真
の平和と秩序を与えるための執行組織、
テキサス・レンジャーズに入隊すること
を決意。レンジャーズを訪ねテストを受
けて、リーダーのリアンダー・マクネ
リーから入隊許可を得た。ある時、レン
ジャーズはジョン一味の情報を入手し、
早速現場へ向かったが・・・ 



スティーヴン・セガール特集！！ 

沈黙の鎮魂歌 

元ロシアン・マフィアのボスで、今は犯
罪小説家のルスラン。ある日、元妻キャ
サリンから一人娘レイニーの結婚を知ら
され、彼らが住むニューヨークへと向か
う。美しく成長した娘との再会を喜んだ
のもつかの間、結婚相手を紹介され、ル
スランは驚愕する。娘の結婚相手はなん
と、かつての因縁の敵ミカエルの息子ス
テファンだったのだ。 

ICHIGEKI 一撃   

かつて政府の特殊工作員だったウィリ
アムは、その世界に嫌気がさしてカナ
ダの山中で隠遁生活を送っていた。孤
独な彼にとって心のよりどころは、ポ
ーランドの孤児院に暮らす少女イレー
ナと文通を続けることだった。しかし
ある日、孤児院からイレーナが失踪。
国際的人身売買組織による犯行だった
。単身、ポーランドに飛んで捜査を始
めたウィリアムに、それを知った組織
の手が伸びる。 

  

沈黙の追撃   

南米ウルグアイの米国大使館で、シー
クレットサービスが大使を射殺し、自
分たちも撃ち合って死ぬという事件が
起きた。事件の背後には、マインド・
コントロールの専門家レイダー博士が
いた。ダムに隠された秘密基地に米軍
の特殊部隊が送り込まれたが、待ち伏
せを受けて壊滅。打つ手がなくなった
軍は、問題を起して収監されている元
海軍のエリート、コーディーを呼び出
すことにする。 

熱く・・・力強く・・・そしてセクシー。 
悪党ども、心してかかれ！この男は手ごわいぜ。 

6月16日（月）～20日（金）まで、 5日連続 14:30スタート 

沈黙の復讐   

銃と麻薬密輸を捜査する国際麻薬捜査
部隊“IDTF”に配属されたボビー（ス
ティーヴン・セガール）。ある日、
チームの大切な仲間が地元ギャングと
ロシアン・マフィアの抗争に巻き込ま
れて命を落としてしまう。怒りに震え
る男は、非情な復讐の鬼と化して巨大
な敵に立ち向かっていく。 



戦争ウィーク Presented by 

レバノン   

これはレバノン戦争の、最初の一日を描
いた物語である。カメラはある戦車の中
から外には出ず、物語は４人の戦車兵と、
彼らがスコープ越しに見る外部の光景と
で展開される。その光景とは、炎上する
街。砲撃で四散する、敵や味方の兵士た
ち。犬のように殺されてゆく、女子供や
市民たち。安全な戦車内から、無惨な戦
場を見守り続ける４人。優柔不断な指揮
官のアシ、反抗的なヘルツル、気が弱く
引き金も引けない砲撃手のシムリック、
臆病な操縦士のイーガル。 

ランボー 最後の戦場   

タイ北部の山の中で孤独な日々を送っ
ているジョン・ランボーのもとに、少
数民族を支援するキリスト教支援団体
の女性・サラが彼の前に現れる。 
彼らは軍事独裁政権による迫害が続く
隣国ミャンマーの窮状を憂い、医療品
を届けようとしていた。その情熱に打
たれ、頼みを受けて目的地の村まで送
り届けるランボー。しかし本拠地に
戻った彼に届いたのは、サラたちが軍
に拉致されたとの報せ。 

5デイズ 

2007年、イラク。アメリカ人ジャーナ
リストのトマス・アンダースは、バグ
ダッドの市街戦で恋人のミリアムを失い、
心に大きな傷を負った。それから1年。
再び戦場に戻る決意をしたアンダースは、
グルジア共和国の首都トビリシに旅立つ。
当時グルジアでは、南オセチア独立問題
に端を発したロシアとの対立が激化して
いた。戦場ジャーナリスト仲間たちと再
会したアンダースは、一触即発の紛争地
帯に向かう。 

リダクテッド 真実の価値 

イラクで何が起こっているのか、私たち
は本当に知っているのだろうか？ 
巨匠ブライアン・デ・パルマの怒りと哀
しみが、新たな問題作となって結実し
た！ドキュメンタリーを越えた“リアル” 
あらゆる映像を駆使したフィクショナ
ル・ドキュメンタリー2007年ヴェネチ
ア国際映画祭銀獅子賞受賞作品！ 



5月番組ハイライト  

天国の口、終りの楽園。  

幼なじみのテノッチとフリオの頭の
中は常に女の子のことでいっぱい。
今年の夏はお互いのガールフレンド
が旅行へ出かけてしまったため、偶
然パーティで知り合ったルイサを誘
い、幻のビーチ「天国の口、終りの
楽園」を探す旅に出る。大人の女性
の魅力に浮かれるテノッチとフリオ。
一方ルイサは、夫との仲がこじれか
けている。それぞれの思いを抱きつ
つ、奇妙な3人の乗った車は南へと
進んでいく…。 

英雄の条件 
極限の騒乱の中で、男は何を見たのか？ 
中東イエメンで起こったアメリカ大使館
包囲事件。アメリカ政府の要請で大使館
員救出に向かった海兵隊員は、暴徒と化
した民衆に向かって“銃撃”を命令。それ
は百数十名に及ぶ一般市民に死傷者を出
す結果になった。これは「狂気の無差別
殺人か、正規の軍事行動か？」発砲命令
を出した男の弁護を引き受けるのは、
28年前、その男にベトナムで命を救わ
れた戦友。果たして彼は殺人者なのか？
それとも英雄なのか？ 

クライング・ゲーム 

アイルランド、川辺りの移動遊園地。そ
こに出会ったばかりの男女がいた。イギ
リス軍黒人兵士ジョディと、ブロンドの
女ジュード。遊園地を出ると女は男を誘
い、2人は抱き合ってキスを交わす。と、
その時、男の頭上で拳銃の撃鉄を上げる
音がした。慌てて見上げるジョディ。す
るとそこには、銃口を向けた男が立って
いる。驚く間もなく彼は、数人の男に押
さえつけられると顔に袋を被せられ、い
ずこかへ連れ去られた……。 

戦場カメラマン 真実の証明 
「1988年。中東に広がるクルド人の居
住地、クルディスタン。イラク軍による
攻撃が絶え間なく続くその地へ、戦場カ
メラマンのマークは友人のデビッドと共
に向かった。クルド人によるイラク部隊
への急襲を撮影したマークは、さらに危
険な戦地に赴き撮影を続けようとする。
だが、身重の妻を残してきたデビッドは
帰国を望み、マークと離れ離れになる。
そして、彼の口から語られた衝撃の真実
とは･･･。 

第58回ヴェネチア国際映画祭「脚本賞」 



24時間！ジャッキー・チェン特集！！ 

ポリス・ストーリー3 

“ポリス・ストーリー・シリーズ”の3作
目。全アジアを牛耳る麻薬王チャイバを
逮捕するため、香港国際警察のエース・
チャンは、中国公安の敏腕女性部長ヤン
と共に、潜入捜査を開始する……。今回
もジャッキーが、麻薬組織相手に“キレ
た”アクションを展開、相棒のミシェー
ル・キングもジャッキーに劣らぬ派手な
アクションを披露。 

新ポリス・ストーリー   

ジャッキー扮する刑事は、マフィアに
よる財閥オーナーの誘拐事件を追い、
独断から手痛いミスをしてしまい謹慎
処分を言い渡される。努力が報われな
いまま、日増しに兇悪さを際立たせた
犯罪が横行し、刑事稼業に疲れを感じ
るジャッキー。だが、自分の非力さを
痛感し辞職すら考える彼の前に、正義
心をかきたてられる新たな事件が発生
した！ 

  

ポリス・ストーリー/ 
香港国際警察   

ジャッキー・チェンが自ら監督・脚
本・出演を務めたアクション映画。香
港国際警察と麻薬シンジケートの戦い
を正に体を張った体当たりのスタント
で演じるジャッキーの大活躍が見もの。
本作のヒットを受けて、「九龍の眼/
クーロンズ・アイ」ほか、シリーズ全
4作が製作された。 

今年、還暦を迎えるジャッキー・チェン。未だ、人気は衰えず！ 
駆け出しの頃の作品から、一世を風靡した名作まで 
合計12作品、まとめてGW一挙放送いたします！ 

ポリス・ストーリー2  
九龍の眼   

正義感からの行き過ぎ捜査で、交通整
理係に降格になったチェン刑事。今日
もかつて自分が逮捕した悪人チュウの
汚い挑発に熱くなり、大乱闘を起こし
てしまった。署長から休暇を言い渡さ
れたチェン刑事は、売り言葉に買い言
葉で辞表を提出。休暇を返上し、不動
産企業を脅迫する爆弾魔一味を追い詰
める。 



24時間！ジャッキー・チェン特集！！ 

スパルタン X   

ジャッキー・チェンが香港を飛び出し、
その舞台をヨーロッパ、特にスペインを
中心にオール・ロケーションをした海外
進出第１弾作品。スペインのバルセロナ。
小粋な町並みを臨むパン屋の２階に下宿
するトーマスといとこのデビッドは、町
なかの公園広場にキッチン・カーを止め、
ハンバーガーやコーヒーを売って日々暮
らしていた。そんな彼らのもとにある日
突然、シルビアという女性が助けを求め
て逃げ込んできた……。 
  

プロジェクト A   

ジャッキーのデビュー１０周年を記念
して作られた作品。海軍警備隊の
ジャッキーが、ユン・ピョウ、サモ・
ハン・キン・ポーの協力の下、海賊た
ちと繰り広げる戦いを正に命懸けのス
タント（２０数メートルもの時計台か
らの落下シーンでは首の骨を折り本当
に死にかけた）満載で描いた超コミカ
ル・アクション大作。 

サイクロン Z 

工場排水による漁場汚染で訴訟されてい
る悪徳企業から弁護を依頼されたＪ・
チェンは仕事屋Ｓ・Ｈ・キンポーを使っ
て原告側のリーダーに接触を図るが
……。ジャッキー・チェン、サモハン・
キンポー、ユン・ピョウの三人揃って出
演した最後の作品。 

プロジェクトA 2/ 
史上最大の標的 

20世紀初めの香港。犯罪多発地区を統治
する警察署長チンは、暗黒街の顔役と手
を組んで絶大な権力を握っていた。その
無法ぶりに頭を悩ませた警視総監は、海
賊征伐に助力したドラゴンを新署長に抜
擢する。ドラゴンはまず警察と黒社会の
癒着を断ち、見事に犯罪組織の一掃に成
功。続いて、警視総監邸で行われる舞踏
会の警備に取りかかるが、そこには彼の
活躍に恨みを抱くチン署長の陰謀が待ち
構えていた…。 



24時間！ジャッキー・チェン特集！！ 

ダブル・ミッション  

ボブ・ホウ（ジャッキー・チェン）は
中国から出向しているＣＩＡの敏腕
エージェント。そんな彼の目下の悩み
は、婚約した隣家のシングルマザー、
ジリアンの３人の子どもたち。そんな
中、やんちゃな長男イアンが、ボブの
パソコンを勝手にいじって、そうとは
知らずにロシア当局の極秘情報をダウ
ンロードしてしまったことから、犯罪
組織の標的となってしまい…。 

クレイジーモンキー/笑拳   

非道な武術家、ヤムに反逆者の汚名を着
せられ逃亡した行意門派のチェン。彼
は、山で隠居生活を送りながら、一緒に
暮らす孫のロンに秘かに拳法を教えてい
た。そして、ヤムに急襲されたチェンは
ロンの目の前で命を落としてしまう。復
讐に燃えるロンだったら、突然現れた
チェンのかつての弟子、”８本足の麒麟”
に諫められ、ヤムに打ち勝つ力を会得す
べく、彼の下で厳しい特訓を開始する。  

拳精  

少林寺から秘伝書が盗まれた。そこに
は、100年前に禁じられた“七殺拳”の
全てが記されていた。それに対抗でき
るのは５つの獣を模した必殺拳“五獣
拳”の使い手のみ。門弟のイーロン
は、彼らから五獣拳を伝授される。そ
の頃、七殺拳の秘伝書を手に入れたロ
ク・チンが、拳法界を制圧すべく、名
のある拳法家たちを次々に殺害。その
ことを知ったイーロンは、五獣拳VS.
七殺拳というロク・チンとの究極の対
決に挑む！ 

龍拳 

道場主が武術大会に優勝し、歓びの絶頂
にある唐山道場。そこへ、道場主の優勝
を認めないという三段蹴りの達人が現れ、
圧倒的な実力差で道場主を殺し道場の看
板を叩き壊して去っていく。３年後、師
匠の無念を晴らすべく修行を積んだ道場
主の弟子ホオウァンは、師匠の妻と娘を
連れて、三段蹴りの達人の道場を目指し
旅に出るのだが…。 



Who’s Watching…? 

※2013年6月：マクロミル調べ  FOXMOVIES視聴者・非視聴者・有料放送未加入者ともに：各20歳～69歳 男女210名 

視聴者はこちら！ 

57.1％ 
42.9％ 男性 

女性 

視聴者属性 

20代 

16.2% 

30代 

16.2% 

40代 

17.6% 

50代 

21.4% 

60代以上 

28.6% 

年齢 


