
STAR CHANNEL ３月のラインナップ 
◆３月のイチオシ  ⇒ Page.３～ 
    

   イチオシ 『ワイルド・スピード SKY MISSION』TV初放送記念 シリーズ全７作一挙放送！
   

   ONLY ON STAR 新シーズン独占放送直前！『ゲーム・オブ・スローンズ』第一章～第五章独占一挙放送
   

   ONLY ON STAR 海外ドラマ HBO®『HERO 野望の代償』日本初独占放送スタート
   

◆スターチャンネル１  ⇒ Page.７～ 
   

 コーナー  最新ヒット作 

   

   ONLY ON STAR 海外ドラマ『コンスタンティン』独占放送
   

   ONLY ON STAR 海外ドラマ『FARGO／ファーゴ２』独占放送
   

   ONLY ON STAR 海外ドラマ『GIRLS®／ガールズ４』独占放送
   

   TV 初放送 海外ドラマ『１２モンキーズ』TV初放送
   

   ONLY ON STAR 海外ドラマ『TRUE DETECTIVE®／二人の刑事』一挙放送
   

   ONLY ON STAR あなたの知らない映画の秘密『映画の履歴書／お熱いのがお好き』
  

   ONLY ON STAR ドキュメンタリーシリーズ『THE ’７０ｓ』独占放送 特別企画：時代を刻んだ映画 VOL.３：テロリズムの誕生
   

 特 集 見くらべシネマ『アニー（１９８２）』ＶＳ『ＡＮＮＩＥ／アニー（２０１４）』
   

 コーナー 『宇宙戦艦ヤマト』ＴＶシリーズ特別放送
   

   コーナー 新シリーズ『牙狼―紅蓮ノ月―』
   

 
 

 

※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 ３月のラインナップ 
◆スターチャンネル２  ⇒ Page.１８～ 
   

   特 集  痛快！アクション映画大特集 
   

 特 集 あなたは必ずダマされる！
   

   特 集 新旧ミュージカル映画ＳＨＯＷ
   

 特 集  男は黙ってウエスタン！ 
   

 特 集  Ｂ級オカルト・カーニバル 
   

 特 集  劇場新作『リリーのすべて』公開記念 オスカー俳優エディ・レッドメインの肖像 
   

 特別放送  劇場新作『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』公開記念 『バットキッド ビギンズ』特別放送 
   

 コーナー  BRILLIANT CINEMA
   

 コーナー  ウエスタン＆クラシック 
   

 コーナー オススメ！掘り出シネマ
   

◆スターチャンネル３  ⇒ Page.２６～
   

 コーナー  ファミリーシアター 
   

 特 集 ファミリーシアター春休みスペシャル
    

◆オンデマンド  ⇒ Page.２９～
   

   オススメ スターチャンネル オンデマンド 今月のオススメ作品
   

 

 

 

※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 ３月のイチオシ 
『ワイルド・スピード SKY MISSION』ＴＶ初放送記念  

シリーズ全７作一挙放送！  
ド派手なカーアクションで世界中の観客を魅了してきた大人気シリーズ『ワイルド・スピード』の最新作『ワイルド・スピード SKY MISSION』のＴＶ初放送を記念し、シリーズ全７作を
一挙放送します！ 最新作では撮影期間中に急逝したポール・ウォーカーの最後の勇姿はもちろん、ヴィン・ディーゼルはじめお馴染みのメンバーたちがジェイソン・ステイサムら演じる強
敵と繰り広げる激闘から目が離せない！  

【STAR１】（字幕版）３/５（土）あさ８：３０～ 一挙放送  
【STAR３】（吹替版）３/６（日）あさ６：３０～ 一挙放送 ／ ３/１９（土）～ ３/２５（金）よる７：３０頃～ ７夜連続放送（全７作品） 

『ワイルド・スピード』 
（２００１・米＝独） 

『ワイルド・スピードＸ２』 
（２００３・米＝独） 

『ワイルド・スピードＸ３
ＴＯＫＹＯ ＤＲＩＦＴ』 

（２００６・米） 

『ワイルド・スピード ＭＡＸ』 
（２００９・米） 

    

© 2001 Universal Studios - All Rights Reserved 
 
 

© 2003 Universal Studios. All Rights Reserved. 
 
 

© 2006 Universal Studios - All Rights Reserved 
 
 

© 2009 Universal Studios. All Rights Reserved.  
 
 

『ワイルド・スピード
          ＭＥＧＡ ＭＡＸ』 

（２０１１・米）

『ワイルド・スピード
ＥＵＲＯ ＭＩＳＳＩＯＮ』

（２０１３・米）

『ワイルド・スピード
ＳＫＹ ＭＩＳＳＩＯＮ』

  （２０１５・日＝米）TV初 

 

        

 

                  

© 2011 Universal Studios. All Rights Reserved. 
  

© 2013 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED. © 2015 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED.  
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STAR CHANNEL ３月のイチオシ 
       新シーズン独占放送直前！『ゲーム・オブ・スローンズ』第一章～第五章独占一挙放送 

世界中で6,000万部の売り上げを誇るジョージ・R・R・マーティンのベストセラー小説を、破格の製作費で映像化。エミー賞では歴代最多受賞するなど全世界を釘付けにしているアクション
スペクタクル巨編『ゲーム・オブ・スローンズ』。スターチャンネルでは、本作の最新シーズン独占日本初放送を前に、第一章から第五章を３月～４月の２ヵ月にわたって一挙放送！ 主役
級のキャラクターでさえも敗者は容赦なく消えていく予想を裏切る衝撃の展開、超大作映画級のスケールで中毒者を生む『ゲーム・オブ・スローンズ』の世界を、どうぞお楽しみください！ 

【STAR1】（字幕版）３/１４（月）より 月～金曜日 午前１１：３０～ 各２話ずつ    
【STAR3】（二ヵ国語版）３/１９（土）より 土＆日曜日 午後２：００～ 各５話ずつ   

海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のココがスゴイ！ 

●異例の受賞数を達成 
第一章放送開始以来、毎年、エミー賞、ゴールデン・グローブ賞をはじめ数々の賞を受賞。特に2015年のエミー賞では、作品賞を含む12部門を制覇。歴代最多受賞という快挙を達成。 

●破格の製作費 
第五章では１話に付き600万ドルという、海外ドラマとしては巨額の製作費を投入。 

●世界各国でのロケを敢行した圧倒的スケール 
北アイルランド、マルタ、クロアチア、アイスランド、モロッコ、スコットランド、スペインそしてアメリカ、世界各国でのロケを敢行し、壮大な世界観を実現。 

●予想を裏切るスリリングな展開 度肝を抜かれる衝撃的シーン 
     主役級のキャラクターさえも、敗者は容赦なく消えるスリリングな弱肉強食絵図。米ケーブル局HBOの製作ゆえに出来た衝撃シーンの数々は、地上波では見られない迫力。   HBO 

『ゲーム・オブ・スローンズ 第一章：七王国戦記』 
（２０１１・米＝英／全１０話）＜無料放送＞ 

ロバート王の側近“王の手”を新たに任されたスターク家の主エダードだが、 

陰謀渦巻く権力闘争に巻き込まれていく…。   
 

『ゲーム・オブ・スローンズ 第二章：王国の激突』 
（２０１２・米＝英／全１０話） 

ロバート王亡き後、正当な後継者を名乗る複数の王が乱立。また、“壁”の 

外側では異形の種族や野人たちが動き出す…。   
 

『ゲーム・オブ・スローンズ 第三章：戦乱の嵐 -前編-』 
（２０１３・米＝英／全１０話） 

“狭い海”の向こうでターガリエン家デナーリスが勢力を増す。一方“北の王”ロブ 

は政略結婚を破ったため窮地に陥り…。   ※第９話以降は４月放送となります 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc. 

■特別番組『世界を席巻！『ゲーム・オブ・スローンズ』一挙放送ナビ』…『ゲーム・オブ・スローンズ』の魅力を徹底解剖する特別番組を放送！ 
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STAR CHANNEL ３月のイチオシ 
【ONLY ON STAR】海外ドラマ

ＨＢＯ®『HERO 野望の代償』日本初独占放送スタート 
良質のオリジナルドラマを数多く手がける米ケーブル局ＨＢＯ®から最新の話題作をお届けします。『クラッシュ』で２００６年アカデミー作品賞を受賞したポール・ハギス監督が、１９８
７年に２８歳にしてアメリカ最年少の市長になり、ニューヨーク州ヨンカーズ市を破産寸前まで追い込んだ公営住宅建設問題に取り組んだ、野心溢れる実在の若き政治家の奮闘を描いたミニ
シリーズ。社会派で定評のあるハギス監督が公民権運動後もアメリカ社会に根強く残る人種差別問題を臨場感たっぷりに描き、主演のオスカー・アイザック（『スター・ウォーズ／フォース
の覚醒』）は本人そっくりの姿で見せた迫真の演技で見事、第７３回ゴールデン・グローブ賞（リミテッドシリーズ／テレビムービー部門）男優賞を受賞しました。どうぞお見逃しなく！ 

【STAR1】（字幕版）３/２４（木）より 毎週木曜日 よる１１：００～（全６話） ※二ヵ国語版での放送はございません 

『HERO 野望の代償』（２０１５年・米） 
      
                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Show Me A Hero℠ ©2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.  

★ゴールデン・グローブ賞 リミテッドシリーズ／テレビムービー部門 男優賞（オスカー・アイザック）受賞！ 

[監督] ポール・ハギス（『クラッシュ）』） 
[出演] オスカー・アイザック（『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』） 

キャサリン・キーナー（『カポーティ』） 
ウィノナ・ライダー（『１７歳のカルテ』） 
アルフレッド・モリーナ（『スパイダーマン２』） 

ジム・ベルーシ（『ゴーストライター』）  

カルラ・ケヴェド（『瞳の奥の秘密』）他 

 

第１話
１９８７年。ニューヨーク州ヨンカーズ市は、全米黒人地位向上協会（ＮＡＡＣＰ）から低所得者向けの公営住宅がないと訴えられてい

た。麻薬の売人やギャング流入による治安悪化と資産価値の下落を危惧し猛反対する白人の票を失うことを恐れ、連邦裁判所が２０

０戸の建設命令を出した後、７年間も対応が後回しにされてきたのだ。そんな折、建設命令に対する控訴を主張していた若手議員ニ

ック・ワーシスコが市長に当選する。 
第２話
公営住宅建設命令に対する控訴を主張し市長戦に勝利したニックだったが、当選直後に控訴が却下されてしまう。連邦裁判事から、

期限内に建設案を承認しないと法廷侮辱罪に処し、市政が破産するほどの罰金を科すという最後通告を突きつけられたニックら市当

局は、なすすべもなく判事の指示に従う意思を表明。議会の承認を得ようとするが、白人市民らが市議会に乗り込み、市長の公約違

反と建設計画に対し猛烈に抗議する。 

 

■ポール・ハギス監督アカデミー作品賞受賞作『クラッシュ（２００４）』を 

『ＨＥＲＯ 野望の代償 第１話』とカップリング放送！ 
【STAR1】３/２４（木）よる８：５０～ 
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メガヒットチャンネル 
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STAR CHANNEL ３月のラインナップ 
最新ヒット作 

スターチャンネルでは、見逃せない最新作が目白押し！
ＴＶ初登場作品を中心に最新話題作・映画ファン必見の良作など豪華ラインナップをお楽しみください。  

『ワイルド・スピード ＳＫＹ ＭＩＳＳＩＯＮ』
[監督] ジェームズ・ワン          （２０１５・日＝米） 
[出演] ヴィン・ディーゼル／ポール・ウォーカー       TV 初 
 

メガヒットカーアクションシリーズ第７弾。舞台は陸から空へ、元英国特殊部隊

隊員を相手に空前のミッションが繰り広げられる。    

【初回放送】３/５（土）（STAR1） ３/６（日）（STAR3） 

 

 

 

 

『ＡＮＮＩＥ／アニー』（２０１４・米） 
[監督] ウィル・グラック             
[出演] ジェイミー・フォックス／クヮヴェンジャネ・ウォレス 
 

大ヒットしたブロードウェイミュージカルの再映画化。現代を舞台に、生き別れ

た両親を探す少女と孤独な大富豪の交流を描く。 
 

【初回放送】３/１９（土）（STAR1） ３/２０（日・祝）（STAR3）

 

 

© 2015 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED. 

 

© 2014 Columbia Pictures Industries, Inc. and Village Roadshow Films 
North America Inc. / Village Roadshow Films (BVI) Limited. All Rights 
Reserved. Annie and related characters and elements: TM & © 2014 
Tribune Content Agency, LLC.  

『フォーカス』（２０１５・米＝アルゼンチン）  
[監督] グレン・フィカーラ／ジョン・レクア       TV 初 
[出演] ウィル・スミス／マーゴット・ロビー 
 

ウィル・スミスが天才詐欺師を演じた犯罪サスペンス。世界の大富豪を巻き

込み“騙し合い”を繰り広げる詐欺師たちの攻防を描く。 
 

【初回放送】３/１２（土）（STAR１） ３/１５（火）（STAR3） 

 

『イコライザー』（２０１４・米） 
[監督] アントワン・フークア    
[出演] デンゼル・ワシントン／クロエ・グレイス・モレッツ         
 

デンゼル・ワシントン主演のハードボイルドアクション。警察が介入できない悪

を完全抹消する元ＣＩＡ諜報員の姿を描く。        

【初回放送】３/２６（土）（STAR1） ３/２７（日）（STAR3） 

 

 
© Warner Bros. Entertainment Inc. 

 
© 2014 Columbia Pictures Industries, Inc., LSC Film Corporation and 
Village Roadshow Films North America Inc./Village Roadshow Films 

『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』 
[監督] ジョン・ファヴロー           （２０１４・米）  
[出演] ジョン・ファヴロー／ソフィア・ヴェルガラ 
 

全米で６館から上映がスタートし、口コミで１２９８館にまで拡大したハートウォ

ーミングコメディ。人生に挫折したシェフが料理の移動販売に奮闘する。      

【初回放送】３/５（土）（STAR2） ３/１３（日）（STAR3） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『ピッチ・パーフェクト』（２０１２・米） TV 初 
[監督] ジェイソン・ムーア       
[出演] アナ・ケンドリック／レベル・ウィルソン 
 

口コミで全米ヒットとなったアナ・ケンドリック主演の音楽コメディ。大学の女性

アカペラグループが、全国大会目指して奮闘する。    

【初回放送】３/２６（土）（STAR2） ３/３１（木）（STAR3） 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 © 2014 Sous Chef, LLC. All Rights Reserved.  © 2012 Universal City Studios Productions LLLP. All Rights Reserved. 

『リメイニング』（２０１４・米） 

[監督] ケイシー・ラ・スカラ                              
[出演] ジョニー・ペイカー／ショーン・サイポス 
 

“世界の終焉”をテーマにしたパニックスリラー。ＰＯＶを駆使した衝撃の映像
で、地球を襲う異常事態と人類最期の姿を描き出す。     
※STAR3 は[ロング・バージョン]となります。 
 

【初回放送】３/２０（日・祝）（STAR1） ３/２６（土）（STAR3）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

『天国は、ほんとうにある』（２０１４・米）   
[監督] ランドール・ウォレス 
[出演] グレッグ・キニア／ケリー・ライリー 
 

ベストセラーとなったノンフィクションを原作に、生死の境をさまよい、天国を

旅したという幼い少年と家族の交流を描いたヒューマンドラマ。             

【初回放送】３/１２（土）（STAR2） ３/１４（月）（STAR3） 

 
 

 © 2014 Sony Pictures Worldwide Acquisitions Inc. All Rights Reserved.   © 2014 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 
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STAR CHANNEL ３月のラインナップ 
最新ヒット作 

スターチャンネルでは、見逃せない最新作が目白押し！
ＴＶ初登場作品を中心に最新話題作・映画ファン必見の良作など豪華ラインナップをお楽しみください。  

『西遊記 ～はじまりのはじまり～』（２０１３・中） 
[監督] チャウ・シンチー      
[出演] ウェン・ジャン／スー・チー 
 

チャウ・シンチー監督が「西遊記」をモチーフに描くアクションコメディ。若き妖

怪ハンターの妖怪退治と成長を描く。                  

【初回放送】３/１３（日）（STAR1） ３/１９（土）（STAR3） 

 

 

 

 

『ダーク・ブラッド』（２０１２・米＝英＝オランダ） 
[監督] ジョルジュ・シュルイツァー           
[出演] リヴァー・フェニックス／ジュディ・デイヴィス 
 

リヴァー・フェニックスの遺作となった人間ドラマ。アメリカの荒野を舞台に、先

住民の血を引く青年と１組の夫婦の関係を描く。 
 

【初回放送】３/１９（土）（STAR2） ３/２１（月・祝）（STAR3）

 

 
© 2013 Bingo Movie Development Limited 

 
© 2013 Sluizer Films BV 

『ファーナス／訣別の朝』（２０１３・米＝英）  
[監督] スコット・クーパー      
[出演] クリスチャン・ベイル／ウディ・ハレルソン 
 

クリスチャン・ベイル主演の犯罪ドラマ。アメリカの田舎町で懸命に生きる青年

が、厳しい現実の中で静かに怒りをたぎらせていく姿を描く。                  

【初回放送】３/２７（日）（STAR1） ※STAR3 での放送はございません。 

 

『スポンジ・ボブ 海のみんなが世界を救Ｗｏｏ！』
[監督] ポール・ティビット   （２０１５・米）TV 初 
[声]   トム・ケニー（スポンジ・ボブ） 
 

人気アニメ『スポンジ・ボブ』の劇場版第２弾。海賊を追ってビキニタウンを飛

び出したスポンジ・ボブと仲間たちの大冒険を描く。             

【初回放送】３/２９（火）（STAR1） ３/２７（日）（STAR3） 

 

 
© 2013 Furnace Films, LLC All Rights Reserved 
  

© 2016 Paramount Pictures and Viacom International Inc. 
All Rights Reserved. SPONGEBOB SQUAREPANTS is the  
trademark of Viacom International Inc.  

『アナコンダ vs. 殺人クロコダイル』（２０１５・米）
[監督] Ａ・Ｂ・ストーン  
[出演] ロバート・イングランド／ヤンシー・バトラー 
 

人気の二大モンスターが直接対決するパニックホラー。森林地帯の湖を訪

れた人間たちが次々とその餌食になってゆく。             

【初回放送】３/６（日）（STAR1） ※STAR3 での放送はございません。 

 

『呪い襲い殺す』（２０１４・米）TV 初 
[監督] スタイルズ・ホワイト            
[出演] オリヴィア・クック／ダレン・カガソフ 
 

アメリカ版“こっくりさん”を題材にしたホラー。亡くなった友人の霊を呼び出し

た少女たちが、想像を絶する恐怖を体験する。    
 

【初回放送】３/４（金）（STAR２） ３/１３（日）（STAR3） 

 

 © 2015 Sony Pictures Worldwide Acquisitions Inc. All Rights Reserved. 
 

© 2014 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED. 

   
 

   . 

告知解禁
２/１
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STAR１ ３月のラインナップ 
【ONLY ON STAR】海外ドラマ『コンスタンティン』独占放送 

空前のアメコミ映画化ブームの中、ドラマ界にもその大波が到来中。『ＡＲＲＯＷ／アロー』や『ＧＯＴＨＡＭ／ゴッサム』などDCコミックからも大ヒット作が次々と登場する中、“DC”
の人気ダークヒーロー“コンスタンティン”が遂にその仲間入りを果たした！ 原作は黒魔術を操る悪魔祓い師ジョン・コンスタンティンの活躍を描く人気コミック「ヘルブレイザー」。映
画『ダ－クナイト』シリーズやドラマ『メンタリスト』を手掛けた豪華製作陣が集結し、アメコミ映像化ブームの中でも期待の１作となるドラマ『コンスタンティン』が日本初独占放送中！ 

【STAR1】（字幕版）毎週月曜日よる１１：００～ ／翌月曜日 午後２：００～ ※二ヵ国語版での放送はございません。   

『コンスタンティン』（２０１４年・米／全１３話） 
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTANTINE and all pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. Constantine series and all related new characters and elements TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.  

[製作総指揮] ダニエル・セローン（『メンタリスト』、『デクスター ～警察官は殺人鬼』）  
デヴィッド・Ｓ・ゴイヤー（『ダークナイト』シリーズ、『マン・オブ・スティール』） 

[監督] ニール・マーシャル 他 
[出演] マット・ライアン（ジョン・コンスタンティン役） 

アンジェリカ・セラヤ（ゼット・マーティン役） 
ハロルド・ペリノー（マニー役）  
チャールズ・ハルフォード（チャズ・チャンドラー役） 

第３話「伝説のレコード」 
シカゴでコンスタンティンの昔のバンド仲間だった音楽プロデューサー、バーニーが、あるレコードを聴いたことをきっかけに自殺してしま

う。そのレコードは、１９３０年代に悪魔に魂を売ったと噂されたブルース歌手ウィリー・コールが、レコーディング中に何者かに殺される

までが録音された呪われたレコードだった。コンスタンティンは、封印されていたはずのレコードを持ち出した人物を探し始めるが…。 

第４話「悲しい再会」 
コンスタンティンの古い友人で黒魔術の素養もあるガリーが、スーダンから帰国した。コンスタンティンと共にある少女を悪魔から救えな

かったことに苦悩し、スーダンを放浪していたガリーは、罪滅ぼしにと現地で悪魔祓いの生贄になっていた少年を救い、悪魔を瓶に封じ

込めた。だが持ち帰った瓶が空港で空けられてしまい、強大な力を持つ悪魔が放たれてしまう。ガリーはコンスタンティンに助けを求め

るが…。

＜キャッチアップ放送＞  
【STAR1】（字幕版） 

３/１８（金）深夜２：００頃～ 第１話～第４話 一挙放送 

第５話「よみがえり」 
ニューオーリンズ。マスク姿の女性が「私きれい？」と道行く人に質問し、答えた相手をハサミで刺し殺す事件が連続して発生してい

た。同じ頃、森で謎のヒッチハイカーを乗せた車が事故に遭う事件も頻発。調査に乗り出したコンスタンティンたちは、マスク姿の女性

も謎のヒッチハイカーも既に死んでいる人物であることを突き止めるが…。 

第６話「内なる子供」 
突如精神不安定になった子供が、親を殺す事件が発生。同様の事件は３５年前から何度も連続して起こっていた。事件を調べ始

めたコンスタンティンは、親に憎悪を持った子供の霊が生きている子供に憑依し、殺人を引き起こしているのではないかと推測する。

そして現在はその霊が医者の母親を持つヘンリーに取り憑いていることが発覚。実はその霊は、３５年前の最初に起こった事件と深

い関連性があった…。 
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STAR１ ３月のラインナップ 
【ONLY ON STAR】海外ドラマ『ＦＡＲＧＯ／ファーゴ２』独占放送 

コーエン兄弟の名作映画『ファーゴ』（1996年）をベースにコーエン兄弟自身が製作総指揮に加わりテレビシリーズ化。エミー賞とゴールデングローブ賞で作品賞など主要部門を総なめに
し大ヒットしたシーズン１に続く、待望のシーズン２！ 時代設定はオリジナル映画、シーズン１よりも更に遡る１９７９年。当時の音楽や世相も絶妙に描きつつキャストを一新。ドラマ出
演は珍しいキルスティン・ダンストをキーパーソンに起用し、パトリック・ウィルソンがシーズン１にも登場したルー・ソルヴァーソンの若き日を、その義父を名優テッド・ダンソンが演じ
ます。そんな好評放送中の本作も今月で遂に最終話！ 目の離せないストーリーがどのような結末を迎えるのか…どうぞご期待ください！

【STAR1】（字幕版）毎週火曜日よる１１：００～ ／翌週火曜日 午後２：００～   
【STAR3】（二ヵ国語版）毎週金曜日よる１０：００～ ／翌週月曜日 午後１：００～  

『FARGO／ファーゴ２』（２０１５年・米／全１０話） 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2016 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.  

[製作総指揮] ジョエル＆イーサン・コーエン  
ノア・ホーリー（『BONES ボーンズ -骨は語る-』）他 

[監督] ランドール・アインホーン（『ナース・ジャッキー』）他 
[出演] パトリック・ウィルソン（ルー役：小原雅人） 

キルスティン・ダンスト（ペギー役：石塚理恵） 
ジェシー・プレモンス（エド役：丸山壮史）  
テッド・ダンソン（ハンク役：小島敏彦） 
ジーン・スマート（フロイド役：一柳みる）他 

 

 

第６話「そして彼らは犀になった」 
精肉店での事件のあと、ベアは身柄を拘束されたチャーリーを連れ戻すためにルヴァーンの保安官事務所へ。ドッドもエドを殺しにルヴ
ァーンへ向かう。シモーンはドッドとベアがルヴァーンに向かったという情報をマイクに流す。その後、マイクは手下を連れてゲアハルトの
屋敷へ向かう。一方、ルーの取り調べを受けるエドは、家族を守りたいだけだと言って弁護士を要求し、カールが呼ばれるが…。 

第７話「親の因果は子に報う」 
屋敷が襲撃され、オットーを殺されたゲアハルト・ファミリー。彼らはカンザスシティへ復讐をしかけ、血で血を洗う殺し合いへと発展。ル
ーは両組織に圧力をかけて止めようと動き出す。一方、ベアの元に「ドッドの居所を知っている」という男から電話が入る。ベアは電話を
無視するが、フロイドが帰宅したちょうどその時、エドとペギーを追っているハンジーから「ドッドを見つけた」と電話が入り…。 

第８話「ロップロップ」 
自宅の地下室でドッドを縛りつけ階段に座り込むペギーは、幻影を相手に自己実現に向けて大きな悟りを開く。帰宅したエドとペギー
は、ドッドをトランクに乗せて家を出る。湖畔にある叔父の狩猟小屋に隠れることにした二人は、ペギーがドッドを見張る間にエドが公衆
電話からゲアハルトの家に電話をかけ、交渉を試みる。夫婦と形勢が逆転したドッドは、駆けつけたハンジーの姿に安堵するが…。 

第９話「城」 
ついに警察に捕まったエドとペギーは、カンザスシティのマイクとの取引に盗聴器を付けて臨むことになり、約束のモーテルでサウスダコ
タ州警察の署長らと待つことに。ミネソタに強制送還されたルーは、途中の雑貨店で店主が倒れているのを発見する。一方、逃走中
のハンジーは、マイクがドッドを人質にとってモーテルに潜伏中だとフロイドに伝える。フロイドは自らベアと手下たちを連れてモーテルへ
向かうが…。 
第１０話[最終話]「振り出し」 
ペギーと共にモーテルから逃げ出したエドは、追ってきたハンジーに撃たれてしまう。２人はスーパーマーケットの冷蔵室に隠れるが、
間もなく扉をこじ開ける音がする。一方、ゲアハルト家を潰し“王”を気取るマイクだったが、期待していた報酬を与えられず茫然とする。
逃亡したハンジーは新たなＩＤを入手し、次なる決意を固める。その後退院したハンクはルーの家を訪れ、一家で穏やかな時間を過ご
すが…。

11



STAR１ ３月のラインナップ 
      【ONLY ON STAR】海外ドラマ『ＧＩＲＬＳ®／ガールズ４』独占放送 

ニューヨークに生きるイマドキの２０代女子４人が直面する悩みやトラブルをコミカルに描き、世界中で中毒者が続出している最強“こじらせ”女子ドラマ『ＧＩＲＬＳ®／ガールズ』の新た
なシーズンが好評独占放送中！ 大人になりきれない４人の女子たちが、周囲を巻き込み、更なる騒動を巻き起こしていく姿を描く。抜群の音楽センスに、軽妙でいて実は深いセリフまわしな
ど、パワーアップした『ＧＩＲＬＳ®／ガールズ』をお見逃しなく！

【STAR1】（字幕版）毎週水曜日よる１１：００～ ／翌週水曜日 午後２：００～ 
【STAR3】（二ヵ国語版）毎週土曜日よる１０：００～ ／翌週火曜日 午後１：００～ 

『ＧＩＲＬＳ®／ガールズ４』（２０１５年・米／全１０話） 
 

 

 

 

 

 
 

 
© 2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.  

[製作総指揮] レナ・ダナム／ジャド・アパトー 
 [監督] レナ・ダナム ほか 
[出演] レナ・ダナム（ハンナ役：冠野智美） 

アリソン・ウィリアムズ（マーニー役：小松由佳） 
ジェマイマ・カーク（ジェッサ役：斎賀みつき） 
ゾーシャ・マメット（ショシャンナ役：小飯塚貴世江） 
アダム・ドライヴァー（アダム役：遠藤大智） 

第５話「ハンナの籠城作戦」
アダムの予期せぬ裏切りに、現実を受け止めきれないハンナはベッドルームに立て籠もる。困ったアダムはハンナの友人たちに助けを

求め、真っ先にマーニーに電話するがつかまらず、最初にショシャンナがやって来る。ショシャンナは自分の部屋に来るようハンナを誘う

が、追い返されてしまう。その後も友人たちが訪ねてくるが、やがて夜になり…。 

第６話「レイ、物申す！」
ある会社の面接に行ったショシャンナは、面接官でその会社の経営者であるスコットから「採用はしないが、飲みにいこう」と誘われ、あっ

さりＯＫする。転がり込んできたデジと相変わらずラブラブのマーニーだったが、曲やバンドに関する２人の考え方の違いが露呈し、険悪

なムードに。一方、レイは近所の交通渋滞を解消すべく、コミュニティ・ミーティングに参加するが…。

第７話「恋愛だってアート」
自由な校風の学校で臨時教員としての仕事を始めたハンナは、歴史を教えているフランと知り合い、デートに誘われる。その晩、バーで

飲んだ２人はハンナの提案でミミ＝ローズ主催のアートショーに行くことに。会場でハンナを見かけたアダムからは帰るように言われる

が、流れでハンナ、アダム、ミミ＝ローズ、彼女の元彼エースの４人で打ち上げパーティーに繰り出すことになる。 

＜キャッチアップ放送＞  
【STAR1】（字幕版）３/１（火）深夜３：００～ 第１話～第４話 一挙放送 

【STAR3】（二カ国語版）３/８（火）午前１０：００～ 第１話～第４話 一挙放送 

第８話「カミングアウト」
ハンナの父タッドは、カップルセラピーを受けた直後、妻のロリーンにある衝撃的な告白をする。ギクシャクしながらも平静を取り繕う２人

だったが、友人夫婦宅のパーティーでロリーンの我慢も限界に。一方マーニーは、デジがレコード契約の前金を全部はたいてギターの機

材を買ってきたことに激怒、大喧嘩の末にデジが部屋から飛び出していってしまい…。 

第９話「主役はアタシ！」
ハンナは父タッドと食事をするが、どうしても父の問題に真っ向から向き合えず、「離婚はしない」という言葉も信じられずにいた。一方、

地区委員長選の投票日、レイの選挙対策本部には支持者たちが集まり、ショシャンナは飾り付けやケーキの手配など、甲斐甲斐しく働

いていた。そこへマーニーとデジがあるニュースを持って姿を現す。
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STAR１ ３月のラインナップ 
海外ドラマ『１２モンキーズ』TV初放送 

鬼才テリー・ギリアムが１９９５年に生み出し、映画界に衝撃を与えた傑作ＳＦ映画を２０年の時を経てＴＶシリーズ化した海外ドラマ『１２モンキーズ』をスターチャンネルでＴＶ初放送
中！今月でシーズン１の最終話を迎えます。公開当時、賛否両論を巻き起こしながらも、そのミステリアスかつ、斬新なストーリー・世界観で現在も名作として語り継がれる原作映画。ＴＶ
シリーズではそのストーリーを踏襲しつつも、よりスピーディーでより繊密な語り口で新たな世界観を構築し、映画でも明かされなかった謎に迫っていく物語が米国でも人気を獲得。原作映
画のファンも、原作映画を知らない人も中毒になること間違いなしの傑作ＳＦドラマをどうぞお楽しみください！

【STAR1】（字幕版）毎週木曜日 よる１１：００～ ／ 翌木曜午後２：００  
【STAR3】（二ヵ国語版）毎週日曜日 よる１０：００～ ／ 水曜午後１：００ 

『１２モンキーズ』（２０１５年・米／全１３話）
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2015 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved. 

[製作総指揮] ナタリー・チャイデス（『HEROES／ヒーローズ』） 
チャールズ・ローヴェン（『１２モンキーズ』『ダークナイト』シリーズ） 
リチャード・サックル（『アメリカン・ハッスル』） 

 [脚本] トラヴィス・フィケット（『NIKITA』） 
デヴィット・ピープルズ／ジャネット・ピープルズ（『１２モンキーズ』） 

 [監督] ジェフリー・レイナー ほか 
[出演] アーロン・スタンフォード（小松史法） 

アマンダ・シュール（甲斐田裕子） 
       バルバラ・ズコーヴァ（加良まゆみ） 
       カーク・アセヴェド（北島善紀） 
        エミリー・ハンプシャー（井上カオリ） 

第１２話「パラドックス」 
タイムトラベルの影響で瀕死の状態にあるコール。キャシーは彼を救うため、２０１５年のジョーンズの助けを借りてコールの父親を探し

出す。彼の息子、すなわち２０１５年のジェームズの血液が必要だった彼女たちは、コールの父親にすべてを打ち明けるが…。 

第１３話[最終話]「運命」 
２０１５年、コールとキャシーは何とか“目撃者”を突き止めて未来を変えようとしていた。一方、２０４３年のジョーンズは、マシーンを奪

いに来たディーコンと１２人のグループに襲われる。絶体絶命の危機を迎えたジョーンズは、ある取引を持ちかける。 
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STAR１ ３月のラインナップ 
        【ONLY ON STAR】海外ドラマ『TRUE DETECTIVE／二人の刑事』一挙放送 

１７年前に起きた猟奇殺人事件を巡る二人の刑事を描き、アメリカで大ヒットを記録した海外ドラマ『TRUE DETECTIVE／二人の刑事』。エピソードごとの平均視聴者数が、米ケーブル局
HBOの新作ドラマとして１１００万人という歴代２位の大記録を達成。『ダラス・バイヤーズ・クラブ』では自身初となるオスカーを受賞し、エミー賞主演男優賞にもノミネートされたマ
シュー・マコノヒー＆ウディ・ハレルソンという映画スターが競演し、海外ドラマには珍しく１人のディレクターと脚本家が８話すべてを担当するという、まさに“８時間に及ぶ長編映画”
とも言える映画級のクオリティを誇る海外ドラマ。刑事たちの証言をもとに明かされる１７年前の真実。犯人は誰なのか？ 解決したはずの事件がなぜ再び起こったのか？ 捜査の過程で浮き
彫りになっていく人間社会の闇とは…。今月は、この話題の海外ドラマ全８話を一挙放送！

【STAR1】（字幕版）３/２５（金）＆ ３/２６（土）深夜１：３０～ 各４話ずつ ２夜連続放送 （全８話）  
【STAR3】（吹替版）３/２９（火）＆ ３/３０（水）深夜０：３０～ 各４話ずつ ２夜連続放送 （全８話） 

『TRUE DETECTIVE／二人の刑事』（２０１４年・米／全８話） 

 

 

 

 

 
 

© 2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.      

≪シーズン１実績≫   
２０１４年 エミー賞（ドラマ部門） 監督賞、撮影賞、メインタイトル・デザイン賞、メークアップ賞、キャスティング賞 受賞 

[製作総指揮] スティーヴ・ゴリン（『エターナル・サンシャイン』『バベル』） 
 [監督] キャリー・ジョージ・フクナガ（『闇の列車、光の旅』『ジェーン・エア』） 
[脚本] ニック・ピゾラット（海外ドラマ『THE KILLING／キリング』） 
[出演] マシュー・マコノヒー（ラスト・コール役：森田順平） 

ウディ・ハレルソン（マーティン・ハート役：谷昌樹） 
ミシェル・モナハン（マギー・ハート役：衣鳩志野） 
 

第１話「暗闇」 

第２話「幻覚」 

第３話「密室」 

第４話「潜入」 

第５話「疑惑」 

第６話「執念」 

第７話「連鎖」 

第８話［最終話］「暁光」 
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STAR１ ３月のラインナップ 
  

【ONLY ON STAR】あなたの知らない映画の秘密 
『映画の履歴書／お熱いのがお好き』 

映画史に刻まれた数々の名作映画。その誕生の裏には、当時の時代背景や、製作者たちの知られざる想いなど映画を見ただけではわからない様々な秘密が隠されています。そんな名作映画誕
生の裏に秘められた映画ファン必見の秘密を、製作者や俳優たちに新たにインタビューを行い解き明かすドキュメンタリー『映画の履歴書』を、映画作品と共に特集放送。今月の作品は、ビ
リー・ワイルダー監督の永遠の名作『お熱いのがお好き』です。

３/１０（木） よる７：３０～ ほか（全２作品）
 

 
『映画の履歴書／お熱いのがお好き』 

（２００８・仏）
 

 

 

 

時代を越えて愛される名作映画の舞台裏を、出演俳優やスタッフなど当

事者の新たなインタビューによって現在の視点から検証するドキュメンタリ

ー。今回取り上げるのは、ビリー・ワイルダー監督の１９５９年作品『お熱い

のがお好き』。ハリウッドでのコメディ映画の系譜を検証しながら、作品の生

まれた社会的背景や、知られざる軋轢の数々が紹介される。また、主演

のトニー・カーティスが語るマリリン・モンローとの思い出話は必見。       

  
『お熱いのがお好き』（１９５９・米） 
[監督] ビリー・ワイルダー           
[出演] ジャック・レモン／トニー・カーティス／ 

マリリン・モンロー 
 
全米映画協会による「アメリカの喜劇映画ベスト１００」で第１位に選ばれた

作品。ギャングに追われる２人組の恋とスリルをノンストップで描き、ジャッ

ク・レモンの芸達者振りとモンローの魅力で酔わせる、名実ともにマスターピ

ース。『七年目の浮気』でモンローのＮＧの多さに「二度と組むのはゴメン」

と怒ったワイルダー。それでも彼女の底知れないスケールに魅了され本作

で再起用したエピソードは、今やハリウッドの神話。 

 

★アカデミー衣裳デザイン（白黒）賞受賞 

© corbis  © 2016 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. 
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STAR１ ３月のラインナップ 
 

  【ONLY ON STAR】ドキュメンタリーシリーズ『ＴＨＥ '７０ｓ』独占放送 
  特別企画：時代を刻んだ映画 VOL.３：テロリズムの誕生 

「映画を見れば“時代”がわかる」。そんな言葉が生まれるほど、現在も語り継がれる名作映画の数々は時代の生の空気を捉えた“時代を刻んだ映画”ばかり。世界を変えた事件の真実を後
世に描いた映画も、激動の時代の中でその影響を受けながら時代と共に生まれた映画も、時代に息づいた熱や精神を閉じ込めたからこそ、人々の共感を呼び、心に刻まれてきました。スター
チャンネルでは、そんな激動の時代を解き明かすドキュメンタリーシリーズ『ＴＨＥ ’６０ｓ』に続き、１９７０年代にフィーチャーした『ＴＨＥ ’７０ｓ』を１月より日本初独占放送中。
そして、『ＴＨＥ ’７０ｓ』と合わせ、１９７０年代の様々な事件を描いた映画を特集放送します。ウォーターゲート事件やベトナム戦争の終結など、１９７０年代に起きた歴史的事件の裏
側と、その事件を描いた映画作品を通して、“時代を刻んだ映画”の魅力に迫ります。第３回となる今月のテーマは“テロリズムの誕生”。

３/１７（木） よる９：００～ ／ ３/２５（金）午後２：００～ （全２作品）
 

 
『ＴＨＥ ’７０ｓ／テロリズムの誕生』 

（２０１５・米）

１９７０年代のアメリカ社会に焦点をあて、当時の映像や当事者や事件の

目撃者たちへのインタビューを織りまぜながら社会の変化・変遷を描いたド

キュメンタリー・シリーズ。今回のテーマは“テロリズムの誕生”。７０年代に

なって新たな恐怖の対象となったのが、過激派やテロリストによる事件の

数々。新聞王ハーストの孫娘パティ・ハーストが過激派に洗脳された衝撃

の事件などを、当時のニュース映像を交えながら再検証してゆく。 

  
『バーダー・マインホフ 理想の果てに』  
[監督] ウーリー・エデル      （２００８・独＝仏＝チェコ） 
[共演] マルティナ・ゲデック／モーリッツ・ブライブトロイ 
 
１９６０年代後半に結成され、過激なテロ活動でヨーロッパを震撼させた急

進的極左武装組織、ドイツ赤軍（ＲＡＦ）。その誕生前後の１９６７年から、

１９７７年のハイジャック失敗と組織の壊滅までの１０年間を、西独出身の

ウーリー・エデル監督が描く実録社会派ドラマ。革命運動が次第に無差別

テロへと変化してゆき、自分たちの理想と実態に悩むメンバーの葛藤を客

観的な視点で綴り、観る者に解釈を委ねる結末が苦い余韻を残す。 

 

© 2015 Cable News Network, Inc. A TimeWarner Company 
All rights reserved 

 © 2008 CONSTANTIN FILM PRODUKTION GMBH-NOUVELLES 
EDITIONS DE FILMS S.A.-G.T. FILM PRODUCTIONS S.R.O. 

【今後の放送テーマ（予定）】毎月『THE ’７０ｓ』と映画をカップリング放送 
４月：「ウォーターゲート事件」５月：「アメリカ暗黒時代」６月：「ベトナム戦争の傷跡」７月：「フリーセックス・ムーブメント」８月：「クライム・ヒストリー」  
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STAR１ ３月のラインナップ 
  

       見くらべシネマ『ＡＮＮＩＥ／アニー（２０１４）』VS『アニー（１９８２）』 
時代をこえて世界中で愛されているブロードウェイ・ミュージカル『アニー』。巨匠ジョン・ヒューストンが映画化した、“古き良きアメリカ”が満喫できる１９８２年版『アニー』と、ウィ
ル・スミスが製作し、舞台を現代に移した『ANNIE／アニー』を一緒にお届け！ 心躍る楽曲と華麗なダンス、そしてハッピーなストーリーを見くらべてお楽しみください！ 

【STAR1】（字幕版）３/１９（土）よる９：００～ 一挙放送  
【STAR3】（吹替版）３/３０（水）午後１：００～ 一挙放送  

 
『ＡＮＮＩＥ／アニー』（２０１４・米） 
 

[監督] ウィル・グラック 
[出演] ジェイミー・フォックス／クヮヴェンジャネ・ウォレス 
 

大ヒットしたブロードウェイ・ミュージカルを、現代に設定を置き換えて再映

画化。今回アニーを演じたのは、『ハッシュパピー バスタブ島の少女』で、

史上最年少のアカデミー主演女優賞候補となったクヮヴェンジャネ・ウォレ

ス。はつらつとした持ち味を十分に引き出している。また、大富豪役をジェ

イミー・フォックスが演じているほか黒人キャストを多数起用。ロケ撮影を行

った、ニューヨークの風景も作品の魅力のひとつとなっている。 

  
『アニー』（１９８２・米） 
 

[監督] ジョン・ヒューストン  
[出演] アイリーン・クイン／アルバート・フィニー  
 

ブロードウェイの同名大ヒットミュージカルを、アクションから文芸作品まで

幅広く手がける巨匠ジョン・ヒューストン監督が映画化。８０００人の中から

オーディションで選ばれた子役のアイリーン・クインが、はつらつとした主人

公アニーを元気いっぱいに好演。大統領の前で「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」を堂々

と歌う姿、終盤でアルバート・フィニーと共に華麗にタップダンスを踊る場面

など、主役にふさわしい存在感を発揮している。 © 2014 Columbia Pictures Industries, Inc. and Village Roadshow Films 
North America Inc. / Village Roadshow Films (BVI) Limited. All Rights 
Reserved. Annie and related characters and elements: TM & © 2014 
Tribune Content Agency, LLC.  

 © 1981 Rastar Films, Inc. All Rights Reserved. 
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STAR１ ３月のラインナップ 
  

『宇宙戦艦ヤマト』ＴＶシリーズ特別放送 
幅広い世代から愛される日本のＳＦアニメの金字塔『宇宙戦艦ヤマト』。その原点となるＴＶアニメシリーズを２月から３月にかけて特別一挙放送中！ ３月は２月から引き続く『宇宙戦艦
ヤマト２』と『宇宙戦艦ヤマトⅢ』をオンエア。 

  【STAR1】平日夕方 ＆ 深夜 ／ 土日早朝（※3/８の２話分、3/22の１話分はメンテナンスのため翌日深夜に振替放送） 
【STAR3】平日あさ ／ 土日深夜 

 
■３/１（火）～３/７（月） 

『宇宙戦艦ヤマト２』  （１９７８・日・全２６話） 
[監督] 松本零士          
[声] 富山敬（古代進役）／仲村秀生（島大介役） 
 
ＳＦアニメの金字塔『宇宙戦艦ヤマト』シリーズテレビアニメの第２作目。 

  
■３/８（火）～３/２７（日） 

『宇宙戦艦ヤマトⅢ』  （１９８０・日・全２５話） 
[監督] 松本零士          
[声] 富山敬（古代進役）／麻上洋子（森雪役） 
 
ＳＦアニメの金字塔『宇宙戦艦ヤマト』シリーズテレビアニメの第３作目。 

 

© 東北新社  
 

 
 

© 東北新社  

 
 

新シリーズ『牙狼―紅蓮ノ月―』 
人の陰我を喰らう魔獣“ホラー”を討滅する為、代々受け継がれし鎧を召還し戦う“魔戒騎士”、そして魔戒騎士の中でも最高位である“ガロ”の称号を受けた黄金騎士の戦いを描く『牙狼
―ＧＡＲＯ―』シリーズ。2度目のアニメ作品となる本作は、メインキャラクターデザインを人気漫画家・桂正和が手掛けるなど、業界の奇才たちが創生する平安牙狼ワールド！ 

  毎週金曜よる８：１５～ 第２０話～第２２話 ※3/11（金）は休止     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

©2015「紅蓮ノ月」 雨宮慶太 / 東北新社 

『牙狼―紅蓮ノ月―』（２０１５・日） 
 

［原作］雨宮慶太 
［メインキャラクターデザイン］桂正和   
［アニメーション制作］MAPPA／東北新社 
［監督］若林厚史 
 
魔界から人間界に出現して人を喰らってきた魔物ホラー。このホラーを倒す使命を持ち、戦い続けてきた魔戒騎士の中で最高位である黄金騎士ガロ、その鎧は一子相伝であり、 

血の繋がりがある男性しか受け継ぐことができない…。２００５年にスタートした『牙狼＜ＧＡＲＯ＞』シリーズ、今回は２度目のアニメ作品。アニメ前作とは時代も登場人物も一新し、 

今回は“平安京”を舞台に黄金騎士の活躍を描く。キャラクターデザインは桂正和。 
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映画特集チャンネル 
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STAR２ ３月のラインナップ 
  

  痛快！アクション映画大特集 
手に汗握るストーリーとド派手な戦闘シーン、個性豊かなヒーローたちと、誰もが大好きなアクション映画。今月はそんな人気ジャンルの映画を大特集放送！ トム・クルーズの人気シリー
ズ『ミッション：インポッシブル』や米同名ＴＶの映画版『特攻野郎Ａチーム THE MOVIE』など、痛快なアクション映画１１本をお楽しみください。 

３/２０（祝・日）＆ ３/２７（日）午前９：１５頃～ ２週連続一挙放送 ／
３/２３（水）～ ３/２５（金）& ３/３０（水）～ ４/１（金）よる９：００～ 連日放送（全１１作品）

 
『特攻野郎Ａチーム ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ 

［エクステンデッド版］』（２０１０・米）
[監督] ジョー・カーナハン  
[出演] リーアム・ニーソン／ブラッドリー・クーパー 
 

痛快な主題曲、個性豊かなメンバー、１話完結の巧みなストーリー展開で

１９８０年代に日本でも人気を呼んだ同名ＴＶドラマの劇場版。『９６時間』

シリーズで、５０代にして華麗なアクションをこなしている演技派リーアム・ニ

ーソン、イケメン実力派俳優ブラッドリー・クーパーら豪華キャストが共演

し、ド派手なアクションを披露している。これぞエンタメの決定版！ 頭を空

っぽにしてその爽快感を楽しみたい。 

  
『ミッション：インポッシブル』（１９９６・米） 
 
 

[監督] ブライアン・デ・パルマ 
[出演] トム・クルーズ／エマニュエル・ベアール 
 

日本でも人気を呼んだ往年のＴＶドラマ「スパイ大作戦」を、トム・クルーズ

が製作・主演を兼ねて映画化した人気シリーズの第１弾。“映像の魔術

師”ブライアン・デ・パルマ監督が、痛快なアクション場面からＣＩＡ本部への

潜入シーンまで、独特の映像感覚で緊張感溢れる演出を披露。フランス

を舞台に繰り広げるアクションに相応しく、エマニュエル・ベアールやジャ

ン・レノといったフランス映画界のスターが出演しているのも注目！ 

© 2010 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.  TM & © 2016 Paramount Pictures. All rights reserved. 

【その他のラインナップ】
『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～』『スパイ・レジェンド』『Ｇ．Ｉ．ジョー』『ザ・ロック』『６０セカンズ』『９６時間』 
『トランスフォーマー』『ウォーターワールド』 
 

あなたは必ずダマされる！ 
大ドンデン返しがあるとわかっていても、ついついダマされてしまう映画たち。ウィル・スミスが詐欺師を演じる『フォーカス』、ヒュー・ジャックマン＆クリスチャン・ベイル扮する天才
マジシャンの激闘を描いた『プレステージ』など、トリックを見破るのも楽しいけれど、いっそダマされる快感にハマっちゃってください！ 

３/６（日）＆ ３/１３（日）午前１１：００ほか～ ／
３/９（水）～３/１１（金）＆ ３/１６（水）～３/１８（金）よる９：００～ 連日放送 （全１１作品）

 
『フォーカス』（２０１５・米＝アルゼンチン）TV初 
 

[監督] グレン・フィカーラ／ジョン・レクア  
[出演] ウィル・スミス／マーゴット・ロビー 
 

ウィル・スミスが相手の視点（フォーカス）を巧みに操る天才詐欺師を演

じ、洗練された盗みの世界を描く犯罪サスペンス。“世界一のスリ師”とし

て著名なアポロ・ロビンスを顧問に迎え、劇中で披露される人間行動学に

基づく大胆な“騙し”のテクニックは必見。騙す者同士のロマンスもスリリン

グに盛り込まれ、巧妙な話術とトリックに騙されること必至。 

  
『アンブレイカブル』（２０００・米） 
 

[監督] Ｍ・ナイト・シャマラン  
[出演] ブルース・ウィリス／サミュエル・Ｌ・ジャクソン 
 

『シックス・センス』のМ・ナイト・シャマラン監督と主演のブルース・ウィリス

が再び組んだ衝撃のスリラー。『シックス・センス』で観客をあっと驚かせた

シャマランが、奇想天外なストーリー構成に自分探しのテーマを加味した

シナリオで、再び観客を驚愕させる。悲惨な列車事故から生還した主人公

を演じたウィリスは、内省的で思慮深い男の心情を言葉少なに巧演し、サ

ミュエル・Ｌ・ジャクソンの怪演との対比も鮮やか。 
© Warner Bros. Entertainment Inc.   © Touchstone Pictures  

【その他のラインナップ】
『プリデスティネーション』『ハイド・アンド・シーク／暗闇のかくれんぼ』『ダークシティ』『テキサスの五人の仲間』『真実の行方』『プレステージ』『ランナーランナー』 
『情婦』『スケルトン・キー』
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STAR２ ３月のラインナップ 
  

新旧ミュージカル映画ＳＨＯＷ  
1982年にも映画化された名作ブロードウェイ・ミュージカルが原作の『ANNIE アニー』、個性豊かなガールズアカペラ部の青春を描いた『ピッチ・パーフェクト』など、見ていて元気が出
るようなミュージカル映画を特集。『サウンド・オブ・ミュージック』『ウエスト・サイド物語』など不朽の名作とともに、新旧ミュージカル映画の“競演”をお楽しみください。 

３/１４（月）～ ３/１８（金）＆ ３/２１（月・祝）～ ３/２５（金）午後２：３０頃～ ／
３/１９（土）＆ ３/２６（土）午前８：００ほか～ ２週連続一挙放送（全１１作品）

 

 

『ピッチ・パーフェクト』（２０１２・米）TV初 
[監督] ジェイソン・ムーア 

[共演] アナ・ケンドリック／レベル・ウィルソン 
 

２０１２年に全米で公開され、若者を中心に口コミで人気が爆発した学園音

楽コメディ。実話に基づくノンフィクション本を原作に、大学の女性アカペラサ

ークルの奮闘を描いた。１９８０～９０年代のヒット曲をフィーチャーし、主演の

アナ・ケンドリックをはじめ若手女優たちが毎日１０時間の特訓を４週間積ん

だ本格的なアカペラパフォーマンスは必見。サントラも大ヒットし、続編も製作

された。 

  『天使にラブ・ソングを…』（１９９２・米） 
[監督] エミール・アルドリーノ        

[共演] ウーピー・ゴールドバーグ／マギー・スミス 
 

ウーピー・ゴールドバーグが修道女に変装したクラブ歌手をケレン味たっぷ

りに演じ、人気スターの座に就いた大ヒットコメディ。奔放な主人公と厳格

な修道女たちの噛み合わないやり取りが笑いを誘うとともに、修道女たちが

歌を通じて次第に生き生きとした表情に変わってゆく様子が音楽に乗せて

テンポ良く描かれる。「レスキュー・ミー」などの名曲が全編を軽快に彩る

ほか、ゴスペル風にアレンジされた聖歌隊の歌唱シーンは名場面。 

 

 

© 2012 Universal City Studios Productions LLLP. All Rights Reserved. 
 

 © Touchstone Pictures & © Buena Vista Pictures. All Rights Reserved.

【その他のラインナップ】
『王様と私（１９５６）』『サウンド・オブ・ミュージック』『ウエスト・サイド物語』『オール・ザット・ジャズ』『ザッツ・エンタテインメント』『ＡＮＮＩＥ／アニー（２０１４）』 
『アニー（１９８２）』『ザ・マペッツ２／ワールド・ツアー』『天使にラブ・ソングを２』
 

 男は黙ってウエスタン！
口数は少なく決して器用ではないが、最強な腕を持ち弱きを助け、決める時は決める…西部劇はそんな“男の美学”が溢れている。今月は、そんな中でも銃撃戦やガンアクションが魅力の娯
楽要素の強い西部劇を大特集！ 王道から通好みの作品まで、マカロニとハリウッド両方から厳選した全１０作品の男たちの生きざまと華麗なる銃さばきをお楽しみください。 

３/７（月）～ ３/１８（金）平日午後１：００～ 連日放送 （全１０作品）

 

 

『荒野のストレンジャー』（１９７３・米） 
[監督] クリント・イーストウッド   

[出演] クリント・イーストウッド／ヴァーナ・ブルーム 
 

当時『恐怖のメロディ』で監督としても高く評価されたクリント・イーストウッド

が、再び監督・主演を兼任したアクション西部劇。ミステリアスで寡黙にし

て銃の達人という、これまでにイーストウッドが演じてきた“マカロニ・ウエスタ

ン”の役柄を踏襲しつつ、そこに超自然的要素をプラス。異世界を思わせ

る風景描写、ペンキで赤一色に塗られた町並み、ひと癖ある登場人物た

ちと、後の秀作『ペイルライダー』の原点ともいえる作品。 

  『ウィンチェスター銃’７３』（１９５０・米） 
[監督] アンソニー・マン         

[出演] ジェームズ・スチュアート／シェリー・ウィンタース 
 

ジェームズ・スチュアートが、名コンビとして数々の西部劇を手掛けたアンソ

ニー・マン監督と初めて顔を合わせた作品。千丁に一丁という名銃“ウィン

チェスター”が、数奇な運命を辿りつつ次々と人の手に渡ってゆく様子を通

じて、西部に生きる人々のドラマが描かれてゆく。物語の中心は一人のガ

ンマンの復讐劇だが、その理由や相手との関係が終盤まで伏せられたま

ま進行するのがポイント。クライマックスの息詰まる銃撃戦も必見。 
© 1973 Universal Studios, Inc. All Rights Reserved.  © 1950 Universal Pictures Co., Inc. Renewed 1977 Universal City 

Studios, Inc. All Rights Reserved. 
 

【その他のラインナップ】
『トゥームストーン』『勇気ある追跡』『復讐無頼・狼たちの荒野』『オレゴン魂』『ガンマン大連合』『１００挺のライフル』『シルバー・サドル 新・復讐の用心棒』 
『３時１０分、決断のとき』
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STAR２ ３月のラインナップ 
  

Ｂ級オカルト・カーニバル 
何億ドルも製作費をかけた大作はもちろん必見ですが、低予算でマイナーながら自由度の高いＢ級映画も実は一つの立派な人気ジャンル！ 今月はその中でも“心霊”“都市伝説”“宇宙人”
などサブカルチャー分野で常に注目度の高い“オカルト”ジャンルの作品を特集放送します。『地下に潜む怪人』など日本未公開の秀作も必見！ 

３/２（水）～ ３/４（金）よる１１：００頃～ ／ ３/９（水）～ ３/１１（金）午後３：００頃～ ２作品ずつ連日放送 （全６作品） 

 

 

『地下に潜む怪人』（２０１４・米） 
[監督] ジョン・エリック・ダウドル        

[出演] パーディタ・ウィークス／ベン・フェルドマン 
 

パリの地下に実在する巨大墓地“カタコンベ”を舞台にした新感覚ホラー。

探検に挑んだ考古学者の一団が、迷路のように入り組んだ地下洞窟で迷

ってしまう恐怖を描いてゆく。『デビル』や『クーデター』など極限状態から脱

出するドラマを得意とするダウドル兄弟が監督・脚本・製作を担当。ＰＯＶの

手法を用い、全編を登場人物たちの主観映像だけで構成することにより、

地下道の狭さや暗闇の恐怖を演出してみせているのも見どころ。 

  『アナベル 死霊館の人形』（２０１４・米） 
[監督] ジョン・Ｒ・レオネッティ        

[出演] アナベル・ウォーリス／ウォード・ホートン 
 

『ソウ』シリーズのジェームズ・ワンが監督し、全米でサプライズヒットを飛ばし

た『死霊館』のスピンオフ作品。本作でワンはプロデュースにまわり、『死霊

館』に登場した呪われた人形“アナベル”の誕生秘話と、それを手にした夫

婦が遭遇する壮絶な恐怖体験を描く。監督は前作の撮影監督だったジョ

ン・Ｒ・レオネッティが務め、カメラワークと音響を巧みに利用して恐怖感を

高めるメリハリの効いた絶妙な演出を見せた。 

© 2014 Catacombs US, LLC. All Rights Reserved.  © New Line Productions, Inc. 

【その他のラインナップ】
『呪い襲い殺す』『ピラミッドの呪い』『デビルズ・バースデイ』『エリア５１』
 

  劇場新作『リリーのすべて』公開記念 オスカー俳優エディ・レッドメインの肖像  
『博士と彼女のセオリー』でアカデミー賞主演男優賞を手にした実力派英国俳優エディ・レッドメインが、世界で初めて性別適合手術を受けたリリー・エルベを演じる伝記ドラマ『リリーの
すべて』の公開にあわせ、レッドメインの出演作２本を放送します。 

３/７（月）夕方６：３０～ 一挙放送 ／
３/１２（土）＆ ３/１３（日）よる１１：0０頃～ ２夜連続放送 ／ ３/１７（木）＆ ３/１８（金）夕方５：００頃～ ２日間連続放送（全２作品） 

 

 

『博士と彼女のセオリー』（２０１４・英） 
[監督] ジェームズ・マーシュ 

[共演]フェリシティ・ジョーンズ／デヴィッド・シューリス 
 

現代宇宙論に影響を与えた“車椅子の物理学者”スティーヴン・ホーキン

グ博士と、彼を支え続けた妻ジェーンの絆を描く感動のヒューマンドラマ。

レッドメインは、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）を発症し、徐々に体の自由を

奪われていくホーキンス博士を繊細かつリアルに演じ、アカデミー主演男

優賞を受賞。２人が直面する葛藤や苦悩をきめ細かく捉えながら、好奇心

と希望を胸に余命宣告を覆してゆく夫婦の愛が胸を打つ。 

  『ジュピター』（２０１５・米＝英＝豪） 
[監督] ラナ・ウォシャウスキー／アンディ・ウォシャウスキー  
[共演]チャニング・テイタム／ミラ・クニス 
 

『マトリックス』シリーズのラナ＆アンディ・ウォシャウスキー監督が手掛けた

スペース・アドベンチャー。宇宙最大の王朝の王位を継承する運命を背

負った女性が、遺伝子操作で生まれた戦士と共に人類の危機に立ち向か

う姿を、イマジネーション豊かなビジュアルで描き出す。レッドメインは、宇

宙を支配する王朝の冷酷な実力者バレム役を演じ、独特な雰囲気で物

語に深みを与えている。 

 
 
© 2014 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved.  

 © Warner Bros. Entertainment Inc. 
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STAR２ ３月のラインナップ 
  

    劇場新作『バットマン VS スーパーマン ジャスティスの誕生』公開記念 
『バットキッド ビギンズ』特別放送

白血病と闘う少年マイルズ君の「バットマンになりたい」という願いを叶えるため、1万人を超えるボランティアの協力のもと、アメリカ・サンフランシスコを『バットマン』の舞台ゴッサ
ムシティに見立て、街をあげてマイルス君の夢を実現させた感動の実話に迫ったドキュメンタリー『バットキッド ビギンズ』。マイケル・キートン、クリスチャン・ベイル、ベン・アフレッ
クら歴代バットマン俳優たちも賛辞を送った本作を、3／２５（金）公開のシリーズ最新作『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』の前にぜひお楽しみください。 

３/１４（月）よる９：００～ ほか
 

   

 

 

 

『バットキッド ビギンズ』（２０１５・米）TV 最速 
 

[監督] ダナ・ナックマン  
 

[解説・見どころ] 
 

白血病と闘う５歳の少年、マイルズ・スコット君の「バットマンになりたい」という願いを叶えるため、ボランティア団体“メイク・ア・ウィッシュ”が企画・演出を手掛けた

奇跡の実話に密着したドキュメンタリー。1 万人を超えるボランティアの協力のもと、サンフランシスコの一角を『バットマン』の舞台ゴッサムシティに見立て、街をあ

げてマイルズ君の夢を実現させていく舞台裏が明かされる。 

 

 

 

 © 
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STAR２ ３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。 
今月は“巨匠が愛したミューズたち”をテーマに、映画史に残る女優の魅力が光る４作品を集めました。

【STAR2】（字幕版）毎週月曜日 よる１１：００頃～ ほか  

『ダイヤルＭを廻せ！』（１９５４・米） 
 

[監督] アルフレッド・ヒッチコック 
[出演] レイ・ミランド／グレイス・ケリー 

 

妻の殺害を企む夫の完全犯罪計画の行方と、その果てに迎える意外な結末

がスリリングに綴られる、アルフレッド・ヒッチコック監督の名作サスペンス。ブロ

ンド美女が大好きなヒッチコックが本作以降何回も起用したのが、“クールビ

ューティー”と称されるグレイス・ケリー。その高貴な佇まいは圧倒的で、スタ

ー女優からモナコ公国のプリンセスへと華麗な転身を遂げたのも納得。引退

後もヒッチコックからのラブコールは途絶えなかったそう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
© Warner Bros. Entertainment Inc. 

『日曜日が待ち遠しい！』（１９８３・仏） 
 

[監督] フランソワ・トリュフォー        
[出演] ファニー・アルダン／ジャン＝ルイ・トランティニャン 

 

ヌーヴェル・ヴァーグの旗手フランソワ・トリュフォー監督の遺作となったミス

テリー。殺人の嫌疑をかけられた社長の濡れ衣を晴らそうとする秘書の活

躍をモノクロのスタイリッシュな映像で描いてゆく。トリュフォーのミューズだ

ったファニー・アルダンのマニッシュな美しさが光る１本で、女性の脚を偏

愛した彼ならではのカットにも注目。アルダンは、トリュフォーがこの世を去っ

た後もその魅力を放ち、様々な巨匠たちの作品に出演。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
© 1983 LES FILMS DU CARROSSE 

【放送日時】３/７（月） 
 

【放送日時】３/１４（月） 
 

 

『汚れた血［ＨＤニューマスター版］』 
 

[監督] レオス・カラックス （１９８６・仏＝スイス） 
[出演] ジュリエット・ビノシュ／ドニ・ラヴァン 

 

フランス映画界の鬼才レオス・カラックス監督が、近未来のパリを舞台に、未

知の病気の特効薬をめぐる男女の三角関係を描く。幼さの残る顔立ちに、は

っとするほどの透明感で、無垢でありながら奔放なヒロインを演じたジュリエッ

ト・ビノシュ。彼女がそこに登場するだけで、見る者の視線を独占してしまうそ

の存在感はさすが。当時恋人関係にあったカラックス監督は、次の作品『ポ

ンヌフの恋人』でも彼女を起用した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 1986 LES FILMS PLAIN CHANT - SOPROFILM - FR3 PRODUCTION

『グロリア』（１９８０・米） 
 

[監督] ジョン・カサヴェテス 
[出演] ジーナ・ローランズ／ジョン・アダムズ 

 

米国インディーズ映画の先駆者ジョン・カサヴェテス監督が、ギャングに家

族を殺された少年と彼を匿うことになった女ギャングの逃避行を描くハード

ボイルドアクション。監督を公私に渡って支えたのが、本作でも主人公を演

じたジーナ・ローランズ。凛とした表情に立ち姿の美しさ、悪者相手に一歩

も怯まず銃を向ける姿はとにかくカッコイイの一言。誰にも媚びずに生きて

きた強い女性の姿を見事に体現している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 1980 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 

【放送日時】３/２１（祝・月） 
 

【放送日時】３/２８（月） 
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STAR２ ３月のラインナップ 
ウエスタン＆クラシック 

スターチャンネル２の毎週火曜は、懐かしの西部劇や名作、知られざる秀作など、
クラシック映画ファン必見のラインナップでお届けします。

毎週火曜日 よる９：００～ ／ 毎週日曜日 午前  

『女相続人』（１９４９・米） 
[監督] ウィリアム・ワイラー            
[出演] オリヴィア・デ・ハヴィランド／モンゴメリー・クリフト 
 

『ローマの休日』のウィリアム・ワイラー監督が、財産を巡る父娘の葛藤や男女

の愛憎に絡む人間の心理を卓越した演出で焙り出し、アカデミー賞５部門に

輝いた人間ドラマ。前半の内向的だが優しさに溢れた姿と、父や恋人の冷た

い仕打ちに接して心を閉ざした後半の主人公を演じ分けたオリヴィア・デ・ハ

ヴィランドは、アカデミー主演女優賞を受賞。１９世紀のニューヨーク社交界

を再現した衣裳や美術も見どころのひとつ。 

★アカデミー主演女優賞、劇・喜劇映画音楽賞、美術（監督）賞／美術（装

置）賞／白黒、衣裳デザイン賞（白黒）受賞。 

【初回放送】３/１（火） 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 1949 Paramount Pictures, Inc. Renewed © 1977 Emka.  
All Rights Reserved.  

『裏切りの荒野』 
[監督] ルイジ・バッツォーニ         （１９６７・伊＝西独）
[出演] フランコ・ネロ／クラウス・キンスキー 
 

プロスペル・メリメの「カルメン」を翻案し、舞台もメキシコに置き換えて製作

された異色のマカロニウエスタン。主演は『続・荒野の用心棒』などで人気

を博したフランコ・ネロ。男臭いイメージの強い彼が本作では奔放な流浪者

の女に振り回される珍しい役どころを演じており、濃厚なラブシーンなどメロ

ドラマの要素も満載。イタリア映画音楽の巨匠カルロ・ルスティケリが手掛

けた劇中音楽が物語をドラマティックに彩る。 

【初回放送】３/８（火） 

 

 

 

 

 

 

 
 
© SURF FILM 

『パリで一緒に』（１９６４・米） 
[監督] リチャード・クワイン             
[出演] ウィリアム・ホールデン／オードリー・ヘプバーン 
 

『麗しのサブリナ』で共演したウィリアム・ホールデンとオードリー・ヘプバーンが

再び共演したラブロマンス。臨時で雇ったタイピストに刺激を受けて脚本家が

物語を紡いでゆくうちに、作品の中の２人と同調するかのように現実の２人の

距離も変わってゆくという、一風変わった構成になっている。名作のパロディも

随所に登場し、名女優マレーネ・ディートリッヒらが顔をのぞかせているのも見

どころのひとつ。 

【初回放送】３/１５（火） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TM, ® & © 2016 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.  

『コマンチェロ』（１９６１・米） 
[監督] マイケル・カーティス            
[出演] ジョン・ウェイン／スチュアート・ホイットマン 
 

先住民に武器を密売する白人武器商人“コマンチェロ”討伐に向かう２人

の男の戦いを描いたジョン・ウェイン主演のアクション西部劇。マイケル・カ

ーティス監督が撮影中に病で倒れたため、ウェインが代理を務めて作品は

完成（本作が監督の遺作）。雄大な西部を舞台に、迫力のガンアクション

や対立しながらも共に戦う男たちのユーモアあふれるやり取り、若い男女の

恋模様を交える。ウェインの子供たちが出演しているのも見どころ。 

【初回放送】３/２２（火） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 1961 Twentieth Century Fox Film Corporation.  
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STAR２ ３月のラインナップ 
 

 

オススメ！掘り出シネマ 
「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、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！
 

 『モンスター上司２』（２０１４・米）TV初
[監督] ショーン・アンダース                   
[出演]  ジェイソン・ベイトマン／チャーリー・デイ 

 

理不尽な上司に逆襲する人気痛快コメディの続編。上司に悩むバカ３人

組が、今度は悪徳投資家親子に大苦戦する。 

 

【掘り出しポイント！】 
前作に続くケヴィン・ベーコン、ジェイミー・フォックスら豪華脇役陣に加え、

今回新たにオスカー俳優クリストフ・ヴァルツとクリス・パインが参戦し、起業

したばかりの３人を振り回す悪徳投資家親子を怪演。妖艶な歯科医役で

続投のジェニファー・アニストンの、期待を裏切らない活躍ぶりにもご期待く

ださい。 

 

【初回放送】３／２（水） 

 
 『ステップ・アップ５：アルティメット』     

[監督] トリッシュ・シー           （２０１４・米）  
[出演]  ライアン・ガスマン／ブリアナ・エヴィガン 

                                              

人気青春ダンスムービー第５弾。シリーズの登場人物たちが集結し、夢を

掴むために激しいダンスバトルを繰り広げる。 

 

【掘り出しポイント！】  
ロサンゼルスで急きょ結成したダンスグループが、ラスベガスで大会に挑

む。スケールもストリートダンスのテクニックも“アルティメット（究極）”にグレ

ードアップしたシリーズ最新作。青春ドラマはちょっと、という方も白熱のダン

スシーンには圧倒され、見入ってしまうはず！ 爽快な後味を約束します。 

 

 

【初回放送】３／３（木） 

 

 

 © New Line Productions, Inc. © 2015 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. 
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吹替専門チャンネル 
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STAR３ ３月のラインナップ 
FAMILY THEATER 

日曜のあさ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。
※３/６（日）は特別編成のため、お休みとなります。 

『ディズニー・ネイチャー クマの親子の物語』

 
 [監督] アラステア・フォザーギル／キース・スコーリー （２０１４・米）
[ナレーター] 小澤征悦                 TV初 

 

「ディズニーネイチャー」が贈る感動の自然ドキュメンタリー。アラスカの厳しい

環境の中、母の愛に包まれ育ってゆく子グマたちを追う。      

 
 

【放送日時】３/１３（日）（吹替版） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2016 Disney 

『ディズニー・ネイチャー  

サルの王国とその掟』（２０１５・米） 
 [監督] マーク・リンフィールド          TV初 
[ナレーター] 青木裕子 

 

「ディズニーネイチャー」が贈る自然キュメンタリー。『アース』の監督コン

ビが、スリランカの遺跡に住む若い母ザルの愛や、サルたちの驚きのドラ

マを捉える。           
 

 

【放送日時】３/２０（日）（吹替版） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2016 Disney 

 
 

 
 

 

『スポンジ・ボブ 海のみんなが世界を救Ｗｏｏ！』
 [監督] ポール・ティビット             （２０１５・米）TV初  
[声の出演] 松野太紀（スポンジ・ボブ） 

斎藤志郎（海賊バーガー・ビアード） 
 

人気アニメ『スポンジ・ボブ』の劇場版第２弾。海賊を追ってビキニタウンを飛

び出したスポンジ・ボブと仲間たちの大冒険を描く。             
 

 

【放送日時】３/２７（日）（吹替版） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.© 2016 Paramount Pictures and Viacom International Inc. All Rights 
Reserved. SPONGEBOB SQUAREPANTS is the trademark of Viacom 
International Inc. 

 

 

 
. 
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STAR３ ３月のラインナップ 
ファミリーシアター春休みスペシャル 

家族揃って楽しめる選りすぐりのファミリー映画を放送しているファミリーシアター。３月は待ちに待った春休みが到来！ ということで、ファミリーシアターを拡大して、笑いあり、涙あ
り、冒険ありの１１作品を特別に放送します！ どうぞお見逃しなく。 

 ３/２１（祝・月）～ ３/３１（木）午前 連日放送 （全１１作品） 

 
 

『ナイト ミュージアム』（２００６・米＝英） 
[監督] ショーン・レヴィ           

[出演] ベン・スティラー（檀臣幸）／カーラ・グジーノ（高乃麗）
 

夜になると展示物が一斉に動き出す？！そんな博物館のガードマンを

するハメになった男の姿を描いた人気ファンタジーアドベンチャーのシリ

ーズ第１弾。何といっても、見どころは動き出す展示物の数々。風船ガ

ムをクチャクチャと噛んでは膨らませるモアイ像、戦いを始めるローマ兵

団とカウボーイたちのミニチュア、犬のように館内を走り回るティラノサウ

ルスの骨格標本など、いきいきとした彼らの姿と主人公を演じるベン・ス

ティラーの珍妙なやりとりには笑わされる。騒動を通して主人公が父親

の尊厳を取り戻してゆくドラマもしっかりしていて存分に楽しめる。 

 

『ヒックとドラゴン２』（２０１４・米） 
[監督] ディーン・デュボア         
[出演] 田谷隼（ヒック）／田中正彦（ストイック） 
 

『マダガスカル』など数々のヒット作を生んだドリームワークス・スタジオ

が贈る人気ＣＧアニメーションの続編。前作から５年、今やドラゴンと人

間とが共存するようになった島に、超巨大ドラゴンを操る最恐の敵が

襲いかかり、立ち向かう主人公たちの新たな冒険が描かれる。空を駆

け抜けるドラゴンたちの迫力や躍動感はさらにスケールアップ。ゴール

デン・グローブ賞では、『ベイマックス』を押さえて長編アニメ映画賞を

獲得した。 

 

© 2006 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. © 2014 DreamWorks Animation, L.L.C. All rights reserved.

 『ナイト ミュージアム２』 
（２００９・米＝カナダ） 

『ナイト ミュージアム／エジプト王の秘密』
（２０１４・米＝英） 

『ナルニア国物語／第１章：ライオンと魔女』
（２００５・米＝英） 

『ナルニア国物語／第２章：カスピアン王子の角笛』 
（２００８・米＝ポーランド＝スロベニア）  

 

  

 

 © 2009 Twentieth Century Fox Film Corporation.  
All rights reserved. 

© 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation.  
All rights reserved. 

© Disney Enterprises. All rights reserved 
 

© Disney Enterprises, Inc. and Walden Media, LLC.   
All rights reserved

 

 『ウィッチマウンテン／地図から消された山』 
（２００９・米）

『ミニスキュル ～森の小さな仲間たち～』
（２０１３・仏＝ベルギー）

『メアリーと秘密の王国』
（２０１３・米）

『ブルー２ トロピカル・アドベンチャー』 
（２０１４・米）

 

 

 

  

 © Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved © MMXⅢ Futurikon Films - Entre Chien et Loup –  
Nozon Paris - Nozon SPRL - 2d3D Animations. All rights reserved. 

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

© 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation.  
All rights reserved.
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STAR ON DEMAND ３月のラインナップ 
スターチャンネル オンデマンド 今月のオススメ作品 

テレビはもちろん、パソコン、スマホ、タブレットで、いつでも見たい時に見たい場所でスターチャンネルの作品を視聴できるスターチャンネル オンデマンド。最新メガヒット作から不朽
の名作、海外ドラマまで、映画ファン必見のラインナップでお送りします。                           ※ラインナップの詳細は編成資料をご確認ください。 
『ワイルド・スピード ＳＫＹ ＭＩＳＳＩＯＮ』
[監督] ジェームズ・ワン （２０１５・日＝米）   マルチデバイス配信
[出演] ヴィン・ディーゼル／ポール・ウォーカー 
 

ポール・ウォーカーの遺作となったメガヒットカーアクションシリーズ第７弾。陸

だけでなく空も舞台にした空前のミッションが繰り広げられる。 

【配信開始日】３/３（木）字幕版／吹替版 

 『ＡＮＮＩＥ／アニー』（２０１４・米）
 [監督] ウィル・グラック           マルチデバイス配信
 [出演] ジェイミー・フォックス／クヮヴェンジャネ・ウォレス 
 

大ヒットしたブロードウェイミュージカルを現代を舞台に再映画化。生き別れた

両親を探す少女と孤独な大富豪の交流を描く。 

【配信開始日】３/１（火）字幕版／吹替版 

 

 

© 2015 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED.  
 

 

© 2014 Columbia Pictures Industries, Inc. and Village Roadshow Films 
North America Inc. / Village Roadshow Films (BVI) Limited. All Rights 
Reserved. Annie and related characters and elements: TM & © 2014 
Tribune Content Agency, LLC.  

『フォーカス』（２０１５・米＝アルゼンチン）     
[監督] グレン・フィカーラ／ジョン・レクア   マルチデバイス配信
[出演] ウィル・スミス／マーゴット・ロビー 
 

ウィル・スミスが天才詐欺師を演じた犯罪サスペンス。世界の大富豪を巻き

込み“騙し合い”を繰り広げる詐欺師たちの攻防を描く。       

【配信開始日】３/１３（日）字幕版／吹替版 

 
 『イコライザー』（２０１４・米）

[監督] アントワン・フークア         マルチデバイス配信  
[出演] デンゼル・ワシントン／クロエ・グレイス・モレッツ 
 

デンゼル・ワシントン主演のハードボイルドアクション。警察が介入できない悪

を完全抹消する元ＣＩＡ諜報員の姿を描く。     

【配信開始日】３/１（火）字幕版／吹替版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Warner Bros. Entertainment Inc.

 
© 2014 Columbia Pictures Industries, Inc., LSC Film Corporation and 
Village Roadshow Films North America Inc./Village Roadshow Films 
(BVI) Limited. All Rights Reserved..  

『特攻野郎Ａチーム ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ 
[エクステンデッド版]』

[監督] ジョー・カーナハン    （２０１０・米） マルチデバイス配信
[出演] リーアム・ニーソン／ブラッドリー・クーパー 
 

個性豊かな特殊部隊“Ａチーム”の活躍を描いて人気を呼んだアメリカのＴＶ

ドラマを、豪華キャストで見事に映画化！      

【配信開始日】３/１６（水）字幕版／吹替版 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ 第一章～第三章』
[監督] ティム・ヴァン・パタン ほか          （２０１１・米＝英）
[出演] ショーン・ビーン／マーク・アディ    マルチデバイス配信
七つの王家の覇権争いを壮大なスケールで描き世界を席巻中のアクション・

ドラマ。（各章全１０話） ★エミー賞助演男優賞（ピーター・ディンクレイジ）、メ

イン・タイトル・デザイン賞受賞。ゴールデン・グローブ賞助演男優賞（ピータ

ー・ディンクレイジ）受賞。    

【配信開始日】３/２（水）より 吹替版 

 

© 2010 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 
  

© 2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® 
and all related programs are the property of Home Box 
office,Inc. 

海外ドラマ『ＨＥＲＯ 野望の代償』（２０１５・米）
[監督] ポール・ハギス            マルチデバイス配信 
[出演] オスカー・アイザック／ウィノナ・ライダー  
 

『クラッシュ』でアカデミー作品賞を受賞したポール・ハギス監督が、野心溢

れる実在の政治家の短い政治生命を描いたドラマ。（全６話） ソフト未発売。  

【配信開始日】３/２４（木）より 毎週木曜日 字幕版 

 海外ドラマ『コンスタンティン』（２０１４・米） 
[監督] ニール・マーシャル ほか        マルチデバイス配信
[出演] マット・ライアン／ルーシー・グリフィス  
 

黒魔術を操る悪魔祓い師、ジョン・コンスタンティンの活躍を描く人気アメコミ

原作のアクションドラマ。（全１３話）  ソフト未発売。     

【配信開始日】 毎週火曜日 字幕版 

 

 
Show Me A Hero℠ © 2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. 
HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.   

CONSTANTINE and all pre-existing characters and elements TM and © 
DC Comics. Constantine series and all related new characters and elements 
TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. 
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STAR CHANNEL 無料放送番組 
ＩＮ ＦＯＣＵＳ 

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＜ワイルド・スピード ＳＫＹ ＭＩＳＳＩＯＮ＞ 
・ＩＮ ＦＯＣＵＳ＜フォーカス（２０１５）＞ 
・ＩＮ ＦＯＣＵＳ＜ＡＮＮＩＥ／アニー（２０１４）＞ 
                                                                                                                       【随時放送】 

 
 

 

 

 

株式会社 スター・チャンネル  URL: http://star-ch.jp/
 マーケティング部 ： 和光／木曽

TEL: 03-6403-3640（代表）
ＣＡＴＶ局様窓口 

TEL: 03-6403-3610（代表）
メールでのお問い合わせ：
pgm@star-ch.co.jp 
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