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Program Line-up 

「ＴＲＵＥ ＪＵＳＴＩＣＥ」シリーズ

『シシリアン（1969 年）』

『マイ・フェア・レディ[4K デジタル・リマスター版]』

『イミテーション・ゲーム

／エニグマと天才数学者の秘密』

『アベンジャーズ（2012 年）』

    
2016 年 8 月 18 日 

ジュピターエンタテインメント株式会社 
 

ムービープラス 
2016 年 9 月のおすすめ番組 
 
 
◆ ＹＫＫ ＡＰ ムービープラス・プレミア ⇒page2 

毎週土曜 20 時 55 分からは、ムービープラス一押しの映画を放送中。9 月は、アイアンマ

ン（ロバート・ダウニー・Ｊｒ）、キャプテン・アメリカ（クリス・エヴァンス）、ソー（クリス・ヘム

ズワース）、ハルク（マーク・ラファロ）など、マーベル社のヒーローたちが集結し、壮大な

バトルを繰り広げる『アベンジャーズ（2012 年）』を放送！マーベル作品は、10 月に『キャ

プテン・アメリカ／ウィンター・ソルジャー』が登場する予定ですのでお楽しみに。その他、

ベネディクト・カンバーバッチが、実在の人物である天才数学者アラン・チューリングを熱

演、第 87 回アカデミー賞で脚本賞を受賞した『イミテーション・ゲーム／エニグマと天才

数学者の秘密』や、10 月に 新作が劇場公開するマット・デイモンの人気シリーズ 2 作

目『ボーン・スプレマシー』など、話題の計 4 作品をお送りします。 

 

◆ 吹替６０周年！５ヶ月連続企画 

『マイ・フェア・レディ[４Ｋデジタル・リマスター版]＊ 
【地上波吹替版】』⇒page3  

5 ヶ月連続企画①吹替 60 周年を記念して 8 月から実施している特別企画の第 2 弾は、

オードリー・ヘプバーンの名作ミュージカル『マイ・フェア・レディ』の地上波吹替版が登場。

オードリーの吹替えはこの人しかいない！とも言われている池田昌子さんによる地上波

吹替版で、花売り娘から一流のレディに変貌する様を見事に演じています。また、4K デ

ジタル・リマスター版の超高画質で甦った本作の地上波吹替版はテレビ初放送！オープ

ニングの画面いっぱいに映る花々や、アスコット競馬場でのイライザのドレス、ヒギンズ

教授の邸宅セットや小道具の美しさを堪能できる本作は必見です。お見逃しなく！ 

 

5 ヶ月連続企画②スティーヴン・セガールが主演＆製作総指揮を務めるドラマ「ＴＲＵＥ 

ＪＵＳＴＩＣＥ」シリーズを、大塚明夫さんの吹替えで放送決定！ 

※両企画とも、池田昌子さん・大塚明夫さんナレーションによる特別 CM の放送を予定。 

 

◆ 特集：アラン・ドロン ⇒page4 

1960 年の「太陽がいっぱい」で大スターとなり、その美貌と独特の存在感で世界中の映

画ファンに愛されているアラン・ドロン。ムービープラスでは、名優ジャン・ギャバンと共演

した『シシリアン（1969 年）』や、若者男女 3 人が繰り広げる青春冒険物語『冒険者たち

（1967 年）』など、アラン・ドロン出演の計 4 作品を特集放送します。 

 
◆ 特集：迫力満点！スペクタクル・ムービー ⇒page5 

イエス・キリストの誕生から復活までの生涯を描く歴史スペクタクルで、ポルトガルの新

鋭ディオゴ・モルガドが演じたキリストが「イケメンすぎる」と話題になった『サン・オブ・ゴ

ッド』のほか、オーランド・ブルーム主演の歴史大作『キングダム・オブ・ヘブン』など、迫

力満点のスペクタクル・ムービー計 3 作品を放送。 

 
◆ この映画が観たい＃３６  

～椎名誠のオールタイム・ベスト～ ⇒page5 

 

 

                                                 
＊ 2K ダウンコンバートで放送 

『アベンジャーズ（2012 年）』© 2012 Marvel 『マイ・フェア・レディ[4K デジタル・リマスター版]』写真：Photofest/AFLO 「ＴＲＵＥ ＪＵＳＴＩＣＥ」 

シリーズ ©2010-11 TRUE JUSTICE 1 PRODUCTIONS INC,ALL RIGHT RESERVED.  『イミテーション・ゲーム／エニグマと天才数学者

の秘密』© 2014 BBP IMITATION, LLC 『シシリアン（1969 年）』SICILIAN CLAN, THE © 1969 Les Productions Fox-Europa S.A.R.L. and Les 

Films du Siecle. Renewed 1996 Les Productions Fox-Europa and Les Films du Siecle. All rights reserved. 
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© 2012 Marvel

©2004 Universal Studios. All Rights Reserved.

© 2014 BBP IMITATION, LLC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『アベンジャーズ（2012 年）』  
MARVEL'S THE AVENGERS (2012 年／アメリカ) 
■放送日：9 月 3 日（土） 20：55～23：45、ほか 150 分 

監督：ジョス・ウェドン 

出演：ロバート・ダウニー・Ｊｒ／クリス・エヴァンス／マーク・ラファロ 

国際平和維持組織シールドの基地で極秘研究されていた四次元キューブが、

地球支配を目論む邪悪な神ロキに奪われた。ロキの野心を知った長官 

ニック・フューリーは、 強ヒーローたちによるチーム“アベンジャーズ” 

結成を決意。女スパイのナターシャ・ロマノフらと共にヒーロー招集に乗り出す。 

★4 ヶ月連続企画：マーベル 強ヒーロー大集合！2 ヶ月目となる 9 月は『アベンジャーズ（2012 年）』が登場します！ 

10 月は『キャプテン・アメリカ／ウィンター・ソルジャー』が登場予定です。 

 

『イミテーション・ゲーム／エニグマと天才数学者の秘密』  
THE IMITATION GAME (2014 年／アメリカ＝イギリス) 
■放送日：9 月 17 日（土） 20：55～23：15、ほか 122 分 

監督：モルテン・ティルドゥム 

出演：ベネディクト・カンバーバッチ／キーラ・ナイトレイ／マシュー・グード 

１９３９年、英国がヒトラー率いるドイツに宣戦布告し、第二次世界大戦が 

始まった。ケンブリッジ大学特別研究員で２７歳の天才数学者 

アラン・チューリングは、ドイツ軍の誇る難攻不落の暗号“エニグマ”解読の 

ために招集される。だが彼はチームの仲間そっちのけで、独自で 

解読マシンを作り始め…。 

 

『ボーン・スプレマシー』 THE BOURNE SUPREMACY (2004 年／アメリカ) 

■放送日：9 月 24 日（土） 20：55～23：15、ほか 116 分 

監督：ポール・グリーングラス 

出演：マット・デイモン／フランカ・ポテンテ／ブライアン・コックス 

ベルリンでＣＩＡエージェントが殺害され、現場からジェイソン・ボーンの指紋が

発見された。一方、２年経っても記憶が戻らないボーンは恋人のマリーと 

新たな人生を踏み出すが、彼女は送り込まれた刺客の犠牲になってしまう。

辛くも窮地を脱したボーンは、ＣＩＡの仕業と考え、復讐に立ち上がる。 

★「ボーン」シリーズ 新作「ジェイソン・ボーン」10/7（金）劇場公開記念！ 

1 作目『ボーン・アイデンティティー』は同日 18：30～放送あり 

毎週土曜 20 時 55 分からは、ムービープラス一押しの映画を放送中。9 月は、アイアンマン（ロバート・ダウ

ニー・Ｊｒ）、キャプテン・アメリカ（クリス・エヴァンス）、ソー（クリス・ヘムズワース）、ハルク（マーク・ラファロ）

など、マーベル社のヒーローたちが集結し、壮大なバトルを繰り広げる『アベンジャーズ（2012 年）』を放送！

マーベル作品は、10 月に『キャプテン・アメリカ／ウィンター・ソルジャー』が登場する予定ですのでお楽しみ

に。その他、ベネディクト・カンバーバッチが、実在の人物である天才数学者アラン・チューリングを熱演、第

87 回アカデミー賞で脚本賞を受賞した『イミテーション・ゲーム／エニグマと天才数学者の秘密』や、10 月に

新作が劇場公開するマット・デイモンの人気シリーズ2作目『ボーン・スプレマシー』など、話題の計4作品

をお送りします。 

ＹＫＫ ＡＰ ムービープラス・プレミア 



 
 

3 
 

Program Line-up 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オードリー・ヘプバーン主演、ミュージカル映画の名作が超高画質で甦る！オードリーの吹替えでお馴

染みの池田昌子さんによる繊細な演技が大好評の地上波吹替版をテレビ初放送！ 

 

『マイ・フェア・レディ[４Ｋデジタル・リマスター版]【地上波吹替版】』  
MY FAIR LADY REMASTERED（1964 年／アメリカ） 

■放送日：9 月 10 日（土） 20：55～翌 0：15、ほか 179 分 

監督：ジョージ・キューカー 

出演：オードリー・ヘプバーン／レックス・ハリソン／スタンリー・ハロウェイ 

声の出演：池田昌子／中村正／梶哲也 

ロンドンの下町。花売り娘のイライザは、通りがかった言語学教授ヒギンズ 

博士に言葉の訛りを指摘された。博士の提案で彼の家に住み込んだ 

イライザは、訛りの矯正と淑女としての礼儀作法を教わることに。やがて 

彼女は貴婦人として華々しく社交界デビューする。 

※４Ｋデジタル・リマスター版の地上波吹替版は TV 初放送！ 

※池田昌子さんによるオリジナル CM の制作・放送を予定！ 

※日本語字幕版は 10 月に放送予定（日本語字幕版は CS 初放送） 

 

4K とは 

フルハイビジョンの約 4 倍で、より高画質な映像を再現できる、約 829 万画素の高解像度のこと。大画面でも細部まで

高精細な画質を実現し、これまで表現しきれなかった色の質感や奥行きまでを、クリアでリアルに再現する。 

 

史上 高画質で甦った『マイ・フェア・レディ[４Ｋデジタル・リマスター版]』が、ムービープラスで放送！ 

マイ・フェア・レディ[４Ｋデジタル・リマスター版]とは 

『マイ・フェア・レディ』の 4K デジタル・リマスター化は、映画製作 50 周年を記念して行われた一大プロジェクト。 

まずはじめに、現存するすべてのオリジナルネガフィルムを、フレームごとにひとつひとつ手作業で確認をした後、65 ミ

リオリジナルネガフィルムを 8K でスキャニング。このスキャニング作業とは、オリジナルネガフィルムを 1 コマずつスキ

ャンしてデジタルデータ化すること。ほとんどの映画が 1 秒につき 24 フレームで構成されているため、1 秒の動画をス

キャンするためには24コマ分のスキャンが必要となる。さらに、欠損部分に関してはあらゆるところから集めたネガフィ

ルムを 8K でスキャニングし、デジタル加工で再結合し完璧なものに修復した。これらすべての映像素材のスキャンが

終了すると、実際の修復作業を施すため 4K にデジタル変換を行った。次に、「グレーディング」と呼ばれる色味の調整

作業を行う。デジタルデータの色合い、鮮やかさ、明るさなどを専門家が調整することで、くすんだ映像が鮮やかな色

彩で甦る。 後に、映像上に存在する傷・ゴミ・汚れなどを、1 コマずつ修復するレストア作業を行った。 

全修復作業にかかった期間は約 6 ヶ月以上！こうして膨大な時間をかけ、 新のデジタル技術で可能な限り修復され

た『マイ・フェア・レディ[４Ｋデジタル・リマスター版]』は、50 年前の撮影当時と同じクオリティの映像を体験することが可

能になった。イライザのドレスや、ヒギンズ教授の邸宅セットの家具・小道具などの美しさはもちろん、背景と同化して

見えづらかった人物の表情などが生き生きと表現されている。 
＊放送は 2K ダウンコンバートです 

吹替 60 周年を記念して 8 月から実施している特別企画の第 2 弾は、オードリー・ヘプバーンの名作ミュージ

カル『マイ・フェア・レディ』の地上波吹替版が登場。オードリーの吹替えはこの人しかいない！とも言われて

いる池田昌子さんによる地上波吹替版で、花売り娘から一流のレディに変貌する様を見事に演じていま

す。また、4K デジタル・リマスター版の超高画質で甦った本作の地上波吹替版はテレビ初放送！オープニ

ングの画面いっぱいに映る花々や、アスコット競馬場でのイライザのドレス、ヒギンズ教授の邸宅セットや小

道具の美しさを堪能できる本作は必見です。お見逃しなく！ 

吹替６０周年！５ヶ月連続企画 

『マイ・フェア・レディ[４Ｋデジタル・リマスター版]【地上波吹替版】』 

写真：AP/アフロ

TV 初 
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Siecle. All rights reserved.

© Societe Nouvelle de Cinematographie

 

 

 

 

 

 

『ＴＲＵＥ ＪＵＳＴＩＣＥ シリーズ 第１話 沈黙の宿命【日本語吹替版】』 

TRUE JUSTICE DEADLY CROSSING: PART 1[J]（2010 年／アメリカ） 

■放送日：9 月 3 日（土） 11：00～12：00、ほか 52 分  

監督：キオニ・ワックスマン 

出演：スティーヴン・セガール／ミーガン・オリー／ウォーレン・クリスティー 

声の出演：大塚明夫／有賀由樹子／井上剛 

米国西海岸の大都市シアトルで、日夜、凶悪犯罪者を追うＳＩＵ（シアトル警察

特別捜査課）。メンバーは、武道に秀でたリーダーのケインを始め、熱血漢の

ラドナー、冷静沈着なメイソン、勝気なジュリエット。覆面捜査を基本とする 

このチームに、新たにクールな女性捜査官のサラが加入する。 

※セガール専属声優、大塚明夫さんが吹替えた日本語吹替版！ 

 9 月はシーズン 1 の＃1～12 までを放送します。 

※大塚明夫さんによるオリジナル CM の制作・放送を予定！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『シシリアン（1969 年）』  
LE CLAN DES SICILIENS (1969 年／フランス) 

■放送日：9 月 1 日（木） 13：30～15：45、ほか 129 分 

監督：アンリ・ヴェルヌイユ 

出演：ジャン・ギャバン／アラン・ドロン／リノ・ヴァンチュラ 

パリに住むマフィアの顔役ヴィットリオは、殺し屋サルテを巧妙な手口で 

脱獄させた。ヴィットリオに匿われたサルテは、やがて獄中仲間から手に 

入れた仕事の話を彼に持ちかける。それは、何億ドルという宝石を、 

飛行機でパリからＮＹに運ばれる途中で奪い取るという計画だった。 

★フランスの「フィルム・ノワール」の大先輩であるジャン・ギャバン、 

「冒険者たち」でも共演したリノ・ヴァンチュラ、ハリウッド映画「史上 大の作戦」や 

「素晴らしきヒコーキ野郎」でも活躍していたイリナ・デミックといった豪華共演者たちによる贅沢な娯楽大作！ 

 

『冒険者たち（1967 年）』  
LES AVENTURIERS (1967 年／フランス) 

■放送日：9 月 1 日（木） 11：15～13：30、ほか 120 分 

監督：ロベール・アンリコ 

出演：アラン・ドロン／リノ・ヴァンチュラ／ジョアンナ・シムカス 

パイロットのマヌーとカー・エンジンの開発をしているローラン。性格は正反対

だが、２人は兄弟のように仲が良い親友同士。仕事で挫折を味わった彼らは、

彫刻家のレティシアを誘い、アフリカ・コンゴ沖に眠る財宝探しの冒険へと 

旅立つ。だが莫大な財宝を手にした彼らを思わぬ悲劇が待ち受けていた。 

★青春アドベンチャー。アフリカ・コンゴの海岸を舞台に、財宝探しに旅立った男女３人の愛と友情の行方を描く。 

1960 年の「太陽がいっぱい」で大スターとなり、その美貌と独特の存在感で世界中の映画ファンに愛されて

いるアラン・ドロン。ムービープラスでは、名優ジャン・ギャバンと共演した『シシリアン（1969 年）』や、若者男

女 3 人が繰り広げる青春冒険物語『冒険者たち（1967 年）』など、アラン・ドロン出演の計 4 作品を特集放送

します。 

特集：アラン・ドロン 
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KINGDOM OF HEAVEN © 2005 Twentieth Century 

Fox Film Corporation. All rights reserved.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『サン・オブ・ゴッド』 SON OF GOD (2014 年／アメリカ) 
■放送日：9 月 19 日（月・祝） 21：00～23：30、ほか 145 分 

監督：クリストファー・スペンサー 

出演：ディオゴ・モルガド／グレッグ・ヒックス／エイドリアン・シラー 

“イスラエルの王”と預言されて誕生したイエス・キリスト。奇跡によって人々を

救う彼の教えは次第に民衆に広まってゆくが、時の権力者からは危険人物と

みなされてしまう。 後の晩餐、十字架の試練、そして奇跡の復活…。 

イエス・キリストの生涯を、聖書を元に再現してゆく。 

 

 

『キングダム・オブ・ヘブン』  
KINGDOM OF HEAVEN (2005 年／アメリカ) 
■放送日：9 月 19 日（月・祝） 18：15～21：00、ほか 152 分 

監督：リドリー・スコット 

出演：オーランド・ブルーム／エヴァ・グリーン／リーアム・ニーソン 

１２世紀のフランス。鍛冶屋のバリアンは、自分が勇敢な騎士ゴッドフリーの

息子だと知る。“天国の王国”を作るという亡父の理想を受け継ぐため、 

エルサレム王に忠誠を誓い、十字軍の騎士として戦いの旅へ。数々の苦難を

乗り越えた彼は、やがて王女シビラと禁じられた恋に落ちる。 

 

 

 

 

 

 
作家・椎名誠さんのオールタイム・ベストとは？ 
 

「この映画が観たい＃３６  

～椎名誠のオールタイム・ベスト～」  
■放送日：9 月 5 日（月） 23：00～23：30、ほか 30 分 

毎月、様々なジャンルで活躍する著名人が自身の人生に影響を与えた映画に 

ついて語る 30 分のオリジナル番組。9 月は、椎名誠さんが登場します。 

 
 

 

 

 

イエス・キリストの誕生から復活までの生涯を描く歴史スペクタクルで、ポルトガルの新鋭ディオゴ・モルガドが

演じたキリストが「イケメンすぎる」と話題になった『サン・オブ・ゴッド』のほか、オーランド・ブルーム主演の歴

史大作『キングダム・オブ・ヘブン』など、迫力満点のスペクタクル・ムービー計 3 作品を放送。 

特集：迫力満点！スペクタクル・ムービー 
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Fox Film Corporation. All rights reserved.

 

 

 

続編「メカニック ワールドミッション」の 9/24（土）劇場公開記念！ 
 

『メカニック（2010 年）』  
THE MECHANIC(2010) (2010 年／アメリカ)  

■放送日：9 月 4 日（日） 16：45～18：30、ほか 100 分 

監督：サイモン・ウェスト 

出演：ジェイソン・ステイサム／ベン・フォスター／ドナルド・サザーランド 

痕跡を残さず、機械のような完璧な仕事ぶりから“メカニック”と呼ばれる 

暗殺者アーサー・ビショップ。親友ハリーの暗殺ミッションを葛藤しつつも 

遂行した彼は、ハリーの葬儀で彼の息子スティーブと再会する。父の仇を 

取りたいという彼に、アーサーは暗殺のテクニックを叩き込むが…。 

 

 

ブルース・ウィリスの主演で贈るアクション第３弾。 

サミュエル・Ｌ・ジャクソンを相棒に、ＮＹの街中に爆弾を仕掛けたテロリストに立ち向かう。 
 

『ダイ・ハード３』  
DIE HARD: WITH A VENGEANCE (1995 年／アメリカ)  

■放送日：9 月 11 日（日） 16：45～19：15、ほか 136 分 

監督：ジョン・マクティアナン 

出演：ブルース・ウィリス／サミュエル・Ｌ・ジャクソン／ジェレミー・アイアンズ 

ＮＹ５番街のビルが爆破された。サイモンと名乗る犯人は、その後も爆破場所

を地下鉄、小学校と次々に指定し、市民を巻き込むテロ計画を敢行する。犯

人に呼び出された休職中の刑事マクレーンは、ひょんなことから出会った黒

人の家電修理店主ゼウスと共に、爆弾テロを阻止すべく奔走する！ 

 

 

 

 

■ 報道関係の方のお問い合わせ先 ■ 
ジュピターエンタテインメント㈱ ムービープラス PR 担当 

TEL： 03-6760-8410 (代表) 

■ 一般の方のお問い合わせ先 ■ 
ムービープラス カスタマーセンター 

TEL： 0120-945-844 （受付時間 10～18 時／年中無休） 

本件に関するお問い合わせ先 

ムービープラス（ジュピターエンタテインメント株式会社、代表取締役社長：寺嶋博礼）は、今年開局 27 年目を迎えた日本 大級の 

映画チャンネルです。ハリウッドのヒット作をはじめとする国内外の選りすぐりの映画、映画祭、 新映画情報を放送し、J:COM など 

全国のケーブルテレビやスカパー！、IP 放送を通じ、約 720 万世帯のお客様にご覧いただいています。URL： http://www.movieplus.jp 


