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Program Line-up 

『スパイダーマン™（4K レストア版）』

『インターステラー』

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』

『追憶と、踊りながら』

『ザ・ドア 交差する世界』

    
2016 年 9 月 21 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 11 月のおすすめ番組 
 
◆ 特集：マーベル最強ヒーロー大集合！ ⇒page2 

8 月から 4 ヶ月連続で特集してきたマーベル映画。4 ヶ月目となる 11 月は、23 日（水）

の祝日に 8 作品を 21 時間連続放送します！11 月に新たにラインアップされる作品は

「スパイダーマン™」シリーズの 4K レストア版 3 作品と『ガーディアンズ・オブ・ギャラク

シー』。「スパイダーマン™」シリーズの 4K レストア版とは、フィルムをデジタル化し、劣

化してしまった部分を 新のデジタル技術で修復したもので、劇場公開時と同等の

美しい映像をテレビでお楽しみいただけます。（2K ダウンコンバートで放送） 

また、刑務所で出会ったはみ出し者たちが、銀河の平和を守るためにチームを結成

して戦う SF アクション『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』は、「ドーン・オブ・ザ・デッ

ド」のジェームズ・ガン監督作で、「ゼロ・ダーク・サーティ」のクリス・プラットや「スタ

ー・トレック イントゥ・ダークネス」のゾーイ・サルダナが出演しているほか、「ワイル

ド・スピード」シリーズのヴィン・ディーゼル、「アメリカン・スナイパー」のブラッドリー・

クーパーといった豪華キャストが声だけで出演し話題になりました。今回放送する 8

作品は、すべて吹替版でも放送します。あわせて、テレビ初放送となるドキュメンタリ

ー番組「マーベル・スタジオの世界」や、マーベル映画の楽しみ方をレクチャーするオ

リジナル番組「３分でわかる！赤ペン瀧川のマーベル入門」の放送も！ 

 

◆ 特集：名匠たちのＳＦ５選 ⇒page4  
読書の秋には小説と一緒に SF 映画を楽しんでみませんか？「ダークナイト」のクリス

トファー・ノーラン監督が、マシュー・マコノヒーとアン・ハサウェイを迎えて製作した『イ

ンターステラー』、世界興行収入が歴代 1 位となった、ジェームズ・キャメロン監督の

超話題作『アバター（2009 年）』など、名匠たちが描く SF 映画計 5 作品を特集放送。 

 

◆ 特集：マッツ・ミケルセンとその兄 ⇒page5 

兄弟揃ってデンマーク女王よりナイトの称号を授与されているミケルセン兄弟。弟の

マッツは「デンマークの至宝」と称されており、2004 年に「キング・アーサー」でハリウ

ッド進出を果たす。2012 年の「偽りなき者」では、カンヌ映画祭で男優賞を受賞。名実

ともにトップ俳優となりました。日本でも、海外ドラマ「ハンニバル」で火がつき今や超

人気俳優に成長。来年にはマーベル 新作「ドクター・ストレンジ」への出演も決定し

ています。一方兄のラースは、デンマークで史上 高視聴率を獲得した TV ドラマ

「THE KILLING／キリング」をはじめ、人気ドラマや映画に出演。今、もっともホットな

兄弟である彼らが出演した作品を厳選。27 日（日）に、計 6 作品を連続放送します。 

 
◆ 特集：きみへの溢れる想い ⇒page6 

性別を超えた愛を、美しくも切なく描いた珠玉の純愛映画を特集。オスカー俳優コリ

ン・ファースのスクリーン・デビュー作で、初々しい演技が見どころの『アナザー・カント

リー』、「007 スカイフォール」などに出演しているベン・ウィショーが主演した TV 初放

送の『追憶と、踊りながら』、名匠アン・リー監督作で、アカデミー賞監督賞など 3 部門

受賞、故ヒース・レジャーの繊細な演技が絶賛された『ブロークバック・マウンテン』、

ジム・キャリー×ユアン・マクレガーのカメレオン俳優コンビがコメディタッチで魅せる

『フィリップ、きみを愛してる！』の計 4 作品を 26 日（土）に連続放送します。 

 
◆ この映画が観たい＃３８  

～夏木マリのオールタイム・ベスト～ ⇒page7 

 
『スパイダーマン™（4K レストア版）』Motion Picture © 2002 Columbia Pictures Industries, Inc.  

All Rights Reserved. | Spider-Man Character ® & © 2016 Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved.  

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』© MARVEL 

『インターステラー』© Warner Bros. Entertainment Inc. 

『ザ・ドア 交差する世界』©2009 WÜSTE FILM GMBH / WÜSTE FILM OST OHG / SENATOR FILM PRODUKTION GMBH 

『追憶と、踊りながら』© Lilting production Limited / Dominic Buchanan Productions / Film London 2014 

TV 初 



 
 

2 
 

Program Line-up 

Motion Picture © 2002 Columbia Pictures Industries, 

Inc. All Rights Reserved. | Spider-Man Character ® &

 © 2016 Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved.

© Marvel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『スパイダーマン™（４Ｋレストア版）』  
SPIDER-MAN(2002) (2002 年／アメリカ) 
■放送日：11 月 23 日（水・祝） 7：30～9：45、ほか 129 分 

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 

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、化学の 

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…。 

★人気シリーズ 3 作品を一挙放送！劇場公開時と同等の美しい映像を 

お楽しみください。（放送は 2K ダウンコンバートです） 

 

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』 
GUARDIANS OF THE GALAXY (2014 年／アメリカ) 
■放送日：11 月 23 日（水・祝） 23：45～翌 2：00、ほか 128 分 

監督：ジェームズ・ガン 

出演：クリス・プラット／ゾーイ・サルダナ／デイヴ・バウティスタ 

幼い頃に地球から誘拐され、惑星間を渡り歩くトレジャーハンターとなった 

ピーター・クイル。強大な力を持つ球体“オーブ”を盗んだことで銀河の 

支配を目論む闇の存在に襲われた彼は、刑務所で出会った４人のはみ出し 

者と共にチームを結成。銀河存亡を懸けた無謀な戦いに立ち向かってゆく。 

★初回放送は 5 日（土）20：55～ 

 

 

「マーベル・スタジオの世界」  
MARVEL STUDIOS: ASSEMBLING A UNIVERSE (2014 年／アメリカ) 

■放送日：11 月 23 日（水・祝） 15：00～16：00、ほか 50 分 

『アベンジャーズ（２０１２年）』を始め、魅力的なヒーロー作品を次々と世に送り出すマーベル・スタジオ。 

その製作の裏側に迫るドキュメンタリーをテレビ初放送。 ★初回放送は 5 日（土）13：00～ 

8 月から 4 ヶ月連続で特集してきたマーベル映画。4 ヶ月目となる 11 月は、23 日（水）の祝日に 8 作品を 21

時間連続放送します！11月に新たにラインアップされる作品は「スパイダーマン™」シリーズの4Kレストア版

3 作品と『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』。「スパイダーマン™」シリーズの 4K レストア版とは、フィルムを

デジタル化し、劣化してしまった部分を 新のデジタル技術で修復したもので、劇場公開時と同等の美しい

映像をテレビでお楽しみいただけます。（2K ダウンコンバートで放送） 

また、刑務所で出会ったはみ出し者たちが、銀河の平和を守るためにチームを結成して戦う SF アクション

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』は、「ドーン・オブ・ザ・デッド」のジェームズ・ガン監督作で、「ゼロ・ダー

ク・サーティ」のクリス・プラットや「スター・トレック イントゥ・ダークネス」のゾーイ・サルダナが出演している

ほか、「ワイルド・スピード」シリーズのヴィン・ディーゼル、「アメリカン・スナイパー」のブラッドリー・クーパー

といった豪華キャストが声だけで出演し話題になりました。今回放送する 8 作品は、すべて吹替版でも放送

します。あわせて、テレビ初放送となるドキュメンタリー番組「マーベル・スタジオの世界」や、マーベル映画

の楽しみ方をレクチャーするオリジナル番組「３分でわかる！赤ペン瀧川のマーベル入門」の放送も！ 

特集：マーベル最強ヒーロー大集合！ 
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Program Line-up 

『アベンジャーズ（2012 年）』

© 2012 Marvel

『マイティ・ソー／ダーク・ワールド』

©2013 Marvel

『キャプテン・アメリカ／ウィンター・ソルジャー』

©2014 Marvel

 

 

 

「3 分でわかる！赤ペン瀧川のマーベル入門」  
3-MINUTE GUIDE TO THE MARVEL CINEMATIC UNIVERSE 

■放送日：11 月 23 日（水・祝）  

（＃1～5）9：45～10：00 （＃6～10）18：45～19：00、ほか 15 分 

『アベンジャーズ（２０１２年）』など４ヶ月連続で大人気マーベル映画を放送。 

注目度急上昇中の映画コメンテーター・赤ペン瀧川がマーベル作品の魅力を 

ご紹介するオリジナル番組！ 

★＃11～13 は別日に放送あり 

 

 

 

 

7 日（月）～12 日（土）は 

マーベル映画 8 作品の日本語吹替版を放送！ 
 

7 日（月）21：00～ 

『ウルヴァリン：ＳＡＭＵＲＡＩ【日本語吹替版】』 

（声の出演：山路和弘／真田広之／ＴＡＯ） 

 

8 日（火）23：30～ 

『アベンジャーズ（2012 年）【日本語吹替版】』 

（声の出演：藤原啓治／中村悠一／宮内敦士） 

 

9 日（水）21：00～ 

『マイティ・ソー／ダーク・ワールド【日本語吹替版】』 

（声の出演：三宅健太／坂本真綾／平川大輔） 

 

10 日（木）21：00～  

『キャプテン・アメリカ／ウィンター・ソルジャー【日本語吹替版】』 

（声の出演：中村悠一／米倉涼子／白石充） 

 

11 日（金）18：45～ 

『スパイダーマン™（４Ｋレストア版）【日本語吹替版】』 

（声の出演：猪野学／山路和弘／岡寛恵） 

 

11 日（金）21：00～ 

『スパイダーマン™２（４K レストア版）【日本語吹替版】』  

（声の出演：猪野学／岡寛恵／銀河万丈） 

 

11 日（金）23：30～ 

『スパイダーマン™３（４K レストア版）【日本語吹替版】』 

（声の出演：猪野学／岡寛恵／鉄野正豊） 

 

12 日（土）18：30～ 

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー【日本語吹替版】』 

（声の出演：山寺宏一／朴璐美／楠見尚己） 
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Program Line-up 

© Warner Bros. Entertainment Inc.

AVATAR © 2009 Twentieth Century Fox Film 

Corporation. All rights reserved.

A UNIVERSAL PICTURE

 © 2006 UNIVERSAL STUDIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『インターステラー』 INTERSTELLAR (2014 年／アメリカ) 

■放送日：11 月 19 日（土） 深夜 0：00～3：00、ほか 176 分 

監督：クリストファー・ノーラン 

出演：マシュー・マコノヒー／アン・ハサウェイ／ジェシカ・チャステイン 

寿命が尽きかけた未来の地球。宇宙のワームホールを利用して、人類が居住 

できる新たな惑星を探すという壮大なミッションに、まだ幼い子供を持つ 

元エンジニアの男と少数のクルーが選ばれた。前人未到の未開の地へ旅立った 

一行は、人類の存続をかけた使命を成し遂げられるのか？ 

 

『アバター（2009年）』 AVATAR(2009)（2009 年／アメリカ） 

■放送日：11 月 19 日（土） 20：55～翌 0：00、ほか 169 分 

監督：ジェームズ・キャメロン 

出演：サム・ワーシントン／ゾーイ・サルダナ／シガニー・ウィーヴァー 

２２世紀。人類は地球から遠く離れたパンドラで“アバター計画”に着手。 

先住民ナヴィと人間のＤＮＡを組み合わせた肉体“アバター”によってこの 

星に降り立ち、莫大な利益を生む鉱物を採掘するのだ。下半身不随の 

元海兵隊員ジェイクは、急死した兄に代わってこの計画に参加する。 

 

『トゥモロー・ワールド』  
CHILDREN OF MEN（2006 年／イギリス） 

■放送日：11 月 19 日（土） 15：45～18：00、ほか 117 分 

監督：アルフォンソ・キュアロン 

出演：クライヴ・オーウェン／ジュリアン・ムーア／キウェテル・イジョフォー 

人類が繁殖能力を完全に失ってから１８年後の２０２７年、世界が秩序を 

失う中、イギリスは軍事的抑圧でどうにか国家機能を維持していた。 

ある日、官僚のセオは元妻が率いる反政府組織“ＦＩＳＨ”に拉致される。 

彼女らは人類の未来を変える少女をある組織に届けるため、セオに 

協力を依頼する。 

 

『Ａ．Ｉ．』 ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A.I.（2001 年／アメリカ） 

■放送日：11 月 19 日（土） 18：00～20：50、ほか 153 分 

監督：スティーヴン・スピルバーグ 

出演：ハーレイ・ジョエル・オスメント／フランシス・オコナー／ジュード・ロウ 

“愛”という感情をインプットされた試作品の少年型ロボット、デイヴィッド。彼はある夫婦に引き取られるが、 

不治の病におかされた実の息子が奇跡的に目覚めるとあっさり捨てられてしまう。 

それでも愛を求めるデイヴィッドは、ジゴロ・ロボットのジョーと共に人間になる方法を捜す旅に出る。 

※9 日（水）8：15～は日本語吹替版の放送もあり 

読書の秋には小説と一緒に SF 映画を楽しんでみませんか？「ダークナイト」のクリストファー・ノーラン監督

が、マシュー・マコノヒーとアン・ハサウェイを迎えて製作した『インターステラー』、世界興行収入が歴代 1 位

となった、ジェームズ・キャメロン監督の超話題作『アバター（2009 年）』など、名匠たちが描く SF 映画計 5 作

品を特集放送。 

特集：名匠たちのＳＦ５選 
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Program Line-up 

©2009 WÜSTE FILM GMBH / WÜSTE FILM OST OHG 

/ SENATOR FILM PRODUKTION GMBH

写真：アフロ 

© 2013 Moli-Montana Films

 All Rights Reserved.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ザ・ドア 交差する世界』 DIE TUR (2009 年／ドイツ) 

■放送日：11 月 27 日（日） 14：50～16：50、ほか 111 分 

監督：アノ・ソウル 

出演：マッツ・ミケルセン／ジェシカ・シュワルツ／ヴァレリア・アイゼンバルト 

浮気相手と密会中に愛娘を事故で失い、妻にも愛想を尽かされた画家 

ダビッド。全てを失い自暴自棄になった彼が自殺を試みたある日、古びた 

祠の中に謎の扉を発見する。その奥はもう１つの世界、娘を失ったあの日に 

繋がっていた。必死の思いで、扉の向こう側の娘を死亡事故から救った 

ダビッドだったが…。 ※初回放送は 6 日（日）16：45～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ダブル・リベンジ 裁きの銃弾』  
MONTANA(2014) (2014 年／イギリス) 

■放送日：11 月 27 日（日） 23：30～翌 1：30、ほか 116 分 

監督：モー・アリ 

出演：ラース・ミケルセン／マッケル・デヴィッド／ミシェル・フェアリー 

ロンドンのイーストエンドで孤独に生きる元特殊部隊のディミトリ。犯罪組織に 

妻と息子を殺された彼は、ある日、その組織から命を狙われていた１４歳の 

少年モンタナを助けた。２人は復讐を決意し、ディミトリはモンタナを暗殺者 

として鍛え上げてゆく。そんな中、組織からも次々と刺客が送り込まれる！ 

※初回放送は 10 日（木）23：30～ 

 

 

 

 

 

 

 

兄弟揃ってデンマーク女王よりナイトの称号を授与されているミケルセン兄弟。弟のマッツは「デンマークの

至宝」と称されており、2004 年に「キング・アーサー」でハリウッド進出を果たす。2012 年の「偽りなき者」で

は、カンヌ映画祭で男優賞を受賞。名実ともにトップ俳優となりました。日本でも、海外ドラマ「ハンニバル」

で火がつき今や超人気俳優に成長。来年にはマーベル 新作「ドクター・ストレンジ」への出演も決定してい

ます。一方兄のラースは、デンマークで史上 高視聴率を獲得した TV ドラマ「THE KILLING／キリング」を

はじめ、人気ドラマや映画に出演。今、もっともホットな兄弟である彼らが出演した作品を厳選。 

27 日（日）に、計 6 作品を連続放送します。 

特集：マッツ・ミケルセンとその兄 

マッツ・ミケルセンとは 
1965 年 11 月 22 日、デンマーク出身の 50 歳。ジェリー・ブラッカイマー製作の「キング・アーサー」
で 2004 年にハリウッドに進出。2006 年には「007／カジノ・ロワイヤル」で悪役を演じ話題になっ
た。その後もハリウッド大作への出演を続け、2012 年に、デンマーク映画「偽りなき者」で主演を
務め、第 65 回カンヌ映画祭で主演男優賞を受賞。2014 年から日本でも放送された TV ドラマ「ハ
ンニバル」ではハンニバル・レクター博士を演じ、いま も旬な俳優として注目されている。 

ラース・ミケルセンとは 
1964 年 5 月 6 日、デンマーク出身の 52 歳。人気ドラマ「SHERLOCK／シャーロック」でのメディア
王、同じくドラマ「ハウス・オブ・カード 野望の階段」でのロシア大統領など、独特の存在感を放つ
俳優として世界的に活躍している。2014 年製作の『ダブル・リベンジ 裁きの銃弾』では、愛する
家族を殺された元特殊部隊の男を熱演。今年、日本で劇場公開された「獣は月夜に夢を見る」
は、悲しい運命を背負った家族の父親を演じ、その演技力が国内外でも高く評価されている。 
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Program Line-up 

© Lilting production Limited / Dominic Buchanan

 Productions / Film London 2014

アナザー・カントリー

©1984 Eastern Counties Newspaper Group.

 All Rights Reserved.

©2009EUROPACORP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『追憶と、踊りながら』 LILTING (2014 年／イギリス) 
■放送日：11 月 26 日（土） 8：45～10：30 94 分 

監督：ホン・カウ 

出演：ベン・ウィショー／チェン・ペイペイ／アンドリュー・レオン 

ロンドンの介護ホームで暮らすカンボジア系中国人のジュン。英語が 

できない彼女の唯一の楽しみは、息子のカイが面会に訪れること。 

一方、カイは自分がゲイで、同居するリチャードと恋人同士であることを 

母に告白できずにいた。そんなある日、カイが交通事故で突然この世を 

去ってしまう。 

★映画「００７」シリーズのＱ役で知られるベン・ウィショーが主演！ 

 

 

『アナザー・カントリー』  
ANOTHER COUNTRY (1984 年／イギリス) 
■放送日：11 月 26 日（土） 10：30～12：15、ほか 98 分 

監督：マレク・カニエフスカ 

出演：ルパート・エヴェレット／コリン・ファース／ルパート・ウェンライト 

英国を裏切りロシアに亡命した老スパイが、米国人記者に青春の思い出を 

話し始める。１９３２年。全寮制のパブリックスクールで学び、将来の 

エリート・コースを約束されていたガイは、別寮の美少年に一目惚れする。 

一方、校内で同性愛現場を目撃された生徒が自殺する事件が起こり…。 

★「英国王のスピーチ」のコリン・ファースのデビュー作！ 

※初回放送は 3 日（木・祝）深夜 2：30～ 

 

 

『フィリップ、きみを愛してる！』  
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS (2009 年／アメリカ＝フランス) 
■放送日：11 月 26 日（土） 14：45～17：00、ほか 105 分 

監督：グレン・フィカーラ／ジョン・レクア 

出演：ジム・キャリー／ユアン・マクレガー／レスリー・マン 

スティーヴンは小さな町の警察官。ある日、自分に正直に生きようと決めた 

彼は、自分が好きなのは男性だと妻に告白。ボーイフレンドとの豪遊生活 

のために詐欺を繰り返して、刑務所へ収監されてしまう。そこで待っていた 

のは、シャイでキュートなフィリップとの運命の出会いだった。 

★ジム・キャリー＆ユアン・マクレガーの人気俳優ふたりの共演が話題に！ 

※初回放送は 14 日（月）16：00～ ※5 日（土）11：00～は日本語吹替版の放送もあり（声：藤原啓治×森川智之） 

 

性別を超えた愛を、美しくも切なく描いた珠玉の純愛映画を特集。オスカー俳優コリン・ファースのスクリーン・

デビュー作で、初々しい演技が見どころの『アナザー・カントリー』、「007 スカイフォール」などに出演している

ベン・ウィショーが主演した TV 初放送の『追憶と、踊りながら』、名匠アン・リー監督作で、アカデミー賞監督賞

など 3 部門受賞、故ヒース・レジャーの繊細な演技が絶賛された『ブロークバック・マウンテン』、ジム・キャリー

×ユアン・マクレガーのカメレオン俳優コンビがコメディタッチで魅せる『フィリップ、きみを愛してる！』の計 4 作

品を 26 日（土）に連続放送します。 

特集：きみへの溢れる想い 

TV 初 
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「この映画が観たい＃３８  

～夏木マリのオールタイム・ベスト～」  
■放送日：11 月 7 日（月） 23：30～翌 0：00、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。 

11 月は、女優や歌手として活動している夏木マリさんが登場します。 

 

 

 

『オーシャンと十一人の仲間』のリメイクで、11 人の犯罪のプロによる現金強奪作戦を描く 

人気シリーズ。出演はジョージ・クルーニー、ブラッド・ピット他、豪華キャストが集結！ 
 

『オーシャンズ１１』 
OCEAN'S ELEVEN (2001 年／アメリカ)  

■放送日：11 月 6 日（日） 18：45～21：00、ほか 124 分 

監督：スティーヴン・ソダーバーグ 

出演：ジョージ・クルーニー／ブラッド・ピット／ジュリア・ロバーツ 

仮釈放中のカリスマ窃盗犯ダニー・オーシャンはかつての犯罪仲間を 

集め、ラスべガスの三大カジノの金が集まる地下金庫を狙う計画を立てる。 

そのカジノのオーナーは、オーシャンの離婚寸前の妻テスの恋人。 

計画が進む中、オーシャンは大金とともにテスの愛も奪おうとする。 

★シリーズ全３作品を一挙放送！ 

 

 

第 80 回アカデミー賞歌曲賞を受賞した『ONCE ダブリンの街角で』のジョン・カーニー監督作。 

失意のシンガーソングライターと崖っぷちプロデューサーが運命を切り拓く姿を描く。 
 

『はじまりのうた ＢＥＧＩＮ ＡＧＡＩＮ』  
BEGIN AGAIN (2013 年／アメリカ)  

■放送日：11 月 11 日（金） 13：30～15：30、ほか 111 分 

監督：ジョン・カーニー 

出演：キーラ・ナイトレイ／マーク・ラファロ／ヘイリー・スタインフェルド 

ミュージシャンの恋人デイヴに裏切られ、失意のままライブハウスで 

歌っていた女性グレタ。偶然居合わせた落ちこぼれの音楽プロデューサー、 

ダンはそんな彼女にデビューの話を持ちかける。ＮＹの街角でゲリラ 

レコーディングを行うという無謀な企画は、やがて小さな奇跡を 

起こし始める！ 

 

 

 

 

 

 

■ 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 


