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Program Line-up 

『マレフィセント』 

『シャークネード』 

『ザ・ガンマン』 

    
2017 年 5 月 1 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 
2017 年 6 月のおすすめ番組 
 
◆ ２ヶ月連続！マッドマックス祭り 

特集：マッドマックスの世界 ⇒page2 

『マッドマックス／サンダードーム』から 30 年、2015 年にシリーズ 新作として公開され

た『マッドマックス 怒りのデス・ロード』が、ついにムービープラスに登場！2015 年カン

ヌ映画祭で特別招待作品として上映されるやいなや、業界関係者から賞賛の嵐を巻

き起こし、翌年のアカデミー賞では 多 10 部門にノミネート、うち 多 6 部門で受賞し

た話題作です。本作の放送を記念して、シリーズ計 4 作品の一挙放送に加え、2016 年

にフランスで制作・放送され、監督のジョージ・ミラーはもちろん、「パシフィック･リム」の

ギレルモ・デル・トロ監督をはじめ、漫画家の松本零士、「GHOST IN THE SHELL 攻殻

機動隊」の押井守、「メタルギアソリッド」シリーズなどで知られるゲームクリエイターの

小島秀夫、週刊少年ジャンプで現在「Dr.STONE」を連載中の漫画家 Boichi など、そう

そうたるメンバーのコメントが収録された超貴重なドキュメンタリー番組「マッドマックス 

11 人が語る爆炎世界（バーニング・ユニバース）」を、日本初放送でお届けします！さ

らに、7 月は、トランプ政権発足後に急激に売り上げを伸ばした話題の小説を映画化し

た『１９８４』や、イモータン・ジョーを演じたヒュー・キース＝バーンのデビュー作『マッド

ストーン』など、MAD な世界観を描いた関連作品を、「特集：ディストピア世界」と題して

放送！2 ヶ月連続でマッドマックス祭りを開催します！ 

 

◆ ２ヶ月連続！ 
特集：オトナだってディズニー映画！ ⇒page4 

ディズニー・アニメーション「眠れる森の美女」の悪役マレフィセントを主人公にして、ア

ンジェリーナ・ジョリーが主演を務めた『マレフィセント』を放送！アカデミー賞衣装デザ

イン賞にノミネートされ、その独特でダークな雰囲気が魅力のファンタジー映画です。

『マレフィセント』の放送を記念して、2 ヶ月連続でオトナも楽しめるディズニー映画を特

集放送します。7 月は『トゥモローランド』と『イントゥ・ザ・ウッズ』が登場しますので、お

楽しみに！ 

 
◆ 吹替王国 ＃１０ 声優：堀内賢雄 ⇒page5 

人気声優にスポットを当てて特集放送する人気企画「吹替王国」。記念すべき 10 回目

を迎える 6 月は、90 年代に社会現象を巻き起こしたアメリカ青春ドラマ「ビバリーヒルズ

高校白書」でスティーブを長らく演じてきた堀内賢雄に注目！ビバヒルのスティーブを

演じていたアイアン・ジーリングの声を再び吹き替えた『シャークネード』をはじめ、『イ

ンタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』（ブラッド・ピット役）や、ヒューマン・コメディ『人生、サ

イコー！』（ヴィンス・ヴォーン役）などの計 4 作品を、25 日（日）に特集放送します。 

 
◆ 特集：孤高なる戦い ⇒page6 

ショーン・ペンが本格アクションに初挑戦した『ザ･ガンマン』をはじめ、2008年の仏映画

をラッセル・クロウ主演でリメイクしたサスペンス・アクション『スリーデイズ』など、たった

ひとりで戦いに挑む男を描いた計 4 作品をラインアップ。 

 
◆ 特集：リーアム・ニーソン生誕６５ ⇒page6 

6 月 7 日に 65 歳を迎えるリーアム･ニーソン誕生日を祝して、『Ｋ－１９』など彼が出演する映画を計 3 作品特集！ 

 
◆ この映画が観たい＃４５ ～池田理代子のオールタイム･ベスト～ ⇒page7 

 

 『マッドマックス 怒りのデス・ロード』 © Warner Bros. Feature Productions Pty Limited, Village Roadshow Films North America Inc., and  Ratpac-Dune Entertainment LLC 

『マレフィセント』 ©Disney 

『シャークネード』 ©2013, THE GLOBAL ASYLUM, INC. All Rights Reserved. 

『ザ・ガンマン』 A SPAIN/UK COPRODUCTION © 2015 PRONE GUNMAN AIE - NOSTROMO PICTURES SL - PRONE GUNMAN LIMITED 
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© Warner Bros. Entertainment Inc. © Rockyrama/Fauns2016 
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『マッドマックス 怒りのデス・ロード』  
MAD MAX: FURY ROAD (2015 年／オーストラリア＝アメリカ) 

■放送日：6 月 10 日（土） 20：55～23：25、ほか 128 分 

監督：ジョージ・ミラー 

出演：トム・ハーディ／シャーリーズ・セロン／ヒュー・キース＝バーン 

資源が尽きかけた未来世界。愛する者を失い本能だけで生きてきた元警官 

マックスは、恐怖と暴力で民衆を支配するジョーの軍団に捕まってしまう。 

だがジョーに反旗を翻した女戦士フュリオサが囚われていた女たちを率いて 

逃亡。マックスもその追跡劇に巻き込まれてゆく。 

★第 88 回アカデミー賞 美術賞ほか 多 6 部門受賞！ 

 

『マッドマックス １１人が語る爆炎世界（バーニング・ユニバース）』 
MAD MAX UNIVERS BRULANT (2016 年／フランス) 
■放送日：6 月 10 日（土） 23：25～翌 0：45、ほか 68 分 

監督：ハシント・カルヴァーリョ／ヨハン・キアラモンテ 

声の出演：ジョージ・ミラー／ギレルモ・デル・トロ／押井守 

アニメーションや劇中映像を駆使して表現された「マッドマックス」シリーズの 

世界と共に１１人の著名人が独自の視点から魅力を語る。コメントを寄せる 

のは本シリーズの監督ジョージ・ミラーをはじめ、『パシフィック・リム』の 

ギレルモ・デル・トロ監督ほか、押井守、松本零士、小島秀夫ら。 

★日本初放送！ 

『マッドマックス／サンダードーム』から 30 年、2015 年にシリーズ 新作として公開された『マッドマックス 

怒りのデス・ロード』が、ついにムービープラスに登場！2015 年カンヌ映画祭で特別招待作品として上映さ

れるやいなや、業界関係者から賞賛の嵐を巻き起こし、翌年のアカデミー賞では 多 10 部門にノミネート、

うち 多 6 部門で受賞した話題作です。本作の放送を記念して、シリーズ計 4 作品の一挙放送に加え、201

6 年にフランスで制作・放送され、監督のジョージ・ミラーはもちろん、「パシフィック･リム」のギレルモ・デル・

トロ監督をはじめ、漫画家の松本零士、「GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊」の押井守、「メタルギアソリ

ッド」シリーズなどで知られるゲームクリエイターの小島秀夫、週刊少年ジャンプで現在「Dr.STONE」を連載

中の漫画家 Boichi など、そうそうたるメンバーのコメントが収録された超貴重なドキュメンタリー番組「マッド

マックス 11 人が語る爆炎世界（バーニング・ユニバース）」を、日本初放送でお届けします！さらに、7 月

は、トランプ政権発足後に急激に売り上げを伸ばした話題の小説を映画化した『１９８４』や、イモータン・ジョ

ーを演じたヒュー・キース＝バーンのデビュー作『マッドストーン』など、MAD な世界観を描いた関連作品を、

「特集：ディストピア世界」と題して放送！2 ヶ月連続でマッドマックス祭りを開催します！ 

２ヶ月連続！マッドマックス祭り 

特集：マッドマックスの世界 

© Warner Bros. Feature Productions Pty Limited, Village 

 Roadshow Films North America Inc., and  Ratpac-Dune 

Entertainment LLC 
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1984 © 1984 ORION PICTURES CORPORATION. 

All Rights Reserved 

©1974 Sandy Harbutt. All Rights Reserved. 

 

 

 

 

 

 

『マッドマックス』 MAD MAX (1979 年／オーストラリア) 
■放送日：6 月 10 日（土） 15：00～16：45、ほか 100 分 

監督：ジョージ・ミラー 

出演：メル・ギブソン／ジョアンヌ・サミュエル／ヒュー・キース=バーン 

暴走族による凶悪事件が多発する荒廃した近未来。警官マックスは 

追跡専門のパトカー“インターセプター”に乗り、警官殺しの凶悪犯ナイト 

ライダーを追い詰める。だが、運転を誤ったナイトライダーが事故死。 

マックスは、復讐を企むトッカーターが率いる暴走族アウトライダーに 

命を狙われることになる。 

★『マッドマックス２』『マッドマックス／サンダードーム』の放送もあり 

 

 

 

 

＜7 月予告＞ 
 

『１９８４』 1984 (1984 年／イギリス) 
■放送日：7 月放送予定 

監督：マイケル・ラドフォード 

出演：ジョン・ハート、リチャード・バートン、スザンナ・ハミルトン 

原作はジョージ・オーウェルが恐怖の未来世界を予言したベストセラー小説

「1984」。1984 年―世界は３つの国に分かれているが、ここオセアニアは

“偉大なる兄”に絶対服従を強いられている全体主義国家である。国民の

日常は各戸に取り付けられたテレスクリーンを通して思想警察に監視され、

思考の自由は奪われ、恋もセックスも禁じられている。その強固な体制に

疑問を抱いた一人の男が書いてはならない日記を付け、若い女性と恋に 

落ち、静かな抵抗の道を歩みだした。だが彼は、同志と思い込んでいた男 

の罠にはまり思考警察に捕まる。洗脳のため、精密にプログラムされた 

拷問を受け、想像を絶する恐怖が彼を襲う。 

 

 

 

『マッドストーン』 STONE(1974) (1974 年／オーストラリア) 
■放送日：7 月放送予定 

監督・出演：サンディ・ハーバット 

出演：ケン・ショーター／ヒュー・キース＝バーン／ヘレン・モース 

公園で演説をしていた政治家が何者かに狙撃された。現場近くにいた 

男に犯行を見られたと思い込んだ犯人は、彼が所属する暴走族 

“墓掘り軍団”のメンバーを次々と殺害。この連続殺人事件を捜査 

するため、若き刑事ストーンが墓掘り軍団に潜入することになる。 

★HD 放送はテレビ初！ 

 

 

そのほか、「マッドマックス」シリーズ 4 作品の日本語吹替版や、「マッドマックス」関連の貴重映像など

も放送予定！乞うご期待！ 

© Crossroads International Finance Company, N.V. 
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©2015 Disney 

©Disney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『マレフィセント』 MALEFICENT (2014 年／アメリカ) 

■放送日：6 月 17 日（土） 20：55～23：00、ほか 105 分 

監督：ロバート・ストロンバーグ 出演：アンジェリーナ・ジョリー／エル・ファニング／シャールト・コプリー 

ある王国で王女、オーロラ姫が誕生し、盛大な祝宴が開かれる。だがそこへ招かれざる邪悪な妖精マレフィセントが現

れ、姫が１６歳の誕生日に永遠の眠りにつくという恐ろしい呪いをかけてしまう。マレフィセントはなぜそんな呪いをか

けたのか？その謎を解く鍵は彼女の過去にあった。 

  

 

 

『イントゥ・ザ・ウッズ』 INTO THE WOODS（2014 年／アメリカ） 

■放送日：7 月放送予定 

監督：ロブ・マーシャル 

出演：メリル・ストリープ、エミリー・ブラント、ジェームズ・コーデン 

「シカゴ」の巨匠ロブ・マーシャル監督が、「ウエスト・サイド物語」などで 

知られるスティーヴン・ソンドハイムのロングラン・ミュージカルを映画化した 

劇場大ヒット作。世界中で愛されるグリム童話を現代版にアレンジした 

ストーリーに登場するのは、シンデレラ、ラプンツェル、赤ずきん、ジャックと 

豆の木のジャックなど、願いを叶えたはずの“おとぎ話”の主人公たち。 

そして、彼らを待ち受けていた驚くべき運命とは…！？  

 

『トゥモローランド』 TOMORROWLAND（2015 年／アメリカ） 

■放送日：7 月放送予定 

監督：ブラッド・バード  

出演：ジョージ・クルーニー、ヒュー・ローリー、ブリット・ロバートソン 

17 歳のケイシーは、ある日、自分の荷物の中に見慣れぬピンバッジを 

見つけるが、そのピンバッジに触れた途端、彼女はたちまち未知なる世界 

へ紛れ込んでしまう。そこはテクノロジーの発達した未来のようであったが、 

バッテリー切れと同時にケイシーは見慣れた現実世界へと引き戻されていた。

必死で夢の世界へと戻ろうとするケイシーの前に、ピンバッジを彼女の荷物に 

紛れ込ませたという謎の少女アテナが現れるが…。 

 

ディズニー・アニメーション「眠れる森の美女」の悪役マレフィセントを主人公にして、アンジェリーナ・ジョリー

が主演を務めた『マレフィセント』を放送！アカデミー賞衣装デザイン賞にノミネートされ、その独特でダーク

な雰囲気が魅力のファンタジー映画です。『マレフィセント』の放送を記念して、2 ヶ月連続でオトナも楽しめ

るディズニー映画を特集放送します。7 月は『トゥモローランド』と『イントゥ・ザ・ウッズ』が登場しますので、お

楽しみに！ 

２ヶ月連続！特集：オトナだってディズニー映画！ 

©Disney 
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©DreamWorks II Distribution Co., LLC 

© Warner Bros. Entertainment Inc. 

 

 ©2013, THE GLOBAL ASYLUM, INC. 

 All Rights Reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―堀内賢雄― 

7 月 30 日、静岡県出身。低音ながらも軽やかな独自の声質を活かし、 

洋画の吹き替えではブラッド・ピットやベン・アフレック、アイアン・ジーリングなどを担当。 

実力派で有名で、吹き替えの他にナレーター・アニメ（「鬼平犯科帳」など）・ゲーム 

（「メタルギアソリッド」シリーズ」など）でも活躍している。 

 

＜フィン（アイアン･ジーリング）役＞ 

『シャークネード【日本語吹替版】』 SHARKNADO (2013 年／アメリカ) 

■放送日：6 月 25 日（日） 19：15～21：00 95 分 

監督：アンソニー・Ｃ・フェランテ 

出演：アイアン・ジーリング／タラ・リード／ジョン・ハード 

声の出演：堀内賢雄／堀越知恵／星野充昭 

史上稀に見る巨大ハリケーンがメキシコ沖を北上。海流の急激な変化によって、

突如、荒波と共にカリフォルニアのビーチに出現したサメの大群が、海水客を 

襲い始める。だが、恐怖はまだ序章に過ぎなかった…。さらに強大な竜巻が 

発生し、大量のサメを巻き込んだ状態でＬＡ都市部に上陸したのだ！ 

 

＜ルイ（ブラッド・ピット）役＞ 

『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア【地上波吹替版】』  
INTERVIEW WITH THE VAMPIRE: THE VAMPIRE CHRONICLES (1994 年／アメリカ)  

■放送日：6 月 25 日（日） 23：00～翌 1：15 126 分 

監督：ニール・ジョーダン 

出演：トム・クルーズ／ブラッド・ピット／クリスチャン・スレイター 

声の出演：森田順平／堀内賢雄／成田剣 

現代のサンフランシスコ。野心家のインタビュアーが美しい青年ルイに 

インタビューを始める。１８世紀のニューオリンズ、２５歳のルイは妻子を 

亡くして絶望していた。その繊細な魂に興味を覚えた美貌の吸血鬼レスタトは、 

彼に永遠の命を与えるべく首筋に牙を立てる。やがてルイは吸血鬼として蘇り…。 

 

＜デヴィッド（ヴィンス・ヴォーン）役＞ 

『人生、サイコー！【日本語吹替版】』 DELIVERY MAN (2013 年／アメリカ) 
■放送日：6 月 25 日（日） 21：00～23：00 112 分 

監督：ケン・スコット 

出演：ヴィンス・ヴォーン／クリス・プラット／コビー・スマルダーズ 

声の出演：堀内賢雄／落合弘治／本田貴子 

借金まみれで家族にも妊娠中の恋人にも愛想を尽かされた４０代独身の 

デヴィッド。ある日、彼が過去に行なった精子提供で５３３人の子供が誕生、 

うち１４２人から父親の身元開示裁判を起こされていることを知る。デヴィッドは 

身分を隠して遺伝学上の子供たちに会いに行くが…。 

人気声優にスポットを当てて特集放送する人気企画「吹替王国」。記念すべき 10 回目を迎える 6 月は、90

年代に社会現象を巻き起こしたアメリカ青春ドラマ「ビバリーヒルズ高校白書」でスティーブを長らく演じてき

た堀内賢雄に注目！ビバヒルのスティーブを演じていたアイアン・ジーリングの声を再び吹き替えた『シャー

クネード』をはじめ、『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』（ブラッド・ピット役）や、ヒューマン・コメディ『人生、

サイコー！』（ヴィンス・ヴォーン役）などの計 4 作品を、6 月 25 日（日）17：15～特集放送します。 

吹替王国 ＃１０ 声優：堀内賢雄 
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A SPAIN/UK COPRODUCTION © 2015 PRONE GUNMAN AIE 

- NOSTROMO PICTURES SL - PRONE GUNMAN LIMITED 

©2002 by PARAMOUNT PICTURES and IMF 

INTERNATIONALE MEDIEN UND FILM GMBH & CO.2 

PRODUKTIONS KG. All Rights Reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ザ・ガンマン』 
THE GUNMAN(2015) (2015 年／アメリカ=スペイン=イギリス=フランス) 
■放送日：6 月 3 日（土） 20：55～23：15、ほか 123 分 

監督：ピエール・モレル 

出演：ショーン・ペン／ハビエル・バルデム／イドリス・エルバ 

特殊部隊のジムはアフリカのコンゴで大臣暗殺作戦を完璧な狙撃で遂行した 

後、恋人も何もかも捨てて姿を消した。数年後、過去を贖うようにひっそりと 

暮らしていた彼は突然、命を狙われる。やがて、コンゴでの暗殺作戦に 

参加したかつての仲間が次々と殺害されていることがわかり…。  

 

『スリーデイズ』 
THE NEXT THREE DAYS (2010 年／アメリカ) 
■放送日：6 月 3 日（土） 18：15～20：55、ほか 141 分 

監督：ポール・ハギス 

出演：ラッセル・クロウ／エリザベス・バンクス／ブライアン・デネヒー 

大学教授のジョンは愛する妻子と幸せに暮らしていたが、ある日、妻のララが 

殺人容疑で逮捕されてしまう。ジョンは妻の無実を証明しようと奔走するが、 

３年後、裁判で殺人罪が確定。絶望したララは、獄中で自殺未遂を図る。 

そんな妻を見て、ジョンは妻の脱獄計画を練り上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『Ｋ−１９』 K-19: THE WIDOWMAKER (2002 年／アメリカ) 
■放送日：6 月 7 日（水） 21：00～23：45、ほか 145 分 

監督：キャスリン・ビグロー 

出演：ハリソン・フォード／リーアム・ニーソン／ピーター・サースガード 

米ソ冷戦 中の１９６１年、ソ連の原子力潜水艦Ｋ−１９が処女航海に出航した。 

艦長に任命されたボストリコフと、経験豊富な副艦長ポレーニンの意見は 

しばしば対立するが、Ｋ−１９は次々とテストを成功させてゆく。だが新たな 

任務遂行中、艦内の冷却装置のひび割れが判明する。 

ショーン・ペンが本格アクションに初挑戦した『ザ･ガンマン』をはじめ、2008年の仏映画をラッセル・クロウ主演

でリメイクしたサスペンス・アクション『スリーデイズ』など、たったひとりで戦いに挑む男を描いた計 4 作品をラ

インアップ。 

特集：孤高なる戦い 

6 月 7 日に 65 歳を迎えるリーアム･ニーソン誕生日を祝して、『Ｋ－１９』など彼が出演する映画を計 3 作品特

集！ 

特集：リーアム・ニーソン生誕６５ 

© 2010 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved. 
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「この映画が観たい＃４５ 
～池田理代子のオールタイム・ベスト～」 

■放送日：6 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 

映画について語ります。6 月は漫画家・声楽家の池田理代子さんが登場！ 

 
 

6 月 18 日（日）の父の日にあわせ 

『Ｉ ａｍ Ｓａｍ アイ・アム・サム』  
I AM SAM (2001 年／アメリカ)   

■放送日：6 月 18 日（日） 21：00～23：30、ほか 140 分 

監督：ジェシー・ネルソン 

出演：ショーン・ペン／ミシェル・ファイファー／ダコタ・ファニング 

７歳の知能しか持たない中年男サムは、スターバックスで働きながら娘 

ルーシーと幸せに暮らしていた。しかし７歳になったルーシーはサムの知能を 

追い抜き、養育能力がないという判断を下されたサムは娘と引き離されてしまう。法廷で闘う決意を固めたサムは、エ

リート弁護士のリタの元を訪ねるが…。  

 

 

「パシフィック・リム」の 

ギレルモ・デル・トロ監督長編デビュー作 

『クロノス』 CRONOS (1992 年／メキシコ) 

■放送日：6 月 8 日（木） 7：45～9：30、ほか 100 分 

監督：ギレルモ・デル・トロ 

出演：フェデリコ・ルッピ／クラウディオ・ブルック／ロン・パールマン 

中世の錬金術師によって作られた“クロノス”。それは永遠の命をもたらす 

純金製の小さな機械。天使像に封印されていたクロノスを偶然発見した 

骨董商人のヘススは、突然動き出したその機械に血を吸われてしまう。 

以来、ヘススの体は見違えるように若返るが、血への渇望にも取り憑かれてゆく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 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 28 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 

© New Line Productions, Inc. 

© 1992 Producciones Iguana, All Rights Reserved. 


