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Program Line-up 

『イントゥ・ザ・ウッズ』 

『１９８４』 

『悪魔のいけにえ［公開４０周年記念版］』 

『トゥモローランド』 

    
2017 年 5 月 19 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 7 月のおすすめ番組 
 
◆ ＹＫＫ ＡＰ ムービープラス・プレミア ⇒page2 

毎週土曜日の 20 時 55 分からは、ムービープラス一押しのヒット作を放送中。

7 月は、大人も楽しめるディズニー映画『イントゥ・ザ・ウッズ』が登場！小堺一

機によるプレミア作品を紹介するオリジナル番組「プレミア・ナビ」が、『イント

ゥ・ザ・ウッズ』の回で 700 回目を迎え、「プレミア･ナビ」の拡大版を放送。宮本

亜門演出の舞台「「Into the Woods イントゥ・ザ・ウッズ」に出演した小堺一機

が、独自の視点で映画の魅力を語ります。そのほか、ジョージ・クルーニー主

演のディズニー映画『トゥモローランド』や、「マトリックス」シリーズのウォシャ

ウスキー姉妹が監督した SF 映画『ジュピター』、トム･クルーズ主演の『アウト

ロー（2012 年）』、リーアム・ニーソンのアクション映画『ラン・オールナイト』の

計 5 作品を放送します。お楽しみに！ 

 

◆ ２ヶ月連続！マッドマックス祭り 
特集：ディストピア世界 ⇒page3 

6 月に引き続き、7 月もマッドマックス祭りを開催！トランプ政権発足後にベス

トセラーとなったディストピア小説を原作とした映画『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

でディストピアな世界観を醸し出す関連作品を、「特集：ディストピア世界」と題

して特集放送！そして、「マッドマックス」シリーズ 4 作品の吹替版のほか、『マ

ッドマックス 怒りのデス・ロード』の登場人物にフィーチャーした貴重な映像

が見られる特別番組「『マッドマックス 怒りのデス･ロード』登場人物の魅力」

も放送します。 

 
◆ 特集：サメフェス２０１７ ⇒page4 

毎年恒例、この季節がやってまいりました。今年もやります、サメフェス！サメ

出現に加え、そこに自然災害まで起こって大パニックを引き起こす人気シリー

ズ「シャークネード」2 作品や、巨大サメが登場する「メガ・シャーク」シリーズ 2

作品、頭が 2 つや 3 つになって食欲も倍増したサメが大暴れする『ダブルヘッ

ド・ジョーズ』『トリプルヘッド･ジョーズ』など、前代未聞の多種多様なサメたち

が登場する映画を大特集します。 

 
◆ ２ヶ月連続！特集：真夏の悪夢 ⇒page5 

夏といえば、ホラーも外せない！目玉作品は、あまりの芸術性の高さゆえ、マ

スターフィルムがニューヨーク近代美術館で保管されているという、ホラー映

画の金字塔『悪魔のいけにえ[公開４０周年記念版]』。本作は、全米初公開か

ら 40 周年を記念して、オリジナル 16mm フィルムから映像を 4K スキャニング

することで鮮やかで美しい映像に甦らせた貴重なバージョンです。そのほか

にも、「エルム街の悪夢」のフレディと「１３日の金曜日」のジェイソンが激突す

る『フレディＶＳジェイソン』や、ホラー映画の世界に入り込んだヒロインが遭遇

する出来事を描いたコメディ・ホラー『ファイナル・ガールズ 惨劇のシナリオ』

など、計 4 作品を！7 月と 8 月は 2 ヶ月連続でホラー映画をお楽しみください。 

 
◆ 特集：トム・クルーズ生誕５５／特集：シュワちゃん生誕７０ ⇒page6 

 
◆ この映画が観たい＃４６ 

～[Alexandros] 川上洋平のオールタイム・ベスト～ ⇒page7 

『イントゥ・ザ・ウッズ』 ©2015 Disney  『トゥモローランド』 ©Disney  

『１９８４』 1984 © 1984 ORION PICTURES CORPORATION. All Rights Reserved  『悪魔のいけにえ［公開４０周年記念版］』 ©MCMLXXIV BY VORTEX, INC. 
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©2015 Disney 

© 2017 Paramount Pictures. All Rights Reserved 

©Disney 
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『イントゥ・ザ・ウッズ』  
INTO THE WOODS (2014 年／アメリカ) 
■放送日：7 月 1 日（土） 20：55～23：30、ほか 132 分 

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 

長年子供を授からないことに悩むパン屋夫婦は、その原因が魔女の呪い 

だったことを知る。「呪いを解くには、森から“白い牛、赤い頭巾、黄色い毛、 

黄金に輝く靴”を持ち返れ」と告げる魔女。同じ頃、おとぎ話の主人公たちも 

それぞれの“願い(ＷＩＳＨ)“を叶えるため、森へと入ってゆく。 

★小堺一機が MC を務める「プレミア・ナビ」は、『イントゥ・ザ・ウッズ』放送回で 700 回目を迎えます！ 

 

『トゥモローランド』 TOMORROWLAND (2015 年／アメリカ) 
■放送日：7 月 8 日（土） 20：55～23：30、ほか 138 分 

監督：ブラッド・バード 

出演：ジョージ・クルーニー／ブリット・ロバートソン／ヒュー・ローリー 

１７歳のケイシーは自分の荷物の中に見慣れぬピンバッジを発見。それに 

触れた途端、未知なる世界へ紛れ込んでしまう。バッジはすべてが可能に 

なる“トゥモローランド”への招待状だった。やがてケイシーは謎の少女アテナ、 

中年男フランクと共に人類の未来をかけた冒険の旅に出る。 

 

『アウトロー（2012 年）』 JACK REACHER (2012 年／アメリカ) 
■放送日：7 月 29 日（土） 20：55～23：00、ほか 138 分 

監督：クリストファー・マッカリー 

出演：トム・クルーズ／ロザムンド・パイク／リチャード・ジェンキンス 

白昼のピッツバーグ近郊で無作為に発射された６発の銃弾で５人が殺害 

される事件が発生。僅か１時間後には容疑者として元米軍スナイパー、 

ジェームズ・バーが逮捕された。だが容疑を否認した彼は、かつて米軍の 

秘密捜査官として名を馳せたジャック・リーチャーへの連絡を要求する。 

 

『ラン・オールナイト』 RUN ALL NIGHT (2015 年／アメリカ) 
■放送日：7 月 15 日（土） 20：55～23：15、ほか 122 分 

監督：ジャウマ・コレット＝セラ 

出演：リーアム・ニーソン／ジョエル・キナマン／ヴィンセント・ドノフリオ 

ブルックリンを縄張りとする殺し屋ジミー。ある日、殺人現場を目撃して命を 

狙われた息子マイクを救おうとした彼は、親友でもあるマフィアのボス、 

ショーンの息子を射殺してしまう。怒ったショーンはジミー父子の抹殺を宣言。 

マフィアや買収された警察、暗殺者ら、ＮＹ中が２人の敵となり…。 

毎週土曜日の 20 時 55 分からは、ムービープラス一押しのヒット作を放送中。7 月は、大人も楽しめるディズ

ニー映画『イントゥ・ザ・ウッズ』が登場！小堺一機によるプレミア作品を紹介するオリジナル番組「プレミア・

ナビ」が、『イントゥ・ザ・ウッズ』の回で 700 回目を迎え、「プレミア･ナビ」の拡大版を放送。宮本亜門演出の

舞台「「Into the Woods イントゥ・ザ・ウッズ」に出演した小堺一機が、独自の視点で映画の魅力を語りま

す。そのほか、ジョージ・クルーニー主演のディズニー映画『トゥモローランド』や、「マトリックス」シリーズの

ウォシャウスキー姉妹が監督した SF 映画『ジュピター』、トム･クルーズ主演の『アウトロー（2012 年）』、リー

アム・ニーソンのアクション映画『ラン・オールナイト』の計 5 作品を放送します。お楽しみに！ 

ＹＫＫ ＡＰ ムービープラス・プレミア 
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『１９８４』 1984 (1984 年／イギリス) 

■放送日：7 月 17 日（月・祝） 21：45～翌 0：00、ほか 122 分 

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 

世界が３つの国家に分かれた１９８４年。リーダー的存在ビッグ・ブラザーの 

元に全体主義が敷かれたオセアニアでは、国民は思想警察によって徹底的に 

監視されていた。そんな中、新聞記事や文書を削除・修正する記録局に勤務 

するウィンストンは、いつしか国家の体制に疑問を抱き始める。 

 

『マッドストーン』 STONE(1974) (1974 年／オーストラリア) 
■放送日：7 月 17 日（月・祝） 10：15～12：15、ほか 107 分 

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 

オーストラリアのシドニー。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 は TV 初放送！ ★初回放送は 7 日（金）11：30～ 

 

『奪還者』 THE ROVER(2013) (2013 年／オーストラリア＝アメリカ) 

■放送日：7 月 17 日（月・祝） 8：15～10：15、ほか 110 分 

監督：デヴィッド・ミショッド 

出演：ガイ・ピアース／ロバート・パティンソン／スクート・マクネイリー 

世界経済崩壊から１０年後、鉱物資源を求める無法者たちの巣窟と化した 

オーストラリア。孤独な放浪者エリックは命より大切な愛車をヘンリー率いる 

強盗団に奪われてしまう。愛車を奪還すべく強盗団を執拗に追跡するエリック。 

やがて彼は、ヘンリーの弟で瀕死の重傷を負った男レイと出会う。 

★初回放送は 8 日（土）12：30～ 

 

『ハードウェア』 HARDWARE (1990 年／イギリス) 

■放送日：7 月 17 日（月・祝） 深夜 0：00～2：00、ほか 106 分 

監督：リチャード・スタンリー 

出演：ステイシー・トラヴィス／ディラン・マクダーモット／ジョン・リンチ 

度重なる戦争で廃墟と化した近未来の地球。屑鉄ディーラーによって発見 

されたロボットのパーツが、ひょんなことから前衛芸術家ジルの手に渡る。 

実は、それは生物機械兵器“マルコ１３”の人工知能だった。長い眠りから 

覚めた人工知能はジルの部屋にあった材料を使って自らボディを修復し…。 

 

6 月に引き続き、7 月もマッドマックス祭りを開催！トランプ政権発足後にベストセラーとなったディストピア小

説を原作とした映画『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 でディストピアな世界観を醸し出す関連作品を、「特集：ディストピア世界」と題して特集放

送！そして、「マッドマックス」シリーズ 4 作品の吹替版のほか、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』の登場

人物にフィーチャーした貴重な映像が見られる特別番組「『マッドマックス 怒りのデス･ロード』登場人物の

魅力」も放送します。 ★17 日（月・祝）8：15～、8 作品＋2 番組を連続放送 

２ヶ月連続！マッドマックス祭り 

特集：ディストピア世界 
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© Crossroads International Finance Company, N.V. 

©2015 TIKI TERRORS, LLC. All Rights Reserved 

© 2015 RED ROBOT MOVIE, LLC. 

 All Rights Reserved. 

 

 

 

 

 

 

『マッドマックス【安原義人 吹替版】』  
MAD MAX (1979 年／オーストラリア) 
■放送日：7 月 25 日（火） 13：30～15：15 100 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 

声の出演：安原義人／宗形智子／坂口芳貞 

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、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』『マッドマックス 怒りのデス・ロード』の吹替版の放送もあり 

★17 日（月・祝）は、「マッドマックス」シリーズ 4 作品の日本語字幕版の放送もあり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『トリプルヘッド・ジョーズ』  
3 - HEADED SHARK ATTACK (2015 年／アメリカ) 

■放送日：7 月 28 日（金） 23：15～翌 1：00 96 分 

監督：クリストファー・レイ 

出演：カルーシェ・トラン／ダニー・トレホ／ブラッド・マイルズ 

海洋生物学を専攻するマギーは、インターンとして世界屈指の“ペルセフォネ 

研究所”に入所する。そこは孤島の水深８００メートルに位置する、 新鋭の 

廃棄物研究施設。だが到着早々、３つの頭を持つ巨大なサメが、施設に 

体当たりをし始める。即座に施設からの緊急避難命令が出されるが…。 

 

『メガ･シャークＶＳグレート・タイタン』  
MEGA SHARK VS KOLOSSUS（2015 年／アメリカ） 
■放送日：7 月 24 日（月） 23：00～翌 0：45 96 分 

監督：クリストファー・レイ 

出演：イリアナ・ダグラス／エイミー・ライダー／アーネスト・L・トーマス 

メガ・シャークの襲撃から１年後。国際情勢の緊張が高まる中、大西洋沖で 

不法採掘していたロシアの漁船が巨大なサメを引き上げる。それは退治した 

はずのメガ・シャークの卵から再生された新メガ・シャークだった。 

一方、ウクライナでは旧ソ連が発明した巨人型兵器コロッサスが目覚め 

ようとしていた。 

 

毎年恒例、この季節がやってまいりました。今年もやります、サメフェス！サメ出現に加え、そこに自然災害

まで起こって大パニックを引き起こす人気シリーズ「シャークネード」2 作品や、巨大サメが登場する「メガ・シ

ャーク」シリーズ 2 作品、頭が 2 つや 3 つになって食欲も倍増したサメが大暴れする『ダブルヘッド・ジョーズ』

『トリプルヘッド･ジョーズ』など、前代未聞の多種多様なサメたちが登場する映画を大特集します。 

特集：サメフェス２０１７ 
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© 2015 Sony Pictures Worldwide Acquisitions Inc. 

All Rights Reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『悪魔のいけにえ［公開４０周年記念版］』  
THE TEXAS CHAIN SAW MASSACRE (1974 年／アメリカ) 

■放送日：7 月 7 日（金） 23：30～翌 1：15、ほか 91 分 

監督：トビー・フーパー 

出演：マリリン・バーンズ／ガンナー・ハンセン／アレン・ダンジガー 

１９７３年８月１８日。夏休みを利用してドライブ旅行に出掛けた若者５人組。 

テキサスでワゴン車を走らせていた彼らは、途中で乗せたヒッチハイカーの 

男にナイフで襲いかかられる。やっとのことで男を追い払うが、これはその後、 

彼らに降りかかる惨劇の始まりに過ぎなかった…。 

★今年の映画秘宝オールタイム・ベスト 10 で堂々1 位を獲得したホラー映画の金字塔！ 

 

 

『フレディＶＳジェイソン』  
FREDDY VS. JASON (2003 年／アメリカ)   

■放送日：7 月 14 日（金） 23：00～翌 1：00 105 分 

監督：ロニー・ユー 

出演：ロバート・イングランド／ケン・カージンガー／ジェイソン・リッター 

殺人鬼フレディが人々の夢に侵入し、殺戮を繰り返した惨劇から１０年。 

いまやエルム街のフレディの屋敷に住む家族は夢見ることを避け、若者は 

ほとんど彼の存在を知らない。そんな中、もう一人の殺人鬼ジェイソンの 

存在を知ったフレディは、彼の夢に忍び込んで復活を遂げようとする。 

★初回放送は 5 日（水）5：15～ 

 

 

『ファイナル・ガールズ 惨劇のシナリオ』 

THE FINAL GIRLS (2015 年／アメリカ) 
■放送日：7 月 7 日（金） 深夜 1：15～3：00、ほか 99 分 

監督：トッド・ストラウス＝シュルソン 

出演：タイッサ・ファーミガ／ニーナ・ドブレフ／マリン・アッカーマン 

ホラー映画女優だった母を交通事故で亡くしたマックス。３年後、友人たちと 

母が出演していた映画を観に行くと、映画館で火災が発生。逃げ惑ううちに、 

いつしか映画の中に入り込んでしまう。そこで役を演じる母に会えて喜ぶ 

マックス。だが殺人鬼も出現し、次々とシナリオ通りに登場人物が殺されてゆく。 

 

 

夏といえば、ホラーも外せない！目玉作品は、あまりの芸術性の高さゆえ、マスターフィルムがニューヨーク

近代美術館で保管されているという、ホラー映画の金字塔『悪魔のいけにえ[公開４０周年記念版]』。本作

は、全米初公開から 40 周年を記念して、オリジナル 16mm フィルムから映像を 4K スキャニングすることで

鮮やかで美しい映像に甦らせた貴重なバージョンです。そのほかにも、「エルム街の悪夢」のフレディと「１３

日の金曜日」のジェイソンが激突する『フレディＶＳジェイソン』や、ホラー映画の世界に入り込んだヒロイン

が遭遇する出来事を描いたコメディ・ホラー『ファイナル・ガールズ 惨劇のシナリオ』など、計 4 作品を！ 

7 月と 8 月は 2 ヶ月連続でホラー映画をお楽しみください。 

２ヶ月連続！特集：真夏の悪夢 
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© Touchstone Pictures. 

© 1996 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ハスラー２』 THE COLOR OF MONEY (1986 年／アメリカ) 
■放送日：7 月 3 日（月） 13：30～15：45、ほか 127 分 

監督：マーティン・スコセッシ 

出演：ポール・ニューマン／トム・クルーズ／メアリー・エリザベス・マストラントニオ 

あのミネソタ・ファッツとの死闘から２５年。かつてのハスラー、エディも５０代と 

なり、現役を離れた今は酒のセールスで生計を立て、気ままに生きていた。 

そんなある日、新進ハスラー、ビンセントに若き日の自分を重ね合わせた 

エディは、彼を一流の勝負師に育て上げようと決意する。 

 

『ザ・エージェント』 JERRY MAGUIRE (1996 年／アメリカ) 
■放送日：7 月 3 日（月） 18：15～20：45、ほか 146 分 

監督：キャメロン・クロウ 

出演：トム・クルーズ／キューバ・グッディング・Ｊｒ／レニー・ゼルウィガー 

全米一のスポーツ・エージェント会社の有能エージェント、ジェリー。選手の 

年棒を引き上げるだけのやり方に疑問を抱いた彼は、理想に満ちた提案書を 

提出するが、あっさりクビに。独立した彼に付いて来たのはシングルマザーの 

会計係ドロシーと落ち目のアメフト選手ロッドのみで…。 

 

 

トム･クルーズ主演の 新作を紹介する特番の放送も！ 

特番『ザ・マミー／呪われた砂漠の王女』 
■放送日：7 月 15 日（土） 13：45～14：15 30 分 

トム・クルーズ主演！アクション・アドベンチャー超大作『ザ・マミー／呪われた砂漠の王女』（７月２８日（金）公開） の

新情報や作品の魅力を徹底解説！ 

『ハムナプトラ 失われた砂漠の都』でもリブートされた、１９３２年の映画『ミイラ再生』が、トム・クルーズ主演で新たな

に生まれ変わる！広大な砂漠とロンドンの地下迷宮を舞台にした、ハラハラドキドキのアクション・アドベンチャー。

『ザ・マミー／呪われた砂漠の王女』の魅力をご紹介致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 30 日に 70 歳を迎えるアーノルド・シュワルツェネッガー誕生日を祝して、『ターミネーター３』など彼が出演

する映画を計 4 作品特集！ 

特集：シュワちゃん生誕７０ 

1962 年 7 月 3 日、アメリカ合衆国ニューヨーク州シラキュース出身。今年 55 歳を迎えるとは思えない活躍ぶり

のトム･クルーズの誕生日を祝し、20 代半ばの初々しいトムが見られる『ハスラー２』や、第 61 回アカデミー賞

作品賞を受賞した『レインマン』、第 69 回アカデミー賞で主演男優賞にノミネートされた『ザ･エージェント』な

ど、彼の出演作 4 作品を特集放送します！ 

特集：トム･クルーズ生誕５５ 
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『ターミネーター３』  
TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES (2003 年／アメリカ) 
■放送日：7 月 30 日（日） 21：00～23：15 116 分 

監督：ジョナサン・モストウ 

出演：アーノルド・シュワルツェネッガー／ニック・スタール／クレア・デインズ 

スカイネットが意思を持ち、人類を滅ぼす“審判の日”の阻止から１０年。 

再び、究極のターミネーターＴ−Ｘが未来から送り込まれる。審判の日は 

先送りされただけだった。かつてジョンと母を救ったターミネーターも現れて、 

ジョンと彼の妻になる運命だというケイトを守る。 

★初回放送は 1 日（土）18：30～ 

 

 

 

 

「この映画が観たい＃４６～ 
[Alexandros] 川上洋平のオールタイム・ベスト～」 
■放送日：7 月 3 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。7 月はミュージシャンの川上洋平さんが登場！ 
 

 

 

マカロニ・ウエスタンの星、ジュリアーノ・ジェンマの代表作となった西部劇 

『南から来た用心棒』 
ARIZONA COLT (1966 年／イタリア＝スペイン＝フランス) 

■放送日：7 月 4 日（火） 7：00～9：15、ほか 124 分 

監督：ミケーレ・ルーポ 

出演：ジュリアーノ・ジェンマ／コリンヌ・マルシャン／フェルナンド・サンチョ 

盗賊集団ゴルドン一味は戦いで失った部下を補充するため、メキシコ国境に 

近い牢獄を強襲。囚人たちを連れ出した。その中には金のためなら何でも 

する用心棒アリゾナ・コルトがいたが、彼はゴルドンの部下になることを拒否 

して飄々と立ち去る。やがて彼が訪れた街の銀行をゴルドン一味が襲撃し…。 

 

 

 

 

 

■ 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 


