Program Line-up
2018 年 2 月 20 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
2018 年 4 月のおすすめ番組
◆ まるっと２４時間企画！
① ヒットマン ②カーアクション

⇒page2
4 月は“まるっと 24 時間”企画が 2 本立て！①は、ジェイソン・ステイサムの主演で贈
るサスペンス・アクション『メカニック（2010 年）』とその続編『メカニック：ワールドミッシ
ョン』や、神の啓示を受けた処刑人兄弟が、世にはびこる悪人たちを処刑するバイオ
レンス・ムービー『処刑人』といった、ヒットマン＝殺し屋がテーマの 10 作品を 24 時間
お届け。②は、最強の走り屋が、レース界の頂点を目指して戦うカーアクション『アド
レナリンＲＵＳＨ』や、強盗のプロたちがミニクーパーを駆り、金塊強奪に挑む犯罪映
画『ミニミニ大作戦（2003 年）』など映画 6 作品に加え、ドラマ「トランスポーター ザ・シ
リーズ ニューミッション」といったカーアクションが見どころの作品を GW 特別編成にラ
インアップ。眠気も吹き飛ぶエキサイティングな 24 時間を体感してください。
『メカニック：ワールドミッション』

◆ ＹＫＫ ＡＰ ムービープラス・プレミア

⇒page3
毎週土曜の 20 時 55 分からは、ムービープラス一押しの映画が目白押し！4 月は、
日本から浅野忠信が出演した海上アクションで、太平洋上に現れたエイリアンの母船
と世界連合艦隊の壮絶なバトルを描いた『バトルシップ（2012 年）』や、フィリップ・K・
ディックの短編小説をマット・デイモン主演で映画化した SF サスペンス『アジャストメン
ト』など、計 4 作品をラインアップ。

◆ 「Ｚネーション」日本ＴＶ初放送！

⇒page4
「Ｚネーション」とは、ゾンビウイルスの蔓延により最悪の終末期を迎えたアメリカが舞
台の超大型ゾンビ・エンタテインメント。荒廃した世界で生き残った優秀な兵士を中心
とする人間チームが、ゾンビに噛まれてもゾンビ化しなかった唯一の男の血液からワ
クチンを開発し人類を救うべく、最後の希望をかけアメリカ横断サバイバルツアーに
向かう！ぶっ飛び映画で知られるアサイラムが手掛けた初のテレビドラマのシーズン
1（全 13 話）を、4 月から日本語吹替版で TV 初放送。1 話完結で乗り遅れなし！
ぜひ、ムービープラスでお楽しみください。

◆ もうすぐカンヌ映画祭！
「山田孝之のカンヌ映画祭」放送開始

⇒page5
「味園ユニバース」の山下敦弘と、「ライブテープ」の松江哲明が監督を務め、2017 年
1 月から民放で放送された TV ドラマ「山田孝之のカンヌ映画祭」。山田孝之による「パ
ルム・ドールが獲りたい」という突然の無理難題に、山下監督を含め周りの人間が巻
き込まれていくという奇妙な物語で、どこまでがフェイクでどこからがリアルなのか分
からなくなる不思議なドラマとして話題を呼びました。5 月に開催されるカンヌ映画祭
に先駆け、4 月と 5 月の 2 ヶ月間で全 12 話を放送します。

『バトルシップ（2012 年）』

TV 初

「Ｚネーション シーズン１」

「山田孝之のカンヌ映画祭」

◆ 特集：セガール生誕祭

⇒page5
毎年恒例セガール生誕祭、66 歳を迎える今年も開催します！人気の沈黙シリーズか
ら、2016 年にアメリカで制作された『沈黙の激戦』がムービープラスに初登場。ほかに
も『沈黙のアフガン』、『沈黙の粛清』など、沈黙シリーズ計 5 作品を、セガール 66 歳の
誕生日の 4 月 10 日（火）を含む横帯編成で放送します。
『メカニック：ワールドミッション』© ME2 Productions, Inc. 2016
『バトルシップ（2012 年）』© 2012 Universal City Studios Productions LLLP. ALL RIGHTS RESERVED.
「Ｚネーション シーズン１」© 2014 GO2Z, LLC. All Rgihts Reserved.
「山田孝之のカンヌ映画祭」©「山田孝之のカンヌ映画祭」製作委員会
『沈黙の激戦』2016 © CTK PRODUCTIONS, INC.

『沈黙の激戦』
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まるっと２４時間企画！①ヒットマン ②カーアクション
4 月は“まるっと 24 時間”企画が 2 本立て！①は、ジェイソン・ステイサムの主演で贈るサスペンス・アクショ
ン『メカニック（2010 年）』とその続編『メカニック：ワールドミッション』や、神の啓示を受けた処刑人兄弟が、
世にはびこる悪人たちを処刑するバイオレンス・ムービー『処刑人』といった、ヒットマン＝殺し屋がテーマの
10 作品を 24 時間お届け。
②は、最強の走り屋が、レース界の頂点を目指して戦うカーアクション『アドレナリンＲＵＳＨ』や、強盗のプロ
たちがミニクーパーを駆り、金塊強奪に挑む犯罪映画『ミニミニ大作戦（2003 年）』など映画 6 作品に加え、ド
ラマ「トランスポーター ザ・シリーズ ニューミッション」といったカーアクションが見どころの作品を GW 特別
編成にラインアップ。眠気も吹き飛ぶエキサイティングな 24 時間を体感してください。

『メカニック：ワールドミッション』
MECHANIC: RESURRECTION (2016 年／アメリカ)

■放送日：4 月 21 日（土） 20：55～23：00、ほか 106 分
監督：デニス・ガンゼル
出演：ジェイソン・ステイサム／トミー・リー・ジョーンズ／ジェシカ・アルバ
暗殺業から足を洗ったビショップの元に、幼い頃、共に殺し屋教育を受けた兄弟子
クレインからの依頼が舞い込む。罪のない女性を人質に取られ、やむなく
引き受けた依頼の内容は、武器商人として暗躍する巨大フィクサー３人の暗殺。
だが、それは成否に関係なく死が待つ危険すぎるミッションだった！
★同日 19：10～は、前作『メカニック（2010 年）』の放送もあり

『処刑人』

© ME2 Productions, Inc. 2016

THE BOONDOCK SAINTS (1999 年／アメリカ)

■放送日：4 月 21 日（土） 23：00～翌 1：00、ほか 116 分
監督：トロイ・ダフィー
出演：ショーン・パトリック・フラナリー／ノーマン・リーダス／ウィレム・デフォー
サウスボストンに住むコナーとマーフィーの兄弟は、トラブルが元でロシアン・
マフィアを殺害。正当防衛が認められて無罪となるが、彼らは留置場で
「悪なる者を滅ぼし、善なる者を栄えさせよ」という神の啓示を受けていた。
出所後、２人はマフィアの幹部や殺し屋などを次々と処刑し始める。
©1999 FRANCHISE PICTURES.
ALL RIHGTS RESERVED

『ラスト・ターゲット（2010 年）』
THE AMERICAN (2010 年／アメリカ)

■放送日：4 月 21 日（土） 深夜 1：00～3：00 112 分
監督：アントン・コルベイン
出演：ジョージ・クルーニー／ヴィオランテ・プラシド／テクラ・ルーテン
スウェーデンで女といるところを狙撃され、間一髪で危機を脱した暗殺者ジャック。
イタリアの田舎町に身を潜めた彼は、休暇中の米国人カメラマンとして、住民らと
触れ合いながら静かな生活を送り始める。そんな中、組織を通じて、マチルダと
いう若い女から狙撃ライフルの制作を依頼され・・・。
★初回放送は 5 日（木）23：00～放送

©2010 FOCUS FEATURES LLC.
ALL RIGHTS RESERVED.
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『ミニミニ大作戦（2003 年）』
THE ITALIAN JOB(2003) (2003 年／アメリカ)

■放送日：4 月 27 日（金） 21：00～23：00 118 分
監督：Ｆ・ゲイリー・グレイ
出演：マーク・ウォールバーグ／シャーリーズ・セロン／エドワード・ノートン
窃盗のカリスマ、チャーリーは伝説の金庫破りのジョンら、その道のプロを集め
難攻不落の金庫から５０億円の金塊を盗む。だが仲間のスティーヴが裏切って
金塊を独り占めし、ジョンを殺害。１年後、ＬＡ。チャーリーらはジョンの娘を加え、
スティーヴから金塊を奪い返そうとする。
★初回放送は 2 日（月）13：30～

©2003 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

『アドレナリンＲＵＳＨ』

TV 初

FAST TRACK (2014 年／アメリカ)

■放送日：4 月 28 日（土） 11：00～13：00 105 分
監督：アレックス・ラナリヴェロ
出演：ブレット・ダヴァーン／ボー・マーショフ／ビル・セイジ
実力でレーサー教育の名門アカデミーに入校することになった孤高のレーサー、
ダニー。だが事故で大切なパートナーを失い、退学を迫られた彼は、アカデミーに
残る条件としてかつてのライバルとチームを組むことに…。そんなある日、プロの
レーシング・チームからアカデミーに一流レースへの招待が届く。

©2014 Born to Race 2 Productions, Inc.

ＹＫＫ ＡＰ ムービープラス・プレミア
毎週土曜の 20 時 55 分からは、ムービープラス一押しの映画が目白押し！4 月は、日本から浅野忠信が出
演した海上アクションで、太平洋上に現れたエイリアンの母船と世界連合艦隊の壮絶なバトルを描いた『バ
トルシップ（2012 年）』や、フィリップ・K・ディックの短編小説をマット・デイモン主演で映画化した SF サスペン
ス『アジャストメント』など、計 4 作品をラインアップ。

『バトルシップ（2012 年）』
BATTLESHIP (2012 年／アメリカ)

■放送日：4 月 14 日（土） 20：55～23：30、ほか 139 分
監督：ピーター・バーグ
出演：テイラー・キッチュ／浅野忠信／ブルックリン・デッカー
各国の艦船が集結して大規模軍事演習が行われるハワイ沖に、正体不明の
巨大な物体が出現。それは宇宙から飛来したエイリアンの母船だった。奴らは
未知の武器で激しい攻撃を開始。その戦いの最前線に立たされたのは米海軍の
新人将校アレックスと、彼がライバル心を燃やす自衛艦の指揮官ナガタだった。

© 2012 Universal City Studios Productions LLLP.
ALL RIGHTS RESERVED.
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『アジャストメント』

THE ADJUSTMENT BUREAU (2011 年／アメリカ)

■放送日：4 月 28 日（土） 20：55～23：15、ほか 113 分
監督：ジョージ・ノルフィ
出演：マット・デイモン／エミリー・ブラント／テレンス・スタンプ
若手政治家のデヴィッドは美しい女性エリースと出会い、たちまち心惹かれる。
だがそんな彼の行動は、超人的な能力を駆使して人間の運命を操作する
運命調整局のエージェントにモニターされていた。彼らに拉致されたデヴィッドは、
エリースに二度と会わないよう忠告されるのだが…。

© 2011 MRC II Distribution Company LP.
All Rights Reserved.

『Ｚネーション』日本ＴＶ初放送！
「Ｚネーション」とは、ゾンビウイルスの蔓延により最悪の終末期を迎えたアメリカが舞台の超大型ゾンビ・エ
ンタテインメント。荒廃した世界で生き残った優秀な兵士を中心とする人間チームが、ゾンビに噛まれてもゾ
ンビ化しなかった唯一の男の血液からワクチンを開発し人類を救うべく、最後の希望をかけアメリカ横断サ
バイバルツアーに向かう！
ぶっ飛び映画で知られるアサイラムが手掛けた初のテレビドラマのシーズン 1（全 13 話）を、4 月から日本語
吹替版で TV 初放送。1 話完結で乗り遅れなし！
ぜひ、ムービープラスでお楽しみください。

「Ｚネーション

シーズン１【日本語吹替版】」

TV 初

Z NATION SEASON1 (2014 年／アメリカ)

＃１＆＃２ ■放送日：4 月 16 日（月） 深夜 1：00～2：00、ほか 各話 60 分
監督：ジョン・ハイアムズほか
出演：キース・アラン／ナット・ザン／DJ・クオールズ
声の出演：田村真／吉田健司／須藤翔
ゾンビ災害で荒廃した世界を舞台にしたサバイバル・アクションのシーズン１第１話。
唯一の生存者を護送する兵士たちの、米国大陸を横断する過酷な旅が始まる。
★＃１と＃２のみ、1 日（日）深夜 1：00～先行放送あり

© 2014 GO2Z, LLC. All Rgihts Reserved.

ドラマの見どころを紹介するオリジナル番組も！

超大型ゾンビドラマ「Ｚネーション」のココが見どころ！！
■放送日：4 月 16 日（月） 深夜 0：55～1：00、ほか 5 分
とどまることを知らないゾンビ・ブームに、新たなドラマが登場！
アサイラムが手掛ける超大型ゾンビ・エンタテインメント「Ｚネーション」の見どころをギュギュっと凝縮してご紹介！

4 月の「アサイラム・アワー」放送作品は、白雪姫やシンデレラたちが、時空を超えて宿
敵と戦うファンタジー・アクション『グリム・アベンジャーズ』を TV 初放送でお届け！
「Ｚネーション」とあわせて、お楽しみください！！
『グリム・アベンジャーズ』 ■放送日：4 月 16 日（月）23：15～、ほか
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もうすぐカンヌ映画祭！「山田孝之のカンヌ映画祭」放送開始
「味園ユニバース」の山下敦弘と、「ライブテープ」の松江哲明が監督を務め、2017 年 1 月から民放で放送さ
れた TV ドラマ「山田孝之のカンヌ映画祭」。山田孝之による「パルム・ドールが獲りたい」という突然の無理
難題に、山下監督を含め周りの人間が巻き込まれていくという奇妙な物語で、どこまでがフェイクでどこから
がリアルなのか分からなくなる不思議なドラマとして話題を呼びました。5 月に開催されるカンヌ映画祭に先
駆け、4 月と 5 月の 2 ヶ月間で全 12 話を放送します。

「山田孝之のカンヌ映画祭」(2017 年／日本)
■放送日：4 月 24 日（火） 深夜 1：00～2：15 75 分
監督：山下敦弘／松江哲明
出演：山田孝之／芦田愛菜ほか
カンヌを目指し、映画製作に奔走する山田孝之を追ったＴＶドキュメンタリー。
２０１６年夏。山田は山下敦弘監督を呼び出した。
♯１：山田孝之 カンヌを目指す）山下敦弘監督を呼び出した山田は、
世界最高峰のカンヌ映画祭で賞をとりたいという。
♯２：山田孝之 カンヌを学ぶ）山田は“合同会社カンヌ”を設立。
自身は製作を務め、監督は山下、主演は芦田愛菜に決定した。
３人は日本映画大学でカンヌ映画祭について学ぶ。

©「山田孝之のカンヌ映画祭」製作委員会

映画祭開催にあわせ、5 月にはカンヌ映画祭受賞作品などを特集放送予定。
ぜひ、ご期待ください！

特集：セガール生誕祭
毎年恒例セガール生誕祭、66 歳を迎える今年も開催します！人気の沈黙シリーズから、2016 年にアメリカ
で制作された『沈黙の激戦』がムービープラスに初登場。ほかにも『沈黙のアフガン』、『沈黙の粛清』など、
沈黙シリーズ計 5 作品を、セガール 66 歳の誕生日の 4 月 10 日（火）を含む横帯編成で放送します。

『沈黙の激戦』

CONTRACT TO KILL (2016 年／アメリカ)

■放送日：4 月 13 日（金） 13：30～15：30 101 分
監督：キオニ・ワックスマン
出演：スティーヴン・セガール／ラッセル・ウォン／ジェマ・ダーレンダー
元政府諜報員、ジョン・ハーモンはメキシコ最大麻薬カルテルの首領を倒した
ことで名を知られていた。現在は米国とメキシコ国境に身を隠している彼は、
麻薬取締局マット・ベックから「イスラムとメキシコのテロリスト同士が同盟を結ぶ
イスタンブールでの会合を阻止してほしい」と依頼される。
★24 日（火）6：45～は日本語吹替版の放送もあり

2016 © CTK PRODUCTIONS, INC.
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『レッド・ダイヤモンド』

PRECIOUS CARGO (2016 年／アメリカ)

■放送日：4 月 19 日（木） 21：00～22：45、ほか 98 分
監督：マックス・アダムズ
出演：マーク＝ポール・ゴスラー／ブルース・ウィリス／クレア・フォーラニ
凄腕の泥棒ジャックの元に、音信不通となっていた元相棒で恋人だったカレンが
現れる。彼女はマフィアのボス、エディからの依頼にしくじり、組織から追われて
いた。エディの信頼を取り戻したいというカレンのために、ジャックと仲間たちは
仕事を手伝うことにするが、エディの放った刺客に襲撃される。
©2016 GEORGIA FILM FUND 45, LLC

『ダーク・プレイス』
DARK PLACES (2015 年／イギリス＝フランス＝アメリカ)

■放送日：4 月 9 日（月） 21：00～23：15、ほか 120 分
監督：ジル・パケ＝ブランネール
出演：シャーリーズ・セロン／ニコラス・ホルト／クロエ・グレース・モレッツ
１９８５年、母親とその娘２人が惨殺される事件が発生。一家の１５歳の長男が
犯人だと証言したのは、８歳の末妹リビーだった。２８年後、殺人事件の
遺族として世間から同情を受け、支援金や自伝出版で食いつないでいたリビーの
元に、有名事件の真相を語り合う殺人クラブから招待状が届く。

『名探偵登場』

©2014 DAMSELFISH HOLDINGS, LLC
ALL RIGHTS RESERVED.

MURDER BY DEATH (1976 年／アメリカ)

■放送日：4 月 8 日（日） 10：00～12：00、ほか 102 分
監督：ロバート・ムーア
出演：ピーター・セラーズ／ピーター・フォーク／トルーマン・カポーティ
「あなたを晩餐と殺人に御招待します」という招待状を受け取った５人の有名な
探偵たちが、差出人である億万長者トウェインの邸にやって来た。食卓で顔を
揃えた５人の前に現れた主は、「午前０時までに、この部屋の誰かが殺される」と
予告する。扉は施錠され、完全なる密室で時は刻々と迫っていた。
© 1976, renewed 2004 Columbia Pictures
Industries, Inc. All Rights Reserved.

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 29 年目を迎えた日本最大級の
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、最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 715 万世帯のお客様にご覧いただいています。URL： http://www.movieplus.jp

本件に関するお問い合わせ先
■ 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）

■ 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： 03-6365-8410 (代表)
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