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2022年 9月

『1917 命をかけた伝令』
(C) 2019 Storyteller Distribution Co., LLC and NR 1917 Film Holdings LLC. All Rights Reserved.



ダイヤモンド・シネマ
近年の人気作はもちろん、誰もが知っている、もう一度見てみたい、

そんな懐かしい人気作まで網羅した、週末よる９時のメイン枠！

土曜日 21:00～（字幕版）・金曜日 ひる（吹き替え版）
［再放送］金曜日 よる

「海底47m 古代マヤの死の迷宮」(C) THE FYZZ FACILITY FILM 11 LTD「1917 命をかけた伝令」(C) 2019 Storyteller Distribution Co., LLC and NR 1917 Film Holdings LLC. All Rights Reserved.「ジャック・リーチャー NEVER GO BACK」(C) 2022 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
「ミナリ」(C) 2020 A24 DISTRIBUTION, LLC All Rights Reserved. 「インフェルノ（2016）」(C) 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. and LSC Film Corporation. All Rights Reserved.
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アンコール

過去のダイヤモンド・シネマで好評だった作品を再放送する【ダイヤモンド・シネマ アンコール】。
毎週日曜日、誰もが知っている、もう一度見てみたい作品を吹き替えと字幕両方で！

＜9月のラインナップ＞
『アド・アストラ』『ゴーン・ガール』『インフェルノ（2016）』
『オブリビオン（2013）』

『ミナリ』

運命に翻弄されてもなお力強く立ち上がる！韓国系移
民一家の苦難と絆を描いた、希望と感動のドラマ

【監督・脚本】リー・アイザック・チョン
【出演】スティーヴン・ユァン

ハン・イェリ
ユン・ヨジョン
ウィル・パットン ほか

【制作年】2020
【制作国】アメリカ

9/ 3（土）字幕
9/ 9（金）吹き替え

『ジャック・リーチャー
NEVER GO BACK』

信じるのは己のみ！トム・クルーズ作品史上最もハード
ボイルドな最強アウトローが帰ってきた！

【監督・脚本】エドワード・ズウィック
【出演】トム・クルーズ

コビー・スマルダーズ
オルディス・ホッジ
ロバート・ネッパー ほか

【制作年】2016
【制作国】アメリカ

『海底47m 古代マヤの死の迷宮』

遺跡が眠る海底洞窟で女子高生たちが恐怖を味わう！人
喰いザメの猛威を描いたパニック映画シリーズ第２作

【監督・製作総指揮・脚本】ヨハネス・ロバーツ
【出演】ソフィー・ネリッセ

コリーヌ・フォックス
ブリアンヌ・チュー
システィーン・スタローン ほか

【制作年】2019
【制作国】アメリカ

9/17（土）字幕
9/23（祝・金）吹き替え

『1917 命をかけた伝令』

戦場での決死のミッションを全編ワンカット映像で構
成！サム・メンデス監督が贈る驚異の戦争アクション

【監督・製作・脚本】サム・メンデス
【出演】ジョージ・マッケイ

ディーン＝チャールズ・チャップマン
リチャード・マッデン
ベネディクト・カンバーバッチ ほか

【制作年】2019
【制作国】イギリス／アメリカ

9/10（土）字幕
9/16（金）吹き替え

『海底47m』シリーズ一挙放送

9/24（土）字幕
9/30（金）吹き替え

ベーシック初放送

ベーシック初放送



今月の特集



4

戦火により多くの命が失われ、世界中に混乱がもたらされた2022年。戦争や紛争の過酷な現実、むなしさや悲しさ、
そして平和への闘いを描いた、今見るべき映画を特集放送。

第一次世界大戦下、伝令となった英軍兵の決死の戦地縦断を全編ワンカットで描いた『1917 命をかけた伝令』、「光州
事件」を世界に伝えたドイツ人記者とタクシー運転手の実話を描く『タクシー運転手 ～約束は海を越えて～』等をお届け。

今、観るべき8本の映画 ～争いのない世界へ～

9/13（火）～9/16（金）

『1917 命をかけた伝令』

戦場での決死のミッションを全編ワンカット映像で構成！
サム・メンデス監督が贈る驚異の戦争アクション

【監督・製作・脚本】サム・メンデス
【出演】ジョージ・マッケイ

ディーン＝チャールズ・チャップマン
リチャード・マッデン
ベネディクト・カンバーバッチ ほか

【制作年】2019
【制作国】イギリス／アメリカ

『スターリングラード（2000）』

史上最大の市街戦を凄腕スナイパーが戦いぬく！戦火の中
で燃えあがる愛と友情の感動作！

【製作・監督・脚本】ジャン＝ジャック・アノー
【出演】ジュード・ロウ

ジョセフ・ファインズ
レイチェル・ワイズ
エド・ハリス ほか

【制作年】2000
【制作国】アメリカ／ドイツ／イギリス／アイルランド

『西部戦線異状なし（1930）』

愛国心に燃える若者が戦場の最前線で見た現実は…今も
色あせない反戦メッセージが胸に刺さる傑作戦争ドラマ

【監督】ルイス・マイルストン
【出演】リュー・エアーズ

ルイス・ウォルハイム
ジョン・レイ
アーノルド・ルーシー ほか

【制作年】1930
【制作国】アメリカ

『13デイズ』

世界を震撼させたキューバ危機の真実をスリリングに描
き出す社会派サスペンス

【監督】ロジャー・ドナルドソン
【出演】ケヴィン・コスナー

ブルーズ・グリーンウッド
スティーヴン・カルプ
ディラン・ベイカー ほか

【制作年】2000
【制作国】アメリカ

『タクシー運転手
～約束は海を越えて～』

あの日、光州で何が起きた？平凡なタクシー運転手の目線
で民主化運動の真実に迫る感動ヒューマンドラマ

【監督】チャン・フン
【出演】ソン・ガンホ

トーマス・クレッチマン
ユ・ヘジン
リュ・ジュンヨル ほか

【制作年】2017
【制作国】韓国

「1917 命をかけた伝令」(C) 2019 Storyteller Distribution Co., LLC and NR 1917 Film Holdings LLC. All Rights Reserved.「西部戦線異状なし（1930）」(C) 1930 Universal Pictures Corporation. Renewed 1958 Universal Pictures Company, Inc. All Rights Reserved.「スターリングラード（2000）」(C) MP 
Film Management DOS Productions GmbH & Co. KG. All Rights Reserved「１３デイズ」(C) 2000 Beacon Communications, LLC「タクシー運転手 ～約束は海を越えて～」(C) 2017 SHOWBOX AND THE LAMP. ALL RIGHTS RESERVED.「クンドゥン」(C) 1997 Touchstone Pictures

『クンドゥン』

平凡な少年がチベット最高指導者に──巨匠マーティン・
スコセッシがダライ・ラマ14世の半生と素顔に迫る

【監督】マーティン・スコセッシ
【出演】テンジン・トゥタブ・ツァロン

ギュルメ・テトン
トゥルク・ジャムヤン・クンガ・テンジン
テンチョー・ギャルポ ほか

【制作年】1997
【制作国】アメリカ

その他の放送作品:『まぼろしの市街戦』『バーディ』



『レボリューショナリー・ロード
／燃え尽きるまで』

レオナルド・ディカプリオとケイト・ウィンスレット共演、
夫婦の対立を生々しく演じたビターなホームドラマ

【監督・製作】サム・メンデス
【出演】レオナルド・ディカプリオ

ケイト・ウィンスレット
キャシー・ベイツ
マイケル・シャノン ほか

【制作年】2008
【制作国】アメリカ／イギリス

『ノーカントリー』

ハビエル・バルデムの演技は必見！コーエン兄弟による
アカデミー４冠傑作サスペンス・スリラー［R-15］

【監督・製作・脚本】
ジョエル・コーエン、イーサン・コーエン

【出演】トミー・リー・ジョーンズ
ハビエル・バルデム
ジョシュ・ブローリン
ウディ・ハレルソン ほか

【制作年】2007
【制作国】アメリカ

『クンドゥン』

平凡な少年がチベット最高指導者に──巨匠マーティン・ス
コセッシがダライ・ラマ14世の半生と素顔に迫る

【監督】マーティン・スコセッシ
【出演】テンジン・トゥタブ・ツァロン

ギュルメ・テトン
トゥルク・ジャムヤン・クンガ・テンジン
テンチョー・ギャルポ ほか

【制作年】1997
【制作国】アメリカ
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13回もノミネートされながら無冠だったアカデミー撮影賞を、『ブレードランナー 2049』『1917 命をかけた伝令』で
立て続けに2つのオスカーを獲得した撮影監督ロジャー・ディーキンス。“光の魔術師”と賞される彼の作品を特集放送。

コーエン兄弟と9度目のタッグを組んだ第80回アカデミー賞4部門受賞作『ノーカントリー』、チベットの雄大な自然美を
見事に表現した巨匠マーティン・スコセッシ監督作『クンドゥン』等を放送。

撮影監督ロジャー・ディーキンス作品集

9/20（火）～9/22（木）

『1917 命をかけた伝令』

戦場での決死のミッションを全編ワンカット映像で構成！
サム・メンデス監督が贈る驚異の戦争アクション

【監督・製作・脚本】サム・メンデス
【出演】ジョージ・マッケイ

ディーン＝チャールズ・チャップマン
リチャード・マッデン
ベネディクト・カンバーバッチ ほか

【制作年】2019
【制作国】イギリス／アメリカ

「1917 命をかけた伝令」(C) 2019 Storyteller Distribution Co., LLC and NR 1917 Film Holdings LLC. All Rights Reserved.「ノーカントリー」(C) 2022 BY PARAMOUNT VANTAGE, A DIVISION OF PARAMOUNT PICTURES AND MIRAMAX FILM CORP. ALL RIGHTS RESERVED.「レボリューショナリー・ロード
／燃え尽きるまで」COPYRIGHT (C) 2022 DREAMWORKS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.「クンドゥン」(C) 1997 Touchstone Pictures

◆『1917 命をかけた伝令』撮影中のロジャー・ディーキンス（左）とサム・メンデス監督（右）

ロジャー・ディーキンス Roger Deakins

1949年イギリス生まれ。コーエン兄弟（『バートン・フィ
ンク』『ファーゴ』）、サム・メンデス（『007 スカイ
フォール』）、ドゥニ・ヴィルヌーヴ（『ボーダーライ
ン』）らとのコラボで知られる。2018年『ブレードラン
ナー2049』で米アカデミー撮影賞受賞。2020年『1917
命をかけた伝令』で米アカデミー撮影賞受賞。同作は、英
国アカデミー賞でも撮影賞を受賞し、同部門では最多の5回
目の栄冠となった。
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アクション、ラブコメ、コメディ、ドラマ。今も語り継がれる80～90年代のバラエティに富んだ映画をお届けするのが、
古くて新しいレトロ・ハリウッド！今月からは吹き替え版スペシャル企画を3カ月連続でお届け。

9月は続編も大ヒット『トップガン』を《トム・クルーズ＝森川智之》版で、『ターミネーター2／特別編』は《シュワ
ちゃん＝玄田哲章》版で、『星の王子ニューヨークへ行く』は懐かしの《エディ・マーフィ＝下条アトム》版でお届け！

吹替で楽しむレトロ・ハリウッド ①

9/24（土）～9/30（金）

『（吹）トップガン【木曜洋画劇場版】』

スカイアクションと恋愛を爽快に描く！トム・クルーズの
出世作となった、80’sを代表する青春映画

【監督】トニー・スコット
【出演】トム・クルーズ（森川智之）

ケリー・マクギリス（安藤麻吹）
ヴァル・キルマー（東地宏樹）
アンソニー・エドワーズ（平田広明）ほか

【制作年】1986
【制作国】アメリカ

『（吹）星の王子ニューヨークへ行く【ゴールデン洋画劇場版】』

アフリカの王子がニューヨークで花嫁探しに奔走！絶頂期
エディ・マーフィの芸達者ぶりが楽しめるコメディ

【監督】ジョン・ランディス
【出演】エディ・マーフィ（下條アトム）

アーセニオ・ホール（安原義人）
シャーリー・ヘドリー（小山茉美）
ジェームズ・アール・ジョーンズ（小林修）ほか

【制作年】1988
【制作国】アメリカ

『（吹）ターミネーター2／特別編【フジテレビ版】』

ターミネーター対ターミネーターの壮絶バトル！ＳＦＸ
アクション最高潮の第２作！

【製作・監督・脚本】ジェームズ・キャメロン
【出演】アーノルド・シュワルツェネッガー（玄田哲章）

リンダ・ハミルトン（吉田理保子）
エドワード・ファーロング（浪川大輔）
ロバート・パトリック（江原正士）ほか

【制作年】1991
【制作国】アメリカ

『（吹）ミシシッピー・バーニング』

鬼才アラン・パーカー監督が、60年代のアメリカ南部の人
種差別問題を描いた社会派サスペンス

【監督】アラン・パーカー
【出演】ジーン・ハックマン（内海賢二）

ウィレム・デフォー（納谷六朗）
ブラッド・ドゥーリフ（谷口節）
フランシス・マクドーマンド（宗形智子）ほか

【制作年】1988
【制作国】アメリカ

「トップガン」(C) 2022 Paramount Pictures. All Rights Reserved.「ターミネーター2／特別編」(C) 1991 / STUDIOCANAL - All Rights Reserved「星の王子ニューヨークへ行く」(C) 2022 by Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.「ミシシッピー・バーニング」(C) 1988 Orion Pictures Corporation. 
All Rights Reserved.

その他の放送作品:

『（吹）遠い空の向こうに』

『（吹）ゲット・ショーティ』

『（吹）ボーン・コレクター』

【監督】ジョー・ジョンストン
【出演】ジェイク・ギレンホール（三木眞一郎）

クリス・クーパー（菅生隆之）
ローラ・ダーン（弥永和子）
クリス・オーウェン（真殿光昭）ほか

【制作年】1999
【制作国】アメリカ

【監督・製作総指揮】バリー・ソネンフェルド
【出演】ジョン・トラヴォルタ（井上和彦）

ジーン・ハックマン（坂口芳貞）
レネ・ルッソ（湯屋敦子）
ダニー・デヴィート（勝田久）ほか

【制作年】1995
【制作国】アメリカ

【監督】フィリップ・ノイス
【出演】デンゼル・ワシントン（大塚明夫）

アンジェリーナ・ジョリー（湯屋敦子）
クイーン・ラティファ（重松朋）
エド・オニール（谷口節）ほか

【制作年】1999
【制作国】アメリカ
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アクション、ラブコメ、コメディ、ドラマ。今も語り継がれる80～90年代のバラエティに富んだ映画をお届けするのが、
古くて新しいレトロ・ハリウッド！

9月は、死んだ殺人鬼の怨霊がとり憑いたおもちゃの人形「チャッキー」が大暴れ『チャイルド・プレイ（1988）』、
ベトナム帰還兵の孤独な戦いを描くシルヴェスター・スタローン主演の人気シリーズ第1作『ランボー』等をお届け。

レトロ・ハリウッド ～娯楽の王様の映画たち～

9/3（土）～9/10（土）

『チャイルド・プレイ（1988）』

殺人人形チャッキーが母子を恐怖のどん底に突き落とす！
世界を震撼させたショッキングホラー

【監督・脚本】トム・ホランド
【出演】キャサリン・ヒックス

クリス・サランドン
アレックス・ヴィンセント
ブラッド・ドゥーリフ ほか

【制作年】1988
【制作国】アメリカ

『１９４１』

監督スピルバーグ×脚本ロバート・ゼメキスで描く！個性
派スター揃いのハチャメチャ戦争コメディ

【監督】スティーヴン・スピルバーグ
【出演】ダン・エイクロイド

ネッド・ビーティ
ジョン・ベルーシ
三船敏郎 ほか

【制作年】1979
【制作国】アメリカ

『ランボー』

ベトナム帰還兵が、世間の差別と戦うため独りきりの戦争
を開始！スタローンの人気アクション第１作

【監督】テッド・コッチェフ
【出演】シルヴェスター・スタローン

リチャード・クレンナ
ブライアン・デネヒー
ジャック・スターレット ほか

【制作年】1982
【制作国】アメリカ

『戦争の犬たち』

４人の傭兵が独裁国家の転覆を目論む！フレデリック・
フォーサイスの小説を映画化した戦争アクション。

【監督】ジョン・アーヴィン
【出演】クリストファー・ウォーケン

トム・ベレンジャー
コリン・ブレイクリー
ヒュー・ミリアス ほか

【制作年】1980
【制作国】アメリカ

『ダンテズ・ピーク』

田舎町の休火山が大噴火、そしてマグマの雨が降る！ピア
ース・ブロスナン主演のスペクタクル大作

【監督】ロジャー・ドナルドソン
【出演】ピアース・ブロスナン

リンダ・ハミルトン
ジェイミー・レネー・スミス
ジェレミー・フォリイ ほか

【制作年】1997
【制作国】アメリカ

「チャイルド・プレイ（1988）」(C) 1988 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.「ランボー」(C) 1982 STUDIOCANAL「１９４１」(C) 1979 Universal City Studios, Inc. and Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.「戦争の犬たち」(C) 1981 JUNIPER FILMS. All Rights 
Reserved「ダンテズ・ピーク」(C) NBC Universal All Rights Reserved「ミッドナイト・エクスプレス」(C) 1978 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

『ミッドナイト・エクスプレス』

異国で課された不当な刑期、地獄のような獄中生活…ア
ラン・パーカー監督による衝撃の社会派ドラマ

【監督】アラン・パーカー
【出演】ブラッド・デイヴィス

アイリーン・ミラクル
ランディ・クエイド
ジョン・ハート ほか

【制作年】1978
【制作国】アメリカ

その他の放送作品:『ザ・ファーム／法律事務所』『ホーンティング』



8

毛利衛さんがスペースシャトル「エンデバー号」に乗り、日本人初の宇宙飛行士として宇宙に旅立って早30年。旅立った
9月12日を記念して、日本では宇宙の日”が制定された。ザ・シネマでは同日、宇宙を題材にした作品を放送！

エイリアンの襲撃により半壊した地球で監視任務に当たっていた男の運命を描くトム・クルーズ主演作『オブリビオン』、
宇宙で消息不明となった父親を捜しに旅立つ宇宙飛行士を描いたブラッド・ピット主演作『アド・アストラ』等を特集。

特集：9.12 宇宙の日

9/12（月）

『オブリビオン（2013）』

トム・クルーズが人類の未来を懸けて戦う！スタイリッ
シュな近未来描写と驚愕の謎に息を呑むSFアクション

【監督・製作・原作】ジョセフ・コシンスキー
【出演】トム・クルーズ

オルガ・キュリレンコ
モーガン・フリーマン
アンドレア・ライズボロー ほか

【制作年】2013
【制作国】アメリカ

『SUPER 8／スーパーエイト』

ヒットメーカーＪ・Ｊ・エイブラムス監督が往年のスピル
バーグ映画愛を込めて描くノスタルジックな青春SF

【監督】Ｊ・Ｊ・エイブラムス
【出演】ジョエル・コートニー

エル・ファニング
カイル・チャンドラー
ライリー・グリフィス ほか

【制作年】2011
【制作国】アメリカ

『アド・アストラ』

父の救出に向かった宇宙の果てで宇宙飛行士が見たもの
は？ブラッド・ピット主演のSFアドベンチャードラマ

【監督・製作・脚本】ジェームズ・グレイ
【出演】ブラッド・ピット

トミー・リー・ジョーンズ
ルース・ネッガ
リヴ・タイラー ほか

【制作年】2019
【制作国】アメリカ

『未知との遭遇
【ファイナル・カット版】』

巨匠スティーヴン・スピルバーグによるＳＦの金字塔！
宇宙人との接触を描くクライマックスは必見

【監督・脚本】スティーヴン・スピルバーグ
【出演】リチャード・ドレイファス

フランソワ・トリュフォー
テリー・ガー
メリンダ・ディロン ほか

【制作年】1977
【制作国】アメリカ

『スターマン／
愛・宇宙はるかに』

異星人と地球人の女性が恋に落ちる──ジョン・カーペン
ター監督版『E.T.』と呼べるSFラブロマンス

【監督】ジョン・カーペンター
【出演】ジェフ・ブリッジス

カレン・アレン
チャールズ・マーティン・スミス
リチャード・ジャッケル ほか

【制作年】1984
【制作国】アメリカ

「オブリビオン（2013）」(C) NBC Universal All Rights Reserved「アド・アストラ」(C) 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation, Monarchy Enterprises S.a.r.l. and TSG Entertainment Finance LLC in all other territories. All rights reserved.「SUPER ８／スーパーエイト」(C) 2022 PARAMOUNT 
PICTURES. All Rights Reserved.「未知との遭遇 【ファイナル・カット版】」(C) 1977, renewed 2005, (C) 1980, 1998 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.「スターマン／愛・宇宙はるかに」(C) 1984 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.「遠い空の向こうに」(C) 1998 
Universal Studios. All Rights Reserved.

『遠い空の向こうに』

夢を実現するため父と向かい合い、少年は大人になる
──NASAエンジニアの感動の実話を映画化

【監督】ジョー・ジョンストン
【出演】ジェイク・ギレンホール

クリス・クーパー
ローラ・ダーン
クリス・オーウェン ほか

【制作年】1999
【制作国】アメリカ
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映画監督の中にはCMやミュージックビデオのディレクター、ファッションデザイナー、写真家等、他の分野でも活動して
いる人がいる。ザ・シネマでは、マルチな活動をしている監督たちの作品を特集。

俳優ジョージ・クルーニーの監督第2作目『グッドナイト&グッドラック』、ミュージックビデオ監督から映画界へと
転身したスパイク・ジョーンズの映画監督デビュー作『マルコヴィッチの穴』等をお届け。

マルチな才能を持つ監督たち

9/20（火）～9/23（祝・金）

『グッドナイト&グッドラック』

ジョージ･クルーニー渾身の監督第2作。“テレビ･ジャーナ
リストの父”エド･マローの実話に基づく物語

【監督・脚本】ジョージ・クルーニー
【出演】デヴィッド・ストラザーン

ジョージ・クルーニー
ロバート・ダウニーJr.
パトリシア・クラークソン ほか

【制作年】2005
【制作国】アメリカ

『マルコヴィッチの穴』

俳優マルコヴィッチの頭の中に入る──奇想天外なアイデ
アに翻弄される異色の不条理コメディ

【監督】スパイク・ジョーンズ
【出演】ジョン・キューザック

キャメロン・ディアス
キャサリン・キーナー
ジョン・マルコヴィッチ ほか

【制作年】1999
【制作国】アメリカ

『リバー・ランズ・
スルー・イット』

美しい情景の中で家族の絆が輝く、ロバート・レッド
フォード監督、ブラッド・ピット主演の感動ドラマ

【監督・製作】ロバート・レッドフォード
【出演】ブラッド・ピット

クレイグ・シェイファー
トム・スケリット
ブレンダ・ブレシン ほか

【制作年】1992
【制作国】アメリカ

『ヴァージン・スーサイズ』

少女たちの危うく繊細な世界を美しく描いた、ガーリー
映画作家ソフィア・コッポラの監督デビュー作！

【監督・脚本】ソフィア・コッポラ
【出演】キルステン・ダンスト

ジョシュ・ハートネット
ジェームズ・ウッズ
キャスリーン・ターナー ほか

【制作年】1999
【制作国】アメリカ

『アメリカの影』

ジョン・カサヴェテスの監督デビュー作にして、アメリカ
ン・インディーズ映画の原点

【監督】ジョン・カサヴェテス
【出演】レリア・ゴルドーニ

ヒュー・ハード
ベン・カルーザス
アンソニー・レイ ほか

【制作年】1959
【制作国】アメリカ

「グッドナイト＆グッドラック」(C) 2005 Good Night Good Luck, LLC. All Rights Reserved.「リバー・ランズ・スルー・イット」(C) 1992 BY ALLIED FILMMAKERS, N. Y. Tous Droits Reserves.「マルコヴィッチの穴」(C) 1999 Universal City Studios Productions LLLP. All Rights Reserved.「ヴァージン・スーサ
イズ」(C) 1999 by Paramount Classics, a division of Paramount Pictures. All Rights Reserved.「アメリカの影」(C) 1958 Gena Enterprises.「ホット・スポット」(C) 1990 ORION PICTURES CORPORATION. All Rights Reserved

『ホット・スポット』

田舎町で流れ者は聖女と悪女に出会う。デニス・ホッパ
ー監督による傑作フィルムノワール［R15+相当］

【監督】デニス・ホッパー
【出演】ドン・ジョンソン

ヴァージニア・マドセン
ジェニファー・コネリー
チャールズ・マーティン・スミス ほか

【制作年】1990
【制作国】アメリカ

ジョージ・クルーニー監督［俳優、プロデューサー］ ロバート・レッドフォード監督［俳優、サンダンス映画祭設立］

スパイク・ジョーンズ監督［ミュージックビデオ監督］ ソフィア・コッポラ監督［ファッション・デザイナー］

ジョン・カサヴェテス監督［俳優］ デニス・ホッパー監督［俳優、写真家］
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『チャイニーズ・
ゴースト・ストーリー（1987）』

男が愛した妖艶な美女の正体は…幻想的で切ないロマンス
に息を呑むSFファンタジー・シリーズ第１作

【監督】チン・シウトン
【出演】レスリー・チャン

ジョイ・ウォン
ウー・マ
ラム・ウェイ ほか

【制作年】1987
【制作国】香港

『チャイニーズ・
ゴースト・ストーリー2』

一度は幕を閉じた悲恋が運命的な新展開へ──レスリー・
チャン主演のSFファンタジー・シリーズ第２作

【監督】チン・シウトン
【出演】レスリー・チャン

ジョイ・ウォン
ミシェール・リー
ジャッキー・チュン ほか

【制作年】1990
【制作国】香港

『少林寺三十六房』

カンフー映画の傑作にして少林寺映画の最高峰！リュー
・チャーフィー主演の大ヒットシリーズ第１作

【監督】ラウ・カーリョン
【出演】リュー・チャーフィー

ホワン・ユー
ロー・リエ
ユエン・シャオティエン ほか

【制作年】1977
【制作国】香港

『続・少林寺三十六房』

破天荒な修行で無敵の搭棚カンフーをマスター！『少林
寺三十六房』のスタッフ・キャストが集結した第２作

【監督・武術指導】ラウ・カーリョン
【出演】リュー・チャーフィー

ワン・ランウェイ
チェン・ズーチャ ほか

【制作年】1980
【制作国】香港

『チャイニーズ・
ゴースト・ストーリー3』

ジョイ・ウォンが再び妖艶な幽霊に！トニー・レオン主演
で新たに描くSFファンタジー・シリーズ外伝

【監督】チン・シウトン
【出演】ジョイ・ウォン

トニー・レオン
ジャッキー・チュン
ニナ・リー ほか

【制作年】1991
【制作国】香港

「チャイニーズ・ゴースト・ストーリー（1987）」「チャイニーズ・ゴースト・ストーリー２」「チャイニーズ・ゴースト・ストーリー３」(C) 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved.
「少林寺三十六房」「続・少林寺三十六房」「新・少林寺三十六房」(C) 2004 CELESTIAL PICTURES LTD. All Rights Reserved.

『新・少林寺三十六房』

最強のカンフー奥義が次世代の若者に受け継がれる！
リュー・チャーフィー主演の人気シリーズ第３作

【監督】ラウ・カーリョン
【出演】リュー・チャーフィー

シャオ・ホウ
ラウ・カーリョン
パイ・ピョウ ほか

【制作年】1984
【制作国】香港

ブルース・リー、ジャッキー・チェン、チョウ・ヨンファ、ドニー・イェンら多くのスターを輩出し、80年代日本でも
空前のブームとなった香港映画。昨年好評だった特集《香港シネマ大全》が、夏に3カ月連続でカムバック！

最終月となる9月は、ツイ・ハーク製作による香港SFXファンタジーの傑作『チャイニーズ・ゴースト・ストーリー』
シリーズ3作、リュー・チャーフィー主演による“少林寺”映画の代表作『少林寺三十六房』シリーズ3作を放送。

【3カ月連続】帰ってきた香港シネマ大全

9/17（土）～9/19（祝・月）
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『アド・アストラ』

父の救出に向かった宇宙の果てで宇宙飛行士が見たもの
は？ブラッド・ピット主演のSFアドベンチャードラマ

【監督・製作・脚本】ジェームズ・グレイ
【出演】ブラッド・ピット

トミー・リー・ジョーンズ
ルース・ネッガ
リヴ・タイラー ほか

【制作年】2019
【制作国】アメリカ

『ジョー・ブラックをよろしく』

ブラッド・ピットが恋に落ちる死神を好演。死神と人間が
紡ぐ、甘く切ないラブ・ファンタジー

【製作・監督】マーティン・ブレスト
【出演】ブラッド・ピット

アンソニー・ホプキンス
クレア・フォーラニ
マーシャ・ゲイ・ハーデン ほか

【制作年】1998
【制作国】アメリカ

『リバー・ランズ・
スルー・イット』

美しい情景の中で家族の絆がまばゆく輝く、ロバート・
レッドフォード＆ブラッド・ピット共作の感動ドラマ

【監督・製作】ロバート・レッドフォード
【出演】ブラッド・ピット

クレイグ・シェイファー
トム・スケリット
ブレンダ・ブレシン ほか

【制作年】1992
【制作国】アメリカ

『セブン・イヤーズ・
イン・チベット』

聖地チベットにたどり着いた登山家の数奇な実体験を描
く、ブラッド・ピット主演のヒューマンドラマ

【製作・監督】ジャン＝ジャック・アノー
【出演】ブラッド・ピット

デヴィッド・シューリス
Ｂ・Ｄ・ウォン
マコ ほか

【制作年】1997
【制作国】アメリカ

『（吹）47RONIN 』

ハリウッドが忠臣蔵をキアヌ・リーヴス主演で映画化!?奇
想天外、摩訶不思議なエキゾチックすぎるジャパン

【監督】カール・リンシュ
【出演】キアヌ・リーブス（森川智之）

真田広之
浅野忠信
柴咲コウ ほか

【制作年】2013
【制作国】アメリカ

「アド・アストラ」(C) 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation, Monarchy Enterprises S.a.r.l. and TSG Entertainment Finance LLC in all other territories. All rights reserved.「リバー・ランズ・スルー・イット」(C) 1992 BY ALLIED FILMMAKERS, N. Y. Tous Droits Reserves.「ジョー・ブラックをよろ
しく」(C) NBC Universal All Rights Reserved「セブン・イヤーズ・イン・チベット」(C) 1997 Mandalay Entertainment. All Rights Reserved.「47RONIN」(C) 2013 Universal City Studios Productions LLLP. All Rights Reserved.「ＰＲＯＭＩＳＥ プロミス」(C) Beijing 21st Century Shengkai, China Film 
Group and Moonstone Productions,LLC.

『ＰＲＯＭＩＳＥ プロミス』

中国の名匠チェン・カイコーの美意識とイマジネーショ
ンが、アジアの才能と融合した歴史超大作

【製作・監督・脚本】チェン・カイコー
【出演】真田広之

チャン・ドンゴン
セシリア・チャン
ニコラス・ツェー ほか

【制作年】2005
【制作国】中国／日本／韓国

伊坂幸太郎の大ベストセラー小説「マリアビートル」を、ブラッド・ピット主演、『デッドプール2』のデヴィッド・
リーチ監督がハリウッド映画化したアクション超大作『ブレット・トレイン』《9/1（木）公開

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント》。同作の公開を記念して、関連作を特集放送。
主人公の殺し屋レディバグ役のブラッド・ピット主演作5本と剣の達人エルダー役の真田広之出演作2本をお届け。

9.1 『ブレット・トレイン』公開記念特集

9/1（木）～9/3（土）

その他の放送作品:『スパイ・ゲーム』
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9/17（土）

「ジャック・リーチャー NEVER GO BACK」(C) 2022 Paramount Pictures. All Rights Reserved.「ナイト＆デイ」(C) 2010 Twentieth Century Fox Film Corporation and Monarchy Enterprises S.a.r.l. All rights reserved.「バニラ・スカイ」TM & Copyright (C) 2022 Paramount Pictures. All rights reserved.

『ジャック・リーチャー
NEVER GO BACK』

信じるのは己のみ！トム・クルーズ作品史上最も
ハードボイルドな最強アウトローが帰ってきた！
ベストセラー小説の映画化

【監督・脚本】エドワード・ズウィック
【出演】トム・クルーズ

コビー・スマルダーズ
オルディス・ホッジ
ロバート・ネッパー ほか

【制作年】2016
【制作国】アメリカ

トム・クルーズ＆キャメロン・ディアス、２大ス
ターが危険な逃避行に！豪華共演のスパイ・アク
ション

【監督】ジェームズ・マンゴールド
【出演】トム・クルーズ

キャメロン・ディアス
ピーター・サースガード
ヴィオラ・デイヴィス ほか

【制作年】2010
【制作国】アメリカ

これは夢か現実か…ミステリアスな精神の迷宮へ
誘う、トム・クルーズ主演の衝撃サスペンス・ロ
マンス

【監督・脚本】キャメロン・クロウ
【出演】トム・クルーズ

ペネロペ・クルス
カート・ラッセル
キャメロン・ディアス ほか

【制作年】2001
【制作国】アメリカ

『ナイト＆デイ』 『バニラ・スカイ』

【3か月連続】ザ・ヒーロー トム・クルーズ=ジャック・リーチャー
今もなおハリウッドの第一線で活躍を続けるスター俳優トム・クルーズ。ザ・シネマでは時代を

象徴するヒーローであり続けるトムの作品を、毎月彼の代表するシリーズ作品を軸に3カ月に渡って特集。
9月は、元米軍エリート捜査官の闘いを描くシリーズ第2弾『ジャック・リーチャー NEVER GO BACK』、キャメロン・

ディアス共演のロマンティックアクション『ナイト&デイ』、不条理サスペンス『バニラ・スカイ』を放送。



ザ・シネマ メンバーズ セレクション【監督ジャン=リュック・ゴダール】PART1
ザ・シネマ メンバーズがセレクトした上質な映画を特集する【ザ・シネマ メンバーズ セレクション】。9月は、ヌーベルバーグを

代表する映画監督として世界的に有名なジャン=リュック・ゴダールの初期監督作4作を特集。
アメリカの犯罪小説を原作に2人の男と1人の女の恋や犯罪計画をコメディタッチで描くアンナ・カリーナ主演作『はなればなれ

に』、愛人のいる人妻の日常を言葉遊びや実験的映像を織り交ぜ繊細に切り取った『恋人のいる時間』等をお届け。

9/26（月）～9/29（木）

13「女は女である」(C) 1961 STUDIOCANAL IMAGE - EURO INTERNATIONAL FILMS, S.p.A.「女と男のいる舗道」(C) 1962. LES FILMS DE LA PLEIADE. Paris「はなればなれに」Bande à part, un film de Jean-Luc Godard. (C) 1964 Gaumont / Orsay Films.「恋人のいる時間」Une femme mariée, un film de Jean-
Luc Godard. (C) 1964 Gaumont / Columbia Films.

『女は女である』

アンナ・カリーナのコケティッシュな魅力満載で送る、
ジャン＝リュック・ゴダール監督流コメディ

【監督・脚本】ジャン＝リュック・ゴダール
【出演】ジャン＝ポール・ベルモンド

アンナ・カリーナ
ジャン＝クロード・ブリアリ
ジャンヌ・モロー ほか

【制作年】1961
【制作国】フランス、イタリア

『女と男のいる舗道』

女優を夢見て娼婦へと転落していく女…ジャン＝リュッ
ク・ゴダール監督のウィットが冴える悲劇の物語

【監督・脚本】ジャン＝リュック・ゴダール
【出演】アンナ・カリーナ

サディ・レボ
ブリス・パラン
アンドレ・Ｓ・ラバルト ほか

【制作年】1962
【制作国】フランス

『恋人のいる時間』

愛人がいる人妻の24時間をとことん解剖！ジャン＝
リュック・ゴダールの遊び心があふれる映像コラージュ

【監督・脚本】ジャン＝リュック・ゴダール
【出演】マーシャ・メリル

ベルナール・ノエル
フィリップ・ルロワ
ロジェ・レーナルト ほか

【制作年】1964
【制作国】フランス

『はなればなれに』

無垢な女と小悪党たち──男と女の三角関係をジャン＝
リュック・ゴダールがロマンティックに映し出す悲喜劇

【監督・脚本】ジャン＝リュック・ゴダール
【出演】アンナ・カリーナ

サミー・フレイ
クロード・ブラッスール
ルイーザ・コルペイン ほか

【制作年】1964
【制作国】フランス

好きな時に、好きな場所で。
ミニシアターがあなたのそばに。

まずは簡単会員登録！
※一部のコンテンツは無料会員登録でもお楽しみ頂けます。

大手サービスとは違い、作品数は少ないかもしれませんが、
私たちは愛すべき作品を、信念とこだわりを持って厳選しお送りします。
「観たくても見つけれられなかった映画との出会いを提供する場でありたい！」
そんな純粋な思いから生まれたサービスが《ザ・シネマメンバーズ》です。

・観たくても見つからない
・上映にはスケジュールが合わない
・DVDを買う習慣がない



レギュラー企画
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9/11（日）

あのスターと言えば、この声優！王道から個性派まで、ザ・シネマでは毎月一人の声優にフォーカス
して“影の主役”をご紹介。映画スターと声優 ―― いわば表と裏のコラボをお届けします。

月刊吹替声優：

声優【池田昌子】× 俳優【オードリー・ヘプバーン】

池田昌子（いけだ まさこ）

1月1日生まれ。東京都出身。アニメ、洋画吹替、テレビナ
レーション、ゲーム等幅広く活躍。主なアニメはメーテル
(『銀座鉄道999』)、お蝶夫人(『エースをねらえ！』)、火の
鳥(『火の鳥』)、女王(『HUNTER×HUNTER キメラアント
編』)等。洋画吹替は、オードリー・ヘプバーン(『ローマの
休日』『ティファニーで朝食を』『マイ・フェア・レディ』
『パリの恋人』『麗しのサブリナ』)やメリル・ストリープ
(『クレイマー、クレイマー』『ディア・ハンター』『愛と悲
しみの果て』)等を担当している。

「ティファニーで朝食を」(C) 2022 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.「ジャンゴ 繋がれざる者」(C) 2012 Visiona Romantica, Inc. All Rights Reserved.「続・荒野の用心棒」1966 B.R.C. S.r.l. - Surf Film All Rights Reserved

『（吹）ティファニーで朝食を 【金曜ロードショー版】』

永遠に輝く妖精！オードリー・ヘプバーンの可憐な魅力が
あふれるニューヨークの恋物語！

【監督】ブレイク・エドワーズ
【出演】オードリー・ヘプバーン（池田昌子）

ジョージ・ペパード（野沢那智）
ミッキー・ルーニー（緒方賢一）
パトリシア・ニール（谷育子）ほか

【制作年】1961
【制作国】アメリカ

シネマ･ウエスタン
日曜10時は、新旧の傑作西部劇を厳選してお届け！

毎週日曜日10:00～ [再放送] 翌週水曜日ひる

『ジャンゴ 繋がれざる者』

奴隷主をぶっ殺せ！タランティーノが西部劇の常識を覆
す！ディカプリオ初の悪役も必見［R15+］

【監督・脚本】クエンティン・タランティーノ
【出演】ジェイミー・フォックス

クリストフ・ヴァルツ
レオナルド・ディカプリオ
ケリー・ワシントン ほか

【制作年】2012
【制作国】アメリカ

『続・荒野の用心棒』

原題『ジャンゴ』！マカロニ・ウエスタンの毒々しさと
大げさ感ここに完成！伝説のマカロニ最高傑作！

【監督】セルジオ・コルブッチ
【出演】フランコ・ネロ

ロレダナ・ヌシアック
ホセ・ボダロ
アンジェル・アルバレス ほか

【制作年】1966
【制作国】イタリア／スペイン

その他の放送作品：『大西部無頼列伝』『さらば荒野』

9/4（日） 9/11（日）



16「潮風のいたずら」OVERBOARD (C) 1987 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.. All Rights Reserved「ハーレーダビッドソン&マルボロマン」(C) 1991 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.「海底47m」(C) 47 DOWN LTD 2016, ALL RIGHTS RESERVED「海底47ｍ 古代マヤの死の迷
宮」(C) THE FYZZ FACILITY FILM 11 LTD

第１土曜は毎月 シリーズ一挙放送・リターンズ

9/3（土）

『海底47m』シリーズ一挙放送
ほぼ全編水中で撮影され、インディペンデント映画ながら6,500万ドルを稼ぎ
出した海洋パニック・スリラー『海底47m』。監督・脚本を務めたヨハネ
ス・ロバーツが再びメガホンを取った続編『海底47m 古代マヤの死の迷
宮』も全米トップ10に入るスマッシュヒット。“トンデモ系”ではないリアル
なサメの恐怖を体験したければこちらがオススメ！

『海底47m』
『海底47m 古代マヤの死の迷宮』

厳選！吹き替えシネマ
かつて、よる9時からTVの洋画劇場にて放送された、

懐かしの日本語吹き替え版を発掘する名物企画。

毎週木曜ひる

『（吹）潮風のいたずら 【水曜ロードショー版】』

ゴールディ・ホーンのキュートな魅力が全開！記憶
喪失になった富豪夫人の新生活を描くラブコメディ

【監督】ゲイリー・マーシャル
【出演】ゴールディ・ホーン（小宮和枝）

カート・ラッセル（江原正士）
エドワード・ハーマン（池田勝）
ジャレッド・ラシュトン（小林優子）ほか

【制作年】1987
【制作国】アメリカ

『（吹）ハーレーダビッドソン&マルボロマン【日曜洋画劇場版】』

時代を築いた２人のプレイボーイが見せる男の友情と生きざま
を描く痛快クライム・アクション

【監督】サイモン・ウィンサー
【出演】ミッキー・ローク（安原義人）

ドン・ジョンソン（磯部勉）
チェルシー・フィールド（相沢恵子）
ヴァネッサ・ウィリアムズ（小川里永子）ほか

【制作年】1991
【制作国】アメリカ

その他の放送作品：『（吹）アルカトラズからの脱出 【日曜洋画劇場版】』
『（吹）フットルース 【ゴールデン洋画劇場版】』『（吹）ノーマンズ・ランド 【日曜洋画劇場版】』



17「ロビン・フッド（2010）」(C) 2010 Universal Studios. All Rights Reserved.「ＲＯＣＫ ＹＯＵ！［ロック・ユー！］」(C) 2001 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.「マリー・アントワネット（2006）」(C) 2005 I Want Candy LLC.「ピータールー マンチェスターの悲劇」(C) Amazon 
Content Services LLC, Film4 a division of Channel Four Television Corporation and The British Film Institute 2018.

『ロビン・フッド（2010）』

巨匠リドリー・スコット監督×ラッセル・クロウ主演！
『グラディエーター』コンビが放つ新たな傑作史劇

【監督・製作】リドリー・スコット
【出演】ラッセル・クロウ

ケイト・ブランシェット
マーク・ストロング
ウィリアム・ハート ほか

【制作年】2010
【制作国】アメリカ／イギリス

『ＲＯＣＫ ＹＯＵ！［ロック・ユー！］』

ハングリーな若者が努力の末に勝利をつかむ典型的
スポ根物語を、中世ヨーロッパを舞台に描く爽快作

【製作・監督・脚本】ブライアン・ヘルゲランド
【出演】ヒース・レジャー

マーク・アディ
ルーファス・シーウェル
ポール・ベタニー ほか

【制作年】2001
【制作国】アメリカ

『マリー・アントワネット（2006）』

ガーリーでポップでキュート！これがソフィア・コッポ
ラ監督流のマリー・アントワネット

【製作・監督・脚本】ソフィア・コッポラ
【出演】キルステン・ダンスト

ジェイソン・シュワルツマン
リップ・トーン
ジュディ・デイヴィス ほか

【制作年】2006
【制作国】アメリカ

『ピータールー マンチェスターの悲劇』

19世紀英国で起きた歴史的な悲劇を忠実に再現！現
代に通じる問題を名匠マイク・リー監督が提起する

【監督・脚本】マイク・リー
【出演】ロリー・キニア

マキシン・ピーク
デヴィッド・ムーアスト
ピアース・クイグリー ほか

【制作年】2018
【制作国】イギリス

ザ・シネマ二番館
フラっと立ち寄った映画館で偶然出会った素晴らしい映画、組み合わせて観たら新たな魅力を
感じる映画、もう一度観たい懐かしい映画、そんな作品に出会える素敵な場所を提供します。

9/10（土）



その他 今月のおすすめ
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美しき銀行強盗と17歳の少年…恋に落ちた２人の逃
避行の行方は？マーゴット・ロビー主演の犯罪ドラ
マ［PG12］

【監督・音楽】
マイルズ・ジョリス＝ペイラフィット

【出演】フィン・コール
マーゴット・ロビー
トラヴィス・フィメル
ギャレッド・ヘドランド ほか

【制作年】2019
【制作国】アメリカ

『ドリームランド 』

暗殺されたケネディの後を継いだリンドン・Ｂ・
ジョンソン大統領の知られざる苦悩をロブ・ライ
ナー監督が描く伝記映画

【監督・製作】ロブ・ライナー
【出演】ウディ・ハレルソン

マイケル・スタール＝デヴィッド
リチャード・ジェンキンス
ビル・プルマン ほか

【制作年】2016
【制作国】アメリカ

『LBJ ケネディの意志を継いだ男』

歌とダンス、ロマンス、アクション…娯楽の全部
盛り！日本にインド映画ブームを巻き起こしたエ
ンタメ大作

【監督・脚本】Ｋ・Ｓ・ラヴィクマール
【出演】ラジニカーント

ミーナ
サラット・バーブ
ラーダー・ラヴィ ほか

【制作年】1995
【制作国】インド

『ムトゥ 踊るマハラジャ【デジタルリマスター版】』

(C) 1995 / 2018 KAVITHALAYAA PRODUCTIONS PVT LTD. & 
EDEN ENTERTAINMENT INC.

(C) 2018 DREAMLAND NM, LLC

(C) 2016 BROAD DAYLIGHT LLC ALL RIGHTS RESERVED.

文豪ディケンズの自伝的小説「デイヴィッド・コ
パーフィールドを映画化。コメディ要素たっぷり
に豪華キャストで描く

【監督・製作・脚本】アーマンド・イアヌッチ
【出演】デヴ・パテル

アナイリン・バーナード
ティルダ・スウィントン
ベン・ウィショー ほか

【制作年】2019
【制作国】イギリス／アメリカ

『どん底作家の人生に幸あれ！』

(C) 2019 Dickensian Pictures, LLC and Channel Four Television 
Corporation

■チャンネルに関するお問い合わせは
株式会社 東北新社 メディア事業部
メディア戦略統括部 ザ・シネマ
☎03-5414-0307／FAX 03-5414-0433

■広告に関するお問い合わせは
株式会社 東北新社 メディア事業部
ビジネス統括部 広告部
☎03-5414-0312／FAX 03-5414-8847
㈱東北新社〒107-8460 東京都港区赤坂4-8-10


