ジャック・リーチャー
NEVER GO BACK
洋

洋

画

邦 画

2013年 アニメ作品

2010年 【監督】一尾直樹 【出演】尾野真千子

©エンタメ〜テレ

画

2016年
【出演】山田孝之

画

©2016真鍋昌平・小学館／「闇金ウシジマくん3」製作委員会・MBS

邦 画

日本のむかしばなし さるかにがっせん 他
2013年 アニメ作品

Like Japan
ゴルフメカニック 腰はスライドさせて使う 米田貴
ゴルフメカニック スイングはタメができなきゃ変わらない 谷将貴

そ
邦の画
他

闇金ウシジマくん
Season３ 全話

橋本梨菜 恋は小麦色

そ
邦の画
他

2016年 【出演】和地つかさ

その男、エロにつき アデュ〜！久保新二伝

そ
邦の画
他

洋 画

邦 画

洋 画

和地つかさ たわわっち

世界のおとぎばなし オズのまほうつかい 他

邦の画
そ
他

2000年 バラエティー

日本のむかしばなし はなさかじいさん 他

邦 画

そ
洋の画
他

ジャッカス＃1〜＃4

2011年 バラエティー

立候補

邦 画

衝撃! 世界のおバカ映像〜Ridiculousness〜＃16

日本が誇るS Fアクションの金 字 塔「 攻 殻 機 動 隊 」実 写 映 画 化

2015年 【出演】葉加瀬マイ

邦 画

© 2016 Paramount Pictures.

葉加瀬マイ 覚醒

邦 画

画

2016年
【監督】
ダン·トラクテンバーグ
【出演】
ジョン·グッドマン

石原佑里子 笑顔の季節
2016年 【出演】石原佑里子

邦 画

洋

邦 画

10 クローバー
フィールド·レーン

邦 画

2009年 バラエティー

邦

© 2017 Universal Studios. All Rights Reserved.

2013年 アニメ作品

その他

ジェイソン・ボーン

2016年
【監督】
ポール・グリーングラス
【出演】マット・デイモン

心中天使

1998年 【監督】坂本太 【出演】藤原ひとみ

2015年
【出演】島田秀平 三上丈晴

MTV Nitro Circus〜激突！おバカ☆ライダー #1〜＃13

2016年 【監督】
マルタイン・ハイン 【出演】
カロリーン・スプーア

洋

世界のおとぎばなし 白雪姫、おやゆび姫 他

2013年 アニメ作品

超ムーの世界R #1〜5

そ
洋の画
他

洋 画

YOU ARE NEXT ユー・アー・ネクスト

2016年 【監督】
ダンカン・ジョーンズ 【出演】
トラヴィス·フィメル

日本のむかしばなし ももたろう、きんたろう 他

邦 画

洋 画

ウォークラフト

女家庭教師 恥じらいの個人授業

邦 画

洋 画

PLANET OF THE SHARKS 鮫の惑星

世界のおとぎばなし シンデレラ 他

2013年 アニメ作品

ベイビーブラザー

2015年 【監督】
ディアムイド・ローレンス 【出演】
スタンリー・
トゥッチ

2016年 【監督】
マーク・アトキンス 【出演】
ブランドン・オーレ

日本のむかしばなし かぐやひめ 他

2016年 【出演】菜乃花

2010年 【監督】
マーク・ミュンデン 【出演】
トーマス・サングスター

© 2016, 2017 Paramount Pictures. STAR TREK and related marks are trademarks of CBS Studios Inc.

2015年 【監督】
ハニ・アブ・アサド 【出演】
タウフィーク・バルホーム

菜乃花 君と一緒に

2015年 【監督】
ポール・オイエ 【出演】
エレン・
ドリト・ピーターセン

2016年
【監督】
ジャスティン・リン
【出演】
クリス・パイン

歌声にのった少年

忍野さら Honey
2016年 【出演】忍野さら

2014年 【監督】
マーク・ヤング 【出演】
アビゲイル・ブレスリ

画

ファンタスティック・ピーターパン

2017年 【出演】橋本梨菜

邦 画

そ
洋の画
他

スター・
トレック
BEYOND

アサイラム・バスターズ

2009年 【監督】
ジョエル·ソウザ 【出演】
モリッサ·オマラ

2016年 【出演】杉原杏璃

邦 画

2016年 【監督】
ジェレミー·Ｍ·インマン 【出演】
ジョニー・レイ・ディアズ

エンジェル 哀しき復讐者

洋 画

洋 画

アリスvsモンスター·スクワッド

ハンターズ・アドベンチャー

洋 画

2016年 【監督】ライアン·トラヴィス 【出演】ロレンツォ·オストゥーニ

2015年 【監督】
ジェフリー・カウパー 【出演】ヘスス・ジョベラス

洋 画

洋 画

ザ·ヴァーチャリスト

2015年 【監督】
ジェームズ·アースキン 【出演】マルコ·パンターニ

アウトロー 強奪者

洋 画

洋 画

パンターニ 〜海賊と呼ばれたサイクリスト〜

2015年 【監督】
カルロス・レイガダス 【出演】
アドルフォ・ヒメネス・カストロ

© 2015 Universal Studios. All Rights Reserved.

洋 画

洋 画

闇のあとの光

洋

【監督】
クリス·ルノー
【声の出演】ルイス·C·K

画

© 2016 Universal City Studios Productions LLLP. All Rights Reserved.

画

2016年

2002年 【監督】山川元 【出演】役所広司

邦 画

ペット

2013年 アニメ作品

邦 画

洋

2016年
【監督】
シャロン・マグアイア
【出演】
レニー・ゼルウィガー

橋本梨菜 恋は小麦色

邦 画

2008年 【監督】
ポール·モリソン 【出演】
ハビエル·ベルトラン

洋

杉原杏璃 東京アンリ

邦 画

2015年 【監督】
パメラ·ロマノウスキー 【出演】
ジェームズ·フランコ

ブリジット・ジョーンズの日記
ダメな私の最後のモテ期

東京原発

邦 画

2011年 【監督】
アダム·カーキー 【出演】
ジョナサン·ボールドック

2015年 【監督】
アレッサンドロ・ペペ 【出演】
レオーネ・フリーザ

世界のおとぎばなし 赤ずきんちゃん 他

邦 画

天才画家ダリ 愛と激情の青春

2015年 【監督】
シェルドン・ウィルソン 【出演】
ステファニー·ハント

邦 画

洋 画

アイアンクロス ヒトラー親衛隊《SS》装甲師団

2015年 【監督】セドリック·ニコラス＝トロイアン 【出演】
シャーリーズ·セロン

サスペクツ·ダイアリー すり替えられた記憶

洋 画

洋 画

スノーホワイト 氷の王国

2015年 【監督】
マシュー・ハイネマン

ダブル·チェイス

洋 画

洋 画

カルテル・ランド

ZIPPER/ジッパー エリートが堕ちた罠
2015年 【監督】
モラ・スティーヴンズ 【出演】
パトリック·ウィルソン

洋 画

洋 画

サイレント・ナイト 悪魔のサンタクロース
2012年 【監督】スティーヴン・C・ミラー 【出演】マルコム・マクダウェル

2010年 【監督】
ロバート・リーバーマン 【出演】
エリカ·クリステンセン

クリムゾン

画

2014©「地下の中心で愛を叫ぶ」フィルムパートナーズ

ダニエル・カルパルソロ 【出演】ルイス・
トサル
2016年 【監督】

洋 画

洋 画

2012年 【監督】ギル・ルナ 【出演】スザンヌ・テュファン

復讐鬼 マイ·ジャスティス

洋 画

洋 画

スカイ・アタック

2015年 【監督】エマニュエル・ベルコ 【出演】カトリーヌ・ドヌーヴ

バンクラッシュ

洋 画

洋 画

太陽のめざめ

2016年 【監督】
レナート・ダブリティアロフ 【出演】アンナ・チポフスカヤ

洋 画

洋 画

ラン・スルー・ザ・ナイト

2010年 【監督】
ジョアンナ・ホッグ 【出演】
トム・ヒドルストン

邦

2014年
【監督】右田昌万
【出演】鳥羽潤、桃瀬美咲

© 2016 United International Pictures, Paramount Pictures.

© 2016, 2017 Paramount Pictures.

家族の波紋

画

2016年
【監督】
デイヴ・グリーン
【出演】
ミーガン・フォックス

2016年
【監督】
エドワード・ズウィック
【出演】
トム・クルーズ

当ホテルのVODシアターのご案内です

地下の中心で愛をさけぶ

ミュータント・ニンジャ・
タートルズ：影＜シャドウズ＞

妄想ノススメ#1〜8

ゴースト・イン・ザ・シェル

2013年 【監督】藤岡利充 【出演】マック赤坂

初登
場

2017年／107分
【監督】ルパート・サンダース 【出演】
スカーレット･ヨハンソン／ビートたけし

2013年 アニメ作品

人と機械の境界線が消えゆく近未来、脳以外は全身サイボーグの世界最

2013年 アニメ作品

強の少佐（スカーレット・ヨハンソン）は唯一無二の存在。悲惨な事故から
命を助けられ、世界を脅かすサイバーテロリストを阻止するために完璧

2011年 【監督】池島ゆたか 【出演】久保新二

な戦士として生まれ変わった。テロ犯罪は脳をハッキングし操作すると
いう驚異的レベルに到達し、少佐率いるエリート捜査組織・公安9課がサ

2017年 【出演】橋本梨菜

イバーテロ組織と対峙する。捜査を進めるうちに、少佐は自分の記憶が操
作されていたことに気づく。自分の命は救われたのではなく、奪われたの

2016年 日本観光番組

だと。―本当の自分は誰なのか？犯人を突き止め、他に犠牲者を出さない
ためにも少佐は手段を選ばない。

2009年 【出演】米田貴

© 2017 Paramount Pictures and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.

2009年 【出演】谷将貴

2013年 【出演】
うかみ綾乃 深志美由紀 他

見逃せない! 話題作・注目作続々追加配信。

中面をご覧ください

映画、お笑い、オーダーのチャンネルはもちろん、多彩なコンテンツでホテルライフを盛り上げます！
当ホテルチャンネルの番組編成・映像配信は「みるみる VOD」の提供でお送りいたします。
ご意見・ご要望などございましたら下記までご連絡下さい。
※タイトルの更新はデータ転送の関係上、毎月 1〜5 日の任意のタイミングで行います。
また予期せぬ通信トラブル等のため更新が遅れる場合がございます。ご了承下さい。

〒102-0072 千代田区飯田橋 1-12-15 九段大和ビル 4F
TEL 03-3262-5070 FAX 03-3262-5072 MAIL ﬀninfo@ﬀ-network.com

※タイトルは予告無く変更になる場合がございます。
※ホテルチャンネルシステム「みるみる」へのご意見お問い合わせは
MAIL : info@millmill.net TEL : 03-3262-5070

旅立ちの朝／すべては君のために

ターゲット・ダウン ミッション１
：許されざるテロリスト

© 2008 Jake's Corner LLC. All Rights Reserved. © 2014, Russia Television and Radio

7s /セブンス

必死剣 鳥刺し

© VGTRK, 2014, All Rights Reserved Ⓒ7s/セブンス製作委員会 ©2010「必死剣鳥刺し」製作委員会 ©2016 Line Communications.,Inc.

松嶋えいみ エイミー・キャッチミー

ゴルフレッスン 練習場アイアンドリル

ミス激減！アプローチ㊙チェックポイント／

最新作

ターゲット・ダウン ミッション１：許されざるテロリスト 初登場

旅立ちの朝／すべては君のために

初登

場

W女優おんせん #10

超ムーの世界R #6

初登

場

初登
場
構えづらい左足下がりでも構えかたを
工夫すればスムーズにスイングが可
能。傾斜にぶつからないで打つ㊙簡単
テクニックを紹介。

2010年／27分 【出演】植村啓太
© モーションズ

2014年／83分 【監督】
ヴャチェスラフ・キリロフ 【出演】
アンナ・ポポーヴァ／アルチョム・クリロフ

2008年／90分

元ＮＦＬのスターフットボーラー、ジョニー・ダンは、早くにスポットライトの世界を去り
アリゾナ砂漠にあるJake's Cornerと呼ばれる小さな町で、静かに過ごしていた。ある
日、両親を車の事故で亡くした若い甥と一緒に暮らすようになる。戸惑うジョニーはバー
の仲間たちと相談し、両親の事故死は少年には伏せておくことにした。しかし少年は両親
に会うために家出をしてしまう…友達思いの良き男を演じるダニー・トレホに3度のアカ
デミー賞ノミネートのダイアン・ラッド、などが脇を固めたハートウォーミングな作品。

© 2014, Russia Television and Radio © VGTRK, 2014, All Rights Reserved

© 2008 Jake's Corner LLC. All Rights Reserved.

＃6 性にアグレッシブなセクシー女優
から学ぶ「モテるの法則」

初登

場

場

女性心理を巧みに衝いたテクニック
や、シチュエーションを活かした落と
す技術など、モテる男になれる情報が
盛り沢山！
2016年／55分 【出演】小峠英二 加納葉月 めあり

必死剣 鳥刺し

初登

場

© 2010「必死剣鳥刺し」製作委員会

場

©2017 Line Communications.,Inc.

© 2016 Line Communications.,Inc.

2014年／58分【出演】木村魚拓 梅屋シン 伊藤真一

Ⓒ SKY VISION Co.,Ltd.

© DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved.

新メンバーと共に新たな世界へ出航したキャプテン
タック海賊団！

果たして、こんな二人のパチンコ・パチスロへの想い
は伝わるのか！わかってもらえるといいのですが。

アナザーゴッドハーデス〜奪われたZEUS ver.〜／
CRギンギラパラダイス 情熱カーニバル／パチスロ鉄拳3rd

CR 009 RE:CYBORG

2014年／58分 【出演】木村魚拓 青山りょう ちょび 麗奈

2014年／58分

© DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved.

© DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved.

2014年／83分
【監督】
リチャード・グリフィン
【出演】ナサニエル・シルヴァ
© 2013 Scorpio Film Releasing

2016年／90分
【監督】
ブルース・マクドナルド
【出演】
スコット・イーストウッド

Copyright 2012 Divine Inspiration Trading 679 (Pty) Ltd All Rights Reserved

2016、2017年／各3分

2014年／96分

2013年／62分

【監督】青池良輔

【監督】窪田将治

【監督】梶野竜太郎

【声の出演】速水奨

【出演】相馬圭祐

【出演】福見真紀

©2016「彼岸島X」製作委員会

© 201４
「太陽からプランチャ」製作委員会

© 2013「こたつと、みかんと、
ニャー。」の会

2014年／91分

【出演】
ヒロシ・ヤング 大崎一万発

2016年／108分

【監督】
サム・エスメイル

【監督】
ガース・ジェニングス

【出演】
ジャスティン・ロング

【声の出演】
マシュー・マコノヒー

© 2014 COMET MOVIE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

© 2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

2016年／97分

トリプルＸ 再起動

【出演】
ハウ・プイイ

日本を愛する香港人が北海道・函館の観光
名所とお勧めグルメをレポートします。

2014年／27分【出演】ヒロシ・ヤング 大崎一万発

ワンダフル・ワールド

2017年／25分

アナザーゴッドハーデス〜奪われたZEUS ver.〜／
パチスロ化物語／ドラゴンハナハナ-30

万発・ヤングのわかってもらえるさ VOL24 初登場

2016年／112分【出演】松嶋えいみ

1000年に一度の神ボディ!!168センチの長身に
B87 W60 H86のミラクルプロポーション、松
嶋えいみちゃんをプーケットからお届け！9頭身
にFカップの美乳、そして綺麗にくびれたウェス
ト、スラリと長い脚、どれをとっても一級品！水泳
やシンクロで鍛えた美しい体幹、上品で従順、色っ
ぽスギる魔性の女・えいみちゃんにメロメロです。

バイオハザード5／CRスーパーマン・
リターンズ〜正義のヒーロー〜

こたつと︑みかんと︑
ニャー︒

初登
場

【出演】原あや香

世の為、人の為、そして自らのファンのために
「ガチ」と「バカ」が己の持てる力の限りを・・・。

ガチンコ実戦! 更に爆笑トークから真面目
な話、業界の裏側など全てをさらけ出す!

太陽からプランチャ

Ⓒ 2015 Viacom

2017年／95分

初登

初登
場

2016年／118分

【監督】
テーム・ニッキ

【監督】D・J・カルーソー

【出演】
ミルカ・スオンパー

【出演】
ヴィン・ディーゼル

© IT'S ALIVE FILMS 2015

© 2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

最新注目作

松嶋えいみ エイミー・キャッチミー

2000年／30分
【出演】
ジョニー・ノックスビル

ＭＴＶが誇る伝説のおバカ番組 ジャッ
カス 。ジョニー･ノックスヴィルをはじ
めとする無謀でハイテンションなメン
バーが、最高にくだらないドッキリ作戦
や、一歩間違えれば大怪我するような過
激なスタントに挑む。

VOL24

SING/シング

Ⓒ7s/セブンス製作委員会

初登
場

ガチとバカ

VOL40

COMET/コメット

主演は、今スクリーンで最も輝く男・豊川悦司。ヒロイン役に池脇千鶴、そして共演は吉川晃
司、戸田菜穂、村上淳、関めぐみ、小日向文世、岸部一徳という個性溢れる実力派が勢揃い。
江戸時代、海坂藩の近習頭取・兼見三左ェ門は、藩主・右京太夫の失政の元凶である愛
妾・連子を3年前に城中で刺し殺すものの、寛大な処分によって再び藩主に仕えること
に。亡妻・睦江のめいであり、身の周りの世話をしてくれる里尾との日々の中で生きる
力を取り戻すが……。

Japan Collect ＃１

風に吹かれて

パーフェクト・タイム 100億分の1の奇跡

売れない自主映画監督のサワダは、大学の同級生サナガワと一緒に作った映画でイン
ディーズ映画祭のグランプリを獲得し、その賞金100万円をもとに更に大きな映画を
作ろうと意気込む。アルバイト先の居酒屋で出会った小劇団のメンバーたちと意気投
合し、自分の映画に出演してもらうことに。劇団のメンバーには、売れっ子お笑い芸人
や人気モデルなど、サワダにとってもまたとないチャンスで、書き上げた脚本は『7s』
という7人の天才詐欺集団の映画だった。いよいよ映画がクランクインするが・・
・。

ジャッカス＃5

2015年／55分 【出演】島田秀平 三上丈晴
© エンタメ〜テレ

海賊王 船長タック シーズン２ VOL24 初登場

エスケープ・フロム・ジ・アース

2010年／114分 【監督】平山秀幸 【出演】豊川悦司／池脇千鶴

【監督】藤井道人 【出演】深水元基／淵上泰史

2016年／25分
【出演】朝倉ことみ 美里有紗

初登
場

原あや香 あや香*ハタチ

2015年／96分

初登

雑誌「ムー」と完全コラボ！オカルト界の
重鎮たちが、 不思議 について、無責任に
議論して楽しむ！

【監督】
ジェフ・サント 【出演】
リチャード・タイソン／ダニー・
トレホ

Ⓒ エンタメ〜テレ

7s /セブンス

いま旬な二人のセクシー女優が日本全
国の温泉地をぶらり女子旅。

©エンタメ〜テレ

モテるの法則 season5

エリート人生に飽き、自ら志願してFSB（ロシア連邦保安庁）の捜査官となったマキシ
ム。彼の新たな任務は、国際テロ集団の最重要指名手配犯カリブを捕らえること。単独
で敵のアジトへ潜入したマキシムは、激しい銃撃戦の末、カリブの潜伏先を聞き出すこ
とに成功し、一路ドイツ・ハンブルクへ向かう。一方、養護施設で育ち、生きるために
FSB捜査官となったアンナは、金融詐欺師ランツの行方を追っていた。懸命な捜査の
末、遂に居場所を突き止めた彼女もまた、
ハンブルクへ向かうのだった。

初登
場

