トリプルＸ：再起動
洋

ジェイソン・ボーン

画

洋

2016年
【監督】D・J・カルーソー
【出演】
ヴィン・ディーゼル

2012年 【監督】ギル・ルナ 【出演】スザンヌ・テュファン

2015年 【監督】
マシュー・ハイネマン

クリムゾン
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

ダブル·チェイス
2011年 【監督】
アダム·カーキー 【出演】
ジョナサン·ボールドック

サスペクツ·ダイアリー すり替えられた記憶
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

2008年 【監督】
ポール·モリソン 【出演】
ハビエル·ベルトラン

1990年 【監督】劉家榮 【出演】洪金寶（サモ・ハン・キンポー）

2009年 バラエティー

邦 画

和地つかさ たわわっち

グレートウォール

立候補
2013年 【監督】藤岡利充 【出演】マック赤坂

日本のむかしばなし はなさかじいさん 他

邦 画
邦 画

2016年 【出演】和地つかさ

彼岸島X

第１話〜第12話

2016・2017年 【監督】青池良輔 【声の出演】速水奨

ゴルフメカニック 腰はスライドさせて使う 米田貴

そ
邦の画
他

2016年
【出演】山田孝之

ゴルフレッスン ミス激減！アプローチ㊙チェックポイント

そ
邦の画
他

画

そ
邦の画
他

邦

邦の画
そ
他

洋 画

金や名声のため、強力な武器を求めて世界中を旅する男、ウィリアム。彼
はたどり着いた万里の長城で、巨大な地響きとともに圧倒的な数で迫り
くる謎の生物に遭遇する。それは、饕餮（とうてつ）と呼ばれる、人間の欲
深さを罰するために60年に一度現れる伝説の怪物であり、万里の長城が
築かれた最大の要因だった。饕餮が長城を越えて都に迫れば国の滅亡が
避けられないばかりか、人類すべてが食いつくされてしまう。饕餮の大襲
来を食い止めようと、中国の戦士たちが万里の長城に集結していた。ウィ
リアムは、彼らの戦いを目の当たりにし、その気高い自己犠牲の精神に心
動かされ、自分の目的のためでなく、世界を守るために戦う事を決意す
る。果たして、饕餮の進撃を止める方法とは？そして、ウィリアムたちの
運命は――。

2011年 【監督】池島ゆたか 【出演】久保新二

Like Japan

妄想ノススメ#1〜9

©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

地下の中心で愛をさけぶ
2014年 監督】右田昌万 【出演】鳥羽潤、桃瀬美咲

場

【監督】
チャン・イーモウ 【出演】
マット・デイモン／ウィレム・デフォー

超ムーの世界R #1〜6
その男、エロにつき アデュ〜！久保新二伝

2000年 バラエティー

初登

2017年／103分

2015年 【出演】島田秀平 三上丈晴

2011年 バラエティー

闇金ウシジマくん
Season３ 全話

画

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

邦 画

ジャッカス＃1〜＃5

邦 画

洋 画

そ
洋の画
他

洋 画

衝撃! 世界のおバカ映像〜Ridiculousness〜＃16

スター・
トレック
BEYOND

葉加瀬マイ 覚醒
2015年 【出演】葉加瀬マイ

2013年 アニメ作品

© 2015 Universal Studios. All Rights Reserved.

2016年 【監督】
マルタイン・ハイン 【出演】
カロリーン・スプーア

2016年
【監督】
ジャスティン・リン
【出演】
クリス・パイン

画

【監督】
クリス·ルノー
【声の出演】ルイス·C·K

YOU ARE NEXT ユー・アー・ネクスト

洋

邦 画

洋

2016年

そ
洋の画
他

洋 画

2016年 【監督】
ダンカン・ジョーンズ 【出演】
トラヴィス·フィメル

邦 画

洋 画

ウォークラフト

石原佑里子 笑顔の季節
2016年 【出演】石原佑里子

ペット

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

PLANET OF THE SHARKS 鮫の惑星

© 201４
「太陽からプランチャ」製作委員会

MTV Nitro Circus〜激突！おバカ☆ライダー #1〜＃13

ファンタスティック・ピーターパン

画

2014年
【監督】窪田将治
【出演】相馬圭祐

ベイビーブラザー

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

2016年 【監督】
マーク・アトキンス 【出演】
ブランドン・オーレ

邦

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

画

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

太陽からプランチャ

アサイラム・バスターズ

2016年
【監督】
シャロン・マグアイア
【出演】
レニー・ゼルウィガー

歌声にのった少年

心中天使
2010年 【監督】一尾直樹 【出演】尾野真千子

2009年 【監督】
ジョエル·ソウザ 【出演】
モリッサ·オマラ

邦 画

洋

2013年 アニメ作品

2010年 【監督】
マーク・ミュンデン 【出演】
トーマス・サングスター

そ
洋の画
他

ブリジット・ジョーンズの日記
ダメな私の最後のモテ期

世界のおとぎばなし 白雪姫、おやゆび姫 他

2014年 【監督】
マーク・ヤング 【出演】
アビゲイル・ブレスリ

洋 画

洋 画

痩せ虎とデブゴン

2013年 アニメ作品

邦 画

2016年 【監督】
ウォレス・ブラザーズ 【出演】: マット・ベルベリ

エンジェル 哀しき復讐者

洋 画

洋 画

タイタン 選ばれし勇者

日本のむかしばなし ももたろう、きんたろう 他

邦 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

世界のおとぎばなし シンデレラ 他

邦 画

洋 画

10 クローバーフィールド·レーン

ハンターズ・アドベンチャー

日本のむかしばなし かぐやひめ 他

女家庭教師 恥じらいの個人授業

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

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

菜乃花 君と一緒に

1998年 【監督】坂本太 【出演】藤原ひとみ

アウトロー 強奪者

洋 画

洋 画

闇のあとの光

忍野さら Honey
2016年 【出演】忍野さら

2013年 アニメ作品

© 2016 United International Pictures, Paramount Pictures.

洋 画

© 2016, 2017 Paramount Pictures.

画

2016年
【監督】
デイヴ・グリーン
【出演】
ミーガン・フォックス

画

2016年
【監督】
エドワード・ズウィック
【出演】
トム・クルーズ

2017年 【出演】橋本梨菜

邦 画

洋

洋

邦 画

洋 画

ジャック・リーチャー
NEVER GO BACK

橋本梨菜 恋は小麦色

2013年 アニメ作品

ミュータント・ニンジャ・
タートルズ：影＜シャドウズ＞

2015年 【監督】
アレッサンドロ・ペペ 【出演】
レオーネ・フリーザ

2002年 【監督】山川元 【出演】役所広司

2016年 【出演】菜乃花

天才画家ダリ 愛と激情の青春

アイアンクロス ヒトラー親衛隊《SS》装甲師団

2010年 【監督】平山秀幸 【出演】豊川悦司／池脇千鶴

2016年 【出演】杉原杏璃

邦 画

2016年 【監督】テーム・ニッキ 【出演】
ミルカ・スオンパー

洋 画

洋 画

ワンダフル・ワールド

杉原杏璃 東京アンリ

邦 画

洋 画

洋 画

カルテル・ランド

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

邦 画

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

ZIPPER/ジッパー エリートが堕ちた罠

東京原発

邦 画

洋 画

洋 画

スカイ・アタック

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

必死剣 鳥刺し

邦 画

2015年 【監督】エマニュエル・ベルコ 【出演】カトリーヌ・ドヌーヴ

洋 画

洋 画

太陽のめざめ

復讐鬼 マイ·ジャスティス

2016年 【監督】
ダニエル・カルパルソロ 【出演】ルイス・
トサル

邦 画

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

画

© 2013「こたつと、みかんと、
ニャー。」の会

邦 画

洋 画

ラン・スルー・ザ・ナイト

バンクラッシュ

洋 画

2010年 【監督】
ジョアンナ・ホッグ 【出演】
トム・ヒドルストン

邦

2013年
【監督】
梶野竜太郎
【出演】
福見真紀

© 2017 Universal Studios. All Rights Reserved.

洋 画

洋 画

家族の波紋

画

2016年
【監督】
ポール・グリーングラス
【出演】マット・デイモン

© 2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

当ホテルのVODシアターのご案内です

こたつと、みかんと、ニャー。

2016年 日本観光番組

2010年 【出演】植村啓太

© 2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

2009年 【出演】米田貴

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

スカイ・フォース

不可思議な国のアリス

© 2012 GOODMAN BOND INTERNATIONAL LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED

© 2012 ZN Productions. All Rights Reserved.

テキサス・レンジャー
Ⓒ2009-2010 Sindinero Productions LLC

魂を握り潰した男
© 株式会社神宮前プロデュース

© 2016 Line Communications.,Inc.

柳いろは よりどりいろは

ゴルフレッスン

最新作

スカイ・フォース

初登

場

不可思議な国のアリス

初登

スライス強制レッスン

場

妄想ノススメ #10

超ムーの世界R #7

初登

場

初登

初登

場

まずは自分のスライスの原因を知る事
が矯正への近道！タイプ別のスライス
の原因を解説。
「 アドレスとグリップ」
を改善してスライス撲滅！

2010年／16分 【出演】植村啓太
© モーションズ

＃1 セクシー女優に人気の男優に学ぶ 初
登場

モテるの法則 season6 「モテるの法則」

2012年／81分 【監督】
トニー・タン 【出演】
デヴィッド・マッキニー／デイヴ・ブリッジス

2016年／123分 【監督】ザック・ヘイマー 【出演】
セレーナ・ティバート／ネイサン・ヘイマー

空の救助隊スカイ・フォースで活躍するエースは、助けを待っている仲間がいればどん
な危険な場所でも飛び込んで行く怖いもの知らずの飛行機！しかしその性格が災いし
てある日、救助で大失敗をしてしまう。すっかり自信を無くしてしまったエースはスカ
イ・フォースから離れ、別の仕事を始める事に。しかしそこでは数々の試練が待ってい
た…。果たして臆病になってしまったエースは困難を乗り越え、本当の自分を取り戻せ
るのか！？

ウサギの巣穴を抜けると、そこは不可思議な国でした。1905年、アメリカが史上最も

© 2012 GOODMAN BOND INTERNATIONAL LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED

© 2012 ZN Productions. All Rights Reserved.

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！

不思議の国へと迷い込んでしまう。それは時代の波の中移り行くアメリカを反映した
ような、ダークで魅力的な人物たちが跋扈する世界だった。
2016年／55分 【出演】小峠英二 月城まゆ 小林レイミ

初登

場

© 株式会社神宮前プロデュース

は、不可解な行動をしているように見える男を発見。すると男は手すりから身を乗り出
そうとし、とっさに止めようとした虎太郎は、男と共に屋上から落ちてしまう。

【出演】
ハウ・プイイ

日本を愛する香港人ハウ・プイイ（HAU
PUI YI／侯貝怡）さんが北海道・函館の夜
景と小樽の観光名所をレポートします。

© 2016 Line Communications.,Inc.

2017年／95分
【出演】原あや香
©2017 Line Communications.,Inc.

ういち 工藤舞
2017年／24分【出演】

2014年／58分【出演】木村魚拓 梅屋シン 伊藤真一

Ⓒ 2007 SANKYO AGENCY,Inc.

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

万発・ヤングのわかってもらえるさ VOL25 初登場

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.〜／
やじきた道中記乙／CR ZETMAN -The Animation-

沖ドキ／パチスロ黄門ちゃま喝／
パチスロ北斗の拳 転生の章

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.

2015年／96分

2008年／90分

【監督】藤井道人
【出演】深水元基／淵上泰史
Ⓒ7s/セブンス製作委員会

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

【監督】
ジェフ・サント
【出演】
リチャード・タイソン

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

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

【出演】
ヒロシ・ヤング 大崎一万発

2017年／107分

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

【監督】ルパート・サンダース
【出演】
スカーレット･ヨハンソン

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

2014年／91分
【監督】
サム・エスメイル
【出演】
ジャスティン・ロング
© 2014 COMET MOVIE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

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

SING/シング

2017年／25分

バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆／ハナビ／
アナザーゴッドハーデス〜奪われたZEUS ver.〜

パチスロ化物語 忍魂弐〜烈火ノ章〜

COMET/コメット

2016年／106分【出演】柳いろは

「K-1ガールズ」キャプテン、バラエティ番組など
で活躍中の柳いろは。フェロモンたっぷりの彼女
とプーケットでオトナの恋を。165センチ、ダン
スで鍛えた抜群のスタイルに美脚。86センチ・F
カップ美乳と高いヒップ。キュートな声で甘えら
れてトロトロ、セクシーに迫られてドキドキ、いろ
はちゃんの誘惑が止まりません！

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・・・。

ういち&舞の2人がご褒美目指してガチ
実戦!

パーフェクト・タイム 100億分の1の奇跡

場

場

海賊王 船長タック シーズン２ VOL25 初登場

エスケープ・フロム・ジ・アース

© 2016 Line Communications.,Inc.

2000年／30分
【出演】
ジョニー・ノックスビル

Ⓒ 2015 Viacom

場

初登

場

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。

2016年／112分
【出演】松嶋えいみ

原あや香 あや香*ハタチ

初登

将司）。ボクシングの練習を終え、ビルの警備の仕事で屋上の見回りに出向いた虎太郎

柳いろは よりどりいろは

初登

2016年／108分
【監督】
ガース・ジェニングス
【声の出演】
マシュー・マコノヒー
© 2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

最新注目作

Japan Collect ＃2

愛する妻と生まれてくる子どものために日々練習に精を出すボクサー、中川虎太郎（幸

初登

VOL25

ゴースト・イン・ザ・シェル

Ⓒ2009-2010 Sindinero Productions LLC

ガチとバカ

ターゲット・ダウン ミッション１
許されざるテロリスト

監督の前田万吉と主演の幸将司が立ち上げた劇団クラゲ荘の同名舞台を映画化。

ジャッカス＃6

© エンタメ〜テレ

いただき!!ゲッティングなう！#66

旅立ちの朝／すべては君のために

【監督】前田万吉 【出演】幸将司／三元雅芸

テキサスの牧場へ帰ってきたエリンは、その街の銀行家モーティマーからの執拗な取
立てに合う父を庇ったことで彼を激怒させてしまう。陰険なモーティマーは、子分達を
牧場に送り込み、エリン達の大切な馬たちを盗ませ、更に父のエバレットを殴打し負傷
させたのだった。牧場を手放すまで追い詰められたエリンの弟ボウイは、バンダナで顔
を覆い、現金輸送車 ペイロールワゴン を襲い、現金を奪おうを試みたが、子分達に見
つかり、撃たれてしまう。

2015年／55分 【出演】島田秀平 三上丈晴

©エンタメ〜テレ

7s ／セブンス

2011年／95分

【監督】
アラン・チャン 【出演】
ハンナ・ハーグ／アダム・ハーゲンブック

2013年／55分
【出演】
うかみ綾乃 深志美由紀 大泉りか

場

れない日々を送っていた。ある日、不思議な男を追ううちに、ウサギの巣穴をつうじて

魂を握り潰した男

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！

初登

松嶋えいみ エイミー・キャッチミー

2009年／72分

初登

３人の女流官能小説家による女性のため
の妄想あふれるトークショー。

ドラッグに扱った時代。10代の少女アリスは西海岸北部に引っ越してきたばかりで慣

Ⓒ エンタメ〜テレ

テキサス・レンジャー

場

