
映画 ドラマ

8 1/2 CAMELOT 禁断の王城

「僕の戦争」を探して ＃1 王の凱旋

5時から7時までのクレオ〔2020/7/31で終了〕 ＃2 聖剣と王冠

ATARI GAME OVER ＃3 グィネヴィア

CSN&Y／デジャ･ヴ ＃4 湖の乙女

DARK STAR H・R・ギーガーの世界 ＃5 王の裁き

Dearダニー　君へのうた（字幕） ＃6 三つの旅

Dearダニー　君へのうた（吹替） ＃7 長い夜

Maiko 
ふたたびの白鳥 ＃8 二人のイグレーヌ

Mr.タスク（字幕） ＃9 バードン峠の闘い

Mr.タスク（吹替） ＃10 最後の審判

NINJA　ニンジャ THE TUNNEL／トンネル －国境に落ちた血

SOSタイタニック／忘れえぬ夜 第1話

WANTED／ウォンテッド 第2話

愛しのフリーダ 第3話

愛を弾く女 第4話

アヴェ・マリアのガンマン 第5話

青い体験 第6話

暁のガンマン 第7話

暁の用心棒 第8話

アサイラム　
監禁病棟と顔のない患者たち 第9話

あしたの家族のつくり方 第10話

アトランティス THE TUNNEL／トンネル Season2 －サボタージュ

アフターマス（字幕） 第1話

アフターマス（吹替） 第2話

アブノーマル・ウォッチャー 第3話

アフリカン・ネイチャー 第4話

アポロンの地獄 第5話

甘い毒 第6話

アメリカン・ハッスル（字幕） 第7話

アメリカン・ハッスル（吹替） 第8話

アラン・ドロンのゾロ THE TUNNEL／トンネル Season3 －復讐の執行人

アリス〔2020/7/31で終了〕 第1話

或る終焉 第2話

ある過去の行方 第3話

暗殺のオペラ 第4話

怒りのガンマン／銀山の大虐殺 第5話

怒りの用心棒 第6話

生きうつしのプリマ シャーロック・ホームズの冒険　第一弾

イップ・マン 最終章 #1 ボヘミアの醜聞

イップ・マン 序章 #2 踊る人形

イップ・マン 葉問 #3 海軍条約事件

イル・ポスティーノ #4 美しき自転車乗り

イロイロ　ぬくもりの記憶 #5 まがった男

インビトゥウィーナーズ／思春期まっただ中 #6 まだらの紐

インファナル・シティ　女捜査官サンドラ #7 青い紅玉

陰謀の代償　N.Y.コンフィデンシャル #8 ぶなの木屋敷の怪

ヴェルサイユの宮廷庭師（字幕） #9 ギリシャ語通訳

ヴェルサイユの宮廷庭師（吹替） #10 ノーウッドの建築業者

疑わしき戦い #11 入院患者

ウンベルトD #12 赤髪（あかげ）連盟

オーロラ #13 最後の事件

オクトパス シャーロック・ホームズの冒険　第二弾
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オレンジと太陽 #14 空き家の怪事件

外人部隊フォスター少佐の栄光 #15 修道院屋敷

海賊じいちゃんの贈りもの #16 マスグレーブ家の儀式書

カウントダウン　合衆国滅亡の時 #17 第二の血痕

顔のない天使 #18 もう一つの顔

課外授業 #19 プライオリ・スクール

かくも長き不在 #20 六つのナポレオン

カサノバ〔2020/7/31で終了〕 #21 悪魔の足

カサンドラ・クロス #22 銀星号事件

賢く生きる恋のレシピ #23 ウィステリア荘

風の無法者 #24 ブルース・パーティントン設計書

髪結の亭主 シャーロック・ホームズの冒険　第三弾

カリフォルニア～ジェンマの復讐の用心棒 #25 四人の署名

華麗な関係 #26 バスカビル家の犬

カンパニー・メン #27 レディー・フランシスの失踪

消えた声が、その名を呼ぶ #28 ソア橋の謎

奇跡の丘 #29 ショスコム荘

奇跡のひとマリーとマルグリット（字幕） #30 ボスコム渓谷の惨劇

奇跡のひとマリーとマルグリット（吹替） #31 高名の依頼人

きっと、うまくいく #32 這う人

侠女 #33  犯人は二人

キラー・インサイド・ミー #34 サセックスの吸血鬼

疑惑に抱かれて #35 未婚の貴族

クーリエ／過去を運ぶ男 シャーロック・ホームズの冒険　第四弾

クライマー
パタゴニアの彼方へ #36 三破風館（さんはふうかん）

グラン・ブルー完全版　-デジタル・レストア・バージョン-　 #37 瀕死の探偵

クリシーの静かな日々 #38 金縁の鼻眼鏡

クリッシュ #39 赤い輪

グリフターズ／詐欺師たち #40 マザランの宝石

グレート・ミュージアム ハプスブルク家からの招待状 #41 ボール箱

クロース・エンカウンター 第4種接近遭遇 スモーク 救命消防署

クロノス〔2020/7/31で終了〕 ＃1

決闘の大地で　ウォリアーズ・ウェイ ＃2

ゲットバック ＃3

幸福～しあわせ～〔2020/7/31で終了〕 ＃4

荒野の棺桶 ＃5

荒野のみな殺し ＃6

コナン・ザ・バーバリアン ＃7

殺しのナンバー ＃8

NEW! コンビニ・ウォーズ～バイトJK VS ミニナチ軍団～（字幕） トラウマ：心的外傷

NEW! コンビニ・ウォーズ～バイトJK VS ミニナチ軍団～（吹替） ＃1 息子の死

ザ・ヴァンパイア ～残酷な牙を持つ少女 ＃2 壊れた父親

ザ・エッグ ～ロマノフの秘宝を狙え～ ＃3 真実が救うもの

ザ・スカルズ／髑髏（ドクロ）の誓い〔2020/7/20で終了〕 ブロードチャーチ 殺意の町 

ザ・フォージャー　天才贋作画家最後のミッション（字幕） ＃1 少年の嘆き

ザ・フォージャー　天才贋作画家最後のミッション（吹替） ＃2 母親の告白

最愛の子 ＃3 父親の嘘

最後の愛人 ＃4 記者の正義

西遊記2　妖怪の逆襲（字幕） ＃5 老人の過去

西遊記2　妖怪の逆襲（吹替） ＃6 刑事の誤算

NEW! さくらんぼ母と来た道 ＃7 同僚の裏切り

さすらいの一匹狼 ＃8 犯人の鎮魂歌

サランドラ〔2020/7/31で終了〕 へヴィ・メタル・クロニクル

残酷ドラゴン　血斗竜門の宿 ＃1 ゴーレムの覚醒

幸せはシャンソニア劇場から ＃2 スペース・トレジャー

シークレット・ロード ＃3 コンドルの誓い

ジェニファー・ロペス　dance again ＃4 預言者の惑星

死への逃避行〔2020/7/31で終了〕 ＃5 酸素がない



シャークアタック ＃6 核シェルターのふたり

灼熱の魂 ＃7 キングの王冠

ジャスティス・ウォー ～正義の代償～ ＃8 ドラゴンを倒せ

ジャッキー・コーガン（字幕） ＃9 20世紀から来た男

ジャッキー・コーガン（吹替） ＃10 王家の呪い

ジャック・ドゥミの少年期〔2020/7/31で終了〕 ＃11 神の手

重量★ガールズ　キングコングを持ち上げろ！ ＃12 ドリーム・フィクサー

処刑軍団ザップ〔2020/7/31で終了〕 ホーンブロワー　海の勇者

新・さすらいの用心棒 ＃1 決闘

侵入者　逃げ場のない家 ＃2 ジブラルタルの奇襲

水曜日のエミリア ＃3 公爵夫人と悪魔

スウィート ヒアアフター ＃4 戦場の恋

スティーヴ・オースティン　ザ・ストレンジャー ＃5 反乱

スティーヴ・オースティン　ザ・ハンティング ＃6 軍法会議

スティーブ・ジョブズ1995～失われたインタビュー～ ＃7 二つの祖国

スノーピアサー（字幕） ＃8 ナポレオンの弟

スノーピアサー（吹替） メゾン・クローズ～娼婦の館～

スペースウォーカー ＃1 饗宴と殺人

スマーフ2　アイドル救出大作戦！（字幕） ＃2 処女の値札

スマーフ2　アイドル救出大作戦！（吹替） ＃3 男爵の首飾り

正義のゆくえ　I.C.E.特別捜査官 ＃4 囚われの天使

西部戦線異状なし ＃5 母と娘

西部の無頼人 ＃6 殺意の告白

セクシリア ＃7 閉ざされた秘密

セックス発電 ＃8 女たちの報復

絶対の愛 メゾン・クローズ～娼婦の館～ シーズン2

セットアップ ＃1 自由の終焉

ゼロの未来（字幕） ＃2 新たな火種

ゼロの未来（吹替） ＃3 楽園への誘い

ソークト・イン・ブリーチ ～カート・コバーン 死の疑惑～ ＃4 ピクニック

ソーラー・デストラクション　地球壊滅 ＃5 肉屋の襲来

続・青い体験 ＃6 殺人の連鎖

続・長くつ下のピッピ（字幕） ＃7 破滅への序曲

続・長くつ下のピッピ（吹替） ＃8 泡沫の夢

NEW! その女諜報員 アレックス（字幕） ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班 

NEW! その女諜報員 アレックス（吹替） ＃1

ダーク・スター〔2020/7/31で終了〕 ＃2

第２７囚人戦車隊 ＃3

タイム・ラヴァーズ　時空を繋ぐ指輪の物語 ＃4

第四の核 ＃5

ダリオ・アルジェントのドラキュラ ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班 シーズン2

タンタンの冒険　ユニコーン号の秘密（字幕） ＃1

チェ 28歳の革命 ＃2

チェ 39歳別れの手紙 ＃3

チキンとプラム～あるバイオリン弾き、最後の夢～（字幕版） ＃4

チキンとプラム～あるバイオリン弾き、最後の夢～（吹替版） ＃5

チング 永遠の絆 ＃6

沈黙の鉄拳（字幕） NEW! ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班 シーズン3

沈黙の鉄拳（吹替） ＃1

ディープ・ライジング コンクエスト ＃2

ディレイルド/暴走超特急 ＃3

テキサス・チェーンキラー・ビギニング ＃4

デタッチメント　優しい無関心 ＃5

天使の入江〔2020/7/31で終了〕 ＃6

ドライビング Miss デイジー 暗号探偵クラブ～女たちの殺人捜査～

ドライブ・アングリー ＃1

ドライブ・ハード ＃2

トリコロール／青の愛 ＃3



トリコロール／赤の愛 暗号探偵クラブ～女たちの殺人捜査～ シーズン2

トリコロール／白の愛 ＃1

長く熱い週末 ＃2

長くつ下のピッピ（字幕） ＃3

長くつ下のピッピ（吹替） ＃4

なまいきシャルロット 風の勇士 ポルダーク

ニキ・ラウダ／伝説のF1レーサー #1 故郷への帰還

ノーベル殺人事件 #2 愛と裏切り

ノスタルジア #3 身分違いの恋

ノック、ノック（字幕） #4 許されざる結婚

ノック、ノック（吹替） #5 守るべきもの

ハーフ・ア・チャンス〔2020/7/31で終了〕 #6 正義のために

バーン・アフター・リーディング #7 愛の代償

ハイネケン　～世界を魅了するビールの魔法～ #8 絶望の果て

ハウス・オブ・ザ・デッド 風の勇士 ポルダーク シーズン2

バグダッド・カフェ　ニュー・ディレクターズ・カット版 #1 絶体絶命

バトルトラック #2 運命の裁判

NEW! バベットの晩餐会 #3 更なる試練

ハリケーンアワー #4 一族の絆

バンデットQ #5 それぞれの告白

ビギナーズ〔2020/7/31で終了〕 #6 クリスマスの日

陽だまりハウスでマラソンを #7 密告者

ひつじ村の兄弟 #8. 許されざる裏切り

ビッチ・スラップ　危険な天使たち #9 エリザベスとデメルザ

ヒッチハイク #10 ロスの決意

ピッピ　船にのる（字幕） 風の勇士 ポルダーク シーズン3

ピッピ　船にのる（吹替） #1 背負うもの

ピッピの宝島（字幕） #2 新たなる旅立ち

ピッピの宝島（吹替） #3 妻たちの想い

ヒトラーを殺す42の方法 #4 禁じられた恋

火の山のマリア #5 男の友情

白夜 #6 生きる勇気

ファイナル・カウントダウン #7 女の一生

ファイヤー・ウィズ・ファイヤー　炎の誓い #8 すれ違う心

ファンタスティック・プラネット #9 進むべき道

ブーベの恋人 風の勇士 ポルダーク シーズン4

フェイシズ #1 残酷な判決

フェリーニのアマルコルド #2 勝負の舞台

フォレスト　生命（いのち）の森 #3 夫婦の距離

復讐のガンマン・ジャンゴ #4 度重なる苦難

復讐の用心棒 #5 闇と光明

ふたりのベロニカ #6 弱き者を救え

プライベート・レッスン #7 男のけじめ

ブラック・ハッカー #8 最愛の人

ブラッディ・ツイン 警察医ブレイク シーズン3

ブランカニエベス ＃1 勝者の理論

フリーランサーＮＹ捜査線（字幕） ＃2 兄弟の秘密

フリーランサーＮＹ捜査線（吹替） ＃3 火花の舞う夜

ブレイキング・マネー ～堕ちた大富豪の華麗なる大逆転～ ＃4 すれ違う心

抱擁のかけら ＃5 最後の舞台

ボウリング・フォー・コロンバイン ＃6 手術台の外科医

ボーダー ＃7 消された記憶

ホーンテッド・サイト（字幕） ＃8 40年目の真実

ホーンテッド・サイト（吹替） 刑事モース～オックスフォード事件簿～ シーズン1

ボビー・フィッシャー 世界と闘った男 Case 1 華麗なる賭け

ポランスキーの欲望の館 Case 2 毒薬と令嬢

NEW! ボリショイ・バビロン　華麗なるバレエの舞台裏 Case 3 殺しのフーガ

ポリス・ストーリー/レジェンド（字幕） Case 4 犯罪相関図



ポリス・ストーリー/レジェンド（吹替） Case 5 家族の肖像

マーガレット・サッチャー　鉄の女の素顔 刑事モース～オックスフォード事件簿～ シーズン2

マザー・テレサ Case 6 消えた手帳

マシンガン・プリーチャー Case 7 亡霊の夜想曲

待つなジャンゴ引き金を引け Case 8 黒の絞殺魔

みじかくも美しく燃え Case 9 腐った林檎

ミスター・ロンリー 刑事モース～オックスフォード事件簿～ シーズン3

ミスターGO!（字幕版） Case 10 表と裏のバラッド

ミスターGO!（吹替版） Case 11 遠き理想郷

道 Case 12 森の怪物

皆殺しのレクイエム Case 13 愛の終止符

皆殺し無頼 刑事モース～オックスフォード事件簿～ シーズン4

メキシコ湾原油流出事故の真実 Case 14 死のゲーム

メッセージ そして、愛が残る Case 15 嫉妬の賛美歌

闇の列車、光の旅 Case 16 呪われたベッド

ユーリー・ノルシュテイン傑作選 Case 17 不吉な収穫祭

弓 NEW! 第一容疑者　

ユリシーズ 連鎖 1

世にも怪奇な物語 連鎖 2

夜 顔のない少女 1

ラ・ジュテ 顔のない少女 2

ラ・ジュテ（日本語ナレーション版） 朽ちた野望 1

ラヴレース 朽ちた野望 2

ラスト・ハーレム 消えた幼児

リセット 死のゲーム

リトル・ボーイ 小さなボクと戦争 死者の香水

リベンジ・ガン 裁かれるべき者 1

リンカーン弁護士 裁かれるべき者 2

リンゴ・キッド 姿なき犯人1

ルートヴィヒ／神々の黄昏［復元完全版］ 姿なき犯人2

レイズ・ザ・タイタニック（字幕） 希望のかけら1

レイズ・ザ・タイタニック（吹替） 希望のかけら2

レイルウェイ　運命の旅路 名探偵ポワロ　第一弾

レッド・スカイ #1 コックを捜せ

ロンドン・ブルバード　ラスト・ボディーガード #2 ミューズ街の殺人

ワールド・ウォーZ（字幕） #3 ジョニー・ウェイバリー誘拐事件

ワールド・ウォーZ（吹替） #4 24羽の黒つぐみ

わが青春のフロレンス #5 4階の部屋

ワンダラーズ〔2020/7/31で終了〕 #6 砂に書かれた三角形

#7 海上の悲劇

#8 なぞの盗難事件

#9 クラブのキング

#10 夢

名探偵ポワロ　第二弾

#11 エンドハウスの怪事件

#12 ベールをかけた女

#13 消えた廃坑

#14 コーンワルの毒殺事件

#15 ダベンハイム失そう事件

#16 二重の罪

#17 安いマンションの事件

#18 誘拐された総理大臣

#19 西洋の星の盗難事件

名探偵ポワロ　第三弾

#20 スタイルズ荘の怪事件

#21 あなたの庭はどんな庭?

#22 100万ドル債券盗難事件

#23 プリマス行き急行列車



#24 スズメバチの巣

#25 マースドン荘の惨劇

#26 二重の手がかり

#27 スペイン櫃の秘密

#28 盗まれたロイヤル・ルビー

#29 戦勝舞踏会事件

#30 猟人荘の怪事件

名探偵ポワロ　第四弾

#31 ABC殺人事件

#32 雲をつかむ死

#33 愛国殺人

#34 エジプト墳墓のなぞ

#35 負け犬

#36 黄色いアイリス

#37 なぞの遺言書

#38 イタリア貴族殺害事件

#39 チョコレートの箱

#40 死人の鏡

#41 グランド・メトロポリタンの宝石盗難事件

#42 ポワロのクリスマス

#43 ヒッコリー・ロードの殺人

#44 ゴルフ場殺人事件

#45 もの言えぬ証人

名探偵ポワロ　第五弾

#46 アクロイド殺人事件

#47 エッジウェア卿の死

#48 白昼の悪魔

#49 メソポタミア殺人事件


