洋 画

洋 画

ペンタゴン・ペーパーズ
最高機密文書

マザー！

洋 画

洋 画

2017年 【監督】
ジェームス・マーク 【出演】
クリス・マーク、
アラン・ムーシ

N.W.A & EAZY‑E:キングス・オブ・コンプトン

2008年 【監督】
アダム・バラ・ラフ 【出演】
リル・ウェイン

殺人ライブ

邦 画
邦 画

洋 画

洋 画

ウルフ・タウン

邦 画

洋 画

洋 画

クレイン・クロフォード
2015年 【監督】
ドリュー・ホール 【出演】

【監督】J・A・バヨナ
【出演】
クリス・プラット ブライス・ダラス・ハワード

死ガ二人ヲワカツマデ 第二章

大人気テーマパーク「ジュラシック・ワールド」は、今や放
を変えていた。しかしある日、島内で巨大な火山噴火の予

邦 画

SEXドールズ

あの大惨事から3年―。
棄され、恐竜たちがたくましく生き抜く、野生の島へと姿

2012年 【監督】松村清秀 豊永利行(SET)

洋 画

ダウンサイズ

2017年／129分

火山の大噴火 ! 恐竜の圧倒的な迫力を体感 !

死ガ二人ヲワカツマデ 第一章
2012年 【監督】松村清秀 【出演】喜矢武豊(ゴールデンボンバー )

ブラッディ・ホワイト 白の襲撃者たち

洋 画

ジュラシック・ワールド／炎の王国

2011年 【出演】千葉誠治 【出演】三元雅芸 柏原収史

2011年 【監督】
ジョン・レベル 【出演】
アリシア・ジーグラー

2014年 【監督】J・K・アマルー 【出演】
ダニー・ダイア

2

お 部 屋 の テレ ビ か ら 無 料 で お 楽 し み い た だ け ま す 。ホ テ ル チャン ネ ル ( V O D ) 画 面 か ら お 選 びくだ さ い 。

【SUSHI TYHOON】AVN/エイリアンVSニンジャ

© 2013 POLSTER & POHL PICTURES ALL RIGHTS RESERVED

2015年 【監督】
ヴィンセント・チョウ 【出演】
ブランドン・ラウス

沈黙の啓示 ＴＲＵＥＪＵＳＴ
ＩＣＥ ＰＡＲＴ２
2011年 【監督】
キオニ・ワックスマン 【出演】
スティーヴン・セガール

2013年
【監督】
マルコ・J・リードル
【出演】
マルクス・クヌーフケン

© 2018 LEGENDARY AND UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED.

February

© Upside Télévision 2015

邦 画

ON AIR

2017年
【監督】
スティーヴン・S・デナイト
【出演】
スコット・イーストウッド

ヒットマン・ボディガード

2015年
【監督】
エドゥアール・ベルジョン

洋 画

パシフィック・リム
アップライジング

2019

洋 画

ツール・
ド・フランス2015
オフィシャル・
ドキュメンタリー
23日間の舞台裏

リル・ウェイン ザ・カーター

洋 画

フライトSOS ロスト・イン・ザ・パシフィック

(C) 2016 Fade To Black Productions, Inc. All Rights Reserved.

2015年 【監督】
マイク・コラベラ 【出演】
イージー・E

洋 画

洋 画

ザ・サイキック

見逃せない! 話題作・注目作続々追加配信。
Video on Demand

2016年
【監督】
トム・フォード
【出演】
エイミー・アダムス

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation and Storyteller
Distribution Co. LLC. All Rights Reserved.

© 2017 Paramount Pictures.

2010年 【監督】
ジョン・デピュー 【出演】
グレース・シン・イム

ノクターナル・アニマルズ／
夜の獣たち

2017年
【監督】
スティーブン・スピルバーグ
【出演】
メリル・ストリープ

2017年
【監督】
ダーレン・アロノフスキー
【出演】
ジェニファー・ローレンス

CO2

洋 画

兆が観測される。タイムリミットが近づく中、選択を迫ら

東京闇虫 パート1・2

れる人間たち。恐竜たちの生死を自然にゆだねるのか、そ
れとも命をかけて救い出すのか。

2018年
【監督】
アレクサンダー・ペイン
【出演】
マット・デイモン

2013年
【監督】佐藤佐吉
【出演】桐山漣 秋山莉奈

2014年
【監督】
ダヴィド・ペトルッチ
【出演】
フランチェスカ・アゴスチーニ

© 2013「東京闇虫」製作委員会

2013年 【監督】
アルフレッド・モンテーロ 【出演】
マルコス・オルティス

フェイク・コップ 哀しき抗い
2013年 【監督】
ホアン・カトリーナ 【出演】
フアン・カルロス・ベイード

PATRIOT パトリオット
2011年 【監督】
ヒース・ジョーンズ 【出演】
スティーヴン・ホーガン

ファンキーランド

2017年
【監督】
ジョーダン・ピール
【出演】
ダニエル・カルーヤ

2017年
【監督】
ピエール・コフィン
【声の出演】
スティーヴ・カレル

1996年
【監督】那須博之
【出演】前田憲作 小沢真珠 川本淳一
© 1996 森田まさのり/集英社、ポニーキャニオン、テレビ東京、パル企画

ゼロウーマンR 警視庁０課の女 欲望の代償

邦 画

洋 画

洋 画

2012年 【監督】
ジョン・ハフト 【出演】
デヴィッド・キーホー

レディースMAX

邦 画

洋 画

洋 画

グレート・プラネット

2014年 【監督】
デヴィッド・ゴードン・グリーン 【出演】
アル・パチーノ

トレマーズ コールドヘル

2017年／98分

今、熾烈なモンスターハントが始まる !!
【監督】
ドン・マイケル・ポール
【出演】
マイケル・グロス ジェイミー・ケネディ

氷上で人間がモンスターに襲われたとの情報を得たバー
トは、相棒トラヴィスと共に北極圏カナダに向かう。そこ
には謎の組織の秘密施設があり、モンスターを兵器化する
実験をしていると疑うバート。そんな中、地中そして空中

邦 画

洋 画

洋 画

ラスト・コマンドー女戦士と最強傭兵軍団
アル・パチーノ ブロークン 過去に囚われた男

2012年 【監督】
ラス・エマニュエル 【出演】
ロバート・ピカード

© 2017 Universal Studios and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.

ろくでなしBLUES 1

2015年 【監督】
ティノ・ストラックマン 【出演】
ティノ・ストラックマン

2014年 【監督】
ジョー・カストナー【出演】
ヴァル・キルマー

2017年
【監督】
ジェイソン・ホール
【出演】
マイルズ・テラー

怪盗グルーの
ミニオン大脱走

© 2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

© 2018 Universal Studios. All Rights Reserved.

洋 画

邦 画

洋 画

ゲットアウト

アメリカン・ソルジャー

日野日出志のザ･ホラー怪奇劇場「オカルト探偵団死人形の墓場」
2005年 【監督】山本清史 【出演】保坂早春 谷和憲 高東楓 相葉弘樹

2012年 【監督】
フィリップ・
ドーリング 【出演】
ジェシー・アイゼンバー

洋 画

日野日出志のザ･ホラー怪奇劇場「地獄小僧」
2005年 【監督】安里麻里 【出演】山本未來 津田寛治 正司花江

邦 画

洋 画

洋 画

2014年 【監督】
ロルフ・ヴァン・アイク 【出演】
ディオン・ウィルケンズ

2012年 【監督】
オイゲン・ソコロフスキー,Jr. 【出演】ペトラ・テノロワ

邦 画

洋 画

洋 画

ファミリーズ・シークレット
2009年 【監督】
レイモンド・デ・フェリッタ 【出演】
アンディ・ガルシア

2016年 【監督】
ダレル・ウィート 【出演】
カービー・ブリス・ブラントン

アウトランダーズ

1997年

【出演】哀川翔 志賀勝 夏樹陽子

© 2009 Torture-Untitled, LLC All Rights Reserved.

© 2017 Taylor Made Media LLC. All Rights Reserved.

ザ・レジェンド ソロン王の野望と勇者の逆襲

借王（シャッキング）

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

2017年
【監督】
マット・スパイサー
【出演】
オーブリー・プラザ

トム・ソーヤー＆ハックルベリー・フィン

邦 画

復讐鬼 マイ・ジャスティス

イングリッド
ーネットストーカーの女ー

T.I.M. ‑ティム‑

修羅雪姫
2001年 【監督】佐藤信介 【出演】釈由美子

洋 画

洋 画

ドント・スクリーム

私は猫ストーカー
2009年 【監督】鈴木卓爾 【出演】星野真里 江口のりこ

邦 画

洋 画

洋 画

ディープ・サンクタム

邦 画

2012年 【監督】
グレン・ウィスロー 【出演】
ハリー・
トッド

洋 画

洋 画

© 2014 IERVOLINO TURCO FILM SRL

バイオレンス・フィーバー

© 2018 Universal Studios. All Rights Reserved.

佐山彩香 アヤウイ日常

からモンスターたちが襲ってくる。生き残りを賭けた熾烈

1996年 【出演】MAX

2007年 【監督】藤原健一 【出演】三浦敦子

なモンスターハントが始まる！
© 2017 Universal Studios. All Rights Reserved..

2017年 【出演】佐山彩香

邦 画

洋 画

ルーキーズ
ゴト師株式会社

バッドガール
最狂の女子高生
2016年
【監督】ベン・ブロウダー
【出演】
ジーナ・ガーション

1999年
【出演】川岡大次郎

© 2016 BKG2H PRODUCTIONS, LLC

©1999 日本スカイウェイ／衛星劇場／パル企画

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

当ホテルのVODシアターのご案内です

中面をご覧ください

2月の特集

僕の中のオトコの娘

デッド・ウェディング 鮮血の花嫁

天国から来た男たち

借王５ THE MOVIE 沖縄大決戦

ハレンチ学園

クロージング・ナイト 地獄のゾンビ劇場

2012年／102分

【監督】
ハイメ・ヴェレス・ソト
【出演】
クリスティーナ・バック

【監督】
セヴェ・シェレンツ
【出演】
レン・ウォーカー

2016年／93分

恋人のグラントと結ばれ美しいウェディングドレスに
身を包む花嫁のベッキー。仲間たちから熱い祝福を受
け、結婚式の盛り上がりは最高潮に。参列者が見守る中、
二人が永遠の愛を誓うためステージへと上がったその
時、遠くから聞こえる銃声と共に参列者の一人が突如豹
変！ゾンビと化し、周りの人々に襲い掛かってきた！
Copyright 2016 ©Wild Eye Releasing, Princ Films

2016年／96分

小さな田舎町でナイトクラブを経営するブルージー
ンは、人生をやり直すため慣れ親しんだ店を手放し、
町を去ろうとしていた。そんな最終日の店内はいつ
にも増して来店者で溢れ返り、その中には、石油を掘
り当て祝杯を挙げる4人の男たちがいた。最後の営業
は大盛況のうちに幕を閉じるはずだった…。

足立謙介、ひきこもり歴５年。再就職を
するでもなく、閑静な住宅街で父と姉の
優しさに甘え、毎日ゲームやネットサー
フィンに明け暮れて自堕落な日々を
送っていた。
【監督】窪田将治 【出演】川野直輝

2001年／115分

すべてを失った時、ひとは初めて自由に
なれる。エリート・ビジネスマン早坂幸
平は出張で訪れたフィリピンで、冤罪で
逮捕される。現地の刑務所に収容された
彼がそこで見たものは・・・。
【監督】三池崇史 【出演】吉川晃司

© 2012『僕の中のオトコの娘』製作委員会

©2001「天国から来た男たち」製作委員会

いただき!!ゲッティングなう！＃７9

シーサ。の回胴日記 第763話

1999年／105分

1970年／85分

莫大な借金を背負った3人の借王たち
が、悪徳企業と謎の女詐欺師を敵に回し
て活躍するコメディ・シリーズの第5作。

身体検査の巻
チャランポラン、チャランポランと「聖
ハレンチ学園」の授業終了の鐘が鳴り響
いた。今日の放課後は女生徒の身体検査
が行われることに・・・。
【監督】丹野雄二 【出演】高松しげお

【監督】和泉聖治 【出演】哀川翔

ⓒ 日活

ⓒ1999 土山しげる・平井りゅうじ／リイド社／日活

テイラー・スウィフト

銀河旋風ブライガー

© Pounds (LBS) Pictures Inc. All Rights Reserved 2015

デッドウォーカー・インフェルノ

ザ・シェフ 悪魔のレシピ
2017年／21分

パチンコ店元店長シーサ。のガチ実戦バ
ラエティ！

パチスロ仮面ライダーUNLIMITED SLOT
魔法少女まどか☆マギカ

パチスロ化物語
CRアナザーゴッドハーデス アドベント

【出演】
ういち 工藤舞
【監督】
スラヴコ・シュピオニャーク
【出演】ベルンハルト・ボツィアン

2015年／89分

ハメを外して遊ぼうと人里離れた山奥のキャンプ場
へやって来た特殊部隊出身のダンと仲間たち。大勢
の人々がいる中で、大人の色気を醸し出す女性リー
ンに好意を抱いたダンは、仲間たちと楽しいひと時
を過ごしていた。一夜明け、激しい頭痛で目が覚めた
ダンの背後からけたたましい悲鳴が轟いた。
COPYRIGHT © 2015 BY SLAVICA SPIONJAK ALL RIGHTS RESERVED

【監督】
ダン・プリングル
【出演】
ジアド・アバザ

2015年／120分

ロンドン郊外のサウス・コースト。週末ともなれば、
酒とセックスに溺れた若者たちが、夜な夜な暴れま
くる荒れ果てた街。有名起業家ブラウンがオープン
させたナイトクラブ スラッシュ の登場は、若者た
ちの言動に拍車を掛けた。セックス中継で有名に
なったクラブだからだ。

【出演】
シーサ。

サイレント・ナイト 悪魔のサンタクロース

【出演】
テイラー・スウィフト

【声の出演】塩沢兼人 麻上洋子 森功至

© 2007 SANKYO AGENCY,Inc.

ⓒ2014Entertain Me Europe LTD

©国際映画社・つぼたしげお

妄想ノススメ#19

キックボクシング KNOCK OUT! ＃11

モテるの法則 season8 #1

キックボクシングイベント「KNOCK
OUT」の様子や、選手一人一人の日常に
まで密着する完全ドキュメント。今回は
関西のKO兄弟 山口裕人&侑馬。2人で
歩むキックボクシングの道。
【出演】村田晴郎 石井宏樹

2014年／84分

謎のウィルスが蔓延し、瞬く間に荒廃した街。感染者は凶
暴なゾンビへと変貌を遂げ、次々に人間を襲っていた。夫
と娘を失いながらも間一髪で逃げ出すことに成功したア
リスは、途方に暮れ街を彷徨っていた。その後、非感染者
のスティーヴンと、妹を守り切れず悲しみにうちひしが
れるピーターと遭遇し、3人は行動を共にすることに。
© 2015 - EVENT FILM / EXTREME VIDEO ALL RIGHTS RESERVED

【監督】
スティーヴン・C・ミラー
【出演】
マルコム・マクダウェル

ケンコバのバコバコテレビ #140

【出演】
うかみ綾乃 深志美由紀 大泉りか

クリスマス・イブを迎えたウィスコンシン州の田舎
町。休暇中の女性保安官オーブリーのもとに、所長か
ら急な出勤要請が入った。当直のジョーダン保安官
が行方不明で人手が足りないらしい。仕方なく出勤
したオーブリーは、
「空き家から異臭がする」と通報
を受け、現場へ急行するが。

【出演】
ケンドーコバヤシ 佐々木実季
© Daifuku Planning.All Rights Reserved.

怪談のシーハナ聞かせてよ。＃7

2014年／14分

「それにしてもへんな花」/彼女
東京・大阪で行われ、チケットが即完売
となった第5回単独ライブ「それにして
もへんな花」を映像化！

2016年／55分

2016年／55分

雑誌「ムー」と完全コラボ！！オカルト
界の重鎮たちが、超常現象や都市伝説、
秘密結社、陰謀説…あらゆる 不思議 に
ついて、無責任に議論して楽しむオカル
トエンターテイメント番組。

本当に怖い話 すなわち 本物の怪談
の語り手たちが、東京・四ツ谷のお寺に
集結！地上波では怖すぎて披露できな
いような怪談を、存分に語りつくす…。

【出演】
タイムマシーン3号

【出演】
うしろシティ

【出演】島田秀平 三上丈晴 並木伸一郎

【出演】狩野英孝 せきぐちあいみ 高田のぞみ

© Contents League

© Contents League

© エンタメ〜テレ

© エンタメ〜テレ

© Tivoli Film for ARD Degeto

2016年／98分

R-15

ギャランス・マリリエ
【出演】
© 2018 Universal Studios. All Rights Reserved.

2017年／125分

【出演】ゲイリー・オールドマン

© 2017 Focus Features LLC. All Rights Reserved.

最新注目作

© 2014 THE GIRL IS IN TROUBLE LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

2015年／88分
【出演】ペーター・ローマイヤー

ウィンストン・チャーチル
ヒトラーから世界を救った男

© Cats Dancing On Jupiter

2014年／94分
【出演】
コロンバス・ショート

RAW 少女のめざめ

2015年／97分
【出演】
アマンダ・リゲッティ

チェイス・ダウン
裏切りの銃弾

2010年／90分

中国人マフィアと結託した日本ヤクザが対立する南
米系マフィアを襲撃。事前に情報を得たイライジャ・
ケイン（スティーヴン・セガール）率いる特別捜査課
（SIU）は、銃弾飛び交う両組織の抗争現場に急行す
る。ケインはヤクザの一人カツオを射殺するが、組織
を壊滅するまでには至らない。
© 2010 TRUE JUSTICE 1 PRODUCTIONS INC,ALL RIGHTS RESERVED.

【出演】小峠英二 高橋カレン
©エンタメ〜テレ

トラブルメーカー

歴史学者であり、セカンド・マスの副隊長でもあるト
ムと彼の長男であるハルそして彼らの部隊はセカン
ド・マスに必要なものを探す途中で、様々な武器を手
に入れようとしているギャング団と遭遇する。その
ギャング団を率いているのは、前科者であるジョン・
ポープだった。

【監督】
ウェイン・ローズ
【出演】
スティーヴン・セガール

2017年／7分

ギルティ 狂った衝動

2011年／40分

エスパー伊東登場！
ケンドーコバヤシとセクシー娘たちがトー
クやゲーム、セクシーミニコーナーを展開す
るお色気バラエティ番組。今回は披露宴で
引っ張りだこのエスパー伊東が登場です!

元トップアスリートに学ぶ「モテるの法則」
ゲストは貴闘力と渋谷莉孔（元ジャパン
ラグビートップリーグ）。コレさえ見れ
ばあなたもモテる男になること間違い
なし⁉あとは実践あるのみ⁉

超ムーの世界R ＃19

うしろシティ

｢米｣/妹
数々のお笑い賞レースで優勝・上位入賞
を果たしている超実力派コンビ タイム
マシーン3号 明治安田生命ホールにて
開催された単独ライブより。

沈黙の挽歌 ＴＲＵＥＪＵＳＴ
ＩＣＥ ＰＡＲＴ5

E

2016年／40分

2017年／55分

2012年／94分

Copyright© 2012 SILENT NIGHT PRODUCTIONS LLC. All RightsReserved.

フォーリング・スカイズ/敵か味方か

悩める女たち３
好評シリーズの第３弾！番組に寄せら
れた女性からの性に関する悩みに、女流
官能作家のＭＣ３人が真剣に、そして妄
想をふくらませながら答えていきます。
© エンタメ〜テレ

タイムマシーン3号
【監督】
フランチェスコ・ピコーネ
【出演】
ロベルタ・スパルタ

2013年／55分

2017年／24分

© KNOCK OUT All Rights Reserved.

TM & © 2011 TNT Originals, Inc. Turner Entertainment Networks, Inc. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved.

アメリカン・スウィートハート
2006年のデビュー以来、グラミー賞を
７回受賞、音楽業界で最も名誉ある「ア
ルバム・オブ・ザ・イヤー」を最年少で受
賞するなど、世界的スターに迫る。

第11話 燃える大雪原
警察庁長官から依頼を受けるJ9。しか
し、長官は地球4大コネクションの均衝
破壊をもくろむ火星・金星コネクション
の手先であった。

COPYRIGHT © 2015 WHITE LANTERN FILM (K-SHOP) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

デッド・ウォーカー

【監督】
グレッグ・ビーマン
【出演】
ノア・ワイリー

2014年／59分

1981年／25分

2018年／25分

舞が待ち望むワルプルギスの結果は如
何に!?そして、ういちは仮面ライダーを
気に入ってくれるのでしょうか？

