洋 画

洋 画

ジュラシック・ワールド／
炎の王国

ペンタゴン・ペーパーズ
最高機密文書

洋 画

洋 画

2014年 【監督】
ミゲル・アレクサンドル 【出演】
ピッコ・フォン・グルート

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

邦 画

修羅雪姫

借王（シャッキング）

1997年

【出演】哀川翔 志賀勝 夏樹陽子

邦 画

洋 画

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

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

邦 画

洋 画

僕の中のオトコの娘

チェイス・ダウン
裏切りの銃弾

2012年
【監督】窪田将治
【出演】川野直輝

2015年
【監督】ニコライ・ローデ
【出演】ペーター・ローマイヤー

© 2012『僕の中のオトコの娘』製作委員会

© Tivoli Film for ARD Degeto

洋 画

洋 画

2012年 【監督】
ラス・エマニュエル 【出演】
ロバート・ピカード

デッド・ウェディング 鮮血の花嫁
2016年 【監督】
ハイメ・ヴェレス・ソト 【出演】
クリスティーナ・バック

2012年 【監督】
ジョン・ハフト 【出演】
デヴィッド・キーホー

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

グレート・プラネット

レディースMAX

邦 画

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

ジョニー・ノックスヴィル アクション・ポイント／ゲスの極みオトナの遊園地

R-15

世界一おバカな遊園地へようこそ!
【監督】
ティム・カークビー
【出演】
ジョニー・ノックスヴィル／ブリジット・ランディ＝ペイン
© 2018 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

疎遠になっていた娘のブギーの訪問を受け、ここぞとばか
りに父親らしい姿を見せたいD.C.だったが、大手が運営
する最新のライドを備えた遊園地が近所にオープンした
ことから、自らが所有する遊園地「アクション・ポイント」

邦 画

洋 画

洋 画

ラスト・コマンドー女戦士と最強傭兵軍団

して、ソフィに宿ったかけがえのない命は──？

邦 画

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

© 2017 Paramount Pictures.

功させることが出来るのか？ スカイとの愛の行方は？ そ

2001年 【監督】佐藤信介 【出演】釈由美子

© 2009 Torture-Untitled, LLC All Rights Reserved.

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

日の母と自分を重ねる。かくして、ソフィはパーティを成

私は猫ストーカー

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

マザー！

© 2018 LEGENDARY AND UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED.

邦 画

洋 画

洋 画

2016年 【監督】
セヴェ・シェレンツ 【出演】
レン・ウォーカー

ファンキーランド

そんななか、ソフィの妊娠が発覚！ ソフィは思わず、若き

2009年 【監督】鈴木卓爾 【出演】星野真里 江口のりこ

クロージング・ナイト 地獄のゾンビ劇場

洋 画

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

邦 画

洋 画

洋 画

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

ファミリーズ・シークレット

フィとの間に、かつてない危機が訪れていた。

©クリエイティブアクザ

復讐鬼 マイ・ジャスティス

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

洋 画

スカイが、そこで働かないかと誘われたのだ。ニューヨー

2009年
【監督】
久保寺和人
【出演】
松澤傑

洋 画

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

パシフィック・リム
アップライジング

オープニングパーティの準備に駆け回っていた。
ていた。ニューヨークでホテルビジネスを学んでいた夫の

麻雀王子

フェイク・コップ 哀しき抗い

© 2018 Universal Studios. All Rights Reserved.

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

ドナとの夢だったホテルをついに完成させたソフィは、
人生で最高の日を迎えたはずのソフィだが、その心は揺れ

邦 画

© 2014 IERVOLINO TURCO FILM SRL

2016年
【監督】
ジュリア・デュクルノー
【出演】
ギャランス・マリリエ

アウトランダーズ

どこまでも青く輝くエーゲ海に浮かぶカロカイリ島。母の

クでの生活に魅力を感じるスカイと、母の夢にこだわるソ

RAW 少女のめざめ

ザ・レジェンド ソロン王の野望と勇者の逆襲

Film © 2017 Universal Studios. All Rights Reserved.

2012年 【監督】松村清秀 豊永利行(SET)

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

洋 画

トム・ソーヤー＆ハックルベリー・フィン

【監督】
オル・パーカー
【出演】
アマンダ・セイフライド／ピアース・ブロスナン

死ガ二人ヲワカツマデ 第二章

SEXドールズ

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

T.I.M. ‑ティム‑

死ガ二人ヲワカツマデ 第一章

洋 画

© 2017 Focus Features LLC. All Rights Reserved.

ドント・スクリーム

2017年／114分

笑顔になれる最高にハッピーなミュージカル!

2011年 【出演】千葉誠治 【出演】三元雅芸 柏原収史

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】

2017年
【監督】
ジョー・ライト
【出演】
ゲイリー・オールドマン

ディープ・サンクタム

マンマ・ミーア！ ヒアー・ウイ・ゴー

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

ウィンストン・チャーチル
ヒトラーから
世界を救った男

2012年 【監督】
グレン・ウィスロー 【出演】
ハリー・
トッド

邦 画

洋 画

洋 画

ウルフ・タウン

洋 画

4

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

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

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 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

April

© Upside Télévision 2015

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

© 2017 Universal Studios. All Rights Reserved..

バイオレンス・フィーバー

殺人ライブ

邦 画

ON AIR

2017年
【監督】
ドン・マイケル・ポール
【出演】
マイケル・グロス

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

トレマーズ コールドヘル

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

スターファイター 未亡人製造機と呼ばれたF-104

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.

© 2018 Universal Studios. All Rights Reserved.

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】J・A・バヨナ
【出演】
クリス・プラット

CO2

洋 画

の経営が窮地に陥ってしまう。イチかバチかのリスク覚悟

1996年 【出演】MAX

2007年 【監督】藤原健一 【出演】三浦敦子

でスリル満点の新しいアトラクションの開発に取り組む
ことにした彼は、遊園地を救うのと同時に、父と娘の絆を
取り戻そうとするのだが・・・!?

天国から来た男たち
2001年 【監督】三池崇史 【出演】吉川晃司

邦 画

洋 画

バッドガール
最狂の女子高生

ルーキーズ
ゴト師株式会社

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

2018年／85分

ストーリー

4月の特集

リリーと空飛ぶドラゴン

最高にハッピーなミュージカルとスリリングな物語

Episode2:魔法の国マンドランと消えた王様

きみはペット/第3話

きみはペット/第4話

リリーと空飛ぶドラゴン Episode 1:新しい魔法使いの誕生

2017年／44分

2010年／91分
【監督】
ハラルド・ジヒャリツ
【出演】
アリーナ・フロイント／タナイ・チェーダ

2008年／88分
【監督】
ステファン・ルツォヴィツキー
【出演】
アリーナ・フロイント／サミ・ヘルツォーク

世界一の魔法使いスルルンダの魔術書を受け継ぎ、
スーパー魔女となったリリー。ある日マンドランと
いう国から一通の手紙が届く。それはマンドランの
王の椅子にかけられた強力な魔法を解いて欲しいと
いう内容だった。早速、ドラゴンのヘクターと一緒に
マンドランへ向かったリリーだったが…。
© 2010 blue eyes Fiction GmbH & Co. KG / Trixter Productions GmbH & Co. KG / Dor Film Produktionsgesellschaft mbH/ Walt Disney Studios Motion Pictures (Germany) GmbH / Steinweg Emotion Pictures S.L.

ラストウォー1944

独ソ・フィンランド戦線

弟と喧嘩ばかりの元気な女の子リリーの家にある
日、一冊の魔術書と食いしん坊なドラゴンのヘク
ターがやって来た。ヘクターは世界一の魔女スルル
ンダに言われて、彼女の後継者となるスーパー魔女
を探していた。そして新たな魔女候補としてリリー
が選ばれたのだった…。

2017年／44分

初めての男ＶＳペット

誕生日の過ごし方

再会した初恋の相手・蓮實と食事に行った
スミレは、その帰りに家の前で彼とキスを
する。しかし、犬の鳴きまねでモモに邪魔を
され、蓮實は帰ってしまう。

蓮實に急接近する受付の福島さんに阻まれ
ながらも、勇気を奮って自分の気持ちを伝
えたスミレは、蓮實と付き合うことに…。

【監督】熊坂出 他 【出演】入山法子／志尊 淳
©小川彌生／講談社 ©2016「きみはペット」製作委員会

【監督】熊坂出 他 【出演】入山法子／志尊 淳
©小川彌生／講談社 ©2016「きみはペット」製作委員会

新ハレンチ学園

人気ヒット・シリーズの通算７作目。世の悪
党たちを相手に、巧妙かつ大胆に詐欺計画を
実行する３人の借王（シャッキング）たち。今
回、彼らの新たな敵となるのは、何かと世間
を騒がせている システム金融 だ。

【監督】片岡修二 【出演】的場浩司／松田一三

【監督】和泉聖治 【出演】哀川翔／志賀勝

ⓒ 2012 山平重樹/コンセプトフィルム

ⓒ2000 土山しげる・平井りゅうじ／リイド社／日活

シーサ。の回胴日記 第767話

いただき!!ゲッティングなう！＃81

© 2008 Walt Disney Studios Motion Pictures Germany GmbH / blue eyes Fiction GmbH & Co. KG / Trixter ProductionsGmbH & Co. KG / DOR Film Produktionsgesellschaft mbH / Steinweg Emotion Pictures S.L. / Classic SRL

ブラック・オプス 超極秘任務
1971年／82分

【監督】
ロディ・クロード
2015年／92分
【出演】
アダム・
Ｔ
・パーキンス／ジェイソン・ブリッツァ

2015年／119分
【監督】
アンティ・J・ヨキネン
【出演】
クリスタ・コソネン／ラウリ・ティルカネン

再生セキュリティー警備会社で緊急事態が発生。施設
内では、警報が鳴り響き、偶然居合わせた特殊部隊の元
隊員ディロンは、異常を確かめに現場へ向かうと、おぞ
ましい数の犠牲者を目の当たりにし、事態の深刻さを
察知する。その時、突如、闘争本能をむき出しにした何
者かがディロンに襲い掛かり、激しい死闘が勃発！

第二次世界大戦中の1941年からドイツ軍が駐留し
ているフィンランド。ソ連軍の執拗な攻撃により混
乱した状況の中、前線が破られ窮地に立たされた
フィンランド軍は、1944年9月に休戦協定に調印。
その条件には、ドイツ軍の即時撤退が含まれていた。

【監督】林功 【出演】宍戸錠／高松しげお

【監督】藤田敏八 【出演】高岡健二／秋吉久美子

ⓒ日活

ⓒ日活

パチンコ店元店長シーサ。のガチ実戦バラエ
ティ ! 朝から人気のバジリスク絆へ！スター
トダッシュの調子は良いが果たして結果は!?

中間キーワードの発表！ういちは移動した
スゴスロを気に入ってくれるのか…？舞は
ワルプルギスさえいかせれば逆転も見えて
いるが…？
魔法少女まどか☆マギカ スゴスロ

バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆
【出演】
シーサ。

【出演】
ういち／工藤舞
© 2007 SANKYO AGENCY,Inc.

妄想ノススメ#21

三宅智子の駅弁女子ひとり旅

2018年／27分

2017年／27分

1974年／93分

有料駐車場に勤める政行と修の二人が、新
宿の雑踏の中で幸枝とその友人ミキ子の二
人の少女と交わした会話から、政行と幸枝
の間に愛が芽生えた。その夜、二人は、政行
のアパートで何気ない一夜を過した。

モテるの法則 season8 #3

他人のSEXで生きている人々

© 2015 Wingold Corp. Pty Ltd

ターゲット・ダウン ミッション1

サイレント・マウンテン

山陽本線とふく寿司

【出演】三宅智子

【出演】
うかみ綾乃／深志美由紀／一条綺美香

バカリズムライブ

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 !?
今回のゲストは、人気セクシー女優の桃乃
木かなさんと麻里梨夏さん。

【出演】天津木村／みづきあかり

【出演】小峠英二／高橋カレン

© PARADISE TV.

©エンタメ〜テレ

超ムーの世界R ＃21

フォーリング・スカイズ

主演「升野英知」／脚本・演出「升野英知」／
作詞「升野英知」と全て自身で手がけている
ライブ作品。

怪談のシーハナ聞かせてよ。＃9

【出演】
バカリズム

【出演】
バイキング

【出演】島田秀平／三上丈晴

【出演】狩野英孝／せきぐちあいみ／高田のぞみ

© Contents League

© エンタメ〜テレ

© エンタメ〜テレ

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

©2014 松沢まり・KADOKAWA 富士見書房刊／「妹ちょ。」製作委員会

2013年／82分
【出演】
フローラ・リ・ティーマン
© OSTLICHT FILMPRODUKTION, HAMSTER FILM, A PRIVATE VIEW, NEGATIV FILM PRODUCTIONS 2013

2013年／99分
【出演】
レオン・オッケンデン
© 2013 RIOT CINEMA COLLECTIVE. All rights reserved

2014年／93分
【出演】
ジャイ・コートラエ
© Storm Vision Entertainment Pty Ltd. All rights reserved.

2017年／85分
【声の出演】
オスカー・バルベラン
© 2017,2018 Paramount Pictures

2018年／148分
【出演】
トム・クルーズ
© 2018 PARAMOUNT PICTURES.

最新注目作

【声の出演】橋本ちなみ／間島淳司／小倉 唯

ミッション インポッシブル／
フォールアウト

【監督】
フレデリック・E・O・
トーイ
【出演】
ノア・ワイリー／ムーン・ブラッドグッド

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！そ
して今回のゲストは、
「 怪 談 家 」あ り が と
う ぁみさんと「尼崎の怪談師」宇津呂 鹿太
郎さん。

タッドの大冒険
失われたミダス王の秘宝

両親再婚でいきなり兄ができた高校生 神
前美月 は新しい家族との関係に悩んでい
た。その上、義理の父親の単身赴任に母親
がついて行ってしまうことで、義兄 夕哉
とふたりっきりになることになり、悩みは
深まるばかり……。

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。

2018年8月10日、きゅりあん（品川区立総
合区民会館）小ホールにて開催された、バイ
きんぐ単独ライブ「ROYAL」を映像化！

ビギニング

美月ＳＯＳ

ポーター大佐からスキッターと意思疎通を
図れと命じられたハリスは、スキッターを
実験室の檻に移す。一方ウィーヴァーは、
ポープを連れてバイクの調達に行くようト
ムに命じる。

2016年／55分

© Contents League

2014年／23分

届かぬ祈り

2018年／6分

「ROYAL」/寿司屋

「ドラマチック」/NANDEYANEN!

最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。

2011年／42分

2018年／9分

エンド・オブ・オデッセイ

謎の暗殺集団の襲撃を受け特別捜査隊チーム（ＳＩＵ）
を壊滅させられたケイン。ジュリエットは殉職し、更に
ケインの右腕であるメイソンでさえ、自分の身を心配し
てくれる家族のため警察を辞めてしまう。ＣＩＡ時代の
戦友・マーカスや、美女ハッカーのフィンチの協力によ
り、襲撃の黒幕が東欧の犯罪王カラジックだと判明！

人気セクシー女優に学ぶ「モテるの法則」

アダルト業界に従事する人々を招き繰り広
げられるちょっとエッチなトークバラエ
ティ。今回のテーマは「人妻・バツイチＡＶ
女優座談会」。

バイきんぐ単独ライブ

ビームマシンで連れ戻せ
テレポーテーション大作戦

E

2012年／90分
【監督】
キオニ・ワックスマン
【出演】
スティーヴン・セガール／ギル・ベロウズ

© 2012 TRUE JUSTICE 2 PRODUCTIONS INC. ALL RIGHTS RESERVED.

第一次世界大戦の開戦から1年が経過した1915
年、オーストリア南部のチロル地方。ドロミテ山脈
の山間でホテルを経営するオーストリア人のグ
ルーバー家では、愛嬢リズルの婿にイタリア人のア
ンジェロを迎え、盛大な結婚パーティーが行われて
いた。
© 2014 SIGMA FILMPRODUKTION GMBH & VENT PRODUCTIONSINC. All Rights Reserved.

沈黙の嵐 ＴＲＵＥＪＵＳＴ
ＩＣＥ2 ＰＡＲＴ１

人妻・バツイチＡＶ女優編

2013年／98分
【監督】
アーンスト・ゴスナー
【出演】
ウィリアム・モーズリー／ハラルド・ウィンディッシュ

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。
© VGTRK, 2014, All Rights Reserved

2017年／55分

2013年／26分

今回ゲストに迎えるのは、
「48歳の新人ＡＶ
女優」として業界やファンの間で大反響を巻
き起こした一条綺美香さん。某メーカーの主
催する賞で優秀女優賞を受賞し、今では「奇
跡の49歳」との異名を持っている。
© エンタメ〜テレ

© EXPRESS Co., Ltd.

2014年／84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

2013年／55分

2015年／24分

三宅は岩国に向け下関から山陽本線へ。新
山口駅では、下関名物「ふく寿司」、広島名物
「あなごめし」、限定販売「黄金カレーパン」
などを調達、食べつくしの旅がはじまる。

© 2014, Russia Television and Radio

2000年／95分

2012年／70分

戦後、愚連隊や独立組織が乱立する中京は豊
橋。親分衆からも一目置かれる川尻雅彦とい
う若き男が一家を立ち上げた…。
全国に「東海のドン」の異名を轟かせた伝説
の侠の物語！

赤ちょうちん

壮絶な戦いで、生徒も先生も憤死。生き残っ
た山岸クン（千葉裕）たちは、自分たちの居
場所＝学園を探して、放浪中。そこに舞い込
んで来たのが、女子校の聖ハレヤカ学園か
らの招待状が届くが…。

ALL RIGHTS RESERVED © SOLAR FILMS 2015

借王７ THE MOVIE 2000

中京統一戦線

