2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約80本

イマジカ 映画 セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年齢
制限

配信
開始

内容

R-15

配信中

字幕／クリスマス・イヴの夜を大切な人と過ごしたい…。イヴの日を迎えたノルウェーの小さな町を
舞台に、人々のそんな願いが織り成す悲喜こもごもの群像劇を、優しい眼差しで見守った心温ま
る人生ドラマ。妻に追い出されたある男は、子どもたちにプレゼントを手渡したい一心で、サンタク
ロースに変装して家に潜り込むが…。『キッチン・ストーリー』のベント・ハーメル監督作。

アナザー・カントリー

-

配信中

字幕／1932年。パブリック・スクールで寮生活を送るガイは、将来を嘱望される優等生。親友ジャド
とも思想は違うが良い関係を築いていた。同性愛者の糾弾が強くなる中、ガイはひと目惚れした
美少年ハーコートと親しくなる。ところが、ガイがかねてより入会を切望していたエリート自治会の
新メンバー選出の折、彼を快く思わぬファウラーに秘密を握られ、糾弾されてしまう。

ナインハーフ

-

配信中

字幕／ふとしたきっかけで出会った男女の9週間半の愛を描く。ニューヨークの画廊で働くエリザベ
スは、チャイナタウンでハンサムな男に声をかけられたのをきっかけに、その男ジョンとの交際を
始める。エリザベスは素性も知らないジョンとの逢瀬を重ねていくが…。

R-15

配信中

字幕／トップモデルになる夢を叶えるため、故郷デンマークを離れてパリで暮らし始めた少女エ
マ。初めての仕事で失敗してしまうものの、その時の撮影で新進気鋭の有名カメラマン、ジェーン
と知り合う。その後、エマはクラブでジェーンと再会し、劇的な恋に落ちる。やがてエマは彼の専属
モデルとなり、華々しいモデル業界で成功への階段を駆け上がっていくが…。

黄金の七人

-

配信中

字幕／スイス銀行に眠る金の延べ棒を強奪するべく、一人の教授と謎の美女、そして6人の男た
ちが大奮闘。「ルパン三世」の元ネタとして知られる痛快クライム・アクション。妖艶な美女ジョルジ
アを従える頭脳明晰なリーダー“教授”の下、各国から集結した盗みのプロ6人が、ジュネーヴのス
イス銀行に眠る金塊7トンの強奪作戦を決行。作戦はまんまと成功するが…。

暁の用心棒

-

配信中

字幕／アメリカとの国境に近いメキシコの村に“よそ者”と呼ばれる若い男が現れる。その頃、山
賊のアギラ一味は、アメリカ政府がメキシコ政府に貸与する金貨を横取りしようと企んでいた。ア
ギラはメキシコ政府の兵士を射殺し、衣類を剥ぎ取り政府軍兵士になりすます。一部始終を見て
いたよそ者は、儲けの分け前を条件に金貨の横取りに協力すると持ちかけるが…。

荒野の復讐

-

配信中

字幕／ガンマンのハートは、愛する女性アビリーンと家庭を持つことを決める。そのために、無法
者の世界からも足を洗うはずだった。しかし、結婚式の当日に彼らは、人身売買を行うパイクと
ポークの兄弟に襲われてしまう。ハートは、九死に一生を得たものの、アビリーンがさらわれてし
まった。彼女を救うため、ハートの執念の追跡が始まる。

続・黄金の七人／レインボー作戦

-

配信中

字幕／「黄金の七人」の監督＆出演陣が再結集した続編。スケールアップした今回は南米の独裁
者を誘拐、大掛かりな作戦が進行する。ロッサナ・ポデスタの大胆な七変化も見もの。ローマでの
大仕事を成功させた“黄金の七人”は、謎の組織の依頼により、南米某国から独裁者の将軍を一
晩だけ誘拐。ついでに7000トンの金塊を略奪する“レインボー作戦”を遂行し…。

地獄の女囚コマンド

-

配信中

字幕／中東に影響力を持つビジネスマンのトーマスは、エルサルバドルで活躍した元コマンドのラ
イアンに、中東の独裁者バルストに捕われている革命勢力のリーダー、ラリスの救出を依頼する。
ライアンは、バルストの有名人好きを利用し、女性コマンド6人をファッション・モデルとして入国さ
せ、思惑通りバルストのお気に入りとなり計画が進んでいくが…。

髪結いの亭主

-

配信中

字幕／子供の頃、理髪店で至福の時を過ごして以来、女性理容師と結婚したいと願い続けてきた
中年男アントワーヌ。彼はついに、優しく美しい理容師マチルドと出会う。まさに理想の女性と出会
い、アントワーヌはようやく夢を実現し理髪店の主人となる。それから10年、顧客たちにも恵まれ、
濃密で幸せな日々を送っていたアントワーヌだったが…。

裸のチェロ

R-15

配信中

字幕／悩み多き冴えないチェロ奏者のニッコロは、人に唯一自慢できる美しい妻コスタンツァの淫
らな写真を撮影することでストレスを解消している。ところが日々の悩みはどんどん大きくなり、そ
れと比例するように妻への欲望もどんどん膨らんでいく。ついにニッコロは、オペラ公演の舞台上
で集まった観衆の目前に彼女の全裸を披露しようという、恐るべき行動に出るのだが…。

理想の結婚

-

配信中

字幕／1895年、ロンドンの社交界。独身生活を謳歌しているアーサー郷は、親友で政治家のロ
バートの妹メイベルとの結婚に踏み切れずにいた。一方、ロバートと聡明な妻ガートルードは、理
想的な夫婦として知られている。そんな彼らの前に、ウィーン社交界の華で、悪女のチーヴリー夫
人が現れ、ロバートを過去の秘密をネタに脅迫する。

クリエイター

-

配信中

字幕／最愛の妻を喪った科学者の、暴走する愛を描くロマンティックなSF。名優ピーター・オトゥー
ルがマッド・サイエンティストを妙演。ノーベル賞科学者ハリー博士は、亡き妻をクローンで蘇らせ
ようとしていた。協力してくれる女性メリーも見つかるが、ライバルによって大学から追い出される。
ある日、事故で植物状態の女性を回復させたハリーに、メリーは好意を…。

タイトル
クリスマスのその夜に

モデル 欲望のランウェイ

そして、デブノーの森へ

R-15

配信中

字幕／幸福な家庭を築きながらも社会に背を向けて生きるダニエル。彼は妻にも内緒で、セル
ジュ・ノヴァクという名で作家として活動していた。ある日彼は、義理の息子の結婚式に向かう途
中、美しい女性ミラと出会い一夜を共にする。翌日、ミラがダニエルの息子の花嫁であることが判
明するが、その後もふたりは関係を続けた。そんな中、ダニエルの元にある写真が送られてきて
…。

チャタレイ夫人の恋人／オリジナル完全版 第01～
04話

R-15

配信中

字幕／第1話 「ざわめく心」／戦争での負傷で夫が不能となり、心も体も満たされぬ貴族の夫人コ
ニーは、垣間みた森番の半裸姿に欲望のうずきを感じるが…。ヒロインをジョエリー・リチャードソ
ンが熱演。世界中で物議を醸した文豪D・H・ロレンスの問題作を鬼才ケン・ラッセル監督が全4話
構成で映像化。

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約80本

イマジカ 映画 セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年齢
制限

配信
開始

内容

バグダッド・カフェ ニュー・ディレクターズ・カット版

-

配信中

字幕／今も熱狂的なファンを持つ心を打つ物語。砂漠に佇むガソリン給油所兼モーテル兼カフェ
に、夫とケンカ別れしたドイツ人旅行者ジャスミンが辿り着く。無愛想な店の女主人は当初、彼女
を敬遠するが…。大らかで優しいジャスミンが次第に奇妙な常連客たちの心を癒していく。斬新な
映像と美しい音楽、主題歌「コーリング・ユー」が印象的な傑作人間ドラマを監督が自ら再編集。

バニシング IN 60”

-

配信中

字幕／スタントマン出身のH・B・ハリッキー監督・主演で、40分間ノンストップのカーチェイスが
人々を熱狂させた伝説のカーアクション。高級車だけを盗むプロの泥棒メインドリアンに、車が高
値で売れるという契約がとび込んでくる。仲間が全員で力を合わせなければ遂行できないもの
だったが、一人が新婚旅行で参加出来ない。しかしペースは、仕事の決行を決意する。

ヘッドライト

-

配信中

字幕／ジャン・ギャバンとフランソワーズ・アルヌールが共演した秀作メロドラマ。1年前のクリスマ
スの夜、中年のトラック運転手ジャンは、国道の側のドライブインで、ウェイトレスのクロチルドと恋
に落ちる。ところが、彼女と新たな人生を歩む決心をしたジャンは、些細なトラブルで職を失い…。
中年のトラック運転手とウェイトレスの運命的な出会いと哀しい恋の行方を描く。

マイ・ボディガード（’80）

-

配信中

字幕／マット・ディロンほか80年代ヤングスター総出演の青春ドラマ。少年クリフォードは、公立高
校に転校するやいなや不良グループに目を付けられ、毎日いやがらせを受ける。ある日、彼は2
メートル近い無口な大男を助ける。彼は人懐こいクリフォードに自分の殻に閉じこもるきっかけを
告白する。以来、ふたりの友情は深まり、友情を深め合いながら、不良たちに戦いを挑む。

モナリザ

-

配信中

字幕／刑務所帰りの男が、恋する娼婦のために身を挺して戦うラブ・ストーリー。ニール・ジョーダ
ン監督、ボブ・ホスキンス主演作。刑務所を出所したものの、前妻に娘にも会わせてもらえない
ジョージは、高級娼婦シモーヌを金持ちの客たちに送る運転手の仕事を得る。やがて2人は惹か
れはじめ、彼は危険を承知で、シモーヌが捜している行方不明の親友キャシーを探し始める。

官能小説の女

R-15

配信中

字幕／41歳の小説家ウォルターは新作を書けずにいた。そんなある日、図書館で美しい女子大
生アグネスと出会う。言葉を交わすうちに互いに惹かれ合い、いつしか体を重ねる関係へと発展し
ていく。やがて自分とのことを書いてほしいというアグネスのため、ウォルターは彼女との出会い
からこれまでの愛欲の日々を小説として書き始めるが…。

赤いアモーレ

R-15

配信中

字幕／孤独な男と貧しい女の激しく、切ないある愛の物語。原作者の夫でもあるセルジオ・カステ
リットが監督・脚本・主演を務め、ヒロインをペネロペ・クルスが好演。外科医のティモーテオの娘が
事故を起こし病院に担ぎ込まれた。瀕死の娘を前に深く動揺しながらも、かれは、15年前に運命
のいたずらで出会い、そして永遠の別れをすることなった美女イタリアのことを…。

ジェイン・エア

-

配信中

字幕／幼くして両親を亡くし、叔母に引き取られたジェイン・エアは、慈善寄宿学校に入れられてし
まう。辛い学校生活を耐えてジェインは成長し、ロチェスター家の家庭教師となる。やがて、暗い影
のあるロチェスター卿に惹かれ、ロチェスター卿も聡明な彼女に惹かれていくが…。過酷な運命を
乗り越えて逞しく生きる女性の姿を描く、シャーロット・ブロンテの名作を映画化。

フランケンシュタインと地獄の怪物（モンスター）

-

配信中

字幕／フランケンシュタイン博士に憧れる若き外科医のサイモンは、墓場から死体を盗み出して
は人造人間作りの研究をしていた。しかし警察に見つかり、精神異常として精神病院へ送り込ま
れる。ところが病院には、死んだと思われていたフランケンシュタイン博士が働いていて…。ハ
マー・フィルム製作のフランケンシュタイン・シリーズ最終作。

R-15

配信中

字幕／第1話 「甘美なる欲望」／イタリア・ルネサンス期を支配した一族を描く歴史ドラマのシーズ
ン2。絢爛豪華な仮面の裏に渦巻く愛欲と陰謀を描いた超大作。1494年、ボルジア家当主にして
バチカンの頂点である教皇に上り詰めたロドリーゴだったが、ペドロ・ルイスとホアンという2人の愛
息を亡くし精気を失っていた。その頃三男であるチェーザレは…。

-

配信中

字幕／資産家の牧場主トマス・フェルトンが、遺産を狙った妻サマンタに殺された。しかし遺産の
受取人が甥のジョニーになっていることを知ったサマンタは、殺し屋を雇い、彼を殺害しようとす
る。その頃、伯父の死に疑問を持ったジョニーは、真相を探るため町に入っていく…。主人公が、
伯父の遺産を狙う悪党たちと戦いを繰り広げる姿を描いたマカロニ・ウエスタン。

タイトル

ボルジア 欲望の系譜 シーズン2 第1～12話（最終話）

皆殺し無頼

恐怖の雪男

-

配信中

字幕／ヒマラヤの村で暮しながら薬草の研究をしている植物学者のジョンは、かつて雪男に関す
る論文を執筆したことがあった。ある日、友人の登山家たちが雪男の捜索を手伝ってほしいとジョ
ンのもとを訪れる。ジョンは、彼らとともに雪男がいるという山に向かう…。『吸血鬼ドラキュラ』の
ピーター・カッシング主演で、自然の恐ろしさと雪男の恐怖を描く。

女優マルキーズ

-

配信中

字幕／17世紀のフランス。リヨンの貧民街に生まれた踊り子のマルキーズは、劇作家モリエール
に見出され、劇団の看板役者グロ・ムネの求婚を受け入れパリへと旅立つ。その美しさが評判と
なり、国王ルイ14世をも魅了し宮廷の人気者となる。やがて若き劇作家ラシーヌとの間に新しい恋
も芽生え、彼女の前途は明るく見えたが…。欲望と情熱に生きた女優の波乱の人生を描く。

道

-

配信中

字幕／過酷な運命にも純真であり続けた少女と粗暴な道化師の男の旅。ニーノ・ロータの哀愁漂
う音楽が心に響く、名作ドラマ。オートバイで旅回りを大道芸人ザンパノは、少女ジェルソミーナを
助手として雇っていた。やがて彼は強引にジェルソミーナを妻にするが、他の女を追い掛け回すな
ど野卑な態度を取り続けていた。ある時、ふたりは曲馬団の一員である綱渡り芸人の青年と…。

白い記憶の女

-

配信中

字幕／骨董商を営むイギリス人のアランは、出張でコペンハーゲンを訪れる。そこでドイツ語に堪
能な女性カリンを紹介されたアランは、ひと目で恋に落ちる。彼女の虜になったアランは、結婚を
申し込む。カリンは喜んで受け入れ、イギリスでの新婚生活をスタートさせるが…。リチャード・アダ
ムズの長編小説を基に、惹かれ合う男女の数奇な運命を描くエロティック・ミステリー。

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約80本

イマジカ 映画 セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年齢
制限

配信
開始

内容

白衣に秘められた幻想

-

配信中

字幕／ローマの大富豪で、病床に伏せていた初老の男の元に派遣されてやってきた看護婦は、
色気たっぷりのセクシーな女性だった。その妖艶なたたずまいと物腰は、まるで男たちを挑発して
いるかのようだった。務めたウルスラ・アンドレスが主演を務める官能ドラマ。大富豪の邸宅に派
遣されたセクシーな看護婦をめぐる情欲の物語。

アポロンの地獄

-

配信中

字幕／古代ギリシャ。山中で男が赤ん坊を捨てた。捨て子は、コリントスの王ポリュボスに拾わ
れ、王妃メローペの手で育てられ、逞しい若者エディポとなる。ある日、友人に本当の子でないと
罵られたエディポは父母に問いただすが、真実を知るため神託を聞きに旅に出る。ギリシャの詩
人ソポクレスの戯曲で有名な＜父殺し＞オイディプス王の伝説を美しい映像と音楽で描く。

シャドー

-

配信中

字幕／イタリアン・ホラーの巨匠となった、アルジェント監督の意欲作。新作小説のプロモーション
でローマにやってきたミステリー作家ピーター・ニールは、ホテルに着くと、部屋にローマ警察の
ジェルマニ警部とアルティエリ刑事が待っていた。彼の新刊を盗んだエルザが何者かにナイフで首
を切られて死亡したからだ。そこヘ「お前の小説通りやった。もっとやるぞ」と…。

ハイランダー2／甦る戦士

-

配信中

字幕／1999年、オゾン層の壊滅的状況に、マクラウドは地球全体を覆うシールドを開発し、世界の
危機を救う。25年後。かつてはラミレスと共に不死身のハイランダーだったマクラウドは、今は老体
となり人間へと変わっていた。そんな時、シールド破壊を目論むルイーズがマクラウドに接近す
る。永遠の生命を与えられ、果てしない闘争を運命づけられた超人の活躍を描く。

ハイランダー3／超戦士大決戦

-

配信中

字幕／16世紀の日本。世界支配を目論んだ魔術師ケインは、霊山の洞窟に閉じ込められる。時
が経ち、1994年のニューヨーク。日本の大企業が伝説の霊山ニリの付近に工場を建てたことから
ケインが復活。時を超え、再びハイランダーと魔術師の壮絶な戦いが繰り広げられる。永遠の生
命を与えられ、果てしない闘争を運命づけられた超人の活躍を描く、シリーズ完結編。

みじかくも美しく燃え

-

配信中

字幕／夏の終わり、スウェーデンの森の中に陸軍中尉で伯爵貴族のシクステン・スパーレとサー
カスの綱渡りのスター、エルヴィラ・マディガンの姿があった。シクステンには妻子があったが、エ
ルヴィラとの愛を守るため脱走してきた。ところがシクステンの身分が同宿人にばれてしまい…。
スウェーデンで実際にあった心中事件を題材にした美しき悲恋の物語。

タイトル

ユーリー・ノルシュテイン傑作選

-

配信中

字幕／世界最高のアート・アニメーターであるユーリー・ノルシュテイン監督の代表作6作品を、HD
修復版で放送。切り絵で描かれた繊細な画面が、世界唯一のHD高画質で甦ります。収録作品：
「25日・最初の日」「ケルジェネツの戦い」「キツネとウサギ」「アオサギとツル」「霧の中のハリネズ
ミ」「話の話」

わたしは目撃者

-

配信中

字幕／盲目の男フランコと姪のローリーはある夜、男たちの言い争いを聞く。翌朝、カラブレジ博
士がプラットホームから突き落とされた記事を見たローリーは、昨夜見た男が博士であることをフ
ランコに報告。彼は記者に、写真を撮ったカメラマンに連絡してもらう。しかし今度は、カメラマンが
殺されてしまう。イタリアン・ホラーの巨匠ダリオ・アルジェントが手がけたサスペンス。

歓びの毒牙

-

配信中

字幕／イタリアへやってきた作家サム・ダルマスは、ある画廊で男女が格闘しているのを目撃す
る。女を助けようとしたサムは男をとり逃し、逆に嫌疑をかけられる。刺された女モニカは、命に別
条はなかったが連続殺人事件の四人目の被害者だった。疑いが晴れたサムは事件を不審に思い
本格的に捜査を開始する。後年のアルジェント映画に欠かせない要素が詰まった猟奇的サスペン
ス。

奇跡の丘

-

配信中

字幕／ベツレヘムの大工ヨゼフの婚約者マリアは、聖霊によって懐妊し、子はイエスと名づけられ
た。成人したイエスは、ヨハネのもとで洗礼を受けるが、その時、天よりイエスが神の子であると告
げられる。神の国の福音を説き、広め、数々の奇跡をおこなうイエス。しかし、世は彼の教えに悔
い改めるものばかりではなく…。イエスの生涯を「マタイによる福音書」に基づき映画化。

R-15

配信中

字幕／キャンプ場でバカンスを楽しむ3人の少女たちは、ボート遊びの最中、嵐に遭い遭難してし
まう。キャロリーヌが目覚めると、孤島の小屋で裸で寝かされていた。他のふたりと再会すると3人
はある家を見つけるが、そこで若い女性と中年の男性が愛し合っているのを見てしまい…。フラン
スのリゾート地を舞台にし、3人の少女たちを瑞々しく描いた官能のドラマ。

第27囚人戦車隊

-

配信中

字幕／1943年、ドイツ軍第27機甲師団の男たちは、ロシア軍の物資を運ぶ列車の破壊を命じられ
る。彼らは全員受刑者で、危険な前線へ出ることで赦免され、任務に成功すれば長い休暇と安全
な部隊への移動を約束されていた。男たちは敵陣に潜入。武器倉庫を襲い、軍服を手に入れてロ
シア兵に変装し、列車の爆破を成功させるが…。ナチス・ドイツ末期を描いた戦争映画。

美しき諍い女

-

配信中

字幕／画家ニコラと恋人マリアンヌは画商に招かれ、老画家フレンホーフェルの邸宅にやってき
た。フレンホーフェルは、10年前に妻をモデルに描いた『美しき諍い女』の制作を中断して以来、筆
を握っていなかった。しかし彼はマリアンヌに“美しき諍い女”を見出して制作を再開する…。老画
家と美しいモデルの官能的で緊張感溢れるドラマ。

要塞警察

-

配信中

字幕／L.A.の荒廃地区。ギャングに命を狙われた男は、近くの警察署に逃げ込む。しかし、警察署
は移転準備中で、僅かな職員しか残っておらず、瞬く間にギャングたちに取り囲まれてしまう。臨
時の署長を命じられていた警部補は、彼らとの共闘を決意する。襲撃を受けて孤立した警察署を
舞台に、協力せざるを得なくなった警察官と犯罪者が極限状況下で繰り広げる。

5時から7時の恋人カンケイ

-

配信中

字幕／NYで暮らす作家志望の青年ブライアンは、街角で煙草を吸っていたフランス人女性アリエ
ルに一目惚れする。ふたりはすぐに意気投合するが、間もなく彼女から驚きの事実が明かされる。
自身は外交官の妻で、ふたりの子持ちだというのだ。さらには夫や子どもたち、夫の愛人まで紹介
されて戸惑うばかり。彼女から“5時から7時の不倫関係”を提案され…。

青い性

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約80本

イマジカ 映画 セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年齢
制限

配信
開始

内容

おっぱいとお月さま

-

配信中

字幕／9歳の少年テテは、弟が生まれママのおっぱいを奪われたと感じ、自分だけのおっぱいが
欲しいと月に願った。願いは現実になり、テテは海辺の見せ物小屋にやって来た踊り子エストレ
リータのおっぱいにひと目で虜になる。電気工の青年ミゲルも彼女に恋をし、ふたりは互いに牽制
しながら彼女にまとわりついた。そんなある日、ミゲルの親友がバイクで事故死してしまい…。

サスペリアPART2 完全版

-

配信中

字幕／テレパシー能力のあるヘルガが、超心霊学会で悲鳴をあげた。彼女は、会場にかつて人を
殺し、また誰かを殺そうとしている人間がいることを告げる。しばらくして、ヘルガが殺されるという
事件が起きる。ヘルガの部屋から悲鳴を聞いてかけつけた音楽家のマークは、途中の廊下で見
た不気味な一枚の女の肖像画が、ヘルガの死に驚いて再び廊下に出た時…。

ノスタルジア

-

配信中

字幕／詩人のアンドレイ・ゴルチャコフは、自殺したロシアの音楽家の足跡を追うためイタリア中部
のトスカーナ地方にやって来た。古都シエナの村で、彼は人々に狂人扱いされている老人ドメニコ
に出会う。ドメニコはアンドレイに、世界救済のためろうそくの火を消さずに広場を渡るよう依頼す
る。そして彼はローマにあるウレリウス皇帝の騎馬像にのぼり…。

フェノミナ［インテグラルハード完全版］

-

配信中

字幕／昆虫と交信する能力を持つジェニファーは、チューリッヒの寄宿学校に入学した。一方、北
欧から観光に来た女性が何者かに殺害された事件を捜査する警察は、昆虫学者マクレガー博士
を訪ねていた。奇怪な夢にうなされ、夢遊病者のようにベッドを出た彼女は、道路をふらふらと歩
き、若者に拉致されそうに。そこで、マクレガー博士の助手である猿のインゲに出会うのだった。

フェリーニのアマルコルド

-

配信中

字幕／1930年代の北部イタリアでは、豪華客船レックス号が話題をさらったり、ファシズムによる
厳しい制圧があったりと、騒々しい状況が続いていた。町の年上の女性に恋する15歳の少年チッ
タは、季節が変わるごとに彼女への想いを募らせている。ある時、映画館でアプローチを試みる
が、彼女にはまったく相手にされない。それどころかタバコ屋の太ったおばさんに…。

ブラボー小隊 恐怖の脱出

-

配信中

字幕／アメリカのルイジアナ州兵“ブラボー小隊”は、湿地帯での訓練中に密林に迷い込んでし
まった。川辺にあったカヌーを無断で借りて湖を渡ろうとした彼らを、独自の文化を育むケイジャン
と呼ばれる現地民が襲撃。指揮官である軍曹が殺害されてしまった。ケイジャンに強気で挑んだ
隊員たちが、彼の仕掛けた罠や銃撃に遭い次々と殺されていき…。

配信中

字幕／ロサンゼルス郊外の町サン・フェルナンド・バレーに、“ブルー・イグアナ”というストリップ・ク
ラブがあった。ここでは5人のダンサーが毎夜、華やかで官能的なショーを繰り広げている。しか
し、華やかな表舞台とは裏腹に、彼女たちは悩みや問題を抱えていた。エンジェルはロシア人の
殺し屋に好意を寄せられている。
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配信中

字幕／海とオレンジ畑に囲まれた港町のカフェの娘マルティナは、新任の高校教師ウリセスと恋
に落ちて結婚。だが些細なスレ違いを機に妻と新生児の息子を残して家を出たウリセスは、嵐の
海で消息を絶ってしまう。数年後、富豪と再婚したマルティナの元に思わぬ人物から電話があり
…。『おっぱいとお月さま』の名匠ビガス・ルナが、男女の抑えきれない愛を壮絶に描いた恋愛映
画。

若妻の匂い

-

配信中

字幕／左翼系の判事のジェイコブは、裕福な家庭出身で、北イタリアで職務に就いている。彼の
妻アンナは若く、留守がちな夫に不満を抱いており、彼女にはいまだ子供もいないことがいっそう
精神的に不安定にさせていた。一家と一緒に住んでいた若い家政婦のアンジェラは開放的で、付
き合っている男性も多かった。そんな彼女がアンナに接近し、あるゲームに誘い…。

白鯨 後編：因縁の対決

-

配信中

字幕／家族を殺され怒りに満ちたモビー・ディックが、捕鯨船ピークォド号を襲った。白鯨は乗組員
10名の命を奪い、深海の底深く消えてしまう。さらなる復讐心に燃える船長のエイハブは、白鯨だ
けを追うよう命令する。船は再び長い航海を始めるが、不幸にも凪に見舞われ、先へ進まない。乗
組員たちは疲労から衝突を繰り返し、対立を深めていく。

白鯨 前編：冒険者たち

-

配信中

字幕／捕鯨船ピークォド号は、一等航海士のスターバック、新人乗組員のイシュメールらを乗せて
大海原を進んでいた。船長のエイハブは、かつて“モビー・ディック”と呼ばれる巨大な白鯨に片足
を食いちぎられている。彼は自分の片足を奪った白鯨に対し、並々ならぬ復讐心を燃やしていた。
やがて長い航海の末、一行はついにモビー・ディックの家族を捕らえたが…。

罠の女

-

配信中

字幕／幸せに暮らしていた夫トルーマンと妻パトリシア。しかし、トルーマンが勤める会社にアレッ
クスが重役として就任してくると、トルーマンはアレックスに突然解雇されてしまう。トルーマンはそ
れを苦に自殺。愛する夫を失い絶望の淵に立たされたパトリシアはアレックスを憎み復讐を誓う。
やがて何食わぬ顔でアレックスの息子ロビーの家庭教師になり一家に潜入した彼女は…。

エデンより彼方に

-

8月1日～

字幕／1957年、コネティカット州。ブルジョワ家庭の主婦キャシーは、一流企業の重役である夫フ
ランクの貞淑な妻として、2人の子供の良き母として一目置かれる存在。ある日、フランクが酔いつ
ぶれて警察に保護されるという事件が発生。動揺するキャシーにフランクは何も説明しようとしな
かった。数日後、フランクから残業の連絡を受けたキャシーは、夕食を持って会社に…。

スキャンダル

-

8月1日～

字幕／ヒットラーの軍隊が侵入してくる数か月前のフランス・プロバンス。薬局を経営するエリアー
ヌは、大学教授の夫アンリーと15歳の娘と暮していた。ある日、店の雑役夫のアルマンが女店員
のジュリエットと間違えて、エリアーヌを暗闇で抱いてしまう。彼女はアルマンを叱るが、彼女には
彼の肉体が忘れられない。彼女の欲望を感じ取ったアルマンはエリアーヌに近づき…。

ハーフ・ア・チャンス

-

8月1日～

字幕／レストラン経営者でありながら宝石泥棒の顔を持つジュリアン・ヴィニャルと、元エリート軍
人で今は中古高級車販売業者のレオ・ブラサックのもとに、高級車窃盗常習犯のアリスが突然現
れる。彼女は亡き母ジュリエットの遺言で、ふたりのどちらかが自分の父親だと知らされていた。
ジュリアンとレオは自分が父親だと張り合うが…。

タイトル

ブルー・イグアナの夜

マルティナは海

-

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約80本

イマジカ 映画 セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年齢
制限

配信
開始

内容

ヒッチハイク

-

8月1日～

字幕／イタリアの新聞記者ウォルターは、妻イブと取材を兼ねてアメリカを旅していた。ネバタから
ロスへと戻る途中、イブはヒッチハイクの若い男アダムを乗せる。ところがアダムは、200万ドルを
盗んだ強盗殺人犯だった。アダムに縛られ身動きが取れなくなったウォルターの前で、アダムはイ
ブを犯し、ウォルターに銃を突きつける。しかしその時、イブがアダムに向けて…。

ブーベの恋人

-

8月1日～

字幕／1944年の終戦後、イタリアの田舎町にある一家に、ひとりの青年が訪ねてきた。彼は、住
人の少女の異父兄の最期を報告するために立ち寄ったのだという。以来、少女と青年は文通の仲
になるが、後日改めて家にやって来た青年は、彼女の気持ちも確かめないままに、父親から婚約
の許しを得てしまう。さらに数ヶ月が経ったある日、青年はまた少女の家を訪ねてくるが…。

ユリシーズ

-

字幕／トロイ戦役終了後、ギリシャ軍は凱旋の途につく。木馬作戦でトロイを陥落させたイタカの
領主ユリシーズもその中のひとりだった。彼の后ペネロペは夫の留守中、腹黒い王族から再婚を
8月1日～ 強いられていた。ユリシーズは部下とともに故郷へ向け出帆したが、海神の怒りにふれて暴風雨
に遭い見知らぬ国に漂着する。その国の姫ナウシカアは海岸で記憶を失ったユリシーズを発見す
る。

ルートヴィヒ／神々の黄昏［復元完全版］

-

8月1日～

字幕／1864年、18歳のルートヴィヒは、父の後を継ぎバイエルン国王になった。彼はオーストリア
皇帝の妃で従姉のエリザベートを慕っており、公的な生活から解放されると彼女とともに音楽や詩
について語り合った。ルートヴィヒは作曲家リヒャルト・ワーグナーに心酔し財政的援助を行ってい
たが、人々の非難を呼びおこしていた。

ロード島の要塞

-

8月1日～

字幕／紀元前3世紀、地中海貿易の拠点ロード島。アテネの勇敢な戦士として知られるダリオは、
伯父リッシポが住む平和なこの島を訪れ、相次ぐ戦いの疲れを癒していた。ある日、島の港に完
成した巨大なアポロ像の除幕式が行われる。実はこの巨像は王の権力を象徴する大要塞でも
あった。その夜、ダリオは建築家の娘ディアラに誘われてアポロ像の地下室に迷い込み…。

熟れたアモーレ
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8月1日～

字幕／エリートで仕事を優先する夫との生活に満たされずにいた主婦10年目のジュリアナは、
パート先のスーパーで、毎日のように惣菜パンを買っていく男性のことが気になっていた。ある日、
店に強盗が入り、ジュリアナは人質になってしまう。その時、怯える彼女を救ってくれたのはあの男
性だった。実は、この男性レオナルドは、張り込みをしていた刑事で…。

タイトル

青い体験［最高画質版］

-

字幕／シシリー島で暮らす生地商のイグナツィオは、妻を亡くしてから長男アントニオ、次男ニー
ノ、三男エンジーノと男だけの生活を送っていた。ある日、若く美しい娘アンジェラが、お手伝いとし
8月1日～
てやって来る。イグナツィオは優しく気の利くアンジェラが気に入り、何かと彼女の気を引こうと躍
起になる。ところがアントニオも、アンジェラの魅力の虜になっていたのだった。

続・青い体験［最高画質版]

-

8月1日～

字幕／兄が仕事で留守の間、美しい妻ラウラの護衛を頼まれた少年サンドロ。その日から、どこ
に行くにもラウラから離れないようになった彼は、友達と遊べる時間が極端に減ってしまい、彼に
想いを寄せるロージーも寂しそうにしている。それを見たラウラはサンドロに恋の手ほどきを始め
る。しかし、サンドロにはロージーよりグラマーで美しいラウラの方がはるかに魅力的に映り…。

