
2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約100本

※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。

タイトル 視聴年
齢制限

配信
開始

内容

アイスブレイカー 超巨大氷山崩落 - 5月1日～
字幕／極寒の南極で身動きが取れなくなった砕氷船。乗組員の命は１人の勇気ある決断に委ねら
れた！生々しい緊迫感と迫力の映像で描くディザスター・パニック。

アンツ・パニック 巨大蟻襲来 - 5月1日～
※本作品には過激な描写が含まれます。／字幕／トラウマ級の超巨大蟻が襲来！人々に襲い掛
かる巨大な蟻の恐怖の中、モーターサイクルが駆け巡るモンスター・パニック・アクション。

くちびるに歌を - 5月1日～

“15歳”だったすべての人へ--生涯忘れない、涙の感動作。長崎県の五島列島へ、代理の音楽教
師として数年ぶりに故郷に戻った柏木ユリ。嫌々合唱部の顧問になった柏木は、明るくふるまう15
歳の生徒たちが、実は誰にも言えない悩みを抱え、みんながひとつになる合唱に救いを求めていた
ことを知る。そして、自らもピアノにも生徒たちにも向き合うようになっていく…。

サミュエル・フラーのシャーク！［HDリマ
スター版］

- 5月1日～
字幕／サミュエル・フラーがバート・レイノルズを主演に迎えて挑んだパニック・アクション。紅海に突
如現れた人食いザメとダイバーとの闘いをリアルに描く。

ソラニン - 5月1日～

自由を求めて会社を辞めた芽衣子と、フリーターをしながらバンドを続ける種田。未来に確信が持
てず、寄り添いながら東京の片隅で暮らす2人。だが、芽衣子の一言で、種田はあきらめかけた想
いを繋ぐ。種田はバンド“ロッチ”の仲間たちと新曲「ソラニン」を完成させレコード会社に持ち込むが
反応のないまま日々は過ぎていく。そんなある日、種田がバイクで事故にあってしまう。

パニック・スカイ フライト411 絶体絶命 - 5月1日～
字幕／高度3万フィートを飛ぶ旅客機は、地獄の密室となった！主人公の体に埋め込まれたマイク
ロチップを巡る壮絶な戦いを描く航空パニック・アクション。

ビッグ・バグズ・パニック - 5月1日～
字幕／巨大昆虫に支配された世界で、生存者たちの闘いをコメディ・タッチで描いたパニック・アク
ション。

ヘルタースケルター R-15 5月1日～

最高のショーを、みせてあげる。芸能界の頂点に君臨するトップスターりりこ。しかし、りりこには誰
にも言えない秘密があった。彼女は全身整形。「目ん玉と爪と髪と耳とアソコ」以外は全部つくりも
の。整形手術の後遺症がりりこの身体を蝕み始め、美容クリニックの隠された犯罪を追う者たちの
影がちらつく…。

リヴォルト - 5月1日～
字幕／南アフリカ・イギリス合作によるSFアクション。荒廃した地球を舞台に、記憶を失った元兵士
と医者を名乗る女が、巨大殺戮マシーンからの逃避行を繰り広げる。

沈黙の鉄拳 - 5月1日～
※本作品には過激な描写が含まれます。／字幕／スティーヴン・セガールとキオニ・ワックスマン監
督がタッグを組んだアクション・ムービー。元特殊部隊の男が、美女を助けて中国マフィアたちと死
闘を繰り広げる。

沈黙の復讐 - 5月1日～
字幕／スティーヴン・セガール主演のハード・アクション。捜査中に仲間を失った国際麻薬捜査部隊
員が復讐のため組織に立ち向かう！

美しい絵の崩壊 R-15 5月1日～
※本作品には性的表現が含まれます。／字幕／ナオミ・ワッツとロビン・ライトが禁断の恋に挑戦。
親友同士の女性がお互いの息子と恋に落ち、崩壊へ向かう二組の家族を描く官能ドラマ。

ムービープラス/ワーナーTV

◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/MOVIEWB01）よりご確認ください。
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ムービープラス/ワーナーTV

◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/MOVIEWB01）よりご確認ください。

her／世界でひとつの彼女／吹替 PG-12 配信中

吹替／“一人（セオドア）とひとつ（サマンサ）”の恋のゆくえは果たして--。そう遠くない未来のロサン
ゼルス。セオドアが最新のAI（人工知能）型OSを起動させると、画面の奥から女性の声が聞こえる。
彼女の名前はサマンサ。一緒に過ごす時間はお互いにとって今までにないくらい新鮮で刺激的。し
かし感情的で繊細な彼女は彼を次第に翻弄するようになり…。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第01話／吹替 - 配信中

吹替／第1話 混沌の一歩／ライアン率いる新しいディヴィジョンが活動を開始する。ニキータとマイ
ケルの最初の使命は、逃亡したエージェント、マーティンを捕まえること。だが、二人はマーティンに
振り回され、追われる身となったうえあげく、マイケルが逮捕されてしまう。その頃、アレックスは、お
姫様アレクサンドラ・ウディノフとしてロシアに戻っていたのだが…。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第02話／吹替 - 配信中

吹替／第2話 囚われた魂／ニキータとマイケルは、ライアンの要請で、元エージェントのウェイドに
監禁されていたライザという少女をディヴィジョンに保護する。ライザはウェイドに洗脳され、ある駐
米大使を殺害しようとしていた。だが、ずっと口を閉ざしていたライザがニキータに心を開き始めた
矢先、ウェイドが再びライザを連れ去る。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第03話／吹替 - 配信中

吹替／第3話 贖い（あがない）／国内テロリスト集団を壊滅させるために潜伏任務に就いていた元
ディヴィジョンのエージェント、ミアが逮捕される。ニキータとアレックスは、ライアンの要請でミアの
脱走を援助しに向かうが、ニキータは、新生ディヴィジョンがなぜパーシーの代からの任務を継続し
ているのかを疑問に思う。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第04話／吹替 - 配信中

吹替／第4話 奪われた記憶／アマンダは、ロシアの刑務所に捕らわれているオーウェンを脱獄させ
るために、ディヴィジョンのエージェント、アンを送り込む。だが、アマンダたちから何とか逃れたオー
ウェンは、ニキータがディヴィジョンの一員になっていることにショックを受けながらも、彼女の元に
戻ってくる。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第05話／吹替 - 配信中

吹替／第5話 虚像の世界／ある日、ディヴィジョンに驚くべきニュースが舞い込む。ディヴィジョンか
ら逃亡し6年間潜伏していた元エージェント、マルコフが、ウズベキスタンの大統領に就任し、アメリ
カ大統領の暗殺を企んでいるというのだ。ニキータたちは、無事に大統領を守るのだが、ディヴィ
ジョンは、その存在が一般市民に知られたらつぶされてしまうのだとライアンから知らされる。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第06話／吹替 - 配信中

吹替／第6話 新たなレッスン／ニキータとマイケルは、アリに「サイドスワイプ」というミサイル妨害
装置を売ろうとしていた、ディヴィジョンの元エージェント、サイラスの身柄を拘束する。ニキータは、
サイラスをおとりにしてアマンダを捕まえようとライアンを説得するが、サイラスは罠をくぐり抜け逃
亡してしまう。だが、ニキータに引き渡し場所を教えたため…。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第07話／吹替 - 配信中

吹替／第7話 凶刃／アマンダは、ソーニャの頭に埋められた殺人チップを復活させるが、バーコフ
が解除手術を決行しソーニャは命の危機から救われる。一方、ニキータ、マイケル、ライアンの三人
はソーニャを使ってアマンダのアジトを突き止める計画を立て、バーコフは、アマンダのスパイを捕
まえるために罠を仕掛ける。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第08話／吹替 - 配信中

吹替／第8話 癒されぬ傷／逃亡エージェントで元“クリーナー”のリアムが、麻薬カルテルの幹部に
雇われ、手下を始末するためにメキシコの農園に向かう。その情報を聞きつけたライアンは、ニ
キータとオーウェンに追跡を命じる。オーウェンと活躍するニキータと、少し離れたポジションにいる
マイケル。彼らの間にできた溝はしだいに深まるばかりだった。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第09話／吹替 - 配信中

吹替／第9話 戻れない過去／ディヴィジョンは、逃亡エージェントでサバイバル法の教官レイが、盗
品の軍用機器を売りさばき、その代償として金ではなく武器類を手に入れているという情報を得る。
ある日、レイがケイトを誘拐し森の中に拉致するが、ライアンの要請でニキータとオーウェンが、無
事にケイトを救出する。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第10話／吹替 - 配信中

吹替／第10話 迷い道／マイケルは、フィールド・エージェントとして活動することを諦め、現在ディ
ヴィジョンのオペレーションに携わっている。だが、ニキータは、ハイデッカーがコソボ副首相の失っ
た下肢を見事に復活させたという情報を知り、早速コソボに向かう。ニキータは、ハイデッカーに接
触しマイケルの右手を再生させる約束を取り付けるが…。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第11話／吹替 - 配信中

吹替／第11話 ブラック・バッジ／ある日、CIA分析官のナオミがブラック・ボックスを持つ者しか知り
えないマデリン・ピアースとディヴィジョンに関する大量の情報が入ったフラッシュドライブを発見し、
ケンドリック長官に報告する。危機を感じたケンドリックは、すぐライアンに連絡するが、アマンダは
ニキータたちの先手を打ち…。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約100本

※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。

タイトル 視聴年
齢制限

配信
開始

内容

ムービープラス/ワーナーTV

◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/MOVIEWB01）よりご確認ください。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第12話／吹替 - 配信中

吹替／第12話 逃亡者／アリがニューヨークに現れる。ニキータとオーウェンはFBIよりも早くアリに
接触しようと駆けつけるが、アリは、アマンダと手を組んでいるテロリストたちの名前を教える代わり
に5000万ドルを要求する。金で人命を買えというアリの申し出にニキータは怒りを覚えるが、ライア
ンが5000万ドルの支払いを検討していることを知り…。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第13話／吹替 - 配信中

吹替／第13話 再会／ブラック・ボックスの支配権を得ようと、アマンダの魔の手がアリの息子ステ
ファンに迫る。ディヴィジョンの保護下にいるアリは、息子の救出をニキータに懇願し、ニキータとア
レックスは、早速現場に駆けつける。だが、ステファンの世話人クリーグが、ニキータとアマンダの両
方を捕らえたため、二人は協力して脱出するはめになる。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第14話／吹替 - 配信中

吹替／第14話 選択／アマンダは、アレックスを釈放する条件としてアリの身柄引き渡しを要求す
る。マイケルは、取引要員としてニキータとショーンの二人を指名するが、ライアンは、直前になって
オーウェンを加える。その頃、とらわれの身となっているアレックスは、もう一人の人質ラリッサと親
しくなり、二人で脱出することを誓っていた。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第15話／吹替 - 配信中

吹替／第15話 悪い種子／ニキータは、ディヴィジョンがチャドの大統領をパリ滞在中に抹殺するべ
きだと明言するが、アレックスはその任務には参加しないときっぱり断る。アレックスは、ニキータ
が、かつてのパーシーのように誰にも話さない秘密を持っていることに腹を立てていた。そして、政
府との間で厄介なことが起きた時の武器として、ある秘密を探ろうとする。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第16話／吹替 - 配信中

吹替／第16話 悪魔の贈り物／新しい義手の存在を知ったニキータとマイケルは、義手を装着すれ
ば昔の“マイケル”を取り戻せるかもしれないと期待する。だが、それを手に入れるためには多大な
危険が伴うことが判明する。一方、ディヴィジョン内で暴動が起こり流血の惨事へと発展する。暴動
の背後に誰が潜んでいるかを調査するように命じられたアレックスとショーンは…。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第17話／吹替 - 配信中
吹替／第17話 悲劇の足音／アレックスは、バーコフにディヴィジョンを辞めたいと告白する。バーコ
フは、アレックスがある陰謀をめぐらしていることを知り、それを阻止しようとする。一方、ディヴィジョ
ンでは、アマンダがオーウェンに取引を持ちかける。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第18話／吹替 - 配信中

吹替／第18話 告白／アマンダは、縛りつけられ、薬漬けにされたニキータに、自身の過去への壮
絶な旅という恐ろしい経験を強制する。だがその過程で、ニキータは、厳重に守られてきたアマンダ
の秘密を知ることになる。一方、ディヴィジョン内で起こる事件がますます過激になり、アレックス
は、すべての人を助けることができない自分に落胆する。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第19話／吹替 - 配信中

吹替／第19話 絶望の先に／アマンダに打ち負かされ、みんなを救えなかったことに落胆し、ディ
ヴィジョンに取り返しのつかない悲劇を招いてしまったアレックスは、すべてを以前のやり方に戻そ
うと決心する。一方、多くの同胞が死に追いやられバラバラになったディヴィジョンの中で、ニキータ
とマイケルは“誰と何を救えるのか”についての早急な判断を迫られる。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第20話／吹替 - 配信中

吹替／第20話 敵の敵／ブラック・ボックスがディヴィジョンの残骸から奪われる。そのため、ディヴィ
ジョンに残ったエージェントたちは、国内外からの危険にさらされる。そんななか、ニキータとマイケ
ル、そしてアレックスの三人は、正しい行いをするために彼らのもとへ戻ってきた武器ディーラーの
サイラスに助けられ…。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第21話／吹替 - 配信中

吹替／第21話 見えざる手／マイケルと婚約する前「使命は絶え間なくあるの」と言ったニキータ。悲
惨な事件が続く中をなんとか生き延びてきた今、マイケルはそんなニキータに対する不安を募らせ
る。そして、偽りや裏切りが渦巻き殺人が横行するディヴィジョンと彼女がどこまで関わろうとしてい
るのかを疑問に思う。

NIKITA／ニキータ シーズン3 第22話（最終
話）／吹替

- 配信中

吹替／第22話 哀しき決断／アマンダが恐るべき最終プランを実行に移し、ニキータは、マイケルの
命を救うか、それとも自分自身を救うかという究極の選択に迫られる。ディヴィジョンのエージェント
たちはアマンダを阻止しようと奔走するが、今や規模も縮小したディヴィジョンに、アマンダと真っ向
から対決する余力は残っていない。

NIKITA／ニキータ シーズン4 第01話／吹替 - 配信中

吹替／第1話 隔絶／大統領暗殺の罪を着せられ逃走中のニキータ。レポーターのデールは、暗殺
当日のニキータについて探り始め、ニキータは、彼の質問に答えることで自身の汚名を返上できる
のではと期待する。デールと話すため再入国したニキータをアマンダの罠が待ち受けていた。一
方、人身売買組織に関する事実を知ったアレックスは…。
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NIKITA／ニキータ シーズン4 第02話／吹替 - 配信中

吹替／第2話 生か死か／ニキータは、ついにマイケル、バーコフ、ライアンの三人に再会する。そし
てニキータが、無実の罪を晴らすために新しいディヴィジョンに留まるべきだと、マイケルは主張す
る。そんななか、アマンダが政府高官の替え玉を仕立てていることが判明する。ニキータはFBI長官
の替え玉を突き止めるが、彼を殺そうとするニキータに大きな危険が迫る。

NIKITA／ニキータ シーズン4 第03話／吹替 - 配信中
吹替／第3話 嘘と真実／パキスタンの要請で、ニキータが大統領を殺害したという証拠をアマンダ
がでっち上げて以来、アメリカとパキスタンの間で緊張が高まっている。そして、CIAはアレックスを
捕らえ彼女とニキータとの関係について尋問する。

NIKITA／ニキータ シーズン4 第04話／吹替 - 配信中

吹替／第4話 ファイナル・カウントダウン／アマンダを追いやったジョーンズが再び権力を握り、ニ
キータとチームのメンバーに完全なる自由を与えると言う。だがそれは、ニキータたちが自分の経
歴を抹消し“死亡した”ことになって初めて得られる自由だった。やがてニキータたちは飛行機でパ
キスタンの小さな空港に降り立つが…。

NIKITA／ニキータ シーズン4 第05話／吹替 - 配信中

吹替／第5話 偽りの光／マイケルはニキータとの将来について深く考え、ニキータが新しい状況を
受け入れるよう説得する。フランスでは、納品するためにニキータが持っているダイヤモンドをサム
が盗もうとしていることにアレックスが気づき、スーツケースを偽のダイヤモンドでいっぱいにする。
だがその後、予期せぬ事件が起きアレックスはサムを助けることになる。

NIKITA／ニキータ シーズン4 第06話（最終
話）／吹替

- 配信中

吹替／第6話 戦いの果てに／ニキータの最大の敵MDKはいまだに武器を製造し、強大な力を持っ
ている。その事実に我慢ならないニキータは、自分のやり方でMDKを終わらせることを決意する。ア
レックスを連れたニキータは、ジョーンズを捕らえMDKに携わる人物の名前を全て吐かせるが、極
秘情報で武装したニキータを暗闇で待ち受けるのは命の危険だった。

インビクタス／負けざる者たち／字幕 - 配信中

字幕／黒人初の南アフリカ共和国大統領となったネルソン・マンデラは、依然として人種差別や経
済格差が残っていることを痛感する。誰もが親しめるスポーツを通して、人々を団結させられると信
じたマンデラは、南アフリカのラグビーチームの立て直し図る。マンデラの”不屈の精神”はチームを
鼓舞し、団結させ、奇跡の快進撃を呼び起こす。

インビクタス／負けざる者たち／吹替 - 配信中

吹替／黒人初の南アフリカ共和国大統領となったネルソン・マンデラは、依然として人種差別や経
済格差が残っていることを痛感する。誰もが親しめるスポーツを通して、人々を団結させられると信
じたマンデラは、南アフリカのラグビーチームの立て直し図る。マンデラの”不屈の精神”はチームを
鼓舞し、団結させ、奇跡の快進撃を呼び起こす。

ウォーキング・ウィズ・エネミー／ナチスに
なりすました男

- 配信中
字幕／ハンガリーの知られざる英雄伝説。ナチス軍を欺き、ホロコーストからの大救出作戦に命を
懸けた男の生き様を描く戦争ドラマ。

エスケイプ・フロム・イラク - 配信中
字幕／IS（イスラム国）に捕らわれた人質を救出せよ！イラク山岳地帯を舞台に、過酷なミッション
に挑むトルコ軍特殊部隊の姿を描く戦争アクション。

エンド・オブ・キングダム／吹替 PG-12 配信中

吹替／『エンド・オブ・ホワイトハウス』待望の続編！！ホワイトハウス陥落の悪夢から2年。イギリス
の首相が不可解な死を遂げた。首都ロンドンで行われる葬儀は40ヶ国もの首脳が集結する式典と
なる。街は超厳戒態勢にあったが、同時多発テロが勃発。命からがら逃げ出した米国大統領と、そ
のシークレットサービス。決死の逃亡と救出劇。世界の未来は、この男たちに託された！

エンド・オブ・ホワイトハウス／吹替 PG-12 配信中

吹替／「必ず、救出する…。」ジェラルド・バトラー主演、全米第1位の大ヒットアクション超大作！
モーガン・フリーマン、アーロン・エッカートなど実力派人気俳優が多数出演！-ホワイトハウス、陥
落-”鉄壁の要塞”ホワイトハウスが、たった13分で占拠され、15分後には敵を守る【難攻不落の要
塞】となった…。

オーシャンズ13／吹替 - 配信中

吹替／奴らがベガスに帰って来た！シリーズ最高傑作！手に汗握るスリルと極上のユーモア、スタ
イル＆クールに今度もキメる。今度の獲物は冷酷無比なカジノ経営者であり、オーシャンの仲間を
裏切ったウィリー・バンク。暴力なしで誰も傷つけず、バンクを懲らしめるために集う仲間たち。ター
ゲットはふたつ。プランは完璧。実行不可能の危険なゲームが今始まる！



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約100本

※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。

タイトル 視聴年
齢制限

配信
開始

内容

ムービープラス/ワーナーTV

◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/MOVIEWB01）よりご確認ください。

オペレーション・ダンケルク - 配信中
※本作品には過激な描写が含まれます。／字幕／第二次世界大戦下、史上最大の救出作戦と謳
われる“ダンケルクの戦い”の裏で、もう1つの戦闘が繰り広げられた。英国軍による知られざる救出
劇を描いた戦争アクション。

キラー・エリート（2011年） PG-12 配信中
字幕／ジェイソン・ステイサム、ロバート・デ・ニーロ競演のサスペンス・アクション。引退した殺し屋
が、元相棒を救出するために危険なミッションに挑む！

キル・オール！！殺し屋頂上決戦 - 配信中
※本作品には過激な描写が含まれます。／字幕／生き残るには、殺すしかない！脱出不可能な監
房に閉じ込められた殺し屋たちが、ルール無用のデスマッチを繰り広げるバイオレンス・アクション。

グーグーだって猫である - 配信中

吉祥寺に住む、天才漫画家の小島麻子。今日も、アシスタントのナオミ、仲のいい三人組の加奈
子、咲江、美智子と徹夜で締め切りに追われていた。その翌日、いつものように麻子が愛猫のサバ
に話しかけると、サバは冷たく動かなくなっていた…。サバを亡くした悲しみがあまりに大きく、麻子
は漫画が描けなくなってしまう。そんなとき…。

グレムリン／字幕 - 配信中

字幕／クリスマス。ビリーは発明家の父親からとっても不思議な生き物モグワイをプレゼントされ
た。このモグワイを飼うには3つの大切な約束がある。1つめは水に濡らさないこと。2つめは光を当
てないこと。そして3つめは、真夜中の12時過ぎには絶対に食べ物を与えないこと…。ビリーはギズ
モと名付けて可愛がるが簡単に思われた約束は次々と破られてしまって…！

グレムリン／吹替 - 配信中

吹替／クリスマス。ビリーは発明家の父親からとっても不思議な生き物モグワイをプレゼントされ
た。このモグワイを飼うには3つの大切な約束がある。1つめは水に濡らさないこと。2つめは光を当
てないこと。そして3つめは、真夜中の12時過ぎには絶対に食べ物を与えないこと…。ビリーはギズ
モと名付けて可愛がるが簡単に思われた約束は次々と破られてしまって…！

サバイバーズ - 配信中
字幕／凍てつく地獄の戦場で孤立した2人の若き兵士。トルコの山岳地帯を舞台に、イスラムゲリラ
に包囲された彼らのサバイバルを描く戦争アクション。

シャークネード ワールド・タイフーン／吹
替

- 配信中
吹替／世界を喰らう5度目の竜巻が、ついに東京襲来！！愛息を呑み込んだ竜巻を追う、フィンと
エイプリル。人類の想像を遥かに凌駕する≪最終形態≫。世界を股に掛けた“サメ大戦”が、今始
まる--。

ショーシャンクの空に／字幕 - 配信中

字幕／ショーシャンク刑務所に、若き銀行の副頭取だったアンディ・デュフレーン（ティム・ロビンス）
が、妻と間男を殺害した罪で入所してきた。最初は刑務所の「しきたり」にも逆らい孤立していたアン
ディだったが、刑務所内の古株で“調達係”のレッド（モーガン・フリーマン）は彼に他の受刑者達と
は違う何かを感じていた。

ストリート・ファイターズ - 配信中
字幕／弟の仇討に燃える兄が、巨悪集団の暗躍する地下格闘技シーンに潜入！次世代アクション
ヒーロー、スコット・アドキンス主演のリアル・ファイト・アクション。

セブン・シスターズ R-15 配信中
※本作品には過激な描写が含まれます。／字幕／「ミレニアム」シリーズのノオミ・ラパスが1人7役
を怪演したSFサスペンス。一人っ子政策を強行する国家と7つ子姉妹の戦いを描く。

タイムトラベラーの系譜 エメラルド・グ
リーン

- 配信中
字幕／タイムトラベル能力に目覚めた少女の冒険を描くファンタジー・アクション3部作最終章。時空
を超える任務に当たるグウェンは、自身に関わる衝撃の事実を知る。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約100本

※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。

タイトル 視聴年
齢制限

配信
開始

内容

ムービープラス/ワーナーTV

◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/MOVIEWB01）よりご確認ください。

タイムトラベラーの系譜 サファイア・ブ
ルー

- 配信中
字幕／タイムトラベル能力に目覚めた少女の冒険を描くファンタジー・アクション第2弾。ギデオンと
共に時空の旅を繰り返すグウェンは、若き日の祖父と遭遇する。

タイムトラベラーの系譜 ルビー・レッド - 配信中
字幕／ドイツで100万部を超えるベストセラー小説を映画化。女子高生と謎の美男子の時空を超え
た冒険を描くファンタジー・アクション第1弾。

ディープ・ブルー／字幕 - 配信中

字幕／より大きく、賢く、素早く、凶暴に。太平洋上に建造された、海洋医学研究施設。そこでは、凶
暴なマコシャーク（青鮫）の脳組織から新薬を製造する研究を行っていたのだが、研究を急いだスー
ザン博士が鮫のDNAを操作したために、サメは巨大化し、高度な知識を持つ新種と化してしまった
のだ！海の孤島となった研究所で人類とサメとの死闘が始まる！！

トランスポーター ザ・シリーズ 第01話／
吹替

- 配信中

吹替／第1話 父の秘密／今回の依頼品はデリアという娘。滞在先のベルリンから元軍人である父
が待つ屋敷まで送り届けて欲しいという簡単なものだ。しかし、そこには彼女を誘拐しようと企む怪
しげな男たちの姿がー。デリアの父は経営する会社の違法ビジネスを発見し、インターポールへの
告発を決意していた。

トランスポーター ザ・シリーズ 第02話／
吹替

- 配信中

吹替／第2話 敵からの贈りもの／ベルリンの組織から仕事の依頼を受けたフランク。その組織に
は、かつての同僚・ジミーの姿があった。その昔イギリス軍特殊部隊に所属していた2人は互いを信
頼し合い強い友情で結ばれていた。しかし、ある任務で起きたミスがきっかけでジミーは捕らわれて
しまい、それ以来自分を見捨てたフランクをずっと恨んでいた。

トランスポーター ザ・シリーズ 第03話／
吹替

- 配信中

吹替／第3話 未来のエンジン／自動車の燃費効率を大きく向上することの出来る画期的なシステ
ムが発明された。開発者の娘から、その試作品をパリで開催されるモーターショーまで届けてほし
いと依頼されたフランク。しかし、燃料の売上に響くことを恐れた石油会社の社長は、装置の完成を
喜ばしく思っていなかった。

トランスポーター ザ・シリーズ 第04話／
吹替

- 配信中

吹替／第4話 盗まれた心臓／瀕死の息子のために臓器ドナーの提供を待ち続けるふたつの家族。
そんな彼らの一方に適合ドナーが現れたと知らせが入る。選ばれなかったもう一方の少年の父親
は、犯罪組織のボスだった…。ある病院で依頼品のトランクを受け取ったフランク。中身はなんと少
年に移植されるはずの心臓だった。

トランスポーター ザ・シリーズ 第05話／
吹替

- 配信中

吹替／第5話 盲目の友人／依頼を受け、米フィラデルフィアへと飛んだフランク。受け渡し場所に現
れたのは古くからの盲目の友人、ジャック・パーキンスだった。CIAエージェントであるジャックは、ス
パイ容疑をかけられ、今は仲間たちから追われる身となっていた。彼が助かる方法はただ1つ、全
機密情報の入ったハードディスクを探し出し無実を証明するしかない。

トランスポーター ザ・シリーズ 第06話／
吹替

- 配信中

吹替／第6話 ブラッド・ダイヤモンド／トロントにある世界的に有名な警備会社。そこにある厳重警
備された金庫から荷物を運び出してほしいと依頼が舞い込む。受け取った品は一見ただの金属の
塊にしかみえないが、実は内部に資産家オサリヴァンに関する特大スクープが隠されていた。一
方、スキャンダル発覚の恐れに気付いたオサリヴァンは…。

トランスポーター ザ・シリーズ 第07話／
吹替

- 配信中

吹替／第7話 冷たい手／建設業界の大物から依頼が舞い込んだ。しかし荷物の受け渡し場所が突
然変更したりと、スムーズに仕事が進まない。それどころかフランクは突然濡れ衣を着せられ逮捕、
刑務所送りとなってしまう。いつの間にか罠にハメられていたと激昂するフランクだが、その裏には
土地開発をめぐる血なまぐさい争いが絡んでいたー。

トランスポーター ザ・シリーズ 第08話／
吹替

- 配信中

吹替／第8話 プロの誇り／指定された時間までに100万ユーロをマルセイユに運んでくれと依頼が
入る。だが、フランクの他に同じ依頼を受けた人物が2人いた。彼らの職業も運び屋だ。目的地に一
番先に到着した者には、更なる報酬と今後の仕事の契約を保証するという。最速最強の運び屋は
一体だれなのか？

トランスポーター ザ・シリーズ 第09話／
吹替

- 配信中

吹替／第9話 復讐の炎／フランクはデリバリー先であるパリへと向かうが、テロへの警戒強化のた
め街の至る所で検問が行われていた。荷物を怪しまれたため、やむなく検問を強行突破したフラン
ク。依頼品を無事に届けたものの、テロリストの容疑をかけられてしまう。一方、届いた依頼品を前
に決意の表情を浮かべる男・ガッサムの姿があった。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約100本

※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。

タイトル 視聴年
齢制限

配信
開始

内容

ムービープラス/ワーナーTV

◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/MOVIEWB01）よりご確認ください。

トランスポーター ザ・シリーズ 第10話／
吹替

- 配信中

吹替／第10話 すり替えられた名画／ギャラリーで依頼品を受け取ったフランク。その中身は、カ
ミーユ・ピサロという芸術家の絵画だった。四季をテーマに描かれた4枚が存在し、1枚2000万ユー
ロ以上する代物だ。しかも全てが揃えば価値は5倍以上に膨れ上がるといわれており、依頼人は血
眼になって絵画を探し回っていた。時を同じくして、その絵画を狙う女の姿があった。

トランスポーター ザ・シリーズ 第11話／
吹替

- 配信中

吹替／第11話 消えた試作品／次世代ナノテクノロジーが間もなく完成しようとしている。しかし莫大
な費用を援助してきたカン産業は技術を軍事利用して新兵器を開発し巨万の富を得ようとしてい
た。開発者は、たったひとつの試作品を守る為にある方法を思いつく。それは試作品のマイクロチッ
プ入りカプセルをフランク自身に撃ち込み、運ばせるという方法だった。

トランスポーター ザ・シリーズ 第12話
（最終話）／吹替

- 配信中

吹替／第12話 真実を知った女／今回の依頼品はジェットという女。しかし、彼女を指定の場所まで
送り届けた矢先、ギャングの襲撃に遭い依頼人は殺されてしまう。ジェットは天才ハッカーで、フラン
ス国内情報中央局の機密システム内に侵入した際に、ある極秘情報を知ってしまったという。その
頃、何者かがカーラを人質にとり、フランクにジェットとの身柄交換を迫る。

バーフバリ 伝説誕生 R-15 配信中
※本作品には過激な描写が含まれます。／字幕／インド映画史上最高興収を記録したスペクタク
ル・アクション。古代インドの神話的叙事詩「マハーバーラタ」をベースに、祖父、父、そして息子の
三代に渡る愛と復讐を描く。

バイバイマン - 配信中
字幕／その名前を知っただけでも死が待ち受ける！邪悪な謎の存在に取りつかれた大学生たちが
遭遇する恐怖を描くショッキング・ホラー。

ハミングバード PG-12 配信中
字幕／ジェイソン・ステイサムがスタントなしで挑んだサスペンス・アクション。過去の罪から逃れて
生きてきた男が、ある少女の復讐に燃える姿を描く。

ファイブヘッド・ジョーズ／吹替 - 配信中

吹替／その怪物は、4から5へと≪変形≫する。カリブ海に浮かぶプエルトリコ・パロミノス島。常夏
の楽園を地獄へと変貌させる事件が発生。4つの頭を携えた鮫が現れ、人々を襲い始める。巨大な
ザトウクジラさえも捕食する無尽蔵の食慾。だが、その恐怖はさらなる絶望への序章にすぎなかっ
た--。「ダブルヘッド」「トリプルヘッド」を凌駕する、進化系ジョーズ襲来！！

フューリアス 双剣の戦士 - 配信中
字幕／世界を征圧していたモンゴル帝国軍にたった1人で立ち向かった戦士。ロシア史に伝わる
“伝説の戦い”を映画化したソード・アクション。

ブリッツ PG-12 配信中
字幕／ジェイソン・ステイサムが母国英国で主演を務めたクライム・アクション。強情で妥協知らず
の刑事が、警官を狙った連続殺人事件を追う！

フレディ VS ジェイソン PG-12 配信中

字幕／フレディが人々の夢に侵入し殺戮を繰り返した惨劇からすでに10年。もう若者たちの中にフ
レディの存在を知る者はほとんどいなかった。そんな時、フレディはもう一人の殺人鬼ジェイソンの
存在を知る。彼を利用することで再び地獄から這い出てエルム街に恐怖をもたらすことができると
思いついたフレディは、さっそくジェイソンの夢に忍び込むのだったが…。

ラッシュアワー - 配信中

字幕／ジャッキー・チェンとクリス・タッカー競演、パンチとギャグが飛び交う、痛快アクション・コメ
ディー。文化摩擦あり、感情の爆発あり。言葉も習慣も違う世界からやってきた2人の刑事。互いの
共通点は、コイツと組むのはまっぴら御免ということだけ。犯人逮捕のために残された時間はわず
か。ひとまずここは取っ組み合いを止めて、2人の力を合わせるしかない！

ラッシュアワー2 - 配信中

字幕／リーとカーターはバケーションを楽しもうと香港に乗り込んだ。そんな矢先、アメリカ大使館で
爆破事件が発生。香港マフィアの仕業と睨んだ香港警察はリー警部に極秘捜査を命じる。結果、一
緒にいたカーターも事件に巻き込まれるハメになり、楽しみにしていたバカンスは泡と消えてしまうこ
とに…。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約100本

※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。

タイトル 視聴年
齢制限

配信
開始

内容

ムービープラス/ワーナーTV

◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/MOVIEWB01）よりご確認ください。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第01話／吹
替

- 配信中

吹替／第1話 悪夢／ジョギングをしていた女性が殺害される。犯人が、女性を殺しただけでなく彼
女の赤ちゃんを拉致しているということに気づいたリゾーリは、事件を早急に解決するため奔走す
る。そしてリゾーリは、捜査を進める間も、自分が妊娠したことを心配性の母に知られないようにと
苦心する。そんな中、アイルズとフランキーは…。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第02話／吹
替

- 配信中

吹替／第2話 メモリー／血まみれの服を着て手に銃を持った女性が「人を殺した」と言いながら警
察署内に入ってくる。だが彼女は、ショックのあまり自分自身が誰なのか、また自分が誰を殺したの
かが思い出せなくなっていた。殺人課のメンバーはこの奇妙な事件を解決しようと奔走し、友人であ
り同僚だったバリー・フロスト刑事の死を乗り越えようとする。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第03話／吹
替

- 配信中

吹替／第3話 獲物／殺人犯がインターネット上の広告を利用し、標的を選ぶという事件が起きる。
被害者は、行方不明になっても誰も気づかないような独身男性。犯人にとって好都合な標的だっ
た。リゾーリは犯人を追跡するが、自分とお腹の子が危険にさらされる出来事が起きる。リゾーリ
は、いまだ周囲に妊娠を隠そうと必死だったが、それが至難の業であることを思い知らされる。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第04話／吹
替

- 配信中

吹替／第4話 終末／世の終わりが来ても安全なほど強固な核シェルターで、所有主の男が殺害さ
れているのが見つかる。殺人課のメンバーは彼の死因と殺された理由を調査するが、リゾーリはそ
の死因に奇妙な点があることに気づく。そんな中、コーサックは退職を考えている様子で、フラン
キーも何か秘密を抱えているようだ。リゾーリには、事件の捜査以外に心配の種が増えていく。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第05話／吹
替

- 配信中

吹替／第5話 相続人／ある裕福な女性が殺害される。彼女は末期がんを患い、余命が数か月と宣
告されていたため、最初は誰もががんで死亡したと信じていた。一方アイルズは、大学で初めての
講義を行い、そこで“運命の相手”かもしれない男性と出会う。だが今までそう感じた相手はダメな
男ばかりという経験から、アイルズは理性と直感、どちらを信じたらいいか分からなくなる。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第06話／吹
替

- 配信中

吹替／第6話 変身／アイルズが検視官会議に出席しているため、いつものタッグが組めないリゾー
リ。完全犯罪の殺人事件を解き明かすために、リゾーリは犯罪学者スージーに協力してもらい、事
件現場の小型模型を使うことになる。一方、コーサックの元へ旧友の息子が訪ねてくる。そのため
コーサックは、まだ終わっていない過去のつらい出来事と再び向き合うことになる。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第07話／吹
替

- 配信中

吹替／第7話 黒幕／希少本を専門に扱う書店の男が殺害される。彼の店には非常に高価なものが
たくさん含まれていたことが判明し、リゾーリとアイルズは、事件の鍵を探ろうと、ケルト語で書かれ
た書物や、暗号化された告白本の世界に足を踏み入れていく。そんな中、アイルズはリゾーリに新
しい恋人を紹介しようとする。一方、カヴァナーとアンジェラの関係にある変化が訪れる。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第08話／吹
替

- 配信中

吹替／第8話 焦燥／ナイトクラブの外で女性が殺害される。誰かに雇われた殺し屋の仕業だった。
現場に若い目撃者がいたことを突き止めた殺人課のメンバーは、目撃者探しに奔走する。だが、発
見した目撃者の命を救おうとしたリゾーリは、自らの命まで危険にさらすことになる。そんな中、アイ
ルズはついに新しい恋人をリゾーリに紹介する。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第09話／吹
替

- 配信中

吹替／第9話 家族／ミイラ化した女性の遺体が発見され、殺人課のメンバーの捜査スキルが試さ
れることになる。リゾーリは、先日事件で負った怪我が回復しておらず、いまだ入院中だったが、病
室でもできる仕事を自分なりにこなしていた。事件で起きた出来事のために、痛烈な悲しみを抱える
リゾーリ。そんな彼女を支えようと、アイルズや家族が駆けつける。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第10話／吹
替

- 配信中

吹替／第10話 親子／自分の無実を証明しようとする旧友のために、コーサックは、彼が起こしたと
される昔の事件を捜査し始める。リゾーリは仕事に復帰したくて仕方がないが、許可が下りず捜査
に戻ることができない。だがリゾーリは、自分が現場に復帰できるほど回復していないことを認めよ
うとせず、周りにバレないように、変わった方法でこそこそ仕事をしようとしていた。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第11話／吹
替

- 配信中

吹替／第11話 暑い街／残暑に見舞われ、何とか暑さを乗り切ろうとするリゾーリとアイルズ。そん
な中、氷がいっぱいに敷き詰められた風呂の中で、男性の遺体が発見される。だが、捜査を進める
うちに、その不審な死と、昔起きた事件とのつながりが発覚する。一方、アンジェラは暑さに効く香
辛料入りの紅茶を発見するが…。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第12話／吹
替

- 配信中

吹替／第12話 推定無罪／名の知れた郡の検察官が殺人容疑で逮捕され、彼が犯人だと確定され
ようとする中、リゾーリは真犯人がいるのではと疑い始める。一方、アイルズがジャックの12歳の娘
に会うことを聞いたアンジェラは、最近の子供が興味を持っていることを教えようと、自ら先生役を
買って出る。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約100本

※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。

タイトル 視聴年
齢制限

配信
開始

内容

ムービープラス/ワーナーTV

◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/MOVIEWB01）よりご確認ください。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第13話／吹
替

- 配信中

吹替／第13話 新たな人生／リゾーリが、殺人容疑をかけられている検察官の命を救おうと橋から
飛び降りる。彼女が行方不明になり救助隊が出動したのを見て、親友を亡くしたという恐怖に陥るア
イルズ。リゾーリが飛び降りた瞬間、現場にいたアイルズは、自分が彼女を止めなかったことへの
自責の念にかられていた。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第14話／吹
替

- 配信中
吹替／第14話 奇跡／切断された人間の足が海岸に流れ着く事件が起き、殺人課のメンバーは、
足の持ち主である被害者について調査を開始する。そして、体のほかの部位も発見された後、犯人
の特定が進められていく。一方、就職活動がうまくいかないアンジェラは…。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第15話／吹
替

- 配信中

吹替／第15話 秘密調査／ファッションデザイナーが毒殺され、彼の妻は失踪している。殺人課のメ
ンバーはこの事件を捜査するため熱心な私立探偵と手を組むが、捜査中に、探偵が思いがけない
事件に出くわす。一方、アンジェラが散財していることが気掛かりなリゾーリは、彼女がうまくお金と
付き合う方法を教えてほしいとアイルズに頼む。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第16話／吹
替

- 配信中

吹替／第16話 コンプレックス／撲殺された男性の遺体が道端で発見される。そこにリゾーリたちと
同じ犯人を追っている刑事が現れ、彼女たちはその刑事と組むことになる。一方アイルズの自宅
に、注文していない商品が届けられる。それを返品しようと店へ行くと、誰かがアイルズになりすまし
ていることが発覚する。アイルズは自分の身元を盗んだ犯人を見つけ出そうと…。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第17話／吹
替

- 配信中

吹替／第17話 狼人間／連続スナイパー殺人犯を捕まえようと、全力を注ぐ殺人課のメンバー。ア
イルズは、精神的な病のため自分を狼だと信じている事件の目撃者と仲良くなり、彼から情報を聞
き出そうとする。だが犯人は、徐々に心を開いていくその目撃者を次なるターゲットとして狙ってい
た。そんな中、アイルズはジャックとの関係を変えてしまう大きな決断を下す。

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 第18話（最
終話）／吹替

- 配信中

吹替／第18話 明日へ／大きな決断の後、つらい思いを引きずっているアイルズ。彼女を元気づけ
ようと、リゾーリはある計画を実行する。そんな中、男がホテルで不審な死を遂げる。だが、被害者
の妻から事情聴取するうちに、男が二重生活を送っていたという可能性が浮上し捜査は難航する。
アイルズは、事件を解決するために…。

不倫する肉体 R-15 配信中
※本作品には性的表現が含まれます。／字幕／衝動的に始まり、欲情で繋がってゆく2人…。孤独
なシングルマザーと、妻を持つ男の激しい愛欲を描いたラテン系エロティック・ドラマ。

不倫の果て R-15 配信中
※本作品には性的表現が含まれます。／字幕／美しい若妻と妻子ある銀行員が禁断の愛に堕ち
ていく…。ダブル不倫を過激かつ妖艶なエロス満載で描く官能ドラマ。


