2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約40本

映画・チャンネルNECO シネマセレクト

※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

ぼくたちと駐在さんの700日戦争

-

配信中

1979年、とある平和な田舎町。イタズラを仕掛けることに生きがいを感じていた、イタズラの天才ママチャリ率い
るぼくたち7人は、気ままな高校生活を送っていた。ところが、ある男の出現により、自分たちの存在が脅かさ
れることに！？その男こそ、国家権力の元で正義を守るべき公務員、駐在さんだ。

花田少年史

-

配信中

わんぱく少年花田一路はある日トラックと衝突する事故に逢い、それ以来幽霊が見える不思議な能力が身に
ついた。さらに「自分が本当の父親だ」と名乗る幽霊まで現れた。花田家に隠された秘密とは…。

原幹恵／キミとの時間

-

配信中

人気アイドル・原幹恵のイメージ。Gカップバストの健康美ながら、目眩がするほどの大人の色気で存分にセク
シーアピール。

純情ホステス谷間で歌う♪

R-15

配信中

港町のスナックで働く泉はある日、橋のたもとで一人ギターを弾いていた幹雄に心惹かれる。そして数年後。幹
雄はチンピラへと変貌を遂げ、泉のヒモになっていた…。【R15】

女囚処刑人マリア

R-15

配信中

女囚206号九条マリア。無実の罪で、東南アジア某国の刑務所にて無期懲役の刑を受ける。元SPという彼女
の経歴に目を付けた刑務所長の飯島は、無法化したこの国にのさばる悪の処刑を彼女に依頼する。その条件
は刑期を2年にすること。しかし、暗殺に失敗すれば彼女の命はもちろん、息子の雅雄の命もない。【R15】

バカヤロー！私、怒ってます

-

配信中

普段大人しい人間が精神的抑圧から「バカヤロー！」と叫び出すまでのシチュエーションを描く。「食べてどこが
いけないの？」「遠くてフラれるなんて」「運転する身になれ！」「英語がなんだ！」

安藤組外伝 群狼の系譜1

-

配信中

安藤昇原作の本格ヤクザ映画第1弾。14年の刑期を終え平和な暮らしを願うが、次第に抗争に巻き込まれて
いくヤクザの姿を描く。

R-15

配信中

殺人罪による終身刑で服役中の女囚206号・九条マリア。凄腕のSPだった彼女の裏の顔は政府からの密命を
受け、法で裁けない極悪人を“処刑”するヒット・ウーマンである。刑務所での過酷な日々に耐えるマリアに刑務
所長・飯島から新しい任務が下った。【R15】

傷だらけの天使

-

配信中

『どついたるねん』、『ビリケン』の阪本順治が描くロードムービー。情けないほどカッコ悪いけど、でもハートは
熱い男たちの笑えて泣ける物語です。厳寒の青森ロケを敢行し、みちのくプロレスの面々が本人役で出演して
います。

杉原杏璃／アンリ先生

-

配信中

『綺麗なお姉さんと一緒に過ごしたい！』そんな妄想を抱いていた夏のある日の午後。運命ともいうべきなの
か、目の前に現れた【杏璃】と名乗る女性は、それはそれは美しい方で、理想やタイプというものを超越して好
きになってしまったのです…！

天使の恋

-

配信中

飛び抜けて美しく、常に仲間の中心にいる理央、17歳。過去のトラウマから他人を信じられず、自分に役立つ
人とお金にしか興味を持てずにいた。そんなある日、大学講師・光輝（35歳）と出会い、運命的に恋におちる-。
初めて人を愛することを知り、生まれ変わったように輝き出し、これまでの自分を悔い改めようとする理央。光
輝はそんな理央に次第に惹かれていく。

東京プレイボーイクラブ

-

配信中

場末のサロンを舞台に、些細なケンカが原因でとんでもないトラブルに巻き込まれていく男女3人の顛末を、新
鋭監督・奥田庸介が、24歳で完成させた異色のバイオレンス！圧倒的な映像センスとリズム感、暴力とユーモ
アで描いた本作は、エレファントカシマシの名曲「パワー・イン・ザ・ワールド」にインスパイアされたオリジナル
脚本！

徳川埋蔵金伝説 大発掘プロジェクト
2014 将軍家の暗号

-

配信中

掘って掘って掘りまくれ！！埋蔵金伝説を追い求める男たちの物語。伝説の番組と語り継がれてきた『ギミア・
ぶれいく』を彷彿とさせる本作は、当時、目を輝かせてテレビにクギ付けになっていた大人が今一度、夢に溢れ
ること間違いなし！

バカヤロー！2 幸せになりたい。

-

配信中

「パパの立場もわかれ」妻と娘に責め立てられるカワイソーなサラリーマンのバカヤロー！／「こわいお客がイ
ヤだ」客にオロオロするコンビニエンスストア店員のバカヤロー！／「新しさについていけない」次々と変わる電
気製品に焦る新婚カップルのバカヤロー！／「女だけトシとるなんて」男・結婚・仕事・転職と身の回りの事全て
に女26才の壁をつきつけられる女のバカヤロー！

タイトル

女囚処刑人マリア2

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約40本

映画・チャンネルNECO シネマセレクト

※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。

タイトル
ラブストーリーズ 「LASTLOVE／愛
人」

安藤組外伝 群狼の系譜2

視聴年齢
制限

配信
開始

R-15

配信中

夢を諦め人を信じることをやめた中年男と、双極性障害により自我を失いつつある若い女。二人が出会ったと
き、男の頭に響くジプシースケールはメロディを奏で、女の身体ははじけ踊る。【R15】

-

配信中

秋田会幹部の草間が殺され、激化してゆく三雄会との抗争のなか、小諸が弟分のように扱っていた真野も命を
落とす。その無念を晴らすため、小諸は、娘と三人でひっそり暮らしたいと願う秋江の思いを振り切って一人、
三雄会へと向かっていく。だがそこには、企業ヤクザとして三雄会、釜田組組長・釜田と手を結び、次期秋田会
幹部の席を狙う新庄がいた…。

内容

愚か者 傷だらけの天使

-

配信中

喧嘩っ早さが災いしてアルバイトをクビになった久は、ある日行きつけのスーパーで万引常習犯の主婦・ちか
子と出会い、家出中の息子・勝を探す仕事を頼まれ引き受けてしまう。それが運の尽き、やっと見つけだした勝
は家にも帰らず妙につきまとってくる。からかわれ騙され、勝に引きずりまわされる久。遂に2人は警官の拳銃
を奪って逃げる羽目に！！

指輪をはめたい

-

配信中

スケートリンクで転んで記憶を失ってしまった片山輝彦の鞄の中から出てきたのは婚約指輪だった…！無くし
た記憶と結婚相手を探し始めた輝彦の前に、全くタイプの違う女性たちが次々と登場し彼女だと名乗る。クー
ルで完璧な才女、智恵、風俗店に勤めるめぐみ、公園で人形劇屋台をしている和歌子。彼女たちのうち誰かを
愛していたことは確かだ。でも一体誰を？！

R-15

配信中

恋人を殺したヤクザ組織をたった一人で壊滅させた九条マリア。終身刑の判決を受け、息子とも引き離された
彼女は、減刑を条件に政府機関の“暗殺者”となった…。数々の修羅場をくぐり抜けてきたマリアに、新たな指
令が下る。連続猟奇殺人鬼・佐久間明夫-彼が大物政治家の息子であることから、事件が明るみになる前に抹
殺せよというものだった。【R15】

中村静香／しずかに魅せられて

-

配信中

映画にグラビアに大活躍の中村静香ちゃん。息をのむほどのパーフェクトBODYに、やんわーりFカップの迫力
と童顔スマイルで癒やしてくれる“しーちゃん”が宮古島に降臨♪見ているだけで陶酔しちゃう柔らかな雰囲気。
すべてが最上に輝いた彼女のいかなる瞬間を見逃すわけにはいきませんッ！！

徹底検証 未確認生物発見！！

-

配信中

未確認生物を追い求める調査員たちを追った探検エンターテイメント！！懐かしの傑作ヒット・テレビ番組「水
曜スペシャル」シリーズで放映されていた探検隊シリーズを彷彿とさせるプロジェクトが発足した！「つちのこ」、
「モッシー」、「雪男」にスポットライトを当て、それぞれの姿を捉えた可能性がある映像を元に調査を開始した
が、事態は驚愕の報告へと発展していく！

必死剣 鳥刺し

-

配信中

時は江戸。東北は海坂藩の近習頭取・兼見三左ェ門には、消そうにも消せない過去があった。物頭をつとめて
いた三年前、藩主・右京太夫の愛妾・連子を城中で刺し殺したのだった。最愛の妻・睦江を病で喪った三左ェ門
にとって、失政の元凶である連子刺殺は死に場所を求めた武士の意地でもあった。が、意外にも寛大な処分が
下され、一年の閉門後、再び藩主の傍に仕えることになる。

バカヤロー！3 へんな奴ら

-

配信中

「こんな混んでどうするの」高速道路の渋滞に巻き込まれた、父さんのバカヤロー！／「過ぎた甘えは許さな
い」出戻りの姉のワガママと、事なかれ主義の親に耐え忍ぶ妹のバカヤロー！／「会社をナメるな」新人類社
員を抱え、部下の転職に悩む中間管理職のバカヤロー！／「クリスマスなんか大嫌い」マスコミが創る“トレン
ディーなクリスマス”に翻弄される若者達のバカヤロー！

ラブストーリーズ 「マリアの乳房」

R-15

配信中

真生（まお）は幼い頃、超能力少女として一世を風靡したが、その後表の世界から姿を消し、今は売春婦として
生きている。肌が触れることで、相手の死期が分かる真生。死におののく人々の恐怖を少しでも取り除くため体
を差し出す真生の前に、立花という男が現れる。【R15】

ローリング

R-15

配信中

水戸のおしぼり業者で働く貫一は、10年前学校内で盗撮事件を起こし行方をくらましていた元高校教師の権藤
と再会する。権藤はかつての教え子たちにつかまり糾弾され面目を失い、さらに東京から連れて来ていたキャ
バクラ嬢みはりに貫一が一目惚れし権藤から奪ってしまう。【R15】

安藤組外伝 群狼の系譜3

-

配信中

「やられたら必ずやりかえせ、俺たち鉄の結束でこの世界でのしあがる」を魂に、新宿・歌舞伎町を闊歩する小
諸ら野望に燃える男たち。彼らは、一大組織である征道会の丹後会長を絶命させ、その世界で名を馳せたが、
投獄。出所後、小諸らは歌舞伎町にカジノを開きのしあがっていくかにみえたが、征道会の復讐の前に次々と
命を奪われていく。

劇場版 タイムスクープハンター -安土
城 最後の1日-

-

配信中

NHKの人気TVシリーズの映画化。TV版から引き続き主演の要潤が、タイムワープし人々の生活を記録し続け
ている時空ジャーナリストに扮し、日本歴史上最大のミステリー、安土城焼失の謎を追う！

大貫彩香／恋愛風景

-

配信中

テレビや舞台でも活躍中の大人気グラビアアイドル大貫彩香チャン。抜群のスタイルに肉感的なボディー、
ふっくらとした唇の美しいお顔、艶っぽい大人の表情とあどけない笑顔が男心をくすぐります！！今回は彩香
チャンの魅力的なヒップを思う存分堪能できる作品となりました！！

女囚処刑人マリア 劇場版

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約40本

映画・チャンネルNECO シネマセレクト

※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

シャニダールの花

-

配信中

極少数の限られた女性の胸にだけ、見たことのない世にも美しい花が咲くという不思議な現象が起こってい
た。満開時に採取されたその花の成分は、画期的な新薬の開発に繋がるとされ、億単位で取引されていた。そ
んな花の研究に没頭する植物学者の大瀧と、提供者のケアを担当するセラピストの響子は、次第に恋に落ち
ていく。

ゼロの焦点

-

配信中

結婚式から7日後、仕事の引継ぎのため、以前の勤務地である金沢に戻った夫・鵜原憲一は、そのまま帰って
こなかった。お見合い結婚ゆえに、夫の過去をほとんど知らない禎子は、彼が失踪した理由も行先もまるで検
討がつかない。夫は、なぜ、どこに、消えたのか…。

タイトル

バカヤロー！4 YOU！お前のことだよ

-

配信中

「泊まったら最後」サディスティックなオーナーのペンションに泊まった若者たちが、決死の脱出を試みるが…。
／「カラダだけの男」故郷の越後湯沢から新幹線通勤するほど潔癖性のサラリーマン・白石。東京に引っ越して
はきたものの…。／「サギるなジャパン」東京へやって来た留学生・ホイ。街で誘われた美女の言うなりに、
次々と契約書にハンコを押してしまうのだが…。

安藤組外伝 群狼の系譜4

-

配信中

シャバに戻ってきた小諸は堅気になることを決意し、弟分の佐藤と芝田に小諸組解散を告げた。しかし、かつ
ての弟分・鈴木が事業で騙されて殺された事実を知り、復讐に立ち上がる。真の黒幕は10年前小諸が殺った
堀内の舎弟・豊田であった。小諸は、再び組を立ち上げ、豊田との戦いに挑む。

R-15

配信中

セクシー女優・友田彩也香とみおり舞の共演で、ライバル同士の二人の芸者が巻き起こす騒動を描いたエロ
ティック・コメディ。熱海の温泉宿の芸者・しずくと珠美は一、二を争う人気者。そんな二人のもとに千載一遇の
チャンスが訪れる。世界で活躍するイベント・プロデューサー、ケンゾーが熱海にやってきたのだ。有名になり
たい二人はケンゾーに近づこうとするが…。【R15】

-

配信中

これまでにも多くの作品で妖艶な姿を魅せてくれている【悠里】チャンが、今作では官能的な語りを交えた美声
でストーリーを展開！「ある夜の火遊び」によって心巡ってゆく女性の心情や抑えきれぬ本能のエロスを【悠
里】チャンが魅せてくれちゃいますっ♪

棒の哀しみ

R-15

配信中

度重なる組と組の抗争で、尽きることなく後始末に追われる大村組の中堅幹部・田中は、ただひたすら、「棒っ
きれの様に生き、棒っきれの様にくたばる」人生に甘んじているだけの生活を送っていた。そんなある日、組長
の命令で田中は無理矢理、組の分家を命じられる。【R15】

Wの女 幻妖の甘い罠

R-15

8月1日～

両親を亡くし広い一軒家に一人で住んでいる風子は、コンサルティング会社に就職する。やがて、新しい職場
で風子と関わった男たちが謎の失踪を遂げるようになり…。【R15】

カラスの親指 by rule of CROW ’s
thumb

-

8月1日～

悲しい過去を背負ったままサギ師になったタケと、成り行きでコンビを組むことになった新米サギ師のテツ。2人
の元に、ひょんなことから河合やひろと河合まひろの美人姉妹、それにノッポの石屋貫太郎を加えた3人の若
者が転がり込んでくる。彼らもまた、不幸な生い立ちのもと、ギリギリのところで生きてきたという。これをきっか
けに始まる他人同士のちょっと奇妙な共同生活。

安藤組外伝 群狼の系譜5

-

8月1日～

シャバに戻ってきた小諸を待っていたのは、かつての弟分・鈴木が殺されたという事実だった。弟分の佐藤、芝
田と小諸組を再建し、鈴木殺しの黒幕が豊田である事を突き止めた小諸は、全面抗争へと踏み切る。抗争が
激化する中、小諸の旧友・北村にまでも豊田の卑劣な魔の手が迫る。壮絶な復讐劇が終結を迎える頃、無差
別殺人を繰り返す不気味な影が小諸に近づいてくる。

吉川麻衣子／僕の妄想

-

8月1日～

ちっちゃくて、可愛くて、でもセクシーなお姉さん！吉川麻衣子が男心をもてあそぶ！やさしい麻衣子お姉さん
の胸、貸してあ・げ・る！！

太陽の坐る場所

-

8月1日～

学校中の人気を集め、クラスの女王として君臨していた響子。彼女の傍らにはいつも同級生の今日子がいた。
光り輝く太陽とその光に付き従う影のように。卒業から10年。過去の輝きを失い地元で働く響子と対照的に人
気女優として活躍する今日子の元にクラス会の知らせが届く。卒業以来、言葉を交わすことのなかった二人
は、学生時代の過去の真実を初めて語るのであった。

芸者ガールズ -お座敷で夢まくら-

森下悠里／月明かりの情熱

