2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約130本

4K（無料作品）

※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

【5.1ch】THE世界遺産4K PREMIUM EDITION
アブシンベルからフィラエまでのヌビア遺跡群

-

配信中

4K／アブシンベルからフィラエまでのヌビア遺跡群／エジプトの神殿群を特集。古代エジプトの黄金時代
を築いたアブ・シンベル大神殿は20世紀半ばナイル川のアスワンダム建設の為、水没の危機に瀕する。
世界的な財産を救え！とのユネスコの呼びかけにより、神殿を切断し、高台に移すという大胆な救済プロ
ジェクトが決行された。

【5.1ch】THE世界遺産4K PREMIUM EDITION
イエローストーン国立公園

-

配信中

4K／イエローストーン国立公園／1872年に世界初の国立公園となったイエローストーンの、天然の芸術
といえる壮大な自然景観をお届けする。19世紀、アメリカ西部探検で続々と発見された大峡谷、滝、火山
現象の数々。熱水が湧き出す温泉プールの鮮烈な色彩は圧巻！

【5.1ch】THE世界遺産4K PREMIUM EDITION
イグアス国立公園

-

配信中

4K／イグアス国立公園／ブラジルとアルゼンチンにまたがるイグアス国立公園。幅4kmにわたる世界最
大のイグアスの滝。そこは、植物と野生動物たちの色彩の楽園。イグアスの美しさを4Kで。

【5.1ch】THE世界遺産4K PREMIUM EDITION
カナディアンロッキー山脈自然公園

-

配信中

4K／カナディアンロッキー山脈自然公園／米大陸を縦断するロッキー山脈のうち、カナダ国内2200ｋｍに
及ぶカナディアン・ロッキー。氷河が100万年の時をかけ作り上げた絶景は、雄大な自然の姿を広げる。
コロンビア大氷原、神秘的なエメラルド色に染まるレイク・ルイーズなど地球の素顔を4Kで捉える。

【5.1ch】THE世界遺産4K PREMIUM EDITION
サンクトペテルブルグ歴史地区と関連建造物
群

-

配信中

4K／サンクトペテルブルグ歴史地区と関連建造物群／18世紀初頭、ロシアの北の果てに築かれた人工
都市。新首都サンクトペテルブルグは新たなロシアの始まりを世界に誇示するような壮麗な建築を並べ
た。ヨーロッパの憧れ、それらが凝縮した建築の様式美。莫大な富が築いた帝国の輝き、幻想都市の壮
大な夢のディティールに迫る。

【5.1ch】THE世界遺産4K PREMIUM EDITION
ブラジル三都

-

配信中

4K／ブラジル三都／ブラジルの首都ブラジリアは、「50年の進歩を五年で」このスローガンのもと、たった
41ヶ月間で出現した未来都市。遷都を繰り返し、500年の時を歩んで来たブラジルの信仰と文化の歴史
が滲んでいた。最初の首都サルバドール、2番目の首都リオデジャネイロとともにお送りする。

【5.1ch】THE世界遺産4K PREMIUM EDITION
プリトビチェ湖群国立公園

-

配信中

4K／プリトビチェ湖群国立公園／ヨーロッパ屈指の自然美を誇るプリトヴィツェ湖群国立公園。エメラルド
グリーンの水が様々な表情を見せる。湖は階段状に連なり、滝は繊細な流れを作り出す。水中にある石
灰分が沈殿し、堆積した壁が独自の景観を生んだのだ。

【5.1ch】THE世界遺産4K PREMIUM EDITION
ラヴェンナの初期キリスト教会建築群

-

配信中

4K／ラヴェンナの初期キリスト教会建築群／イタリア北東の街に千五百年の時を越えて輝きを失わない
奇跡のモザイク画を特集。古代ローマで発達したモザイク画は、色とりどりの石や貝殻などを石膏に埋め
込み図柄を表現する、いわば「最古のデジタル画像」。ラヴェンナの古い聖堂のモザイクは、膨大な数の
色ガラスによる大作。

【5.1ch】THE世界遺産4K PREMIUM EDITION
紀伊山地の霊場と参詣道

-

配信中

4K／紀伊山地の霊場と参詣道／紀伊半島の南部を占める「熊野」地域は、連続して山が折り重なり熊野
三千六百峰などいわれ独得な景観を誇る。ここは神々が住まう場所とされ、日本独自の山岳信仰を生み
出した。熊野古道は、熊野三山を目指す信仰の道。この道を歩き、熊野本宮、熊野速玉大社、那智大社
にむかった。

【5.1ch】THE世界遺産4K PREMIUM EDITION
古代都市パレンケと国立公園

-

配信中

4K／古代都市パレンケと国立公園／メキシコのジャングルに残るパレンケ遺跡の特集。パレンケは西洋
人がアメリカに到達する遙か前に隆盛していたマヤの都市。ピラミッド型の神殿がいくつもあり、優美な浮
き彫りと、記録価値の高いマヤ文字が数多く見つかった。

【5.1ch】THE世界遺産4K PREMIUM EDITION
時計製造の町 ラショードフォン

-

配信中

4K／時計製造の町 ラショードフォン／スイス北西部にある「時計の谷」。ここに19世紀、時計造りの為の
計画都市ラショードフォンがある。人口4万人弱の小さな町に、数々の時計メーカーがひしめく。時計造り
ならではのミクロの作業と「太陽の町」ラショードフォンの魅力を4Kカメラで切り取る。

【5.1ch】THE世界遺産4K PREMIUM EDITION
莫高窟

-

配信中

4K／莫高窟／中国西部、砂漠のオアシス都市・敦煌にある世界最大の石窟寺院、莫高窟を特集する。
シルクロードロマンの出発点、井上靖の小説の主題としてかつて話題をさらった莫高窟の仏教美術を世
界で初めて4Kカメラで撮影。故・平山郁夫画伯をもうならせた観音菩薩像などの魅力をたっぷりお届けす
る。

【5.1CH】アフター・アース／吹替【ウィル・スミス
主演】【M・ナイト・シャマラン監督】

-

配信中

4K／吹替／禁断の“超危険惑星”に立ち向かうSFアクション超大作！地球を脱出してから1000年後、人
類は新たな星ノヴァ・プライムへと移住していた。伝説の戦士サイファと、息子キタイは宇宙への任務の
途中で小惑星嵐に見舞われ、ある惑星へ墜落。不時着した惑星は、人類を殺すよう独自に進化した“地
球”だった--。

【5.1CH】アメイジング・スパイダーマン【アンド
リュー・ガーフィールド＋エマ・ストーン】／吹替

-

配信中

4K／吹替／飛び越えろ、自分を。サム・ライミ監督、トビー・マグワイア主演による実写版3部作が大ヒット
したマーヴェル・コミックスの人気キャラクターを、マーク・ウェブ監督、「ソーシャル・ネットワーク」のアンド
リュー・ガーフィールド主演で装いも新たに再映画化したアクション・アドベンチャー大作！

PG-12

配信中

4K／吹替／掴みとれ、自らの運命を。「第9地区」ニール・ブロムカンプ監督×マット・デイモン主演。圧倒
的リアリティの衝撃、二極化SFアクション！2154年、人類はスペースコロニー“エリジウム”で暮らす富裕
層と、荒廃した地球に住む貧困層に二分化されていた。ある日、スラムのマックスが余命5日と宣告され、
生きるためエリジウム行きを決断する。

タイトル

【5.1CH】エリジウム／吹替【マット・デイモン＋ジョ
ディ・フォスター】【ニール・ブロムカンプ監督】

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約130本

4K（無料作品）

※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

【5.1CH】バッドボーイズ【マイケル・ベイ監督】／吹替

-

配信中

4K／吹替／犯罪都市マイアミで、警察内部に保管されていた1億ドル相当のヘロインが強奪される大事
件が発生。外部に洩れる前に何としても取り返さなければならない。この任務を命じられた、マーカスとマ
イクは対照的な二人だが、タッグを組めばコワイものなしのコンビ。しかし彼らに与えられた時間はたった
の72時間！そこに、犯人グループの内輪もめで殺人事件が起き…。

Best of Japan ＃5 姫路城

-

配信中

4K／自然が織りなす風景といにしえの人々の即席を訪ね、風土に受け継がれてきた食を味わいます。
＃5「姫路城」／国宝姫路城は平成5年12月、日本初の世界文化遺産。「白鷺城」の愛称で親しまれる姫
路城、そしてかつて播磨国と呼ばれたこの地方の見どころを紹介します。

Best of Japan ＃6 富士山

-

配信中

4K／自然が織りなす風景といにしえの人々の即席を訪ね、風土に受け継がれてきた食を味わいます。
＃6 「富士山」／静岡県、山梨県に跨る日本で最も高い山、富士山。その優美な姿は、日本の象徴として
世界にも広く知られています。古から現代まで、人々が富士山を目指す理由とは。

Fishing Cafe ＃54／時代を受け継ぎ、切り拓く
二人 刀匠 木村兄弟

-

配信中

4K／お茶でも飲みながら釣りについて語り合う「カフェ」そんな番組です。熊本の地でその歴史と技を受
け継ぐ2人の男にとって釣りはどのような存在なのか。代々続く刀匠の家に生まれた木村光宏さん、安宏
さんの兄弟は自然とこの世界を選んだ。冷たく硬い鋼を、己の感覚と技術だけで鍛え上げた一振りは、
唯一無二の日本刀となる。

Fishing Cafe ＃57／分からないのが面白い 溢
れる不思議を求めて

-

配信中

4K／世の中の不思議に興味を抱き、それらの記事を発信している。その原点は彼の生活の一部となって
いる釣りであった。子供の頃に始めた釣りで、見えない水中で繰り広げられる、魚とのやり取りに刺激さ
れた。なぜ釣れないのか？から生まれた探究心が齋藤の人生を決めて行った。

GAN’s GANGS 47／春のプリスポーン攻略！
濁りの大江川を釣れ！

-

配信中

4K／今回は春の岐阜県大江川が舞台となる。数日前は釣れていた。そんな情報を入手した平岩だった
が、突如、田んぼの代掻きで濁りが…。さらに強風が吹き荒れる。はたしてビッグバスを手にすることは
できるのか？

J:COM presents 2016 ツール・ド・フランス さい
たまクリテリウム＜後篇＞

-

配信中

4K／＜後篇＞／10月に開催された「ツール・ド・フランス」のエッセンスを凝縮した自転車競技イベント。さ
いたま新都心特設コースを舞台に、今大会は初めてあの4賞ジャージ獲得選手たちが勢ぞろい！国内外
で活躍する超一流選手たちが繰り広げた熱戦の模様をお届け！

J:COM presents 2016 ツール・ド・フランス さい
たまクリテリウム＜前篇＞

-

配信中

4K／＜前篇＞／10月に開催された「ツール・ド・フランス」のエッセンスを凝縮した自転車競技イベント。さ
いたま新都心特設コースを舞台に、今大会は初めてあの4賞ジャージ獲得選手たちが勢ぞろい！国内外
で活躍する超一流選手たちが繰り広げた熱戦の模様をお届け！

Oh！エド釣り日記／やっと行けたよ南伊豆

-

配信中

4K／芸能人と磯釣り師、2つの顔を持つエド山口がおくる釣り日記。今回の舞台は最近ご無沙汰の南伊
豆！荒天でなかなか乗れなかった磯でメジナを狙う！釣り日和の晴天、乗った磯は魚の気配も十分。「こ
れではOh！エドらしくないなぁ」と嵐を呼ぶ男はぼやくが、たまにはハッピーエンドも悪くない！どうなる
Oh！エド釣り日記！

Oh！エド釣り日記／全長1450m！？新潟県柏
崎の防波堤

-

配信中

4K／今回の舞台は、今年4月末に延長開放され、全長1450mとなった新潟県柏崎港西防波堤！2年前に
も一度訪れたこの防波堤で、クロダイが釣れているという情報を入手。前回は苦戦しただけに、今度こそ
は！と気合十分なエド山口。柏崎でベテランの意地を見せる！？

The Vintage Car 1 クルマという文化遺産 -イ
ギリス車

-

配信中

4K／WAKUI MUSEUM館長の涌井 清春氏が語るビンテージカーの魅力やオーナーによる座談会、世界
の名車の数々、ビンテージカーを修復する匠の技など見どころ満載です。＜紹介車種＞ベントレーS2／
MG-BB／ジャガーEタイプ

The Vintage Car 2 クルマという文化遺産 -ド
イツ車

-

配信中

4K／1952年式のフォルクスワーゲン ビートルをはじめ、ナローのポルシェ911、メルセデス・ベンツ 280SE
3.5クーペなど往年のドイツの名車たちを圧倒的な映像美で紹介します。最新モデルでは味わえない旧車
の魅力をオーナーが語ります。

The Vintage Car 3 クルマという文化遺産 -イ
タリア車

-

配信中

4K／デザインのイタリア車と言われるほど、そのエクステリア・デザインは見る者を魅了します。フェラー
リ ディーノやランボルギーニ、アルファロメオなど往年の名車の数々を紹介。オーナーがイタリアン ビン
テージカーの魅力やその特長などを語ります。

The Vintage Car 4 クルマという文化遺産 -日
本車

-

配信中

4K／日本車のビンテージカーと言えばスポーツカートヨタ 2000GT。その流麗なエクステリアと技術の粋
を尽くしたインテリアは見どころの一つです。その他、世界初の実用・量産ロータリーエンジンを搭載した
コスモ スポーツも登場します。

R-15

配信中

4K／オフの女優上原亜衣が癒しを求めて旅をする。4Kならではの高画質。／訪れたのは、富士山の麓。
今回は箱根・湯河原の二大温泉地を巡る。癒されるのは女優上原亜衣。いちご農園、エステ、サウナ、
万葉公園、露天風呂とまわり、こころと素肌を癒していく……。

オンナの癒し旅
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配信本数：約130本

4K（無料作品）

※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。
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齢制限
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内容

けーぶるにっぽん「愛知 蘇る産業遺産 『愛岐
トンネル群』」

-

配信中

4K／けーぶるにっぽん 美・JAPAN「蘇る産業遺産『愛岐トンネル群』」／愛知と岐阜の県境にある旧国鉄
中央線のトンネル群。この廃線跡一帯を散策路として保全し、春日井市を代表する観光名所にしようと奮
闘する地元の有志達を追った。また、トンネルと紅葉の映像美も必見。

けーぶるにっぽん「金魚が泳ぐ城下町・大和郡
山」

-

配信中

4K／けーぶるにっぽん 美・JAPAN「金魚が泳ぐ城下町・大和郡山」／金魚と大和郡山。その歴史は江戸
中期、百万石の城下町として栄えた郡山藩に遡り、今では国内3大産地に数えられる。「全国金魚すくい
選手権大会」が行われるなど、街の代名詞となった「金魚」。金魚に懸ける地元の人々の想い、目にも鮮
やかな金魚の美しさ・愛らしさを伝える。

けーぶるにっぽん「世界が認めた織物-結城紬-」

-

配信中

4K／けーぶるにっぽん 美・JAPAN「世界が認めた織物-結城紬-」／国の重要無形文化財で、ユネスコ
無形文化遺産に登録されている高級絹織物「結城紬」。「糸つむぎ」から日本最古の織物技法を残す「地
機織り」まで、そのすべてを手作業で行う独特の製法は世界に類を見ない。織物の美、そして製作現場
の「いま」を伝える。

けーぶるにっぽん「知多木綿の町 岡田の知多
晒」

-

配信中

4K／けーぶるにっぽん 美・JAPAN「知多木綿の町 岡田の知多晒」／江戸時代初期、現在の愛知県知
多市岡田では「知多晒」の江戸送りが始まり一大木綿産地となりました。産業は衰退しましたが自家用の
知多木綿を地元の方々が伝承しています。江戸時代に名を馳せた知多晒の今の姿は…。昔の木綿蔵が
現存している岡田は懐かしい町並みも見所。

けーぶるにっぽん「姫路城 語り部が紡ぐ歴史秘話」

-

配信中

4K／けーぶるにっぽん 美・JAPAN「姫路城 語り部が紡ぐ歴史秘話」／白亜の天守を誇る名城、姫路城。
過去から未来へ、悠久の時の中に秘かに語り継がれるのは、城にまつわる幾多のミステリーだ。 語り部
が紡ぐ極上の歴史秘話、そして息を呑む白亜の名城が、古のロマン溢れる映像の旅へと誘う。

けーぶるにっぽん「未来の日本酒を担う
NEXT5｣

-

配信中

4K／けーぶるにっぽん 美・JAPAN「未来の日本酒を担うNEXT5｣／全国的に清酒の消費量が減少してい
る中、その状況を打破しようと立ち上がったのが、秋田の若手蔵元経営者5人で結成された“造る蔵元集
団”「NEXT5」。5人がひとつの蔵に集まって造る共同醸造酒が完成するまでの道のり、メンバーの酒造り
に対する想いを聞く。

ゴッドファーザー【アカデミー賞作品賞】【アル・
パチーノ主演】／字幕

-

配信中

4K／字幕／コッポラ監督の代表作であり、ギャング映画の最高峰。マフィアのドンに対する暗殺未遂を
きっかけに起こるマフィア社会の抗争を、徹底的に追求したリアリズム手法で描いたギャング映画の傑
作。名優マーロン・ブランドを始め、当時では新進気鋭の俳優アル・パチーノら実力派が脇を固める。

ゴッドファーザー【アカデミー賞作品賞】【アル・
パチーノ主演】／吹替

-

配信中

4K／吹替／コッポラ監督の代表作であり、ギャング映画の最高峰。マフィアのドンに対する暗殺未遂を
きっかけに起こるマフィア社会の抗争を、徹底的に追求したリアリズム手法で描いたギャング映画の傑
作。名優マーロン・ブランドを始め、当時では新進気鋭の俳優アル・パチーノら実力派が脇を固める。

ゴッドファーザーPART II【アカデミー賞作品賞】
【アル・パチーノ＋ロバート・デ・ニーロ】／字幕

PG-12

配信中

4K／字幕／ただの続編とは言いがたい、ギャング映画の最高傑作。前作から5年後。偉大なドンである
父の後を受け継いだ息子マイケルの苦悩と復讐を、父ビトの少年時代からの回想を交えて描く、ギャング
映画の傑作シリーズ第2弾。名優ロバート・デ・ニーロも加わり、コッポラ監督が創り上げる重厚感ある世
界に実力派俳優の演技が映える。

ゴッドファーザーPART II【アカデミー賞作品賞】【ア
ル・パチーノ＋ロバート・デ・ニーロ】／吹替

PG-12

配信中

4K／吹替／ただの続編とは言いがたい、ギャング映画の最高傑作。前作から5年後。偉大なドンである
父の後を受け継いだ息子マイケルの苦悩と復讐を、父ビトの少年時代からの回想を交えて描く、ギャング
映画の傑作シリーズ第2弾。名優ロバート・デ・ニーロも加わり、コッポラ監督が創り上げる重厚感ある世
界に実力派俳優の演技が映える。

シャッター アイランド【レオナルド・ディカプリオ
主演】【マーティン・スコセッシ監督】／字幕

PG-12

配信中

4K／字幕／全ての“謎”が解けるまで、この島を出る事はできない…。アカデミー賞受賞作品『ミスティッ
ク・リバー』の原作者デニス・ルヘインの超絶ミステリー小説を、マーティン・スコセッシ監督×レオナルド・
ディカプリオ主演で完全映画化！四方八方を海に囲まれたある島で連邦保安官テディがたどり着く驚愕
の事実とは！？

シャッター アイランド【レオナルド・ディカプリオ
主演】【マーティン・スコセッシ監督】／吹替

PG-12

配信中

4K／吹替／全ての“謎”が解けるまで、この島を出る事はできない…。アカデミー賞受賞作品『ミスティッ
ク・リバー』の原作者デニス・ルヘインの超絶ミステリー小説を、マーティン・スコセッシ監督×レオナルド・
ディカプリオ主演で完全映画化！四方八方を海に囲まれたある島で連邦保安官テディがたどり着く驚愕
の事実とは！？

スター・トレック イントゥ・ダークネス／字幕

-

配信中

4K／字幕／人類最大の弱点は、愛だ。最も“旬な男”ベネディクト・カンバーバッチほか豪華集結！宇宙
歴2259年。地球に突如訪れた史上最大の危機。復讐を誓い、たった一人で戦争を仕掛けてきたUSSエン
タープライズのジョン・ハリソン司令官。ハリソンの過去と復讐の真の目的とは--？地球の存亡と引き換
えに、カークが、エンタープライズのクルーが払う犠牲とは--？

スター・トレック イントゥ・ダークネス／吹替

-

配信中

4K／吹替／人類最大の弱点は、愛だ。最も“旬な男”ベネディクト・カンバーバッチほか豪華集結！宇宙
歴2259年。地球に突如訪れた史上最大の危機。復讐を誓い、たった一人で戦争を仕掛けてきたUSSエン
タープライズのジョン・ハリソン司令官。ハリソンの過去と復讐の真の目的とは--？地球の存亡と引き換
えに、カークが、エンタープライズのクルーが払う犠牲とは--？

スター・トレック（2009）【クリス・パイン主演】【J・
J・エイブラムス監督】／字幕

-

配信中

4K／字幕／主演は新星クリス・パインと、ザッカリー・クイント！「M：i：III」のJ・J・エイブラムス監督が、人
気シリーズを新解釈で映画化。カーク艦長の若き日を舞台に、数々の困難を通して成長していく姿を描
く。伝説のキャプテンを父に持つジェームズ・T・カークは、士官候補生としてエンタープライズ号に乗船す
るが…。

タイトル

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約130本

4K（無料作品）

※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

スター・トレック（2009）【クリス・パイン主演】【J・
J・エイブラムス監督】／吹替

-

配信中

4K／吹替／主演は新星クリス・パインと、ザッカリー・クイント！「M：i：III」のJ・J・エイブラムス監督が、人
気シリーズを新解釈で映画化。カーク艦長の若き日を舞台に、数々の困難を通して成長していく姿を描
く。伝説のキャプテンを父に持つジェームズ・T・カークは、士官候補生としてエンタープライズ号に乗船す
るが…。

ソルトギャラリー／沖縄本島スローピッチ
ジャーク

-

配信中

4K／今回は沖縄県沖縄本島を拠点に出船し、伊平屋島など周辺の島々で大物を狙う！登場するのは、
スローピッチジャークのスペシャリスト東村真義！カンパチ、マハタ、クエなど、大型のターゲットが潜むこ
の海域。果たしてどんな展開となるのか？

ターミナル（2004）【トム・ハンクス主演】【ス
ティーヴン・スピルバーグ監督】／字幕

-

配信中

4K／字幕／彼はかけがえのない、果たすべきひとつの約束を抱えていた。ニューヨークJFK国際空港に
降り立った東欧のクラコウジア人、ビクター・ナボルスキー。彼の祖国はクーデターによって事実上消滅
し、パスポートも無効になってしまったため、帰国することも、アメリカに入国することも禁止されてしまう。
行き場を失い、宛のない空港ターミナルでの生活を始めるが…。

ターミナル（2004）【トム・ハンクス主演】【ス
ティーヴン・スピルバーグ監督】／吹替

-

配信中

4K／吹替／彼はかけがえのない、果たすべきひとつの約束を抱えていた。ニューヨークJFK国際空港に
降り立った東欧のクラコウジア人、ビクター・ナボルスキー。彼の祖国はクーデターによって事実上消滅
し、パスポートも無効になってしまったため、帰国することも、アメリカに入国することも禁止されてしまう。
行き場を失い、宛のない空港ターミナルでの生活を始めるが…。

タイムトリップ軍艦島

-

配信中

4K／2015年、世界文化遺産に登録された「軍艦島」（正式名称「端島」）。元島民であり、NPO法人「軍艦
島を世界遺産にする会」の理事長である坂本道徳氏とともに、軍艦島の過去の写真や映像を現在の姿と
比較しながら炭鉱や島での生活について紹介する。

とことんエギパラダイス ＃116 ／三重県紀伊
長島の旅 ティップラン応用編！三重でデカイカ
を狙うなり！

-

配信中

4K／この釣り発祥の地である三重で太田先生がティップランエギングの応用編を教えてくれます。キロ
アップも狙えるこの時期。デカイカを求めてやってきた茜香おねぃさんですが、数日前から釣果が落ちて
いるとか。まさかの事態に、二人はどうするのでしょうか！？

トラウトギャラリー／サクラマスパーフェクト
ゲーム 珠玉の砲弾ザクラに挑む

-

配信中

4K／銀色に輝く魚体と精悍な顔つきで多くのトラウトマンを魅了するサクラマス。2年ぶりの登場となる岩
手のサクラマスゲッター庄司貴生。舞台は秋田サクラマス三大河川の一つ、子吉川。解禁の喧騒からお
よそ2週間が経過した4月半ば。珠玉の砲弾ザクラに挑んだ二日間に密着する。

ドラゴン8 ＃4／シーズン終盤の東京湾 釣り
ガールとの大激闘！

-

配信中

4K／昨今、大人気のタチウオゲーム。若手のホープ吉岡進が目指すは指8本のドラゴン級！今回はヨッ
シーのホーム、東京湾に挑戦！目指すは夢のドラ8、そして竿頭なのだが、何やら船中は釣りガールがち
らほら。女性にはめっぽう弱いヨッシー！ホントに大丈夫！？

ドラゴン8 ＃6 ／テンヤ勝負の大阪湾 ドラ7の
奇跡再び！？

-

配信中

4K／ドラゴン8は指8本のドラゴン級タチウオを目指す番組！舞台は一年前に訪れた大阪湾。奇跡のドラ
7をもう一度…いや！今度こそはドラ8！しかも今年はタチウオの当たり年との噂！ハシリの時期だが絶
対にドラゴンを釣り上げる！

トランスフォーマー／ダークサイド・ムーン【シャ
イア・ラブーフ主演】【マイケル・ベイ監督】／字
幕

-

配信中

4K／字幕／人類は、今立ち上がる。アポロ11号が月面着陸に成功したその陰で米国政府は月の裏側に
不時着した謎の物体の調査を開始する。それはアークと呼ばれる宇宙船で、中にはオートボットの偉大
なる元司令官センチネルプライムが眠っていた…。時は流れ、現代。社会人となったサムに再び悪夢が
襲いかかる。

トランスフォーマー／ダークサイド・ムーン【シャ
イア・ラブーフ主演】【マイケル・ベイ監督】／吹
替

-

配信中

4K／吹替／人類は、今立ち上がる。アポロ11号が月面着陸に成功したその陰で米国政府は月の裏側に
不時着した謎の物体の調査を開始する。それはアークと呼ばれる宇宙船で、中にはオートボットの偉大
なる元司令官センチネルプライムが眠っていた…。時は流れ、現代。社会人となったサムに再び悪夢が
襲いかかる。

トランスフォーマー／リベンジ【マイケル・ベイ監
督】／字幕

-

配信中

4K／字幕／新たなるトランスフォーム＜変身＞はリベンジから始まる！オートボットとの壮絶な死闘の末
に敗北した邪悪なディセプティコン。あれから2年、ガールフレンドのミカエラから遠く離れて大学生活を送
るサム。ある日、当時身につけていた服に残っていたキューブの破片に触れたことから、奇妙な“サイン”
が見えるようになる。

トランスフォーマー／リベンジ【マイケル・ベイ監
督】／吹替

-

配信中

4K／吹替／新たなるトランスフォーム＜変身＞はリベンジから始まる！オートボットとの壮絶な死闘の末
に敗北した邪悪なディセプティコン。あれから2年、ガールフレンドのミカエラから遠く離れて大学生活を送
るサム。ある日、当時身につけていた服に残っていたキューブの破片に触れたことから、奇妙な“サイン”
が見えるようになる。

トランスフォーマー【マイケル・ベイ監督】／字
幕

-

配信中

4K／字幕／製作総指揮スティーブン・スピルバーグ×監督マイケル・ベイが放つSF超大作！自動車、戦
闘機、携帯電話など、あらゆる機械に変形できる未知の金属生命体が地球に襲来、人類への攻撃を開
始する。そんな中、サムは初めて買った自分の車が巨大ロボットに変形することを知り…。

トランスフォーマー【マイケル・ベイ監督】／吹
替

-

配信中

4K／吹替／製作総指揮スティーブン・スピルバーグ×監督マイケル・ベイが放つSF超大作！自動車、戦
闘機、携帯電話など、あらゆる機械に変形できる未知の金属生命体が地球に襲来、人類への攻撃を開
始する。そんな中、サムは初めて買った自分の車が巨大ロボットに変形することを知り…。

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約130本

4K（無料作品）

※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

ハイパーエキスパート／北海道阿寒湖2016

-

配信中

4K／今回杉坂が訪れたのは北海道阿寒湖。毎年阿寒湖に通い続けているという杉坂がハンティングの
ように魚を見つけ狙っていくワカサギの釣り。そして、流れを読みブレイク沿いを回遊してくる個体を狙う
ユスリカの釣り。杉坂流のアメマス攻略に密着する。

ハイパーエキスパート／北海道知床のカラフト
マス2015

-

配信中

4K／北海道知床を訪れカラフトマスを狙う。遡上魚であるカラフトマスは8月のお盆過ぎから河口近くに接
岸してくる。全長17cmの巨大フライでアピールし攻略していく杉坂だったが、その前に大自然の驚異が立
ちはだかる。

ハチミツとクローバー 第01～24話（最終話）

-

配信中

4K／＃1 人が恋に落ちる瞬間を見てしまった。まいったな……／築25年、家賃3万8千円のボロアパート
に住む、美大生の竹本祐太は、同じ大学の先輩・真山巧、森田忍にからかわれつつも楽しい共同生活を
送っていた。新学期を迎えたある日、花本先生の従兄弟の娘で少女のように小さく可憐な編入生・花本
はぐみを紹介される。

ハチミツとクローバー 未放送エピソード 第01
話

-

配信中

4K／未放送エピソード 第01話 chapter.L／ローマイヤ先輩にフューチャーしたスペシャル・エピソード！
竹本たちのアパートに以前住んでいたローマイヤ先輩。豪快で優しい先輩は、いつも金欠で肉が食べら
れない森田たちにハムやソーセージを差し入れてくれていた。そんな頼れる先輩は実家に戻る前、荒川
ランドの救世主“ニャンざぶろう”として伝説を残していた！

ハチミツとクローバー 未放送エピソード 第02
話（最終話）

-

配信中

4K／未放送エピソード 第02話 chapter.F／藤原デザイン事務所の面々が織りなす、爆笑エピソード！
ちょっとしたイヤガラセのつもりで、山崎の誕生日プレゼントに悪趣味な服をプレゼントした美和子さん。し
かし意外にも山崎はアッサリ着こなし、雑誌で“街のおしゃれ達人”に選ばれてしまう！美和子さんはムキ
になって、更に変な服を探すが…。

ハチミツとクローバーII 第01～12話（最終話）

-

配信中

4K／＃1 ……そして、僕たちは再び回り始める……／大学にほど近いアパートで、美大に入ったもの
の、自分の進むべき道を見つけられずに悶々としていた竹本祐太。気の合う先輩の真山巧や森田忍と、
それなりに楽しい日常をすごしていたのだが…。そんな頃、大学で編入生の花本はぐみと出会うことで、
竹本の日常は、ゆっくりと回り始める。

フォレスト・ガンプ／一期一会【アカデミー賞作
品賞】【トム・ハンクス主演】／字幕

PG-12

配信中

4K／字幕／アカデミー賞（R）作品賞ほか6部門を独占した映画史に残る名作。“人生は食べてみなけれ
ばわからない、チョコレートの箱と同じ”--アメリカの激動する歴史を駆け抜けた、トム・ハンクス演じる青
年フォレストの青春を暖かい感動で描いた映画史に残る名作。

フォレスト・ガンプ／一期一会【アカデミー賞作
品賞】【トム・ハンクス主演】／吹替

PG-12

配信中

4K／吹替／アカデミー賞（R）作品賞ほか6部門を独占した映画史に残る名作。“人生は食べてみなけれ
ばわからない、チョコレートの箱と同じ”--アメリカの激動する歴史を駆け抜けた、トム・ハンクス演じる青
年フォレストの青春を暖かい感動で描いた映画史に残る名作。

フライギャラリー／Drifter＆Riser 狩野川

-

配信中

4K／水生昆虫研究家でもある刈田敏三さんは今日もまたフィールドに出かけ、DrifterとRiserの関係に迫
る。今回は関東圏のフライフィッシャーから絶大な人気を誇る静岡県狩野川が舞台。3月下旬の狩野川で
DrifterとRiserのミステリーに迫る。

ヘラブナギャラリー／桜舞う晩春の鎌北湖

-

配信中

4K／桜、新緑、紅葉…。四季折々の豊かな景色を楽しませてくれる埼玉県鎌北湖、別名“乙女の湖”。湖
面を彩る散り桜に心踊らせつつ、初々しき晩春のヘラブナを堪能する。釣り人は橋本幸一氏。春から夏
へ…季節の変わり目のナイーブな乙女をどう口説き落とすのか？セット、両ダンゴ、様々な手法を用いて
乙女の湖を攻略していく。

マイノリティ・リポート（2002）【トム・クルーズ主
演】【スティーヴン・スピルバーグ監督】／字幕

-

配信中

4K／字幕／スピルバーグとトム・クルーズのコンビによる近未来SFサスペンス。西暦2054年、ワシントン
DC。ジョン・アンダートンはその犯罪予防局のチーフとして活躍していた。しかし、ある日、ジョンは自分が
36時間以内に見ず知らずの他人を殺害すると予知され、仲間から追われる立場になった。自らの容疑を
晴らそうと奔走するのだが…。

マイノリティ・リポート（2002）【トム・クルーズ主
演】【スティーヴン・スピルバーグ監督】／吹替

-

配信中

4K／吹替／スピルバーグとトム・クルーズのコンビによる近未来SFサスペンス。西暦2054年、ワシントン
DC。ジョン・アンダートンはその犯罪予防局のチーフとして活躍していた。しかし、ある日、ジョンは自分が
36時間以内に見ず知らずの他人を殺害すると予知され、仲間から追われる立場になった。自らの容疑を
晴らそうと奔走するのだが…。

鮎2016／YujiStyle 原点の川 京都・美山川攻
略

-

配信中

4K／トップトーナメンター高橋祐次が鮎釣りを覚えた京都府美山川。解禁直後の釣り荒れ状態の中どの
ように数を重ねていくのだろうか？湖産と人工産がエリアを分けて放流されるこの川。それぞれの特徴を
掴むべく探っていくつもりだったが、祐次の前に立ちはだかったのは…。

磯を駆ける ＃72／島根県浜田の旅

-

配信中

4K／今回は島根県浜田エリア。毎年夏になると日本海沿岸の磯に回遊してくるヒラマサが今回のター
ゲット。とはいえ青物なので一瞬にしてエリア全域から姿を消すこともあり、実際に釣りをするまで状況は
分からない。

魚種格闘技戦！BATTLE-169 第1幕／猛風！
南米パタゴニアのジュラシックトラウト

-

配信中

4K／全世界をフィールドにあらゆる魚族に挑むフィッシングエンタメ番組。今回は南米大陸の南、アルゼ
ンチンとチリに跨るパタゴニアで展開されるモンスタートラウトバトルだ！年間を通し寒冷で、強風が吹き
荒れる“嵐の大地”。恐竜が棲息していたジュラ紀に隕石の衝突によって創られたという広大な湖を舞台
に送る三部作野第一幕。

タイトル

内容

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約130本

4K（無料作品）

※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

魚種格闘技戦！BATTLE-169 第2幕／猛風！
南米パタゴニアのジュラシックトラウト

-

配信中

4K／“嵐の大地”とも称される、爆風吹きつけるパタゴニアで展開されるモンスタートラウトバトル第2幕！
今回はジュラシックレイクに加え、同じく隕石衝突で出来たとされる別のポンドにも足を運んでみる。する
と、体色の濃い、パワフルな魚達が出迎えてくれた！

魚種格闘技戦！BATTLE-169 第3幕／猛風！
南米パタゴニアのジュラシックトラウト

-

配信中

4K／強風が吹き荒れる“嵐の大地”南米パタゴニアで展開されるモンスタートラウトバトル遂に最終幕。
ジュラシックレイク唯一の流入河川での実釣をはじめ、強風に晒されながら挑んだ本湖では遂に捜し求
めていた夢の10kgオーバーと対峙。11日間に亘る遠征を感動で締めくくる！

最先端医療を支えるミクロの職人技

-

配信中

4K／100分の1ミリで研磨するというミクロの技を4K映像で紹介！／医療器具を専門に作る工場の4代
目、高山隆志が手がけるのは「マイクロハサミ」と呼ばれる、刃渡り10ミリ、刃の厚さが0.03ミリほどという
極小のハサミ。100分の1ミリで研磨するというミクロの技や、スーパードクターによる脳神経外科手術の
様子を4Kで撮影。

西部警察 全国キャラバン！！ロケ聖地巡礼 スペシャル篇-【4K未来映像プロジェクト】

-

配信中

4K／「西部警察」伝説の全国縦断ロケ地を巡るドラマティック紀行第10弾。「さよなら西部警察 大門死
す！男達よ永遠に…」の舞台、岡山県犬島。総製作費3億円という超ド級のスケールで制作された最終
回、あれから30年超…伝説のロケ地、大門殉職の地はどうなっているのか。

西部警察 全国キャラバン！！ロケ聖地巡礼 岡山・香川篇-【4K未来映像プロジェクト】

-

配信中

4K／「西部警察」伝説の全国縦断ロケ地を巡るドラマティック紀行第７弾。バス・路上タクシー爆破、遊園
地で時限爆弾爆発！「激闘！！炎の瀬戸内海 -岡山・高松篇-」「激突！！壇ノ浦攻防戦 -岡山・高松篇
-」電車内銃撃戦、あの舞台裏が今明かされる。

西部警察 全国キャラバン！！ロケ聖地巡礼 宮城篇-【4K未来映像プロジェクト】

-

配信中

4K／「西部警察」伝説の全国縦断ロケ地を巡るドラマティック紀行第3弾。遊園地での銃撃戦、しかけられ
た核爆弾「杜の都・激震！！-宮城・前篇-」「仙台爆破計画-宮城・後篇-」仙台塩釜港バス大爆発、あの
撮影舞台裏が今明かされる。

西部警察 全国キャラバン！！ロケ聖地巡礼 広島篇-【4K未来映像プロジェクト】

-

配信中

4K／「西部警察」伝説の全国縦断ロケ地を巡るドラマティック紀行第8弾。伝説の路面電車オールロケ
列車大爆破「広島市街パニック！！」「燃えろ！！南十字星」迫力のカーチェイス 海上銃撃戦、あの舞
台裏が今明かされる。また、石原裕次郎の貴重な映像にも出会う。

西部警察 全国キャラバン！！ロケ聖地巡礼 三重・名古屋篇-【4K未来映像プロジェクト】

-

配信中

4K／「西部警察」伝説の全国縦断ロケ地を巡るドラマティック紀行第5弾。ステーキレストラン爆破 おば
け煙突倒し「決戦・地獄の要塞-名古屋篇-」「戦慄 のカーニバル-名古屋篇-」遊園地大爆発、あの撮影
舞台裏が今明かされる。

西部警察 全国キャラバン！！ロケ聖地巡礼 山形篇-【4K未来映像プロジェクト】

-

配信中

4K／「西部警察」伝説の全国縦断ロケ地を巡るドラマティック紀行第2弾。山形 酒田港 敵アジト伝説の
大爆破「走る炎! ! 酒田大追跡」「誘拐! 山形・蔵王ルート」上山競馬場爆破炎上、テレビ中継車クラッ
シュ、あの撮影舞台裏が今明かされる。

西部警察 全国キャラバン！！ロケ聖地巡礼 静岡篇-【4K未来映像プロジェクト】

-

配信中

4K／「西部警察」伝説の全国縦断ロケ地を巡るドラマティック紀行第4弾。駿府城公園周辺 激しいカー
チェイス、静岡駅前 ヘリコプター着陸「大追跡！！静岡市街戦-静岡・前篇-」「大激闘！！浜名湖決戦静岡・後篇-」遊覧船大爆発、あの撮影舞台裏が今明かされる。

西部警察 全国キャラバン！！ロケ聖地巡礼 大阪・神戸篇-【4K未来映像プロジェクト】

-

配信中

4K／「西部警察」伝説の全国縦断ロケ地を巡るドラマティック紀行第6弾。大阪城銃撃戦、飛び交う無数
のヘリコプター、当時15万人が集まったイベント「激追！！地を走る3億ドル -大阪・神戸篇-」、あの舞台
裏が今明かされる。また、石原裕次郎生誕の地も巡る。

西部警察 全国キャラバン！！ロケ聖地巡礼 福岡篇-【4K未来映像プロジェクト】

-

配信中

4K／「西部警察」伝説の全国縦断ロケ地を巡るドラマティック紀行第9弾。実際の“博多どんたく”での撮
影「パニック・博多どんたく」「決戦！燃えろ玄界灘」大漁船団による包囲網 犯人の船大爆破、あの舞台
裏が今明かされる。また、石原裕次郎の貴重な映像にも出会う。

西部警察 全国キャラバン！！ロケ聖地巡礼 北海道篇-【4K未来映像プロジェクト】

-

配信中

4K／「西部警察」伝説の全国縦断ロケ地を巡るドラマティック紀行第1弾。北海道の大地に炸裂する時限
爆弾、炎の中を走るパトカー「北都の叫び-カムバック・サーモン！」「燃える原野！オロフレ大戦争」転落
する真っ赤な日産C-130 ローレル。あの撮影舞台裏が今明かされる。

戦国武将たちの築城戦略

-

配信中

4K／築城の名手と呼ばれた加藤清正、藤堂高虎、黒田官兵衛の築城戦略とは。今も多くの人々の心を
揺さぶる日本の城。中には、名城と呼ばれる城がある。強さ、美しさ、考え抜かれた機能性。まさに、戦国
武将たちの知恵と戦略の結晶。そんな名城を築き上げた藤堂高虎、加藤清正、黒田官兵衛。3人の武将
がそれぞれの視点から築城の戦略を紐解いていく。

大漁！関東沖釣り爆釣会 ＃139／イカ釣りの
悩み、解決します！相模湾の“ヤリ・スルメ”

-

配信中

4K／今回も弾ける笑顔と底抜けの元気で、相模湾のヤリイカとスルメイカに挑戦します！なぜかいつもイ
カ釣りでは釣果がパッとしない…。そんな悩める釣り人を代表して、みらいちゃんが先生を質問攻め！分
からない事、難しかった事をズバっと解決して行きます。

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約130本

4K（無料作品）

※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

池波正太郎時代劇スペシャル 顔（4K版）

-

配信中

4K／最後だ。この殺しが-／J：COMと時代劇専門チャンネルが4K撮影で共同制作したオリジナル時代
劇。舞台は江戸の闇社会。表と裏の顔を持つ男たちの運命が交錯する。主演は松平健。池波正太郎の
名作短篇、初の映像化！（4K版）

長崎：天主堂の祈り

-

配信中

-

伝心伝承 163／稔ちゃんの夏休み -韓国・ア
ユ釣りの旅-

-

配信中

4K／今回は日本を飛び出し、隣国・韓国でアユを狙う！南部の河川を訪れた鬼才であるが、数年ぶりと
いう猛暑に大苦戦。それでも、韓国の仲間と共に川遊びなどを堪能。異国の地で過ごす“稔ちゃんの夏
休み”に乞うご期待！

伝心伝承 166／長崎県五島列島 -群れ集うヒ
ラマサに本領発揮-

-

配信中

4K／「釣りは楽しく楽に楽に」をモットーに日本各地の釣り場で大暴れ！今回は磯でヒラマサをカゴ釣りで
狙う！白波の中、狂喜乱舞の様相だったヒラマサの喰いは凪と共に静まっていく。そんな中、一人良型を
掛け続ける鬼才。ダイナミック且つ繊細な釣りで魅せる鬼才の真髄に迫る！

日本四季菜彩 ＃3 静岡・伊豆-深海の神秘と
清らかな流れ-

-

配信中

4K／旬の食べ物と四季折々の絶景を通して、その土地の魅力に迫る！海の幸、山の幸、日本各所に散
在する食の魅力、そして、その食を育む土地の魅力を自然と共生する人々との触れ合いを通じて、お届
け。第3回「静岡・伊豆」 今回は、半島東側の稲取から出船し、キンメダイの漁へ。更に、鮎釣りの様子、
わさびの収穫も取材。

日本四季菜彩 ＃4 岡山 -瀬戸内の風土と太
陽の恵み-

-

配信中

4K／海の幸、山の幸、日本各所に散在する食の魅力、そして、その食を育む土地の魅力を自然と共生
する人々との触れ合いを通じて、お届け。第4回「岡山-瀬戸内の風土と太陽の恵み-」今や若い女性に
大人気、専門の料理店も増えてきたパクチー。生産量が全国でもトップクラスです。

宝塚ドリームツアーズ スペシャルコンサート プ
レミア版

-

配信中

4K／2016年11月28日に品川ステラボールで開催された、宝塚歌劇OG達による一夜限りの夢の競演をお
楽しみいただけます。

Fishing Cafe ＃58／釣り仲間の力が、解を導
き出す 数学者ピーター・フランクル

-

11月1日～

4K／明確な答えが存在する数学の世界で生きる数学者・ピーターフランクルさん。日本に住み着いてか
ら釣りが大好きになった彼にとって、釣りの存在とはどのようなものなのか。ピーターさんは、釣りを通じ
て様々な発見をしたと言う。釣り仲間の大切さ。日本人と魚、そして釣りとの関係など、海外の目を通した
考えを聞いていく。

メタルバスター 9／ショアスローで挑む玄界灘
の魚たち

-

4K／今回の舞台は世界有数の漁場として知られる豊饒の海、九州・玄界灘。通年、多彩な魚種が狙える
11月1日～ この海域で、オフショアのスロージギングを応用した激釣アプローチ、「ショアスロー」を披露！！話題の
ニューメソッドの威力とは！？

タイトル

内容

