2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約85本

シネフィルWOWOW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

視聴年齢
制限

配信
開始

内容

-

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
1月1日～
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する。

-

字幕／流れ者のガンマン、ロイは、ある富豪から依頼を受けて賞金首の待つ墓地に向かう。し
かしそこに現れたのは小さな少年だった。事件に裏があると睨んだガンマンは少年をかくまう
1月1日～ が、山賊の一団が執拗に彼らを狙ってくる。ガンマンはスネークという元ガンマンを味方につけ
ると、山賊を倒し、富豪の屋敷に乗り込み事件の真相を紐解いていく。少年は実は富豪の血縁
で…。

R-15

字幕／エネルギーが消費されつくした近未来。人々はろうそくや薪を使用した生活を送ってい
た。科学者たちは新しいエネルギー源を求めて日夜、研究を続けていた。やがて、女性のエクス
1月1日～
タシーからエネルギーを採取して電気エネルギーに変換するという方法が開発された。コッポラ
教授は、ダニエレとフランチェスカの協力を得て…。

-

※本編は白黒です。／ 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
1月1日～
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…。

-

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
1月1日～
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、思い切って映画館でアプ
ローチを試みるが、彼女にはまったく相手にされない。

ボルジア 欲望の系譜 シーズン2 第01話

R-15

字幕／第1話「甘美なる欲望」／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
1月1日～ 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ナポリに滞在していたが…。

ボルジア 欲望の系譜 シーズン2 第02話

R-15

字幕／第2話「灰の水曜日」／トルコがベネチアと開戦し、にわかに政情が動き出す。ナポリに居
1月1日～ 座るチェーザレも新たな策略を巡らしていた。一方、教皇庁では教皇ロドリーゴの腹心ガセットを
失墜させるべく、枢機卿たちが男色の罠を仕掛ける…。

ボルジア 欲望の系譜 シーズン2 第03話

R-15

字幕／第3話「枝の主日」／フィレンツェでは狂信的な修道士サヴォナローラが民衆を扇動して
1月1日～ ローマ教皇批判を繰り広げていた。一旦ローマに戻ったチェーザレだったが、教皇の命令でサ
ヴォナローラを鎮圧するためフィレンツェに向かうが…。

ボルジア 欲望の系譜 シーズン2 第04話

R-15

字幕／第4話「聖週間」／ローマはルクレツィアの赤ん坊が誘拐された事件で揺れていた。一方
1月1日～ フィレンツェでは、修道士サヴォナローラとチェーザレの代理人が、生身で火に焼かれ神の意志
を問う“火の試練”で対決しようとしていた…。

ボルジア 欲望の系譜 シーズン2 第05話

R-15

字幕／第5話「カンタレラ」／修道士サヴォナローラに勝利しローマ市民から歓声で出迎えられた
1月1日～ チェーザレは一気に勢力を拡大し、自身の野望を達成するために枢機卿の辞職を申し出る。一
方ルクレツィアには新たな結婚話が持ち上がっており…。

ボルジア 欲望の系譜 シーズン2 第06話

R-15

字幕／第6話「聖霊の降臨」／ロドリーゴとジュリアは礬油中毒となり、だんだんと精神のバラン
1月1日～ スを失いつつあった。ルクレツィアは秘密裏に我が子ジョヴァンニを手元に戻すが、誘拐事件と
して騒ぎが大きくなり教皇軍が捜査に乗り出す…。

ボルジア 欲望の系譜 シーズン2 第07話

R-15

字幕／第7話「三位一体」／礬油に蝕まれたロドリーゴは完全に常軌を逸し、異常な行動を繰り
1月1日～ 返していた。一方フランスに出向いたチェーザレはシャルル王に謁見し、王の従兄弟と婚約中の
ナポリ王女カルロッタとの結婚を願い出る…。

ボルジア 欲望の系譜 シーズン2 第08話

R-15

字幕／第8話「道徳の寓話」／フランス王シャルルの急死で窮地に陥ったチェーザレは、ナポリ
1月1日～ 王座という目的を何が何でも達成するため新王ルイに近づく。その頃ローマでは、礬油中毒から
立ち直ったロドリーゴが再び権勢をふるっていたが…。

ボルジア 欲望の系譜 シーズン2 第09話

R-15

字幕／第9話「変容」／スポレートの領主となり赴任したルクレツィアは初めての大任に四苦八
1月1日～ 苦しながらも、独自の方針を打ち出そうと務めていた。一方チェーザレはナポリ王女カルロッタと
の結婚を諦めきれずにおり…。

おっぱいとお月さま

シルバー・サドル 新・復讐の用心棒

セックス発電

ノスタルジア

フェリーニのアマルコルド
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ボルジア 欲望の系譜 シーズン2 第10話

R-15

字幕／第10話「幸福な結婚」／スポレートと対立するテルニのためにアーチェリー競技会を開催
1月1日～ したルクレツィアだったが、それが元で一触即発の事態が勃発する。その頃、カルロッタを失っ
たチェーザレには新たな縁談が持ち上がっていた…。

ボルジア 欲望の系譜 シーズン2 第11話

R-15

字幕／第11話「七つの悲しみ」／ミラノ進撃に備えるチェーザレは、新妻と共に満たされた日々
1月1日～ を送っていた。一方財政難にあえぐローマのロドリーゴは、教皇領内での税金不払いに腹を立
て、領主の告発を枢機卿たちに提案するが…。

ボルジア 欲望の系譜 シーズン2 第12話（最終
話）

R-15

字幕／第12話「神のごとき男」／策略を駆使しミラノを無血で手に入れたチェーザレは、ダ・ヴィ
1月1日～ ンチやマキャベリといった優れた人材を発掘しながら次なる敵、ロドリーゴに敢然と刃向かう女
傑カテリーナ・スフォルツァの討伐へと向かう…。

R-15

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、
1月1日～
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…。

-

字幕／海洋研究機関のサンデッカー長官、大統領補佐官のシーグラム博士らは、元海軍大佐
のエージェント、ダーク・ピットからある事件の報告を受けていた。1912年、処女航海中に沈没し
1月1日～
たタイタニック号には、未来の世界戦略に不可欠といわれる鉱石ビザニウムが持ち込まれてい
たという。

R-15

字幕／イタリアの田舎町にある音楽学校に、若くて美しい新任ピアノ教師フォメンティがやって来
た。生徒たちはみな憧れを抱くが、とりわけアレサンドロは彼女を一人の女として意識していた。
1月1日～
一方、アレサンドロに同性愛的感情をもつ親友ガブリエルは、嫉妬から先生を盗撮して脅し、屈
辱的な要求を強いる。

マルティナは海

レイズ・ザ・タイタニック

課外授業

WANTED／ウォンテッド

アナザー・カントリー

アポロンの地獄

ウンベルトD

カリフォルニア -ジェンマの復讐の用心棒

ガンマン大連合

クリエイター

ザ・スカルズ／髑髏（ドクロ）の誓い

-

-

-

-

-

-

-

-

配信中

字幕／ロサンゼルス。元CIAの凄腕バウンティーハンター（賞金稼ぎ）であるニック・ランドルは、
かつての同僚であるCIAのウォーカーから、一流の爆弾魔マラク・ラヒムを生死は問わないので
身柄を拘束しろと依頼される。だが、ランドルはラヒムの仲間を殺した過去があり、ラヒムはラン
ドルを罠に掛ける。そのせいでランドルは…。

配信中

字幕／ロシアに亡命した元スパイの老紳士が若き日に思いをはせる。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。

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。その結果、
“母と交わり、父を殺す”という恐ろしい神託を耳にする。

配信中

字幕／地味な官吏生活を送った挙句、クビになった70歳の老人ウンベルト。今はわずかな年金
を頼りに愛犬フライクとアパートで暮らしているが、家賃を滞納し立ち退きを迫られている。年金
引き上げ要求のデモ隊にも加わったが上手くいかない。ある日、アパートで働く優しい娘マリア
から、兵隊ふたりのどちらかの子を妊娠したと相談されるが、ウンベルトは気の利いた言葉ひと
つ返せず…

配信中

字幕／伝説の早撃ちガンマン“カリフォルニア”は、軍のコックだと身分を偽りマイケルと名乗っ
ていた。彼は故郷へ戻る兵士ウイリーと旅を続けていたが、冷酷な賞金稼ぎの一味にウイリー
を殺されてしまう。マイケルは彼の死を伝えるため遺族の元を訪れる。ウイリーの姉ヘレンはマ
イケルを気に入り、ふたりはやがて結婚。しかし彼女は一味にさらわれてしまう。

配信中

字幕／メキシコ革命時代。ある日、革命軍が占領していたアン・ベルナディノの町にヨドがやって
来る。彼は革命軍に武器を売りつけようと目論んでいたが、革命軍の資金は金庫の中に隠され
ており、その開け方を知っているのは、アメリカ軍の人質になっているザントス教授だけだと知ら
される。ヨドが自ら教授を連れ戻しに行くことを申し出ると、チャトーという監視役を付けられた。

配信中

字幕／ノーベル賞科学者ハリー博士は、秘密研究所で亡き妻の細胞を培養し、クローンで妻を
蘇らせようとしていた。実験に必要な卵子を提供してくれる若い女性メリーも見つかったが、彼の
行動に不審を抱いたライバルのシド博士による身辺調査によって、ハリーは大学から追い出さ
れてしまう。

配信中

字幕／アメリカを陰で支配する謎の巨大秘密結社“スカル”は、未来の指導者となる新しい人材
を探していた。彼らが注目したのは、名門大学のボート部を3年連続優勝に導いたルークだっ
た。“スカル”は全てを可能にする組織。勧誘を受け入会を果たしたルークは素直に喜ぶ。しかし
彼らの本性は、恐怖のエリート集団以外の何者でもなかった。そんな時…。
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タイトル
さよならミス・ワイコフ

ジェイン・エア

そして、デブノーの森へ

ゾンゲリア

ナイト･アンド･ザ･シティ

ノー・マンズ・ランド

ハーフ・ア・チャンス

バニシング IN 60”

フランケンシュタインと地獄の怪物（モンスター）

ブロンクス物語／愛につつまれた街

視聴年齢
制限

R-15

-

R-15

-

-

-

-

-

-

-

配信
開始

内容

配信中

字幕／カンザス州フリーダムの高校でラテン語の教師をしているワイコフは、35歳にして男性経
験がなく、結婚に憧れを抱きながらも男性へのコンプレックスを拭えずにいた。ある時、ワイコフ
を原因不明の変調が襲う。病院では、不調や精神不安は更年期障害からきていると診断され
る。

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、孤児の慈善寄宿学校に入
れられてしまう。厳しい規律と過酷な虐待が日常の、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ジェインは惹かれ、ロ
チェスター卿もまた、聡明な彼女に惹かれていく。

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。ある日ダニエルは、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。

配信中

字幕／テキサス州の小さな村で、カメラマンの男が海辺で襲われた。黒焦げになった男の姿を
発見した保守官のダンは、彼がまだ生きていることを確認。しかし、男は再び何者かに襲われ、
殺されてしまう。さらに村では、泥酔した漁師が殺されるなど、怪奇な連続殺人事件が起こり始
める。調査を進める中でダンは行方不明の少年が学校に通っていた事実を掴み、ある人物にた
どり着く。

配信中

字幕／マンハッタンの三流弁護士ハリーは、ボクサー同士の訴訟を請け負ったことをきっかけ
に、古き良き時代のボクシングを復活させ、プロモーター業で成功する夢を抱く。さっそく興行免
許を取得したハリーだったが、資金の工面に手こずるなど道は困難を極めた。それでもハリー
は、名ボクサーを仲間に、愛人ヘレンの助けもかりて金策に明け暮れ、夢の実現に奔走する。

配信中

字幕／1993年6月、ボスニア紛争の只中。霧で迷ったボスニア兵のチキは塹壕に身を隠した。
そこはボスニアとセルビアの間の無人地帯“ノー・マンズ・ランド”。そこにセルビア兵ニノが偵察
に訪れる。2人が一触即発の睨み合いをするなか、死んだと思われ地雷を仕掛けられたボスニ
ア兵が目を覚ます。

配信中

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。そんな折、アリスが麻マフィア抗争に巻き込まれてしまい
…。

配信中

字幕／表向きは保険会社の調査員だが、実は、高級車だけを盗むプロの泥棒メインドリアン・
ペースのもとに、車が高値で売れるという契約がとび込んでくる。しかしそれは、弟のコーリス、
臆病者のユージーンとその弟スタンリーと妹パムプキン、そして友人ジャクソン、仲間6人が全員
で力を合わせなければ遂行できないものだった。ところがユージーンは、新婚旅行で参加出来
ない。

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
は人造人間の研究をしていた。しかし警察に見つかり、裁判の結果、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
いた。サイモンは博士の助手となり…。

配信中

字幕／1960年代のブロンクス。マフィアのボス、ソニーに憧れるカロジェロは、ソニーの人殺しの
罪をかばい偽の証言をする。以来、ソニーに気に入られた彼は、父ロレンツォの忠告もきかず、
裏の世界へ。17歳になり裏世界で一目置かれる存在となったカロジェロは、黒人とイタリア系と
の人種間抗争が激化しているにも関わらず、黒人少女ジェーンに恋をしてしまう。

ホテル

R-15

配信中

字幕／裕福な夫がいるパスカルは、ベルリンの空港で出張先に向かう夫を見送った後、自分も
別の機に乗る予定だったが乗り遅れ、かつて泊まった市内のクラインホフ・ホテルで一泊するこ
とに。自室と隣室の間のドアの隙間をついのぞき見ると、隣室ではワイルドな青年カールが訪ね
てきた女性とセックスを始める。思わず興奮してしまうパスカルだが…。

ボルジア 欲望の系譜 第01話

R-15

配信中

字幕／第1話「1492年」／1492年、ローマ。ボルジア家当主でカトリック教皇庁枢機卿のロドリー
ゴは、後継者の長男が殺されたという知らせを受ける。一族の将来を案じた彼は元愛人ヴァノッ
ツァとの間に出来た息子たちをローマに呼び寄せ…。

ボルジア 欲望の系譜 第02話

R-15

配信中

字幕／第2話「5つの死」／ローマに蔓延している熱病に冒された教皇。枢機卿たちは最悪の事
態に備え、コンクラーベ（教皇選）の準備を始める。一方、チェーザレは宿敵コロンナ家と争いを
起こし、ルクレツィアは婚約者と対面するが…。

ボルジア 欲望の系譜 第03話

R-15

配信中

字幕／第3話「神との契約」／コンクラーベ（教皇選）のためロドリーゴは身辺整理を始め、病床
のルクレツィアは修道院へ、愛人ジュリアは夫の元へ送られた。チェーザレもピサの神学校へと
戻り、彼の子を妊娠している愛人の元を訪ねる…。

2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約85本

シネフィルWOWOW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

ボルジア 欲望の系譜 第04話

R-15

配信中

字幕／第4話「新教皇誕生」／コンクラーベ（教皇選）は長期化の様相を呈し、枢機卿たちには疲
労の色が見え始めていた。投票で未だ劣勢のロドリーゴは、票集めに策略を巡らす。一方、修
道院にいるルクレツィアの病状はさらに悪化し…。

ボルジア 欲望の系譜 第05話

R-15

配信中

字幕／第5話「婚姻の絆」／コンクラーベ（教皇選）で教皇に選出されたロドリーゴは、カトリック
教会の再建と改革を掲げ強硬手段に出る。ホアンが出世し、ルクレツィアに結婚話が持ち上が
る中、チェーザレは焦りを募らせていき…。

ボルジア 欲望の系譜 第06話

R-15

配信中

字幕／第6話「正統な血」／宿敵ローヴェレ枢機卿の陰謀を察知したロドリーゴは、諸国との絆
を深めるためにホアンをスペイン王室と、ホフレをナポリ王室と婚姻させる。見せかけの結婚を
強いられたルクレツィアはロドリーゴに反感を抱き…。

ボルジア 欲望の系譜 第07話

R-15

配信中

字幕／第7話「策略」／ローマを離れたローヴェレがオスティア経由でフランスに渡ると考えたロ
ドリーゴは、ホアンに軍を率いてオスティアの要塞を攻めるよう命令する。一方、ルクレツィアは
念願だった真の結婚を許されるが…。

ボルジア 欲望の系譜 第08話

R-15

配信中

字幕／第8話「終末への序幕」／フランスのシャルル8世の大軍がイタリアの目前へと迫り、有力
者は次々とフランス側の味方についた。窮地に立たされたロドリーゴはシャルル8世のローマ入
りに備え、ホアンに兵を揃えさせるが…。

ボルジア 欲望の系譜 第09話

R-15

配信中

字幕／第9話「ローマ侵略」／フランス軍によるローマ陥落は時間の問題だった。そんな中、愛
人ジュリアが子供を出産し、ロドリーゴは歓喜する。一方、取引により宿敵マルコアントニオ・コロ
ンナに囚われたチェーザレは地獄の日々を送っていた…。

ボルジア 欲望の系譜 第10話

R-15

配信中

字幕／第10話「奇跡」／駆け引きの末ローマを撤退したフランスのシャルル8世は、事実上の捕
虜としたチェーザレとジェームを連れてナポリに向かった。その頃ローマでは、ホアンの妻マリア
が夫の浮気と暴力により追いつめられていた…。

ボルジア 欲望の系譜 第11話

R-15

配信中

字幕／第11話「神の怪物」／スペインの出兵により敗北したフランス軍はナポリから撤退、空位
となったナポリ王にホアンを推すロドリーゴに枢機卿たちは反発する。一方、救いを求めて修道
院に身を寄せたルクレツィアは神の奇跡を目撃し…。

ボルジア 欲望の系譜 第12話（最終話）

R-15

配信中

字幕／第12話「毒蛇の台頭」／ナポリ王女と結婚し王子となったホフレが身重の妻と共にロド
リーゴを訪問し、久々に兄弟全員が顔を合わせる。新しい恋に浮かれるルクレツィア、女癖の治
らないホアン、そして頭角を現したチェーザレの運命は…。

配信中

字幕／15歳のナイーブな少年クリフォードは、公立ハイスクールに転校するやいなや、ムー
ディーをリーダーとする不良グループに目を付けられ、毎日いやがらせを受ける。そんなある
日、2メートル近い無口な大男リンダマンがクリフォードを助ける。リンダマンは人懐こいクリ
フォードに、ある出来事をきっかけに自分の殻に閉じこもってしまったことを告白する。

配信中

字幕／1946年、インドのカルカッタ。カトリック修道院の女子校で教鞭をとるマザー・テレサは、
宗教間抗争の負傷者を校内で手当したことから修道院長と対立し、ダージリンへ転任になる。し
かしその途中、彼女は“貧しい人々のために尽くしなさい”という神の声を聞く。カルカッタへ戻っ
たテレサは、自分の居場所が修道院でなくカルカッタの最も貧しい人々の側だと気づく。

配信中

字幕／ロサンゼルスの通りに面した女学校がダイナマイトで吹き飛ばされ、学生数人が犠牲に
なった。犯人はドーン。彼は妻と離婚し、ひとり娘を麻薬中毒で亡くしていた。娘の死を社会のせ
いにした彼は、社会に復讐するため次々と爆破事件を起こしていく。一方、性的コンプレックスを
持つ職工のフロマリーは、強姦することで満足感を得ていた。

配信中

字幕／夏の終わり、スウェーデンの片田舎の森の中にひと組の男女の姿があった。男は陸軍
中尉で伯爵の称号を持つ貴族シクステン・スパーレで、女はサーカスの綱渡りのスター、エル
ヴィラ・マディガンだ。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に脱走してき
た。ふたりは小さな宿屋でしばし幸福のときを過ごす。ところがシクステンの身分が同宿人にば
れてしまう。

配信中

字幕／冴えないチンピラのジョージは、刑務所を出て娘に会いに行ったものの前妻に門前払い
されてしまった。今や味方は、刑務所にいる間、愛車のジャガーを預かってくれたトーマスだけ
だった。彼は、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、ジョージは、シモーヌが行方不明の親友キャシーを捜していることを知る。

タイトル

マイ・ボディガード（’80）

マザー・テレサ

マッドボンバー

みじかくも美しく燃え

モナリザ

-

-

-

-

-

2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約85本

シネフィルWOWOW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
暗殺のオペラ

皆殺し無頼

外人部隊フォスター少佐の栄光

甘い毒

奇跡の丘

疑惑に抱かれて

恐怖の雪男

暁の用心棒

荒野の処刑

荒野の復讐

視聴年齢
制限

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

配信
開始

内容

配信中

字幕／ムッソリーニによるファシズム政権下の1936年、ひとりの抵抗運動の闘士が北イタリアの
小さな町の劇場でオペラを観劇中、何者かに暗殺されるという事件が発生。以後、町の伝説的
英雄として語り継がれる存在に。彼の名と面影をそっくり受け継いだ息子のアトスは、事件から
20数年後、今なお多くの謎に包まれた父親の死の真相の解明に乗り出すのだが…。

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
受取人が放浪中の甥ジョニー・ユーマになっていることを知ったサマンタは、殺し屋カラディンを
雇い、ジョニー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
めカラディンを名乗り町に入っていく。

配信中

字幕／第一次世界大戦でドイツと戦ったフランス外国人部隊は、戦功において最多の勲章を受
けた。しかしアメリカ人部隊長フォスター少佐は、8000人の兵士を200人に減らしてしまい落胆し
ていた。その頃モロッコでは、アラブ人が外国人部隊を襲い虐殺する事件が起きる。ルーブル美
術館の北アフリカ部長マルノーは…。

配信中

字幕／ブリジットは夫クレイが麻薬の取引きで得た70万ドルを全額盗んで逃げ出す。ニューヨー
クを飛び出し田舎町ベストンに移り住むと、偽名を使って保険会社の職を得る。ブリジットはバー
で、町の青年マイクと出会う。彼女の虜になったマイクを利用し、ブリジットは保険金を騙し取る
計画を立てる。一方夫は探偵を雇い、血眼で彼女を捜していた。

配信中

字幕／予言者の言葉通り、べ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、生
まれた子はイエスと名づけられた。イスラエルに戻りガリラヤで成人したイエスは、ヨハネのもと
で洗礼を受ける。その時天からイエスが神の子であると告げられる。彼は一人で40日間の断
食、さらに悪魔と対決し退ける。その後イエスは教えを広め始める。

配信中

字幕／元警察官のトニー・アーロンは、今は離婚専門の私立探偵として働いていた。落ちぶれ
たトニーは、妻の協力のもと、自分の妻を浮気相手に仕立てて、偽の浮気現場をでっち上げる
やり方でなんとか食いつないでいた。そんなある時、トニーはいつものように、浮気現場の証拠
写真を押さえるためにホテルに向かった。トニーがフラッシュをたいた瞬間、浮かび上がったの
は…。

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、ジョンとヘレン夫妻のもとへ、友人の登山家たちが
やってくる。彼らは雪男を発見して一攫千金を狙っており、ジョンに捜索を手伝ってほしいと依頼
する。調査隊が持参した雪男の牙と思われる証拠を見たジョンは、雪男がいるという山に向か
う。

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姿を現す。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、アギラに対し、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。

配信中

字幕／一儲けしようと、とある西部の町にやって来たギャンブラーのスタビー。保安官によって
彼が牢屋に入れられている間に、町では悪人たちを狩る“大掃除”が行なわれ、翌朝、釈放され
たスタビーが目にしたのは、あちこちに転がる死体の山だった。牢屋の中で知り合った売春婦バ
ニー、アフリカ系の墓堀人バッドらとともに町から追放されたスタビーはさすらいの旅を続ける。

配信中

字幕／ガンマンのハートは、愛する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。彼らは、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。

死への逃避行

-

配信中

字幕／私立探偵として働く“タカの目”は、金持ちの息子の婚約者の身元調査を依頼される。婚
約者の正体はカトリーヌ・レリス。彼女はその美貌を武器に、金持ちの男を誘惑しては殺害し、
名前を変えながらヨーロッパ中を駆け回っていた。幼少時代の不幸な記憶から逃れるために、こ
のような生き方を選んでいたカトリーヌ。そんな彼女に亡き娘の姿を重ねた“タカの目”は…。

新世界 -航海の果てに- 第01話

-

配信中

字幕／第1話／19世紀初頭。若き英国貴族エドマンド・タルボットは、有力者である名付け親の
力で政府の要職に就くことになり、オーストラリア行きの船に乗り込む。彼の乗る船は、旅客船と
して使われている古い木造の戦艦で、様々な階級や職業の人々が乗り込んでいた。

新世界 -航海の果てに- 第02話

-

配信中

字幕／第2話／牧師の死後、客室係のウィーラーが姿を消した。船外に放り出されたらしい。突
風で船のマストが損傷し風を捕まえられぬ中、霧の向こうに謎の船影が見えたことで、船は戦い
の準備に入る。一触即発かと思われたが、相手は英国の客船アルシオン号で、ウィーラーも彼
らに救助されていた。

配信中

字幕／第3話／タルボットが薬で眠らされているうちに、アルシオン号は遠く離れてしまってい
た。その事実に大きなショックを受けた彼は、マリオンへの激しい想いから精気を失っていく。ア
ルシオン号から乗り込んできたベネー海尉のアイデアで、航行に支障をもたらしていたマストが
修復される。しかし再びスピードを取り戻した船の前に、巨大な氷山が現れる。

新世界 -航海の果てに- 第03話

-

2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約85本

シネフィルWOWOW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
西部の無頼人

青い性

第四の核

道

白い記憶の女

白衣に秘められた幻想

視聴年齢
制限

-

R-15

-

-

R-15

-

配信
開始

内容

配信中

字幕／南北戦争末期。放浪のガンマン、クレイトンとその妹メルセデスは、ある町に立ち寄って
いた。クレイトンが知人と会っている間、ホテルで休息をとっていたメルセデスは、侵入してきた
無法者たちに襲われ殺されてしまう。妹の遺体のそばに落ちていたタバコ入れから、クレイトン
は、ジャック・ブラッドという悪党に辿り着き、復讐を果たすべくブラッド一味を追うが…。

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、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う。その後、
彼女たちは3人の青年と知り合いヨットなどで遊んでいたが…。

配信中

字幕／1987年、晩冬のモスクワ。KGB議長ゴボルシンは、NATOと米国の分断を狙った“オーロ
ラ計画”を打ち立てた。計画はモスクワ内部でも秘密裏に進められ、工作員のペトロフスキー
は、議長直々に作戦の実行役に任命される。同じ頃、英国MI-5に所属するプレストンは、度重な
る上司との衝突から港湾担当へと左遷されてしまう。

配信中

字幕／オートバイで旅回りをする粗野な大道芸人ザンパノは、少女ジェルソミーナを助手として
雇い旅を続けていた。やがてザンパノは、強引にジェルソミーナを妻にするが、金ができれば他
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出会う。ジェルソミーナにとって、いつしか青年は心の支えとなっていくが…

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。カリンの虜となり帰国できないア
ランは、彼女に結婚を申し込み、ふたりはイギリスでの新婚生活をスタートさせる。全てが順調
に進んでいたが、骨董商にかかってきた1本の電話をきっかけにカリンの周囲で異変が起き始め
る。

配信中

字幕／ローマの昼下がり、初老の男が病床に伏せていた。彼は一代で財を築き上げた大富豪
で、最愛の妻とも死別し、寂しい晩年を過ごしていた。家族の世話も受けられず、派遣の看護婦
を雇うことに。やって来た看護婦は、色気たっぷりのセクシーな女性。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。最初に誘惑に負けたのは、初老の男の長男
だった。

白夜（1957）

-

配信中

字幕／イタリアのとある港町。青年マリオは橋の上で見かけた一人の女性に興味を持つ。ナタリ
アと名乗る彼女は、橋の上で再会を約束した恋人を待ち続けていた。マリオは彼女のために町
に戻っている恋人に手紙を渡す役を買って出る…。幻想的なセット、美しい映像、主題歌「スク
ザーミ」、豪華キャストの競演。どれをとっても素晴らしい、ヴィスコンティ監督の初期傑作。

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…。

配信中

字幕／画家ニコラスとその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
やってくる。フレンホーフェルは10年前、妻をモデルに自らの最高傑作『美しき諍い女』描こうとす
るが、完成直前にそ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”を見出して再び制作に挑むことを決意する。

配信中

字幕／1827年、ベートーヴェンが世を去った。その遺書には「私の楽譜、財産の全てを“不滅の
恋人”に捧げる」とあったが、それが誰を指すのか分からなかった。彼の弟子で親友のアントン・
シンドラーは、ベートーヴェンの本当の心を知るため、親戚を説き伏せ、彼女に当てた3通の手
紙を手掛かりに“不滅の恋人”を捜しを開始。知られざる愛のドラマが明らかになってゆく。

配信中

字幕／鉱山会社に勤めるノバックは、作業員たちの給料が入ったカバンを無法者一味に奪われ
た。再び作業員の給料が運ばれてくると知った一味は、再びそれを奪おうと企む。そんな中、カ
バンを隠した岩場でノバックと出会い、親しくなっていた一味のカドリップは、彼から給料の運搬
に同行して欲しいと頼まれた。

美しき諍い女

不滅の恋／ベートーヴェン

風の無法者

-

-

-

復讐のガンマン・ジャンゴ

-

配信中

字幕／トンプソンら3人の男が農場に押し入り、家にいた女に乱暴し、撃ち殺してしまう。殺され
た女の夫ジャンゴは復讐を誓う。犯人を追っている途中、ジャンゴはメキシコ人の山賊、カランザ
が縛り首になるところを救う。するとカランザは妻を殺した男たちを知っているという。ジャンゴは
カランザを連れ、犯人を捜し出してひとりずつ追い詰めていくが…。

野獣暁に死す

-

配信中

字幕／釈放されたビルは、恋人を殺し無実の罪を着せたフェゴーへの復讐に燃えていた。もとも
とは幼なじみだったが、いまや残虐非道な強盗団のボスとなっており、彼への復讐に、ビルは仲
間を募る。ナイフ使い、二挺拳銃使いなど名うての猛者を雇って、フェゴー率いる強盗団を次々
と倒して行く。怒り狂ったフェゴー一味を相手に、最後の決闘が始まった…。

配信中

字幕／サンチョ率いるメキシコの無法者一味がアメリカ西部の町の銀行を襲って大金を強奪す
るが、国境を目指して逃げる途中、サンチョが負傷したため、やむなく一味はとある農場に押し
入り、地主の父娘や使用人たちを人質に取って屋敷内に立てこもることにする。一方、保安官は
逮捕して牢屋に入れていた、腕利きガンマンのリンゴを一味との交渉役として農場に送り込む決
断を下すが…。

夕陽の用心棒

-

2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約85本

シネフィルWOWOW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
理想の結婚

裏切りの荒野

流されて…

流されて2

視聴年齢
制限

-

-

-

-

配信
開始

内容

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。

配信中

字幕／タバコ工場の警備をする軍曹のホセは、女工の娘カルメンの野性的な美しさに惹かれて
いた。ある日、気性の激しいカルメンが喧嘩し相手を傷つけたので、ホセは彼女を逮捕し、警察
に連行しようとする。しかし言葉巧みにまるめこまれて、逃げられてしまった。責任をとわれて降
格処分を受けた彼はある日、パーティの警護の際に会場で、フラメンコを踊るカルメンを見つけ
る。

配信中

字幕／8月の地中海。実業家夫人のラファエラは、召使いのジェナリーノをこき使っていた。ある
日、彼女はジェナリーノにモーターボートで洞窟に向かうように命じる。しかし、途中でボートが故
障、2人は無人島に辿りつく。何もない無人島でブルジョア育ちのラファエラは役に立たず、ジェ
ナリーノは日頃の恨みを爆発させる。そうして主従関係が逆転し……。

配信中

字幕／誘拐事件の被害に遭い、多額の身代金を払わされた富豪たち。その復讐のため立ち上
がった実業家の女社長は、トゥーリという男を片腕に、誘拐団の首領べッペを誘拐し、自分が所
有する地中海の豪邸に監禁する。ところがベッペの野性味あふれる性的魅力の虜になってし
まった彼女は、トゥーリの反対をよそに、べッペに目隠しをしたままで自分を抱かせる。

