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SOSタイタニック／忘れえぬ夜 - 10月1日～

字幕／1912年4月のある朝、世界最大の客船タイタニック号はサザンプトン港から処女航海に出
た。客船には、設計者トーマス・アンドルーズをはじめ、実業家、上流人士など2207人の人々が
乗船していた。夜11時40分、悲劇は始まる。突然現れた巨大な氷山を避けきれず、タイタニック
号の船腹は氷山の角で30フィートも裂かれてしまう。

アラン・ドロンのゾロ - 10月1日～

字幕／メキシコがスペイン領だった時代。メキシコに滞在していたスペイン人ディエゴは旧友ミゲ
ルと再会するが、メキシコ領ヌオバ・アラゴナの新総督になるはずだったミゲルはテロリストに殺
されてしまう。そこでディエゴはミゲルになりすまし、ヌオバ・アラゴナの総督になる。だがそこも
またスペイン軍に支配されており、ディエゴは庶民を守ろうと義賊“怪傑ゾロ”となるが…。

スキャンダル・愛の罠 R-15 10月1日～

字幕／パリで広告代理店を経営するマイケルは、16年前の夏にフランスの避暑地で遊んで棄て
た女、マリーと思いがけず再会する。マイケルが彼女の部屋を訪ねると、そこには16年前のマ
リーにそっくりな少女がいた。少女の名はジェニーン。ジェニーンはマリーの娘だった。マイケル
とマリーは16年前に戻ったように激しく求め合うが…。

ダニエラ 17歳の本能 R-15 10月1日～

字幕／南米の国チリで、厳格なキリスト教徒の家庭に生まれ育った17歳の少女ダニエラ。思春
期を迎えセックスに興味津々の彼女は、ブログに自らの欲望を書き綴り、ある日学校で同級生
を相手に初体験を済ませてしまう。そのことがバレて彼女は退学処分になり親の監視の目も
いっそう厳しくなるが…。

わが青春のフロレンス - 10月1日～

字幕／1880年、フィレンツェで革命家の父のもとに生まれたメテロだが3年後、父は事故死し、地
方の里親に育てられる。17歳になったメテロはフィレンツェでれんが職人になる。父を知る人々
に社会主義を学ぶ一方、未亡人ヴィオラと恋に落ちるが、3年の兵役から戻ると彼女は別の男
性と再婚していた。やがて事故死した労働者の娘エルシリアと結婚するが…。

華麗な関係 R-15 10月1日～

字幕／19世紀初頭、フランス社交界でドン・ファンとして名高いシャルル伯爵は、叔母の別荘に
身を寄せていた。そこにいたマチルドの美しさに惹かれたシャルルは、彼女に接近する。マチル
ドはイギリスに夫がいたが、次第にシャルルに惹かれていく。そんなある日、シャルルの元愛人
フローラが別荘を訪れる。彼がマチルドを愛し始めていると気付いたフローラは…。

熟れた本能 R-15 10月1日～

字幕／スザンヌは夫と子に囲まれて暮らす平凡な主婦だったが、退屈な仕事に飽きてしまい、
やめていた理学療法士の仕事を再開する。そんなある日、彼女の仕事場にイバンと名乗る作業
員が現れた。彼女の不注意からイバンはケガをしてしまい、スザンヌは仕事ができなくなってし
まった彼を気づかうが、いつしかふたりは激しく惹かれ合うようになってしまう。

西部戦線異状なし（1979） - 10月1日～

字幕／第一次世界大戦が始まって間もない頃、ドイツのある町の学校で、教師は生徒たちに愛
国主義を説いていた。情熱に駆り立てられた若者たちは、直ちに出征を志願する。入隊後、彼ら
は過酷な訓練を受け、戦場へと送り出される。しかし前線で待っていたのは、飢えと恐怖に脅か
される過酷な日々だった。

赤いアモーレ R-15 10月1日～

字幕／外科医ティモーテオの娘が事故で病院に担ぎ込まれた。ティモーテオは娘が瀕死だと聞
き愕然とし、ふと15年前の出来事を思い出す。夏の日、往診の帰りに車の故障に遭ったティモー
テオは、イタリアと運命の出会いを果たす。ティモーテオには美しい妻エルサがいたが、イタリア
を本気で愛してしまう。

地獄の女囚コマンド - 10月1日～

字幕／中東に影響力を持つビジネスマン・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
アンは独裁者バルストの有名人好きを利用して、女性コマンドをファッション・モデルとして入国さ
せる計画を立てた。

8 1/2 - 配信中

字幕／一流の映画監督グイドは新作の撮影を目前にして行き詰まり、温泉地に療養しにいく
が、愛人のカルラや、冷え切った関係の妻、そして仕事のストレスから逃れることはできない。次
第に追いつめられた彼の脳裏には、いつしか幼少期の思い出や未だ見ぬ美少女の幻影が現れ
始め…。名優マルチェロ・マストロヤンニが、監督の分身とも言える主人公のジレンマを巧みに
演じた傑作。

O嬢の物語 ［R15指定版］ R-15 配信中

字幕／“O”は恋人のルネに命じられ、ロワシーの館に入った。そこでOは衣服を脱がされ、裸の
まま首輪と腕輪をかけられると、男たちに鞭で打たれ、犯される。ルネはそれを見守っていた。O
は恐怖とともになぜか甘美な思いを抱く。館から出たOは、ルネからステファン卿を紹介される。
兄弟同然の仲だというルネとステファン卿は、Oを共有し、思いのまま自由に扱う。

アマンテス／愛人 - 配信中

字幕／フランコ政権下のスペイン。兵役を終えたパコは、恋人のトリニと再会する。パコは戦後
の不況でなかなか見つからないものの職を探し、トリニはパコの上官の家で住み込みのメイドを
して生活することに。パコは、新しい下宿の未亡人ルイサと知り合う。トリニへの愛はそのまま
に、結婚まで体を許さないトリニとは対照的なルイサの奔放さに魅力を感じ、愛欲生活に溺れて
いく。

かくも長き不在 - 配信中

字幕／第二次世界大戦後、パリ郊外のうらびれた街角でカフェを営む女性経営者テレーズはあ
る日、自分の店に立ち寄ったホームレスの男性を見て強く衝撃を受ける。彼が第二次世界大戦
中、出征し、ナチスドイツに拉致されてから行方知れずとなっていた彼女の夫、アルベールに
そっくりだったからだ。テレーズはなんとか彼の記憶を蘇らせようと懸命に努力を続けるが……。

シネフィルWOWOWセレクト
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カサンドラ・クロス - 配信中

字幕／国際保健機構に過激派ゲリラが乗り込み、アメリカの秘密生物研究セクションの爆破を
企て、銃撃戦になる。細菌の研究室で、一人が撃たれた拍子に薬ビンが割れ、中の液体が飛び
散った。医師エレナは、割れたビンにアメリカが極秘で研究していた伝染性の細菌が入っていた
ことを突き止める。

グリフターズ／詐欺師たち - 配信中

字幕／ロサンゼルス。母親リリーと息子ロイ、彼の恋人マイラは手口などは異なるが、いずれも
詐欺師（グリフター）。酒場で詐欺を見抜かれてバーテンダーに殴られたロイは病院に運ばれる
が、見舞いにきたマイラとリリーは互いを気に入らない。やがてマイラはロイにコンビを組んで信
用詐欺をしようと申し出るが、他人と組まない主義のロイに断わられる。

ザ・プレイヤー - 配信中

字幕／大手映画スタジオのエグゼクティヴ、グリフィン・ミルは、多忙な日々を送る典型的な業界
人。そんなグリフィンの元には、企画をボツにされた脚本家から頻繁に脅迫状が届けられてい
た。グリフィンは、送り主と思われる売れないライターのデイヴィッド・ケヘインと会うが、口論の
末ケヘインを殺してしまう。ところが翌日、死んだはずの男から脅迫状が届く。

サスペリア - 配信中

字幕／ニューヨークからドイツのバレエ学校にやってきたスージーは、激しい雨の中、ようやく学
校にたどりつき、扉を叩くが応答はなかった。翌朝、改めて学校を訪れた彼女は、副校長のブラ
ンク夫人とタナー女史に紹介される。ハードなレッスンが始まるが、不安や疲労がたまったスー
ジーは倒れてしまい、目がさめると寄宿舎のベットにいた。

サムライ - 配信中

字幕／殺し屋ジェフは、ソフト帽にトレンチ・コートを羽織り仕事に出かけた。恋人ジャーヌにアリ
バイを頼み、仕事場へと向かう。この日の仕事はクラブの経営者を殺すことだった。仕事は寸分
の狂いもなく完了した。しかし廊下へ出た時、黒人歌手のバレリーに顔を見られてしまう。警察
に捕まったジェフは署に連行される。面通しでは目撃者の大半がジェフを犯人だと断言したが
…。

スウィート ヒアアフター - 配信中

字幕／カナダのある小さな田舎町でスクールバスが湖に転落し、22人の犠牲者が出る悲劇的
な事故が発生。初老の弁護士スティーブンスは町を訪れ、子どもを亡くした親たちの怒りを煽
り、集団訴訟を起こすよう説いて回る。そんな中、事件当日にバスに乗っていて奇跡的に命だけ
は助かり…。

ナインハーフ - 配信中

字幕／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。翌日、ふたりは食事をすることに。ジョンと名乗るその男はエリザベスを川べりの静かな家に
招くが、部屋に入るなりベッドの用意を始めた彼を見て、エリザベスはその場を立ち去る。しか
し、彼から花束が届いたことを機に交際を再開。素性も知らないまま…。

ひまわり - 配信中

字幕／第二次世界大戦の最中、結婚式をあげたばかりのアントニオは極寒のロシア戦線に送り
込まれる。次々と仲間たちが倒れてゆく中、彼を救ったのは地元の娘マーシャだった。時は流
れ、帰らぬ夫を待ち続けるアントニオの妻、ジョバンナはモスクワへと旅立つ。遠い異国の地で
愛する夫を捜すジョバンナがたどり着いたのは…。

ファイナル・カウントダウン - 配信中

字幕／1980年、航行中の原子力空母は、突然の異常な嵐に巻き込まれた。周囲が穏やかに
なった時、無線機が奇妙な声をとらえ、偵察機は驚くべき航空写真を持って帰ってきた。なんと
空母は、1941年12月7日のハワイ沖、真珠湾攻撃直前にタイムスリップしていたのだった。歴史
を知る艦長は、真珠湾攻撃阻止のために部下を出撃させようとする。

プライベート・レッスン R-15 配信中

字幕／女の子に興味はあるが、いざ女性を前にすると口もきけない15歳の少年フィリー。夏休
み、カナダ行きが中止になり、運転手のレスター、庭師、美しくセクシーなメイドのマローと家に
残された。フィリーは時々マローの部屋を双眼鏡で覗いていたが、その現場をマローに見つかっ
てしまう。しかしマローはフィリーを部屋に入れ、美しい裸体を彼に披露する。

ブラザーズ・クエイ短編作品集 I - 配信中
字幕／ダークなビジュアル・イメージで世界中の映像ファン、アート・ファンを虜にする、一卵性双
生児のアニメーション作家ブラザーズ・クエイによる短編作品集I。収録作品：「人工の夜景 - 欲
望果てしなき者ども」「ヤン・シュヴァンクマイエルの部屋」ほか

ブラザーズ・クエイ短編作品集 II - 配信中

字幕／ダークなビジュアル・イメージで世界中の映像ファン、アート・ファンを虜にする、一卵性双
生児のアニメーション作家ブラザーズ・クエイによる短編作品集II。収録作品：「ストリート・オブ・
クロコダイル」「失われた解剖模型のリハーサル」「スティル・ナハト - 寸劇」「スティル・ナハト2 -
私たちはまだ結婚しているのか？」ほか

ブラザーズ・クエイ短編作品集 III - 配信中

字幕／ダークなビジュアル・イメージで世界中の映像ファン、アート・ファンを虜にする、一卵性双
生児のアニメーション作家ブラザーズ・クエイによる短編作品集III。収録作品：「櫛（眠りの博物
館から）」「人為的な透視図法、またはアナモルフォーシス（歪像）」「不在」「ファントム・ミュージア
ム - ヘンリー・ウェルカム卿の医学コレクション保管庫への気儘な侵入」

プロムナイト - 配信中

字幕／1974年。ある廃校で子どもたちが鬼ごっこをするが、少女3人と少年1人に脅された少女
が窓から落ちて亡くなり、少年少女4人は真相を口外しないと誓い合う。6年後、6年前に亡くなっ
た少女の父親ハモンドが校長をし、成長した4人や校長の娘キムと息子アレックスが通うハミル
トン高校で“プロム”が開かれる夜、生徒が次々と殺される事態が起き……。
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ボルジア 欲望の系譜 シーズン2 第01話 R-15 配信中
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
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 配信中
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
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 配信中
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
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 配信中
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
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 配信中
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
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 配信中
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
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 配信中
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
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 配信中
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
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 配信中
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
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…。

ボルジア 欲望の系譜 シーズン2 第10話 R-15 配信中
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
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 配信中
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
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 配信中
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
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…。

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…。
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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…。

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…。

ミスター・ノーボディ - 配信中

字幕／アメリカ南西部の小さな田舎町。初老の早射ちガンマン、ジャック・ボーレガードは、ガン
マン稼業から足を洗いヨーロッパで余生を静かに送る決心をしていた。そんな時、金鉱の利権
争いで殺された弟のネバダ・キッドの墓を訪れたボーレガードは、“ノーボディ”と名乗る若者と
出会う。ノーボディはボーレガードに150人もの無法者との銃撃戦を仕掛けてくるが…。

メゾン・クローズ 娼婦の館 シーズン2 第01話 R-15 配信中
字幕／第1話「自由の終焉」／19世紀パリの高級娼館（メゾン・クローズ）を舞台に、娼婦たちの
人生と殺人事件が交錯するミステリアスな官能ドラマ。

メゾン・クローズ 娼婦の館 シーズン2 第02話 R-15 配信中
字幕／第2話「新たな火種」／19世紀パリの高級娼館（メゾン・クローズ）を舞台に、娼婦たちの
人生と殺人事件が交錯するミステリアスな官能ドラマ。

メゾン・クローズ 娼婦の館 シーズン2 第03話 R-15 配信中
字幕／第3話「楽園への誘い」／19世紀パリの高級娼館（メゾン・クローズ）を舞台に、娼婦たち
の人生と殺人事件が交錯するミステリアスな官能ドラマ。
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メゾン・クローズ 娼婦の館 シーズン2 第04話 R-15 配信中
字幕／第4話「ピクニック」／19世紀パリの高級娼館（メゾン・クローズ）を舞台に、娼婦たちの人
生と殺人事件が交錯するミステリアスな官能ドラマ。

メゾン・クローズ 娼婦の館 シーズン2 第05話 R-15 配信中
字幕／第5話「肉屋の襲来」／19世紀パリの高級娼館（メゾン・クローズ）を舞台に、娼婦たちの
人生と殺人事件が交錯するミステリアスな官能ドラマ。

メゾン・クローズ 娼婦の館 シーズン2 第06話 R-15 配信中
字幕／第6話「殺人の連鎖」／19世紀パリの高級娼館（メゾン・クローズ）を舞台に、娼婦たちの
人生と殺人事件が交錯するミステリアスな官能ドラマ。

メゾン・クローズ 娼婦の館 シーズン2 第07話 R-15 配信中
字幕／第7話「破滅への序曲」／19世紀パリの高級娼館（メゾン・クローズ）を舞台に、娼婦たち
の人生と殺人事件が交錯するミステリアスな官能ドラマ。

メゾン・クローズ 娼婦の館 シーズン2 第08話
（最終話）

R-15 配信中
字幕／第8話「泡沫の夢」／19世紀パリの高級娼館（メゾン・クローズ）を舞台に、娼婦たちの人
生と殺人事件が交錯するミステリアスな官能ドラマ。

メゾン・クローズ 娼婦の館 第01話 R-15 配信中

字幕／第1話 饗宴と殺人／1871年、パリ。高級娼館パラディの一番人気ヴェラは、なじみ客の
男爵に身請けされることを望むが、ヴェラを愛する女将オルタンスがそれを許さない。娼婦だっ
た母を探しにパリへやって来た少女ローズは、画家を装ったスカウトマンに騙され、強制的にパ
ラディに雇われてしまう。そんな中…。

メゾン・クローズ 娼婦の館 第02話 R-15 配信中

字幕／第2話 処女の値札／男爵の死により大きな負債をかかえたヴェラは、再びパラディで身
売りすることを約束させられる。ローズは隙を見てパラディを脱走するが、婚約者に見限られ、
風俗を管理する警官の手でパラディに連れ戻されてしまう。そんな中、パラディの娼婦ルイーズ
が客を装った男に硫酸をかけられる事件が発生。金貸しルパンの差し金と悟ったオルタンスは
…。

メゾン・クローズ 娼婦の館 第03話 R-15 配信中

字幕／第3話 男爵の首飾り／高級娼館パラディの女将の弟ピエールがパリに戻って来た。パラ
ディの窮状を知ったピエールは、店を救うためにローズへ処女を捨てるよう説得する。一方、殺
された男爵が持っていた首飾りが同僚の娼婦アンジェルの手に渡っていることを知ったヴェラ
は、警察に調査を依頼する。そんな中、娼婦たちの生態を調査する教授がパラディに現われ
…。

メゾン・クローズ 娼婦の館 第04話 R-15 配信中

字幕／第4話 囚われの天使／恋人からもらった首飾りを売ろうとした娼婦アンジェル。その首飾
りが殺された男爵のものだと判明。警察に拘留されてしまう。警察の狙いはアンジェルの恋人ブ
リズだったが、彼の居場所について固く口を閉ざすアンジェル。一方、処女を捨てたローズは自
暴自棄になり薬に頼る毎日を送る。昔パラディで働いていたという母の話を聞いたローズは…。

メゾン・クローズ 娼婦の館 第05話 R-15 配信中

字幕／第5話 母と娘／仕事上の接待でパラディを訪れたピエール。しかし、弟をよく思っていな
い女将は娘たちを部屋に閉じ込め、客の相手をさせようとしない。ピエールは女将が愛する娼婦
ヴェラを通じて説得し、娘たちを部屋から出すことに成功する。一方で、妹からも不倫中の男に
ゆすられていると相談を受けたヴェラ。客からもらった宝石を妹に渡し…。

メゾン・クローズ 娼婦の館 第06話 R-15 配信中

字幕／第6話 殺意の告白／突然、女将のもとに現われたアンジェルの恋人ブリズ。夜までにア
ンジェルに会わせないと、女将に男爵殺害を依頼されたという告白書を持って警察に行くと脅
す。一方、ブリズが警官に追われて死んだという噂を聞いたアンジェル。店を訪れた警視をのの
しり、その結果、手酷い暴行を受ける。

メゾン・クローズ 娼婦の館 第07話 R-15 配信中

字幕／第7話 閉ざされた秘密／ブリズの子を身ごもったアンジェルは出産を望むが、借金をか
たにとる女将がそれを許さない。ローズは娼婦たちが借金を自己管理できるよう借金帳を作るこ
とを女将の弟ピエールに頼む。そんな中、夫が娼館の娘と逢瀬を重ねていることに気を揉んだ
ピエールの妻エリザベスがパラディを訪れる。

メゾン・クローズ 娼婦の館 第08話（最終話） R-15 配信中

字幕／第8話 女たちの報復／弟ピエールの悪辣なたくらみを知った女将は必死に止めようとす
るが逆に暴行されてしまう。女将からピエールの計画を聞いたヴェラは、娼館の売却を条件に悪
党ルパンにピエールの始末を依頼するよう女将に提案する。一方、副女将から自分と母親に降
りかかった過去の秘密を聞き出したローズ。彼女もまた、復讐を胸にピエールの元へと向かう
…。

ラスト・ハーレム - 配信中

字幕／今は無きオスマン・トルコ帝国のハーレムに売り飛ばされてしまったイタリア人女性、サ
フィエは、王の寵愛を失ったある女性がハーレムに放火して捕らえられた際、彼女の恩赦を願い
出て、王に仕える宦官ナディールの目を引くことに。権力の掌握を目指すナディールによって取
り立てられたサフィエはハーレムで一番の寵姫になるが、帝国の滅亡とともにハーレムは解体さ
れ…。
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リンゴ・キッド - 配信中

字幕／黄金グッズを愛するキザなジョニーは早撃ちの賞金稼ぎ。今日もメキシコ人の悪党一味
を自慢の黄金銃であっさり片付けた。一味の仲間だが賞金がかかっていないので放免された
ジュアニトは、殺された兄弟の復讐を決意。ジョニーは拳銃の携帯を許さない保安官がいる町に
足を踏み入れて丸腰になるが…。

愛の囚人 R-15 配信中

字幕／裕福な家庭に育った女子大学生レーラは、夏休みを過ごしに海辺の別荘へやって来る。
彼女はそこで、家の修理人として現われた青年アルテムと恋に落ちる。だが2人の交際に彼女
の両親は猛反発。2人はバカンスの終わりとともに別れる。モスクワに戻ったある日、レーラはほ
とんど無一文で彼女を追って来たアルテムと再会する。レーラは駆け落ち同然で彼と暮らし始め
るが…。

愛の嵐 - 配信中

字幕／1957年、冬のウィーン。マックスはホテルの夜番のフロント係として、身元を隠して働いて
いる。彼は戦時中、ゲットーの責任者として権力を振るうナチスの新鋭隊員だった。ある日、若
手指揮者アザートンの妻ルチアがホテルを訪れる。実はルチアは、かつてマックスがゲットーで
弄んだ少女だった。ルチアは思いがけない再会に驚きウィーンを去ろうとするが……。

愛を弾く女 - 配信中

字幕／楽器工房を経営するマクシムとステファンは、絶妙なコンビネーションで演奏家たちに高
い評価を得ていた。ある日、ステファンはマクシムから新しい恋人の存在を知らされる。彼女は
ヴァイオリン奏者のカミーユで、マクシムは妻と別れて彼女と一緒になることを考えているとい
う。そんな中、ステファンはカミーユのヴァイオリンの修理を請け負うことに。

愛人契約 R-15 配信中

字幕／大企業でエリート社員として働くジュリアンは、大規模な企業の吸収合併に関わり、大事
なプレゼンを前に忙しい日々を送っていた。そんなある日、彼はミステリアスな美女と出会う。生
真面目な自分とは正反対の自由奔放な彼女に心を奪われてしまったジュリアンは一線を越えて
しまうが、彼女が人妻であると発覚。憤慨するジュリアンだったが…。

暁のガンマン - 配信中

字幕／駅馬車強盗後の現場で偶然出会った、頭は切れるがお調子者のティムと、力持ちだが
お人好しのハリー。その後、酒場で再会したふたりは意気投合するが、ハリーはティムに金を騙
し取られてしまう。ハリーはティムに金を返すよう迫り、ふたりは行動を共にすることになるが、
ティムは強盗に追われており…。エンニオ・モリコーネの哀愁あふれる主題曲も人気の一作。

荒野のみな殺し - 配信中

字幕／アメリカ南西部の農場で、元南軍将校の老父とともに暮らすノーマン。ところがある時、2
人組の無法者たちが現われて老父を殺害。2人組を銃の早業で撃ち倒したノーマンは、町へと
向かう。やがて彼は、メキシコの盗賊・ラモン一味が、多額の軍資金を隠し持つ元南軍のクック
大佐や町の男たちをも人質に取って、その金のありかを聞き出そうとしていたことを知る。

荒野の棺桶 - 配信中

字幕／1880年、元保安官のシェナンドーは、妻を殺された復讐を誓い、テキサスのとある町に
やって来た。その頃テキサスでは、山賊の一味が猛威を奮っており、ルーペ・ローホが率いる30
人からなるギャング集団が暴れまわっていた。シェナンドーが着いた夜、町の銀行が一味によっ
て襲われる。居合わせたシェナンドーは負傷した山賊のひとりを銃撃戦の中から救い出す。

女王フアナ - 配信中

字幕／スペインを統一した女王イサベルの娘で美しく聡明なフアナは、16歳でハプスブルグの
貴公子フェリペと政略結婚。フアナは出会った瞬間に彼に魅了され、全てを捧げるが、彼の度重
なる浮気に対する嫉妬が激しさを増していく。イサベル女王が亡くなると、遺言によりフアナが王
位に就く。父フェルナンドと夫フェリペは権力奪取を狙い、三者は王位継承を巡って対立してい
く。

世にも怪奇な物語 - 配信中

字幕／19世紀アメリカの孤高の作家の小説を欧州の3監督が料理した異色作。『黒馬の哭く館』
は黒馬に乗り移った男の魂により死へと誘われる傲慢な令嬢の物語。『影を殺した男』は自分の
分身と対面した青年の皮肉な末路を描き、ドッペルゲンガーの恐怖に迫る。『悪魔の首飾り』は
酒に溺れる天才的舞台俳優が白い鞠を手にした少女の幻影に取り憑かれ自殺する物語。

蒼い衝動 R-15 配信中

字幕／1914年。16歳のロジェは、学校の寮生活を離れて広大な屋敷に住む家族の元に戻って
いた。やがて第一次世界大戦が勃発し、父や村の男たちが出征したことで、彼は、大きな屋敷
に残された唯一の男に。若く、好奇心に溢れるロジェは、メイドを相手に初体験をすませると、家
政婦やシェフ、叔母ら屋敷に残された年上の女たちと次々に関係を持ち…。

待つなジャンゴ引き金を引け - 配信中

字幕／とある牧場に悪党団の首領アルヴァレスの使いと称する大勢のならず者たちが押しか
け、馬を売った牧場主に対し、馬を受け取っていないと言いがかりをつけて惨殺した上、馬の代
金の10万ドルを奪って逃げ去っていく。その悲報を聞いて故郷に舞い戻った牧場主の息子の
ジャンゴは、おじや妹のメリーが制止するのも聞かず、アルヴァレス一味に対して復讐すること
を心に誓う。

昼下がりの背徳 R-15 配信中

字幕／カナダのケベックで、美しい妻のステファニーと幸せな結婚生活を送る建築家のリュック。
ある建築の審査会に審査員のひとりとして招かれ、トロントへ出張した彼は、そこでかつての知
人である女性リンゼイと偶然再会。夫が不在の彼女の家に招かれたリュックはリンゼイと一夜を
明かし、以後も密会を重ねるようになる。一方、ステファニーは次第に情緒不安定になって…
…。

怒りのガンマン／銀山の大虐殺 - 配信中

字幕／駅馬車が到着したとある西部の町には、3000ドルの賞金が懸った脱獄死刑囚フィリップ
が潜伏しており、彼を巡って賞金稼ぎが包囲し緊張感に溢れていた。ところが乗客の一人であっ
た元保安官のクレイトンは馬車を降り、賞金稼ぎたちが銃撃戦を繰り広げる中、フィリップの身
柄を悠然と確保する。クレイトンはそのままフィリップを連れ去るが……。
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怒りの用心棒 - 配信中

字幕／南北戦争が終わり、平和が訪れたかに見えたテキサス州ダラス。奴隷解放を訴えるガー
フィールド大統領が当地を訪れるが、何者かによって暗殺されてしまう。その後、黒人青年の
ジャックが実行犯として逮捕され、護送中に殺されてしまう。彼の無実を知るビルは友人の名誉
を守るため復讐を開始する。

白昼夢に抱かれる女 R-15 配信中

字幕／カレンは、ファッション・カメラマンとして成功をおさめる一方で、夫と幼い娘に恵まれ、不
自由のない日々をおくっていた。しかし、彼女はなぜか毎夜、ホテルの一室に全裸の男がいる
夢を見るようになる。ある日、仕事でフランスを訪れたカレンは、そこで夢の中の男性とソックリ
なマチェクと出会う。彼女は自身が夜ごと見る夢についてマチェクに話し…。

美しい人妻 R-15 配信中

字幕／母親が亡くなり、突然フランスの田舎町にある土地と屋敷を相続することになったシモー
ヌ。夫と幼い子どもを連れて祖国オランダからその地に引っ越したシモーヌだったが、屋敷は思
いの外荒廃していた。そんな時、現地に住む同じオランダ人の男が現われ、改装の手配をしてく
れることに。やがてシモーヌは、作業員としてやって来た青年ミシェルに惹かれていくのだが…
…。

復讐の用心棒 - 配信中

字幕／クライン率いる無法者集団は近隣の町の銀行から8万ドルもの大金を強奪するが、手下
の1人がそれを独り占めしようと企んだため惨殺してしまう。クライン一味は消えた大金の行方を
探すが、金を詰めた酒樽は、酒場の主人がひと足先に隠していた。折しもそのころ町に姿を見
せたメキシコ人の凄腕ガンマン、ペコスは、かつて彼の家族を虐殺したクラインに復讐の対決を
挑む。

夜 - 配信中

字幕／売れっ子の作家ジョヴァンニは美しい妻リディアとともに、重病で倒れた友人トマゾを彼
が入院した病院に見舞う。かつてトマゾはリディアに好意を抱いたが、もう彼女はジョヴァンニの
妻だった。死が近づいたトマゾを見たショックに加え、あるパーティーで夫が自分以外の女性に
心が動いたのを見て、リディアは強い虚しさを覚える。


