
秋

秋の夜長は映画と共に
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ドライブインシアター
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プロジェクターで投影
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おすすめ動画配信サービス
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サービスとコンテンツの選び方
【Check！】失敗しない動画配信サービス選び

【Check！】失敗しない映画作品選び

□ コンテンツ……見たい作品が多いか？視聴デバイスや画質は？
□ 価格……月額や年額、作品ごとの課金や支払い方法は？
□ キャンペーン……無料お試し期間や学割など各種特典は？

□ 気の合う友人に紹介してもらう、または作品の受賞歴や「映画の時間」など情報サイトでの
　 評判を参考にする
□ 実話ベースやSFやホラーなど自分の好きなジャンルと監督や俳優を基準に選ぶ
□ 雑誌やテレビの新作紹介コーナーなどで気になった映画タイトルをメモしておく

『パコと魔法の絵本』
2008年・日本・105分
物語はとある病院。病気で一日しか
記憶がもたない少女・パコと、パコ
を取り巻く個性豊かな大人たちと
のお話です。笑いあり感動ありのス
トーリーは子供から大人まで楽し
めるファンタジー映画で、豪華な
キャストと映像美も必見♪パコの
ピュアな心に触れた大人たちの変
化も見どころです。（矢部）

『マイ・フレンド・フォーエバー』
1995年・米国・97分
主人公宅の隣に引っ越してきた母
親と少年。この少年はHIV感染者
だった。はじめは敬遠していた主人
公だが、徐々に二人の間に友情が
芽生えてきます。友人を治してあげ
たいという気持ちと子供特有の無
責任な行動。最後の主人公の行為
もグッときます。個人的には2人の
対照的な母親が名演だと思ってい
ます。（小川）

『ブレイブ ストーリー』
2006年・日本・112分
宮部みゆきさんの著書「ブレイブ・
ストーリー」を原案としたアニメ映
画です。主人公のワタルが、ロール
プレイングゲームのような世界観
の中を、自分の運命に立ち向かうた
めに冒険します。ワタルが冒険の末
に出した答えには大人になった今
でも考えさせられるものがあります。
映画を楽しんだあとは、原作の小説
を読むのもおすすめです。（根本）

『ズートピア』
2016年・米国・108分
ディズニーのアニメーション映画で
子供向けのものではありますが、偏
見や差別といった深い問題も描か
れているので大人が観ても楽しめ
る映画です。最後のジュディの演説
がとても刺さります。一回観た人に
も、まだ観ていない人にもぜひ観て
いただきたいです。（強瀬）

『評決』（原題：The Verdict）
1982年・米国・129分
酒に溺れ落ちぶれた弁護士が四面
楚歌の中、医療過誤訴訟で戦う法
廷劇。主演のポール･ニューマンを
はじめ、相棒やヒロイン、証人ら出
演者の演技が見事。陪審員への最
終弁論は必見です。物語ラストの電
話シーンの深い余韻がたまらない
作品。本編時間に余韻の時間もプ
ラスして、ぜひ字幕でご覧ください。
（池田）
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Google Play ムービー＆
TV, 
YouTube映画

1本約300～400円。レンタルビデオショップのウェブ版的な使い勝手の良
さ。映画タイトルをGoogle検索すると、すぐ見つかるので、Googleユー
ザーには最も利用しやすいツールかと思います（Youtube社はGoogle社
の子会社です）。

アジアン
ドキュメンタリーズ

1本495円。2本以上見るなら990円の「月額見放題」がお得。見る作品に迷っ
たら「お気に入り」登録数が参考になります。近いのに知らなかった日本を
含むアジア諸国のリアルが詰まっています。

Netflix ベーシックプランは月額880円。見られる映画は限られますが、ここでしか視
聴できないオリジナル作品が豊富です。短いドラマやアニメなども配信さ
れているので、2時間の映画を見る余裕がない方でも気軽に利用できます。

Hulu 月額1,026円。配信内容は映画よりも、むしろドラマやテレビ番組が充実し
ています。今年6月から会員限定の単品レンタルも開始（Huluストア）。有料
レンタルで作品数も少なめですが、新作映画を見られます。

Amazonプライムビデオ Amazonでの買い物が送料無料で早く届くようになる月額500円の
「Amazonプライム会員」になると、さまざまな特典に加えて、プライム対象
映画が見放題に。学割プランもあります。安価な作品1本であれば単品レン
タル（約200円～）でも。

U-NEXT 月額2,189円。少し他より高い上に、新作などはさらに別料金が必要。とは
いえ品揃えが豊富なので、見たかった映画が見つかる確率が非常に高い
です。ポイント特典あり。雑誌も読めます。

dTV 月額550円。定額料金は安いのですが、見たい映画の多くは別料金かもし
れません。事前にチェックすると安心でしょう。ドラマやアニメ、音楽やカラ
オケなどコンテンツの種類が多いため、映画以外も楽しみたい方にお勧め
です。

TSUTAYAプレミアム

【映画館支援】

月額1,026円。TSUTAYA TVの動画見放題と、宅配レンタルDVD・ブルーレイの
旧作借り放題がセットに。利用店舗によってサービスが異なるなど、ややシス
テムが複雑なので下調べが必要です。Yahoo! JAPAN IDでもログイン可。

ディズニープラス 月額770円。今年6月に日本での提供がスタートしました。ディズニー映画は
もちろん、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナル ジオグラフィッ
クの動画が見放題です。
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◆続・ステイホーム 気持ちは映画館（旧：ステイホーム 今だけ おうち映画館）
　https://www.videomarket.jp/stayhome
◆仮設の映画館
　https://www.temporary-cinema.jp/
◆UPLINK Cloud Theater
　https://www.uplink.co.jp/cloud/
◆STAY HOME MINI-THEATER　powered by mu-mo Live Theater
　https://stayhome-minitheater.com/#main_wrp

家シネマの環境づくり
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※価格は税込み。最新情報は各サイトでご確認を



千葉県ゆかりの映画
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サブスクリプションとは
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リスクと向き合う感染症の映画
͏ࢧͶͺࠔࠕ೧ࡤ೧ͺɼࠕઝϏϱυϝρέ͗ਫ਼ͪ͢״
͢͵͖ͮͪ͞ͳ͗ֆͲً͞ΕΉͪ͢ɽ͖͢͢գڊ״
ઝϏωρέӫժΝݡΖͳɼًͪ͘͞ͳ͏͚͖ͯͺ༩ݡͲ
͘ͱ͏ͪ͞ͳ͖͗ΕΉͤɽ͞Η͖Δً͞ΕಚΖؽثͶඍ
͓ͱɼ3ࡠΝେॳͶϒρέΠρϕ͢Ήͤɽ

『アウトブレイク』　
　　　　　　　　

『 感 染 列 島 』　
　　　　　　  

『コンテイジョン』　
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1995年・米国・128分
次々と空気感染していく描写が恐ろしい。

2009年・日本・138分
 極限まで追い詰められる医療現場の状況を活写。

2011年・米国・106分
フェイクニュースによる混乱が恨めしい。

※8月20日現在、同作品の動画は未配信です
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