一挙放送
キャンペーンのお知らせ

株式会社ザ・シネマ
2017年3月15日

撮影現場「お宝メイキング映像」ノーカット版のＴＶ初放送も！

大人も子供も魅了する「ハリー・ポッター」原作刊行20周年の年。

「ハリー・ポッター」全8作一挙放送！
4/１（土）12：30～23:45、 4/2（日）12:15～23:15 他
2017年は「ハリー・ポッターと賢者の石」刊行から20周年のアニバーサリイヤー。そんな記念すべき今
年４月、洋画専門CS放送ザ・シネマ（運営：株式会社ザ・シネマ 所在地：東京都港区赤坂／代表取締
役社長 筋野茂樹）は、「ハリー・ポッター」シリーズ全8作を4月1日（土）・4月2日(日）に一挙放送。
さらに、“大人もハマる”ハリー・ポッターの魅力を探るべくイギリスロケを敢行したオリジナル番組や撮
影現場の舞台裏を捉えたお宝メイキング映像のノーカットＴＶ放送、豪華キャンペーンも実施します。

特設サイト： https://www.thecinema.jp/sp/harrypotter/
ここがポイント ✔
✔ 2017年は 「ハリー・ポッター」原作1巻目刊行20周年！記念すべき今年、全８作を一挙に楽しめる！

✔ “ハリー・ポッターを観て来なかった大人達にこそ知ってほしい作品の魅力”を伝えるべくオリジナル番
組を制作、イギリスでの総力取材を敢行。ナビゲーターはハリポタ未体験の石原良純さんと、ハリー・
ポッターは３周は見た！という映画コメンテーターの赤ペン瀧川さん。
✔ 撮影現場の舞台裏をとらえたメイキング映像を前代未聞のノーカット・ノー編集でTV初放送！
✔ ザ・シネマでの4月の「ハリー・ポッター」シリーズ本編ＯＡ中に電話すると、「ハリー・ポッター」撮影スタ
ジオツアー付き4泊6日ロンドン旅行など豪華賞品が80名様に当たるキャンペーンも実施！

放送情報
「ハリー・ポッター」全８作一挙放送！
・4/1（土）12：30～23：45 『ハリー・ポッターと賢者の石』から４作放送。
・4/2（日）12：15～23：15 『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』から４作放送。
★4/30（日）は朝6：00～26：40にシリーズ全８作一挙放送！
『ハリー・ポッターと賢者の石』TM & © 2001 Warner Bros. Ent. , Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.

「ハリー・ポッター お宝メイキング映像集」①～③

「大人もハマる！ハリー・ポッターの世界」
4/1（土）12：00～12:30 他

4/2（日） 深夜3：15～4：15 他（①）
4/9（日） 深夜1：15～2：00 他（②）
4/17（月）19：30～20：30 他（③）

「ハリー・ポッター」を子供向け映画だ
と思っている大人達に向け、大人的
楽しみ方をお届けする特番。イギリス
にある撮影スタジオ取材や、本作の
グラフィックデザイナー、現地のハリポ
タファンへの直撃インタビューを実施。

サブのカメラでとらえた「ハリー・ポッター」撮
影現場の映像を、前代未聞のノーカット・
ノー編集で“そのまんま”テレビ初放送！
『ハリー･ポッターとアズカバンの囚人』TM & © 2004 Warner Bros. Ent. , Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.

キャンペーン情報
「ハリー・ポッター全作一挙放送記念 ロンドンへＧＯ！キャンペーン」

８０名様に当たる！

４月のザ・シネマでの「ハリー・ポッター」シリーズ本編放送時間中に、下記の番号に電話をかけるだけ！「ワー
ナー・ブラザース・スタジオ・ロンドン：ザ・メイキング・オブ・ハリー・ポッター」のスタジオ見学ツアー付きロンドン旅
行（１組２名様）ほか豪華賞品を８０名様に。
応募専用ダイヤル☎ ０１２０-２１３-６６３
ザ・シネマとは 映画の王道ハリウッド作品を中心に、ヒット作・話題作から心に残る名画まで、本編途中CM無しで、映画の魅力を100％、24時間
お楽しみいただける洋画専門ＣＳチャンネル。全国のケーブルＴＶ局、スカパー！(227ch)、スカパー！プレミアムサービス（631ch)、ブロードバンド
ＴＶなど500万世帯以上で視聴可能。 【公式ＨＰ】 http://www.thecinema.jp/ 【公式Twitter】 https://twitter.com/thecinema_ch

■ 報道関係の方のお問い合わせ先 ■
㈱東北新社 デジタルメディア事業部 編成企画部
担当：林【m-hayashi@tfc.co.jp】 TEL:03-5414-0305 FAX: 03-5414-0433

■ 一般の方のお問い合わせ先 ■
ザ・シネマ カスタマーセンター
TEL:045-330-2176（月～金9:30～18:30（祝日除く）

放送情報詳細
「ハリー・ポッター」全８作一挙放送！ ★4/30（日）は朝6：00～26：40にシリーズ全８作一挙放送！

▼【初回放送】 4/1（土）12：30～23：45 『ハリー・ポッターと賢者の石』からシリーズ前半４作品を放送！
『ハリー・ポッターと賢者の石』

『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』

『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』

『ホーム・アローン』のクリス・コロンバス監督
シリーズ第２作。わずか１年でたくましく成
が映像化したシリーズ第１作目。魔法学校の
長したハリーたちが怪事件に挑む奮闘を、
世界を、ハリーの視点から魅惑的に映し出す。 不穏なミステリー要素満点に描く。

『ゼロ・グラビティ』のアカデミー賞監督アルフォ
ンソ・キュアロンが映像化。思春期のハリー達
の成長を、ダークな映像と繊細な描写で描く。

第４作で、遂に宿敵ヴォルデモート卿が復活、
ハリーとの直接対決。三大魔法学校の過酷な
対抗試合やハリーの初恋など青春模様を描く。

【監督・製作総指揮】クリス・コロンバス
【出演】ダニエル・ラドクリフ、ルパート・グリント、エマ・
ワトソン 他 【制作年】2001

【監督】アルフォンソ・キュアロン【出演】ダニエル・ラドク
リフ、ルパート・グリント、エマ・ワトソン 他 【制作年】
2004

【監督】マイク・ニューウェル【出演】ダニエル・ラドクリフ、
ルパート・グリント、エマ・ワトソン 他【制作年】2005

『ハリー・ポッターと秘密の部屋』

【監督・製作総指揮】クリス・コロンバス
【出演】ダニエル・ラドクリフ、ルパート・グリント、エ
マ・ワトソン 他 【制作年】2002

▼【初回放送】 4/2（日）12：15～23：15 『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』からシリーズ後半４作品を放送！
『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』
ヴォルデモートの脅威に備え、ハリーと仲間
たちがダンブルドア軍団を結成。魔法戦争の
影に緊張感が高まる中で、ハリーのファース
トキスなど、切ない恋模様も綴られる。
【監督】デヴィッド・イェーツ【出演】ダニエル・ラドクリフ、
ルパート・グリント、エマ・ワトソン 他【制作年】2007

オリジナル番組

『ハリー・ポッターと謎のプリンス』

『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1』

『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』

衝撃の過去が明かされるヴォルデモートの
若き日を、レイフ・ファインズの甥ヒーロー・
ファインズ＝ティフィンがダークに熱演。

分霊箱を探す旅に出たハリーたち３人をドキュ
メンタリー・タッチで追い、彼らの心情や絆を掘
り下げた人間ドラマの色合いを強めている。

善と悪の決着戦を描く最終話は、ハリーの苦
難をじっくり描き出した『PART1』と対照的にアク
ションが満載。トロッコ・チェイスや魔法バトル
など迫力満点のシーンが連続する。

【監督】デヴィッド・イェーツ【出演】ダニエル・ラドクリ
フ、ルパート・グリント、エマ・ワトソン他 【制作年】
2008

【監督】デヴィッド・イェーツ【出演】ダニエル・ラドクリフ、
ルパート・グリント、エマ・ワトソン 他 【制作年】2010

【監督】デヴィッド・イェーツ【出演】ダニエル・ラドクリフ、
ルパート・グリント、エマ・ワトソン 他 【制作年】2011

「大人もハマる！ハリー・ポッターの世界」

4/1（土）12：00～12:30 他

「ハリー・ポッター」は子供向けの映画ではない！大人的「ハリー・ポッター」の見方をお届け。
原作刊行20周年の今年、今なお世界中で愛されるハリポタの魅力を探るべく、ザ・シネマ初の海外ロケ
を敢行。イギリスをはじめとするファンたちの“生の声”はもちろん、映画版シリーズ全作に携わったグラ
フィックデザイナーへの直撃インタビュー、イギリスの撮影スタジオへの潜入取材も実施。ナビゲーター
は、ハリポタ未体験の石原良純さんと、同シリーズにも造詣の深い映画コメンテーターの赤ペン瀧川さん。

関連番組

「ハリー・ポッター お宝メイキング映像集」①～③

4/2（日） 深夜3：15～4：15 他（①）
4/9（日） 深夜1：15～2：00 他（②）
4/17（月）19：30～20：30 他（③）

サブのカメラでとらえた「ハリー・ポッター」撮影現場の映像素材（いわゆる“B-roll”）を、前代未聞の
ノーカット・ノー編集で“そのまんま”テレビ初放送！撮影の合間の俳優達の微笑ましいやり取り、撮
影現場ならではの緊張感、カメラワークや特殊撮影の裏側など、ハリポタファンだけでなく映画ファン
にはたまらない！まさに“お宝メイキング”映像。
『ハリー･ポッターとアズカバンの囚人』TM & © 2004 Warner Bros. Ent. , Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.

「50 グレイテスト ハリー・ポッター モーメンツ ハリー・ポッター 傑作シーン50選」 4/2（日）19:50～21:00 他
『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』公開前に制作された特別映像集。お馴染みのキャストに加え、
原作者J.K.ローリングが作品の思い出や撮影の裏話を語る。また、傑作シーン50選も公開。ナレー
ターはハグリッドを演じたロビー・コルトレイン。
HARRY POTTER characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © J.K. Rowling.

キャンペーン詳細
「ハリー・ポッター全作一挙放送記念 ロンドンへＧＯ！キャンペーン」

80名様に当たる！

＜応募方法＞４月のザ・シネマでの「ハリー・ポッター」シリーズ本編放送時間中に、下記の番号に電話をかけるだけ！
【賞品】
①
②
③
④
⑤
⑥

キャンペーン応募専用 ☎ ０１２０-２１３-６６３

「ワーナー・ブラザース・スタジオ・ツアー・ロンドン：ザ・メイキング・オブ・ハリー・ポッター」付4泊6日ロンドン旅行（1組2名様）
『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』ＤＶＤ（3名様）
静山社ペガサス文庫ハリー・ポッターシリーズ全20巻セット（3名様）
日本オリジナルデザインマグネット＆ボールペン（10名様）
日本オリジナルデザインポーチ＆ハンドタオル（10名様）
ハリー・ポッター忍びの地図メモ（13名様）

※①～⑥の抽選から漏れた方40名様にＷチャンスでチャンネルオリジナルグッズをプレゼント。
『ハリー・ポッターと賢者の石』
『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』
『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』
『ハリー・ポッターと死の秘宝
』
【初回仕様】ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 ブルーレイ＆

『ハリー・ポッターと秘密の部屋』
『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』
『ハリー・ポッターと謎のプリンス』
『ハリー・ポッターと死の秘宝
』
セット（ 枚組 デジタルコピー付）

ブルーレイ＆
リリース
デジタルセル先行配信
発売 販売元：ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

