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“日本が輝いていた昭和” 特集 

BS日本のうた 
思い出のメロディー イチオシ CS初 

NHK版「とんび」 CS初放送 

豪華歌手が歌う懐かしい名曲の数々 

３ヶ月連続 韓国歴史ドラマがスタート！ 

春の “ポワロ 祭り” 
名探偵ポワロ オリエント急行の殺人 ほか 

渡辺謙主演の歴史ドラマ 

中国歴史エンターテインメント 

大祚榮 テジョヨン【ノーカット版】 

「思い出のメロディー」©NHK／由紀さおり 

CS初 

イチオシ とんび 

負けて、勝つ～戦後を創った男・吉田茂～ 

白洲次郎 

その時歴史が動いた マッカーサーを叱った男～白洲次郎・戦後復興への挑戦～ 

神様の女房 

映画「ＬＯＶＥＲＳ」 ／中国大河「三国志  Three Kingdoms」 ほか 

伊勢谷友介ドラマ初出演作 

白洲次郎の激動の生涯に迫る 

松下幸之助夫婦を描いたホームドラマ 

CS初 

CS初 

CS初 

CS初 

「とんび」©NHK 

「白洲次郎」©NHK 

「神様の女房」©NHK 「大祚榮 テジョヨン【ノーカット版】」©KBS 「負けて、勝つ～戦後を創った男・吉田茂～」
©NHK 

「BS日本のうた」©NHK／北島三郎 



2014年３月おすすめ番組 

                                 思い出のメロディー 
放送日時 3/22（土）スタート 毎週（土）午後5：00～ データ 日本/1994年～ 

キャスト スタッフ 

イチオシ 

2 

“夏の紅白歌合戦”と称されるNHKのエンタメ番組 
懐かしい名曲の数々を豪華出演者たちが歌い上げる 

“日本が輝いていた昭和” 特集 

エンタメ HD 

CS初放送。昭和44年にスタートし、その豪華な出演陣で “夏の紅白歌合戦” 
として親しまれているNHKの大型音楽番組「思い出のメロディー」。毎年テー
マに沿った昭和の名曲や懐メロなど、視聴者からのリクエストを中心に、多く
の人が歌い継ぎたい名曲を心にしみるエピソードとともにお送りする。 
 

【各放送回の番組内容】 

◆1994年<テーマ>東京オリンピックから大阪万博へ 

【出演者】青江三奈、青木光一、有馬稲子、伊東ゆかり、海原千里・万里、欧陽菲菲、奥村チ
ヨ、西郷輝彦、塩まさる、純名里沙、水前寺清子、菅原洋一、瀬川瑛子、田端義夫、バーブ
佐竹、橋幸夫、林伊佐緒、舟木一夫、藤圭子、二葉あき子、藤島桓夫（ＶＴＲ）、平和勝次と
ダークホース、ＢＯＲＯ、松山恵子、三浦洸一、三波春夫、宮史郎、村田英雄、和田アキ子、
和田弘とマヒナスターズ 
 

◆1995年<テーマ>戦後50年 それはラジオからはじまった 

【出演者】池真理子、岡本敦郎、小川知子、川田正子・孝子、坂本紀男、スリー・グレイセス、
ダークダックス、田端義夫、並木路子、橋幸夫、ボニージャックス、平野淑子、二葉あき子、二
葉百合子、舟木一夫、松山恵子、三浦洸一、美川憲一、三田明、由紀さおり・安田祥子、吉
田正、渡辺マリ、和田弘とマヒナスターズ 

©NHK 

CS初 スタート 

由紀さおり 



2014年３月おすすめ番組 

                                 BS日本のうた 
放送日時 平日（月-金）午前10：30～／夜6：00～ 放送中 データ 日本/2004年～ 

キャスト スタッフ 
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実力派歌手たちの歌を堪能できる公開音楽番組 
待望の新エピソードがCS初登場 

“日本が輝いていた昭和” 特集 

HD 

チャンネル銀河で好評放送中のNHKエンタメ番組「BS日本のうた」。待望の新エピソード（＃
140）がCS初放送として、チャンネル銀河に登場。日本人の心に深く残る歌の数々。多くの
人々の支持を集め、長年親しまれている“日本のスタンダード・ナンバー”ともいうべき名曲を
紹介していく。実力派歌手たちの歌をじっくり堪能できる公開音楽番組。 

©NHK 

【各放送回の番組内容】 

「BS日本のうた ＃95」 

【出演者】北島三郎、石原詢子、島津悦子、川野夏美、小金沢昇司、鳥羽一郎、山田太郎、小沢
亜貴子、佳山明生、森山愛子   【曲目】薩摩の女/まつり（小原節mix）/ああ田原坂/島のブルー
ス/大勝負/火の国の女/男の港/氷雨/赤いグラス/酔っぱらっちゃった/時代おくれ/焼酎天国/夫
婦咲き/虹のむこうに鐘が鳴る/思惑/言い出せなくて/母の磯笛/竹/山/川/橋/歩/峠/函館の女
/風の坂道/北の漁場/男の明日に/与作   【会場】鹿児島県・鹿児島市民文化ホール 

 

「BS日本のうた ＃140」 

【出演者】八代亜紀、吉幾三、伍代夏子、神野美伽、渡辺真知子、水牧あさ実（現：林あさ美）、上
杉香緒里、秋元順子、岩出和也、山本智子    【曲目】青春サイクリング/リンゴ追分/蘇州夜曲/
春おぼろ/北国の春/さくら（独唱）/望郷じょんから/つんつん津軽/津軽のふるさと/津軽海峡・冬景
色/津軽平野＜木造田植唄入り＞/炎の川/愛のままで・・・/若狭の女/おけさ海峡/京都二年坂/
おんな港町/雨の慕情/もう一度逢いたい/立ち呑み「小春」/黒い花びら/恋の町札幌/ステーション
ホテル24時/役者/舟唄    【会場】青森県・三沢市公会堂 

CS初 

CS初 

※ 

※＃140のみ 

北島三郎 

エンタメ 



2014年３月おすすめ番組 

                                        とんび 
放送日時 

3/13（木）・14（金）夜9：00～ 
再放送 3/16（日）午後5：00～ ※全２話一挙放送 

データ 日本/2012年/全２話 

キャスト 出演：堤真一、小泉今日子、池松壮亮、西田尚美、古田新太ほか スタッフ 原作：重松清 

イチオシ 
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堤真一主演、直木賞作家原作のNHK版「とんび」 
汗と涙と愛を描いた感動のシングルファーザー物語 

“日本が輝いていた昭和” 特集 

国内ドラマ HD 

堤真一主演。直木賞作家・重松清の同名小説をドラマ化。NHK版「とんび」。
人々がみな前向きに生きていた昭和の時代を背景に、汗と涙と愛を描いた感
動のシングルファーザー物語。周囲の人々に愛されるバカ男・市川安男（ヤス）
を堤真一が好演。また、彼を支える周囲の人々にも、小泉今日子や古田新太
をはじめとした、名役者たちが競う。 

第52回モンテカルロ・テレビ祭 ミニシリーズドラマ部門ゴールドニンフを受賞。
同賞を受賞するのは、NHKのシリーズドラマでは1996年の「大地の子」、2004
年の「蝉しぐれ」以来となる傑作ドラマ。 
 

【あらすじ】 

高度経済成長期に沸く昭和37年。瀬戸内海の港町、広島県備後市でトラック運転手を
しているヤス（堤真一）と妻・美佐子（西田尚美）との間に、待望の長男・アキラが誕生
する。そんな幸せの絶頂にあったヤスだったが、ある日、美佐子が会社の倉庫で事故
にあい、アキラの身代わりとなって命を落とす。突然、最愛の妻を失ったヤス。ひとりで
アキラを育てていくことになったヤスは、幼いころ父親に捨てられ心に傷を負っていた
ため、アキラに父親としてどう接すれば良いのか悩みながら子育てと仕事に奮闘する。
そんな中、ヤスの幼馴染のたえ子（小泉今日子）や照雲（古田新太）たちに見守られな
がら成長するアキラ。そして小学６年生になったアキラ（池松壮亮）は、母親の死の真
相について知りたいと言い出す。（前編より） 

©NHK 

CS初 スタート 



2014年３月おすすめ番組 

                            負けて、勝つ～戦後を創った男・吉田茂～ 

放送日時 
3/3（月）スタート 平日（月-金）夜9：00～ 
再放送 3/9（日）午前10：00～ ※全５話一挙放送 

データ 日本/2012年/全５話 

キャスト 出演：渡辺謙、デヴィッド・モース、松雪泰子、谷原章介ほか スタッフ 作：坂元裕二 
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昭和史を語るに最もふさわしい人物・吉田茂 
日本の独立を実現するまでの困難な足跡を描く 

“日本が輝いていた昭和” 特集 

国内ドラマ HD 

渡辺謙主演。太平洋戦争敗戦後、焦土と化した日本を率いて再び
独立を成し遂げ、復興に導いた宰相、吉田茂。戦後占領期を中心
に、吉田茂が日本の独立を実現するまでの困難な足跡を描いた歴
史ドラマ。 

吉田茂とともに重要人物であるマッカーサーには、日本ドラマ初出
演で、映画「交渉人」のデヴィッド・モースが務める。渡辺謙とデ
ヴィッド・モースによる人間ドラマは必見。 
 

【あらすじ】 

昭和20年８月。マッカーサー元帥（デヴィッド・モース）が厚木飛行場に降り立
ち日本占領が始まった。進駐軍の逆鱗に触れた前任者に代わり、外相に就任
したのは吉田茂（渡辺謙）。戦時中、反戦主義者として投獄された経歴がプラ
スに作用した。吉田は、プライドだけを武器に誰もが恐れた最高実力者マッ
カーサーと対等に渡り合う。一方で、古くからの友人である元首相・近衛文麿
（野村萬斎）は戦犯として追い詰められていく。（＃１より） 

©NHK 

CS初 スタート 



2014年３月おすすめ番組 

                                白洲次郎 

放送日時 
3/10（月）スタート 平日（月-水）夜9：00～ 
再放送 3/16（日）午前10：00～ ※全３話一挙放送 

データ 日本/2009年/全３話 

キャスト 
出演：伊勢谷友介、中谷美紀、岸部一徳、原田芳雄、高良健吾
ほか 

スタッフ 
原案：北康利、牧山桂子 
演出：大友啓史 
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激動の昭和を駆け抜けた、本物のGentlemanがいた！ 
白洲次郎・伝説の生涯を初のドラマ化 

“日本が輝いていた昭和” 特集 

国内ドラマ HD 

伊勢谷友介主演。激動の昭和史を駆け抜けた１人の侍、白洲次郎の生涯を初めてドラマ化した作品。英国仕込の紳士道をプリンシプルと呼び、日本で初
めてジーンズを履き、戦前は近衛文麿首相の、戦後は吉田茂首相の側近として政治の中枢にいた昭和史の鍵を握る人物。“生き方の指針”として現代に
も通じる、白洲次郎の骨太のダンディズムを描いた傑作。 

主演の伊勢谷友介は本作がドラマ初出演でありながら、日本人離れした白洲次郎を見事に演じている。演出は、大河ドラマ「龍馬伝」の大友啓史。ドラマ
の進行役で、白洲次郎の生涯の伴侶であり、日本伝統の美を追究した稀代の目利きと言われた白洲正子を、中谷美紀が熱演。 

©NHK 

CS初 スタート 

【あらすじ】 1919年、“傲慢で驕慢”暴れん坊の白洲次郎(高良健吾)は神戸一中に通う17歳。そんな次郎を見かねた父・文平（奥田瑛二）は次郎をイギリスに行か
せる。猛勉強の末、ケンブリッジ大学に入学した次郎(伊勢谷友介)は運命の友人・貴族のロビン(エド・スピラーズ)と出会い、真のジェントルマン道に触れていく。帰国
後の1928年・伯爵令嬢正子(中谷美紀)との運命的な結婚をきっかけに、近衞文麿(岸部一徳)や吉田茂(原田芳雄)と親交を深め、次郎は戦争回避のための政治
活動にのめりこんでいく。愛する祖国日本と、自分を育てた心の故郷イギリスはやがて開戦。連戦連勝に浮かれるムードに背を向けるように次郎は鶴川村に居を移し、
農作業で汗を流す生活に入る。（＃１より） 

       その時歴史が動いた マッカーサーを叱った男～白洲次郎・戦後復興への挑戦～ 

放送日時 3/16（日）午後3：15～ データ 日本/2006年/全１話 

キャスト 出演：松平定知ほか スタッフ 

ドキュメンタリー HD 

戦後復興のため孤軍奮闘した、白洲次郎の激動の生涯に迫るドキュメンタリー 

歴史が大きく動いた決定的な瞬間にスポットを当て、そのとき歴史にかかわった人々の知られざる人間ドラマを描く、松平定知がナ
ビゲーターを務めるNHKの歴史ドキュメンタリー番組。 
昭和20年8月15日、日本が戦争に敗れた日。GHQ主導で日本の日軍事化と民主化を推し進める中、１人の変わった男が登場す
る。その男こそが、白洲次郎だった。当時の最高権力者である、マッカーサーに対して物怖じしない態度だった白洲次郎は、GHQを
して、「従順ならざる唯一の日本人」と称されていた。のちに、通商産業省を創設する白洲次郎の激動の生涯に迫る。 

CS初 

©NHK 



2014年３月おすすめ番組 

                                     神様の女房 
放送日時 

3/17（月）スタート 平日（月-水）夜9：00～ 
再放送 3/23（日）午前10：00～ ※全３話一挙放送 

データ 日本/2011年/全３話 

キャスト 出演：常盤貴子、筒井道隆、野際陽子、津川雅彦ほか スタッフ 原作：高橋誠之助 
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松下幸之助夫婦を描いた心温まるホームドラマ 
常盤貴子×筒井道隆による感動作 

“日本が輝いていた昭和” 特集 

国内ドラマ HD 

常盤貴子主演。松下夫妻の最後の執事として２人の臨終まで仕えた人物、高
橋誠之助の小説を原作に、松下幸之助夫婦を描いた心温まるホームドラマ。 

現在の松下グループを築いた“経営の神様”松下幸之助。その神様を生涯支
え続けたのが、妻・松下むめのだった。本作は、“もう１人の創業者”とまで称さ
れた松下むめのの視点で描かれる。 

共演には、「総理と呼ばないで」などに出演していた筒井道隆が松下幸之助を
好演。極貧の生活から事業の失敗と成功、戦争の混乱の中での浮沈を、時に
は大きなケンカもしながらともに味わってきた、むめのと幸之助の夫婦の物語
を時代のスケール感と併せて豊かに描いてゆく。 
 

【あらすじ】 

大正４年、淡路島の裕福な船乗りの家庭で育った井植（いうえ）むめの（常盤貴子）が、家族
も財産もない大阪の電気工の男と結婚した。相手の名は松下幸之助（筒井道隆）。病弱な幸
之助はよい看護婦がきてくれると考え、また、むめのは姑さんがいない気楽さと財産を一か
ら築いていくことを望んでの結婚だった。ふたりは大阪の小さな長屋でつつましく幸せに暮ら
していたが、しばらくして幸之助が勤めている会社の仕事がつまらないと退職する。そんな幸
之助に、むめのは独立を促す。（＃1より） 

©NHK 

CS初 スタート 



2014年３月おすすめ番組 

                           大祚榮 テジョヨン【ノーカット版】 
放送日時 

3/2（日）午前10：00～ ※５話先行放送 
3/15（土）レギュラー放送スタート 毎週（土）（日）夜9：00～ ※３話連続放送 

データ 韓国/2006年/全134話/字幕 

キャスト 出演：チェ・スジョン、チョン・ボソク、イ・ドクファほか スタッフ 
演出：キム・ジョンソン、ユン・ソンシク、
脚本：チャン・ヨンチョル 

8 

７世紀末、中・韓ではすさまじい戦闘が繰り広げられていた！ 
古代中・韓の壮絶な戦いを韓国側から描いた歴史超大作！ 

３ヶ月連続 韓国歴史ドラマ スタート 

韓国ドラマ HD 

３ヶ月連続、韓国歴史ドラマがスタート。2007年下半期、韓国時代
劇視聴率No.1。歴史エンターテインメント超大作。ノーカット版で放
送する本作は、英雄たちの情熱と権力闘争、高句麗と唐との息詰ま
る戦闘シーンをはじめ、主人公・テジョヨンと女性たちとのラブ・ロマ
ンスなどエンターテインメントの要素を余すところ無く詰め込んでい
る。幾多の困難を乗り越え、唐からの独立を勝ち取り、幻の国“渤
海”を建国するまでを描く。主演は、「海神-HESHIN-」で主演を演じ
た、韓国時代劇スター、チェ・スジョン。幻の国“渤海”の初代王とな
るテ・ジョヨンを好演している。 
 

【あらすじ】 

645年、唐の皇帝イ・セミンは、100万の大軍で高句麗侵攻を始めた。遼東地域
の総司令官ヤン・マンチュンは支援軍を集結させ、唐は主力軍を遼東城へ。唐
軍は遼東の民を捕虜として攻撃の矢面に立てるが、捕虜が皆殺しになるのを
見た遼東軍は奮起、唐軍に大打撃を与える。一時退却した唐軍は遼東軍の食
料倉庫を夜襲し、遼東軍へ攻め入る。勝ち目はないと判断したテ・ジュンサン
将軍は起死回生の手を打つ。（＃１より） 

©KBS 

スタート 



2014年３月おすすめ番組 

                               映画「ＬＯＶＥＲＳ」 
放送日時 

3/2（日）午後5：00～ 
再放送 3/9（日）夜7：45～ほか 

データ 中国/2004年/字幕 

キャスト 出演：金城武、アンディ･ラウ、チャン・ツィイーほか スタッフ 監督：チャン・イーモウ 
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金城武×アンディ・ラウ×チャン・ツィイー 
日中の豪華俳優陣が競演、ハリウッドも震撼させたラブ･アクション大作 

中国映画 HD 

名匠チャン・イーモウ監督の元、金城武、アンディ・ラウ、チャン・
ツィイーら日中の豪華俳優陣が出演。唐王朝衰退期の中国を舞
台に、運命に翻弄されながらも真の愛を貫こうとする男女３人の
切なくも美しいドラマを描く。ワイヤーを駆使した豪快なアクショ
ンシーンは必見。第57回カンヌ国際映画祭特別招待作品。 
 

【あらすじ】 

全盛を極めた唐王朝が衰退を始めた９世紀中頃の中国。世間では“飛刀
門”なる反乱軍が民衆の支持を得て勢力を拡大していた。飛刀門一派の壊
滅に乗り出した王朝側は、捕吏のリウ（アンディ・ラウ）とジン（金城武）に飛
刀門のリーダー拘束を命じる。リウは遊郭で評判を呼んでいる盲目の踊り
子、シャオメイ（チャン・ツィイー）が飛刀門の一味とにらみ、遊郭の客になり
すましたジンを送り込む。首尾良く娘を捕えるが、シャオメイの口が堅いと
知ったリウは、今度はジンにシャオメイの脱獄を手助けさせ、ジンを反乱戦
士と信じ込ませて飛刀門のアジトへ案内させるよう仕向けるのだったが…。 

©2004 Elite Group(2003)Enterprises Inc. 

中国歴史エンターテインメント 
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          中国大河「三国志  Three Kingdoms」 

放送日時 
平日（月-金）夜11：00～放送中 
◆21（金・祝）より第５部スタート 

データ 
中国/2010年/全95話/
二ヶ国語 

キャスト 出演：チェン・ジェンビン、ユー・ホーウェイ、チャン・ボーほか スタッフ 

【第５部 奸雄終命（＃58-73）あらすじ】  赤壁の戦いでの敗戦後も、巨大な勢力を維持する曹操（チェン・ジェンビン）。荊州を本拠地に天下統一を目指
す劉備（ユー・ホーウェイ）。荊州奪回を目論み、江東を守る孫権（チャン・ボー）。三つ巴の戦いは熾烈さを増していた。曹操は、馬騰と馬超率いる北の西涼
軍を破り西涼を奪う。劉備は、２人目の天才軍師、龐統を得る。次第に、曹操、劉備の勢力は拮抗し、ついに宿命のライバルの２人がぶつかる。一方、荊州
奪回を目論む孫権は、関羽のもとへ呂蒙を送り込む。呂蒙の侵攻に討たれた関羽。そして、曹操にも死が迫っていた…。 

曹操vs劉備の最終決戦「漢中の戦い」 
乱世を駆けた男たちの死闘を描いた第５部スタート 
総製作費25億円、製作期間６年。中国ドラマ史上最高となる超大作。延べ15万人を超えるエキストラを起用して撮影された歴史的な大戦の
アクションシーンと複雑に絡み合う英雄たちの人間ドラマに、誰もが満足できる作品。 
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中国ドラマ HD 

中国歴史エンターテインメント 

©中国伝媒大学電視制作中心、 

北京東方恒和影視文化有限公司 

              中国歴史ドラマ「孫子兵法」 

放送日時 3/5（水）スタート 平日（月-金）午後1：00～ ※2話連続放送 データ 
中国 /2008年/全41話/
吹替 

キャスト 
出演：チュウ・ヤーウェン、フー・ジン、リー・タイ、ハー・ジュ 
オイェンほか 

スタッフ 

【あらすじ】 春秋時代、中国は群雄が割拠する戦乱の世。斉の国では、４つの氏族が国の要職に就き、権勢を争っていた。そんな斉の国に、孫武（チュウ・
ヤーウェン）と無咎（むきゅう）（リー・タイ）という共に軍才に恵まれた将来有望な２人の若者がいた。ある時、晋燕連合軍が斉への侵攻を開始し、斉軍に入隊
した二人は敵の迎撃へと向かう。（♯1より） 

「孫子の兵法」著者・孫武の 
波乱に満ちた人生を壮大なスケールで描く 

“最古にして最高の兵法書”と称され、今なお世界中で愛読される「孫子の兵法」の著者・孫武。家族を失い、友を失い、愛する人を失い、そ
れでも国のためにその才覚を惜しみなく発揮した孫武の波乱に満ち、失意の中、俗世を捨てるまでの足跡をたどる。 

中国ドラマ HD 

© HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION 

スタート 



2014年３月おすすめ番組 

ポワロの代表作 「オリエント急行の殺人」が登場！ 
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パレスチナで陸軍の事件を解決したポワロは、イスタンブール発オリエント急行の寝台に乗車。なぜかこの日だけ満席で、国籍も階
級も様々な人々が乗っていた。ポワロはアメリカ人の富豪ラチェットから警護を頼まれるが、彼に対する反感から依頼を拒否。翌朝、
彼の死体が見つかる。ラチェットは何ヶ所も刺されており、様々な傷跡から複数犯の犯行と推測される。 

                  名探偵ポワロ オリエント急行の殺人 

放送日時 3/17（月）午後3：00～ほか データ イギリス/2010年/二ヶ国語 

キャスト 出演：デビッド・スーシェほか スタッフ 原作：アガサ・クリスティー 

©ITV Global Entertainment Ltd 

村一番の資産家を殺した犯人をポワロが突き止める 
キングズ・アボット村で引退生活を送るポワロは、何ヶ月もしないうちにかつての仕事が懐かしくなる。そんな矢先、ポワロの友人で村
一番の資産家アクロイドが殺される。ポワロは、ジャップ警部とともに捜査に乗り出し、アクロイド周辺の複雑な人間関係を丹念に洗う。
その結果、事件当夜アクロイド邸にいた全員に殺害の動機とチャンスがあったことが分かる。 

                   名探偵ポワロ アクロイド殺人事件   
放送日時 3/24（月）夜9：00～  データ イギリス/2000年/二ヶ国語 

キャスト 出演：デビッド・スーシェほか スタッフ 原作：アガサ・クリスティー 

海外ドラマ 

©Copyright ITV plc (ITV Global 

Entertainment Ltd) 

ポワロがクリスマスに事件に巻き込まれる 
ポワロのもとに、シメオン・リーという人物から、危険を感じているのでクリスマスの間滞在してほしいと依頼がくる。南アフリカでダイヤを掘
り当て一代で巨富を築いたリーは、一族の前で遺言書を書き換えると宣言。その後、何者かに喉を切られて死んでいるリーが発見され
…。 

                   名探偵ポワロ ポワロのクリスマス 

放送日時 3/30（日）午前10：00～  データ イギリス/1995年/二ヶ国語 

キャスト 出演：デビッド・スーシェ、フィリップ・ジャクソン、バーノン・ドブチェフほか スタッフ 原作：アガサ・クリスティー 

HD 

HD 

春の “ポワロ 祭り” 

海外ドラマ 

HD 

海外ドラマ 

©Copyright ITV plc 

(ITV Global 

Entertainment Ltd) 

     毎週（月・火）午後3：00～ 【レギュラー放送】 

     3/24（月）～4/3（木） 平日夜9：00～ 【名探偵ポワロ Week】 

     3/30（日）午前10：00～  【４作品連続放送】 
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【一般の方のお問い合わせ先】 
チャンネル銀河 カスタマーセンター  

TEL：0120-945-666 （10：00～18：00年中無休）  
www.ch-ginga.jp  

 
 

【報道関係者のお問い合わせ先】 
株式会社プラットイーズ  

TEL：050-7535-0315 FAX：03-3443-9401  
メールアドレス：prosu_jcomch@plat-ease.co.jp 

 

最新の番組情報や動画を下記より配信しています。 
 

公式HP  http://www.ch-ginga.jp/ 
公式Facebook https://www.facebook.com/channelginga.jp 
YouTube公式 チャンネル http://www.youtube.com/user/ChannelGinga 

12 

mailto:prosu_jcomch@plat-ease.co.jp
mailto:prosu_jcomch@plat-ease.co.jp
mailto:prosu_jcomch@plat-ease.co.jp

