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日本の歴史ドラマ 

坂の上の雲 イチオシ CS初 

本木雅弘が語る「坂の上の雲」の魅力 

司馬遼太郎の傑作を初の連続放送 

国内サスペンス 

名探偵ポワロ 

「坂の上の雲」関連番組 

海外サスペンス 

「坂の上の雲」©NHK 

CS初 

主演・本木雅弘スペシャルインタビュー ドラマ「坂の上の雲」の世界 

宮廷女官チャングムの誓い＜ノーカット版＞ 

赤かぶ検事奮戦記TVSP ／ シャーロック･ホームズの冒険＜長編＞ ほか 

夏樹静子サスペンス 
内田康夫サスペンス 名探偵 信濃のコロンボ／ 

５月は「チャングム」と「トンイ」の2大最高傑作がそろう！ 

TV初 

「夏樹静子サスペンス」 

「主演・本木雅弘スペシャルインタビュー  

ドラマ「坂の上の雲」の世界」©チャンネル銀河 

明治のリアルを映したい！～メイキング オブ 坂の上の雲～ 
坂の上の雲 ～どんな物語？～ 
その時歴史が動いた 正岡子規 余命十年で日本語を革新した男 

韓国歴史ドラマ 最高傑作「トンイ」放送記念 

日本のうた 
思い出のメロディー／ＢＳ日本のうた 

ＧＷ 特別編成 （放送予定） 
５月の本放送に先駆けＧＷに先行プレミア放送！ 

トンイ＜ノーカット版＞先行プレミア放送 
国内サスペンス2Days・海外サスペンス2Days 

CS初 

「宮廷女官チャングムの誓い」©2003-4 MBC 

「トンイ＜ノーカット版＞先行プレミア放送」© 2010 MBC 

イチオシ 

江戸川乱歩シリーズ 名探偵 明智小五郎／なんでも屋探偵シリーズ 

イチオシ 



2014年４月おすすめ番組 

                                     坂の上の雲 
放送日時 

4/6（日）スタート 毎週（日）午前10：00～ 
再放送 4/7（月）夜9：00～ 毎週（月）夜9：00～ 

データ 日本/2009年/全13話 

キャスト 出演：本木雅弘、阿部寛、香川照之、菅野美穂、松たか子、西田敏行ほか スタッフ 原作：司馬遼太郎、語り：渡辺謙 

イチオシ 
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数十年の時を経て映像化された司馬遼太郎の傑作 
伊予松山出身の３人を本木雅弘・阿部寛・香川照之が熱演 

国内歴史ドラマ HD 

明治という時代に立ち向かった四国・松山出身の３人の青春群像を渾
身の力で描いた壮大な物語。原作は、発行部数1900万部を超え、多く
の日本人の心を動かした司馬遼太郎の代表作。産経新聞夕刊で連載
が開始された1968年から数十年の時を経て、NHKにより３年の歳月を
かけ悲願の映像化がなされた作品。このNHKが３年かけて放送した本
作を、チャンネル銀河では、毎週１話ずつ初めて連続放送。 

３部構成、全13話からなる本作は、日露戦争を勝利に導いた秋山好
古・真之兄弟、俳句改革に命をかけた正岡子規を、それぞれ阿部寛・
本木雅弘・香川照之が熱演。明治という時代のエネルギーを壮大なス
ケールで描き、現代日本人に勇気と元気を与える大作となっている。 
 

【あらすじ】 

明治、伊予松山に３人の男がいた。日露戦争において大きな役割を担った秋
山好古（阿部寛）と真之（本木雅弘）兄弟と、明治を代表する文学者・正岡子
規（香川照之）である。好古は無償で入れる学校を求めて、東京の陸軍士官
学校に入学。子規も大学予備門を目指して上京した。真之は松山で屈折し
た日々を過ごすが、やがて兄から「上京せよ」との知らせが届く。東京で明治
の文明開化にふれた真之は、子規とともに予備門入学を目指す。（＃１より） 

©NHK 

CS初 スタート 

日本の歴史ドラマ 



2014年４月おすすめ番組 

              主演・本木雅弘スペシャルインタビュー ドラマ「坂の上の雲」の世界 

放送日時 
4/1（火）昼12：15～ 
再放送 4/4（金）夜9：00～ほか 

データ 日本/2014年/全１話 

キャスト 出演：本木雅弘ほか スタッフ チャンネル銀河 
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本木雅弘が語る撮影秘話や共演者とのエピソード 
「坂の上の雲」の魅力に迫る特別番組 

オリジナル HD 

NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」がCS初、チャンネル銀
河にて放送決定！これを記念し、主人公の１人・秋山真之を
演じた本木雅弘に緊急インタビュー。インタビューアーを、同
ドラマのプロデューサー・西村与志木が務め、本木雅弘に
「坂の上の雲」の見どころや撮影秘話などを聞く。 

NHKでの放送から３年経った今、49歳の秋山真之を演じた本
木も今年49歳を迎える。自身と比較して改めて感じる真之
の人間性、戦時下にも関わらず明るく前向きに生きた明治
の人たちの強さや誇り、希望、そして、戦争とは何かを考えさ
せてくれた作品に関われたことの意味などを語る。 

また、同い年の共演者、香川照之の役作りに対する迫力、
阿部寛や渡哲也とのエピソード、自衛隊幹部での訓練の思
い出なども明かす。 

TV初 

日本の歴史ドラマ 

©チャンネル銀河 



2014年４月おすすめ番組 

          明治のリアルを映したい！～メイキング オブ 坂の上の雲～ 

放送日時 4/6（日）午前11：45～ データ 日本/2009年/全１話 

キャスト 出演：香川照之ほか スタッフ 
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香川照之が「坂の上の雲」の舞台裏に迫る！ 

ドキュメンタリー HD 

NHKがドラマ化した「坂の上の雲」の魅力を伝えるナビ番組。ナビゲーターは同ドラマで正岡子規を演じた
香川照之。「坂の上の雲」第一部の舞台でもある、主人公３人が生まれた愛媛・松山をはじめ、海外ロケな
どドラマの舞台裏に迫る！共演者の西田敏行らのインタビューなど、それぞれの作品にかける想いを聞き
ながらドラマの魅力を伝えていく。 

©NHK 

CS初 

         その時歴史が動いた 正岡子規 余命十年で日本語を革新した男 

放送日時 4/27（日）午前9：00～ データ 日本/2003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 

人生の全てを俳句にかけた正岡子規の奇跡の瞬間に迫る 

「坂の上の雲」放送開始記念。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。今回は、近代日本語の創造者・正岡子規。不
治の病にかかりながらも、江戸時代までの古めかしい日本語を革新した男。仲間との確執・生活苦など数々の苦難を乗り越え、日
本語を革新した奇跡の瞬間・明治31年（1898年）10月10日に迫る。 

                坂の上の雲 ～どんな物語？～ 

放送日時 4/13（日）午前9：30～ データ 日本/2009年/全１話 

キャスト スタッフ 

ドキュメンタリー HD 

豪華俳優陣で描かれた「坂の上の雲」の魅力を紐解く 

司馬遼太郎原作。明治という時代に立ち向かった四国・松山出身の３人の青春群像を渾身の力で描いた壮大な物語。NHKがドラ
マ化した「坂の上の雲」は、いったいどういう物語なのか？ドラマ「坂の上の雲」の魅力を少しずつ紐解いていく。 
本木雅弘・阿部寛・香川照之が演じる主人公３人だけでなく、明治という激動の時代を代表する人物が数多く登場する本作。西
田敏行をはじめ豪華俳優陣たちの役柄も紹介する。 

CS初 

©NHK 

©NHK 

日本の歴史ドラマ 



2014年４月おすすめ番組 

                 宮廷女官チャングムの誓い＜ノーカット版＞ 

放送日時 4/14（月）スタート 平日（月-金）夜7：45～ データ 韓国/2003年/全54話/字幕 

キャスト 出演：イ・ヨンエ、チ・ジニ、ホン・リナ、キョン・ミリ、イム・ホほか スタッフ 監督：イ・ビョンフン 
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韓国歴史ドラマの巨匠イ・ビョンフン監督の２大最高傑作！ 
５月の「トンイ」に先駆け、世界中で大ヒットした名作を放送 

韓国歴史ドラマ 最高傑作「トンイ」放送記念 

韓国歴史ドラマ HD 

韓国歴史ドラマの巨匠、イ・ビョンフン監督の最高傑作「トンイ」が５
月にチャンネル銀河で放送されるのを記念して、同監督の代表作
「宮廷女官チャングムの誓い」を放送開始。NHK-BSで放送されてか
ら今年で10周年を迎える本作は、韓国で平均視聴率47％、最高視
聴率57.8％という韓国歴史ドラマ史上に残る記録を打ち立てた。厳
しい身分制度の時代に不幸な家庭環境に生まれた主人公チャング
ム（長今）が、シリーズ前半では宮廷料理人として、後半は女医とし
て活躍し、「大長今（偉大なるチャングム）」の称号をもらうまでの波
乱の半生をエンターテインメント性豊かに描いた傑作。 
 

【あらすじ】 

成宗13年（1482年）。朝鮮王朝第９代の王、成宗（ソンジョン）は品行の悪さを理
由に元妃ユンを毒殺。現場に立ち会った武官の一人ソ・チョンスは王命に従った
だけとはいえ、罪の意識に苛まれる。酔っ払い、山中で誤まって崖から転落した
チョンスは洞くつで目を覚ます。傍らには老師がおり、チョンスの運命に関わる３
人の女性の存在を告げる。３人の女性は「セン・順・好」と表わされた。チョンスは
一人目の女性が元妃ユンであることに思い当たる。14年後、成宗（ソンジョン）を
父に、元妃ユンを母に持つ燕山君（ヨンサングン）が即位して２年。いまだに老師
の言葉が忘れられないチョンスは、自らの運命から逃れようと官職を辞す。（＃１
より） 

©2003-4 MBC 

スタート 

トンイ＜ノーカット版＞ ５月本放送予定 

5/4（日）は先行プレミア放送！ 詳細はＰ12 

５月は「チャングム」と「トンイ」の２大最高傑作をチャンネル銀河で！ 

イチオシ 



2014年４月おすすめ番組 

          中国大河「三国志  Three Kingdoms」 

放送日時 4/7（月）スタート 平日（月-金）午後1：00～ ※２話連続放送 データ 
中国/2010年/全95話/
二カ国語 

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 

最も面白い 「三国志」 の決定版、アンコール放送開始！ 
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「赤壁の戦い」や「官渡の戦い」といっ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。西暦184年、「黄巾の乱」と呼ば
れる大規模な民衆蜂起が勃発。反乱は鎮圧されたが、国は乱れ、武力を有する将軍や地方の皇族
が台頭。189年に霊帝が没すると、洛陽の都に入っていた董卓は我が物とする専横を極めていった。
壮大な「三国志 Three Kingdoms」の物語はここに始まる―。 
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中国歴史ドラマ HD 

©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 

            大祚榮 テジョヨン＜ノーカット版＞ 

放送日時 毎週（土）（日）夜9：00～放送中 ※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 

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、韓国歴史ドラマを放送中。2007年下半期、韓国時代劇視聴率No.1の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。 

HD 

©KBS 

中国・韓国 歴史ドラマ 

スタート 

韓国歴史ドラマ 



2014年４月おすすめ番組 

                               夏樹静子サスペンス 
放送日時 

4/20（日）、27（日）昼12：00～ ※4話連続放送 
4/26（土）昼12：00～ ※2話連続放送 

データ 日本/1988-2009年 

キャスト スタッフ 原作：夏樹静子 
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日本を代表する女流推理作家、珠玉のサスペンス 
豪華女優陣が熱演する10作品 

国内サスペンス 

国内サスペンス HD 

夏樹静子原作のサスペンス作品を、計10作品放送。 

「Wの悲劇」をはじめ、「目撃～ある愛の始まり～」、「駅に佇
つ人」など濃厚なサスペンス作品を多数放送。 

出演者も、「Wの悲劇」では主演を名取裕子が務めるほか、
沢口靖子、水野真紀など豪華女優陣が競う。 
 

【放送作品】 
「目撃－ある愛の始まり－」 主演：沢口靖子 
「最後に愛を見たのは」 主演：田中好子 
「断崖～死のダイビング～」 主演：水野真紀 
「Ｗの悲劇」 主演：名取裕子 
「喪失－ある殺意のゆくえ－」 主演：沢口靖子 
「駅に佇つ人」 主演：賀来千香子 
「訃報は午後二時に届く」 主演：沢口靖子 
「湖に佇つ人」 主演：室井滋 
「京都周山殺人街道」 原作：夏樹静子 抜粋 
「多摩南署たたき上げ刑事・近松丙吉７ 」 原作：夏樹静子 抜粋 

「Ｗの悲劇」 



2014年４月おすすめ番組 

           江戸川乱歩シリーズ 名探偵 明智小五郎 

放送日時 4/22（火）スタート  平日（火-金）夜9：00～ データ 日本/1994-1999年/全４話 

キャスト 出演：陣内孝則、森口瑤子、黒田勇樹、伊武雅刀ほか スタッフ 原作：江戸川乱歩 

【あらすじ】 帝都産業の社長・伊志田（清水絋治）の邸で、次女・直子（稲森いずみ）が明智小五郎（陣内孝則）に電話で助けを求めた直後、自室で襲われ
目のあたりを切られて倒れた。幸い死に至らなかったが、駆けつけた明智に追われた骸骨仮面の賊は邸内で消えた。折しも近くの広場では、奇術師・瀬下良
一（藤井びん）一座が天幕で興行をしていた。そして伊志田家では、明智や浪越警部（伊武雅刀）らの警戒の中、浴室で君子夫人が、続いて自室で三女の
鞠子（中森友香）が、同じように目を刺されて殺された。残るは長女の綾子（筒井真理子）だけになり…。（「暗黒星」より） 

江戸川乱歩が生んだ名探偵による本格サスペンス 
陣内孝則演じる明智小五郎が難解な事件を解き明かす 
江戸川乱歩作品に登場する名探偵「明智小五郎」が、難解な事件を解き明かす本格サスペンス作品。主人公・明智小五郎を演じるのは陣内孝則。終生
のライバル・怪人二十面相との頭脳戦や助手の小林少年（黒田勇樹）、妻の文代（森口瑤子）、警視庁の浪越警部（伊武雅刀）など個性的な仲間の助けを
借りて、難事件を解決していく。 

       内田康夫サスペンス 名探偵 信濃のコロンボ 

放送日時 4/29（火・祝）午前10：30～ ※全３話一挙放送 データ 日本/1998-2000年/全３話 

キャスト 出演：堺正章、原田美枝子ほか スタッフ 原作：内田康夫 

浅見ミステリーの人気推理作家、内田康夫原作。長野県警の名物刑事“信濃のコロンボ”こと竹村岩男が、数々の難事件を解き明かす人気サスペンス
シリーズ。通称“ガンさん”の愛称で親しまれている竹村岩男を、テレビ東京版では中村梅雀、TBS版では寺脇康文が務めてきた。本作は、フジテレビ版
で堺正章が“ガンさん”を好演。テレビ東京・TBS版とは一味も二味も違った魅力を放つ、堺のガンさんは必見。 
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HD 

内田康夫原作の人気サスペンスシリーズ 
フジテレビ版、堺正章主演「信濃のコロンボ」 

HD 

国内サスペンス 

【あらすじ】 妻の陽子（原田美枝子）と良寛ゆかりの地を訪ね歩いていた長野県警捜査一課の竹村（堺正章）は、野尻湖で白骨死体が発見されたとの連絡を受けて慌てて
帰る。一方、やはり良寛ゆかりの地を母と旅行していた風見子（酒井美紀）は、良寛研究者の大沢雄一が殺されたというニュースをテレビで見て、前日、国上寺五合庵ですれ
違った男であることに気付く。再び旅行に出掛けた竹村と陽子は、１人で旅行している風見子が男に襲われているところを目撃。竹村は風見子のカメラを奪ったその男を追う
が、取り逃がしてしまう。（「北国街道殺人事件」より） 

©共同テレビジョン 

国内サスペンス 

国内サスペンス 

「暗黒星」 
©共同テレビジョン 

スタート 
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                 なんでも屋探偵シリーズ 

放送日時 4/6（日）、13（日）午後1：00～ ※３話連続放送 データ 日本/1989-1997年/全６話 

キャスト 出演：小林稔侍ほか スタッフ 脚本：峯尾基三ほか 

小林稔侍主演。不倫調査からペット探しまで、いつでも、どこでも、どんな仕事でも引き受けるなんでも屋として活動する胡桃五郎が、ふとしたきっかけで
巻き込まれた事件を解決していくサスペンス作品。＃１、２はTVSP版、＃３～はシリーズ版。シリーズ版の妻役を、宮崎美子が務める等、豪華共演陣が登
場。脚本には、「太陽にほえろ！」をはじめとした、当時のTVドラマを数多く手がけた峯尾基三が抜擢され、コミカルな笑いあり、シリアスありの濃厚なドラ
マに仕上がっている。 

9 

HD 

小林稔侍主演 「いつでも何でも引き受けます」 
笑いあり、シリアスありの、人気サスペンス 

国内サスペンス 

【あらすじ】 記者からの脱サラに失敗し、借金を返す為になんでも屋を始めた胡桃五郎（小林稔侍）。ある日、警察から「記憶を失った女が持っていたメモになんでも屋の電
話番号が書かれていたので、身元を知らないか」と言う連絡が入る。会いに行く五郎夫婦だが、見覚えはなく、女（伊藤麻衣子）から自分が誰なのかを調べて欲しいと依頼を
受ける。メモには、伊東の別荘地の住所も書かれていた。それを頼りに調べを進めると、高村理絵という元ＯＬで、１ヶ月前に恋人の荒木が死んでいたことがわかる。荒木は記
者で、政治家の汚職事件を追っていたと言う。理絵は、荒木の死に疑問を持ち、真相を知るため、ホステスになり政治家に近寄ろうとしていたのだ。（＃１より） 

©ＴＭＥ 

国内サスペンス 

スタート 

海外サスペンス 

レギュラー放送に加え【名探偵ポワロWeek】でおくる特別編成！ 
世界的な人気を誇るミステリーの女王、アガサ・クリスティーが生み出した名探偵、エルキュール・ポワロ。 ピンと尖った口髭と、“灰
色の脳細胞”が詰まった卵形の頭がトレードマーク。今も絶大な人気を誇り続ける名作を特別編成でお届け！ 

                     名探偵ポワロ 

放送日時 4/1（火）～18（金） 平日（火-金）夜9：00～ （※4（金）は除く） データ イギリス/1990-2008年/二カ国語  
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 

HD 海外サスペンス 

     【名探偵ポワロWeek】 4/1（火）～18（金） 平日（火-金）夜9：00～ 

さらに…  「名探偵ポワロ」 レギュラー放送中！ 毎週平日（月・火）午後3：00～ 
©Copyright ITV plc (ITV 

Global Entertainment Ltd) 
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              思い出のメロディー 

放送日時 毎週（土）午後5：00～放送中 データ 日本 

キャスト スタッフ 

懐かしい名曲の数々を豪華出演者たちが歌い上げる 
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。 
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日本のうた HD 

日本のうた 

©NHK 

                ＢＳ日本のうた 

放送日時 平日午前10：30～、夜6：00～放送中 データ 日本 

キャスト スタッフ 

1996年…出演：石川さゆり、いしだあゆみ、五木ひろし、加山雄三、布施明、舟木一夫、黛ジュン、南こうせつ、森進一ほか 

1999年…出演：あおい輝彦、石川さゆり、太田裕美、尾崎紀世彦、北原ミレイ、水前寺清子、天童よしみ、畠山みどり、前川清、森進一、山内賢・和泉雅子ほか 

2003年…出演：氷川きよし、イモ欽トリオ、尾崎亜美、加山雄三、西城秀樹、坂本冬美、五月みどり、中村雅俊、布施明、八代亜紀ほか 

2005年…出演：氷川きよし、五木ひろし、伍代夏子、坂本冬美、杉良太郎、田原俊彦、水森かおり、森山良子ほか 

実力派歌手たちの歌を堪能できる公開音楽番組 
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」。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。 

HD 日本のうた 

©NHK 
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ＧＷ 特別編成 （放送予定） 

月 火 水 木 金 土 日 

28 29  【国内サスペンス】 
 

信濃のコロンボ 

全3話一挙放送 

30 5/1 2 3  【国内サスペンス】 
 

赤かぶ検事奮戦
記TVＳＰ 

全3話一挙放送 

4 

5  【海外サスペンス】 

シャーロック・ホー
ムズ<長編> 

5話一挙放送 

6  【海外サスペンス】 

コナン・ドイル 

全5話一挙放送 

7 8 9 10 11 

トンイ  
先行放送 ほか 

  日・中・韓 歴史コンテンツ 

イチオシ  トンイ＜ノーカット版＞先行プレミア放送 
  坂の上の雲 ／ 映画「レイン・オブ・アサシン」 

  国内サスペンス ２Days 
「内田康夫サスペンス 名探偵信濃のコロンボ」 
全３話一挙放送 

5/4（日） 

4/29（火・祝） 

「赤かぶ検事奮戦記TVSP」 全３話一挙放送 5/3（土・祝） 

  海外サスペンス ２Days 

「シャーロック・ホームズの冒険＜長編＞」 ５話一挙放送 5/5（月・祝） 

「コナン・ドイルの事件簿」 全５話一挙放送 5/6（火・祝） 

「内田康夫サスペンス 名探偵信濃のコロンボ」
©共同テレビジョン 

「赤かぶ検事奮戦記TVSP」©松竹 

「シャーロック・ホームズの冒険＜長編＞」 
©ITV Global Entertainment 

「コナン・ドイルの事件簿」©BBC MM 

【日・中・韓 歴史コンテンツ】 
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             トンイ＜ノーカット版＞先行プレミア放送 

放送日時 5/4（日）午後1：00～ ◆４話先行プレミア放送 （放送予定） データ 韓国/2010年/全60話/字幕 

キャスト 出演：ハン・ヒョジュ、チ・ジニ、イ・ソヨン、ペ・スビン、パク・ハソンほか スタッフ 監督：イ・ビョンフン 
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韓国歴史ドラマの巨匠、イ・ビョンフン監督の最高傑作 
５月の本放送に先駆けＧＷに先行プレミア放送！ 

韓国歴史ドラマ HD 

「チャングムの誓い」・「イ・サン」などを手がけた韓国歴史ドラマの巨匠、イ・ビョンフン監督
による最高傑作「トンイ」。 

NHK-BSで放送された韓国歴史ドラマ史上、最高視聴率を獲得した本作が、チャンネル銀
河に登場。５月の本放送に先駆け、ＧＷ中の５月４日（日）に４話を先行プレミア放送！日・
中・韓の歴史ドラマの中でも、韓国歴史ドラマ最高傑作である「トンイ」。本放送の前に、プ
レミア放送でチェック！ 

「レッドクリフ」ジョン・ウー監督による、伝奇武侠アクション 
大ヒットを記録した「レッド・クリフ」のジョン・ウー監督が製作と共同監督を務めた、武侠アクション大作。明の時代を舞台に、武
術界の究極の奥義をめぐり、美しい女刺客と謎めいた暗殺集団の死闘と愛を描く。主人公である、女刺客シーユーには、「007 
トゥモロー・ネバー・ダイ」のミシェル・ヨーが務める他、「私の頭の中の消しゴム」のチョン・ウソンなどアジアを代表する豪華俳優
陣が競演。大胆なワイヤーアクションで繰り広げられるバトルシーンは必見。 

                   映画「レイン・オブ・アサシン」 

放送日時 5/4（日）夜6：45～ （放送予定） データ 中国・香港・台湾/2010年/字幕 

キャスト 出演：ミシェル・ヨー、チョン・ウソンほか スタッフ 監督：ジョン・ウー、スー・チャオビン 

HD 中国歴史映画 

5/4（日） ＧＷ 特別編成（放送予定） 【日・中・韓 歴史コンテンツ】 

国内歴史ドラマ 「坂の上の雲」 午前10：00～放送   詳細はＰ２ 

© 2010 MBC 

© 2010, Lion Rock Productions Limited. 
All rights reserved. 

イチオシ 
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                  内田康夫サスペンス 名探偵信濃のコロンボ 
放送日時 4/29（火・祝）午前10：30～ ※全３話一挙放送 データ 日本/1998-2000年/全３話 

キャスト 出演：堺正章、原田美枝子ほか スタッフ 原作：内田康夫 

和久峻三原作。フランキー堺主演の人気の法廷ミステリー「赤かぶ検事奮戦記」のＴＶスペシャル版「おしゃべり地蔵殺人事件」「笑う楊貴妃観音殺人事件」「南紀勝
浦温泉殺人迷路」の３作品を一挙放送。同シリーズではお馴染みの、柊茂VS娘・葉子の法廷対決はもちろん、人情味あふれる物語がＴＶスペシャル版だけあって、パ
ワーアップしている。 

                        赤かぶ検事奮戦記TVSP 

放送日時 5/3（土・祝）午前11：00～ ※全３話一挙放送 （放送予定） データ 日本/1990-1991年/全３話 

キャスト 出演：フランキー堺、春川ますみ ほか スタッフ 原作：和久峻三 

「名探偵」の代名詞として広くその名を知られるシャーロック・ホームズ。イギリスのグラナダＴＶで制作された、ジェレミー・ブレット主演のシリーズは、最も原作に近い
“シャーロック”像として、多くのファンの支持を集め、世界70カ国以上で放送された。綿密な原作の研究と、徹底した時代考証により再現されたヴィクトリア朝時代のイギ
リスの映像も一見の価値あり。 

                     シャーロック･ホームズの冒険＜長編＞ 

放送日時 5/5（月・祝）午前11：00～ ※５話一挙放送 （放送予定） データ イギリス/1984-1993年/字幕 

キャスト 出演：ジェレミー・ブレッドほか スタッフ 原作：アーサー・コナン・ドイル 

HD 

HD 国内サスペンス 

海外サスペンス 

ＧＷ 特別編成（放送予定） 【国内・海外サスペンス】 

謎に包まれている作家アーサー・コナン・ドイルの若き日の物語。「シャーロック・ホームズ」の誕生秘話に迫る。医学生だった頃のコナン・ドイルが、ホームズのモデルと
なった人物ドクター・ベルと出会い、共に難事件を解決していく。 

                         コナン･ドイルの事件簿 

放送日時 5/6（火・祝）午前11：00～ ※全５話一挙放送 （放送予定） データ イギリス/2000-2001年/二カ国語 

キャスト 出演：ロビン・レイン、イアン・リチャードソンほか スタッフ 

HD 

4/29（火・祝） 

→番組詳細はＰ８ 

国内サスペンス 

海外サスペンス 

5/3（土・祝） 

5/5（月・祝） 

5/6（火・祝） 
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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 
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