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2大巨匠 松本清張＆アガサ・クリスティー！ 

イチオシ 

チャンネル銀河で日本初放送！ 

©Wall to Wall 2012 

‘清張＆ポワロ祭り’50作品 一挙放送！ 

ニュー・トリックス  

第９シリーズ 
CS初 

©Copyright ITV plc (ITV Global Entertainment Ltd) 

待望の新シリーズが登場！ 

孤独のグルメ Season３ 

©2013久住昌之・谷口ジロー・扶桑社／テレビ東京 

井之頭五郎、再び！癒し番組！？夜食テロ！？ 
BBC制作、大ヒット刑事ドラマ！ 

日本初 人気番組の一挙放送が目白押し！ 

・坂の上の雲 一挙放送 
 

・必殺仕事人スペシャル 
一挙放送 
 

・思い出のメロディー／ 
わが心の大阪メロディー 
一挙放送 

サスペンス好きにお届けする、 
真夏のサスペンス大特集！ 
 「清張」30作品&「ポワロ」20作品を 
怒涛の一挙放送！！ 
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            ‘清張＆ポワロ祭り’ 50作品 一挙放送！ 

放送日時 
【清張祭り】8/4（月）スタート 平日（月-金）午後1：00～ ほか 
【ポワロ祭り】8/3（日）スタート 毎週（日）午後12：30～ ほか 

キャスト 
【清張祭り】詳細はP3をご参照ください 
【ポワロ祭り】出演：デビッド・スーシェ  ほか 

スタッフ 
【清張祭り】原作：松本清張 
【ポワロ祭り】原作：アガサ・クリスティー 
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サスペンス好きにお届けする、真夏の特別編成。 2大巨匠・松本清張＆ア
ガサ・クリスティー原作の珠玉のサスペンス計50作品を一挙放送する。 

1992年8月4日に亡くなった日本の文豪・松本清張。彼の命日である8月4日
から、松本清張原作の珠玉のサスペンス作品を、毎日2本ずつ、全30作品
怒涛の一挙放送。松本清張原作の中でも人気の高いドラマ化作品を多数ラ
インナップ。のちに「家政婦は見た」シリーズとなった「熱い空気」に注目。そ
の他、松本清張の世界観が存分に味わえる作品が目白押し。 

また、3～4月にお届けした‘春のポワロ祭り’の大好評を受け、‘真夏のポワ
ロ祭り’として、名探偵ポワロの長編20作品をお届け。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の数々を一挙放送。 
 

真夏のサスペンス大特集！ 

概要 

スタート 

サスペンスの2大巨匠・松本清張＆アガサ・クリスティー、真夏の特別編成！ 
「清張」30作品&「ポワロ」20作品を怒涛の一挙放送！！ 

国内・海外サスペンス 

©Copyright ITV plc (ITV Global Entertainment Ltd) 



2014年8月おすすめ番組 3 

‘清張祭り’注目の作品&全ラインナップ 

大学教授の家に派出されたベテラン家政婦・信子（市原悦子）。学問一筋の穏やかな主人、よくできた妻、勉
強好きの長男、礼儀正しい次男、趣味にいそしむ姑。高級住宅地で理想的な生活を営む一家だが、家政婦
は虚飾に満ちた家族の本当の姿をのぞき見る・・・。※「家政婦は見た」シリーズの原点となった作品 

         松本清張サスペンス 熱い空気 
放送日時 8/4（月）午後1：00～ データ 日本/1983年 

キャスト 出演：市原悦子、吉行和子  ほか スタッフ 

国内サスペンス HD 銀河 初登場 

©近代映画協会 

「鉢植を買う女」（池上季実子／布施博） 
「捜査圏外の条件」（古谷一行／甲斐智枝美／伊藤蘭） 
「蒼い描点」※CS初（藤谷美和子／中尾彬） 
「状況曲線」（村上弘明／財津一郎／蟹江敬三） 
「白い闇」（音無美紀子／津川雅彦） 
「坂道の家」（坂口良子／長門裕之／石田純一） 
「証言」 ※CS初（柳生博／市毛良枝） 
「一年半待て」（小柳ルミ子／勝野洋／樹木希林） 
「黒の回廊」 （栗原小巻／竜 雷太） 
「影の地帯」（古谷一行／増田恵子／石橋蓮司） 

「喪失の儀礼」（古谷一行／吉行和子） 
「黒革の手帖」 （浅野ゆう子／平幹二朗） 
「やさしい地方」（古谷一行／加藤治子／沢田亜矢子） 
「黒い樹海」 （水野真紀／鶴見辰吾） 
「中央流沙」（緒形拳／石橋凌） 
「薄化粧の男」 （石橋蓮司／大谷直子／風間杜夫） 
「死んだ馬」（小川真由美／山本亘／山形勲） 
「帝銀事件」 （仲谷昇／橋本功／田中邦衛） 
「顔」（倍賞千恵子／山口崇／泉ピン子） 

禎子（真野あずさ）と結婚したばかりの憲一（並木史朗）が、仕事の引継ぎのため、前任地の金沢へ行ったま
ま帰らない。禎子は金沢へ行き、夫の同僚・本多（藤堂新二）と調べる。憲一の兄・宗太郎（岸部一徳）も東京
から加わるが、金沢郊外で何者かに毒殺され・・・。 

©大映テレビ 

「指」（名取裕子／松尾嘉代／吉行和子） 
「疑惑」 （いしだあゆみ／小林稔侍） 
「書道教授」（近藤正臣／風吹ジュン／加藤治子） 
「Ｄの複合」（野村宏伸／津川雅彦） 
「紐」（酒井和歌子／宇津宮雅代／中条きよし） 
「草の陰刻」（宅麻伸／財前直見） 
「わるいやつら」（古谷一行／名取裕子／原田芳雄） 
「微笑の儀式」 （役所広司／内藤剛志） 
「知られざる動機」（藤真利子／高岡健二／吉行和子） 
「火と汐」 （神田正輝／南果歩） 

         松本清張サスペンス ゼロの焦点 
放送日時 8/11（月）午後1：00～ データ 日本/1991年 

キャスト 出演：真野あずさ、並木史朗 ほか スタッフ 脚本：新藤兼人 

国内サスペンス HD 銀河 初登場 

その他作品ラインナップ 
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‘ポワロ祭り’注目の作品&全ラインナップ 

©Copyright ITV plc (ITV Global Entertainment Ltd) 

ポワロのもとにＡＢＣと名乗る人物から殺人
予告の挑戦状が届く。予告通りＡで始まる
アンドーバーで、イニシャルがＡのアッ
シャー夫人が殺され、続いてＢ、ベクスヒル
でイニシャルがＢの娘が、次にＣ、チャース
トンでイニシャルがＣの大富豪が殺害され
た。死体の傍らにはいつも「ＡＢＣ鉄道案
内」が置いてあり…。 

    名探偵ポワロ ＡＢＣ殺人事件 

放送日時 8/3（日）午後12：30～ ほか データ イギリス/1992年/二ヶ国語 

海外サスペンス 

その他作品ラインナップ 

「雲をつかむ死」 
「愛国殺人」 
「葬儀を終えて」 
「満潮に乗って」 
「マギンティ夫人は死んだ」 
「鳩のなかの猫」 
「ポワロのクリスマス」 
「ヒッコリー・ロードの殺人」 
「ゴルフ場殺人事件」 

©Copyright ITV plc (ITV Global Entertainment Ltd) 

第一次大戦中、負傷したヘイスティン
グスは、旧知のジョンに招かれてスタイ
ルズ荘を訪れる。イングルソープが金
目当てに夫人と結婚したとして、夫人
の相談相手イビーが邸を出て行くという
一幕があった翌日、夫人が発作を起こ
して死亡した…。医師は、死因は毒物
ストリキニーネによるものと診断。ヘイ
スティングスのすすめで、ジョンはポワ
ロに調査を依頼する。 

「もの言えぬ証人」 
「アクロイド殺人事件」 
「第三の女」 
「死との約束」 
「エッジウェア卿の死」 
「メソポタミア殺人事件」 
「白昼の悪魔」 
「ひらいたトランプ」 

©Copyright ITV plc (ITV Global Entertainment Ltd) 

ロンドンのホテルに滞在中、富豪の娘ルース
の誕生パーティーに招かれたポワロ。娘を溺
愛する父親は、ギャンブルにうつつを抜かす
娘婿デレックに頭を抱えていた。一方、キャサ
リンは華やかなパーティーとは対照的に、レス
トランでひとり食事をしていた。偶然居合わせ
たポワロは、彼女と親しくなるのだが…。 

HD 

    名探偵ポワロ 青列車の秘密 

放送日時 8/17（日）午後4：45～ ほか データ イギリス/2005年/二ヶ国語 

海外サスペンス HD 

    名探偵ポワロ スタイルズ荘の怪事件 

放送日時 8/5（火）深夜0：00～ ほか データ イギリス/1990年/二ヶ国語 

海外サスペンス HD 
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                                       ニュー・トリックス 第９シリーズ 
放送日時  8/26（火）スタート 平日（火-金）夜9：00～ データ  イギリス/2012年/字幕/全10話 

キャスト  出演：アマンダ・レッドマン ほか スタッフ   
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BBC制作、イギリスで大人気の刑事サスペンスドラマ！ 
個性豊かなキャラクター、ユーモアあふれる会話、大人が楽しめる作品！ 

海外サスペンス HD 

ロンドン警視庁の女性警視サンドラは、ある事件で大失態を演じ、名
誉挽回のチャンスとして新設部署のボスに。それは未解決事件専門の
捜査班、ＵＣＯＳ(ユーコス)。メンバーは皆、退職した刑事たち。個性派
ぞろいの退職刑事たちが、ベテランの勘と型破りな捜査で事件を解決
する1話完結型の刑事サスペンスドラマ。イギリスで大人気シリーズの
本作。その第9シリーズが日本初放送で、チャンネル銀河に登場。 

©Wall to Wall 2012 

人気シリーズ第9弾を日本初放送！ 

概要 

あらすじ 

日本初 スタート 

1851年１月４日の夜、ロンドンのシティーの路地で撲殺されたアビゲール・パドバ。
彼女には非凡な計算の才能があり、兄シドニーが両親から受け継いだ投資会社パ
ドバ社のために、数式を考案して提供していた。彼女の死後、半月ほどでパドバ社
の投資ファンドは破綻。同社は倒産し、出資していた当時のロンドン社交界の名士
たちも破産していた。副警視監ストリックランドの友人で政府情報局の高官である
フィッシャーから、アビゲール事件の再捜査を強引に依頼されたＵＣＯＳは、矛盾す
る目撃証言の解明に取り掛かる。アビゲールを追っていた男を目撃したのは荷馬車
の御者ハーパー。事件後、路地から出てくる犯人を見たのは、路地に接する工場で
夜警をしていたクインと、謎の人物ブール。犯人が逃げていく方角に関して、クイン
とブールの証言は正反対だった。（＃1より） 
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                                        孤独のグルメ Season３ 
放送日時  8/26（火）スタート 平日（火-金）夜10：15～ データ  日本/2013年/全12話 

キャスト  出演：松重豊 ほか スタッフ  原作：久住昌之／画：谷口ジロー 
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井之頭五郎が食べまくる！ 
異色のグルメドキュメンタリードラマ、第３弾！ 

国内ドラマ HD 

主演、松重豊。料理のうんちくを述べるのではなく、ひたすら主
人公の食事シーンと心理描写をつづり、ドキュメンタリーのように
淡々とストーリーが流れていく人気マンガ、「孤独のグルメ」の実
写化ドラマシリーズの第三弾。いよいよCS初登場。ドラマ内で紹
介されるお店は、全て実在する“味な店”。前作までと変わらず、
井之頭五郎は、日々の仕事のふとした合間に、幸福に空腹を満
たし、つかの間「自由」になる・・・。 

 
 

 

 

©2013久住昌之・谷口ジロー・扶桑社／テレビ東京 

待望の新シリーズが登場！ 

概要 

あらすじ 

スタート 

井之頭五郎（松重豊）は、その日商用で「赤羽」を訪れた。今日の一人目の顧客、
黒田真理子（広田レオナ）に会うため、喫茶店『プチモンド』を探す。店に入ると
かなり怪しげな黒づくめの女性が・・・まさかの黒田だった。黒田は「パズズ」とか
「アモン」いう悪魔の像がほしいというのだが・・・。黒田を先に帰すと気分直しに
「フルーツサンド」を注文し、ひと時癒される五郎。次の顧客を訪ね、呉服店を
訪ねると店主の南木（千本松）はおらず、何やら重い紙袋をあずけられ近くのス
ナックへ行かされた。（＃１「北区赤羽のほろほろ鳥とうな丼」より） 

CS初 
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                     坂の上の雲  一挙放送 
放送日時 8/23（土）スタート 毎週（土）夜8：00～ 2話連続 もしくは 3話連続 データ 日本/2009-2011年/全13話 

キャスト 出演：本木雅弘、阿部寛、香川照之 ほか スタッフ 原作：司馬遼太郎、語り：渡辺謙 

土曜夜8時は「坂の上の雲」！ 
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HD 

©ＮＨＫ 

                              必殺仕事人スペシャル 一挙放送 
放送日時 8/25（月）スタート 平日（月-金）午後1：00～ データ 日本/1981-1992年 

キャスト 出演：藤田まこと ほか スタッフ 

人気国内歴史ドラマ、一挙放送！ 

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。原作の発行部数は1,900万部を超え、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が3年の歳月をかけて悲願の映像化。3部構
成、全13話からなる本作。主人公の、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。 

国内歴史ドラマ スタート 

国内歴史ドラマ HD ※一部SD有り スタート 

©ＡＢＣ/松竹 

藤田まこと主演。虐げられた人々の恨みを晴らす闇のアウトローたちを描く人気時代劇「必殺」シリーズのTVスペ
シャル版が、平日（月-金）午後1：00の時間に登場。必殺シリーズの歴代の仕事人たちが一堂に会す夢の競演から、
突如、江戸からアメリカへワープしたり、仕事人たちの子孫が現代の日本で活躍する様を描くなど、TVシリーズとは
一味も二味も違う、スペシャル版ならではの奇抜なストーリーが満載。キャストも、三田村邦彦、村上弘明、中条き
よし、京本政樹と男前の仕事人をはじめ、菅井きん・白木万理の‘せん’と‘りつ’と言ったシリーズのお馴染みのキャ
ラクターはもちろん。山城新伍や沖雅也、江夏豊、舛添要一など、それぞれ豪華キャストが競っている。 

概要 

平日午後1時は「必殺仕事人」！ 

概要 
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                思い出のメロディー／わが心の大阪メロディー 一挙放送 

 放送日時  8/4（月）-15日（金）午前10：00～ ほか データ 
思い出：日本/1994-2010年 
大阪：日本/2007,2009,2011年 
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お盆の午前に、懐かしく、心に残る名曲をお届け！ 

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。 

©ＮＨＫ 

「日本のうた」、真夏の特別編成WEEK！ 

思い出のメロディー：概要 

HD 日本のうた 

毎年10月末から11月初旬の1週間に、関西に関連した番組を
集中して放送するNHKの企画「関西ウィーク」。その期間中に、
関西版の「思い出のメロディー」として、 NHK大阪ホールを会場
に、2001年より放送されている公開音楽番組。 

庶民のバイタリティーと人生の哀歓が交錯する街、大阪。ここで
生まれた「大阪のうた」は関西のみならず、日本中の老若男女
の琴線に触れ、その時代を映し出してきた。全国の視聴者から
募集する「心に残る大阪のうた」のリクエストの数々を紹介する
ほか、日本を代表する歌手が大阪や関西にゆかりのある歌の
数々を熱唱する。 

わが心の大阪メロディー：概要 

スタート 

その他、大人気の公開音楽番組 
「BS日本のうた」の新エピソードがCS初登場！ 
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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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