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歴史スペクタクルの至宝！ 

イチオシ 

日本人が最もよく知る中国歴史物語、完全映像化 

金城武&ドニー・イェンW主演 

傑作サスペンスを多数ラインナップ！ 

‘ポワロ祭り’期間延長決定！ 

中国ドラマ「水滸伝」 

映画「捜査官Ｘ」 

九門法律相談所 

タクシードライバーの推理日誌 

夏樹静子サスペンス 

名探偵ポワロ 

見逃した方、本放送に追いつくチャンス！ 

大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」 キャッチアップ 

中国ドラマ「水滸伝」 ©2012 水滸伝 

映画「捜査官Ｘ」 ©2011 We Pictures Ltd. Stellar Mega Films Co., Ltd. All Rights Reserved. 

九門法律相談所 ©日本映像 タクシードライバーの推理日誌 ©NEP 

サスペンスアクション巨編！ 

珠玉の国内サスペンス作品群！ 

大好評につき9月も！ 

「本能寺の変」から放送 
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「三国志」と並ぶ、歴史スペクタクルの至宝、「水滸伝」がついにチャンネル銀河
に登場。「三国志Three kingdoms」の総製作費25億円を上回る、総製作費55億
円を投じ、全86話で描かれる壮大な歴史物語。中国内のテレビ賞を総なめにし、
高視聴率でアジア圏を席巻。「レッドクリフ」の規模を遥かに超えたとの話題を集
め、アジアドラマ史上、規格外のスケールで実現した、21世紀最高のエンターテ
インメント大作。 

時は北宋末期、中国では、私欲の限りを尽くす悪辣な奸臣たちが専横を極めて
いた。腐敗した世の中で、天命に導かれ、天然の要塞・梁山泊へ集いし、総勢
108人の好漢たち。武勇と智略に秀でた彼らは、忠義の精神に則り、「替天行
道」の旗の下、民のため、悪辣な奸臣たちとの戦いを繰り広げる。 

 

21世紀最高のエンターテインメント大作！ 

概要 

日本人が最もよく知る中国歴史物語、完全映像化！ 
「三国志」に続いて、「水滸伝」いよいよ登場！ 

中国歴史ドラマ  中国ドラマ「水滸伝」 

放送日時 

9/7（日）夜8：00～ ＃1 先行放送 
9/8（月）スタート 平日（月-金）午後1：00～ 2話連続 
※9/22（月）スタート 平日（月-金）夜11：00～ 

データ 中国/2011年/字幕/全86話 

キャスト チャン・ハンユー、フー・ドン、ジン・ガンシャン ほか スタッフ 

あらすじ 

時は北宋。皇帝への献上品を輸送中の役人・宋江（チャン・ハンユー）は、道士・公孫勝
（ジン・ガンシャン）と出会う。公孫勝は宋江が、かつて伏魔殿より放たれた百八星の生ま
れ変わりであると説き、宰相に贈られる祝い品＝生辰鋼の強奪をもちかける。だが宋江は
誘いに乗らず、公孫勝を捕らえようとする。（＃1「洪太尉 誤って妖魔を逃がす」より） 

スタート HD 

©2012 水滸伝 
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「水滸伝」の魅力とは！？ 

映             映画「捜査官Ｘ」 

放送日時 
9/4（木）午後1：00～ 
9/15（月・祝）午前11：00～ 

データ 香港・中国/2011年/字幕 

キャスト 金城武、ドニー・イェン ほか スタッフ 監督：ピーター・チャン 

HD 中国歴史映画 

©2011 We Pictures Ltd. Stellar Mega Films Co., Ltd. All Rights Reserved. 

「レッドクリフ」で諸葛亮孔明を演じた金城武と、アジアを代表するアクションスター、ドニー・イェンがW主演を務めた、サ
スペンスアクション巨編。金城武が、どこかトボけていながらも冷静沈着で頭脳明晰（めいせき）な捜査官を熱演。 

「サスペンス」+「アクション」を融合させたエンターテインメント巨編！ 

中国歴史関連作品 

「三国志演義」「西遊記」とともに中国三大名著のひとつに数えられる、中国、明代の口語体の長編小説。 
宋江(そうこう)を首領とする108人の豪傑が、山東省の梁山泊(りょうざんぱく)を根城にして官軍に抵抗し、やがて滅びて
いく物語。「宋史」にも載っている実際に起きた事件、宋江の反乱が、説話や芝居・小説などに脚色されて民間に流布して
いたのを集大成したものである。 
舞台は今から1000年前、汚職官吏や不正がはびこる北宋の時代。様々な事情で世間からはじき出された男たちが“梁山
泊”と呼ばれる自然の要塞に集結し、やがて志を胸に「悪徳官吏を打倒し、国を救う」事を目指す歴史ロマン。 
 

©2012 水滸伝 

①個性豊かな登場人物！ 
「水滸伝」に登場する〝好漢〟たちのほとんどが、
社会に弾き出された者たち。優柔不断だが、人望
厚い「三国志」の劉備のような人物・宋江、奸臣に
騙され、妻を奪われた悲運のヒーロー・林冲、愛す
べきトラブルメーカーの魯智深と李逵といった、一
癖も二癖もある人物ばかり。本作では、総勢108人
の〝好漢〟全員を欠くことなくキャスティング。演じ
ているのもトップスターや人気アイドルをはじめ、
本物の武術家や格闘家まで多岐にわたる。 

②人VS人の迫力ある 
対決シーンが満載！ 

個性溢れる108人の好漢たちの戦いも魅力の一
つ。時に仲間となる好漢と、時に民を苦しめる悪
漢と、次から次へとハード＆アクロバティックなア
クションの応酬。観る者を釘付けにすること間違
いなし！ 

③前半と後半で、物語が一変！ 
重厚な歴史ドラマ+壮絶武侠アクション！ 

全86話をかけて、梁山泊に集結する108人の英
傑たちの最後までを描き切る本作。そのため、物
語前半は、108人の好漢たちが続々と梁山泊に
集結する、ドラマチックな壮大さに溢れている。
そして、物語後半では、108人の好漢が1人、ま
た1人と亡くなっていく悲しい物語として描かれて
おり、アクションだけでなく、濃厚な人間ドラマと
しても魅力に溢れている。 

「水滸伝」とは…？ 

「水滸伝」のココが見どころ！ 
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国内の傑作サスペンスが続々スタート！ 

山崎努主演。「京都殺人案内」・「赤かぶ検事シリーズ」などを手掛ける、和久峻三原作。火曜サスペンス劇場
の人気の2時間サスペンスシリーズ。元やり手の検事で、無愛想な性格だが、「金よりも正義」を信条とする熱
い男、弁護士・九門耕作を山崎努が好演。法律事務所に舞い込む依頼から、難事件を解決へと導いていく。 

                  九門法律相談所 
放送日時 9/16（火）スタート 平日（火-金）夜9：00～ データ 日本/1993-1999年/全11話 

キャスト 出演：山崎努 ほか スタッフ 原作：和久峻三 

国内サスペンス 

山崎努の渋い演技が光る、2時間サスペンスシリーズ！ 

HD 

©日本映像 

スタート 

渡瀬恒彦主演。笹沢左保原作。テレビ朝日系列の「土曜ワイド劇場」で今もなお放送されている、人気の2時間
サスペンスシリーズ。元警視庁捜査一課の警部補だった夜明日出夫。刑事を辞め、タクシードライバーに転職。
乗客が関わった事件を、持ち前の推理力で解決する。 

              タクシードライバーの推理日誌 
放送日時 9/14（日）スタート 毎週（日）午後12：30～ ４話連続 データ 日本/1992-2002年/16話 

キャスト 出演：渡瀬恒彦 ほか スタッフ 原作：笹沢左保 

国内サスペンス 

渡瀬恒彦主演、しがないタクシードライバーが事件の謎に挑む！ 

©NEP 

スタート 

人気の原作「Wの悲劇」をはじめ、「目撃～ある愛の始まり～」、「駅に佇つ人」など濃厚で、本格的なサス
ペンス作品ばかり。出演者も、「Wの悲劇」では、主演を名取裕子が務める他、沢口靖子、水野真紀など
豪華女優陣が競う。 

                 夏樹静子サスペンス 
放送日時 9/14（日）スタート 毎週（日）夜8：00～ ２話連続 データ 日本/2001-2009年/8話 

キャスト スタッフ 原作：夏樹静子 

国内サスペンス 

夏樹静子原作、珠玉のサスペンス作品 

HD スタート 
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                                       名探偵ポワロ（短編） 
放送日時  9/9（火）スタート 平日（月-金）午後3：00～/深夜0：00～ 2話連続 データ  イギリス/1989-1993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 
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‘真夏のポワロ祭り’好評につき、期間延長！ 

海外サスペンス HD 

今月は、平日午後3時の「サスペンスアワー」が、
名探偵ポワロ一色に！ 

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！ 

© Copyright ITV plc (ITV Global Entertainment Ltd) 

まだまだ終わらない‘ポワロ祭り’！ 

概要 

スタート 
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               大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」 キャッチアップ 
放送日時  9/6（土）～20（土） 毎週（土）午前11：00～ 6話連続 データ 日本/2011年/全46話/NHK 

キャスト  出演：上野樹里、宮沢りえ、水川あさみ ほか スタッフ 脚本：田渕久美子、語り：鈴木保奈美 
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上野樹里主演、ＮＨＫ大河ドラマ第50作の記念作。 
4話から21話までを3週に渡って、キャッチアップ！ 

大河ドラマ HD 

7月に本放送を開始した、大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」。4話から21話までを3週
に渡って、キャッチアップ！キャッチアップ最終週の翌日午前10：00からは、22話の放
送となり、ここまで見逃した方も、もう一度、前半のおさらいをしたい方にも、必見！ 

市村正親扮する明智光秀による、「本能寺の変」から、母と父を奪った憎き相手・秀吉
に、想いをよせ、ついには秀吉の子を授かる事になる、茶々の懐妊までを振り返る。 

NHKで好評放送中の「軍師官兵衛」と同じ時代を生きた、織田信長の姪、江・茶々
（淀）・初の美しき三姉妹の物語。 当時「のだめカンタービレ」で人気を博した上野樹里
をはじめ、江の姉、茶々・初を、宮沢りえ・水川あさみがそれぞれ熱演。他にも、信長を
豊川悦司、秀吉を岸谷五朗、家康を北大路欣也ら、豪華俳優陣が務める。また、脚本
を、「篤姫」を手がけた田渕久美子が務め、女性から見た信長ら男たちの戦いや、江た
ち姉妹の恋愛・姉妹愛など丁寧に描いている。 

©ＮＨＫ 

見逃した方、必見のキャッチアップ放送！ 

概要 
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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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