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イ・ビョンフン監督の韓国歴史ドラマが勢揃い！ 

イチオシ 

「チャングム＆イ・サン＆トンイの世界 ドラマ・シンフォニー」 開催決定記念！ 

イ・サン＜ノーカット字幕版＞ ©2007-8 MBC 
【銀河サスペンス７４５】 

【深夜のグルメライン】 

大人気シリーズの映画が初登場！ 

トンイ＜ノーカット吹替え版＞ ©2010 MBC 

宮廷女官チャングムの誓い＜ノーカット版＞ 
©2003-4 MBC 

大好評TVシリーズの新エピソードもあわせて放送！ 

夜食テロがチャンネル銀河で勃発！？ 

珠玉のサスペンス作品を多数ラインナップ！ 

イ・サン＜ノーカット字幕版＞ 

トンイ＜ノーカット吹替え版＞ 

宮廷女官チャングムの誓い＜ノーカット字幕版＞ 

芸者小春姐さん奮闘記 

サラメシ 

孤独のグルメ Season３ 

映画「ベニシアさんの四季の庭」 

京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし 新エピソード 

CS初 

TV初 

CS初 

CS初 
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「宮廷女官チャングムの誓い」・「トンイ」のイ・ビョンフン監督による、韓国歴
史ドラマ。朝鮮王朝史上、最も波乱万丈の人生を送った王イ・サンの生涯を
描いた超大作。民のための政治を行った祖父・第21代王・英祖（ヨンジョ）の
後を継ぎ、社会の弊害を改革しようと果敢に取り組む王へと成長していく姿
を、女官ソンヨンとの切ないロマンスを絡めて描く歴史ロマン。主人公イ・サ
ンを、「階伯（ケベク）」で主演を務めたイ・ソジンが演じる。 

韓国三大人気歴史ドラマが集結！！ 

概要 

イ・ビョンフン監督の韓国歴史ドラマが勢揃い！ 
「トンイ」のひ孫、第22代王・正祖の人生をドラマチックに描く！ 

韓国歴史ドラマ イ・サン＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時 10/6（月）スタート 毎週（月-金）夜10：00～ データ 韓国/2007年/字幕/全77話 

キャスト 出演：イ・ソジン、ハン・ジミン、イ・ジョンス ほか スタッフ 演出：イ・ビョンフン  ほか 

あらすじ 

朝鮮王朝第21代王、英祖（ヨンジョ）は、ある夜、我が子、世子（イ・サンの父）が謀
反を起こし自分に刃を向けるという悪夢を見る。それは1762年5月19日、英祖が
世子を米びつに閉じ込めて6日目のことだった。同じ頃、両親を亡くしたソンヨンは、
女官の見習いとして宮中に上がる。だが、養子に出される乳飲み子の弟とは離れ
離れになってしまう。一方、宦官の見習いになったテスは、訓練中に去勢していな
いことが知れてしまい、叔父でやはり宦官のパク･タルホに去勢されることに。宮中
の一角で一人痛みを想像し怯えるテス。そこへソンヨンたち女官の見習いが通り
かかる。（＃1 「三人の約束」より） 

スタート HD 

©2007-8 MBC 

イチオシ 

世界初* 「チャングム＆イ・サン＆トンイの世界 ドラマ・シンフォニー」 開催決定記念！    
*3作品を冠した公認コンサートとして。 
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「宮廷女官チャングムの誓い」・「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。17世紀の朝鮮王朝時代に、最下
層出身でありながら、国王の母親となった女性（スクピンチェシ）の波乱万
丈の生涯を描く。これは単なるシンデレラストーリーではない。主人公トンイ
が逆境にあっても信念を曲げることなく自らの運命を切り開いていく姿が共
感を呼び、世界中で大ヒット！主演には、「春のワルツ」、「華麗なる遺産」の
ハン・ヒョジュ。共演には、「チャングムの誓い」のチ・ジニをはじめ、韓国を
代表する俳優陣が勢揃い。 

概要 

「イ・サン」へと続く、世界中で大ヒットした歴史大作！ 
韓国歴史ドラマの巨匠イ・ビョンフン監督の真骨頂！ 

韓国歴史ドラマ   トンイ＜ノーカット吹替え版＞ 
放送日時 10/6（月）スタート 毎週（月-金）午後3：00～ データ 韓国/2010年/吹替え/全60話 

キャスト 出演：ハン・ヒョジュ、チ・ジニ ほか スタッフ 監督：イ・ビョンフン 

あらすじ 

1681年。朝鮮王朝第19代王、粛宗（スクチョン）即位から7年。早朝、川で釣りをし
ていた朝廷の高官が何者かに襲われる。橋の下でひん死の状態で倒れていた高
官をひとりの娘が偶然発見。娘の名はトンイ。身分の低い者が住む村に父と兄と暮
らす。トンイはすぐに助けを呼びに行こうとするが、高官は必死に何かを伝えようと
していた・・・。（＃1「陰謀の始まり」より） 

スタート HD 

©2010 MBC 

韓国三大人気歴史ドラマが集結！！ 
世界初* 「チャングム＆イ・サン＆トンイの世界 ドラマ・シンフォニー」 開催決定記念！    

*3作品を冠した公認コンサートとして。 
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アジア中で大ヒットとなった超人気歴史ドラマ。NHK-BSで 放送開始されてか
ら、今年で10周年。韓国で平均視聴率47％、最高視聴率57.8%という韓国ド
ラマ史上に残る記録を打ち立てた本作。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、エンターテイメント性豊かに描いた作品。 

概要 

韓国歴史ドラマの巨匠、イ･ビョンフン監督の代表作！ 
韓国ドラマ史に残る大ヒットを記録した超人気歴史ドラマ！ 

韓国歴史ドラマ     宮廷女官チャングムの誓い＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時 10/18（土）スタート 毎週（土）夜10：00～ 2話連続 データ 韓国/2003年/字幕/全54話 

キャスト 出演：イ・ヨンエ、チ・ジニ ほか スタッフ 監督：イ・ビョンフン 

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 て崖を転落したチョンス
は洞くつで目を覚ます。傍らには老師が居り、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「二人目の女」より） 

スタート HD 

©2003-4 MBC 

韓国三大人気歴史ドラマが集結！！ 
世界初* 「チャングム＆イ・サン＆トンイの世界 ドラマ・シンフォニー」 開催決定記念！    

*3作品を冠した公認コンサートとして。 
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平日夜7:45～は、【銀河サスペンス745】 

銀河サスペンス745        芸者小春姐さん奮闘記 
放送日時 10/6（月）スタート 毎週（月-金）夜7：45～ データ 日本/2005-2009年/6話 

キャスト 出演：十朱幸代、石倉三郎 ほか スタッフ 

スタート HD 

銀河サスペンス745 
毎週（月-金）夜7：45～は、【銀河サスペンス７４５】 
厳選された珠玉のサスペンス作品を多数ラインナップ！ 

十朱幸代主演。東京・向島の花街で、置屋兼料亭『花乃屋』を切り盛りす
る３代目女将・神無月小春が、芸妓(げいぎ)たちを取り巻く殺人事件の
解決に奔走するサスペンスシリーズ。老舗料亭を切り盛りする主人公を、
十朱幸代が好演。美しくも逞しい女将・小春が事件の解決に迫る。 

概要 

あらすじ 

東京・向島の花街にある料亭『花乃屋』の常連、鬼塚敏之（春田純一）が殺された。
現場には「マリコ」と血で書かれた文字が・・・。続く殺人事件にも「オガタ」と血文字が
残されていた。被害者2人は7年前の殺人事件で、重要な証言をした人物。決着した
はずの事件が今頃なぜ？オガタマリコ（若村麻由美）は『花乃屋』の看板芸者・夢丸
の本名。新米芸者・すずめも7年前の事件に関わっていて・・・。美しくも逞しい女将・
小春（十朱幸代）が事件の解決に迫る。 

CS初 

十朱幸代主演、老舗料亭の女将が奮闘！ 
花街を舞台に、絢爛豪華な和服美女の織り成すサスペンス！ 
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©NHK 

平日深夜0：15～は、【深夜のグルメライン】 

深夜のグルメライン    サラメシ 
放送日時 10/22（水）スタート 毎週（月-金）深夜0：15～ データ 日本/2011-2012年/8話（10月放送数） 

キャスト ナレーション：中井貴一 スタッフ 

スタート HD 

深夜のグルメライン 
毎週（月-金）深夜0：15～は、【深夜のグルメライン】 
働くサラリーマン世代に向けた、グルメ・バラエティを連日放送！ 
夜食テロがチャンネル銀河で勃発！？ 

主役はズバリ「働く人のランチ」。ランチは働く人々の人生そのもの。サラリーマン
の昼食“サラメシ”から、ランチに隠された仕事へのこだわりや感動のエピソード
など、「働く人の今」を楽しく、そして、鋭く見つめる。少しでもおいしくて幸せなラン
チにありつこうと、毎日財布とにらめっこしている全国の働く人々に、大人のユー
モアあふれる中井貴一さんのナレーションで贈る、おいしくてオシャレな番組。 

サラリーマンの昼飯、略して「サラメシ」！ 
働く人のランチが主役の、昼食バラエティ番組！ 

CS初 

深夜のグルメライン                        孤独のグルメ Season３ 
放送日時 10/6（月）スタート  毎週（月-金）深夜0：15～ 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 

HD 

©2013 久住昌之・谷口ジロー・扶桑社/テレビ東京 

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。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・・・。 

 
 

異色のグルメドキュメンタリードラマ、第３弾！ 

スタート 
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                            映画「ベニシアさんの四季の庭」 
放送日時  10/3（金）夜9：00～、11（土）午後1：30～、26（日）午後12：30～ データ 日本/2013年 

キャスト  出演：ベニシア・スタンリー・スミス ほか スタッフ 

7 

ライフスタイル HD 

好評レギュラー放送中の「京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし」の映画が、TV初登
場。京都大原、築百年以上の古民家に暮らすイギリス人女性ベニシア・スタンリー・
スミスさん。ベニシアさんの暮らしを追った、NHK放送番組「猫のしっぽカエルの手 京
都大原ベニシアの手づくり暮らし」をきっかけに、ベニシアさんと夫の正さんをはじめ
とする家族や大原の仲間たちが繰り広げる“手作りで丁寧な生活”は多くの人を魅了
しています。本作では、TVシリーズでは語られていない、彼女のしなやかな心の秘密
に迫ります。離婚・娘の病気・夫の事故・・・人生の試練の時、常に、彼女は庭と対話
し、庭に癒されてきました。心穏やかに生きるための知恵がつまった、目にも心にも
優しいドキュメンタリー映画です。 

大人気シリーズの映画をTＶ初放送！ 

TV初 

             京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし 新エピソード 

放送日時 10/10（金）CS初新エピソード スタート  毎週（月-金）午後12：30～ ほか データ 日本/2012-2013年 

キャスト 出演：ベニシア・スタンリー・スミス ほか スタッフ 

HD 

京都大原の古民家で数百種類のハーブを育て、ハーブを衣食住さまざまなシーンに活用し、手作りのぬくもりを感じるライフスタイルをおくる
ハーブ研究家のベニシア・スタンリー・スミスさんの生活を１年間にわたって追った、スロー・ライフスタイル番組。番組では、ベニシアさんの生
活を追うとともに、彼女の生活にはなくてはならない大切な地元・大原の人々との心温まる交流とそこから得られる新しい知恵や発見も紹介。 

 

 

 

スタート ライフスタイル 

©Telecom Staff/ NEP/ NHK 

好評放送中のTVシリーズの新エピソードが登場！ 

CS初 

©ベニシア四季の庭製作委員会2013 

チャンネル銀河で放送中の人気シリーズが映画化！ 
ベニシアさんの、波乱の人生を見守ってきた奇跡の庭！ 
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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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