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四季折々の名山の魅力に迫る！ 

イチオシ 

ただ山頂を目指すだけではない、山登りの醍醐味とは！？ 

にっぽん百名山スペシャル ©NHK 

韓国人気歴史ドラマを1話から！ 

今月は「山」にちなんだサスペンスを放送 

にっぽん百名山スペシャル 

にっぽん百名山 

北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼 

サラメシ 

イ・サン＜ノーカット字幕版＞ 

薯童謠 ソドンヨ＜ノーカット字幕版＞ 

CS初 

山岳サスペンス 

CS初 

北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼 

11月22日はケネディ暗殺の日 

ケネディ家の人びと 

ケネディ家の光と影を描いた歴史ドラマ 

山岳サスペンス ©大映テレビ 

にっぽん百名山 ©NHK 

イチオシ 

CS初 
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四季折々の名山の魅力に迫る！ 

ライフスタイル／紀行   にっぽん百名山スペシャル 
放送日時 

11/2（日） 午後1：00～ 
11/9（日）～ 毎週（日）午後4：00～ 

データ 日本/2012-2013年/5話 

スタート HD CS初 イチオシ 

四季折々で表情が変わる、日本の山々を特集！ 
山登りの魅力を余すところなくお伝えするスペシャル版！ 

スタジオにゲストを招き、山に関する情報を紹介したり、トークを交えながら、ゲスト
が体験した山旅や岩登りをVTRで振り返る、スペシャル版の「にっぽん百名山」。四
季をテーマに、春夏秋冬でそれぞれ表情が一変する山々を特集。四季折々の絶景
だけでなく、山歩きの新たなトレンド、山ヨガ、山婚活、山飲みなども紹介。登るだけ
じゃない。山の魅力・楽しみ方を余すところなくお伝えする。 

©NHK 

ライフスタイル／紀行   にっぽん百名山 
放送日時 11/7（金） 午後12：30～ ほか ※CS初エピソード データ 日本/2012-2013年 

スタート HD CS初 

ただ山頂を目指すだけではない！山登りの魅力が満載！ 
多様で自由な“ヤマタビ”を体感する紀行番組！ 

絶賛放送中の「にっぽん百名山」の新エピソードがCS初登場。ただ山頂を目指すだけで
はなく、山で過ごす時間を大切にするなど、楽しみ方が多様に自由になっている“ヤマタ
ビ”を体感する紀行番組。山を知り尽くしたガイドに導かれ、主観映像で山登りを“疑似
体験”することができる。CS初放送の新エピソードでは、八ヶ岳、富士山、浅間山などの、
百名山を登る。 

イチオシ 
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 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼 
放送日時 11/3（月）スタート 毎週（月-金）夜7：45～ データ 日本/2001-2009年/全11話 

キャスト 出演：髙嶋政宏、渡瀬恒彦  ほか スタッフ 原作：梓林太郎 
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山岳推理小説の第一人者で、「旅行作家・茶屋次郎」などを手掛ける、梓林太郎原
作。富山・岐阜・長野に跨って連なる、通称・北アルプスを舞台に起こる、様々な事
件を解決していくサスペンス。登山者の安全指導や遭難救助に当たる山岳救助隊
を率いる、救助隊長・紫門一鬼を、髙嶋政宏が熱演。共演には、「タクシードライ
バーの推理日誌」などのサスペンス作品に出演している渡瀬恒彦が、白馬北警察
署の主任役で登場。紫門と共に事件を解決へと導く。 

概要 

富山・岐阜・長野に跨る北アルプスを舞台に起こる様々な事件！ 
髙嶋政宏主演の2時間サスペンスシリーズ！ 

国内サスペンス 

あらすじ 

北アルプス山岳救助隊涸沢分室に、オリエンテーリングに参加した二人が帰還しないとい
う連絡が入った。上高地田代池から西穂までのコースを、制限時刻午後四時三十分まで
にゴールするはずだったのだが、三時間半を経過しても二人は戻ってこないという。上高地
アルペンホテルに設けられた遭難対策室で、紫門一鬼や片桐三也子ら山岳救助隊のメン
バーは、未帰還の二人、木戸章と奥村弓絵が婚約中であったことを知る。二人は最終
チェック・ポイントの焼岳小屋に二時四十分に到着していることから、下山ルートを辿れば、
余裕をもって制限時刻内に田代池に戻れるはずであった・・・。（＃１「北アルプス穂高連峰
殺人事件」より） 

スタート HD 

厳選した珠玉のサスペンス作品を多数ラインナップ！ 

毎週（月-金）夜7:45～は、【銀河サスペンス745】 
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  山岳サスペンス 
放送日時 11/18（火）-21（金） 夜7：45～ データ 日本/1989-1991年/4話 

キャスト 出演：伊藤かずえ、露口茂  ほか スタッフ 原作：梓林太郎 ほか/脚本：安本莞二 
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伊藤かずえ主演。日本各地の山岳で起こる奇怪な事件を解決していくサスペ
ンス。火曜サスペンス劇場で放送されていた本作。「赤いシリーズ」や「スチュ
ワーデス物語」の安本莞二が脚本を務めている他、伊藤かずえと共に事件を
解決する先輩刑事を、「太陽にほえろ！」で山さんを演じた露口茂が務めるな
ど、豪華な共演陣も見どころ。 

※「大雪山殺人事件」、「八甲田山 死の誘い」、「津軽竜飛岬 風の殺意」、
「白馬岳殺意の峰」の4作品を放送。 

 

 

概要 

絶景広がる山々で起きる奇怪な事件！ 
伊藤かずえ扮する女性刑事が、難事件に挑む！ 

国内サスペンス 

あらすじ 

スタート HD 

©大映テレビ 

旭川九条署の女刑事・みどり（伊藤かずえ）は友人と大雪連峰の旭岳に登っている
際、「ヒグマだ！」の声に避難小屋へ逃げる。連れとはぐれたという大高が転がり込
み、やがて大高の愛人・千代子の死体が発見された。解剖の結果、ツメ跡とは違う
深さ10センチの刺し傷が見つかる。みどりはベテラン刑事の筑前（露口茂）と捜査を
開始する。（「大雪山殺人事件」より） 

厳選した珠玉のサスペンス作品を多数ラインナップ！ 

毎週（月-金）夜7:45～は、【銀河サスペンス745】 
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海外歴史ドラマ    ケネディ家の人びと 
放送日時 11/22（土）・29（土） 午後4：00～ 4話連続放送 データ カナダ・アメリカ/2010年/二カ国語/全8話 

キャスト 出演：グレッグ・キニア、バリー・ペッパー  ほか スタッフ 監督：ジョン・カサー 

スタート HD 

1963年11月22日はケネディが暗殺された日。それに合わせて、ケネディ家の
「栄光と闇」を描き切った本作を、11月22日（土）から放送スタート。テレビドラマ
の金字塔「24-TWENTY FOUR-」の制作スタッフが手掛けた、ケネディ家の光と
影を赤裸々に描いた歴史ドラマ。エミー賞主演男優賞ほか計４部門を受賞し、
計７部門にノミネートされた本作。女優マリリン･モンローとの愛人問題やマフィ
アとの知られざる関係などの様々なスキャンダル、ピッグス湾事件やベルリン
危機、キューバ危機といった歴史的な出来事を随所に織り込みつつ、時系列を
自在に操りながらケネディ一族の全貌を浮き彫りにしていく。 

概要 

あらすじ 

１９６０年、アメリカ大統領選挙の投票日。民主党の大統領候補、４３歳の“ジャック”こと
ジョン・Ｆ・ケネディが、この日にたどり着くまでには、ケネディ家の人びとの長い苦難の道
のりがあった。１９４０年、アメリカ屈指の資産家で駐英大使のジョセフ・Ｐ・ケネディは次
期大統領の座を狙っていた。しかし、ルーズベルト大統領と対立して政治生命を絶たれ、
長男ジョーに大統領への夢を託すことにするが・・・。（＃１「運命の選挙」より） 

「24-TWENTY FOUR-」のジョン・カサー監督がおくる、歴史ドラマ！ 
11月22日・ケネディ暗殺の日に放送開始！ 

11月22日はケネディ暗殺の日 

PHOTO: KEVIN LYNCH 
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                                  サラメシ  
放送日時 毎週（月-金）深夜0：15～ 11/3（月）～CS初エピソード データ 日本/2011-2012年/20話（１１月放送） 

キャスト ナレーション：中井貴一 スタッフ 
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グルメ・バラエティ HD 

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中！ 

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！ 

©NHK 

概要 

毎週（月-金）深夜0：15～は、【深夜のグルメライン】 

CS初 
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朝鮮王朝史上、最も波乱万丈の生涯をおくったイ･サン、 
第22代王・正祖（チョンジョ）の半生を描くドラマ。 

「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。 ©2007-8 MBC 

韓国歴史ドラマ     薯童謠 ソドンヨ＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時 11/7（金）スタート 毎週（月-金）朝8：30～ データ 韓国/2005年/字幕/全55話 

キャスト 出演：チョ・ヒョンジェ、イ・ボヨン、リュジン ほか スタッフ 演出：イ・ビョンフン 

スタート HD 

韓国歴史ドラマ      イ・サン＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時 11/8（土）スタート 毎週（土日）午後1：00～ 2話連続放送 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 

スタート HD 

©SBS Productions Inc. 

運命に翻弄された百済王子の愛と激動の生涯を描く、 
壮大な歴史ロマン大作！ 

新羅に伝わる詩歌「薯童謠」にまつわる薯童<ソドン>と善花<ソンファ>の伝説をモチーフに、韓国ド
ラマ史上、初めて三国時代の百済を舞台に、運命に翻弄された百済王子の愛と激動の生涯を描い
た韓国版「ロミオとジュリエット」。国と国との争い、陰謀うごめく宮中での権力闘争に加え、当時の科
学技術の開発を扱ったエピソードが盛り込まれ、興味深い内容になっている。 
 

 

 

 

韓国人気歴史ドラマを1話から！ 



2014年11月おすすめ番組 

 
【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 

8 

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

	2014年9月19日�チャンネル銀河 株式会社
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8

