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中国歴史ドラマ2大巨編！ 

イチオシ 項羽と劉邦  KING'S WAR 

三国志 Three Kingdoms 

CS初 

映画「シャンハイ」 

居酒屋兆治 

ＢＳ日本のうた/思い出のメロディー/わが心の大阪メロディー 

負けて、勝つ～戦後を創った男・吉田茂～ 

年末年始特別編成！“演歌界のプリンスVS演歌界の貴公子” 

坂の上の雲 

 横溝正史シリーズ シャーロック・ホームズの冒険＜長編＞ 

孤独のグルメ 

「項羽と劉邦 KING'S WAR 」©中国国際電視総公司 

                         「三国志  Three Kingdoms」 
©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  ©2009 TWC Asian Film Fund, LLC. All rights reserved.  

映画「シャンハイ」  

渡辺謙特集！ 
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      項羽と劉邦  KING'S WAR 

放送日時 
12/7（日）午後4：00～ 2話先行放送 
12/8（月）スタート 毎週（月-金）午後1：00～ 2話連続 

データ 中国/2013年/吹替え/全80話 

キャスト 出演：チェン・ダオミン、ピーター・ホー  ほか スタッフ 
演出：ガオ・シーシー 
脚本：ワン・ハイリン、イエン・ガン 

2 

秦王朝滅亡後の覇権を争う2人の男がいた・・・。1人は、平民出身のならず者だったが、人
を惹きつける魅力を持つ劉邦。もう1人は、名門生まれのエリートで冷徹な性格だが、人並
み外れた武の才能を持つ項羽。紀元前206年～202年に、中国全土で繰り広げられた楚漢
戦争を圧倒的なスケールで描き出した本作。『三国志 Ｔｈｒｅｅ Ｋｉｎｇｄｏｍｓ』のガオ・シー
シー監督が、総製作費35億円をかけ、生み出した中国ドラマ史上、最大スケールのエン
ターテインメント巨編。 

概要 

“最強の覇王”項羽VS“溢れる人間力”劉邦 
始皇帝亡き後の中国の覇権を巡る！ 

総製作費約３５億円をかけ、『三国志 Three Kingdoms』の 
制作スタッフが贈る、歴史巨編！ 

中国歴史ドラマ 

あらすじ 

スタート HD 

中国歴史ドラマの真打登場！ 

CS初 

©中国国際電視総公司 

紀元前224年。斉、楚、燕、韓、趙、魏、六国（りっこく）の併合をもくろむ秦王は将軍・王翦
（おうせん）に60万の兵を与え楚国に侵攻させる。楚国の大将軍・項燕（こうえん）は抵抗を
続けたが、ついに「たとえ楚の人間がわずかになっても秦の国を滅ぼす」と誓い自害する。
これで勢いづいた秦国は紀元前221年に天下を統一する。そんなある日、静かな沛県（は
いけん）の中陽里（ちゅようり）に不審な男が現われる。劉邦たちはその男を捕えるが・・・。
（＃1「始皇帝巡幸」より） 
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概要 

武力と人望、どっちにあこがれる？ 

「9000本以上の映画を観てきた僕が全てを奪われた！」と言い切るほど、有村
昆（アリコン）がその魅力の虜になる中国歴史ドラマ『項羽と劉邦 KING'S WAR 

』。「実は中国ドラマを沢山放送しているチャンネル銀河で放送しないのかなぁ～
と思っていたんですよね。だから今回放送することが決まって、しかも僕が特番
のナビゲータになれてすごく嬉しいんです。」と劉邦さながらの衣装に身を包み
息を弾ませ語るアリコン。 

武力と合理的な戦略で圧倒する名プレーヤーの項羽と、人を心で動かし人と人
とを繋げて力にする名プロデューサーの劉邦のどちらに憧れるかを日本の戦国
武将や現代の企業戦争、そして自らが身を置く生き馬の目を抜く芸能界に例え
「僕ならやっぱり個人の業績を認めてくれ褒美をくれる劉邦がいいなぁ～。」と歴
史が大好きなアリコンらしく解説。 

『項羽と劉邦』を知る人も知らない人も観なきゃ損するドラマだと語るが、この特
番も観なきゃ損！！！ 

アリコンが、対照的な英雄2人の魅力を余すことなく語る！ 

有村昆のイチオシ！項羽と劉邦 

放送日時 12/1（月）夜9:45～ ほか データ 日本/2014年/全1話 

キャスト 出演：有村昆 スタッフ 

HD CS初 オリジナル 

有村昆 
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心揺さぶる英雄たちの大スペクタクル！ 

三国志 Three Kingdoms 
放送日時 12/21（日）スタート 毎週（日）午前10：00～ 3話連続 データ 中国/2010年/吹替え/全95話 

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 監督：ガオ・シーシー 

HD 

概要 

あらすじ 

「項羽と劉邦 KING’S WAR」の時代から、 
約400年後の中国を舞台にした本作。 

２作共通の制作スタッフ、俳優陣も多く出演。 
この２大中国歴史巨編を同時にお届け！ 

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。三国志を
題材にした映画やドラマは数多く存在するが、本作は、三国時代突入から晋の
中国統一までの約80年を描き切った、いわば、三国志ドラマの決定版。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。 

中国歴史ドラマ スタート 

©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  

後漢末期、洛陽を制圧した董卓が政治を思うままにし、大司徒の王允たちは
頭を悩ませていた。校尉の曹操は、表向きは董卓に仕える姿勢を見せていた
が、内心では董卓排除を計画していた。利害の一致した王允と曹操は結託。
王允から七星宝刀を託された曹操は、翌日董卓暗殺を単身決行するが、董卓
にその気配を察せられてしまい、とっさに刀を献上したいと嘘をつく・・・。（＃1
「曹操、刀を献ず」より） 
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チャンネル銀河の年末はきよし＆惠介！ 

    ＢＳ日本のうた/思い出のメロディー/わが心の大阪メロディー 

放送日時 
12/27（土）午後1：00～  
※27（土）：山内惠介 DAY／28（日）：氷川きよし DAY 

データ 
日本/1994-1999、2003、2005、
2007-2011年 

キャスト 出演：山内惠介、氷川きよし  ほか スタッフ 

日本のうた 

“演歌界のプリンスVS演歌界の貴公子” 
氷川きよしと山内惠介、 

年末は、2人の王子様のうたと共に♪ 
概要 

年末年始特別編成。チャンネル銀河で
好評放送中のNHKうた番組、「ＢＳ日本
のうた」・「思い出のメロディー」・「わが
心の大阪メロディー」を4日間に渡って
一挙放送。日本を代表する豪華歌手が
勢揃いし、名曲の数々を歌い上げる。
なかでも、27（土）・28（日）は、山内惠
介DAY ・氷川きよしDAYと称し、それぞ
れの出演回を集中放送。 

HD 

©NHK 
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ますます活躍の場を広げる渡辺謙を特集！ 

             居酒屋兆治 
放送日時 12/14（日）夜8：00～ データ 日本/1992年 

キャスト 出演：渡辺謙、桜田淳子、美保純  ほか スタッフ 
原作：山口瞳 

脚本：安倍徹郎 

国内ドラマ 

元恋人の窮地を放っておけない夫と、 
不愉快ながらもそれを見守る妻。 

夫婦で営む居酒屋で交錯する人間模様を描く。 
概要 

あらすじ 

人生の悲哀と人情の温かさを描いた珠玉の群像小説『居酒屋兆治』を渡辺謙
主演でドラマ化。’83年に降旗康男監督、高倉健主演で映画化もされており、
映画では函館が舞台だが、ドラマでは原作通り、国立を舞台にしている。寡
黙な居酒屋店主・伝吉を、今やハリウッド俳優としての地位を確立した渡辺
謙が好演。脇を固める俳優陣も、桜田淳子、美保純、川谷拓三といった個性
的な面々が顔を揃えている。脚本は『必殺シリーズ』など、数多くのTVシリー
ズを手がけた安倍徹郎。原作者の山口瞳が足繁く通った、国立に実在したモ
ツ焼き屋“文蔵”が、“兆治”のモデルになったと言われており、「文蔵」の主
人・八木方敏さん他、地元の人々も多数出演している。 

©国際放映 

東京・国立に、生真面目で生きる男・伝吉（渡辺謙）が脱サラして居酒屋「兆
治」を始めて5年がたっていた。最初は嫌がっていた妻・茂子（桜田淳子）も今
では生き生きと店を手伝っていた。毎夜集まる常連客でにぎわう「兆冶」だが、
ある日地主から立ち退きの話が持ち込まれる。そんなおり、開店準備の「兆
冶」にかつての恋人・さよ子（美保純）が現われる。「あなたがいけないのよ」と
言い残し店を去るさよ子。店の立ち退き問題と初恋の女・さよ子の出現に伝
吉の心は大きく揺れ動く・・・。 

HD 
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映画「シャンハイ」 
放送日時 12/5（金）午後1：00～ ほか データ アメリカ/2010年/字幕 

キャスト 出演：渡辺謙、ジョン・キューザック、コン・リー、菊地凜子  ほか スタッフ 監督：ミカエル・ハフストローム 

映画 HD 

概要 

あらすじ 

国家への忠誠か、己の命か、それとも生涯の愛か・・・ 
今やハリウッド俳優の仲間入りを果たし、世界で活躍する渡辺謙を

中心に豪華俳優陣が集結したサスペンス超大作! 

太平洋戦争開戦前夜の上海を舞台に、列強国の巨大な陰謀に巻き込まれて
いく男女を描いた、サスペンス超大作。渡辺謙が、目的のためなら手段を選ば
ない日本人将校・タナカを好演し、『マルコヴィッチの穴』のジョン・キューザック、
『SAYURI』のコン・リー、香港の名優チョウ・ユンファ、菊地凛子など、アメリカ・
中国・日本の豪華俳優陣が共演。また、かつて魔都と称された第二次世界大
戦前のシャンハイの街を精巧に再現した美術も見どころとなっている。 

©2009 TWC Asian Film Fund, LLC. All rights reserved.  

1941年、太平洋戦争勃発前夜の上海。日本軍占領下の混沌としたこの街に、米国諜報
部員ポール（ジョン・キューザック）が降り立つ。彼の目的は、親友の死の真相究明。調
査を進めるにつれ、浮かび上がってきたのは、中国、アメリカ、日本を巡る巨大な陰謀
の影と、執拗にポールをつけ狙う日本人将校・田中（渡辺謙）、亡き友が愛した女（菊地
凛子）ら、謎多き者たちの存在。そして彼は遂に、事件のカギを握る裏社会のドン、アン
ソニー（チョウ・ユンファ）と、彼の美しき妻アンナ（コン・リー）に辿りつくのだが・・・。 

ますます活躍の場を広げる渡辺謙を特集！ 
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       負けて、勝つ～戦後を創った男・吉田茂～ 

放送日時 12/31（水）午後12：30～ データ 日本/2012年/全5話 

キャスト 出演：渡辺謙、デヴィッド・モース、松雪泰子、谷原章介  ほか スタッフ 

国内ドラマ 

吉田茂が日本の独立を実現するまでの 
困難な足跡を描いた歴史ドラマ 

HD 

©NHK 

渡辺謙主演。太平洋戦争敗戦後、焦土と化した日本を率いて再び独立を成し遂げ、復興に
導いた宰相、吉田茂。戦後占領期を中心に、吉田茂が日本の独立を実現するまでの困難な
足跡を描いた歴史ドラマ。吉田茂とともに重要人物であるマッカーサーには、日本ドラマ初出
演で、映画「交渉人」のデヴィッド・モースが務める。渡辺謙とデヴィッド・モースによる人間ド
ラマは必見。 

大晦日は 
「渡辺謙DAY」 

概要 

あらすじ 

1945（昭和20）年8月、連合国軍最高司令官のダグラス・マッカーサーが来日し、日本はGHQにより占領されることになる。敗戦国の日本
は占領軍の言いなりになるしかないと、誰もが日本人としての誇りを失いかけたが、吉田茂だけは揺るぎないプライドをもってマッカーサー
元帥と渡り合った。やがて総理大臣となった吉田は、日本の独立を目指して闘い始める。人気の低迷で一度は総理大臣の座を降りたもの
の、マッカーサーの支持を受け再度総理大臣に復帰した吉田はアメリカと直接交渉に打って出るなど強気の外交を進める。昭和26年、サ
ンフランシスコで行われた講和会議壇上で受諾演説をした吉田は、念願の日本独立を実現させるべく、サンフランシスコ平和条約にも署
名。そして、日米安全保障条約調印のため、たった一人でアメリカ第６兵団駐屯地へ向かう。「戦争に負けて、外交に勝つ」という言葉を残
した吉田茂の激動の後半生を描く。 

12/31（水）午後8：00～映画「シャンハイ」も合わせて放送！ 

ますます活躍の場を広げる渡辺謙を特集！ 
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                          坂の上の雲 

放送日時 1/1（木）～4（日）午後3：00～ ※4（日）は午後4：00～ 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 
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HD 

©ＮＨＫ 

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 

概要 

スコセッシ作品のナレーターにも 
抜擢された渡辺謙がナレーションを務める、 

司馬遼太郎原作、激動の明治を生き抜いた、男たちの物語。 

ますます活躍の場を広げる渡辺謙を特集！ 
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厳選した珠玉のサスペンス作品を多数ラインナップ！ 

大好評のレギュラー枠も充実！ 

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！ 

 横溝正史シリーズ 
放送日時 12/16（火）スタート 毎週（月-金）夜7：45～ データ 日本/1990-1998年/7話 

キャスト 出演：片岡鶴太郎 ほか スタッフ 原作：横溝正史 

銀河サスペンス745 

片岡鶴太郎主演。横溝正史の原作をドラマ化 
横溝正史の代表作ともいえる「犬神家の一族」をはじめ、「悪霊島」や「本陣殺人事件」などを放送。また、「女怪」では、
「女怪」・「霧の中の女」の2つの原作を題材にドラマ化されており、「女怪」のヒロイン・持田虹子と「霧の中の女」のヒロイ
ン・ユキが一緒に登場するなど、ドラマでしか味わえない演出も魅力の1つとなっている。 

©共同テレビジョン 

 シャーロック・ホームズの冒険＜長編＞ 
放送日時 12/25（木）・26（金）夜7：45～ データ イギリス/1988-89年/二カ国語/2話 

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

HD 

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たシリーズ 
「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。 ©ITV Global Entertainment 

スタート 

HD スタート 

孤独のグルメ 
放送日時 12/1（月）スタート 毎週（月-金）深夜0：15～ データ 日本/2012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 

深夜のグルメライン 

松重豊主演。ドラマの舞台になったお店は全て実在する‘味な店’。料理のうんちくを述べるのではなく、ひたすらに、主人公
の食事シーンと心理描写のナレーションが入るだけで、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、人気のグル
メ番組。 

© 2012 久住昌之・谷口ジロー・扶桑社/テレビ東京 

HD スタート 

銀河サスペンス745 

夜食テロと称された、異色のグルメコミックの実写ドラマ化シリーズの第一作 

10 
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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】 
株式会社日宣（校正窓口）  

TEL：050-5893-4118 FAX：03-3295-8094  
メールアドレス：publicity@nissenad.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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