
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

 

■『賢后 衛子夫』 
 
■『ファン・ジニ＜ノーカット字幕版＞』 
 
■『旅情サスペンス』 
 
■『名作ドラマに音楽あり！ 
   チャングム＆イ・サン＆トンイ 
       ～ドラマ・シンフォニー』   

日本初放送！ 

奇皇后のハ・ジウォン主演！ 

日本全国津々浦々の殺人事件詰め合わせ！ 

チャンネル銀河2015年2月おすすめラインナップ 

韓国歴史ドラマ 

銀河サスペンス745 

中国歴史ドラマ 

スペシャルゲストの来日も決定し、ますます期待大！ オリジナル 
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【番組の全体概要】 

「項羽と劉邦」のその後、漢建国からおよそ60年後の中国を舞台に、奴婢の子供
として生まれながら、漢武帝の寵愛を受け、皇后にまでなった1人の女性のサクセ
スラブストーリー。 

 

【あらすじ】 

幼い頃、一命を取りとめた衛子夫。幼馴染の段宏とはその頃、離れ離れになってし
まった。大人になり、弟の衛青と共に皇帝の姉の屋敷に仕えている衛子夫。ある日、
宴会の席で、皇帝は歌い舞う、衛子夫の姿に目を奪われ、ひと目惚れしてしまう。
世継ぎが生まれない皇帝は姉の勧めもあり、衛子夫と弟の衛青を自らの住まいに招
き入れる。そして、衛子夫は今でも彼女を想い続ける幼馴染の段宏とも再会する。
しかし、宮中ではやりたい放題の皇后らによる、衛子夫を第2夫人にさせまいとす
る執拗な嫌がらせが始まる。 

 

日本初 イチオシ HD 

中国版「トンイ」！賢后と慕われた実在の妃の愛と 

半生を描いた壮大な歴史絵巻 

賢后 衛子夫 

放送日時 

9（月）スタート 毎週（月-金）午後1：00～ 2話連続 
※1（日）夜7：00～ 2話先行放送 
 

データ 
制作：201４年/中国/字幕/ 
全47話 

キャスト ワン・ルオダン（衛子夫）、レイモンド・ラム（漢武帝）ほか スタッフ 

次ページにて「衛子夫」の魅力をお伝えします。 

中国歴史ドラマ 
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スタート 
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「賢后 衛子夫」の魅力 

☆中国版「トンイ」！使用人から皇后へ！ 
韓国ドラマという枠を超え、多くのファンを魅了した「トンイ」、「奇皇后」と同様、一介の使用人が皇后にまで上り詰め
るという史実をテーマにした本作。数々の苦難を乗り越え、自らの手で運命を変えた女性の壮大な歴史絵巻！ 

☆宮中に渦巻く“嫉妬”、そして“愛”・・・、その物語から目が離せない！ 
漢の最盛期を支配した王、武帝。第2妃として宮廷入りした衛子夫。正室からの嫌がらせ、武帝を陰日向に支える愛、彼女
に一途な想いを寄せる幼馴染・・・。嫉妬、愛情が交錯する物語は“ハマる”こと間違いなし！ 

☆2014年、中国時代劇のTOP３の高視聴率＆再生回数18億回突破！ 
年間800本以上のドラマが制作されるという中国で、中国時代劇ではTOP3、ドラマ全体ではTOP10に入る高視聴率を記
録（※放送時）。動画の再生回数も18億回を突破（14年9月）。内容の面白さを数字が実証！ 

☆総製作費17億円！豪華絢爛、うっとりとするセット＆衣装！ 
17億円という莫大な制作費、綿密な時代考証を重ね、漢の中でも最も栄え華々しかった武帝の時代を忠実に再現。300着も
用意されたという衣装から宮中の美術まで、華麗なる王宮世界に酔う！ 

★衛子夫（えいしふ）とは 
衛子夫（- 紀元前91年）は前漢の武帝の皇后。“賢后”と称賛された。 
現代でも数多くの言葉が残っており、その中でも彼女の主義を表現した 
「不争、不顯、不露、心善志堅」（争わず、感情を表に出さず、才能をひけらかさず、心は善良で志は堅く） 
という言葉は中国では良く知られ、劇中にも登場する。 

本作は“中国歴史ドラマ”ではありますが、人気の韓国歴史ドラマ「トンイ」とその内容が似通っているところもあり、韓国ド
ラマ特有の、嫉妬、いじめ、身分の違う者同士の愛、など、ドロドロ・ネチネチで溢れています。中国ドラマは見たことがない、
という方にも違和感なく鑑賞していただける作品です。 

見どころ 

2 



韓国歴史ドラマ HD 

16世紀に実在した美貌の天才妓生（キーセン）をハ・ジウォンが熱演。芸への執念、
師匠との葛藤、悲しい愛などがドラマチックに描かれる。初恋の相手を演じるチャ
ン・グンソクがなんとも初々しい。また、劇中の豪華な衣装は全て手作業で制作され、
「韓国ドラマ史上最も豪華」と称される。 
【番組の全体概要】 

「チャングムの誓い」と同じ時代、16世紀の朝鮮王朝時代に実在した人物ファ
ン・ジニが、朝鮮王朝最高の妓生（キーセン）と呼ばれるようになるまでの波乱
万丈の生涯を描いた歴史ドラマ。 

ファン・ジニ＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時 2（月）スタート 毎週（月-金）朝8：30～ データ 2006年/韓国/字幕/全24話 

キャスト ハ・ジウォン（ファン・ジニ）、チャン・グンソク（ウノ）ほか スタッフ 

【あらすじ】 

両班の父と、妓生（キーセン）の母ヒョングムの間に生まれた少女チニ。妓生の娘
は、妓生として生きることを運命づけられていた時代に、母は娘に自分と同じ道を
歩ませまいと幼い頃から娘を寺に預ける。しかしチニは天性の舞踊の才能を開花さ
せ、母の反対を押し切って自ら妓生の世界へと足を踏み入れる。厳しい師匠との確
執。ライバルの妓生との競い合い。そして、チニに思いを寄せていく男たちとの悲
恋・・。 切ない苦しみの中で、チニは、真の芸の道を究めていく・・・。 

ヒロインを演じたハ・ジウォンは、「チェオクの剣」、
「シークレット・ガーデン」、「奇皇后」でも主演し、

今最も活躍する韓国人女優の一人。 
©KBS, Photo Licensed by KBS/KYN 

スタート 
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国内サスペンス HD 

お正月と春休みのはざまにあり、季節もまだ寒く、旅に出たくとも何かと中途半端な
2月。そんな2月に銀河サスペンス745がお届けするのは、日本各地を舞台にした旅
情サスペンス！日本全国津々浦々で起こる殺人事件！ 

見続けるうちに、ドラマ序盤で犯人が分かる嗅覚も養えるというオマケ付き！ 

【番組の全体概要】2月から3月にかけての銀河サスペンス745は、日本各地を舞台にした2時間ドラマ・旅情サスペンスを連
日放送。 

北海道から九州まで21都市（うち、14都市を舞台にした作品は2月中に放送）の温泉、美味、名所を見ながら、ハラハラ、ド
キドキを味わえる旅の魅力が詰まったラインナップ。 

旅情サスペンス 

放送日時 6（金）スタート 毎週（月-金）夜7：45～ データ 
日本/全23作 
（2月放送は16作） 

キャスト （各作品をご参照下さい） スタッフ 

各作品の詳細は次ページ以降で紹介。 
豪華俳優・女優陣によるサスペンスドラマの数々が
北は北海道から南は九州まで南下していきます。 

CS初含 スタート 
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『ノサップ岬の女』 
制作：2002年/日本 

出演：名取裕子（富田雅代）、岩城滉一（麻生拓哉）、綿引勝彦（藤崎広毅）ほか 

【あらすじ】（北海道・根室） 

箱根湯本の老舗旅館「豊榮荘」の若女将･富田雅代（名取裕子）は、恋人で小説家の麻生拓哉（岩城滉一）を追って、根室の納沙布岬へ向
かった。この地を舞台に書いた彼の新作「冷巷」がベストセラーとなり、前日に釧路でのサイン会を終えた麻生と落ち合うことになっていた。
しかし、そこで2人は、海に浮かぶ男性の死体を発見する。被害者は水産加工会社社長の福島勝之で、偶然にも麻生が20年前から知ってい
る男だった。麻生は昨晩のアリバイが証明されず、容疑者の一人となる。さらに、雅代の携帯に「麻生は人殺しだ」と謎の電話が入り・・・。 

6（金） 
夜7：45 

『北の捜査線 小樽港署』 
 

制作：2002年/日本 

出演：奥田瑛二（佐原真一）、倍賞美津子（立花小夜子）、ほか 

9（月） 
夜7：45 

【あらすじ】（北海道・小樽） 

佐原真一（奥田瑛二）は小樽港署の刑事。４年前、以前自分が逮捕した男に妻を殺された上、犯人扱いされて以来、無気力な生活を送ってい
た。娘の深雪（山田まりや）ともうまくいっていない。そんな折、連続婦女暴行殺人事件が発生。捜査本部の一員となり、捜査を開始した佐
原だが、過去の傷から捜査に身が入らなかった。そんな矢先、犯人から新聞社に犯行声明が届き・・・。 

『「２０時１８分の死神」小樽発 殺意の旅路』 
 

制作：2003年/日本/原作：和久峻三 

出演：古谷一行（熊沢真琴）、川上麻衣子（鈴木美江）、原千晶（青柳奈穂子）ほか 

【あらすじ】（北海道・小樽） 

小樽中央署の熊沢(古谷一行)は、自殺しようとする会社員・鈴木(甲本雅裕)を確保。妻・美江(川上麻衣子)によれば、半年ほど前から「死
神」が取りつき、夜20時18分に自殺を図るという。数日後、鈴木が東京のホテルから飛び降り亡くなった。自殺と断定されるが、熊沢は納
得できない。そんな時、鈴木の通夜で、「松浦麻由美」と書かれた花輪を見つけるが、誰も「松浦麻由美」の存在を知らなかった・・・。 

10（火） 
夜7：45 

CS初 HD 

CS初 HD 

CS初 HD 
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『「２５時１３分の首縊り」小樽・記憶喪失の女』 
 

制作：2004年/日本/原作：和久峻三 

出演：古谷一行（熊沢真琴）、国生さゆり（秋津香苗）ほか 

【あらすじ】（北海道・小樽） 

ある朝、小樽中央署刑事・熊沢真琴と同僚の一ノ瀬僚子（遊井亮子）が乗った車の前を突然、赤いコートを来た女性が横切り、危うく轢きそ
うになる。女性は病院での診察の結果、「記憶喪失」と診断される。ただ、うわ言のように「25時13分」という時刻を繰り返し、さらに
「人が死んだ」ともつぶやいていた。その頃、小樽市内の住居で首吊り死体が発見される。被害者は住人の五十川直也で、床には「25時13
分」で止まった懐中時計が落ちていた。 

11（水） 
夜7：45 

『訃報は午後二時に届く＜田沢湖＞』 
 

制作：2003年/日本/原作：夏樹静子 

出演：沢口靖子（那須野千春）、豊原功補（大北耕介）ほか 

【あらすじ】（秋田・田沢湖） 

那須野千春（沢口靖子）はフリーの建築士。ある日、父・成二（勝部演之）が社長を務める那須野建設から仕事を受注していた、若芝造園の
社長で千春のスキー部のOB・大北耕介（豊原功補）が、未払い金を請求しに社長室に怒鳴り込むという騒ぎを起こす。その翌日、那須野家
の庭で頭部を鈍器のようなもので殴られ死亡している成二の死体が発見される。事情聴取を受けた大北は、アリバイを証明できず窮地に立た
される。 

12（木） 
夜7：45 

『駅に佇つ人＜石巻＞』 
 

制作：2002年/日本/原作：夏樹静子 

出演：賀来千香子（佐伯圭子）、佐藤アツヒロ（市原保夫）ほか 

【あらすじ】（宮城・石巻） 

宮城県石巻市内の日和山公園で、男性の死体が発見された。被害者は頭部を強く殴打されており、凶器と見られる血の付着した石も見つかる。
臨港署の警部補・大貫達己（木場勝己）は、現場近くにいた男・市原保夫（佐藤アツヒロ）を重要参考人として連行する。その後、被害者は
仙台市内の焼鳥屋店主・岸建造と判明する。翌日、地元代議士佐伯貞悟（大林丈史）の後妻・圭子（賀来千香子）は、事件を知り青ざめる。 

13（金） 
夜7：45 

HD 

HD 

CS初 HD 
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『みちのく蕎麦街道殺人事件』 
 

制作：2003年/日本 

出演：渡辺えり子（夏樹優子）、佐藤Ｂ作（夏樹浩一郎）ほか 

【あらすじ】（山形・村山） 

夏樹料理栄養学院副学長の夏樹優子（渡辺えり子）と、その夫で広報部長の浩一郎（佐藤Ｂ作）は、学院創立50周年記念企画として有名グ
ルメライターたちを連れ、全長15キロに渡って14軒の蕎麦屋が立ち並ぶ、山形県村山市の「村山蕎麦街道」を巡る取材旅行に出発した。実
はこの一行はドロドロの関係にあるメンバーで、特に大御所の中村と若手の坂本は犬猿の中。７軒目に訪れた「去来庵」で、中村と坂本は評
論スタイルをめぐり、険悪な雰囲気となり・・・。 

16（月） 
夜7：45 

『目撃-ある愛のはじまり-＜北鎌倉＞』 
 

制作：2001年/日本/原作：夏樹静子 

出演：沢口靖子（桂木麻子）、永島敏行（平井警部）ほか 

【あらすじ】（神奈川・北鎌倉） 

閑静な北鎌倉の邸宅で、一人暮らしの老人が絞殺された。被害者は金融業を営む畑山欣造。争った形跡はなく、室内の金庫の扉は開けられた
ままで、中には額の少ない借用書だけが入っていた。桂木麻子（沢口靖子）はテレビのニュースを、息をのむように見つめていた。実は麻子
は、事件のあった朝、夫には内密に、幼馴染みの大学助教授・各務徹夫（榎木孝明）とともに朝を迎えていたのだ。 

17（火） 
夜7：45 

『断崖～死のダイビング～＜三浦半島＞』 
 

制作：2001年/日本/原作：夏樹静子 

出演：山本陽子（森宮環）、水野真紀（桜木圭）ほか 

【あらすじ】（神奈川・三浦半島） 

かつての栄光にすがりつく女優の森宮環（山本陽子）は、50歳を目前にして、大作映画の主役を演じるチャンスを得た。しかし映画制作に
は莫大な費用がかかり、それをどのように調達するかが問題だった。環はパートナーの佐伯淳司（小野寺昭）とともに、ある計画を実行して、
大金をせしめようと目論んだ。 

18（水） 
夜7：45 

HD 

CS初 HD 

HD 
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『最後に愛を見たのは＜真鶴＞』 
 

制作：2001年/日本/原作：夏樹静子 

出演：風間杜夫（青山鎮夫）、田中好子（森口冴子）ほか 

【あらすじ】（神奈川・真鶴） 

CM制作会社に勤める青山鎮夫（風間杜夫）は、モデルの角加代子（あいざわかおり）と婚約関係にあった。だが、前妻との8歳の息子・昇は加
代子には全くと言っていいほどなつかない。ある日、青山は昇と近所に住む同級生のミドリ、そしてミドリの母・森口冴子（田中好子）を真鶴
にある別荘に行くことを計画する。ところが、青山と婚約関係にある加代子のことを気遣い、冴子は一緒に別荘へ行くことを断わるのだった。 

19（木） 
夜7：45 

『招かれざる客－富士山麓連続殺人事件－』 
 

制作：2001年/日本/原作：アガサ・クリスティー 

出演：浅野ゆう子（深田秋江）、野際陽子（広瀬朋美）、三田村邦彦（倉茂恭平）ほか 

20（金） 
夜7：45 

【あらすじ】（静岡・山梨・富士山） 

事故で車椅子生活を余儀なくされた夫の暴力に耐え切れなくなった妻・秋江（浅野ゆう子）は、愛人の青山和晃（田中哲司）と、夫の殺害を
企てる。計画実行の夜。富士山麓の別荘地に建つ家で、計画通り、夫を酔わせ、リビングを離れた秋江。数分後、銃声が鳴り響き、夫の死体
を見た秋江は呆然としていた。ところがそこへ、たまたま近くの道路で、車を溝に落とし込んでしまったセールスマンの倉茂恭平（三田村邦
彦）が訪れ、死体を目撃する。 

 

『銀座 高級クラブママｖｓ熱海 老舗旅館女将』 
 

制作：2005年/日本 

出演：名取裕子（立花小夜子）、草笛光子（立花志乃）ほか 

23（月） 
夜7：45 

CS初 HD 

CS初 HD 

CS初 HD 
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銀座高級クラブ「ダンテ」の美人ママ・小夜子（名取裕子）と熱海の高級老舗旅館「錦舟楼」の名女将・志乃（草笛光子）は業界でも屈指
の一流同士で、客のおもてなしに関しては激突するほどのライバル同士。そんな２人には、外には言えない秘密があった。何とそれは小夜
子と志乃は超犬猿の仲の嫁姑だったのだ！ある日、商社勤務・立花敦志（風間トオル）が襲われ、談合疑惑に関する資料が奪われた。敦志
は小夜子の夫であり志乃の一人息子である。だから、犬猿の仲とはいえ、小夜子と志乃が彼を想う気持ちは一緒。やがてIT産業社長・久留
米次郎（森次晃嗣）が、「ダンテ」で毒殺され・・・。 



『伊豆・天城越え殺人事件』 
 

制作：2001年/日本 

出演：木の実ナナ（笹谷美緒）、浅田美代子（黒江翔子）、京本政樹（石峰裕二）ほか 

25（水） 
夜7：45 

【あらすじ】（静岡・伊豆） 

笹谷美緒（木の実ナナ）はフリーカメラマン。同じ独身で雑誌編集者の黒江翔子（浅田美代子）とは公私を通じた長年の親友で
ある。ある日、美緒の弟子だった京塚かおり（さとう珠緒）が上京し、彼女のもとを訪ねてくる。姉が伊豆旅行に出掛けたまま
戻らないと相談に来たのだった。翌日、下田の海岸で女性の他殺体が見つかり、美緒、翔子、かおりの3人は現場に向かうが・・。 

『修善寺温泉殺人事件』 
 

制作：2002年/日本 

出演：愛川欽也（夏目邦雄）、国生さゆり（夏目毬子）ほか 

26（木） 
夜7：45 

【あらすじ】（静岡・修善寺） 

目黒のマンションの浴室でＯＬの死体が発見された。目黒北署の警部補･夏目邦雄（愛川欽也）が現場に駆けつけると、被害者･
渡瀬里佳子の顔と腕はひどくかぶれていて酷い状態にあった。第一発見者はバーを経営する里佳子の母親･春奈（左時枝）で、旅
行代理店の社長で恋人の大野木紘一郎と帰宅したところ、死体を発見し、通報したという。翌朝、邦雄の娘で本庁の警部に昇進
した夏目毬子（国生さゆり）の指揮の下、捜査会議が開かれ・・・。 

『Ｗの悲劇＜伊豆高原＞』 
 

制作：2001年/日本/原作：夏樹静子 

出演：名取裕子（和辻淑枝）、大河内奈々子（和辻摩子）、加勢大周（間崎鐘平）ほか 

【あらすじ】（静岡・伊豆高原） 

毎年恒例の和辻産業社長・和辻与兵衛（早坂茂三）の誕生日会が和辻家の別荘で行われた。そこには、与兵衛の娘・淑枝（名取
裕子）と夫の道彦（萩原流行）ら親族に加え、与兵衛の主治医・間崎鐘平（加勢大周）と姪の娘・摩子（大河内奈々子）の家庭
教師である一条春生（奥貫薫）も招待されていた。夕食後に突然、道彦の叫び声が聞こえた。与兵衛の部屋でナイフが刺さった
与兵衛の死体を目の当たりにする。 

24（火） 
夜7：45 

CS初 HD 

CS初 HD 

HD 
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『滝警部補の事件日誌 飛騨高山 殺意の追憶』 
 

制作：2005年/日本/原作：和久峻三 

出演：古谷一行（滝耕平）、美保純（田口国子）ほか 

【あらすじ】（岐阜・飛騨高山） 

ある夜、飛騨高山の老舗造り酒屋『沢宗酒造』の経理部長・田口信吉（船戸順）が、ビルの屋上から転落死した。「5000万円
を横領し迷惑をかけた」という遺書が発見され、現場検証でも自殺と思われたが、飛騨高山署刑事課の警部補・滝耕平（古谷一
行）は、腑に落ちないものを感じていた。さらに、彼の妻・国子（美保純）が遺体を見た瞬間に口にした「あなたにとって、私
と過ごした20年は何だったんですか？」という言葉が、滝の脳裏に残った・・・。 

27（金） 
夜7：45 

『古都奈良殺人ライン』 
 

制作：2004年/日本 

出演：村上弘明（八木沢庄一郎）、安達祐実（広崎明日香）、原日出子（広崎美穂）ほか 

【あらすじ】（奈良） 

榊田建材社長・榊田敏夫が東京の自宅で刺殺体となって発見された。昨日、榊田が銀行から下ろした500万円が消えていたこと
から強盗殺人の可能性が強まる。警視庁捜査一課警部補・八木沢庄一郎（村上弘明）は、現場に落ちていた聖徳太子の一万円札
と「中宮寺の菩薩像」の写真が入った写真立てに目を止める。死体の第一発見者で運転手の中尾によると、榊田はその写真によ
く手を合わせていたという・・・。 

3/2（月） 
夜7：45 
（予定） 

『金沢能登殺人周遊』 
 

制作：2002年/日本 

出演：坂口良子（吉本紀子）、津川雅彦（上島警視）、江守徹（倉田純平）ほか 

【あらすじ】（石川・金沢） 

吉本紀子（坂口良子）は、「週刊スクープ」でルポライターをしている。親友で記者の藤村公佳（安原麗子）と取材で金沢を訪
れたが、公佳が突然、宿泊先のホテルから姿を消した。翌朝になっても彼女は戻らず、心配する紀子は、編集長に公佳がいなく
なったことを電話で報告。午後になり、紀子の叔父・上島警視（津川雅彦）から、東京・羽田の土手で公佳が死体で見つかった
ことを告げられ・・・。 

3/3（火） 
夜7：45 
（予定） 

CS初 HD 

CS初 HD 

CS初 HD 
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『警察医・花井吾朗の殺人カルテ 神戸～江戸川殺人水路』 
 

制作：2002年/日本 

出演：水谷豊（花井吾朗）、宮本真希（塚原君子）、斎藤洋介（星子警部）ほか 

【あらすじ】（江戸川区・神戸） 

父の跡を継いで花井医院を経営する町医者･花井吾朗（水谷豊）。その傍ら、警察の依頼があれば検死や留置人の医療を行う警察
医でもある。ある日、江戸川･河川敷で水死体が発見された。婦警の塚原君子（宮本真希）から連絡を受けた吾朗は検死に向う。
被害者はコンビニ店員。状況から別の場所で溺死して運ばれた可能性があり、警察は聞き込みを開始するが、有力な手掛かりは
つかめず捜査は難航する。 

3/4（水） 
夜7：45 

（予定） 

『湖に佇つ人＜松江＞』 
 

制作：2009年/日本/原作：夏樹静子 

出演：室井滋（上滝(こうたき)ゆき子）、麻生裕未（加賀山操）、八千草薫（加賀山房江）ほか 

【あらすじ】（島根・松江） 

弁護士のゆき子（室井滋）は、島根県松江市に出張した際、親友の操（麻生祐未）が嫁いだ老舗旅館「湖月楼」を訪れた。滞在
中、操の夫・譲吉（朝倉伸二）が、多発する通り魔事件の被害に遭い、犯人を返り討ちにした。なんと、犯人は旅館の常連客で、
実業家の沖（冨家規政）と判明。一連の通り魔事件も沖の仕業とされるが…。その直後、ゆき子が通り魔事件の被害に遭う。真
犯人の出現で事件は思わぬ展開を見せる。 

3/5（木） 
夜7：45 

（予定） 

『南紀・伊豆Ｓの逆転』 
 

制作：2002年/日本 

出演：榎木孝明（黒江壮）、佐藤藍子（笹谷美緒）、神山繁（笹谷精一）ほか 

【あらすじ】（南紀白浜・伊豆） 

南紀白浜のテーマパークで、笹谷美緒(佐藤藍子)の隣に座っていた女性が倒れた。後席にいた男が「急病人だ」と叫ぶが、女性は
既に死んでいて、叫んだ男も姿を消していた。検死の結果、死因はストリキニーネによる毒殺と断定された。その後、被害者は
波多野敬という男と不倫関係にあった事実が判明したものの、その彼はほどなくして和歌山で遺書と一緒に死体で発見された。
当初、不倫清算の果ての服毒自殺と思われたのだが・・・。 

3/6（金） 
夜7：45 

（予定） 

HD 

CS初 HD 

HD 
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『喪失－ある殺意のゆくえ－＜博多＞』 
 

制作：2002年/日本 

出演：沢口靖子（杉原渓子）、寺脇康文（立花洋介）ほか 

【あらすじ】（福岡・博多） 

九州テレビ放送の敏腕ディレクター・杉原渓子（沢口靖子）は、仕事はできるが男に縁のない独身女性。ある日「彼氏がいる」
と見栄を張ったために、悪趣味な同僚たちに尾行される羽目に。今さら嘘とも言えず公園へやってきた渓子は、噴水前に立つ人
待ち顔の紳士に駆け寄り、「お待たせ」と声をかけた。男は「シロウズさんですか？」と尋ね、そのまま渓子と車に向かった。 

3/9（月） 
夜7：45 

（予定） 

『湯けむり殺人案内 なんにも専務の名推理』 
 

制作：2003年/日本/原作：夏樹静子 

出演：渡瀬恒彦（野苔由美夫）、美保純（藤川麻子）ほか 

【あらすじ】（大分） 

元心理学専攻の大学教授、野苔由美夫（渡瀬恒彦）は、今は大分の老舗旅館「悠々亭」の跡取り専務。しかし、夢中になると周
りが見えない研究肌の性格は何の役にも立たず、付いたあだ名は「専務は専務でも『なんにも専務』」。ある時、藤川麻子（美
保純）という訳あり風の女が旅館を訪れる。前日からの宿泊客の中には、彼女の夫がいたが、夫婦は何故か別々の部屋に宿泊す
る。そんな中、観光地の小松地獄でホステスの絞殺死体が発見され・・・。 

3/10（火） 
夜7：45 

（予定） 

CS初 HD 

HD 
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『名作ドラマに音楽あり！チャングム＆イ・サン＆トンイ 

                  ～ドラマ・シンフォニー』 
放送日時：14（土）、28（土）深夜0：30～、21（土）夜9：30～ 

【番組概要】 

「チャングム＆トンイ＆イ・サンの世界」ド
ラマ・シンフォニーの３月開催にあたり 

３番組に使われている音楽の素晴らしさ、ド
ラマとの相乗効果をイ・ビョンフン監督の撮
り下ろしインタビューで綴る。 

音楽監督イム・セヒョンさんとのベストコン
ビはどうやって生まれたのか、楽曲を発注す
る際どんなところを注意するのかなど 

本邦初公開の話も満載。世界初の東京でのコ
ンサートに期待が膨らむ内容だ。 

写真左から、イ・ビョンフン、藤野浩一 

オリジナル HD 
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本コンサートの
指揮を担当する
藤野浩一氏のイ
ンタビューも収
録。当日への期
待感は高まるば
かりだ。 



『孤独のグルメ Season２』 
放送日時：（月）～（金）深夜0：15～ 

制作：2012年/日本/全12話 

出演：松重豊（井之頭五郎）ほか 

原作：久住昌之／画：谷口ジロー 

11（水・祝） 
夜0：15 

【番組の概要】 

個人で輸入雑貨商を営む男・井之頭五郎が、仕事の合間に立ち寄った店で食事をする様子を淡々と描く異色のグルメドラマの第二弾。 

原作は単行本・文庫本合わせて累計20万部を突破しているロング＆ベストセラーコミック。登場する店は全て実在し、ドラマオリジナル
の選定となる。ただ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をつづり淡々とストーリーが流れてい
く。 

「孤独のグルメ Season2」：©2012 久住昌之・谷口ジロー・扶桑社/テレビ東京／「芸者小春姐さん奮闘記」・「北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼」：コピーライト不要 

『芸者小春姐さん奮闘記』 
放送日時：1（日）夜9：00～、8（日）夜7：00～ 

制作：2005-2009年/日本/全6話 

出演：十朱幸代（神無月小春）、石倉三郎（笈川虎松）ほか 

『北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼』 
放送日時：15（日）・22（日）午後4：00～ 

制作：2001-2009年/日本/全11話/原作：梓林太郎 

出演：髙嶋政宏（紫門一鬼）、渡瀬恒彦（小室主任）ほか 

一挙放送 

一挙放送 

【番組の概要】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。 

【番組の概要】髙嶋政宏主演。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。 

HD 

1/26（月）～2/10（火）“孤独のグルメ”プレキャン
実施。詳しくは、1/9（金）～チャンネル銀河HPにて！ 

HD 

HD 

スタート 
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韓国ドラマ『太陽を抱く月』チャンネル銀河で3月放送決定  

韓国で１００万部以上のベストセラーとなった
原作小説をドラマ化。純愛、三角関係、記憶
喪失、運命、そして歴史ドラマならではの陰謀や
権力、呪術の要素を加えた究極のエンターテイ
ンメント。 

 
2015年に入り、1月「朱蒙 チュモン」、2月「ファン・ジニ」、そして「宮廷女官 チャングムの誓い」や「イ・サン」など、韓国歴
史ドラマを一つの柱として放送しているチャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうたでは、NHK総合テレビ／BSプ
レミアムで放送され（2014年11月に放送終了）大きな反響を呼んだ韓国ドラマ「太陽を抱く月」を、3月、ビデオ版字
幕にて日本初放送いたします（※ノーカット版）。韓国で2012年に放送された際には最高視聴率42.2％を獲得。また、
幻想的な映像に彩られ、運命を動かすさまざまな純愛を描く本作をより一層華やかに盛り立てるのは、韓国の若手実力
派俳優が勢揃いするキャストの面々。特に本作で架空の王を演じる主演のキム・スヒョンは、今、韓国で一番ホットな若
手俳優として、中国、台湾でも人気急上昇中。ポスト“ヨン様” とまで言われ、話題となっています。 
設定を完全なフィクションにしたことで、史実に縛られずに、ロマンスや陰謀をドラマチックに描いているため、“フュージョン時
代劇”と表されることもある本作。これまでの歴史ドラマにはない新感覚の物語が繰り広げられます。 

 

チャンネル銀河で3月より放送開始！ 

朝鮮王朝時代の架空の王と、記憶を失って巫女として生きる 
女性の切ない愛を描く、ファンタジー・ロマンス史劇。 

ビデオ版字幕 日本初放送 ※ノーカット版 

画像クレジット (c) 2012 MBC 15 



 
【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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