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【番組の概要】 

6世紀の百済を舞台に、第25代王・武寧王の娘の座を巡り、運命を狂わされた異父姉妹
を中心に、4人の男女の愛と野望がドラマチックに展開するエンターテインメント史劇。 

 

【ストーリー】 

時は6世紀初めの百済(ペクチェ)、24代王・東城(トンソン)王の治世末期。加林(カリム)
城の城主で貴族のペク・カの娘チェファは、王の従兄にあたるユンと密かに情を通じてお
り、彼の子を身ごもっていた。そんなある日、ペク・カが東城王を暗殺、激怒したユンは
ペク・カを自害に追い込む。そして、チェファも死んだと思い込んだユンは、第２５代王
に即位したのだった。ところが、ペク・カの家来クチョンに助けられ、チェファは生きて
いた。彼女はユンの娘ソルランを産み、その後、クチョンとの間に娘ソルヒをもうける。
そして、４人で幸せな生活を送っていたが、突然家族を悲劇が襲う。結果、姉の出生の秘
密を知ったソルヒは、姉になりすまして王女になる野望を抱くことに。一方、何も知らな
いソルランはいなくなった妹を探すが・・・。 

ＣＳベーシック初 イチオシ スタート 
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チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

©NHK 

©NHK 
©NHK 

帝王の娘である”スベクヒャン”の座をめぐり  
異父姉妹の運命が交錯する！ 

 三国時代を舞台に繰り広げられる愛憎渦巻く時代劇 

©NHK 

帝王の娘 スベクヒャン＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時 19（火）スタート 毎週（月-金）夜9：30- 2話連続 データ 
制作：2013年/韓国/字幕/ 
全108話 

キャスト 
ソ・ヒョンジン（ソルラン（スベクヒャン））、ソウ（ソルヒ） 
チョ・ヒョンジェ（ミョンノン）、チョン・テス（チンム）ほか 

スタッフ 

韓国歴史ドラマ 

上写真：©2013-4 MBC 

HD 



HD 

【番組の概要】 

朝鮮時代最高のリーダーと称され、韓民族最高の文化遺産
“ハングル”を作り出した名君の激動の生涯を描いた歴史
超大作ドラマ。 

 

【ストーリー】 

朝鮮王朝時代―。宮殿では明との会談が進行する中、従事
官の死体が発見される。他殺の可能性もあるとして検死を
行うと毒殺であることが判明し、遺体には「汝、王材（世
子）を守れるか」とメッセージが記されていた。ファン・
ヒは直ちに４人の世子の安否を確認するが、忠寧大君（後
の世宗）が行方不明と判明する。王妃や臣下は太宗に戒厳
令を出すよう説得するが、太宗は明との関係を考慮し、拒
否する。（＃１「汝、王材を守れるか」より） 
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チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

大王世宗 テワンセジョン＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時 7（木）スタート 毎週（月-金）午後3：00- 2話連続 データ 

制作：2008年/韓国/字幕/ 
全86話 

キャスト 
キム・サンギョン（忠寧大君/世宗）、キム・ヨンチョル（太宗） 
イ・ユンジ（シム氏/昭憲王后）ほか 

スタッフ 

上写真：©KBS Media. All rights reserved. 

韓国歴史ドラマ スタート 

本国で大人気のキム・サンギョンが主演 
韓国国民が今なお尊敬してやまないと言われる、 

誉高き名君の人間的な側面に光を当てた王の一代記 



HD 

【番組の全体概要】 

アジア中で大ヒットとなった超人気歴史ドラマ。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
ターテインメント性豊かに描いた作品。 
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チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

「チャングム＆イ・サン＆トンイの世界」ドラマ・シンフォニー 
大盛況御礼！ 

“チャングム”全54話一挙放送 

『宮廷女官 チャングムの誓い＜ノーカット字幕版＞』 

放送日時 

放送日時：5月2日（土）-6（水・祝） 
午前10時- 9-12話連続  
※2（土）：9話連続、3（日）：12話連続、4（月）-6（水）：11話連続 

データ 
制作：2003年/韓国/字幕/ 
全54話 

キャスト 
イ・ヨンエ(ソ・ジャングム(チャングム）) 
チ・ジニ(ミン・ジョンホ)ほか 

スタッフ 監督：イ・ビョンフン 

韓国歴史ドラマ 

上写真：©2003-4 MBC 

G.W一挙放送 



中国史上、最も愛された最強の英雄“岳飛” 
宋代随一の武勇を誇り、「三国志」の関羽と並び称される 

武将 “岳飛”の壮絶な人生を描く！ 

【番組の概要】 

日本初放送。構想7年、総製作費32億円超。「水滸伝」のその後、南宋時代
を舞台に、中国史上、最も愛された最強の英雄“岳飛”の知られざる生涯を
描いた壮大な歴史ドラマ。 

 

【ストーリー】12世紀。遼との争いに苦戦する宋は、金軍に援軍を要請すべ
く劉韐将軍を派遣。金の粘没喝は要請に難癖をつけるが、劉韐に従う岳飛の
身を挺した主張が派遣に結び付く。こうして金軍が進撃する中、宋の元官
僚・韓肖胄は宰相・汪伯彦に遼の説得を相談すべく汴京へ赴く。（＃１「敢
戦士 岳飛」より） 

中国大河「岳飛伝 -THE LAST HERO-」 
放送日時 10（日）夜9：00- 2話先行放送 ※6月本放送（予定） データ 

制作：2013年/中国/字幕/ 
全69話 

キャスト 
ホァン・シャオミン（岳飛）、ロー・ガーリョン（秦檜） 
シャオ・ピン（韓世忠）ほか 

スタッフ 
総監督：ジュ・ジャオリャン
（「水滸伝」） 

先行放送 
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©NHK 

上写真：The Patriot Yue Fei ©2012 China International TV Corporation. All Rights Reserved 
     提供：NBCユニバーサル・エンターテイメント／BSジャパン 

中国歴史ドラマ 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

日本初 HD 



HD 

『刑事吉永誠一 涙の事件簿』 
放送日時 26（火）スタート 毎週（月-金）深夜0：00- データ 制作：2013年/日本/全10話 

キャスト 
船越英一郎（吉永誠一） 
小泉孝太郎（鑑貴一）ほか 

スタッフ 原作：黒川博行（疫病神シリーズ「破門」） 

スタート 
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愚直なまでに捜査に取り組み、スイッチが入ると世の中の悪に対する怒りを爆発さ
せる船越英一郎演じる吉永と、彼とは正反対で合理性を重視するタイプの 

小泉孝太郎演じる鑑の刑事コンビが難事件へと挑む！ 

【番組の概要】 

大人のための痛快サスペンスドラマ。事件関係者に深い愛情
を注ぐ熱い刑事、吉永誠一（船越英一郎）が、「合理的かつ
効率的に」が信条で「刑事の鏡」と言われた父を持つ相棒・
鑑貴一（小泉孝太郎）と共に、難事件へと挑む。 

【ストーリー】 

地下駐車場で女性の死体が見つかった。被害者は占い師の須
永弥生で、死因は失血死、背後から鋭利な刃物で刺されてい
た。弥生のハンドバッグを持ち去る男が防犯カメラに映って
おり、怨恨や痴情のもつれのほか、強盗の線でも捜査をする
ことに・・・。弥生が働いていたビルへ行くと、１週間前に
三上達也という男が訪ねてきて弥生と言い争いをしていたこ
とがわかる。三上は知り合いが弥生に騙されたのだと説明す
るが・・・。（＃１より） 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

国内ドラマ イチオシ 

上写真：コピーライト不要 

ＣＳ初 



HD 

人気作家サスペンスシリーズ 
放送日時 1（金）スタート 毎週（月-金）夜7：45- データ 

制作：1993-2009年/日本/全23作（予定）
（5月中は、18作） 

キャスト （各作品情報をご参照下さい） スタッフ 

スタート 
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銀河ならではの珠玉のセレクションでお届けするサスペンスシリーズ 

【番組の概要】 

５月の「銀河サスペンス745」は、人気作家原作のサスペンスシリーズ。「タクシードライバーの推理日誌」の笹沢左保、法
廷サスペンスの第一人者・和久峻三や内田康夫をはじめ、森村誠一、髙村薫など人気作家たちの原作を多数取り揃えた傑作サ
スペンスが目白押し。 

アガサ・クリスティー原作 

『招かれざる客－富士山麓連続殺人事件－』 
1（金）夜7：45 

制作：2001年/日本 

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 
HD 

【あらすじ】 
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。 
 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

上写真：コピーライト不要 

ＣＳ初含 
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森村誠一原作『捜査線上のアリア』 
7（木）夜7：45 

制作：2003年/日本 

出演：加藤剛（那須圭吾）、大杉漣（津村豊和）、大和田伸也（美崎敏行）ほか HD 

【あらすじ】 
東京のビジネスホテルで女性の絞殺体が発見された。第一発見者は、隣室に宿泊していた作家・津村豊和(大杉漣)。津村は現場から逃げ去る男を目撃したと
いう。被害者の身元を特定できる貴重品はなく、宿帳に残された住所も名前もでたらめだった。警察は本庁と所轄の合同捜査本部を設置し、被害者の身元確
認と目撃情報の確保に走る。那須（加藤剛）は、見習い警部補・牧村詩織（大谷みつほ）と共に津村の事情聴取を行うが・・・。  
 

二条睦原作『刑務所の医者 若宮冴子』 
8（金）夜7：45 

制作：2004年/日本 

出演：浅野温子（若宮冴子）、布施博（田島健司）、谷啓（若宮啓介）ほか 

【あらすじ】 
東都医大から半年の約束で、横浜女子刑務所に医務課長として派遣されている若宮冴子（浅野温子）は、放火殺人の罪で服役している山村直美（渡辺典子）
の自殺未遂を助ける。直美は運送会社の社長を殺し、その事務所に火をつけて死体を焼却。懲役13年の重罪人だった。直美が自殺を図った理由は、胆道閉
鎖症である娘の千夏に、自分の臓器を移植するためだった。直美の真剣な思いに、冴子は「何とかしてあげなければ」と立ち上がるが、その過程で、直美の
起こした事件に、冤罪の可能性を疑い始め・・・。 

内田康夫原作『釧路湿原殺人事件』 
11（月）夜7：45 

制作：2001年/日本 

出演：橋爪功（和泉直人）、いしだあゆみ（和泉麻子）ほか 

【あらすじ】 
釧路湿原国立公園の管理官・友利恵一(西村和彦)の元に、湿原で行方不明者が出たとの連絡が入った。捜索現場に駆けつけた恵一は、そこで頭部に殴打の痕
がある死体を発見する。検視の結果、遺体の身元は釧路湿原に隣接した場所にレジャー施設を計画している企業の専務で、自然を守ろうとする恵一とは敵対
関係にある人物だった。しかも犯人が襲撃したと思われる日の、恵一のアリバイを証明できる者も誰もいなかった・・・。 

HD 

ＣＳ初 

HD 

上写真：コピーライト不要 
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内田康夫原作『湯布院殺人事件』 
12（火）夜7：45 

制作：2002年/日本 

出演：橋爪功（和泉直人）、いしだあゆみ（和泉麻子）ほか HD 

【あらすじ】 
大学の不正を知らされ、理事長に楯突いて辞表を提出した和泉直人(橋爪功)は、数日後、友人らが催してくれた慰労会で九州旅行をプレゼントされる。だが
妻と一緒に大分の空港に降り立った直人は、そこで見知らぬ男の子・雄一から自分宛の手紙を渡される。中には、湯布院の旧家・高梨家に雄一を連れていっ
て欲しい旨が書かれてあった。心当たりが無いまま、高梨家へと向かった直人たちだったが、やがては連続殺人事件に巻き込まれてしまう。 

内田康夫原作『夏泊殺人岬』 
13（水）夜7：45 

制作：2003年/日本 

出演：橋爪功（和泉直人）、いしだあゆみ（和泉麻子）ほか 

【あらすじ】 
大学の雅楽部の臨時顧問となった法学部教授・和泉直人(橋爪功)は、合宿の引率で青森県夏泊半島へと向かった。合宿所に着いた夜、部員数名が転げ落ちる
ような音を聞き、確認してみると見覚えのある男が階段下で死んでいた。捜査の結果、青酸カリによる服毒死だったが自殺・他殺両方が考えられた。それか
ら数日後、今度は直人宛てに速達が届く。開封すると、そこには夏泊をすぐに出るよう、忠告めいた内容が書かれてあった・・・。 

新津きよみ原作『二つの嘘』 
14（木）夜7：45 

制作：2005年/日本 

出演：田中好子（早瀬咲子）、大杉漣（早瀬幸雄）、池上季実子（藤野裕恵）ほか 

【あらすじ】 
銀行マンの夫・幸雄(大杉漣)と息子と暮らす咲子(田中好子)は、中学の同窓会で仲の良かった律子(黒田福美)と裕恵(池上季実子)、サッカー部だった待井(小
木茂光)らと27年ぶりに再会する。後日、待井の事務所を訪ねた咲子は、彼の他殺体を発見。恐怖のあまりその場を逃げ去った。その夜、裕恵から不可解な
メールが届く。内容は咲子が待井を訪ねたまさにその時間、裕恵を訪問したことへのお礼だった・・・。 

HD 

HD 

上写真：コピーライト不要 

ＣＳ初 
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髙村薫原作『去りゆく日に』 
15（金）夜7：45 

制作：2009年/日本 

出演：小林稔侍（松井和郎）、高畑淳子（松井房子）、川上麻衣子（朝倉妙子）ほか HD 

ＣＳ初 

【あらすじ】 
定年退職を１ヵ月後に控えた亀有北署刑事・松井和郎（小林稔侍）は、変死体発見の連絡を受けて、現場の河川敷へ急行した。遺体は不動産会社社長・朝倉
幸介と判明。死因は、コンクリートに頭を強打したことによる頭腔内損傷と分かった。被害者が日課にしていた散歩中の事故死と思われたが、和郎は、遺体
の着衣についた土が気になり、部下の阿部に土の鑑識を急ぐよう促す一方、着衣がきれいに整えられていることに疑問を抱く。 

和久峻三原作『作家如月祥子の事件ルポ』 
18（月）夜7：45 

制作：2006年/日本 

出演：賀来千香子（如月祥子）、辰巳琢郎（如月健太郎）、東貴博（平岡公彦）ほか 

【あらすじ】 
群馬県伊香保町で主婦・藤野綾子が焼死体で発見され、１歳の息子も行方不明となった。解剖の結果、死因は頭を殴打されたことによる脳挫傷と判明。火災
はてんぷらを揚げていた綾子の不注意による失火とみられた。しかし犯行時間は午後３時ごろ。果たしてこの時間にてんぷらを揚げるか…。一方、事件当日
公園で綾子と息子の姿を物陰から見ていた女がいたという。 

和久峻三原作『九門法律相談所』 
19（火）-6/2（火） 

夜7：45（予定） 

制作：1993-1999年/日本/全11話 

出演：山崎努（九門耕作）ほか 

HD 

HD 

ＣＳ初 

©日本映像 

上写真：コピーライト不要 
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笹沢左保原作『タクシードライバーの推理日誌』 
9（土）スタート 毎週（土）昼12：00- 3話連続 

制作：1992-2002年/日本/16話 

出演：渡瀬恒彦（夜明日出夫）ほか 

アガサ・クリスティー原作『名探偵ポワロ』第12シリーズ 
10（日）午後1：00- 

制作：2010年/イギリス/二カ国語/全4話 

出演：デビッド・スーシェ（ポワロ）ほか 

HD 

梓林太郎原作 

『北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼／山岳サスペンス』 
放送日時：17（日）・24（日）・31（日）午後1：00- 

【北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼】 

制作：2001-2009年/日本/全11話 

出演：髙嶋政宏（紫門一鬼）、渡瀬恒彦（小室主任）ほか 

【山岳サスペンス】 

制作：1989-1991年/日本/全4話 

出演：伊藤かずえ（殿岡みどり）、露口茂（筑前由紀夫）ほか 

 HD 

北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼：コピーライト不要 

山岳サスペンス：©大映テレビ 

土日一挙放送 

タクシードライバーの推理日誌：©NEP／名探偵ポワロ：©ITV Global Entertainment Ltd 
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『孤独のグルメ Season２』 
8（金）スタート 毎週（月-金）深夜0：00- 

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 

『中国宮廷ドラマ「賢后 衛子夫」』 
18（月）スタート 毎週（月-金）夜11：00- 

制作：2014年/中国/字幕/全47話 

出演：ワン・ルオダン（衛子夫）、レイモンド・ラム（漢武帝）ほか HD 

その他の放送作品 

【番組の概要】 
「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】 
歌妓（かぎ）の衛子夫（えいしふ）は、のちに武帝（ぶてい）を支えた希代の賢后（けんごう）となる。
ある日、子夫は街で奸臣（かんしん）、韓嫣（かんえん）の横暴から子供を守ろうとして危険に遭遇す
る。弟の衛青（えいせい）が助けたが、そのために韓嫣に追われた。子夫は前丞相（じょうしょう）、
竇嬰（とうえい）にかくまってもらう。その礼に「黄金の玉」の文言を残したが、その場には子夫の幼
なじみ、段宏（だんこう）も居合わせていた。 

【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。 

HD 

「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／衛子夫：©Huace Media International Limited 



 
【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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