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中国版「大奥」！ 
王の寵愛と地位をかけた女たちの激しく陰湿な闘い！ 

中国で社会現象を巻き起こした、狂気と執念に突き動かされ
る女たちの衝撃のラストには身も凍る恐怖を覚える！ 

【番組の概要】 

18世紀の清を舞台に、女たちの栄枯盛衰と因果応報を描いた壮大な宮廷ドラマ。閉ざされた後
宮の中で、過酷な仕打ちに立ち向かい、愛を失いながら権力を手に入れていく1人の女性、甄嬛
（しんけい）の姿を描く。物語の前半は、彼女が寵愛を受け皇帝の子供を産むまでの後宮での激
しい戦いを、後半は、後宮での争いに絶望した彼女が再び立ち上がり、皇太后にまで上り詰める
様を描く。 

 

【ストーリー】 

1722年、 9人の皇子たちによる皇位を巡る争いの末、 

愛新覚羅・胤禛（あいしんかくら・いんしん）が康熙帝の後を 

継いだ。それは清の第5代皇帝・雍正帝の時代の幕開けと同時に、 

皇帝の寵愛を巡る側室たちの激しく哀しい諍いの始まりでもあった。 

皇后と華妃が勢力を二分する後宮に、甄嬛が側室として宮廷入りする。 

そこは皇帝の寵愛を巡り、女の嫉妬と陰険な陰謀が渦巻いていた。 

宮廷の諍い女 
放送日時 

20（月）スタート  
毎週（月-金）午後1：00- 2話連続 

データ 
制作：2012年/中国/字幕/ 
全76話 

キャスト 
俳優名（役名） 

スン・リー（甄嬛：しんけい）、 
チェン・ジェンビン（雍正帝：ようせいてい）ほか 

スタッフ 監督：ジョン・シャオロン 

1 
©NHK 

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 

HD イチオシ スタート 

上写真：©2012 Dongyang Flower Film & TV Culture Co., Ltd. All Rights Reserved.提供：ｱｼﾞｱ･ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ6周年  
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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 

大ヒットファンタジー・ロマンス史劇 

「太陽を抱く月」出演！ 
若手最注目株のチョン・イルが4月に東京で開催した 

ファンミの模様を独占放送！ 

チョン・イル ファンミーティング～ずっと会いたくて 
JUNG IL WOO Fan Meeting2015～Rainbo‘Woo’～ 

放送日時 11（土）夜7：45- ほか データ 

キャスト チョン・イル スタッフ 制作：チャンネル銀河 

【番組の概要】 

ドラマ「太陽を抱く月」で陽明君を演じたチョン・イルのファンミーティングが
2015年4月に都内で開催。 

抜群のスタイルと、爽やかで眩しいばかりの笑顔が多くの女性ファンを虜にしてい
るチョン・イルの一日限りのスペシャルショーをチャンネル銀河で独占放送。日本
でも人気を博している彼の役者としての顔をフィーチャーしたショーをはじめ、
ファンとの交流やチョン・イル本人のコメントなど、“癒しの貴公子”と称される
彼の魅力をたっぷりとお届けする。 

 

©韓流ぴあ 

HD オリジナル 

「太陽を抱く月」8月、放送予定！！！ 
乞うご期待！ 



三匹のおっさん ～正義の味方、見参！！～ 
放送日時 13（月）スタート 毎週（月-金）深夜0：00- データ 制作：2014年/日本/全10話 

キャスト 
俳優名（役名） 
 

北大路欣也（清田清一）、泉谷しげる（立花重雄）、
志賀廣太郎（有村則夫）ほか 

スタッフ 原作：有川浩 

スタート 
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町内の悪者は成敗いたす！ 
ぼくの・わたしの町にもこんなおっさんがいればなぁ～ 

ジジイだからと侮るなかれ！おやじ達がご町内の悪を叩く痛快活劇！  

愛すべきおっさん特集 
国内ドラマ ＣＳ初 

【番組の概要】 

『図書館戦争』『フリーター、家を買う。』で知られる
有川浩の同名小説をドラマ化。還暦ぐらいでジジイの箱
に蹴り入れられてたまるか、とかつての悪ガキ3人で私
設自警団“三匹のおっさん”を結成し、町内の悪をぶっ
た斬る痛快活劇ドラマ。 

 

 
【ストーリー】 

定年退職後、近所のゲームセンターに再就職した、腕に
覚えありの剣道の達人キヨ、こと清田清一（北大路欣
也）。同じく武闘派の柔道家で、居酒屋「酔いどれ鯨」
の元亭主シゲ、こと立花重雄（泉谷しげる）。機械をい
じらせたら無敵の頭脳派、愛娘にはめっぽう弱い機械工
場経営ノリ、こと有村則夫（志賀廣太郎）。かつての悪
ガキ3人が結成した私設自警団「三匹のおっさん」。詐
欺に痴漢に動物虐待・・・。三匹がご町内の悪を斬る。 

 

コピーライト不要 

HD 
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シロクマ園長 命の事件簿 
放送日時 8（水）・9（木）夜7：45- データ 

制作：2007,2008年/ 
日本/全2話 

キャスト 
俳優名（役名） 

西郷輝彦（熊代正夫）、津川雅彦（竹中作次）、 
青山倫子（八ツ橋里美）ほか 

スタッフ 

ＣＳ初 

【ストーリー】 

旭川の動物園園長の熊代（西郷輝彦）は、通称「シロクマ園長」と呼ばれ親しまれ
ていた。ある日熊代の出身大学OBたちが動物園を訪れる。その夜一行は旭岳温泉で
宴会を開催。すると、宴席を途中で離れた花輪（丹波義隆）が行方不明になり、翌
日遺体で発見される。死因は沢への転落による窒息死と判断されるが、腑に落ちな
い熊代は旭川南署刑事・里美（青山倫子）と事件を追う。犯人のヒントは、園内の
動物たちの行動に隠されていた！（＃１より） 

国内ドラマ 

愛すべきおっさん特集 

ニュー・トリックス 第８・第９シリーズ 

放送日時 25（土）スタート 毎週（土）昼12：00- 5話連続 データ 

制作：2011年（第8）、
2012年（第9）/イギリス/ 
字幕/各シリーズ全10話 

キャスト 
俳優名（役名） 

アマンダ・レッドマン（サンドラ）ほか スタッフ 

【ストーリー】 

個性派ぞろいの退職刑事たちが未解決事件に挑む1話完結型ド
ラマ。 

８月に第１０シリーズを日本初放送予定！ 

 

 

第８シリーズ ©Wall to Wall 2011 

コピーライト不要 

HD 

第９シリーズ ©Wall to Wall 2012 

HD 
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ワカコ酒 

放送日時 27（月）スタート 毎週（月-金）深夜0：00- 2話連続 データ 制作：2015年/日本/全12話 

キャスト 
俳優名（役名） 

武田梨奈（村崎ワカコ）ほか スタッフ 原作：新久千映 

スタート 

女性版「孤独のグルメ」！今最も注目を集めるグルメドラマ！ 
ドラマ内のお店は全て実在！さらにお酒も実際の銘柄が続々登場！ 

国内ドラマ 

【番組の概要】 

呑兵衛女子・26歳のＯＬ村崎ワカコが様々なお店を訪れ「女ひと
り酒」を堪能する日々を描いた人気コミックをドラマ化。原作は累
計発行部数70万部を超える人気漫画。ツマミとお酒にこだわる女
性・ワカコのモノローグで展開していく、今最も注目を集めるグル
メドラマ。 

 

【ストーリー】 

村崎ワカコ（武田梨奈）は酒と料理が何より大好きな26歳。偶然
見つけた店でも躊躇なく足を踏み入れる呑兵衛女子。ワカコは職場
での出来事に想いを巡らせ、酒場での情景も肴に日々、独り呑みの
楽しみを満喫している。酒と料理がぴったりと合わさった瞬間、全
身が高揚感に包まれた彼女の口からは、思わず「ぷしゅー」と吐息
が漏れる。ワカコ、至福の時である。 

©2015 「ワカコ酒」製作委員会 ©新久千映/NSP 2011 

HD ＣＳ初 
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女かけこみ寺刑事 大石水穂 
放送日時：20（月）・21（火）夜7：45- 

制作：2008,2009年/日本/全2話 

出演：片平なぎさ（大石水穂）、神保悟志（門前鉄五郎）、梅宮辰夫（大石天海）ほか 

 

張込み 
放送日時： 22（水）夜7：45- 

制作：2011年/日本/全1話 

出演：若村麻由美（横川さわ子）、小泉孝太郎（柚木哲平）、 

忍成修吾（石井久一）ほか 

原作：松本清張 

 

ＣＳ初 

刑事（デカ）サスペンスシリーズ 

 

大石水穂（片平なぎさ）は、実家の“女かけこみ寺”を手伝う傍ら、 

生活安全課嘱託警察官として職務をこなしていた。情にあつくて明るく、 

人望がある彼女は“女かけこみ寺刑事”の愛称で慕われていた。そんな水穂が巻き起こる難事件を解決へと導く！ 

7月の銀河サスペンス745は、刑事たちが事件解決に奔走する刑事サスペンスシリーズ。 
それぞれの管轄で発生する難事件を時に推理し、時に足を使って手がかりをつかみ、事件を解決へと導く。 

都内で発生した強盗殺人事件。事件後行方不明となった容疑者は、元恋人の
前に姿を現すと刑事が推理するが・・・。 

コピーライト不要 

コピーライト不要 

HD 

HD 
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北の捜査線 小樽港署 
放送日時：23（木）夜7：45- 

制作：2002年/日本/全1話 

出演：奥田瑛二（佐原真一）、倍賞美津子（立花小夜子）ほか 

京女刑事・真行寺メイ 
放送日時：24（金）・27（月）夜7：45- 

制作：2003,2005年/日本/全2話 

出演：富田靖子（真行寺明）、蟹江敬三（入沢軍平）ほか 

信濃・東海路同級生連続殺人事件 
放送日時：28（火）夜7：45- 

制作：2003年/日本/全1話 

出演：みのもんた（蓑谷覚三）、葛山信吾（堀進）、小林幸子（山野鈴子）ほか 

 

連続婦女暴行殺人事件が発生。小樽港署の刑事・佐原（奥田瑛二）は道警本部の牧内警視（石黒賢）と捜査を開始。その矢先、佐
原の娘（山田まりや）が誘拐される。 

ゲンジボタルの生息地として有名な京都の清滝渓谷で男の変死体が発見され、嵯峨野署の女刑事・真行寺明（メイ）（富田靖
子）は現場に駆けつける。（＃１より） 

住宅街で主婦が殺された。警視庁捜査一課のベテラン刑事・蓑谷（みのもんた）は新米刑事・堀進（葛山信吾）と現場へ向かう。 

コピーライト不要 

コピーライト不要 

コピーライト不要 

HD 

HD 

HD 

刑事（デカ）サスペンスシリーズ 
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古都奈良殺人ライン 
放送日時：29（水）夜7：45- 

制作：2004年/日本/全1話 

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 

 

「２０時１８分の死神」小樽発 殺意の旅路 
放送日時：30（木）夜7：45- 

制作：2003年/日本/全1話 

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 

原作：和久峻三 

 

「２５時１３分の首縊り」小樽・記憶喪失の女 
放送日時：3１（金）夜7：45- 

制作：2004年/日本/全1話 

出演：古谷一行（熊沢真琴）、国生さゆり（秋津香苗）ほか 

原作：和久峻三 

 

建材会社社長が自宅で刺殺体となって発見された。 

昨日、彼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。 

小樽中央署の「クマさん」こと熊沢刑事(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。鈴木の妻によると、20時18分に自殺を図るという。 

小樽中央署の「クマさん」こと熊沢刑事(古谷一行)と同僚の僚子（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。 

コピーライト表記不要 

コピーライト表記不要 

コピーライト表記不要 

HD 

HD 

HD 

刑事（デカ）サスペンスシリーズ 



その他注目の作品 

骨壺を抱く二人の女 
放送日時：1（水）夜7：45- 

制作：2001年/日本/全1話 

出演：藤田朋子（古沢秀美）、古尾谷雅人（古沢克彦）、江守徹（瀬能寿夫）ほか 

原作：小杉健治 

 

【ストーリー】 

東京・高輪で秋葉産業社長の秋葉茂一・さね夫妻が自宅の金庫から500万円を奪われ、 

殺された。その時間、秋葉家から飛び出してきたのを目撃されたのは古沢克彦（古尾谷雅人）。彼の家から500万円と血のつい
たワイシャツも出てきたため、犯人とほぼ断定される。しかし、彼は無実を訴え、秋葉家に行った理由や彼の自宅にあった500
万円について証言をしたが・・・。 

HD ＣＳ初 

イ・サン＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時：7（火）スタート 毎週（月-金）午後3：00- 2話連続 

制作：2007年/韓国/字幕/全77話 

出演：イ・ソジン（イ・サン）、ハン・ジミン（ソン・ソンヨン）、 

イ・ジョンス（パク・テス）ほか 

演出：イ・ビョンフンほか 

 

©2007-8 MBC 

【ストーリー】 

「チャングムの誓い」・「トンイ」のイ・ビョンフン監督による、朝鮮王朝史上、
最も波乱万丈の生涯をおくった第22代王・正祖（イ・サン）の半生を描いた韓国
歴史ドラマ。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ソンヨン
との切ないロマンスを絡めて描いている。主演には、階伯（ケベク）で主演を務め
たイ・ソジンが務める。  

HD 

10 



人気作家サスペンス その他の放送作品： 
放送日時：5（日）スタート 毎週（日）午後1：00- 5話連続/全15話 

 

「48時間の恐怖」 

   （原作：笹沢左保 出演：池上季実子、益岡徹 ほか） 

「捜査線上のアリア」 

   （原作：森村誠一 出演：加藤剛、大杉漣 ほか） 

「釧路湿原殺人事件」 

   （原作：内田康夫 出演：橋爪功、いしだあゆみ ほか） 

 ・・・等、全15作品を一挙放送 
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開幕ベルは華やかに 
放送日時：5（日）午後1：00- 

原作：有吉佐和子 

制作：2002年/日本/全1話 

出演：浅野温子、風間杜夫 ほか 

HD 

開幕ベルは華やかに 

48時間の恐怖  

捜査線上のアリア 釧路湿原殺人事件 

【ストーリー】 

殺人予告！大女優を舞台3幕6場で殺す！？身代金2億の脅迫電話が本番中に響く・・・ 

人気作家サスペンス 

ＣＳ初 イチオシ！ 

上記4作品コピーライト不要 



 
【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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