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■『ニュー・トリックス 第10シリーズ』 
 
■『松本清張 夏の傑作選』 
 
■『サスペンスの女王特集』 
 
■『映画「朝鮮名探偵 トリカブトの秘密」』 
 
■ 『階伯 ケベク＜ノーカット字幕版＞ 』 
 
■ 『太陽を抱く月〈ノーカット字幕版〉』 

本国イギリスでも今なお続く人気シリーズ 

チャンネル銀河2015年8月おすすめラインナップ 

今年もやります！清張祭り！ 

ピン子、裕子、悦子！人気サスペンス女優をフィーチャーした特集 

大人気グルメドラマの第4弾！ 

日本初 

ＣＳ初 

国内ドラマ 

海外ドラマ 

韓国歴史サスペンス映画 

ＣＳ初含 銀河サスペンス745 

国内ドラマ 

「イ・サン」のイ・ソジン主演！ 韓国歴史ドラマ 

「真夏の博多出張スペシャル」も放送！ 

待望の平日一挙放送！ 韓国歴史ドラマ 



「夜食テロ」と称された人気のグルメ番組、待望
の新シリーズ！ 

神出鬼没な五郎、 
今度はいったいどこへ？？？  

【番組の概要】 

松重豊主演。CS初放送。料理のうんちくを述べるのではなく、ひたす
ら主人公の食事シーンと心理描写をつづり、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原作人気マンガ「孤独のグルメ」の
実写化ドラマシリーズの第4弾。 

孤独のグルメ Season4 
放送日時 4（火）スタート 毎週（月-金）深夜0：00- データ 制作：2014年/日本/全12話 

キャスト 
俳優名（役名） 

松重豊（井之頭五郎）ほか スタッフ 
原作：久住昌之 
画：谷口ジロー 
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©NHK 

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 

◆孤独のグルメシリーズ 連日放送◆ 
【孤独のグルメ】 21（金）スタート 毎週（月-金）深夜0：00- ２話連続 
【孤独のグルメ Season2】 31（月）スタート 毎週（月-金）深夜0：00- 

国内ドラマ ＣＳ初 

上写真：©2014 久住昌之・谷口ジロー・fusosha/テレビ東京 
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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 

「孤独のグルメ」の60分拡大スペシャル！初めて本州を飛び出す！ 
DVD化されていないスペシャル版を放送！ 

孤独のグルメ Season4  
真夏の博多出張スペシャル 

放送日時 2（日）夜10：00- ほか データ 制作：2014年/日本/全1話 

キャスト 松重豊（井之頭五郎）ほか スタッフ 
原作：久住昌之 
画：谷口ジロー 

【番組の概要】 

井之頭五郎が「孤独のグルメ」ではじめ、本州を出て福
岡県“元気いっぱいうまいものいっぱい”の博多に出張
する！ 

博多と言えば、「辛子明太子」・「博多ラーメン」・「鶏の水
炊き」。しかし、五郎は博多名物には目もくれない。そこ
で食べるのは、「うどん」や「鯖ごま」、「若どりスープ炊
き」。博多の隠れた美食を堪能する。 

HD 国内ドラマ ＣＳ初 イチオシ 

上写真：©2014 久住昌之・谷口ジロー・fusosha/テレビ東京 



ニュー・トリックス 第10シリーズ 
放送日時 

22（土）スタート  
毎週（土）昼12：00- 2話連続 

データ 制作：2013年/イギリス/字幕/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 

スタート 
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BBCの大人気サスペンスドラマの新シリーズが日本初放送！  
またもやメンバーが変わる！？新生UCOS（ユーコス）が難事件を解決！ 

日本初 HD 

【番組の概要】 

イギリスBBCの大ヒットサスペンスドラマの第10シリーズ
が日本初登場。 

若造には解けない謎がある―。未解決事件専門の捜査
班、UCOS(ユーコス)の個性派ぞろいの退職刑事たちが、
ベテランの勘と型破りな捜査で事件を解決する1話完結
型の刑事サスペンスドラマ。 

第10シリーズでは、前シリーズに続き、UCOS（ユーコス）
に新メンバーが加入。さらに、このシリーズを最後に、指
揮官の女性警視サンドラまでもUCOS（ユーコス）を離れ
る事に。新たな女性指揮官の元、新生UCOSが前シリー
ズまでのメンバーに負けず劣らずの型破りな捜査で事件
解決に奔走する。 

HD 海外ドラマ 

上写真：©Wall to Wall 2013 
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松本清張 夏の傑作選 
放送日時：2（日）夜8：00-／9（日）スタート 毎週（日）午前10：00- 
制作：1978-2011年（※9月放送分含む）/日本/全33作  

出演：各作品詳細をご確認下さい （※概要詳細は８月放送分のみご紹介） 

原作：松本清張 

 

松本清張 夏の傑作選 

真夏の松本清張祭り！全33作を毎週日曜、朝から夜まで一挙放送！ 
ビートたけし・大竹しのぶ等、個性豊かな俳優らの競演！ 

HD含む 

【番組の概要】 

松本清張が亡くなった８月に追悼の意を込めて毎年お送りして
いる「清張祭り」を今年も開催。 

清張原作の厳選したサスペンスドラマ全33作品を毎週日曜に
一挙放送。今回人気の長編シリーズには、黒い画集シリーズの
「紐」や「事故」、「わるいやつら」、「強き蟻」をラインナップ。また
「張込み」、「声」などの短編シリーズ、江戸を舞台にした変わり
種の「異変街道」も登場。珠玉の原作をドラマ化した作品を多数
放送。 

さらに、ビートたけしの「鬼畜」や大竹しのぶの「霧の旗」、三船
敏郎の「球形の荒野」、多岐川裕美の「一年半待て」といった名
だたる俳優らが出演している作品も放送。個性豊かな俳優らが
清張の世界を見ごたえ十分に表現している。 

国内ドラマ 

「黒い画集 紐」:コピーライト不要 

スタート 



 
 
 
 
  

8/23（日）   

★「夜光の階段」 

★「一年半待て」 

 「球形の荒野」 

★「犯罪広告」 

★「山峡の章」 

 「不在宴会 死亡記事の女」 

 「強き蟻」 

 

8/2（日） 
★「恐喝者」 
 
8/9（日）    
★「鬼畜」 
★「事故」 
★「脊梁」 
★「種族同盟」 
 「ガラスの城」 
 「たづたづし」 
 
8/16（日）   
★「霧の旗」 
★「支払い過ぎた縁談」 
 「10万分の1の偶然」 
★「異変街道」 
★「指」 
 「家紋」 

 

8/30（日）   

★「黒い画集 紐」 

★「風の息」 

 「交通事故死亡1名」 

★「声」 

★「留守宅の事件」 

 「黒の奔流」 

 「わるいやつら」 

 

9/6（日）    

★「老春」 

 「渡された場面」 

 「喪失の儀礼」 

 「張込み」 

 「聞かなかった場所」 

 「鉢植を買う女」 

 

 

 

全33作品放送ラインナップ 

★：チャンネル銀河初放送作品 

松本清張 夏の傑作選 
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恐喝者 
放送日時：2（日）夜8：00- 

制作：1997年/日本/原作：松本清張 

出演：古谷一行（尾村凌太）、藤真利子（竹内多賀子）、本田博太郎（加治宇一）ほか 

 

事故 
放送日時：9（日）午後12：15- 

制作：2002年/日本/原作：松本清張 

出演：古谷一行（田中幸雄）、十朱幸代（田中久子）、斉藤慶子（山西美保）ほか 

 

鬼畜 
放送日時：9（日）午前10：00- 

制作：2002年/日本/原作：松本清張 

出演：ビートたけし（竹中保夫）、黒木瞳（竹中春江）、室井滋（小出昌代）ほか 

家具店経営者・尾村（古谷一行）はかつて一緒に銀行強盗をした加治（本田博太郎）の会社が 

倒産したと聞く。金をせびられると感じた尾村は加治を襲うことを決意 

小さな印刷所を営む保夫（ビートたけし）と春江（黒木瞳）夫婦のもとに、 

保夫の愛人・昌代（室井滋）が幼い子供たちを連れて生活費と養育費を要求しにくる 

妻の久子（十朱幸代）と探偵事務所を営む幸雄（古谷一行）は、夫・山西（鶴見辰吾）の浮気調査を 

依頼してきた美保（斉藤慶子）と関係をもってしまう・・・ 「恐喝者」「鬼畜」「事故」：©松竹 

HD 

HD 

HD 

松本清張 夏の傑作選 
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脊梁 
放送日時：9（日）午後3：00- 

制作：1982年/日本/原作：松本清張 

出演：池上季実子（川田トモ子）、清水健太郎（村尾宗一）ほか 

 

種族同盟 
放送日時：9（日）午後4：45- 

制作：1979年/日本/原作：松本清張 

出演：小川真由美（杉山千鶴子）、高橋幸治（矢野弁護士）ほか 

ガラスの城 
放送日時：9（日）夜7：00- 

制作：2001年/日本/原作：松本清張 

出演：岸本加世子（的場郁子）、洞口依子（三上田鶴子）、勝野洋（今西武雄）ほか 

HD 

恋人の宗一（清水健太郎）が強盗殺人容疑で逮捕された。 

事件の夜、宗一と床を共にしていたトモ子（池上季実子）は無罪を主張し続け、10年の月日が流れていた 

千鶴子（小川真由美）は旅館から旅館、仕事から仕事へと流れ歩く「渡り仲居」。 

そんな千鶴子に思わぬ災難が。彼女の色気に目をつけた議員秘書に犯されたのだ 

製鋼会社の営業部次長が慰安旅行中に姿を消し、死体で発見された。 

女性社員が謎に包まれた殺人事件の真相を追う 「脊梁」「種族同盟」：©松竹／「ガラスの城」：コピーライト不要 

HD 

HD 

HD 

松本清張 夏の傑作選 
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たづたづし 
放送日時：9（日）夜8：45- 

制作：2002年/日本/原作：松本清張 

出演：中村雅俊（仙川兼作）、名取裕子（仙川加奈子）、牧瀬里穂（平井アヤ）ほか 

 

霧の旗 
放送日時：16（日）午前10：00- 

制作：1983年/日本/原作：松本清張 

出演：大竹しのぶ（柳田桐子）、小林薫（阿部啓一）、松任谷正隆（正夫）ほか 

支払い過ぎた縁談 
放送日時：16（日）午後12：15- 

制作：1985年/日本/原作：松本清張 

出演：名取裕子（萱野幸子）、若山富三郎（萱野徳右衛門）ほか 

殺したはずの愛人が甦った？エリート官僚が落ちた色と欲のアリ地獄！ 

死を呼ぶ三角関係と衝撃の結末とは・・・ 

殺人容疑で逮捕された兄・正夫（松任谷正隆）の無実を信じる桐子（大竹しのぶ）は 

弁護士・大塚（二谷英明）を訪ねるが、高額な弁護料を望む大塚は依頼を断る 

地方の大名の末裔だが、今は落ちぶれ、財産は数千万するツボ一つという父娘に、 

詐欺師グループの魔の手が伸びる 「たづたづし」：コピーライト不要／「霧の旗」「支払い過ぎた縁談」：©松竹 

HD 

HD 

HD 

松本清張 夏の傑作選 
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10万分の1の偶然 
放送日時：16（日）午後2：30- 

制作：1981年/日本/原作：松本清張 

出演：関根恵子（現：高橋惠子） （明子）、泉谷しげる（山鹿恭介）ほか 

 

異変街道 
放送日時：16（日）午後4：15- 

制作：1993年/日本/原作：松本清張 

出演：古谷一行（三浦銀之助）、藤真利子（お蔦）、近藤正臣（鈴木栄吾）ほか 

指 
放送日時：16（日）夜6：30- 

制作：2006年/日本/原作：松本清張 

出演：後藤真希（福江弓子）、高岡早紀（北岡美穂）、萬田久子（生方恒子）ほか 

東名高速での追突事故を偶然カメラに収めた男と事故で恋人を失った女が、 

事故に不審な点を見出し、真相究明に立ち上がる 

甲府勤番に役替えされたばかりの栄吾（近藤正臣）が病死した。 

芸者・お蔦（藤真利子）は水茶屋の主人から身延の七面山で死んだはずの栄吾に会ったと聞く 

ペットの殺害事件が相次ぐ中、ワイドショーのリポーター・香織（星野真里）は 

人気女優の弓子（後藤真希）が犬の死体を遺棄する現場を目撃するが・・・ 

HD 

「異変街道」「指」：©松竹 

HD 

松本清張 夏の傑作選 
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家紋 
放送日時：16（日）夜8：15- 

制作：2002年/日本/原作：松本清張 

出演：岸本加世子（雪代・美奈子）、大地康雄（松野刑事）ほか 

夜光の階段 
放送日時：23（日）午前10：00- 

制作：1986年/日本/原作：松本清張 

出演：古谷一行（桑山信爾）、坂口良子（枝村幸子）、松尾嘉代（波多野雅子）ほか 

一年半待て 
放送日時：23（日）午後12：15- 

制作：1991年/日本/原作：松本清張 

出演：多岐川裕美（須村さと子）、小川真由美（高森たき子）、篠田三郎（岡島久男）ほか 

粉雪舞う冬の夜に訪れた黒衣の殺人鬼。無言の村人が隠す真犯人の正体とは？ 

生き残った幼い娘が知った両親の死の秘密とは？ 

女たちを利用し、邪魔になると殺してのし上がってきた花形美容師。一人の検事がその正体を執拗に追う 

さと子（多岐川裕美）が夫の要吉（本田博太郎）を殺して自首した。失業中で酒乱の夫に首を絞められたた
めだった。1年半後、さと子に執行猶予の判決が下る 

「家紋」：コピーライト不要／「夜光の階段」「一年半待て」：©松竹 

HD 

HD 

HD 

松本清張 夏の傑作選 
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球形の荒野 
放送日時：23（日）午後2：30- 

制作：1981年/日本/原作：松本清張 

出演：島田陽子（野上久美子）、三船敏郎（野上顕一郎）、中村雅俊（添田彰一）ほか 

犯罪広告 
放送日時：23（日）午後4：15- 

制作：1979年/日本/原作：松本清張 

出演：檀ふみ（ユリ子）、田村亮（甚吉）、渡辺篤史（勇）ほか 

山峡の章 
放送日時：23（日）夜6：15- 

制作：1981年/日本/原作：松本清張 

出演：音無美紀子（昌子）、目黒祐樹（英夫）、小野寺昭（恒平）ほか 

戦争によって引き裂かれ、地球という名の荒野に生きなければならなかった父と娘を描く 

町中に奇妙な犯罪広告が撒かれた。撒いたのは甚吉（田村亮）。 

16年前に起きた甚吉の母の殺人事件。甚吉は義父・源作（南原宏治）こそ犯人と決めつけた 

山中で建設省の若手官僚・英夫（目黒祐樹）と妻・昌子（音無美紀子）の妹・伶子（風吹ジュン）の 

心中死体が発見された。昌子は夫と妹の心中が信じられなかった 「犯罪広告」「山峡の章」：©松竹 

HD 

HD 

HD 

松本清張 夏の傑作選 
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不在宴会 死亡記事の女 
放送日時：23（日）夜8：00- 

制作：2008年/日本/原作：松本清張 

出演：三浦友和（魚住一郎）、田中好子（魚住早紀子）、平田満（鶴原）ほか 

強き蟻 
放送日時：23（日）夜10：00- 

制作：2006年/日本/原作：松本清張 

出演：若村麻由美（沢田伊佐子）、津川雅彦（沢田信弘）ほか 

黒い画集 紐 
放送日時：30（日）午前10：00- 

制作：2005年/日本/原作：松本清張 

出演：余貴美子（梅田静代）、大地康雄（田村聡介）ほか 

みちのく密会温泉で死んだ女！私は殺ってない！エリート官僚が墜ちた甘い罠とは・・・ 

黒い欲望に群がる女と男。30歳年上の富豪に嫁いだ悪女の微笑・・・。遺産相続殺人の誤算！最後
に笑った女は？ 

佐渡島の神主が東京の川べりで絞殺死体で発見された。田村警部補（大地康雄）は死体の脇に首に
三重に巻かれた紐がほどかれて置いてあったことに疑問を抱く 上記３作品 コピーライト不要 

HD 

HD 

HD 

松本清張 夏の傑作選 
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風の息 
放送日時：30（日）午後12：15- 

制作：1982年/日本/原作：松本清張 

出演：根津甚八（欣一）、関根恵子（現：高橋惠子）（八重子）、栗原小巻（佐紀子）ほか 

交通事故死亡1名 
放送日時：30（日）午後3：30- 

制作：1982年/日本/原作：松本清張 

出演：林隆三（小山田晃）、あべ静江（圭子）ほか 

声 
放送日時：30（日）午後5：15- 

制作：1978年/日本/原作：松本清張 

出演：音無美紀子（朝子）ほか 

 

昭和27年、羽田を飛び立った「もく星号」が大島三原山火口付近に墜落。執拗に事故の原因を探る男女
の前に立ちふさがる巨大な敵とは？ 

避けられぬ事故で一人の男をひき殺してしまったタクシー運転手。懲役3年の判決で服役したが、事
故は巧みに仕組まれたワナだった・・・ 

新聞社の電話交換手・朝子（音無美紀子）は大学教授宅へ連絡してくれと頼まれた。 

急いだ彼女は電話番号を間違え「こちらは死人しかいません」という声を聞く 「風の息」「声」：©松竹 

HD 

HD 

HD 

松本清張 夏の傑作選 
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留守宅の事件 
放送日時：30（日）夜7：15- 

制作：1996年/日本/原作：松本清張 

出演：古谷一行（萩野光治）、余貴美子（萩野芳子）、内藤剛志（栗山敏夫）ほか 

 

黒の奔流 
放送日時：30（日）夜9：00- 

制作：2009年/日本/原作：松本清張 

出演：船越英一郎（丹羽修造）、賀来千香子（丹羽ひとみ）、星野真里（横山リエ）ほか 

わるいやつら 
放送日時： 30（日）夜10：45- 

制作：2001年/日本/原作：松本清張 

出演：豊川悦司（戸谷信一）、十朱幸代（藤島千世）、藤真利子（寺島トヨ美）ほか 

恋した人妻との密会を企てた男の不運。秘密の行動が原因で、犯人と疑われた男が真実を探る 

弁護士版・危険な情事。 3人の美女に囲まれた男がズタズタに翻弄され、流されていく先は・・・ 

医者の仮面をかぶった殺人鬼の犯罪！病院の壁の内側で女をだまし、金をしぼり取る悪魔の計画とは・・・ 
「留守宅の事件」：©松竹／「黒の奔流」「わるいやつら」：コピーライト不要 

HD 

HD 

HD 

松本清張 夏の傑作選 



4 

動物病院ドクトル花子の事件簿 
放送日時：3（月）夜7：45- ほか 

制作：2003年/日本/全1話 

出演：泉ピン子（八巻花子）、村田雄浩（八巻正和）ほか 

 

サスペンスの女王特集 

「八巻動物病院」の院長で独身の獣医・八巻花子（泉ピン子）が、 

診察に来る飼い主たちが巻き込まれた事件の謎に迫るサスペンスドラマ 

港町人情ナース 
放送日時：４（火）-6（木）夜7：45- ほか 
制作：2006-2008年/日本/全3話 

出演：泉ピン子（花垣若葉）、小日向文世（轟幸太郎）ほか 

 

 

HD 

轟幸太郎（小日向文世）の経営する整形外科医院に勤務するナースで、 

人情味溢れる人柄から地元住民に慕われている花垣若葉（泉ピン子）が、 

事件を解決するサスペンスシリーズ 

HD 

ＣＳ初 

８月の銀河サスペンス745は、サスペンスの女王特集。 
名取裕子をはじめ、泉ピン子や市原悦子、高島礼子といった 
サスペンスドラマの女王たちが活躍する作品を多数放送！ 

上写真：コピーライト不要 
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サスペンスの女王特集 

ヘルパー春子の潜入記 
放送日時：１０（月）夜7：45- ほか 

制作：2005年/日本/全1話 

出演：泉ピン子（伴内春子）、田中健（柿沼栄作）ほか 

 

HD 

女手一つで育てた息子が交通事故で亡くなった。 

息子を失った伴内春子（泉ピン子）が、加害者を探すため、 

とある一家へヘルパーとして潜入し、事件の真相を探るサスペンスドラマ 

鉢植を買う女 
放送日時：７（金）夜7：45- ほか 

制作：2011年/日本/原作：松本清張 

出演：余貴美子（上浜楢江）、泉ピン子（岸田茂子）、 

田中哲司（杉浦淳一）ほか 

HD 

勤続30年で独身の楢江（余貴美子）は社内で密かに金を貸していた。 

ある日、客の一人で会計課に勤める杉浦（田中哲司）と酒に酔った勢いで関係を持ってしまう 

ＣＳ初 

上写真：コピーライト不要 
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家政婦 春子 
放送日時：１１（火）夜7：45- ほか 

制作：2005年/日本/全1話 

出演：泉ピン子（青山春子）、京唄子（塚原志寿江）ほか 

 

HD 

サスペンスの女王特集 

家政婦・青山春子（泉ピン子）が、雇われ先で遭遇した事件の謎に独自に迫り、
解決へと導くサスペンスドラマ 

保険調査員 蒲田吟子 
放送日時：１２（水）-１４（金）夜7：45- ほか 

制作：2001-2002年/日本/全3話 

出演：泉ピン子（蒲田吟子）、村田雄浩（千原勝一）ほか 

 

HD 

四十半ばを過ぎ、独身生活を続けるリサーチ会社の保険調査員・蒲田吟子（泉ピン
子）が元刑事・千原勝一（村田雄浩）とコンビを組み、事件を解決するサスペンスシ
リーズ 

ＣＳ初 

上写真：コピーライト不要 
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ノサップ岬の女 
放送日時：17（月）夜7：45- ほか 

制作：2002年/日本/全１話 

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 

 

HD 

サスペンスの女王特集 

聞かなかった場所 
放送日時：18（火）夜7：45- 

制作：2011年/日本/原作：松本清張/全１話 

出演：名取裕子（浅井恒子）、酒井美紀（久保孝子）、 

大杉漣（高橋千代吉）ほか 

HD 

箱根湯本の老舗旅館の若女将・雅代（名取裕子）は恋人で小説家の拓哉（岩城
滉一）を追って根室の納沙布岬へ向かった。 

二人は海に浮かぶ男性の死体を発見する 

厚生福祉省に勤める恒子（名取裕子）は馴染みのない場所で夫が突然死した
ことを知らされる。 

恒子は夫を介抱してくれた薬局の店主・高橋（大杉漣）を訪ねる 

上写真：コピーライト不要 
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銀座高級クラブママ 青山みゆき 
放送日時：19（水）-21（金）夜7：45- 

制作：2006-2008年/日本/全3話 

出演：名取裕子（青山みゆき）、風間トオル（甲斐達也）ほか 

銀座 高級クラブママｖｓ熱海 老舗旅館女将 
放送日時：24（月）夜7：45- 

制作：2005年/日本/全1話 

出演：名取裕子（立花小夜子）、草笛光子（立花志乃）ほか 

HD 

HD 

サスペンスの女王特集 

東京の銀座にある高級クラブ「カミュ」の“雇われママ”青山みゆき（名取裕子）が、自分
の周囲で起こる殺人事件の謎に迫り、事件解決へと奔走するサスペンスシリーズ。 

ＣＳ初 

銀座高級クラブの美人ママ・小夜子（名取裕子）と熱海の高級老舗旅館の名女将・志乃
（草笛光子）は超犬猿の仲の嫁姑関係。 

そんな二人が相次ぐ殺人事件に挑む！ 

上写真：コピーライト不要 
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犯罪交渉人ゆり子 
放送日時：25（火）-27（木）夜7：45- 

制作：2001-2004年/日本/全3話 

出演：市原悦子（野々村ゆり子）ほか 

監察医 篠宮葉月 死体は語る 

 
放送日時：22（土）スタート  

毎週（土）午後2：00- 2話連続 

制作：2001-2011年/日本/全10話 

出演：高島礼子（篠宮葉月）ほか 

原作：上野雅彦 

HD 

HD 

サスペンスの女王特集 

かつて事件の解決を図るために犯人と交渉するスペシャリストだった、 

元犯罪交渉人・野々村百合子（市原悦子）の活躍を描いた人気ドラマシリーズ。 

※＃１０のみ「監察医 篠宮葉月 新・死体は語る」になります。 

美貌の監察医・篠宮葉月（高島礼子）が難事件解決に挑む！ 

上写真：コピーライト不要 
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伊豆・金沢 犀賀焼殺人事件 
放送日時：28（金）夜7：45- 

制作：2003年/日本/全1話 

出演：赤井英和（冬木雅彦）、朝丘雪路（冬木鞠子）、 

中山忍（尾崎春名）ほか 

HD 

その他のサスペンス 

ＣＳ初 

金沢の川べりで何故か静岡県に住む男の他殺体が発見され
た。殺された男は、3年前に金沢で交通事故を起こし、若い主
婦とその子供を死に至らしめていた。殺された男のポケットに
はその親子の写真が残っており、警察は妻子を失ったことを
恨んだ夫・横山博之（原田龍二）による犯行との見方を強めた。
横山は犀賀焼（さいがやき）という技を子供にしか伝えない一
子相伝の釜元の跡取り息子だったが、交通事故直後から行
方をくらましていた。 

雑誌「週刊スクープ」の熱血記者・冬木雅彦（赤井英和）は有
名な料理研究家である母・鞠子（朝丘雪路）、同僚の記者・尾
崎春名（中山忍）と共に、金沢の料亭旅館に取材に来ていた。
雅彦は、その旅館で従業員と一人の男が揉めている現場に
遭遇し・・・。 

上写真：コピーライト不要 



映画「朝鮮名探偵 トリカブトの秘密」 
放送日時 2（日）昼12：00-ほか データ 制作：2010年/韓国/字幕 

キャスト 
俳優名（役名） 

出演：キム・ミョンミン（名探偵キム）、 
ハン・ジミン（ハン）、オ・ダルス（ソピル）ほか 

スタッフ 監督：キム・ソクユン 

3 

イ・サンが命じた名探偵キムが活躍 
犬商人ソピルとの 

愉快なコンビで謎に迫る！  
今年続編が公開され、大ヒットを記録！ 

HD 

【番組の概要】 

イ・サンの統治する時代を舞台に、朝鮮王朝を震撼させた大スキャンダルに挑む
名探偵の奮闘をコミカルに描いた歴史映画。コメディ満載でありながら、アクション
あり、ロマンスありとエンターテイメントに富んだ作品に仕上がっている。 

【ストーリー】 

1782年、貢納の不正を隠ぺいしようとする官僚たちの動きを察知した正祖（イ・サ
ン）は、朝鮮一の名探偵に事件の調査を命じる。さっそく調査に乗り出した名探偵
だが、捜査の初日から刺客に襲われる。窮地に陥ったところを犬商人のソピルに
助けられ、彼と共に事件の手掛かりである、“ヒメトリカブト”の花を探しに積城
（チョクソン）へ向かうのだった・・・。 

映画 

映画 
「イ・サン」好評放送中 
毎週（月）～（金） 
午後3：00～ 

上写真：©2010 SHOWBOX ALL RIGHTS RESERVED. 



階伯-ケベク-〈ノーカット字幕版〉 
放送日時 

31（月）スタート  
毎週（月-金）午後3：00- 2話連続 

データ 制作：2011年/韓国/字幕/全36話 

キャスト 
俳優名（役名） 

イ・ソジン（ケベク）、 
ソン・ジヒョ（ウンゴ）ほか 

スタッフ 

3 

大ヒット韓国歴史ドラマ「イ・サン」の 
イ・ソジン主演の歴史超大作！ 

HD 

【番組の概要】 

「イ・サン」で王・正祖を熱演したイ・ソジン主演。末期の百済を舞台に、国を守るた
めに最期まで戦った名武将・ケベクの波乱の生涯を描いた歴史ドラマ。大ヒット歴
史ドラマ「朱蒙」を手掛けた演出家＆脚本家が再びタッグを組み、愛や妬み、権力
がうごめく人間関係が緻密に描かれ、観る者を引き込んでいく。主人公・ケベクが
奮闘する戦闘シーンだけでなく、ヒロイン・ウンゴによる妃らとの美しくも激しい心
理戦も必見。 

【ストーリー】 

612年。サテク妃は新羅出身のソンファ王妃とその息子ウィジャの命を狙っていた。
2人を守っていたムジンだが、濡れ衣を着せられ追われる身に。身重の妻との逃
亡中、ケベクが誕生。14年後、ある事件をきっかけに、ムジンはウィジャとケベクを
守るため、非業の死を遂げる。成長したケベクはウィジャを父の仇と勘違い。しか
し、父の真意を知ったケベクは、父の遺志を引き継ぎ、王子を守る決意をする・・・。 

韓国歴史ドラマ スタート 

上写真：©MBC 2011 All Rights Reserved 

「イ・サン」好評放送中 
毎週（月）～（金） 
午後3：00～ 
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太陽を抱く月〈ノーカット字幕版〉 
放送日時：3（月）スタート 毎週（月-金）夜9：30- ほか 

制作：2012年/韓国/字幕/全20話 

出演：ハン・ガイン（ホ・ヨヌ/ウォル）、キム・スヒョン（イ・フォン） 

    チョン・イル（陽明君）、キム・ミンソ（ポギョン）ほか 

HD 

中国宮廷ドラマ「賢后 衛子夫」 
放送日時：8（土）スタート 毎週（土）夜8：00- 2話連続 

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 

その他の作品 

「太陽を抱く月」：©2012 MBC／「賢后 衛子夫」：©Huace Media International Limited 

【番組の全体概要】 

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、
宮廷ロマンス史劇。 

 

「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。 



 
【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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