
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

 
■『中国時代劇「傾城の雪」 』 
 
■中国大河『隋唐演義 集いし４６人の英雄と滅びゆく帝国』先行放送 
 
■『インス大妃＜ノーカット字幕版＞ 』 
 
■石原裕次郎生誕80周年記念 2ヶ月連続石原軍団特集 
 
■『マルホの女 保険犯罪調査員』 
 
■『商道 サンド＜ノーカット字幕版＞ 』 
 
■『不倫サスペンス』 

韓国歴史ドラマの巨匠イ・ビョンフン演出 

朝鮮王朝史上最も熾烈な権力争い！ 

チャンネル銀河2015年9月おすすめラインナップ 

幻の映画、ついに解禁！石原プロ珠玉の作品をラインナップ 

凸凹コンビが保険犯罪に立ち向かう！ 

主人公と彼女を愛する三人の男性との愛憎劇 ＣＳ初 

映画・国内ドラマ 

禁断の愛が平穏な生活を壊していく！ 

ＣＳ初 

銀河サスペンス745 ＣＳ初含 

韓国歴史ドラマ 

国内ドラマ 

中国歴史ドラマ 

「三国志」「水滸伝」と並ぶ歴史超大作！ 日本初 中国歴史ドラマ 

TV初含 

韓国歴史ドラマ 



女性がハマる中国時代劇！ 
陰謀・愛憎・出生の秘密、 

次々に繰り広げられる怒涛の展開から目が離せない！ 

【番組の概要】 

「宮廷の諍い女」に次ぐ女性がハマる中国時代劇の決定版。刺繍名家の一人
娘・江嘉沅（こうかげん）と、彼女を愛する三人の男との愛憎劇。明の時代
を舞台に、運命に翻弄されながらも強く生きるヒロインと彼女を取り巻く濃
密な人間模様を描いたドラマ。物語の前半は、天真爛漫な主人公が巻き起こ
すドタバタ劇がユーモアたっぷりに展開され、後半は一転して、次々と襲っ
てくる困難に、毅然と立ち向かう彼女の成長記になっている。 

 

【ストーリー】 

時は明の時代。皇宮御用達の刺繍の名手が集まる刺繍の町・蘇州（そしゅ
う）。“刺繍の神”の称号を皇帝より与えられた父を持つ江嘉沅（こうかげ
ん：ドン・ジェ）は同業の杭家の跡取りで許婚の杭景風（こうけいふう：ガ
オ・ハオ）と結婚して普通の一生を過ごすはずだった。しかし、徐恨（じょ
こん：ドゥ・チュン）という男性と出会い恋に落ち、更に父が罠に嵌り家が
凋落したことで、彼女の運命の歯車は狂い始め、哀しく辛い運命が襲い掛か
る・・・。 

中国時代劇「傾城の雪」 
放送日時 10（木）スタート （月-金）午後1：00- 2話連続 データ 2012年/中国/字幕/全50話 

キャスト 
俳優名（役名） 

ドン・ジェ（江嘉沅：こうかげん） 
ドゥ・チュン（徐恨：じょこん）ほか 

スタッフ 監督：リー・フイチュー 

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 

©2012 New Classics TV Entertainment Investment Co., Ltd. All Rights Reserved. 
提供：アジア・リパブリック７周年 

ＣＳ初 
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【番組の全体概要】 

 

中国大河「隋唐演義 集いし４６人の英雄と滅びゆく帝国」 

放送日時 27（日）夜9：00- 2話先行放送 データ 2012年/中国/字幕/全62話 

キャスト 
俳優名（役名） 

イェン・クァン（秦瓊：しんけい）、チャン・ハン（羅成：らせい） 
フー・ダーロン（楊広：ようこう）、バイ・ビン（蕭美娘：しょうび
じょう）ほか 

スタッフ 

【ストーリー】 

HD 先行放送 中国歴史ドラマ 日本初 

１0月の本放送開始を記念して、9月に先行放送を決定。総製作費30億円超。
中国全土を巻き込んだ壮絶な戦いを美男美女の豪華キャスト陣で描いた歴史超
大作。6世紀末期の中国、隋から唐へと移りゆく激動の時代を舞台に、中国史
上最悪の暴君と言われた煬帝（ようだい）を打倒するため、46人の英雄たちが
立ち上がる。 

紀元589年、隋が中国統一を果たした。初代皇帝の次子・楊広(ようこう（のち
の煬帝）：フー・ダーロン)は、うわべは孝行息子だったが内心では皇位継承を
狙っており、謀略をめぐらせて父王や皇太子の兄を暗殺。まんまと2代目皇帝の
座についたが、悪政により、世は乱れ各地で反乱が起こる。将軍だった父を幼く
して失った秦瓊（しんけい：イェン・クァン）は清廉な役人だったが、彼もまた
反朝廷の決意を固める。やがて、秦瓊、義賊の元締め・単雄信（ぜんゆうしん：
フー・ドン）を筆頭に、46人の英雄好漢らが瓦崗塞(がこうさい)に集結。朝廷を
おびやかす一大勢力となっていく・・・。 

「三国志」「水滸伝」と並ぶ歴史超大作！ 
中国史上最悪の皇帝 VS 46人の英雄 

©浙江永楽影視制作有限公司 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 
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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 

朝鮮王朝史上最も激しい動乱の時代を生きた 
インス王妃の生涯を描く 

インス大妃＜ノーカット字幕版＞  

放送日時 1（火）スタート （月-金）朝8：30-/夜9：30- データ 2011年/韓国/字幕/全60話 

キャスト 
ハム・ウンジョン/チェ・シラ（ジョン/インス大妃）、ペク・ソンヒョ
ン（トウォン君）ほか 

スタッフ 演出：イ・テゴン 

【番組の概要】 

歴史は彼女を大妃（テビ）にした―。王妃になる野望を抱き、自らの手
で運命を切り開いていったインス大妃（テビ）の波乱に満ちた生涯を描
いた歴史ドラマ。困難を乗り越え、権力を確立していくジョン（のちの
インス大妃）を中心に、姑となるチョンヒ王妃、成宗（ソンジョン）の
妻ユン氏が繰り広げる王妃たちの愛と確執の物語から目が離せない。有
形文化財の景福宮、昌徳宮で撮影した宮中シーン、国立国楽院楽士と踊
り手の協力を得て伝統音楽を紹介するのも見どころ。 

 

【ストーリー】 

朝鮮王朝が最も波乱に満ちた時代。ジョン（のちのインス大妃：ハム・
ウンジョン）は王妃になる野望を抱き、スヤン大君（キム・ヨンホ）の
長男・トウォン君（ペク・ソンヒョン）に嫁ぐ。そして、スヤン大君が
クーデターを起こし、玉座を得ると、ジョンは皇太子妃の座にのぼりつ
め、類まれなる頭脳と政治感覚で権力と地位を確立していく・・・。 

 

 

HD スタート 韓国歴史ドラマ 

© JTBC Co., Ltd. all rights reserved. 
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石原裕次郎生誕80周年記念 2ヶ月連続石原軍団特集 

石原プロ秘蔵の映画「愛の化石」、テレビ初放送！ 
映画「黒部の太陽」をはじめ、「大都会PARTⅡ」など 
石原軍団が出演する珠玉の作品をラインナップ！ 

HD 

【概要】 

昭和の大スター・石原裕次郎の生誕80周年を記
念し、チャンネル銀河では、9月・10月に石原
軍団特集を編成。1970年の劇場公開以来、初の
解禁となる幻の映画「愛の化石」をはじめ、石原
裕次郎主演の映画「栄光への5000キロ」、名作
「黒部の太陽」などの映画を多数放送。 

その他にも、渡哲也・舘ひろしら石原軍団出演の
ドラマもラインナップ。 

更には、昭和の大ヒットドラマ「西部警察」のロ
ケ地を巡るオリジナル番組も放送。 

昭和を彩り、今なお魅力溢れる石原軍団の珠玉の
作品は必見！ 

 

映画 
国内ドラマ 

9月放送作品（一部） 

大都会PARTⅡ 

10月放送予定作品（一部） 

愛の化石 栄光への
5000キロ 

黒部の太陽 ある兵士の賭け 写真全て：提供：石原プロモーション 
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映画「愛の化石」 

放送日時 27（日）夜7：00- データ 1970年/日本/全1本 

キャスト 
俳優名（役名） 

浅丘ルリ子（沢由紀）、田宮二郎（原田）ほか スタッフ 

浅丘ルリ子主演のラブロマンス映画 
未DVD化・劇場公開以来、門外不出の作品が遂に解禁！  

映画 

【番組の概要】 

当時石原プロ所属の女優だった、浅丘ルリ子主演のラブロマンス映
画。当時の劇場公開以来、DVD化はおろか、TV放送すらされてい
ない門外不出の作品が遂に解禁。浅丘ルリ子の美しさが際立つ魅惑
の作品。 

 

【ストーリー】 

ベトナムの取材から帰国した、報道カメラマン日比野（高橋悦史）
は、恋人の庄司ジュン子（渚まゆみ）から用意された、沢由紀（浅
丘ルリ子）を撮る仕事に取り組んだ。由紀は今や、ヨーロッパ帰り
のテキスタイル・デザイナーとして、各方面から注目を浴びていた。
日比野は彼女の背後にはかつての恋人とロンシャンの企画部長原田
（田宮二郎）がいることを知った。ある日、由紀はかつての恋人の
帰国の報を聞き、八方を探し回るのだが居所すら不明で・・・。 

 

HD TV初 

石原裕次郎生誕80周年記念 2ヶ月連続石原軍団特集 

提供：石原プロモーション 



映画「栄光への5000キロ」 

放送日時 20（日）夜8：00- データ 1969年/日本/全1本 

キャスト 
俳優名（役名） 

石原裕次郎（五代高行）、浅丘ルリ子（坂木優子）ほか スタッフ 

石原裕次郎が情熱を注ぎ、命がけで作り上げた大作！  
ヨーロッパ・アフリカロケによる、迫力あるレースシーンは必見 

映画 

【番組の概要】 

石原裕次郎が莫大な時間と労力を費やし、作り上げたロマンチシズ
ムあふれる傑作映画。アフリカを舞台に生死を賭けた戦いに挑む主
人公を石原裕次郎が務め、浅丘ルリ子が彼の恋人に扮し、大人の男
と女のドラマが展開される。 

 

【ストーリー】 

世界中を渡り歩きながらレースに参戦している五代高行(石原裕次
郎)。モンテカルロ・ラリーに参加するが、途中クラッシュしてし
まいナビゲーターを亡くす。五代を看病してくれていた恋人の優子
(浅丘ルリ子)もまた、彼のもとから去ろうとしていた。日本グラン
プリも優勝を逃してしまった五代は、日産自動車常務の高瀬(三船
敏郎)からの打診でサファリ・ラリーへの参加を決意する・・・。 

 

HD 

石原裕次郎生誕80周年記念 2ヶ月連続石原軍団特集 

提供：石原プロモーション 5 



石原裕次郎生誕80周年記念 2ヶ月連続石原軍団特集 

大都会PARTⅡ 

放送日時 

10（木）スタート （月-金）朝7：00- 
11（金）スタート 毎週（金）夜0:00- 5話連続 
※11（金）は2話連続 

データ 1977-1978年/日本/全52話 

キャスト 
俳優名（役名） 

石原裕次郎（宗方悟郎）、渡哲也（黒岩頼介）、松田優作（徳吉功）ほか スタッフ 製作総指揮：石原裕次郎 

スタート 

石原裕次郎、渡哲也、松田優作 三大スターの競演！ 
昭和のドラマ史に名を残す傑作刑事ドラマ 

国内ドラマ 

【番組の概要】 

前作「大都会―闘いの日々― 」から大きく路線変更され、ハード
なアクションとユーモアが加わり、エンターテインメント性がパ
ワーアップした傑作刑事ドラマ。 

 

【ストーリー】 

舞台は東京の城西署。捜査一課の刑事である黒岩(渡哲也）、徳吉
（松田優作）、そして渋谷病院の外科医である宗方（石原裕次郎）
は、正義のために、人命のために、互いに協力し合い、時に対立し
ながらも、凶悪事件、凶悪犯に命をかけて挑む。 

HD 

提供：石原プロモーション 

6 



神楽坂署 生活安全課 

放送日時 1（火）スタート （月-金）夜7：45- データ 2005-2008年/日本/全5話 

キャスト 
俳優名（役名） 

舘ひろし（高岡英治）、モト冬樹（戸川六輔）ほか スタッフ 

スタート 

エイジ（舘ひろし）＆ロク（モト冬樹）コンビのコミカルな掛け合い！ 
警視庁捜査一課の名物刑事にも注目！ 

国内ドラマ 

【番組の概要】 

市民の笑顔、市民の安全を守ることを使命とする神楽坂署生活安全
課の班長・高岡英治（エイジ）と幼稚園からの腐れ縁で同僚の生活
安全課刑事・戸川六輔（ロク）の迷コンビの二人が難事件を解決す
るサスペンスシリーズ。 

 

【ストーリー】 

地域住民の問題を解決する生活安全課に今日も住民から依頼が来る。
情に厚い正義漢、神楽坂署生活安全課の班長・高岡英治（エイジ：
舘ひろし）と女房役の戸川六輔（ロク：モト冬樹）とは幼稚園から
の幼なじみで、市民の生活を守る迷コンビ。自転車盗難から騒音問
題、犬泥棒・下着泥棒と地域のトラブルが思わぬ事件と繋がってい
く。警視庁捜査一課、所轄の刑事課に邪険に扱われながらも、生活
安全課の迷コンビが難事件解決に奔走する！ 

HD 

上写真：コピーライト不要 

石原裕次郎生誕80周年記念 2ヶ月連続石原軍団特集 

7 



マルホの女 保険犯罪調査員 

放送日時 22（火）スタート （月-水）深夜0：00- データ 2014年/日本/全10話 

キャスト 
俳優名（役名） 

名取裕子（柏木奈津子）、麻生祐未（遠野亜希）ほか スタッフ 

スタート 

専門知識と警察顔負けの情報収集力！ 
名取裕子と麻生裕未の凸凹コンビが保険犯罪に立ち向かう！ 

国内ドラマ 

【番組の概要】 

CS初放送。「ダマそうなんて、出来ると思って?」「犯罪なら、一
円たりとも渡さない！」。38億円の個人資産を有する資産家・柏
木奈津子と幼少から貧乏な生活を送るドケチ調査員・遠野亜希とが
コンビを組み、保険の支払いが適正かどうか調査していく1話完結
型のサスペンスドラマ。名取裕子と麻生祐未のコンビがアップテン
ポな会話劇と本格的な謎解きで魅せる勧善懲悪・痛快サスペンス。 

 

【ストーリー】 

多額の保険金に目がくらみ、不正請求、事故偽装、詐病、果ては人
殺しまで企てる輩が後を絶たない。巧妙化する手口と悪知恵に立ち
向かい、真実を明らかにするのが保険調査員である。論理的・数学
的に事件に立ち向かう柏木奈津子（名取裕子）、番長気質の浪花節
で直感的に動く遠野亜希（麻生祐未）。全ての価値観が真逆の凸凹
コンビが専門知識と警察顔負けの情報収集力を駆使して一筋縄では
いかない数々の保険犯罪を調査、真実を導き出していく。 

 

HD ＣＳ初 

上写真：コピーライト不要 
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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 



現代にも通じる「商道」精神に多くのビジネスマンが共感 
朝鮮王朝一の大商人、その波乱万丈の人生を描いた感動巨編 

商道 サンド＜ノーカット字幕版＞  

放送日時 24（木）スタート （月-金）午後3：00- 2話連続 データ 2002年/韓国/字幕/全50話 

キャスト 
イ・ジェリョン（イム・サンオク）、キム・ヒョンジュ（パク・タニョ
ン）ほか 

スタッフ 演出：イ・ビョンフン 

【番組の概要】 

１９世紀、朝鮮王朝時代を舞台に実在した商人イム・サンオクの生涯を
描いた歴史ドラマ。原作は韓国内で300万部のベストセラー。イ・ビョ
ンフンが演出を務める。“商道”を追究したその商人哲学と知徳で数々
の苦難を乗り越え、奴婢から高位官職にまで上りつめた波乱万丈の生涯
を描く骨太の感動巨編。 

 

【ストーリー】 

朝鮮一の通訳官を目指すサンオク（イ・ジェリョン）は、父と共に中国
行きの商団に加わった際、密輸の濡れ衣をきせられる。父を打ち首にさ
れ官奴婢という過酷な境遇に追いやられたが、彼は真鍮器屋で働くうち
に商人として頭角を現す。恩師ホン・ドゥクチュ（パク・イナン）との
出会いで、稀代の商才を開花させていくのだが・・・。 

HD スタート 韓国歴史ドラマ 

© 2001-2 MBC 
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食卓のある風景 
放送日時：9（水）夜7：45- 

制作：1996年/日本 

出演：宮本信子（山根優子）、前田吟（山根剛史）ほか 

ガーデニングが趣味の主婦・優子（宮本信子）は夫・剛史（前田吟）、一人息子・真（山本耕史）と三人で東京郊外の一軒家で平穏
な日々を送っていた。そんなある日、剛史から愛人の亜希（有沢妃呂子）を殺したと打ち明けられた。優子は家庭の平和を守るため
に、死体を隠そうと決意。独居老人・森村（大滝秀治）の家の裏庭に亜紀の死体を埋めるが・・・。 

9月の銀河サスペンス745は、「不倫サスペンス」特集。 

禁断の愛に溺れ、夫が、妻が、それぞれの想いのままに罪を犯してしまう。 

時に、逃避行をし、時に、完全犯罪を計画。愛する人のために、自分の夫を、妻を陥れる・・・。
愛欲の末に、今の生活を壊した男女に待ち受ける結末とは・・・！？ 

不倫サスペンス 

深夜の法廷 
放送日時：8（火）夜7：45- 

制作：1994年/日本 

出演：黒木瞳（秋葉香江）、内藤剛志（秋葉洋平）ほか 

29歳の主婦・香江（黒木瞳）は教師をしている夫・洋平（内藤剛志）の不倫相手を綿密な復讐計画を立てて殺した。犯人として逮
捕された洋平は精神に異常をきたして入院、禁治産者を宣告された。香江は、まもなく洋平の父親から離婚届と3000万円の慰謝料
を受け取るが、計画を見破った人物が現れて・・・。 

上写真すべて：©ユニオン映画 

HD 

HD 
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妻の知らない夫の顔 
放送日時：10（木）夜7：45- 

制作：1987年/日本 

出演：市毛良枝（麻子）、高田純次（保夫）ほか 

 

帰省ラッシュ不倫殺人 
放送日時：11（金）夜7：45- 

制作：1989年/日本 

出演：梶芽衣子（多佳子）、萩島真一（信光）、長門裕之（宇田刑事）ほか 

 

死刑台のロープウェイ 
放送日時：14（月）夜7：45- 

制作：1990年/日本/原作：夏樹静子 

出演：片平なぎさ（不二木律子）、萩島真一（不二木達夫）ほか 

 

麻子（市毛良枝）は、「週刊レディ」の記者。夫の保夫（高田純次）は、焼津に単身赴任中で、二人の息子と母の4人で暮らしてい
る。週末に帰ってきた保夫が、焼津に戻ると言ったまま行方不明になった。焼津に行って保夫を探すうち、毎週金曜日に保夫が行っ
ていたという旅館が見つかった。 

「妻の知らない夫の顔」：©ユニオン映画／「帰省ラッシュ不倫殺人」「死刑台のロープウェイ」：©大映テレビ 

信光（荻島真一）は愛人・エリ子（八神康子）に逢うため、関越道を北に向かった。妻・多佳子（梶芽衣子）は信光を追い、エリ子
との密会現場に乗り込んだが、多佳子と信光が口論中に居合わせた強盗がエリ子を射殺。強盗は偶然開いていた多佳子の車のトラン
クを死体に隠した。やがて死体を発見した信光と多佳子は必死で死体を始末しようとするが・・・。 

会社社長の室伏の撲殺体が自宅で発見された。妻・ナオミ（岡まゆみ）と、ナオミの愛人で室伏の部下・達夫（荻島真一）が疑われ
たが二人にはアリバイがあり、強盗による犯行とされる。達夫のアリバイを証明したのは、妻・律子（片平なぎさ）だった。1年後、
箱根のロープウェイでナオミが何者かに刺殺された。駅員がたちこめる霧の中に消える男を目撃していた。 

ＣＳ初 

HD 

HD 

HD 

不倫サスペンス 
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黒の環状線 
放送日時：15（火）夜7：45- 

制作：1980年/日本/原作：山村美紗 

出演：安奈淳（日野千沙子）、大出俊（日野夏彦）ほか 

密告電話 
放送日時：16（水）夜7：45- 

制作：1998年/日本 

出演：斉藤由貴（鈴木章子）、寺田農（鈴木浩平）、阿藤海（高田圭介）ほか 

目には目を 
放送日時：17（木）夜7：45- 

制作：1988年/日本 

出演：大谷直子（湯川真弓）、萩島真一（岡田隆）ほか 

 

不倫サスペンス 

帰国した婚約者の日野助教授（大出俊）を空港に迎えた千沙子（安奈淳）は、見知らぬ美女と立ち話をしている日野を目撃した。や
がて挙式した二人は新婚旅行に行くが、その間に日野の恩師が毒殺され、帰京した直後に女流作詞家（奈美悦子）が毒殺された。一
見何の脈略もない殺人事件に見えたが、ショックを受けている夫の姿に千沙子の不安はふくれあがった・・・。 

都内で連続殺人事件が発生。取材を進めた新聞記者・章子（斉藤由貴）は事件に産婦人科病院の院長をしている父・浩平（寺田農）
が関係していると気付く。まもなく、章子は嬰児だった頃、誘拐され、そのことが今回の連続殺人に結びついていると知り、不安に
かられる。父も母も隠していた秘密とは・・・。 

「黒の環状線」「目には目を」：©大映テレビ／「密告電話」：©ユニオン映画 

真弓（大谷直子）は妻子がいる旅館の若主人・隆（荻島真一）と駆け落ちをして、雪の北陸から東京へ出てきた。1年後のある夜、
坂道を歩いていた2人に暴走バイクが突っ込んできた。隆は真弓をかばってはねられ、両目を負傷。バイクは走り去った。隆は視力
を失い、放置すれば完全失明、治すには眼球移植しかない。それにはアイバンクの予約待ちに時間がかかるという。 

ＣＳ初 

HD 

HD 

HD 

ＣＳ初 
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復讐はワイングラスに浮かぶ 
放送日時：18（金）夜7：45- 

制作：1985年/日本/原作：赤川次郎 

出演：柏原芳恵（洋子）、萩原流行（村上徹）ほか 

 

不倫期 
放送日時：21（月・祝）夜7：45- 

制作：1992年/日本/原作：森村誠一 

出演：山口果林（米田利子）、永島暎子（真杉美穂子）ほか 

 

恋人を事故で亡くした亜沙子（とよた真帆）は、かねてから彼女に好意を寄せていた勤務先の社長・西園（寺田農）の後妻となる。
しかし、亜沙子は義娘の夫・泉（西村和彦）と不倫関係にあった・・・。そんなある日、海外出張に出掛けた西園の目を盗み、亜沙
子と泉は北海道に旅行するが・・・。 

不倫の旅連続殺人 
放送日時： 22（火・祝）夜7：45- 

制作：2003年/日本/原作：山村美紗 

出演：とよた真帆（西園亜沙子）、西村和彦（泉達也）ほか 

洋子（柏原芳恵）の勤める会社で社内唯一の二枚目男性が結婚。洋子は関心がないが、先輩や同僚たちは色めきたち、若い子たちは
会社を辞める騒ぎに。そんな時、素敵な独身社員・村上（萩原流行）が入社。洋子は次第に村上を好きになり、結婚さえ考え始める。
ところが、その村上に妻子がいた・・・。 

利子（山口果林）と美穂子（永島暎子）は高校時代の同級生。美穂子は利子の恋人だった浩次（岡本富士太）と結婚し、幸せな生活
を送っていた。利子は夫に愛人ができ、目下別居中で経済的に苦しい。美穂子は何かと利子の力になろうとするが、利子の目には美
穂子が自分の幸せを誇示しているとしか映らない。同窓会が諏訪湖であり、利子はテレクラで知り合った新田（国広富之）に頼んで、
美穂子を誘惑してもらう。 

上写真すべて：©大映テレビ 

ＣＳ初 

ＣＳ初 

HD 

HD 

HD 

不倫サスペンス 



殺人設計図を書く女 
放送日時：23（水・祝）夜7：45- 

制作：1993年/日本 

出演：小野寺昭（麻生謙三）、渡辺典子（麻生規子）ほか 

 

共犯 
放送日時：24（木）夜7：45- 

制作：2002年/日本 

出演：高島礼子（三橋杏子）、石黒賢（高木良介）ほか 

時価一億円の女 
放送日時： 25（金）夜7：45- 

制作：2006年/日本 

出演：斉藤慶子（桃木ハナコ）、大賽智子（臼井緑）ほか 

 

ふた回り年下の妻・規子（渡辺典子）が夜、学生を呼んで浮気をした。帰宅した建築家の夫・謙三（小野寺昭）は激怒し、規子は家
出して行方不明に。規子は無断で貯金を500万ずつ1000万円引き出していたのがわかる。鹿児島の規子の祖父・辰造（織本順吉）
を訪ねた謙三は、規子が3年前までアダルト・ビデオの女優で、監督の水島（宮崎達也）と心中を図り、2人は助かったと聞き出す。 

料理研究家の杏子（高島礼子）が、せまってきた自分の亡母の愛人を刺殺。犯行が発覚することを恐れた杏子は、証拠隠滅を図って
現場から逃走する。ところが程なく、犯行を目撃したという男から杏子に口止め料を請求する電話がかかる。男の「証拠がある」と
の話に杏子は驚愕。だが、杏子が会った男は、偶然チンピラに襲われ、記憶喪失に・・・。 

「殺人設計図を書く女」 「時価一億円の女」 ：©大映テレビ／「共犯」：©ユニオン映画 

ＣＳ初 

臼井竜次は女やギャンブルで多額の借金をしていた。阿久津由香もクレジットカードによる買い物で多額の借金があった。出会い系
サイトで知り合った臼井緑と阿久津ヨシヒコは心中にみせかけて二人を殺し、その保険金で借金を返済しようとしたが・・・。 
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しあわせのわけまえ 
放送日時：28（月）夜7：45- 

制作：1991年/日本 

出演：多岐川裕美（堀田友江）、西岡徳馬（堀田敬一）ほか 

 

冬の旅 女ひとり―京都去りがたし― 
放送日時：29（火）夜7：45- 

制作：1989年/日本 

出演：池上季実子（立原夕子）、黒木瞳（野島真美）、石黒賢（村田武）ほか 

 

 

友江（多岐川裕美）の一人息子で7歳の健太が2階から飛び降り自殺した。健太は女の子いじめが激しく、夫の敬一（西岡徳馬）が
一向に叱らないので、友江が叱り役に回っていた。健太に娘をいじめられたことのある、画家・原口（磯部勉）が友江を慰めてくれ
た。原口は離婚している。やがて2人は愛し合う仲に。同じ頃、敬一は会社のOL・美枝（白石まるみ）と不倫の関係にはまる。 

ＣＳ初 

テレビキャスターの夕子（池上季実子）は大晦日の生中継に入った途端、絶句してしまった。急にしゃべれなくなったのだ。「事
故！」とカメラは慌てて切り替わり、スタッフは冷汗を流した。原因はその日スポーツ紙が報じた“評論家・川村桂二との不倫”と
いう記事にあると誰もが信じた。だが、それは違った・・・。失恋は事実だったが、相手は・・・。 

「しあわせのわけまえ」 「スキャンダル」 ：©大映テレビ／「冬の旅 女ひとり―京都去りがたし―」：©テレパック 

スキャンダル 
放送日時：30（水）夜7：45- 

制作：1987年/日本 

出演：沢田亜矢子（入江恒子）、中尾彬（岡比与志）、国広富之（祐輔）ほか 

恒子（沢田亜矢子）は独身28歳。裕輔（国広富之）という恋人がいるが、彼には恒子と結婚する意志はない。横浜レーヨンの副社
長・西池（下塚誠）がホテルで急死。愛人だった恒子が部屋に居合わせた。恒子は異変をフロントに連絡、西池の上着からこっそり
手帳を抜き取った。数日後、恒子が銀座の宝石店に現れ、西池にもらった指輪を買い戻してほしいという。 

ＣＳ初 
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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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