
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

 
■『チョン・ドジョン＜ノーカット字幕版＞』 
 
■『三匹のおっさん２～正義の味方、ふたたび！！～』  
 
■『不倫調査員・片山由美』 
 
■『映画「半次郎」』 
 
■『映画「ヒトラー ～最期の12日間～」』 

タブーに踏み込んだ問題作！独裁者ヒトラーの狂気を描く  

チャンネル銀河2016年2月おすすめラインナップ 

幕末の雄・中村半次郎の生涯を描いた大河ロマン 

理想の国作りを目指し、革命に生きた男の物語 

ＣＳ初 

ＣＳ初含 

邦画 

不倫調査が殺人事件に発展！山村美紗原作の人気シリーズ 

町の用心棒・あのおっさんたちが帰ってきた！ 国内ドラマ 

韓国歴史ドラマ 

国内ドラマ 

ＣＳ初 

洋画 



韓国版“坂本龍馬”！ 
理想の国家を目指し、革命に生きた男の激烈な生涯を描く 

【番組の概要】 

朝鮮王朝建国の立役者チョン・ドジョンの生涯を描いた正統派歴史ドラマ。
高麗から朝鮮王朝に移る激動の時期に新しい国を建国しようとする人々と、
高麗を守ろうとする人々の激しい攻防から、親友との決別、チョン・ド
ジョンが味わった挫折やイ・ソンゲの葛藤など、重厚な人間ドラマが展開
する。 

 

【ストーリー】 

14世紀高麗恭愍（コンミン）王末期、成均館（ソンギュンガン）の末端官
職で儒学者のチョン・ドジョンは恭愍王に民心を察して国を統治するよう
に上訴を提出する。しかし王が読む前に、宰相イ・イニムは上訴を横取り
し、さらに恭愍王の後継ぎが賎出出身という噂を流そうと企てる。彼や成
均館の学官たちは、イ・イニムを含めた高麗の腐った勢力を弾劾しようと
奮起するが…。 

 

チョン・ドジョン＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時 22（月）スタート （月-金）朝8：30-/夜9：30- データ 
制作：2014年／韓国／字幕／
全50話 

キャスト 
チョ・ジェヒョン（チョン・ドジョン）、イム・ホ（チョン・モンジュ）、
ユ・ドングン（イ・ソンゲ）ほか 

スタッフ 
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スタート 

Licensed by KBS Media Ltd. © 2014 KBS. All rights reserved 
 

HD 韓国歴史ドラマ イチオシ 
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「チョン・ドジョン」人物相関図 

Licensed by KBS Media Ltd. © 2014 KBS. All rights reserved 
 



ご町内の悪を斬る、あのおっさんたちがますますパワーアップ！ 
“三匹” 仲間割れのピンチも！？ 

【番組の概要】 

ご町内を脅かす悪を成敗する痛快活劇ドラマ“三匹のおっさん”の第２シ
リーズ。かつての悪ガキ3人が還暦を迎え、私設自警団“三匹のおっさん”
を結成して1年後。第２シリーズでは、原作には無いオリジナルエピソード
が満載。 

 

【ストーリー】 

私設自警団結成から1年。いつも通り町内を夜回りしていた3人は、小学生
達と出会う。彼らは町内におばけが出ると学校で噂になっている屋敷を見に
来ていた。翌日、清一（北大路欣也）が噂の屋敷をもう一度訪れると、そこ
は着物の店だった。日に日に増えていく「お化けを見た」という目撃情報。
ついには、清一の息子・健児（甲本雅裕）や則夫（志賀廣太郎）までお化け
と遭遇してしまい…。（＃１より） 

三匹のおっさん２～正義の味方、ふたたび！！～ 

放送日時 8（月）スタート （月-金）午前9：30- データ 制作：2015年／日本／全9話 

キャスト 
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 
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スタート 国内ドラマ ＣＳ初 

コピーライト表記不要 

HD 



山村美紗原作の人気シリーズ13話を放送！ 
探偵の由美と、夫で刑事の俊介の掛け合いが妙！ 

【番組の概要】 

山村美紗原作、京都の探偵事務所の不倫調査員・片山由美が難事件を解決
するサスペンスシリーズ。京都府警の刑事課長を夫に持ち、不倫調査員と
して活動する片山由美のもとに、不倫や浮気調査の依頼が舞い込み、調査
の過程で殺人事件に遭遇。夫から言葉巧みに捜査情報を聞き出し、独自の
捜査で事件解決に奔走する。 

 

【ストーリー】 

京都の寺の裏山で若者が血を流して殺されているのが発見された。京都府
警の刑事課長・片山俊介（神田正輝）が現場に急行すると、被害者はロー
ン会社の社員・岸悟であることが判明。まもなく被害者の姉が駆けつけて
きた。その頃、俊介の妻・片山由美（池上季実子）が勤める探偵事務所に、
幼なじみの栗田いずみ（手塚理美）が訪ねてきて…。（ 不倫調査員・片山
由美１より） 

 

 

 

 

不倫調査員・片山由美 

放送日時 1（月）スタート （月-金）夜7：45- データ 
制作：2001-2013年／日本／
全13話 

キャスト 池上季実子（片山由美）、神田正輝（片山俊介）ほか スタッフ 原作：山村美紗 
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スタート 国内ドラマ ＣＳ初含 HD 

コピーライト表記不要 
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西郷隆盛とともに日本最後の聖戦に挑んだ男 
中村半次郎に見る“男の美学”とは 

映画「半次郎」 

放送日時 14（日）昼12：00-、20（土）午後3：30-ほか データ 
制作：2010年／日本／全1本
／実尺：121分 

キャスト 
俳優名（役名） 

榎木孝明（中村半次郎）、坂上忍（村田新八）、AKIRA（EXILE）
（永山弥一郎）ほか 

スタッフ 企画：榎木孝明 

【番組の概要】 
幕末を舞台に、西郷隆盛の右腕的存在として彼を支え、維新に尽力した、
実在の人物、薩摩武士・中村半次郎。激動の時代を侍として生き抜いた
彼の生涯を描く歴史ドラマ。奇声をあげ、突進していき一撃で斬り伏せ
る示現流を見事に表現。迫力ある戦闘シーンだけでなく、日本史上、最
後の内戦である西南戦争を丁寧に描いている。 

 

【ストーリー】 

動乱の幕末、薩摩藩。貧しい下級武士の中村半次郎（榎木孝明）は、若
い侍たちの中心的存在である西郷吉之助（田中正次）が京に上ると聞き、
自分もその一員に加えてほしいと願い出る。その面会の場、彼は西郷に
剣の腕前を披露。これが、以後の人生を共にする2人の出会いとなった。
上京後、人並み外れた度胸のよさと剣の腕前が評判となり、彼の名前は
たちまち世間に知れ渡る。 

 

邦画 

© 2010「半次郎」製作委員会 
 

HD 
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地下要塞での最期の12日間… 
すべてを目撃した秘書が明かすヒトラーの内面とは 

映画「ヒトラー ～最期の12日間～」 

放送日時 21（日）昼12：00-、27（土）午後3：15-ほか データ 

制作：2004年／ドイツ・イタ
リア／字幕／全1本／実尺：
155分 

キャスト 
俳優名（役名） 

ブルーノ・ガンツ（ヒトラー）、アレクサンドラ・マリア・ララ（トラ
ウドゥル・ユンゲ）ほか 

スタッフ 

【番組の概要】 
ヒトラーが地下の要塞で過ごした最期の12日間に焦点を当て、歴史的独
裁者の知られざる一面を浮き彫りにする衝撃の映画。1945年のベルリ
ン市街戦を背景に、彼の個人秘書を務めたトラウドゥル・ユンゲの目を
通して徐々に狂人化していく彼や彼に従う軍人らの自害、決死の突撃、
更には戦火に巻き込まれた市民まで、細部に描いている。 

 

【ストーリー】 

1942年、トラウドゥル・ユンゲは数人の候補の中からヒトラー総統の
個人秘書に抜擢された。1945年4月20日、ベルリン。第二次大戦は佳
境を迎え、ドイツ軍は連合軍に追い詰められつつあった。ヒトラーは身
内や側近と共に首相官邸の地下要塞へ潜り、ユンゲもあとに続く。そこ
で彼女は、冷静さを失い狂人化していくヒトラーを目の当たりにするの
だった…。 

 

 
©2004 Constantin Film Produktion GMBH 
 

HD 洋画 
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階伯 ケベク＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時：7（日）スタート 毎週（日）夜10：00- 2話連続 

制作：2011年/韓国/字幕/全36話 

出演：イ・ソジン（ケベク）、ソン・ジヒョ（ウンゴ）、 

チョ・ジェヒョン（ウィジャ王）ほか 

風の国＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時：22（月）スタート （月-金）午後3：00- 2話連続 

制作：2008年/韓国/字幕/全36話 

出演：ソン・イルグク（ムヒュル）、チョン・ジニョン（ユリ王）ほか 

その他／再スタート 

HD スタート 

【番組の概要】 
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。ウィジャ王を演じた
チョ・ジェヒョンは「チョン・ドジョン」では主役を務める。 

HD スタート 

【番組の概要】 
「朱蒙 チュモン」のその後、高句麗を舞台に、朱蒙の孫・無恤
（ムヒュル）＝大武神王（テムシンワン）(高句麗三代目王)の激
動の人生を描いた歴史ドラマ。 
 
 

韓国歴史ドラマ 

韓国歴史ドラマ 

「階伯ケベク」：©MBC 2011 All Rights Reserved 
「風の国」：Licensed by KBS Media Ltd.  ©2008 KBS Media All rights reserved 
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中国大河「岳飛伝 -THE LAST HERO-」 
放送日時：1（月）スタート （月-金）深夜1：00- 

制作：2013年/中国/字幕/全69話 

出演：ホァン・シャオミン（岳飛）、ロー・ガーリョン（秦檜）、 

ルビー・リン（李孝娥）ほか 

中国時代劇「傾城の雪」 
放送日時：10（水）スタート （月-金）夜11：00- 

制作：2012年/中国/字幕/全50話 

出演：ドン・ジエ（江嘉沅）、ドゥ・チュン（徐恨）ほか 

その他／再スタート 

HD スタート 

【番組の概要】 
「水滸伝」のその後、南宋時代を舞台に、中国史上、最も愛さ
れた最強のヒーロー・岳飛の知られざる生涯を描いた壮大な歴
史ドラマ。 
 

HD スタート 

【番組の概要】 
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。 
 
「岳飛伝」：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 
「傾城の雪」：©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 

中国歴史ドラマ 

中国歴史ドラマ 
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不倫サスペンス 
放送日時：14（日）スタート 4週連続（日）午後3：00- 4話連続 

制作：1980-2006年/日本/全16作（※２月は、12作品を放送） 

出演：片平なぎさ、とよた真帆、高島礼子、中原理恵ほか 

温泉若おかみの殺人推理 
放送日時：20（土）スタート 毎週（土）午前10：00- 3話連続 

制作：1994-2008年/日本/全18話 

出演：大島智子（若女将：１-３）、南田洋子（大女将：１-３） 

   東ちづる（若女将：４-１8）、岡田茉莉子（大女将：４-18）ほか 

その他／再スタート 

【番組の概要】 
罪を犯してしまうほどの愛に出会った人は果たして幸せなのか。
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！？ 

HD スタート 

【番組の概要】 
全国各地の温泉地を舞台に数々と起こる難事件を、旅館の若女将
が解決していく人気サスペンスシリーズ。若おかみの混浴シーン
が魅力。 

「帰省ラッシュ不倫殺人」「不倫の旅連続殺人」「死刑台のロープウェイ」：©大映テレビ／ 「深夜の法廷」 ©ユニオン映画 
「温泉若おかみの殺人推理」：©大映テレビ 

国内ドラマ 

HD スタート 国内ドラマ 



 
【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 

mailto:publicity@nissenad.co.jp

