
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

 
■『中国歴史ドラマ「武則天－The Empress－」』 
 
■『善徳女王＜ノーカット字幕版＞』 
 
■『ガラスの家』  
 
■『百済の王 クンチョゴワン＜ノーカット字幕版＞』 
 
■銀河サスペンス745  悪女特集 
『悪女の階段』 
『美しき悪女の伝説 黒蜥蜴』ほか 
 
『「孤独のグルメ」シリーズ49話 一挙放送』 

今月はサスペンスにも悪女が多数登場 

チャンネル銀河2016年7月おすすめラインナップ 

大石静原作の官能的でスリリングなラブストーリーを斎藤工が熱演！ 

セクシーすぎた“中国三大悪女” 

歴史の中に葬られた百済の英雄の生涯を描く 

「チャングムの誓い」を超えた大ヒットドラマ！ 

国内ドラマ 

中国歴史ドラマ 

ＣＳ初 

日本初 

韓国歴史ドラマ 

国内ドラマ 

韓国歴史ドラマ 

人気シリーズを毎週土曜に一挙放送！五郎さんが食べまくる！ 国内ドラマ 

ＣＳ初含 



2015年中国ドラマ視聴率No.1！ 
「大奥」を凌ぐ究極の宮廷ドロドロ史劇！ 

【番組の概要】 

3ヶ月連続中国悪女シリーズの最終章。中国歴代王朝の中で最も華やかだっ
たとされる西暦637年の唐。後に“中国三大悪女”のひとりとされ、中国
史上唯一の女帝となった武則天の生涯を描く。愛憎・嫉妬・陰謀・殺戮、
愛と野望渦巻く豪華絢爛な歴史ドラマだ。下級の側室だった彼女が、いか
にして「王座」を手に入れたのか。その大いなる野望と真実が明かされる。 

 

【ストーリー】 

第2代皇帝・李世民（チャン・フォンイー）が治めた唐の時代。その後宮に
美しく天真爛漫な少女・武如意（ファン・ビンビン）が入宮する。期待に
胸をふくらませる彼女を待ち受けていたのは、厳しい掟の中で権力争いを
繰り広げる妃嬪たちだった。野望と思惑が渦巻く後宮で生き抜く覚悟を決
める武如意。やがて、李世民の寵愛を一身に受けた彼女は、さらなる巨大
な陰謀と権力争いに巻き込まれていく……。 

中国歴史ドラマ「武則天－The Empress－」 

放送日時 18（月）スタート （月-金）夜11：00- 
※リピート：19（火）スタート （月-金）午後1：00- 

データ 
制作：2014年／中国／字幕／
全82話 

キャスト 
俳優名（役名） 

ファン・ビンビン（武則天/武如意）、チャン・フォンイー（李世民）、 
アーリフ・リー（李治/雉奴）ほか 

スタッフ 
監督：ガオ・イージュン（「宮
廷の諍い女」） 
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HD スタート イチオシ 

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 

中国歴史ドラマ 



「武則天－The Empress－」の魅力 

国が規制！？セクシーすぎて話題に！ 

中国本国では、放送開始からわずか1週間で、突然一時放送中止に。 

中止の理由には様々な憶測が飛び交ったが、放送再開されると原因は一
目瞭然。 

主演のファン・ビンビンほか女優たちの胸の谷間が消え、首から下は映
さないという大胆な修正が入った。 

とはいえ、本作の舞台である唐代の衣装は、中国歴代王朝で露出度ナン
バーワン。 

妖艶な衣装を着こなす女性たちが、後宮で繰り広げるドロドロ陰謀バト
ルは見ごたえあり！ 

中国ナンバーワン女優で、「この世のものとは思えない美しさ」と絶賛
されるファン・ビンビン。 

アメリカのフォーブス誌にて中国有名人ランキング3年連続1位に選ば
れ、日本でも抜群の知名度を持つ。 

宮廷入りする10代から80歳過ぎまでの武則天を一人で演じきった演技
力に加え、ますます磨きのかかった魔性のカリスマと美貌を披露してい
る。 

また、主演のみならず総合プロデューサーとしての手腕も大きく振るい
話題の的に。 

©2014 ZheJiang Talent Television & Film Co., Ltd.  All Rights Reserved 

中国版エミー賞で最優秀女優賞を獲得！ 

中国トップ女優ファン・ビンビン 
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「武則天－The Empress－」圧巻の記録 

視聴率歴代No.1！ 

愛と欲望渦巻く歴史エンターテインメント！ 

最高権力者＜皇帝＞へ！中国史上最初で最後の女帝を描く 

栄華の頂点を極めた唐王朝。下級の妃嬪として入宮した若き武則
天を迎えたのは、厳しい序列、掟と優美な笑顔の裏で寵愛争いを
繰り広げる数多の妃嬪たちだった。 

息つく間もなく繰り広げられる騙し合いや裏切り。隣人を殺すこ
とも厭わない、血も凍るような極限状態の後宮で、天真爛漫な少
女だった武則天も次第に冷酷さを身につけ、妃嬪たちに対抗する
強い女性へと成長していく。 

総製作費56億円を投じた本作は、豪華キャスト陣と延べ1,000人
ものスタッフを動員し、壮大華麗なビジュアル世界を作り上げた。 

絢爛豪華な宮廷のセットや、3,000着以上に及ぶ煌びやかな衣装
など、ため息がこぼれる圧巻のビジュアルワークは必見。 

中国で放送が開始されると、動画サイトでのアクセス数が1日
5,100万回を超え、累計100億回を達成。放送が開始されるや中
国歴史ドラマ史上最高の視聴率※を記録。平均視聴率でも、2012
年以降の中国ドラマの中でNo.1を獲得した。 

©2014 ZheJiang Talent Television & Film Co., Ltd.  All Rights Reserved 3 

※2010年以降 CSMデータ調べ 



「武則天－The Empress－」主な人物相関図 

©2014 ZheJiang Talent Television & Film Co., Ltd.  All Rights Reserved 4 



 

 

中国三大悪女のひとり、則天武后の生涯を描いた「武則天－The Empress－」の 

日本初放送を記念して、7月の銀河は悪女を一堂に揃えた「悪女特集」！ 

 

妖艶さが男所帯の家族を崩壊に導く、ＮＨＫドラマ「ガラスの家」の黎をはじめ、 

韓国歴史ドラマ「善徳女王」からは、王女の座を狙う妖女ミシルが登場。 

午後１時から４時半までは、日本・中国・韓国の悪女が次々と登場する悪女ゾーンだ。 

 

そして銀河サスペンス745でも背筋が凍るほどの悪女たちが暗躍する……。 

幸せな家庭を恐怖に陥れる「モデルハウス」をはじめ、 

強盗団の女首領と名探偵明智小五郎の対決を描いた「美しき悪女の伝説 黒蜥蜴」など、 

女性の本当の怖さを知るサスペンス19作品の特集編成。 

7月のチャンネル銀河は、「悪女」だらけ！ 
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「武則天」と同時代の朝鮮半島を舞台に描く 
朝鮮史上初の女帝となった王女のサクセスストーリー 

【番組の概要】 

三国時代、最も弱小国だった新羅がいかにして統一を成し遂げ、一大国家
となったのかを紐解いていく。数奇な運命のもとで誕生した双子の王女。
自分の出自を知らずに育った王女が自分の運命を知り、新羅を影で支配す
る妖女ミシルに戦いを挑んでいく。 

 

【ストーリー】 

朝鮮半島では高句麗・百済・新羅の三国が勢力を競い合う乱世の時代が続
いていた。三国時代と呼ばれたこの頃、新羅２７代目の王として三国統一
の礎を築いた朝鮮初の女王となった人物がいた。その人物こそ善徳女王
（イ・ヨウォン）である。そして善徳女王最大の敵、ミシル（コ・ヒョン
ジョン）。彼女はその強烈な野心と美貌によって、宮廷に絶大な権力で君
臨し、善徳女王の前に立ちはだかる。朝鮮初の女帝の座を巡る陰謀と策略。
善徳女王とミシル、生涯をかけた二人の女の戦いが、今はじまる。 

 

善徳女王＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時 19（火）スタート （月-金）午後3：00- データ 
制作：2009年／韓国／字幕／
全62話 

キャスト 
俳優名（役名） 

イ・ヨウォン（トンマン）、コ・ヒョンジョン（ミシル）ほか スタッフ 
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HD スタート 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

©2009 MBC ALL RIGHTS RESERVED. 

韓国歴史ドラマ 

銀河初 



「善徳女王」の魅力 

ミシルは、新羅の歴代王妃を輩出してきた王妃族の家系に生ま
れ、ずば抜けた政治感覚と美貌を武器に歴代王を操って宮廷を
我が物にしようとする妖女。 

神通力を持つとされて神政政治を行い、チンピョン王の権力を
抑圧。いくつもの要職を兼任するだけでは飽き足らず、王妃の
座を狙い王妃マヤの暗殺を目論むだけでなく、夫のセジョンを
王座に据えるために策略を繰り広げるなど、つねに王族を脅か
した。 

本作では、トンマンの最大のライバルとして立ちはだかり、 

女同士の壮絶な闘いに焦点を当てている。 

韓国で視聴率40％以上を叩き出し続け、「宮廷女官チャン
グムの誓い」を超えるヒットを記録した本作。「チャングム
の誓い」「朱蒙」を手掛けた歴史ドラマのヒットメーカーた
ちが集結。朝鮮史上初の女王となった善徳の波乱万丈の半生
を壮大なスケールで描いている。 

「チャングムの誓い」を超えた大ヒットドラマ！ 

韓国版“武則天”！ 

王女のライバルは宮廷を牛耳る悪女・ミシル 

©2009 MBC ALL RIGHTS RESERVED. 7 



「善徳女王」主な人物相関図 

©2009 MBC ALL RIGHTS RESERVED. 8 



ガラスの家 

放送日時 19（火）スタート （月-金）午後2：00- データ 
制作：2013年／日本／全9話
／NHK 

キャスト 
井川遥（玉木（澁澤）黎）、斎藤工（澁澤仁志）、片岡愛之助（村木洋
介）ほか 

スタッフ 作：大石静 

ヒロインの妖艶な魅力が家庭を壊す…… 
波乱に満ちた禁断の愛の行方は！？ 

【番組の概要】 

20年以上続く男所帯に突如現れた、美しい1人の女性をきっかけに、そ
れまで保たれた父子の均衡が崩れていく様を描く。普段の生活の中では
味わえない官能とスリル、父親の支配から脱却しようともがく息子、1
人の女性をめぐる悲劇的な物語。 

 

【ストーリー】 

澁澤家に嫁いだ黎（井川遥）。夫・一成（藤本隆宏）は次期事務次官最
有力の財務官僚。前妻の息子である仁志（斎藤工）と憲司（永山絢斗）
にとって、突然現れた若く美しい母はまぶしい存在となる。特に年の近
い仁志は、黎を女性として強く意識する。ひょんなことから、黎と仁志
がかつて偶然出会っていたことが発覚。一成の中に、息子への嫉妬が芽
生える。ともに財務官僚である一成と仁志の間には、仕事面でも対立が
生じ始めていた。（第1回「美しき魔物」より） ©NHK 

スタート 

ＣＳ初 

ＮＨＫ HD 
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国内ドラマ 



百済の全盛期を築いた13代王 
近肖古王（クンチョゴワン）の一代記 

【番組の概要】 

高句麗・新羅・百済が覇権を争う朝鮮半島を舞台に、新羅の三国統一によ
り歴史の中に葬られた百済の英雄・近肖古王（クンチョゴワン）の生涯を
描いた歴史ドラマ。「朱蒙」「風の国」から続く、百済の全盛期を築いた
名君の歴史絵巻。 

 

【ストーリー】 

第4皇子として生まれたプヨグ（後の近肖古王）は、予知夢により王となる
気質を持つと啓示されたが、第2王妃のチン氏勢力が彼を擁立し、第1王妃
のへ氏勢力と対立することで国力が弱まるのを憂慮した父王の判断で幼い
頃に王宮から追い出され塩商人として育つ。そんな境遇ながらも逞しく成
長したプヨグ（カム・ウソン）だったが、ある日偶然、敵国である高句麗
のサユ王に矢を射るという功績をあげてしまう。だが、父王には余計なこ
とをしたと叱責され、再び王宮から追放されるのだった……。 

百済の王 クンチョゴワン＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時 18（月）スタート （月-金）夜9：30- データ 
制作：2010年／韓国／字幕／
全60話 

キャスト 
俳優名（役名） 

カム・ウソン（プヨグ/近肖古王）、キム・ジス（プヨファ）、 
イ・ジフン（ヘ・ゴン）ほか 

スタッフ 

HD スタート 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

Licensed by KBS Media Ltd. © 2010 KBS All rights reserved. 

韓国歴史ドラマ 

銀河初 
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HD 国内ドラマ 

「悪女の階段」 Ⓒアズバーズ／「美しき悪女の伝説 黒蜥蜴」©日本テレワーク/TBS／ 「優雅な悪事」 コピーライト不要 11 

悪女の階段 
放送日時：12（火）夜7：45- 

制作：1996年／日本／全1話 

出演：大竹しのぶ（望月祥子）、森本レオ（小田嶋克典）、松田美由紀（矢花美香）ほか 

【番組の概要】 
亡くなった隣人の小説原稿をつかい、ベストセラー作家にのし上がった主婦の盛
衰を描いたサスペンス。 

CS初 

美しき悪女の伝説 黒蜥蜴  
放送日時：13（水）夜7：45- 

制作：1993年／日本／全1話／原作：江戸川乱歩 

出演：岩下志麻（黒蜥蜴）ほか 

 【番組の概要】 
若い美女ばかりを狙った誘拐事件が多発。誘拐を重ねた黒蜥蜴と名乗る人物を首
領とした一団に、名探偵・明智小五郎が挑戦する。 

銀河初 

優雅な悪事 
放送日時：14（木）・ 15（金）夜7：45- 

制作：2001-2002年／日本／全2話 

出演：岩下志麻（原口頼子）ほか 

【番組の概要】 
かつて女優だったが、いまは宝石デザイナーに転身した女性が、女優時代に覚えたス
リの腕前を駆使し、悪党を懲らしめるサスペンス。 

銀河初 

悪女サスペンス 



HD 国内ドラマ 

「モデルハウス」 Ⓒユニオン映画／「結婚させない女」Ⓒレオナ 

モデルハウス 
放送日時：18（月）夜7：45- 

制作：1996年／日本／全1話 

出演：萬田久子（宮田澄江）、伊藤かずえ（結城真由美）ほか 

 【番組の概要】 
澄江（萬田久子）は藤棚や噴水で絵のように飾られた庭のある郊外の一戸建てに暮らす主婦。
幸せの絶頂にあった彼女に突然の不幸が・・・。失った“わが家”に執着する女が幸せな家
庭を恐怖に陥れる。 

銀河初 
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悪女サスペンス 

結婚させない女 
放送日時：19（火）夜7：45- 

制作：1997年／日本／全1話 

出演：萬田久子（高倉葉子）、ルー大柴（今津稔）ほか 

 【番組の概要】 
旅行代理店に勤める葉子（萬田久子）は娘と2人暮らし。ある日、職場に大学時代の先輩・
今津（ルー大柴）が訪ねてきた。彼は、自分に誘われたというが、葉子には覚えがな
く・・・。自分そっくりの顔に整形した女が恐ろしいワナを仕掛ける。 

銀河初 

【死刑台のロープウェイ】5（火）夜7：45- 

【目には目を】6（水）夜7：45- 

【博多長崎殺人行】7（木）夜7：45- 

【スキャンダル】8（金）夜7：45- 

【黒の環状線】11（月）夜7：45- 

【帰省ラッシュ不倫殺人】20（水）夜7：45- 

【殺人設計図を書く女】21（木）夜7：45- 

【時価一億円の女】22（金）夜7：45- 

【殺意の爪】25（月）夜7：45- 

【復讐はワイングラスに浮かぶ】 

      26（火）夜7：45- 

【不倫期】 27（水）夜7：45- 

【鮮やかな完全犯罪 女相続人】 

      28（木）夜7：45- 

【過去を消す女】29（金）夜7：45- 



「孤独のグルメ」シリーズ49話 一挙放送 
 

制作：2012-2014年/日本/各シリーズ：全12話（＋「真夏の博多出張スペシャル」） 

出演：松重豊（井之頭五郎）ほか 

原作：久住昌之／画：谷口ジロー 

【番組概要】 

松重豊主演。異色のグルメコミックの実写ドラマ化シリーズ。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
シーンと心理描写のナレーションが入るだけで、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、人気のグルメ番組。 

「孤独のグルメ」「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 「孤独のグルメSeason3」：©2013久住昌之・谷口ジロー・扶桑社／テレビ東京  
「孤独のグルメSeason4」「孤独のグルメ Season４ 真夏の博多出張スペシャル」：©2014久住昌之・谷口ジロー・fusosha/テレビ東京 

「孤独のグルメSeason2」 

「孤独のグルメSeason2」 

「孤独のグルメSeason4」 

その他／再スタート HD スタート 国内ドラマ 

＜放送スケジュール＞ 

「孤独のグルメ」 

2（土）12：00-19：00＜＃１-＃１２＞ 

 

「孤独のグルメ Season2」 

2（土）19：00-19：45＜＃１＞ 

9（土）12：00-19：45＜＃２-＃１０＞ 

16（土）12：00-13：30＜＃１１-＃１２＞ 

 

「孤独のグルメ Season3」 

16（土）14：00-19：45＜＃１-＃７＞ 

23（土）12：00-16：15＜＃８-＃１２＞ 

 

「孤独のグルメ Season4+博多出張スペシャル」 

23（土）16：45-19：45＜＃１-＃４＞ 

30（土）12：00-20：00＜＃５-真夏の博多出張SP＞ 

「孤独のグルメSeason3」 

「孤独のグルメ」 

「孤独のグルメ Season４  
真夏の博多出張スペシャル」 
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その他／再スタート HD スタート 

14 「項羽と劉邦 KING'S WAR」©中国国際電視総公司／「賢后 衛子夫」©Huace Media International Limited／「ムーラン」©Universe Films Distribution Company Ltd 

項羽と劉邦 KING'S WAR 
放送日時：5（火）スタート 毎週（火・水）深夜2：00- 2話連続 

制作：2013年/中国/吹替え/全80話 

出演：チェン・ダオミン（劉邦/声：野島昭生）、ピーター・ホー（項羽/声：内田夕夜）ほか 

中国宮廷ドラマ「賢后 衛子夫」 
放送日時：16（土）スタート 毎週（土）深夜0：30- 5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 

中国ドラマ「ムーラン」 
放送日時：26（火）スタート （月-金）深夜1：00- 

制作：2012年／中国／字幕／全40話 

出演：エレイン・コン（華若蘭）、チェン・スーチェン（楊俊）、ユエン・ホン（趙宇）ほか 

 

【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。  

【番組の概要】 
秦王朝滅亡後の覇権を争う2人の男がいた。1人は平民出身のならず者だったが、人を惹きつけ
る魅力を持つ劉邦。もう1人は名門生まれのエリートで冷徹な性格だが、人並み外れた武の才
能を持つ項羽。中国全土で繰り広げられた楚漢戦争を圧倒的なスケールで描き出した本作。 

【番組の概要】 

勇敢な少女・華若蘭が父に代わって戦地に赴き、後に朝廷の大事を担うまでに成長していく女傑
の一代記。隋王朝建国直後の中国を舞台に、異民族との戦争、隋初代王・楊堅と3人の皇子、奸
臣・宇文述らによる権力闘争が目まぐるしく展開する歴史大作。 

中国歴史ドラマ 



 
【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

