
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

チャンネル銀河2016年９月おすすめラインナップ 

大河ドラマ「真田丸」に出演中の内野聖陽主演！ 

韓国版「ロミオとジュリエット」 

「チャングム」の裏で起きたもう一つの物語！ 

日本を代表する2人の推理作家 ４０作品登場！ 

オヤジ探偵が、あらゆる難問を明るく解決！ 

韓国歴史ドラマ 

国内ドラマ 

■『松本清張＆山村美紗サスペンス特集』 

■『天命＜ノーカット字幕版＞』 

■『王女の男＜ノーカット字幕版＞ 』 

■大河ドラマ『風林火山』 

韓国歴史ドラマ 

■『僕らプレイボーイズ熟年探偵社』 

日本歴史ドラマ 

国内ドラマ CS初 

CS初含 

演歌界の貴公子氷川きよし・山内惠介登場回がＣＳ初登場！ 日本のうた ＮＨＫ CS初含 

■『ＢＳ日本のうた』 

ＮＨＫ 

「天命」Licensed by KBS Media Ltd. © 2013 KBS. All rights reserved 

「BS日本のうた」©NHK 



「天命」＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時 5（月）スタート （月-金）午後4：30- データ 制作：2013年／韓国／全20話 

キャスト 
イ・ドンウク（チェ・ウォン）、ソン・ジヒョ（ホン・ダイン）、 
イム・スロン（イ・ホ）ほか 

スタッフ 

「チャングム」の裏で起きた宮廷をめぐるもう一つの物語 
殺人の濡れ衣を着せられた主人公の逃走劇！ 

【番組の概要】 
「宮廷女官チャングムの誓い」と同時代。チャングムが仕えた王・中宗の治世下を
舞台に、1人の医官が欲望渦巻く宮廷の陰謀劇に巻き込まれていく様をスリリング
に描いた歴史ドラマ。 
 

【あらすじ】 

内医院、最高の遊び人医官チェ・ウォン（イ・ドンウク）は仮病を言い訳に仕事を
さぼり、ただひたすら娘のランの結核（労咳）の治療にだけ没頭していた。ある日、
文定王后とソユン派は世子を毒殺する計画を立て、世子イ・ホ（イム・スロン）の
主治医であるミン・ドセンを脅し、世子の煎薬に毒を入れさせる。その頃イ・ホは
ソユン派の脅しの中で信じて頼りになる人が必要で、ウォンに東宮殿の担当医官に
なれと命令するが、ウォンは世子の命令を無視する。そして結核（労咳）の治療法
が書かれた「クムゲプヨンバン（医書の名前）」を手に入れるため禁書庫に侵入す
るのだが……。（＃１「娘のために」より） Licensed by KBS Media Ltd. © 2013 KBS. All rights reserved 

スタート HD 
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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 

銀河初 

韓国歴史ドラマ 



「王女の男」＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時 3（土）スタート 毎週（土）夜7：00-  2話連続 データ 制作：2011年／韓国／全24話 

キャスト 
パク・シフ（キム・スンユ）、ムン・チェウォン（イ・セリョン）、 
ホン・スヒョン（キョンヘ王女）ほか 

スタッフ 

パク・シフ主演 韓国版「ロミオとジュリエット」 
クーデターによって翻弄された１組の男女の運命は？ 

【番組概要】 
朝鮮王朝史上まれにみる大事件を背景に宿敵となった男女の切ない愛を描いた
歴史ドラマ。朝廷の重臣の息子と、皇族の娘がお互いの素性を知らぬまま恋に
落ちた。しかし、歴史に残るクーデターによって、二人の運命は一変する。 
 

【あらすじ】 

朝鮮王朝・第5代王文宗の治世。文宗の重臣キム・ジョンソ（イ・スンジェ）
と文宗の弟スヤン大君（キム・ヨンチョル）の間には絶えず火花が散っていた。
そんなある日、スヤン大君がキム・ジョンソにキム・ジョンソの息子スンユ
（パク・シフ）と娘のセリョン（ムン・チェウォン）の縁談を持ちかける。 

スンユは王族の教育機関で講師をしていたが、急遽文宗の娘であるキョンへ王
女（ホン・スヒョン）の講義を担当することに。一方、自分と縁談の話が出て
いるスンユがどんな人か興味を持ったセリョンはいとこであるキョンへ王女に
成り代わって講義を受けることにするが……。（#1「運命の出会い」より） 

©KBS 
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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 

銀河初 

韓国歴史ドラマ 



演歌界の2大貴公子・氷川きよし&山内惠介登場回がＣＳ初放送！ 

【番組概要】 
日本人の心に深く残る歌の数々。多くの人々の支持を集め、長年親しまれてい
る「日本のスタンダード・ナンバー」ともいうべき名曲を紹介していく。実力
派歌手たちの歌をじっくり堪能できる公開音楽番組。 

 

＃２４５より 

出演者：氷川きよし、岩崎宏美、坂本冬美、美川憲一 ほか 

 

【曲目】この広い野原いっぱい/きよしのズンドコ節/また君に恋してる/再会/
津軽のふるさと/おんなの海峡/想い出まくら/冬隣/乱れ花/シンデレラ･ハネ
ムーン/千曲川/木曽路の女/人時/櫻/いのちの理由/さそり座の女/学生時代/ド
レミの歌/ケ・セラ・セラ/シャンソン/愛は煌めいて/爪/たまらなく淋しくて/
結果生き上手/柳ヶ瀬ブルース/南国土佐を後にして 

【会場】長野県・キッセイ文化ホール/2012年7月22日放送分 
 

BS日本のうた 

放送日時 （月-金）午前１０：３０-／夜６：００- データ 
制作：2004-2013年／日本／
NHK 

出演 
山内惠介（＃２４４・＃２４８・＃２５９）、 
氷川きよし（＃２４５）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 

CS初含 

ＮＨＫ 

©NHK 

日本のうた 



9月は、日本を代表する2人の推理作家 

『松本清張＆山村美紗サスペンス特集』 
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＜特集の概要＞ 

サスペンス界の雌雄がチャンネル銀河で競演する。 

【社会の闇を斬る、清張】 
松本清張は、2016年が作家デビューから65周年。「鉢植を買う女」をはじめ、CS初放送
の「事故～黒い画集～」「留守宅の事件」などをお届けする。 

 

【京都・旅情を描く、美紗】 
山村美紗は2016年9月で没後20年。追悼の意を表し、彼女の人気を築いた、美しい京都
の風景を舞台とするサスペンスの数々を放送。 

本格推理小説の「不倫調査員・片山由美」シリーズをはじめ、「看護婦探偵戸田鮎子」シ
リーズほか、多数ラインナップ。 

今月のサスペンス！ 

松本清張サスペンス：3（土）スタート 毎週（土）午前10:00-  
山村美紗サスペンス：1（木）スタート （月-金） 夜7:45- 



『松本清張サスペンス』 
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HD 国内ドラマ 

強き蟻 
【放送日時】３（土）午前11：45- 
【あらすじ】遺産目当てで30歳も年上の富豪・沢田（津川雅彦）に嫁いだ伊佐子（若村麻由美）は、ある日、
彼女のスポンサーであるIT会社社長・石井（賀集利樹）の自宅で女性の遺体を発見。石井が容疑者として逮
捕される。一方、沢田は口述筆記で自叙伝を書こうとライターの素子（星野真里）を雇う。やがて沢田が倒
れ、多額の遺産が彼女に流れ込む可能性が高まると強欲な人間たちが彼女の周りをうろつき始め……。 
 
出演：若村麻由美（沢田伊佐子）、津川雅彦（沢田信弘）、星野真里（宮原素子）ほか 
制作：2006年 

不在宴会 死亡記事の女 
【放送日時】３（土）午前１０：００- 
【あらすじ】中央省庁局長の魚住（三浦友和）は、将来を約束されたエリート官僚。ある日、福島の交通事
情を視察後、浮気相手のホステスと落ち合うため温泉宿へ。ところが女は、風呂場で何者かに殺されていた。
魚住は、自分の将来を思い、黙ってその場を立ち去る。そして自分を陥れようとする人間がいるのではと疑
心暗鬼になっていた。そんな中、福島での案内役を務めた鶴原（平田満）が現れ……。 
 
出演：三浦友和（魚住一郎）、田中好子（魚住早紀子）ほか 
制作：2008年 
 

喪失の儀礼 
【放送日時】３（土）午後2：30- 
【あらすじ】いわき中央署のベテラン刑事・大塚利夫（大地康雄）は、張り込み中、一冊の手帳を拾う。裏
には、「明和医大病院医局・住田友吉」とあり、後日、住田が出席中の内科学会の会場を訪ね、手帳を手渡
した。翌日、市内のホテルで住田が他殺体となって発見され、復讐の線で捜査は進むが、難航。犯人の手掛
かりがないまま捜査本部は解散した。大塚は、東京出張を利用し、住田殺しの捜査に乗り出すが……。 
 
出演：泉ピン子（萩原和枝）、大地康雄（大塚利夫）ほか 
制作：2003年 
 

「不在宴会 死亡記事の女」「強き蟻」「喪失の儀礼」コピーライト不要 



「事故～黒い画集～」「たづたづし」「黒い画集 紐」コピーライト不要 

『松本清張サスペンス』 
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HD 国内ドラマ 

CS初 事故～黒い画集～ 
【放送日時】3（土）午後5：15- 
【あらすじ】東京の下町で妻と共に小さな運送会社を切り盛りしている高田京太郎（高橋克実）のもとに、
ある晩、従業員が交通事故を起こしたとの連絡が入ってきた。高田が特に目をかけていた宮下健次（斉藤祥
太）の運転するトラックが、住宅街で民家の門に突っ込んだというのだ。翌日、高田がその家に住む山西勝
子（野村真美）のもとに謝罪に訪れると、勝子は怒るどころか、事故を起こした宮下のことを気遣い、補償
も修理費だけでいいと話す。 
 
出演：高橋克実（高田京太郎）、京野ことみ（浜口亜紀子）ほか 
制作：2012年 
 

たづたづし 
【放送日時】１０（土）午前１０：００- 
【あらすじ】農林水産省の課長補佐を務める仙川兼作（中村雅俊）は、妻の加奈子（名取裕子）に嘘を言っ
て、知り合ったばかりの平井アヤ（牧瀬里穂）と浮気を楽しんでいた。 
ある日、兼作はアヤから結婚を迫られた上、殺人罪で服役中の夫がいると打ち明けられる。困り果てた兼作
は、アヤを旅行に誘い、山中で絞殺した。それから1年後、アヤを殺した街に、アヤそっくりの記憶喪失の
女・ルミ子という女性がいると知り……。 
 
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/ルミ子）ほか 
制作：2002年 
 

黒い画集 紐 
【放送日時】１０（土）昼12：15- 
【あらすじ】佐渡島の神主・梅田安太郎（内藤剛志）が東京の川べりで絞殺死体となって発見された。梅田
はある事業計画のため多額の借金を抱えており、その金銭トラブルが原因と見られた。しかし田村警部補
（大地康雄）は、死体の脇に首を締めた紐がほどかれて置いてあったことに疑問を抱く。 
 
出演：余貴美子（梅田静代）、大地康雄（田村聡介）ほか 
制作：2005年 



「わるいやつら」「留守宅の事件」「眼の気流」コピーライト不要 

『松本清張サスペンス』 
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HD 国内ドラマ 

わるいやつら 
【放送日時】１０（土）午後3：00- 
【あらすじ】大病院の2代目院長であり外科部長でもある戸谷（豊川悦司）は、亡くなった元院長の娘で、
妻の慶子（杉本彩）と、一億円の慰謝料で病院を譲るという条件で離婚を受け入れた。看護婦長の寺島トヨ
美（藤真利子）は、診察に来ていた横武たつ子（広岡由里子）と戸谷の関係を疑い、不審に思っていた。あ
る夜、たつ子は、夫が死に保険金が下りて離婚が成立したら結婚してくれるという戸谷の約束を確認するの
だが……。 
 
出演：豊川悦司（戸谷信一）、十朱幸代（藤島千世）ほか 
制作：2001年 
 

留守宅の事件 
【放送日時】10（土）午後5：15- 
【あらすじ】警視庁捜査一課の刑事・石子（寺尾聰）らのもとに、事件発生の一報が飛び込んできた。亡く
なったのは、主婦の栗山恭子（伊藤裕子）。夫の栗山敏夫（野村宏伸）が５日間の東北出張から帰ってくる
とその姿が無く、自宅物置から遺体となった恭子を発見して事件が発覚した。裏の木戸口には誰かが蹴破っ
て家に侵入した形跡が残されており、第三者が初めから恭子を殺害する目的で栗山の留守宅に侵入したこと
がうかがえた。それを裏づけるように、裏口と２階の寝室から家族以外の指紋が検出されるのだが……。 
 
出演：寺尾聰（石子隆明）、高橋惠子（石子静江）ほか 
制作：2013年 
 

CS初 

眼の気流 
【放送日時】１７（土）午前１０：００- 
【あらすじ】岐阜のタクシー運転手・庄一（的場浩司）は、長距離客の澄江（佳那晃子）と宇津美（大澄賢
也）に車内でいちゃつかれ、バカにされたと感じる。ある日澄江と白髪の紳士・小川（二谷英明）を乗せた。
澄江は小川の愛人で、宇津美は澄江の妾だとわかる。再び澄江と宇津美を乗せた庄一は、澄江が財産目当て
で小川と結婚し、殺す計画だと知る……。 
 
出演：的場浩司（末永庄一）、二谷英明（小川圭造）ほか 
制作：1994年 

銀河初 



「黒の奔流」「鉢植を買う女」「ガラスの城」コピーライト不要 

『松本清張サスペンス』 
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HD 国内ドラマ 

黒の奔流 
【放送日時】１７（土）午前11：45- 
【あらすじ】弁護士の丹羽修造（船越英一郎）は、とある強盗殺人の被告人・横山リエ（星野真里）の弁護
を担当することになった。彼女は、自白を強要されたことを告白し、無罪を主張するが、彼女を犯人と裏付
ける証拠は揃い、俄然不利な状況であった。被告人の無実を信じる丹羽は、事件当日の目撃情報収集に奔走。
そして、ある証言をもとに不利な状況から一転、見事無罪を勝ち取るが……。 
 
出演：船越英一郎（丹羽修造）、賀来千香子（丹羽ひとみ）ほか 
制作：2009年 
 

鉢植を買う女 
【放送日時】１７（土）午後1：45- 
【あらすじ】上浜楢江（余貴美子）は、中堅精密機械メーカーに30年務める独身。口うるさい性格からお
局として周囲に疎まれていた。そんな楢江にはもう一つ別の顔があった。社内で個人的に金を貸し、利子を
取り立て稼いでいるのだ。そうやって貯めこんだお金でささやかな贅沢をしていた。そんな彼女に、顧客の
一人・杉浦淳一（田中哲司）が興味を持ち……。 
 
出演：余貴美子（上浜楢江）、泉ピン子（岸田茂子）ほか 
制作：2011年 
 

ガラスの城 
【放送日時】１７（土）午後3：30- 
【あらすじ】大日本製鋼営業二課の慰安旅行以来、営業部次長・杉岡（菊池隆則）が行方不明となり、10
日後、死体となって発見された。営業二課の面々が事情聴取を受ける中、自分のアリバイを証明出来なかっ
た的場郁子（岸本加世子）は、後輩社員で、郁子を煙たく思っているはずの三上田鶴子（洞口依子）の証言
でアリバイが証明された。ところが、杉岡の葬儀会場で、三上田鶴子は、一悶着を起こし……。 
 
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 
制作：2001年 



『松本清張サスペンス』 
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HD 国内ドラマ 

白い闇 
【放送日時】２４（土）午前１０：００- 
【あらすじ】信子（大竹しのぶ）の夫精一（三浦浩一）は海産物のブローカーをしているが、東北に出張した
まま失踪。落胆した信子が頼りにできるのは夫と仲の良かったいとこの俊吉（加勢大周）だけだった。だが俊
吉は、精一には青森に女がいて、彼女から来る手紙の仲介をしていたと打ち明ける……。 
 
出演：大竹しのぶ（小関信子）、三浦浩一（小関精一）ほか 
制作：1996年 

 

張込み 
【放送日時】１７（土）午後5：15- 
【あらすじ】東京のとある豪邸で、強盗殺人事件が発生した。現場付近の防犯カメラから、二人の男の犯行で
あることが判明。そのうちの一人はほどなくして逮捕され、被害者を殺害したのは共犯者の石井（忍成修吾）
だと供述した。捜査にあたっている警視庁捜査一課の刑事・柚木（小泉孝太郎）は、石井が元恋人の元にやっ
てくるのではと思い、独自にその女性の行方を調べる。そして、さわ子（若村麻由美）に行きつき……。 
 
出演：小泉孝太郎（柚木哲平）、若村麻由美（横川さわ子）ほか 
制作：2011年 
 

家紋 
【放送日時】２４（土）昼12：15- 
【あらすじ】粉雪舞う夜、北陸の旧家・生田家の分家である市之助とその妻が何者かに殺された。犯人を目撃
したのは、隣家のお房と市之助夫妻の5歳になる娘・雪代だった。お房は犯人の特徴として、生田家の家紋の
入った提灯を持ち、頭巾を被った背の高い男と証言する。県警が捜査に乗り出すが、男は見つからず事件は迷
宮入りした。18年後、雪代（岸本加世子）は両親の死の真相を知らずに、幸せな生活を送っていた……。 
 
出演：岸本加世子（雪代・美奈子）、大地康雄（松野刑事）ほか 
制作：2002年 

銀河初 

「張込み」「白い闇」「家紋」コピーライト不要 



『松本清張サスペンス』 
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HD 国内ドラマ 

聞かなかった場所 
【放送日時】２４（土）午後4：45- 
【あらすじ】厚生福祉省に勤める浅井恒子（名取裕子）は、女性・子育て支援局の次長として活躍するやり手
のキャリア・ウーマン。部下である総務課長の沼袋（金田明夫）に対するあたりは厳しいが、「少子化」を
テーマにした恒子の講演会は常に評判だった。そんなある日、恒子は出張先で夫が亡くなったことを知らされ
る。夫の葬儀後、恒子は義妹の博美（川上麻衣子）から意外なことを聞かされ……。 
 
出演：名取裕子（浅井恒子）、酒井美紀（久保孝子）ほか 
制作：2011年 
 

渡された場面 
【放送日時】２４（土）午後2：30- 
【あらすじ】10月末、愛媛県松山市郊外の戸倉地区で、一人暮らしの未亡人・山根スエ子が自宅で絞殺される
事件が起きる。現金が盗まれており、強盗殺人と思われた。捜査に当たった愛媛県警察本部・捜査一課長の香
春（三浦友和）はこの事件が予想外の難事件になることを予想していなかった。その年の暮れ、九州・佐賀県
唐津市の玄界灘を臨む林の中に、下坂（佐野史郎）と真野信子（高岡早紀）がいて……。 
 
出演：三浦友和（香春銀作）、高岡早紀（真野信子）、佐野史郎（下坂一夫）ほか 
制作：2005年 
 

 

 

「渡された場面」「聞かなかった場所」コピーライト不要 



『山村美紗サスペンス』 
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HD 国内ドラマ 

京都再婚旅行殺人事件 
【放送日時】２（金）夜７：４５- 
【あらすじ】OLの麻矢（沢田亜矢子）は会社社長の太郎（中尾彬）と結婚した。新婚旅行を前に、2人は太郎
の母の墓参りのため、京都へ出かける。宿泊先のホテルにいると、突然電話が鳴り、麻矢が受話器を取ると、
女の声で、太郎の名前を呼んだ。驚いた彼女は何も言わずに電話を切ってしまう。翌朝、目を覚ますと隣で夫
が亡くなっていた……。 
 
出演：沢田亜矢子（中川麻矢）、佳那晃子（杉原ユミ）、中尾彬（杉原太郎）、黒沢年男（狩矢警部）ほか 
制作：1988年 

京都化野殺人事件 
【放送日時】１（木）夜７：４５- 
【あらすじ】京都化野の旧家・高尾家の嫁・加代子（山口果林）は、生後四ヶ月の娘・舞子を誘拐された。犯人
からの連絡は途絶え、失意のうちに一年が過ぎた。ある日、犬山で保育所を経営する和美（中村晃子）という女
性から舞子を預かっていると電話がきた。 
 
出演：山口果林（高尾加代子）、山城新伍（高尾陽一郎）、坂上二郎（狩矢警部）ほか 
制作：1987年 

 

京都島原殺人事件 
【放送日時】５（月）夜７：４５- 
【あらすじ】テレビ京都でキャスターを務める麻沙子（加納みゆき）は番組で取り上げる特集で、京都を巡る
バスツアーの取材に出る事になった。島原で太夫道中を取材していると、行列の最中、太夫が突然恐怖にひき
つったような表情をして、そのまま舞台から逃げ出してしまうというハプニングが起こる。このことが気にな
り、太夫に会いに行く麻沙子だったが、太夫を務めた千代（山本みどり）が死体で発見され……。 
 
出演：加納みゆき（沢木麻沙子）、国広富之（朝田克也）、若林豪（狩矢警部）ほか 
制作：1990年 

「京都化野殺人事件」「京都再婚旅行殺人事件」「京都島原殺人事件」 ©大映テレビ 

銀河初 

銀河初 

銀河初 



『山村美紗サスペンス』 

12 

HD 国内ドラマ 

愛の立待岬 京都-函館殺人事件 
【放送日時】７（水）夜７：４５- 
【あらすじ】妹・舞子（筒井由美子）の結婚式のため、橋口警部補（三田村邦彦）は京都から函館へ向かう。
新郎は医師の中山（寺泉憲）。挙式当日、橋口は新郎の同僚・由美子（沢田亜矢子）からお祝いカードの中に、
結婚に批判的なメッセージのカードがあったと渡される。翌日、立待岬で舞子の転落死体が見つかり……。 
 
出演：三田村邦彦（橋口一夫）、沢田亜矢子（伏見由美子）、横内正（狩矢警部）ほか 
制作：19９３年 

京都・琵琶湖別荘殺人事件 
【放送日時】６（火）夜７：４５- 
【あらすじ】京都の大学で美術史の研究をしている令子（佳那晃子）は婚約者の真一（国広富之）との新居と
して、琵琶湖畔の別荘を購入。お披露目をかねて、近所の人を招いてパーティーを開いた。パーティーの 
最中、招いた客の一人で弁護士の息子・春彦（草川祐馬）が毒殺された。彼の飲んだワインに毒が混入されて
いたのだ……。 
 
出演：佳那晃子（西条令子）、国広富之（矢部真一）、三原じゅん子（野村陽子）、若林豪（狩矢警部）ほか 
制作：19９０年 

 

受験戦争殺人時代 
【放送日時】８（木）夜７：４５- 
【あらすじ】高校教師の亜木子（片平なぎさ）は同じ教師仲間の真野（山口仁）からプロポーズされた翌朝、
生徒の由美子（佐藤友紀）が死亡したと連絡を受ける。彼女は自殺したものと推測されたが、その原因には見
当がつかなかった。しかし、彼女の親友・江里子（森下桂）によると、彼女は妊娠していたという……。 
 
出演：片平なぎさ（石田亜木子）、内藤剛志（田辺栄一）ほか 
制作：１９９４年 

CS初 

CS初 

「京都・琵琶湖別荘殺人事件」「愛の立待岬 京都-函館殺人事件」「受験戦争殺人時代」 ©大映テレビ 

銀河初 



『山村美紗サスペンス』 
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HD 国内ドラマ 

女子大生ホステス名探偵 華やかな密室殺人２ 
【放送日時】１２（月）夜７：４５- 
【あらすじ】女子大生の麻子は、生活の為に夜は銀座のクラブでホステスをしている。麻子の良き理解者は、店
の客の弁護士・北川で、二人の仲は少しずつ親密になっていた。そんなある日、麻子が勤めているクラブに常連
の吉田が、サラ金会社の社長・富士川を伴ってやって来た。吉田に比べて富士川は景気が良いらしく、ホステス
達は富士川に群がった。中でもゆかりは富士川に気に入られ、生活も急に派手になっていった。しかし、当のゆ
かりはスポンサーは富士川でなく、吉田の方だと断言する。麻子や北川が妙な話だと疑っていたある日、吉田と
ゆかりが死に……。 
 
出演：有森也実（小川麻子）、草刈正雄（北川信彦） 、伊東四朗（今井警部）ほか 
制作：19９３年 

女子大生ホステス名探偵 華やかな密室殺人１ 
【放送日時】９（金）夜７：４５- 
【あらすじ】大学生の麻子（工藤夕貴）は、父親が事業に失敗して自殺したことから、同じマンションに住む奈
美の紹介で、ホステスをしながら学校を続ける事にした。彼女が銀座のクラブ「花屋敷」に勤めだして間もなく
、同僚のリリィが首吊り死体で発見される。現場の彼女の部屋にはチェーンが掛けられ、完全な密室殺人だった
。警察は、事件の前日、彼女と客の取り合いで喧嘩をした奈美に疑いの目を向ける。麻子は奈美の容疑を晴らそ
うと、店の常連客で弁護士の北川信彦（草刈正雄）と共に事件の解明に乗り出す。 
 
出演：工藤由貴（小川麻子）、草刈正雄（北川信彦）、伊東四朗（今井警部）ほか 
制作：19９２年 
 

「女子大生ホステス名探偵 華やかな密室殺人１・２」©テレパック/TBS 

銀河初 

銀河初 



『山村美紗サスペンス』 
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HD 国内ドラマ 

看護婦探偵・戸田鮎子２ 
【放送日時】１４（水）夜７：４５- 
【あらすじ】戸田鮎子（斉藤由貴）が勤務する病院を退院した着物学苑理事長・十条麗子（新藤恵美）の誕
生会が鎌倉の別荘で行われ、鮎子ら看護婦も泊まりがけの招待を受けた。パーティーは盛大に催されたが、
浴室に猫の死骸が置かれたり、脅迫状付の白バラが届けられたりと麗子への嫌がらせが始まる。そして翌朝、
別荘裏の竹林で麗子が絞殺死体となって見つかった……。 
 
出演：斉藤由貴（戸田鮎子）、田中実（田原陽一）、京本政樹（若木医師）、西岡徳馬（今井警部）ほか 
制作：19９５年 

看護婦探偵・戸田鮎子１ 
【放送日時】１３（火）夜７：４５- 
【あらすじ】看護婦の鮎子は通勤中に階段で転んだ谷沢という妊婦を助けた。その日、鮎子の病院で中野千
花という女性が出産。だが数日後、毒殺される。 
しかも、中野と名乗っていた女性は谷沢美加子と判明する……。 
 
出演：斉藤由貴（戸田鮎子）、古尾谷雅人（田原陽一）、京本政樹（若木医師）ほか 
制作：19９４年 

 

不倫調査員・片山由美 
【放送日時】１５（木）スタート （月-金）夜７：４５- 
【番組概要】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。 
 
出演：池上季実子（片山由美）、神田正輝（片山俊介）ほか 
制作：2001-2013年/全13話 

「看護婦探偵戸田鮎子１・２」©テレパック/TBS 「不倫調査員・片山由美」コピーライト不要 

銀河初 

銀河初 
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HD 国内ドラマ 

愛を刺した女 
【放送日時】２５（日）夜７：１５- 
【あらすじ】甲府の私立病院。美也子（市毛良枝）は深夜かつぎこまれた老人患者を点滴ミスで死なせてし
まう。当直医の須田（岡本富士太）は事件をもみ消し、それをネタに彼女をゆすり始める。数年後、東京の
総合病院に勤務する美也子は医師・倉持（地井武男）と結ばれるのだが……。 
 
出演：市毛良枝（牧村美也子）、浅利香津代（日高陽子）、地井武男（倉持泰彦）、池波志乃（河田夏実）
ほか 
制作：19８５年 

かえ玉結婚式殺人事件 
【放送日時】２５（日）午後５：００- 
【あらすじ】都内の教会で社長令嬢・影山純（柏原芳恵）の結婚式が始まった。ところが花婿の啓介（名高
達郎）の顔を見て、純は驚く。純の知る啓介では無かった。純の父で次期総選挙に出馬を決意していた影山
（小松方正）は、党公認を同じ選挙区の有賀（長谷川弘）と争っていたことから、この失態で公認から外さ
れ……。 
出演：柏原芳恵（影山純）、名高達郎（長尾啓介）、田島令子（染谷弥生）、本田博太郎（花田透）ほか 
制作：19９２年 

 

「かえ玉結婚式殺人事件」©松竹 「愛を刺した女」©大映テレビ 

銀河初 

ＣＳ初 



大河ドラマ「風林火山」 

放送日時 5（月）スタート （月-金）午後2：00- データ 
制作：2007年／日本／全50話
／NHK 

キャスト 
内野聖陽（山本勘助）、市川亀治郎（武田晴信＝信玄）、 
Gackt（長尾景虎＝上杉謙信）ほか 

スタッフ 

今話題の大河ドラマ「真田丸」で 
徳川家康役を好演中の内野聖陽主演！ 

【番組概要】 
戦国時代、甲斐（かい）の武田信玄に仕えた軍師・山本勘助の夢と野望に満ちた波
乱の生涯を中心に、戦国の世を懸命に生き抜いた人々の姿を描いた、躍動感あふれ
る熱いドラマ。本作が映像作品初出演の市川亀治郎や妖美な上杉謙信が評判を呼ん
だGacktなど個性的な顔ぶれが脇を固める。 

 

 

【ストーリー】 

一人の浪人が兵法の修行を終え、故郷・三河に帰って来た。その名を山本勘助（内
野聖陽）という。ある日、勘助は農民の娘・ミツ（貫地谷しほり）と出会い、次第
に心通わすようになる。そんな矢先、ミツが甲斐の国主・武田信虎（仲代達矢）に
虐殺される。勘助は復讐に燃え、武田を倒すことを心に誓う。一方、信虎の嫡男で
ある晴信（市川亀治郎）も父の暴虐さに抵抗を感じていた……。 

スタート ＮＨＫ HD 
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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 

日本歴史ドラマ 

©NHK 



＜山本勘助とは・・・＞ 
武田信玄の軍師。生年生地には諸説ある謎の人物。若い頃から諸国を遍歴し、軍略
や築城術などの兵法を身につける。武田晴信（後の信玄）の武将としての器に惚れ
込み、晴信の天下取りを補佐すべく武田家に仕官する。合戦の作戦を立てるだけで
なく謀略にも優れ、戦わずして数々の勝利を武田軍にもたらす。晴信の側室、由布
姫を敬慕し、二人の子・勝頼が武田家の跡継ぎになるべく画策する。川中島の戦い
で自ら編み出した啄木鳥（きつつき）の戦法を上杉謙信に見破られ、命を落とす。 
 
 
＜「真田丸」のキャストが出演＞ 
主演の内野聖陽以外にも、「真田丸」のキャストが出演。秀吉役で存在感を発揮し
ている小日向文世が、本作では諏訪頼重として登場。武田信玄、山本勘助と大きく
関わっていく。その他にも、出浦昌相役の寺島進が第1話で戦死してしまう武将・
赤部下野守を好演。 
  
 
 

16 ©NHK 



あらゆる難問を明るく解決！ 
個性派ぞろいのオヤジ探偵が奮闘する！ 

【番組概要】 
探偵メンバーは全員が55歳以上の男性。しかも、タクシーの運転手から元オリンピッ
ク選手、元内科医と、探偵業からはほど遠い経歴を持つメンバーばかりという異例ずく
めの探偵社。そんな曲者たちの探偵社に新たに入った、元家電メーカーの営業マン・岩
瀬が、彼らと協力し、時にその言動に困惑しながらも、依頼解決のために奔走する。 

 

【あらすじ】 

中堅家電メーカーの営業部で働く岩瀬(高橋克実)は、突然リストラされてしまう。同期
で人事部部長の千葉(金田明夫)を訪ねるが、全く相手にされない。会社を早退してタク
シーでどこかへ向かう千葉を追う岩瀬。岩瀬が乗ったタクシーの運転手・田浦(笹野高
史)は、岩瀬の様子に興味をもち、岩瀬の家庭での立場やリストラの事を言えない事情を
知り、思わず絶句してしまう。タクシーは、とあるホテルの前に停り、田浦は去り際に
「プレイボーイズ探偵社」の求人広告を岩瀬に渡す。（＃１「リストラから探偵へ」よ
り） 

僕らプレイボーイズ熟年探偵社 

放送日時 24（土）スタート 毎週（土）朝8：00-  2話連続 データ 制作：2015年／日本／全8話 

キャスト 
高橋克実（岩瀬厚一郎）、伊東四朗（土屋元禄）、 
石田純一（由井虎次）、角野卓造（堀切保）、笹野高史（田浦要）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 

CS初 

国内ドラマ 

コピーライト不要 
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「ブギウギ専務」9月のラインナップ 
 

北海道発のローカルバラエティ番組 

「ブギウギ専務」 
放送日時：（月-金）深夜0:00- 2話連続 
出演：上杉周大（ウエスギ専務）、大地洋輔[ダイノジ]（おおち係長）ほか 
制作：2008-2012年／日本 
 
【番組概要】謎のPR会社「上杉ポンプ商会」のウエスギ専務（上杉周大）が個性的な部
下たちを従え、北海道の森羅万象に体当たりで挑む、北海道発の大人気バラエティ番組。 
 
 

【ブギウギ専務 ～天下統一あっち向いてホイ ～】 
ウエスギ専務に新たな試練！無謀な大型新企画が満を持してスタート。道行く人と 
あっち向いてホイで勝負して、47都道府県すべての出身者から勝利をめざす進化系企画。 
 

【ブギウギ専務 ～復活！母校への道・中学校編～ 】 
ブギウギ専務の代名詞ともいえる大型企画。ウエスギ専務母校への道・中学校編。 
道行く人に出身校を聞き、その学校を実際に訪問。専務の母校札幌市北区の新川中学校 
出身の人に出会うまで延々と続く放浪ミッション企画。北海道のみならず全国各地を転々
とする無情の展開の連続。ゴールに近づいたと思ったら、次の瞬間、遠くの街に 
飛ばされる専務の勝負弱さが笑いのツボ。果たして、専務は無事にゴールできるのか！？ 
 

【ブギウギ専務 ～ブギウギ奥の細道～ 】 
俳聖・松尾芭蕉とその弟子・河合曾良に扮したウエスギ専務とおおち係長が、 

函館・立待岬から稚内・宗谷岬まで、北海道縦断６００キロを徒歩で吟行する超過酷 

風流企画。徒歩だからこそ出会える景色、人情、そしてハプニングの数々を下手な俳句で
表現し、オッサン２人と強権ディレクターが、ふらふらと北を目指す。 

©ＳＴＶ 

HD バラエティ 

CS初 
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中国大河「岳飛伝 -THE LAST HERO-」 
放送日時：4（日）スタート 毎週（日）朝9：00- 2話連続 

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 

 

チャン・オクチョン＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時：20（火）スタート （月-金）深夜1：00- 

制作：2013年／韓国／字幕／全35話 

出演：キム・テヒ（チャン・オクチョン）、ユ・アイン（イ・スン/粛宗）ほか 

豊臣秀吉 天下を獲る！ 
放送日時：25（日）スタート 毎週（日）深夜0：30- 3話連続 

制作：1995年/日本/全13話 

出演：中村勘三郎（豊臣秀吉）、中村勘九郎（少年期の秀吉）ほか 

 

【番組の概要】 
「トンイ」の宿命のライバル、朝鮮3大悪女と呼ばれたチャン・ヒビン（チャン・オクチョ
ン）を、一途な愛に生きた女性として新しく描いた歴史ドラマ。 

【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。 

【番組の概要】 
中村勘三郎（18代目）主演。貧しい農家の子から武士となり、一国一城の主、ついには「天下
人」にまで上り詰めた豊臣秀吉。波瀾万丈な62年の生涯を、一大叙事詩として描く。 

中国歴史ドラマ 

韓国歴史ドラマ 

日本歴史ドラマ 

「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  
「チャン・オクチョン」 © SBS & SBS Contents Hub. All rights reserved.  「豊臣秀吉 天下を獲る！」コピーライト不要 
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中国時代劇「宮廷の諍い女」 
放送日時：24（土）スタート 毎週（土）深夜1：00- 5or６話連続 

制作：2012年／中国／字幕／全76話 

出演：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 

温泉若おかみの殺人推理 
放送日時：４（日）スタート 毎週（日）午前11：00- 5話連続  

     ※25日（日）のみ午前11:00- 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 

【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。 

【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。 

中国歴史ドラマ 

国内ドラマ 

20 
「宮廷の諍い女」© 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 
「温泉若おかみの殺人推理」 ©大映テレビ 



 
【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 

 
※8月1日（月）以降FAX番号が変更となります 

 FAX：03-5209-7245 

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

