
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１０月おすすめラインナップ 

個性豊かな刑事たちが、難事件解決に奔走！ 

食欲の秋を堪能する番組を一挙に放送！ 

不朽の名作をリメイク！朝鮮中期に実在した名医の一代記 

国内ドラマ 

■「名家の妻たち」第1・2話先行放送 

■特集『秋のグルメ祭り』 

「孤独のグルメ Season5」 
「ワカコ酒 Season2」 ほか 

■『名？迷？刑事サスペンス特集』 

CS初含 

一夫多妻制がもたらす6人の妻たちの凄絶な争い 

■「ホジュン～伝説の心医～」 

CS初含 

韓国歴史ドラマ 

国内ドラマ 

日本初 

「警視庁黒豆コンビ」シリーズ ほか 
「孤独のグルメ Season5」©2015  久住昌之・谷口ジロー・ｆｕｓｏｓｈａ／テレビ東京 
「名家の妻たち」©2013 China Syndication Entertainment Co., Ltd. 

中国ドラマ 



「孤独のグルメ Season5」CS初放送記念 
特集『秋のグルメ祭り』 
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【特集の概要】 
「孤独のグルメ Season５」CS初放送を記念して、『秋のグルメ祭り』と題し、 
美味しい食べものが揃った番組をラインナップ！なんとその数100食以上！ 
食欲の秋を、眼で存分に愉しめる特集編成でお送りします。 
 

【放送ラインナップ】 
・「孤独のグルメ Ｓeason1～５」 ・「早川光の最高に旨い寿司」 
・「ワカコ酒 Season２」     ・「歴人めし」 
・「ブギウギ専務～ブギウギ奥の細道～」 

“グルメ俳句”キャンペーン 
俳句のお題はズバリ「秋の味覚」。優秀作品には、北海道グルメをプレゼント！発表はなんとチャンネル銀河の放送で！ 
 

俳句のお題：秋の味覚 
例） とまらない 枝豆片手に テレビみる  嬉しいな 今日の夕飯 栗ごはん 

 
【応募期間】9／1（木）～１０／１９（水）   【応募方法】チャンネル銀河HP or ハガキ 
【賞品】  ① 最優秀賞      ：北海道の新鮮素材がつまった、豪華絢爛！海鮮おせち「はなしのぶ」5万円相当×1名様 
         ② 優秀賞       ：カニしゃぶで一家団らん！むき身2種セット1万円相当×2名様 
         ③ チャンネル銀河賞  ：北海道グルメ「よりどり市」（5点セット）×5名様    



「孤独のグルメ Season5」 

放送日時 ２（日）スタート 毎週（日）夜7：00- 2話連続 データ 2015年／日本／全12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 

初の海外進出は台湾！待望の新シリーズがＣＳ初放送！ 

【番組の概要】 
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の第5弾。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。 

【あらすじ】 

南武線稲田堤駅から出ると、雨だった。クライアントのふとん店の佐古田（寺田
濃）のところに到着。仕事を終え、ふとん店を後にした五郎。その後腹がすいて
店を探していると、「炭火焼肉 寿苑」の看板が目に入る。オモニ（西尾まり）
に勧められるまま席に座る五郎。ガーリックハラミとタン塩、ライスとウーロン
茶、キムチを頼む。やがて次々に出される肉を焼き、堪能する五郎。その後サム
ギョプサルと上カルビを追加する。かなりの量だがあまりの旨さにご飯と共にか
き込む。 

（＃１「神奈川県川崎市稲田堤のガーリックハラミとサムギョプサル」） 

 ©2015  久住昌之・谷口ジロー・ｆｕｓｏｓｈａ／テレビ東京 

スタート HD 
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CS初 

国内ドラマ イチオシ 



「孤独のグルメ」シリーズ49話 一挙放送 

Season1～4を毎週土・日に一挙放送！ 
 

孤独のグルメ Season４  

真夏の博多出張スペシャル 
【福岡市博多区中洲の鯖ごまと若どりスープ炊き】 

30（日）午後３：３0-午後4：30 

【「孤独のグルメ」放送日時】 

＃１-＃４       2（日）午後4：15-夜6：30 

＃５-＃１２      8（土）午後2：00-夜6：30 
【「孤独のグルメ Season2」放送日時】 

＃１-＃６       9（日）午後2：00-夜6：45 

＃７-＃１１    15（土）午後2：00-夜6：00 

＃１２       16（日）午後2：00-午後2：４5 
【「孤独のグルメ Season3」放送日時】 

＃１-＃５       16（日）午後2：４５-夜6：45 

＃６-＃１０    22（土）午後2：00-夜6：００ 

＃１１-＃１２ 23（日）午後2：00-午後3：30 
【「孤独のグルメ Season4」放送日時】 

＃１-＃４       23（日）午後3：30-夜6：45 

＃５-＃１０    29（土）午後2：00-夜6：45 

＃１１-＃１２ ３０（日）午後２：００-午後3：30 

 

 

「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 3 



「ワカコ酒 Season2」 

放送日時 
＃１-＃8 1（土）午後2：00-夜6：30 
＃9-＃１２ 2（日）午後2：00-午後4：15 

データ 2016年／日本／全12話 

キャスト 武田梨奈（村崎ワカコ）ほか スタッフ  原作：新久千映 

食と酒こそが、エンターテイメント！ 
今宵も酒場で女ひとり酒！ 

【番組の概要】 
呑兵衛女子・26歳のＯＬ村崎ワカコが様々なお店を訪れ「女ひとり酒」を堪能
する日々を描いた人気コミックをドラマ化。アニメ化や韓国版「ワカコ酒」が 
製作されるなど、原作は累計発行部数100万部を超える。ツマミとお酒に 
こだわる女性・ワカコをモノローグで展開していく、今最も注目を集めるグルメ
ドラマ、待望の第2シリーズ。 
 

【あらすじ】 

今宵の酒の肴は「アジフライ」。ソースが絡んだサクサクの肉厚アジフライに、
ビールが進むワカコ。翌日は冷酒にまぐろの山かけをお供に一杯。ワカコに 

とって、仕事のあとの一杯は、何よりも勝るエンターテイメントなのだ。 

（＃１「外飲みの王道、アジフライ」） 
©新久千映/NSP 2011 ©2016「ワカコ酒2」製作委員会 

スタート HD 
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CS初 

国内ドラマ 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 
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「ブギウギ専務」１０月のラインナップ 
 

北海道グルメが登場！ 

「ブギウギ専務」 
放送日時：（月-金）深夜0:00-深夜1：00 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 ～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 



「早川光の最高に旨い寿司」「歴人めし」コピーライト不要 6 

CS初 

生活・趣味・教養 

「早川光の最高に旨い寿司」  
【放送日時】 
毎週（日）午後1：00-午後2：00 ほか 
 
【番組概要】  
産地・旬にこだわった“極上の素材”、経験を積んだ職人による“熟練の技” 
これらが合わさることで、その旨さは何倍、何十倍にも膨れ上がる。 
そんな寿司の醍醐味をとことん味わい尽くし、寿司を食文化として捉えた情報番組。 
出演：早川光 ほか 
制作：2014年／日本／全28話（#16-#28がCS初放送）  

「歴人めし」  
【放送日時】 
3（月）-７（金）夜10：45-夜11：00 
17（月）スタート（月-金）昼12：15-昼12：30ほか 
 
【番組概要】  
時代を動かした歴人たちはどんなものを食べてきたのか。 
龍馬が暗殺される晩に食べようと思っていた軍鶏鍋、粗食を好み長生きしたという 
家康など歴人たちが好んだ食を紐解きながら現代でも美味しく食べられる料理にアレンジ。 
出演：江戸懐石近茶流・柳原尚之 
制作：201６年／日本／全９話／オリジナル  

CS初含 

坂本龍馬「軍鶏鍋」 
徳川家康 
「八丁味噌の冷汁と麦飯」 

オリジナル 

ナビゲーター：早川光 

柳原尚之 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

HD スタート 



夫への愛が美しき妻たちを狂わせる・・・ 
一夫多妻制がもたらす妻たちの凄絶な争い 

【番組概要】 
一夫多妻制が残る1900年代初頭の中国を舞台に、夫の愛を得ようと激しく火花を散ら
す女性たちの闘争を描いた涙と戦慄のドラマ。美しき6人の妻たちによる寵愛争い、嫁
姑の対立、兄弟の跡目争いなど、波瀾尽くしの物語で先の読めないストーリーが展開。
中国だけでなく韓国・アメリカでも放送された話題作を日本初放送。 
 

【あらすじ】 

白(バイ)家は代々受け継がれてきた有名な製薬一族。5年前、長男の乾楓(チェンフォン)
が外出先で盗賊に襲われ亡くなって以来、次男の乾笙(チェンション)が製薬所の主人を
務めている。彼には正妻を含め、4人の妻がおり、彼女たちは日ごろから寵愛争いを繰
り広げていた。そんな妻たちを尻目に、乾笙は兄・乾楓の婚約者で善良な女性・采薇
(ツァイウェイ)を密かに慕っていた。次第に惹かれあう二人。ついに、乾笙は采薇を5
人目の妻として白家に迎え入れる。嫉妬、確執、陰謀。采薇もまた、妻たちによる寵愛
争いに身を投じていく。そんな中、亡くなったと思われていた長男・乾楓が突然戻って
くる。混乱する白家でさらなる騒動が起こった。乾笙が6人目の妻を迎え入れたことで、
妻たちによる寵愛争いは、さらに熾烈さを増していった……。 

「名家の妻たち」＜字幕版＞ 

放送日時 30（日）午後5：00-夜7：00（#1,#2 先行放送） 
（11月本放送） 

データ 2013年／中国／全48話 

キャスト 
ハン・ドン（乾笙（チェンション））、 
ロウ・イーシャオ（采薇(ツァイウェイ)）、 
ジェシカ・ヘスター（馥芳(フーファン)）ほか 

スタッフ 
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HD スタート 

©2013 China Syndication Entertainment Co., Ltd. 

中国ドラマ 

日本初 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 



「心医」と呼ばれた朝鮮王朝時代の名医、ホ・ジュンの波乱万丈の生涯 

【番組概要】 
大ヒット作「ホジュン～宮廷医官への道」を14年の時を経て、当時のスタッフがリメ
イク。「心医」と呼ばれたホ・ジュンの波乱万丈の生涯を描く。賤しい身分ながら、ひ
たむきな努力によって困難を克服し、やがて王を診る御医へと出世するサクセスストー
リーを、前作以上にドラマチックで味わい深い内容に仕上げた歴史ドラマ。 
 

【あらすじ】 

16世紀中期。軍官の父に憧れて育ったジュンは聡明な少年だったが、やがて身分の低
い側室の母から生まれた庶子の自分が望み通りに生きるのは難しいと悟る。成長後、自
暴自棄な生活をするジュンは密貿易に手を出して捕まり、父の配慮で遥か南の地・山陰
へと逃げることに。そこで名医と名高いユ・ウィテを知り、彼に弟子入りを志願。厳し
い師の下で懸命に学ぶジュン。ウィテの養女で医術を学んだイェジンに想いを寄せる
ウィテの息子ドジは、ウィテに目をかけられ腕を上げていくジュンを疎ましく思う。
ウィテはドジに「心医」になってほしいと願うが、ドジは内医院に入って御医になると
いう出世欲を抱いていた。ジュンは、妻や母に支えられながら「心医」を目指して邁進
していく。その道は険しく、様々な苦難に満ちていた……。 

「ホジュン～伝説の心医～」＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時 
10（月）スタート  
（月-金）夜9：30-夜11：00 2話連続 

データ 2013年／韓国／全135話 

キャスト 
キム・ジュヒョク（ホ・ジュン）、パク・ジニ（イェジン）、 
パク・ウンビン（イ・ダヒ）、ナムグン・ミン（ユ・ドジ）ほか 

スタッフ 

脚本：チェ・ワンギュ（「ホ
ジュン～宮廷医官への道）／ 
演出：キム・グンホン 
（「朱蒙」「階伯」） 
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HD スタート 

銀河初 

©MBC 2013 All Rights Reserved. 

韓国歴史ドラマ 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 
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今月のサスペンス！ 

「警視庁黒豆コンビ」 
【放送日時】 4（火）-7（金）夜7：45-夜9：30  
【番組概要】熱血漢の警視庁捜査一課強盗班刑事・黒田憲造（大地康雄）と、マメな後輩・豆田淳也
（村田雄浩）の「黒豆コンビ」が難事件に挑む。 
 
出演：大地康雄（黒田憲造）、村田雄浩（豆田淳也）ほか 
制作：2005-2007年／全4話 

「ブランド刑事」 
【放送日時】10（月）-12（水）夜7：45-夜9：30 
【番組概要】「ブランド刑事」こと桐原真実（東ちづる）が、ブランドに執着する人間たちの心の闇に迫る。 
 
出演：東ちづる（桐原真実）、金子貴俊（柳井正太郎）ほか 
制作：2006-2008年／全3話 

『名？迷？刑事サスペンス特集』 
放送日時：4（火）スタート （月-金）夜7：45-夜9：30 

 
＜特集概要＞個性豊かな刑事たちが難事件を解決すべく奔走するサスペンスをラインナップ。 

熱血漢の黒田憲造とマメな豆田の「黒豆コンビ」が活躍する「警視庁黒豆コンビ」シリーズをはじめ、 
7人の子供を女手一つで育て上げた母・花巻綾乃が奔走する「子だくさん刑事」などが登場。 

その他にも、夏樹静子原作の「特捜刑事 遠山怜子」シリーズや笹沢左保原作の「人情刑事 宮本清四郎 死を招く山百合」 
といった人気サスペンス作家の原作ドラマも放送。 

「警視庁黒豆コンビ」「ブランド刑事」コピーライト不要 

銀河初 

銀河初 

HD 国内ドラマ 



『名？迷？刑事サスペンス特集』 
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HD 国内ドラマ 

「子だくさん刑事」 
【放送日時】14（金）夜7：45-夜9：30 
【あらすじ】花巻綾乃（浅野温子）は女手一つで7人の子を育てる刑事。ある日、次女・マミの担任、川村陽
子（高橋かおり）が殺人現場に遭遇する。被害者は頭を強打して死亡し、犯人は逃走。警察は陽子の証言を
元に犯人の似顔絵を作成する。そんな中、現場から一ノ瀬京介という男の財布が見つかる。だが京介は、自
分がやったのではなく、現場で犯人とぶつかったと明かす。そして京介の供述を元に似顔絵を作るが、それ
は陽子の証言とは別人だった……。 
 
出演：浅野温子（花巻綾乃）、西村和彦（真田厚）ほか 
制作：2006年 

「人情刑事 宮本清四郎 死を招く山百合」 
【放送日時】13（木）夜7：45-夜9：30 
【あらすじ】巣鴨北署巡査長・宮本清四郎（愛川欽也）は、現場一筋40年の人情派刑事。ある日マンション
の一室で女性の死体が発見される。室内を物色した様子はなく、頭部を殴打されて死亡していた。第一発見
者は彼女の実父で、ＫＲ電機を一代で大企業に育て上げた伝説の経営者、久世竜蔵（樋浦勉）。近くで商談
があったため彼女の家を訪れたところ、家の鍵が開いており、彼女がリビングで倒れていたというが……。 
 
出演：愛川欽也（宮本清四郎）、沢村一樹（佐々木冬彦）、酒井和歌子（川名弥生）ほか 
制作：2005年／原作：笹沢左保 

「特捜刑事 遠山怜子」 
【放送日時】17（月）・18（火）夜7：45-夜9：30 
【番組概要】夏樹静子原作。殺人事件の捜査に奔走する警視庁特殊犯捜査係刑事・遠山怜子の姿を描いた人
気サスペンス。 
 
出演：浅野ゆう子（遠山怜子）、小野武彦（難波岳志）ほか 
制作：2003-2004年／全2話／原作：夏樹静子 

「人情刑事 宮本清四郎 死を招く山百合」「子だくさん刑事」「特捜刑事 遠山怜子」コピーライト不要 

CS初 

CS初 

銀河初 
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HD 国内ドラマ 

「警視正 日丸教授の事件ノート よそ者」 
【放送日時】２０（木）夜7：45-夜9：30 
【あらすじ】徳島で弁当会社を営む風間(徳井優)が何者かに殺され、後日、同じ現場で今度は警察署長・栗林
(深水三章)の刺殺体が見つかった。警察大学教授・日丸は警視・並木(小野寺昭)の依頼で、極秘捜査に乗り出
す。助手に指名したのは巡査部長・まゆみ(純名りさ)で、過去のデータを洗い出したところ、15年前に発生
した殺人事件に2人の接点を発見する。当時、風間は事件の目撃者で、一方の栗林は捜査官だったのである。 
 
出演：小林稔侍（日丸慶蔵）、市毛良枝（藤山澄江）ほか 
制作：200３年 

「嘱託刑事・小山田昭平 旅路の果て」 
【放送日時】19（水）夜7：45-夜9：30 
【あらすじ】警察を定年退職し、今は嘱託勤務の小山田昭平（仲代達矢）は、４年前に失踪した娘の捜索を
依頼するために探偵事務所を訪れた。彼女は既婚者の斉藤雄二と駆け落ちし、それ以来行方不明だった。小
山田の嘱託先は世田谷北警察署の捜査資料室。現役の頃と違って捜査権がなく会議にも出られない。そんな
ある朝、大進建設社長･斉藤宗一郎が自宅で死体となって発見された。小山田は斉藤宗一郎死亡のニュースを
聞き愕然とする。なぜなら被害者は娘と駆け落ちした斉藤雄二の父親なのだ……。 
 
出演：仲代達矢（小山田昭平）、坂井真紀（斉藤黎子）、樹木希林（太田フク）ほか 
制作：200１年 

「異端の夏」 
【放送日時】２１（金）夜7：45-夜9：30 
【あらすじ】東京・銀座で画廊を経営する陣蔵（佐藤慶）から、孫・雄介が軽井沢の別荘を出たまま戻らな
いとの通報が。駆けつけた西軽井沢署の刑事・辰巳（渡辺謙）は、陣蔵の次男で雄介の父・篤志（相島一之
）と妻・康子（南果歩）の仲が冷え切っていること、長男の昌義（益岡徹）が一族と疎遠になっていること
を知る。そんな中、辰巳は誘拐犯が残したメッセージと思われる短歌を見つけて……。 
 
出演：渡辺謙（辰巳）、南果歩（康子）ほか 
制作：200３年／原作：藤田宜永 

「嘱託刑事・小山田昭平 旅路の果て」「警視正 日丸教授の事件ノート よそ者」コピーライト不要「異端の夏」©松竹 

銀河初 

銀河初 

『名？迷？刑事サスペンス特集』 
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HD 国内ドラマ 

「北海道警事件ファイル 警部補 五条聖子」 
【放送日時】28（金）夜7：45-夜9：30 
【あらすじ】北海道警釧路方面本部捜査課の係長・五条聖子のもとに、事件の一報が飛び込んでくる。羅臼
にある展望塔の駐車場で男性の遺体を発見、捜査線上に2人の女性が浮上し……。 
 
出演：若村麻由美（五条聖子）、石黒賢（芳村大地）ほか 
制作：20１２年 

「猪熊夫婦の駐在日誌」 
 
【放送日時】 24（月）-27（木）夜7：45-夜9：30 
【番組概要】正義感溢れる駐在警官・猪熊喜三郎（地井武男）と妻・靖子（研ナオコ）が難事件を解決する。 
 
出演：地井武男（猪熊喜三郎）、研ナオコ（猪熊靖子）ほか 
制作：2004-2007年／全4話 ※１-３CS初放送 

「信州あづみ野の名刑事 道原伝吉の捜査行」 
【放送日時】31（月）夜7：45-夜9：30 
【あらすじ】「あの女に刺されるなら仕方がない」という言葉とともに「一切闇処（いっさいあんしょ）」
という地獄の名を言い残して、画家の中留浩介（内藤剛志）が安曇野の山道で殺害された。その夜、遠く離
れた長崎県・雲仙でも新聞記者の重見（大城英司）が殺害され、遺体のそばからは中留が描いた地獄絵図が
発見される。同じ日に起こった2つの殺人事件……。 
 
出演：松平健（道原伝吉）、斉藤慶子（道原康代）ほか 
制作：20１２年 

「猪熊夫婦の駐在日誌」「北海道警事件ファイル 警部補 五条聖子」「信州あづみ野の名刑事 道原伝吉の捜査行」コピーライト不要 

CS初含 

『名？迷？刑事サスペンス特集』 
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HD 国内ドラマ 

「和服デザイナー探偵」 
【放送日時】2（日）スタート 毎週（日）午前１１：００-昼１２：４５ 
【番組概要】和服デザイナーの安中久里子（泉ピン子）が幼馴染のイベントプロデューサー・
立石洋一（神田正輝）の依頼で様々な土地を訪れ、その地で起こる殺人事件の謎を解明すべく
奔走する。 
 
出演：泉ピン子（安中久里子）、神田正輝（立石洋一）ほか 
制作：1997-1998年／日本／全3話 ※＃１CS初放送 

「ジャンボ宝くじ1億5千万が当たった女!連続殺人」 
【放送日時】 1（土）午前10：00-午後1：30 全2話一挙放送 
【番組概要】つつましく暮らしていた中年女性が宝くじで大当たりを引き当てた事から、殺人事件に巻
き込まれてしまい、真犯人を突き止めるべく謎を解明する。 
 
出演：＜連続殺人１＞小柳ルミ子（福原富子）、田中健（大槻良介）ほか 
         ＜連続殺人２＞野際陽子（立花寿々子）、今井雅之（三宅信彦）ほか 
制作：1998-1999年／日本／全2話 ※#1CS初放送 

「浅見光彦ミステリー」 
 
【放送日時】8（土）スタート毎週（土）午前10：00-午後1：30 2話連続放送 
【番組概要】難事件を直感と推理で解決していくルポライター・浅見光彦（水谷豊）の活躍を描く。 
 
出演：水谷豊（浅見光彦）ほか 
制作：1987-1990年／日本／全8話 

「ジャンボ宝くじ1億5千万が当たった女!連続殺人」©松竹「和服デザイナー探偵」©TSP/TBS「浅見光彦ミステリー」©近代映画協会 

その他、サスペンス 

CS初含 

CS初含 



その他／再スタート HD スタート 

「チョン・ドジョン」＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時：１３（木）スタート （月-金）午後３：00-午後４：１５ 

出演：チョ・ジェヒョン（チョン・ドジョン）、イム・ホ（チョン・モンジュ）ほか 

制作：201４年／韓国／字幕／全５０話 

 

「推奴 チュノ」＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時：3（月）スタート （月-金）午後4：30-午後5：45 

出演：チャン・ヒョク（イ・テギル）、オ・ジホ（ソン・テハ）ほか 

制作：201０年／韓国／字幕／全２４話 

【番組の概要】 
奴婢に転落した朝鮮最高の武将、奴婢を追う狩人の推奴、その2人を愛した女の物
語を壮大なスケールで描いた歴史ドラマ。１７世紀中頃の朝鮮を舞台に、逃亡す
る奴婢（奴隷）と彼らを捕まえ賞金を稼ぐハンター（推奴）たちとの熱き追撃戦
を描く。殺陣やアクションとともに俳優陣の鍛え上げられた肉体美も見どころ。 

【番組の概要】 
朝鮮王朝建国の立役者チョン・ドジョンの激動の生涯を描いた正統派歴史ドラマ。
チョン・ドジョンを中心に、高麗から朝鮮に移る激動の時期に朝鮮を建国しようとす
る人々と高麗を守ろうとする人々の物語を描いた人間ドラマ。 

韓国歴史ドラマ 

「チョン・ドジョン 」Licensed by KBS Media Ltd. © 2014 KBS. All rights reserved 「推奴 チュノ」 ©2010 KBS. All rights reserved 

韓国歴史ドラマ 
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その他／再スタート HD スタート 

「三匹のおっさん２～正義の味方、ふたたび！！～」 
放送日時：22（土）スタート 毎週（土）朝8：00-午前10：00 2話連続 

出演：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 

制作：2015年／日本／全9話／原作：有川浩 

 

「物書同心いねむり紋蔵」 
放送日時：30（日）スタート 毎週（日）深夜0：30-深夜3：30 3話連続 

出演：舘ひろし（藤木紋蔵）、風吹ジュン（藤木里）、中村梅之助（蜂屋鉄五郎）ほか 

制作：1998年／日本／全21話 

【番組の概要】町奉行所例繰方（れいくりかた）で書記として、過去の判例などを整理する地
味なお役目を30年務めている藤木紋蔵。マイペースな人柄で奉行所でもいびきをかいていると
ころから、ついたあだ名が「いねむり紋蔵」。そんな彼が、持ち込まれた事件解決に奮闘する。 

【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。 

15 
「三匹のおっさん２～正義の味方、ふたたび！！～」コピーライト不要「物書同心いねむり紋蔵」 ©NHK 

国内ドラマ 

日本歴史ドラマ ＮＨＫ 



 
【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：03-5209-7245  
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

