
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１１月おすすめラインナップ 

『NHKドラマ１０』人気作を毎週日曜一挙放送！ 

「土曜ワイド劇場」の人気サスペンス・2シリーズが登場！ 

国内ドラマ 

■「名家の妻たち」 

■「激流～私を憶えていますか？～」ほか 

一夫多妻制がもたらす6人の妻たちの凄絶な争い 

CS初含 

「名家の妻たち」©2013 China Syndication Entertainment Co., Ltd. 
「激流～私を憶えていますか？～ 」©ＮＨＫ 

中国ドラマ 日本初 

■「混浴露天風呂連続殺人」 
■「タクシードライバーの推理日誌」 

国内ドラマ 

ＮＨＫ 

「秋の社員旅行」などの単発企画が目白押し 

■「ブギウギ専務」 CS初 

■「一夫多妻制ってアリ？ 山路徹×ヨシダナギ～『名家の妻たち』放送特番～」 オリジナル 

銀河初 

バラエティ 



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 
９（水）スタート （月-金）夜１１：00-深夜０：00 

 ※リピート １０（木）スタート （月-金）午後１：００-午後２：００  
データ 

制作：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 

HD スタート 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 

イチオシ 

1 ©2013 China Syndication Entertainment Co., Ltd. 
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「名家の妻たち」 登場人物 

乾笙（チェンション） 
白家の次男で製薬所の主人。誠
実な性格で周囲からの人望も厚
い。4人の妻を差別することな
く接していたが、幼い頃から、
長男の許婚である采薇を密かに
想っていた。 

乾楓（チェンフォン） 
白家の長男。5年前に外出先で行方不明に
なり、死んだと思われていたが、帰還。元
許婚の采薇の事が忘れられず、乾笙の妻と
知りながらも、彼女を奪おうと画策する。 

馥芳（フーファン）（正妻） 
乾笙の正妻。父親が製薬所の大株主。白家
では何人もの使用人たちを手駒としており、
他の妻たちの動向を逐一報告させている。 
子宝に恵まれず、嫉妬から他の妻たちにき
つく当たる場面も。 

梅香（メイシャン）（第二夫人） 
乾笙との間に双子を出産するも、男児は早
世。馥芳が使用人を使って、自分の子を殺
したと思っており、密かに彼女に復讐しよ
うと画策している。 

秋琳（チウリン）（第三夫人） 
非常に我が強く、我儘。乾笙の子供を身
籠った際には、正妻に対しても強気の態度
を取っていたが、流産してしまう。流産が
采薇の仕業だと思っており、彼女を目の敵
にしている。 

桂琴（グイチン）（第四夫人） 
実家の酒房が多額の借金をかかえ、そのカ
タに白家に嫁がされた。出自の身分が低く、
そのことで正妻をはじめ使用人たちにも見
下されている。家族想いの性格で、身を挺
して采薇を守るなど心の優しい一面もある。 

采薇（ツァイウェイ）（第五夫人） 
製薬所の執事を父に持つ善良な性格の女性。
もともとは白家の長男・乾楓の婚約者だっ
たが、ある事がきっかけで、弟の乾笙に嫁
ぐことになる。薬に詳しく、安価な薬の開
発に力を入れている。他の妻たちと争いを
避けていたが、執拗に嫌がらせを受け、苦
境に陥れられる。 

©2013 China Syndication Entertainment Co., Ltd. 

碧荷(ビーホー)（第六夫人） 
白家に使用人として買われた女性。采薇が
嫁いできた直後、彼女の使用人として仕え
る。聡明で気配りが出来る女性だが、実は
馥芳の息がかかっており、采薇を陥れよう
と画策する。 
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◇その凄絶さは不倫ドラマを超える！一夫多妻制ドラマ 
本作に登場する白家の妻たちは、正妻から第六夫人までの計6人。物語は冒頭から子宝に恵まれない正妻が、
妊娠した第三夫人を潰しにかかるなど過激に展開。さらに、一家の主・乾笙（チェンション）が長年想い
続けている采薇（ツァイウェイ）を新たな夫人として迎えることになり、妻たちは嫉妬に駆られる。そん
な中、亡くなったと思われていた采薇の元婚約者・乾笙の兄が帰還し……。 
女たちの愛・嫉妬・欲望が渦巻く息もつかせぬストーリーは観る人を惹きつけてやまない。 

「名家の妻たち」 みどころ① 

©2013 China Syndication Entertainment Co., Ltd. 

◇主演は“華流歴史ドラマの貴公子”ハン・ドン 
 大きな目に澄んだ眼差し、端正な顔立ちが印象的なハン・ドン。
「宮廷女官 若㬢」の第九王子役で注目を集め、一躍スターに上りつ
めた彼は、歴史ものコスチュームや辮髪（べんぱつ）がよく似合うこ
とから“歴史ドラマの貴公子”の異名を持つ。そんな彼が演じる一家
の次男・乾笙が纏う長衫（ちょうさん）姿は新鮮で、また、実直で情
に厚い役柄や長年好意を寄せる采薇への熱のこもった視線も悶えポイ
ント！ 
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◇インパクトあり過ぎる女たちの名言 
日々熾烈な争いに身を置く女たちからは、毎度鮮烈な名言が飛び出す。「夫は共有するもの」「子
どもも産めない正妻なんて意味ないわ」「（寵愛を失った）あなたなんて哀れな虫けらと同じ」な
ど、一度聴いたら脳裏に焼き付く台詞チェックも本作の楽しみのひとつ。 

 
◇ノスタルジックな趣きのロケ地と妖艶なるチャイナドレス 
作品全体に中華民国時代のノスタルジー感が漂う本作。ロケは「北に故宮、南に蘆宅（ろたく）あ
り」といわれる中国・江南の国宝級建築物である「蘆宅」で行われた。1400年台に建てられた古
民居群で、2006年に「世界危機遺産」に登録された。また、美人妻たちが着こなすチャイナドレ
スはどれも意匠を凝らした艶やかなものばかり。目の肥えた歴史ドラマファンにも鮮やかに映るこ
と間違いなし。 

©2013 China Syndication Entertainment Co., Ltd. 

「名家の妻たち」 みどころ② 
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「一夫多妻制ってアリ？ 山路徹×ヨシダナギ  
   ～『名家の妻たち』放送特番～」 

放送日時：1（火）午後４：１５-午後４：３０ ほか 
出演：山路徹、ヨシダナギ（写真家） 制作：2016年／オリジナル 
 
＜番組概要＞ 
いくつもの修羅場を乗り越えてきた「平成の色男」ことジャーナリスト山路徹と、今最も注目を集める
「裸で撮るフォトグラファー」ヨシダナギ。世界を見てきた二人が目から鱗の価値観で“一夫多妻制”や
“婚姻制度”について語る。果たして一夫多妻は非婚時代や少子化対策の救世主になりうるのか否か。 
 

オリジナル 

★アフリカを愛するヨシダナギと「一夫多妻制」★ 
撮影のたび一夫多妻制民族の集落で彼らと生活を共にし、その眼で現実を見聴きしてきた。 

自身も妻のひとりにならないかと誘われることもしばしば。 
より自然体な写真を撮るため自身も現地の女性と同じ格好にもなる。その様子が、2016年7月TBS系列の 
深夜番組「クレイジージャーニー」で数週に渡って放送されたことから、「裸で撮るフォトグラファー」 

としても注目を浴び、広く世の中に存在が知られるようになった。 

「名家の妻たち」放送特番 
HD 



国内ドラマ 

「激流～私を憶えていますか？～」「ガラスの家」「セカンドバージン」「紙の月」 ©NHK 

『ＮＨＫドラマ１０』毎週日曜に一挙放送！ 
NHK総合テレビの夜10時台の連続ドラマ「ドラマ１０」で放送された人気作を、毎週日曜に一挙放送！ 
11月は、田中麗奈、桐谷健太出演の「激流～私を憶えていますか？～」をＣＳ初放送。井川遥、斎藤工出演
の「ガラスの家」も登場。12月は、映画化もされ話題となった大石静脚本の「セカンドバージン」、 
角田光代原作の「紙の月」をラインナップ予定！ 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

ＮＨＫ 
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「激流～私を憶えていますか？～」 

放送日時 20（日）昼１２：００- 夜９:００ 全8話一挙放送 データ 
制作：201３年／日本／全8話
／ＮＨＫ 

キャスト 
田中麗奈（井上（三隅）圭子）、桐谷健太（東萩耕司）、 
国仲涼子（河野（御堂原）貴子）、ともさかりえ（秋芳美弥）、 
山本耕史（鯖島豊）ほか 

スタッフ 原作：柴田よしき 

未解決の少女失踪事件が一通のメールで再び動き出す！ 
人生の激流にのみ込まれていく5人の同級生…… 

【番組概要】 
修学旅行で失踪した15歳の少女から、20年後、5人の同級生に届いた
謎のEメール。再会した同級生たちに不可解な事件が次々と襲いかかる。
柴田よしきの同名小説を原作としたサスペンスドラマ。 
 
【あらすじ】 

中学３年のときの同級生、圭子（田中麗奈）、貴子（国仲涼子）、美弥
（ともさかりえ）の元に不思議なメールが届く。「私を憶えています
か？冬葉」。京都への修学旅行で３人と同じ班だったが、旅行の途中で
こつ然と姿を消し、今だに行方不明のままの冬葉からのメールである。
圭子は同じ班だった鯖島（山本耕史）と東萩（桐谷健太）にも声をかけ、
５人は２０年ぶりに顔を合わせる。その時から５人の身の上に、次々と
災難が降りかかるようになっていく。 

（＃１「過去からのEメール」より） 

スタート HD 

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 ＮＨＫ 

7 ©ＮＨＫ 
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「ガラスの家」 

放送日時 ２７（日）昼１2：00-夜９：３０ 全9話一挙放送 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。 

 

【あらすじ】 

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。（＃１「美しき魔物」より） ©NHK 

スタート ＮＨＫ HD 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

国内ドラマ 



今月のサスペンス！ 

「混浴露天風呂連続殺人」 
 

放送日時：1（火）スタート （月-金）夜7：45-夜9：30 
出演：古谷一行（左近太郎）、木の実ナナ（山口かおり）ほか 
制作：1982年-2007年／全26話 
 
【番組概要】 
拳銃片手に美女をという左近太郎警部（古谷一行）と 
脚線美の山口かおり警部補（木の実ナナ）の 
日本一オシャレな刑事コンビが、全国各地の温泉地で起こる事件解決に奔走する。 

「混浴露天風呂連続殺人」©テレパック「タクシードライバーの推理日誌」 ©NEP 

銀河初 

HD 国内ドラマ 

「タクシードライバーの推理日誌」 
 
放送日時：5（土）スタート 毎週（土）午前10：00-午後５：３０ 4話連続 
出演：渡瀬恒彦（夜明日出夫）、風見しんご（東山秀作）、 
   平田満（神谷警部）ほか 
原作：笹沢左保 
制作：1992年-2002年／全16話 
 
【番組概要】 
タクシーの運転手をしている夜明日出夫（渡瀬恒彦）は、元警視庁の腕利き警部
補。女性スキャンダルで刑事を辞めたうえ、離婚までしたのだが、タクシードラ
イバーになった今も懲りずに、わけありな美人乗客に翻弄されながら、日本全国
を走りまわって、難事件を解決している。 

11月のサスペンスは「土曜ワイド劇場」で人気を博した2シリーズが登場！ 

9 



HD 

「ブギウギ専務」 ©ＳＴＶ 

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：2008-2016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。 
11月は、「ダンボール新幹線 函館穴場めぐりの旅」「㈲上杉ポンプ商会 秋の社員旅
行」など単発企画をラインナップ。 

バラエティ CS初 

11月の「ブギウギ専務」ラインナップ 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

「ダンボール新幹線  
  函館穴場めぐりの旅」 

北海道新幹線開業先どり企画！段ボール
新幹線はやぶさ号がゆく函館穴場めぐり
の旅。超レア！ 
建設準備中の新函館北斗駅に潜入。 

「 ㈲上杉ポンプ商会 
     秋の社員旅行」 

ウエスギ専務とおおち係長だけの華
がない新体制となった上杉ポンプ商
会。 ピンチの時こそ結束を！ 
というわけで秋の社員旅行へ。  

「ウエスギ専務 
     ダムイベントに出る！」 

本人が知らぬ間にダムイベントに専務が 
出演決定！ダムＬＯＶＥの輪を広げること 
ができるのか？ 

10 



HD スタート 

「馬医」＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時：８（火）スタート （月-金）朝８：３0- 午前１０：００ 
出演：チョ・スンウ（ペク・クァンヒョン）、イ・ヨウォン（カン・ジニョン）、 
   イ・サンウ（イ・ソンハ）ほか 
制作：2012-2013年／韓国／全50話／監督：イ・ビョンフン 

「階伯 ケベク」＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時：４（金）スタート （月-金）午後4：30-午後５：４５ 
出演：イ・ソジン（ケベク）、ソン・ジヒョ（ウンゴ）ほか 

制作：2011年／韓国／全36話 

 

 

 

 

【番組概要】 
「イ・サン」で王・正祖を熱演したイ・ソジン主演。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。大
ヒット歴史ドラマ「朱蒙」を手掛けた演出家＆脚本家が再びタッグを組み、愛や
妬み、権力がうごめく人間関係が緻密に描かれ、観る者を引き込んでいく。主人
公・ケベクが奮闘する戦闘シーンだけでなく、ヒロイン・ウンゴによる妃らとの
美しくも激しい心理戦も必見。 

【番組概要】 
朝鮮王朝時代、当時最下層の身分にあった馬医から王の主治医になった実在の人物、 
ペク・クァンヒョンの波乱に満ちた生涯をドラマティックな展開で描いた歴史ドラマ。 
困難にぶつかりながらも全力で乗り越えていく真摯な男のサクセスストーリー。 

「馬医」©2012-3 MBC 「階伯 ケベク」©MBC 2011 All Rights Reserved 

韓国歴史ドラマ 
その他、再放送 
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スタート 

「豊臣秀吉 天下を獲る！」 
放送日時：１４（月）スタート （月-金）午後２:００-午後３:００ 

出演：中村勘三郎（豊臣秀吉）、中村勘九郎（少年期の秀吉）ほか 

制作：1995年/日本/全13話 

【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。 

日本歴史ドラマ 

「昨日、悲別で」 ©NTV「豊臣秀吉 天下を獲る！」コピーライト不要 

その他、再放送 

「昨日、悲別で」 
放送日時：6（日）・13（日）昼12：00- 全13話一挙放送 
                   6（日）：＃1-＃7  昼１２：００-夜７：００ 
               13（日）：＃8-＃13  昼１２：００-夜６：３０ 
           14（月）スタート 毎週（月）深夜2：00-深夜4：00 2話連続 

出演：天宮良（中込竜一）、石田えり（小沼ゆかり）、布施博（佐々木和美）ほか 
局本：倉本聰 
制作：1984年／日本／全13話  

【番組概要】 
東京に出て仕事をしようとする者と地元に残って暮らしていく者、悲別と東京を舞台に
若者たちの心の交流を描いたドラマ。北海道の過疎の炭鉱町・悲別からダンサーを夢見
て上京した青年・中込竜一と、故郷に残った竜一の二人の親友の交流、そして竜一とゆ
かりのラブストーリーを、触れ合いとそれぞれが抱える葛藤を通して切なく綴る。 

国内ドラマ 

HD 
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HD スタート 

中国宮廷ドラマ「王の後宮」＜字幕版＞ 

放送日時：１０（木）スタート （月-金）深夜１：０0- 深夜２：００ 
出演：アン・アン（紫雲：しうん＝春華：しゅんか）、 
   ウィリアム・フォン（楊永：ようえい）、タビア・ヨン（万貴妃：ばんきひ）ほか 
制作：2011年／中国／全46話 

【番組概要】 
明の時代、嫉妬心と復讐心の渦巻く宮廷を舞台に、美しき妃たちのプライドを賭けた愛
憎劇。西太后、武則天（則天武后）に引けを取らない悪女・万貴妃の権力闘争に巻き込
まれていく純粋で心優しい女官の物語。 

「王の後宮」©中国国際電視総公司 

その他、再放送 

中国歴史ドラマ 

13 



 
【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

