
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12月おすすめラインナップ 

馬の医者から王の主治医にまでなった男の半生を描く 

■「客主～商売の神～」＜ノーカット字幕版＞ 

■「寧々～おんな太閤記」 
■「天下騒乱 徳川三代の陰謀」 

チャン・ヒョク主演の最新歴史ドラマを年末一挙放送！ 

「客主～商売の神～」©2015 KBS All rights reserved 
「BS日本のうた」©NHK 

テレビ東京系列で放送された新春ワイド時代劇が2作品登場！ 

CSベーシック初 

高島礼子主演！死体に隠されたメッセージとは？！ 

■『きよし&惠介 特集』「BS日本のうた」セレクション 
■「松本清張サスペンス」セレクション 

年末年始特別編成 

■「監察医 篠宮葉月 死体は語る」 

■「馬医」＜ノーカット字幕版＞ 

CS初含 

日本歴史ドラマ 

韓国歴史ドラマ 

韓国歴史ドラマ 

サスペンス 

ノンストップ（NS）枠 

銀河初 

銀河初 



12/29（木） 12/30（金） 12/31（土） 1/1（日） 1/2（月） 1/3（火） 

午前10：30-         『きよし＆惠介 特集』「BS日本のうた」セレクション 

午後1：00-         「客主～商売の神～」全話一挙放送 

 夜10：00-      「松本清張サスペンス」セレクション 

年末年始特別編成 

「客主～商売の神～」 「BS日本のうた」 「松本清張サスペンス」 

「BS日本のうた」©NHK「客主～商売の神～」©2015 KBS All rights reserved「松本清張サスペンス」コピーライト不要 1 



チャン・ヒョク主演の歴史ドラマ最新作 
天涯孤独になった男が商売の神に昇りつめるまで！ 

【番組概要】 
天涯孤独の行商人が商売の神を目指して生きる波乱万丈なサクセスストーリー。既得
権益を守ろうとする大商人たちや兄と慕っていた幼馴染との対決、朝廷の権力争いや
復讐、切ないロマンスまで様々な要素を盛り込んだ本格歴史ドラマ。 
 
【あらすじ】 
19世紀末。チョン・オスの率いる行商団「チョン家客主」は、漢陽はもちろん、清と取り引
きするほど規模が大きい商団だった。しかし、狡猾な両替商のハクチュンの陰謀に巻き込
まれ、オスは命を落としてしまう。「チョン家客主」は解体、唯一の肉親である姉とも生き
別れ、ボンサムは天涯孤独の身となった。10年後、ボンサムは牛商人のソンジュンに商
売を教わり、次第に頭角を現していく。その一方、彼の幼馴染のキル・ソゲは朝鮮一の
商人になるべく野心をたぎらせ、やがてボンサムの前に立ちはだかる。 

「客主～商売の神～」＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時 
12/29（木）-1/3（火） 午後1：00-夜10：00 7話連続 
                                           ※1/1（日）のみ 6話連続 

データ 
制作：2015年／韓国／ 
全41話 

キャスト 
チャン・ヒョク（チョン・ボンサム）、ユ・オソン（キル・ソゲ）、 
キム・ミンジョン（メウォル/ケトン）ほか 

スタッフ 

HD 一挙放送 

CSベーシック初！年末年始6日間で全41話一挙放送！ 

イチオシ 

©2015 KBS All rights reserved 

韓国歴史ドラマ ◆年末年始特別編成◆ 

CSベーシック初 

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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©2015 KBS All rights reserved 
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「客主～商売の神～」みどころ① 

◆生き別れた姉・ソレとの再会！ボンサムを襲う悲劇！ 
幼い頃に生き別れた姉・ソレとの再会を望み、彼女を探し続
けるボンサム。ソレもまたボンサムを探していたが、消息がつか
めずにいた。そんな時、ボンサムがある事件の容疑者の一味
として捕まり、ソレの前に現れるのだが……。 

●「客主」とは…… 
 客商主人の略。商人への宿の提供や商品の委託販売などを行った商人のこと 
●出世していく主人公！チョン・ボンサム、商売の神への道！ 
 童蒙庁(行商人向けの育成学校)の生徒→馬房（牛売の商団）の商人見習い→馬房の商人 
 →馬房の主人→干しタラ商団の主人→都接長(地域の行商人の代表)→商売の神へ・・・ 

◆今をときめく俳優チャン・ヒョクが主演！ 

今や「歴史ドラマと言えばチャン・ヒョク」と名が上
がるほど！正義感が強く、義理堅い主人公を熱
演！鍛え上げられた肉体美も披露。 

©2015 KBS All rights reserved 
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「客主～商売の神～」みどころ② 

◆ボンサムの師匠となった男、ソンジュンの苦悩！ 
     大商団をかかえる主人の重責！ 
ボンサムの父・オスに不正取引の提案をしたが、これを
拒否された過去を持つソンジュン。オスの誠実な商売
人としての姿に、自分の行いを悔いて、その後はまじめ
に商売の道を歩んでいた。しかし、成長したボンサムと
の再会によって、ソンジュンの平穏が崩れていくことにな
る……。 

◆主人公を慕う2人の女性！切ない三角関係が大きな悲劇を呼ぶ！ 
ボンサムを運命の男と思い込んでいるメウォル（ケトン）。 
ボンサムに結婚を申し出るが、彼はこれを拒否。彼は、ソリンの事を密かに想っていた。それでも
諦めきれないメウォルはボンサムに献身的なまでのサポートする一方で、彼を自分のものにする
にはどうすれば良いか画策。後に大きな悲劇を招くことになり……。 

©2015 KBS All rights reserved 
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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 

【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。 

◆年末年始特別編成◆ 

『きよし&惠介 特集』 「BS日本のうた」セレクション 

放送日時：12/29（木）-1/3（火）午前10：30-昼12：15 
出演：氷川きよし、山内惠介ほか 
制作：2006-2013年 

氷川きよしと山内惠介が日替わりで登場！ 

©NHK 

日本のうた HD 
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◆年末年始特別編成◆ 

「松本清張サスペンス」セレクション 

「留守宅の事件」 
【放送日時】30（金）夜10:00-夜11:45 
出演：寺尾聰（石子隆明）、高橋惠子（石子静江）ほか 
制作：2013年 
 
【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……。 

「事故～黒い画集～」 
【放送日時】29（木）夜10:00-夜11:45 
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 
 
【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。 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

HD 

「事故～黒い画集～」「留守宅の事件」コピーライト不要 

サスペンス 



「ガラスの城」 
【放送日時】１/1（日）夜10:00－夜11:45（予定） 
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 
 
【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……。 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

「黒の奔流」 
【放送日時】31（土）夜10:00－夜11:45 
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 
 
【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……。 
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HD サスペンス 

「黒の奔流」「ガラスの城」コピーライト不要 



チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

「鉢植を買う女」 
【放送日時】1/2（月）夜10:00-夜11:45（予定） 
出演：余貴美子（上浜楢江）、泉ピン子（岸田茂子）ほか 
制作：2011年 
 
【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……。 

「不在宴会 死亡記事の女」 
【放送日時】1/３（火）夜10:00-夜11:45（予定） 
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 
 
【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……。 
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HD サスペンス 

「鉢植を買う女」「不在宴会 死亡記事の女」コピーライト不要 



仲間由紀恵主演・橋田壽賀子原作 
戦国の世を駆け抜けた一人の女性の奮闘！ 

【番組概要】 
足軽から関白太政大臣へと類を見ない出世を果たした豊臣秀吉を最も間近で見
た女性・寧々。夫を支え、戦国の世を駆け抜けた彼女の奮闘と悲哀を描き、平和
への願いに焦点を当てた歴史ドラマ。 
 
【あらすじ】 
永禄３年、桶狭間の戦で織田信長（村上弘明）が今川義元に勝利した。前
田犬千代（原田泰造）と彼の朋輩で足軽の木下藤吉郎（市川亀治郎）は、
寧々（仲間由紀恵）の養父を救ったお礼に浅野家に招待された。勝ち戦を喜ぶ
養父たちだったが、寧々は大勢の人が死ぬ戦を嫌い、戦で近親者を失った者の気
持ちを察するよう苦言を呈す。そんな寧々に、藤吉郎は好意を寄せていた……。
後日、畑仕事に勤しむ寧々の前に、藤吉郎が現れ求婚。寧々は、突然の求婚に
驚きながらも、彼との結婚を決意。こうして寧々は、藤吉郎の“おかか”となった。 

「寧々～おんな太閤記」 

放送日時 1（木）スタート （月-金）午後2：00-午後3：00 データ 2009年／全10話 

キャスト 
仲間由紀恵（寧々）、市川亀治郎[猿之助 4代目]（豊臣秀吉）、
高橋英樹（徳川家康）ほか 

スタッフ 原作：橋田壽賀子 

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 

コピーライト不要 

日本歴史ドラマ 

銀河初 
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家康の死をきっかけに起こった騒動！ 
太平の世を守るために立ち上がった3人の侍！ 

【番組概要】 
戦国の覇者・徳川家康が急逝したことをきっかけに、騒乱を煽り立て、天下を取ろ
うとする勢力に対し、これを未然に防ごうとした3人の侍の半生を描いた歴史ドラマ。
天下騒乱を未然に防ぐため、三者三様の立場で武士の道を進んだ彼らの姿を描く。 
 
【あらすじ】 
天下を統一した徳川家康（山崎努）が病に倒れた。老中・土井利勝（西田敏
行）は将軍・秀忠（山下真司）と家康の元に駆けつける。死の際に、家康はあ
る秘事を告げる。「利勝は、わしの隠し子だ。」この日から利勝は、家康の遺志を継
ぎ、徳川の太平のためには、“鬼”にもなると誓う。家康の死後、三代将軍の跡目
争いが激化。再び世は天下騒乱の気運が……。 

「天下騒乱 徳川三代の陰謀」 

放送日時 15（木）スタート （月-金）午後2：00-午後3：00 データ 2006年／全10話 

キャスト 
西田敏行（土井利勝）、中村獅童（柳生十兵衛）、 
村上弘明（荒木又右衛門）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 

日本歴史ドラマ 

銀河初 

11 コピーライト不要 



イ・ビョンフン監督の話題作がノンストップ枠で登場！ 
馬の医者から王の主治医にまでなった男の半生を描く 

【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。 
 
【あらすじ】 
朝鮮王朝時代。共に医学の道を志し、身分を超えた友情で結ばれた三人
の若者、カン・ドジュン、イ・ミョンファン、チャン・インジュ。しかし、昭顕世子
（ソヒョンセジャ）暗殺事件に巻き込まれ、その友情は崩れていく。イ・ミョン
ファンの裏切りからカン・ドジュンは暗殺の罪をかぶせられ処刑。生まれたばか
りの息子クァンヒョンも処刑されそうになるが、カン・ドジュンを慕う奴婢ぺク・
ソックのある行動により一命を取り留める。その後は、奴婢として牧場で育て
られ、やがて腕利きの馬医へと成長する。 
 

「馬医」＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時 ６（火）スタート （月-金）深夜0：00-深夜1：15 データ 2012-2013年／全50話 

キャスト 
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 

スタッフ 監督：イ・ビョンフン 

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 

© 2012-3 MBC 

※ノンストップ（NS)枠:ノーCMのことをさします 

韓国歴史ドラマ 

ノンストップ（NS）枠 
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今月のサスペンス！ 

「監察医 篠宮葉月 死体は語る」 
 

放送日時：8（木）スタート （月-金）夜7：45-夜9：30 
出演：高島礼子（篠宮葉月）ほか 
制作：2001年-2013年／全13話／原作：上野正彦 
※11・12・13はCS初 
 
 
【番組概要】 
死体を解剖して死因を解明する、美貌の監察医・篠宮葉月が難事件解決に 
挑む人気サスペンスシリーズ。 

「女検死官」 
 
放送日時：7（水）夜7：45-夜9：30 
出演：天海祐希（頼口涼子）、内藤剛志（向井雅章）、仲谷昇（高岡直樹）ほか 
制作：2000年／脚本：鎌田敏夫 
 
【番組概要】 
FBI帰りのエリート美人検死官のもとに連続殺人予告の挑戦状のようなメールが届き、若い女
性の連続殺人が起こる。北海道を舞台に、かつての恋人だった刑事と死体に隠されたメッセー
ジを解き明かしながら、犯人逮捕に挑むサスペンス。 

CS初含 

サスペンス HD 

13 「監察医 篠宮葉月 死体は語る」コピーライト不要「女検死官」©共同テレビジョン 



「動物病院 彩子の事件カルテ」 
 

放送日時：27（火）夜7：45-夜9：30 
出演：沢口靖子（栃尾彩子）ほか 
制作：2009年 
 
【番組概要】 
ある日、有名インテリアデザイナーの女性が殺される事件が発生。怨恨と強盗殺人で捜査
が開始される。一方、獣医師・栃尾彩子（沢口靖子）は、彼女が飼い犬の死をめぐりト
ラブルをかかえていた事を突き止め、事件との関係を調べ始める。1人の女性獣医師が、
事件の真相へと迫る。 

「動物病院 彩子の事件カルテ」「Ｄｒ．門倉周平の事件カルテ」コピーライト不要 

「Ｄｒ．門倉周平の事件カルテ」 
 
放送日時：28（水）夜7：45-夜9：30 
出演：寺脇康文（門倉周平）、櫻井淳子（今村華子）、松重豊（日下部光彦）ほか 
制作：2012年 
 
【番組概要】 
かつて名医と言われたが、今は東京・佃で診療所を営む門倉周平。妻に先立たれ、娘と2人
暮らしの生活を送っていた。ある日、男の水死体を発見。亡き妻の妹が事件の捜査に当たる
ことになり、周平もまた殺人事件の真犯人を追及する。 

14 

サスペンス HD 今月のサスペンス！ 
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国内ドラマ 

「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 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

「セカンドバージン」 
 

放送日時：4（日）昼12：00-夜10：00 
出演：鈴木京香（中村るい）、長谷川博己（鈴木行）、深田恭子（鈴木万理江）ほか 
制作：2010年／全10話／作：大石静 
 
【番組概要】 
40代の女性の心情を大胆かつ繊細に描きながら破滅的な恋の顛末をテンポ良く追う大人のラブ
ストーリー。中年女性と年下の青年とのスキャンダラスな不倫愛が大きな話題を呼んだドラマ。清
純派女優のイメージが強かった鈴木京香が過激なベッドシーンを演じたことでも注目を集めた。成
熟した女性の魅力が光る作品。 

「紙の月」 
 

放送日時：11（日）昼12：00-午後5:30 
出演：原田知世（梅澤梨花）、水野真紀（岡崎木綿子）、 
     満島真之介（平林光太）ほか 
制作：2014年／全5話／原作：角田光代 
 
【番組概要】 
直木賞作家・角田光代が「お金を介してしか恋愛出来ない」女性の恋愛をテーマに描いた同名
小説を原田知世主演でドラマ化。平凡な主婦が1人の青年との出会いをきっかけに、破滅へと
進んでいく様を描いたサスペンスドラマ。原作以上に深い恋愛物語に仕上がっているだけでなく、
金銭感覚がマヒし転落していく主人公の心理描写に空恐ろしさを感じる。 

HD 



HD 

「ブギウギ専務」 ©ＳＴＶ 

＜放送開始＞3（土）スタート 毎週（土日）午前11：00-昼12：00 2話連続 
＜一挙編成＞24（土）夜10：00-25（日）朝5：00  
         「天下統一あっち向いてホイ」ほかセレクション 
＜レギュラー編成＞（月-金）深夜0：00-深夜1：00 2話連続放送中 
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：2009-2016年 
 
【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。 

バラエティ 
12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 

クリスマスは、「ブギウギ専務」で決まり！ 
人気企画の「天下統一あっち向いてホイ」セレクションをお届け！ 

ウエスギ専務に新たな試練！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。 

 「￥０秘湯めぐりin道東」 

CS初含 

お金が無い！でも行楽の秋は満喫したい！ 
そこで¥0秘湯めぐりin道東を決行。 
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スタート 

「百済の王 クンチョゴワン」＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時： 22（木）スタート （月-金）午後3：00-午後4：15 
出演：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 
制作： 2010年／全60話 

 

「監察医 室生亜季子」 
放送日時： 3（土）スタート 毎週（土）昼12：00-夜10：00 5話連続 
出演：浜木綿子（室生亜季子）ほか 

制作： 1986-2007年／全37話／※「監察医 室生亜季子37」はHD 

 

 

 

【番組概要】 
埼玉県川越市の開業医兼監察医の女医・室生亜季子が死体に残された謎を解明し、
真犯人に迫る犯罪捜査物語。緻密な物証の積み重ねや警部・浜田との掛け合いが魅
力的で、火曜サスペンス劇場で放送された本作は、シリーズ最多のロングランシリーズとなっ
た。 

【番組概要】 
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。 

韓国歴史ドラマ 

その他、再放送 

HD 

サスペンス 
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HD※ 

「百済の王 クンチョゴワン」 Licensed by KBS Media Ltd.©2010 KBS All rights reserved.  「監察医 室生亜季子」 ©東映 



 
【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

