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大ヒットヒューマンドラマ「救命病棟24時」2ヶ月連続放送
救命救急センターを舞台にした大ヒットヒューマンドラマ「救命病棟
24時」第2～5シリーズを２ヶ月にわたりファミ劇初放送！特集２ヶ
月目は“救命救急の崩壊”をテーマに、医師たちを取り巻く環境をよ
りリアルに描いた第４シリーズ（江口洋介、松嶋菜々子、ユース
ケ・サンタマリアほか）に加え、停電になった救命センターでの進藤
（江口洋介）たちの懸命な姿を描いたスペシャルドラマ、そして救
命医・小島楓（松嶋菜々子）が初めて作る自分の救命チームを
追った第５シリーズ（松嶋菜々子、佐々木蔵之介、風間俊介ほ
か）を放送。個性豊かな実力派キャストが織りなす、かけがえのない
生命の物語をじっくりとご堪能下さい。

「救命病棟24時（第4シリーズ）」©フジテレビジョン

我が道を行くヒロインたち ファミ劇 秋のドラマつり
堂々と胸を張って我が道を行く！そんなヒロインが活躍するクセつよ
ドラマを特集放送。CS初放送となる「閻魔堂沙羅の推理奇譚」
（中条あやみ）、ファミ劇初放送の「スキャンダル専門弁護士
QUEEN」（竹内結子）、さらに「ハムラアキラ～世界で最も不
運な探偵～」（シシド・カフカ）、「ソロ活女子のススメ」（江口
のりこ）、「ひねくれ女のボッチ飯」（飯豊まりえ）、「家政婦のミ
タ」（松嶋菜々子）、「絶対零度」シリーズ（上戸彩）のほか、
大人気シリーズ「深夜食堂」よりエピソードをセレクトして放送。日本
の秋、ヒロインの秋。秋にはヒロインがよく似合います!!

© NHK／ロボット

「スキャンダル専門弁護士 QUEEN」©共同テレビジョン

土曜の夜はいただき！
ルパン三世 最新作一挙放送

西島秀俊主演
『グッバイ・クルエル・ワールド』
公開記念特集

アニメ化50周年を記念して豪華制作陣により制作され、
2021年10月から放送された「ルパン三世 PART6」
全25話をCS初放送!前シリーズ「ル
パン三世 PART5」とあわせ、全49
話を４週にわたり土曜の夜に一挙に
お届け。また次元大介役の声を引き
継いだ大塚明夫さんと銭形警部役
の山寺宏一さんがサシで語り合うトー
ク番組「声優のホンネ」も併せてお送
「ルパン三世 PART6」
原作：モンキー・パンチ
りします！土曜の夜はルパン参上!!
©TMS・NTV

西島秀俊ほか豪華俳優陣によるクライム・エンターテイン
メント、映画『グッバイ・クルエル・ワールド』の９月９日公
開を記念して、西島秀俊さん、斎藤工さん主演ドラマを
特集放送！西島さん主演作からは一級建築士が一家
失踪の謎を追う「ノースライ
ト」、斎藤さん主演作から
は有栖川有栖の代表作の
ドラマ化「臨床犯罪学者
「劇場版 仮面ライダーウィザード イン マジックラン
ド」©2013劇場版「ウィザード・キョウリュウジャー」製
火村英生の推理」シリーズ
作委員会©石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・東映
「ノースライト」© NHK／ロボット
をお届けします！
原作 横山秀夫『ノースライト』（新潮文庫刊）

◆ 今月の気になるあの俳優 中川大志さん
◆ 声優ステージ特集！ スター声優めじろ押し 「AD-LIVE 2020」など
◆ 9月もファミ劇はドラマ一挙放送、続々！
(1)

ファミリー劇場9月のラインアップ

大ヒットヒューマンドラマ「救命病棟24時」2ヶ月連続放送
救命救急センターを舞台にした大ヒットヒューマンドラマ「救命病棟24時」第2～5シリーズを、8月より２ヶ月にわたりファ
ミ劇初放送！「救急の日」や「救急医療週間」が設定されている９月は “救命救急の崩壊”をテーマに、医師たちを取
り巻く環境をよりリアルに描いた第４シリーズ（江口洋介、松嶋菜々子、ユースケ・サンタマリア、木村多江、北乃きい、
板尾創路、市川実和子、石田卓也）、第４シリーズの３ヶ月後、停電になった救命センターでの進藤（江口洋介）
たちの懸命な姿を描いたスペシャルドラマ、そして救命医・小島楓（松嶋菜々子）が初めて作る自分の救命チームを
追った第５シリーズ（松嶋菜々子、佐々木蔵之介、風間俊介、芦名星、波瑠、柏原収史、児嶋一哉、岡本玲、安
寿ミラ、段田安則、時任三郎）を放送。個性豊かな実力派キャストが織りなす、かけがえのない生命の物語をじっくりと
ご堪能下さい。

「救命病棟24時（第4シリーズ）」（2009年・全7話）
9月23日（金・祝）11:00～ [一挙放送]

【出演】：江口洋介、松嶋菜々子、木村多江、北乃きい、板尾創路、市川実和子、石
田卓也、趙珉和、西原亜希、山野海、矢柴俊博、西山聡、ユースケ・サンタマリア
江口洋介主演のヒューマンドラマ第4シリーズ。救命救急の崩壊に立ち向かう医師たちの姿を描く。
ある結婚式場に到着した１台の救急車。倒れていたのは花嫁で、しかも妊婦だった。救急車は受
け入れ先を探すが、どの病院も救命医が足りず、処置できないと受け入れを拒否。そんな中、新婦
の容態が急変し心肺停止に。さらに新郎が運転手につかみかかり、交差点の途中で救急車は急
停止してしまう。その時、渋滞した車の列のタクシーから一人の男が降り、救急車の前に立つ。彼こ
そが救命救急医・進藤一生（江口洋介）だった・・・。

「救命病棟24時（第4シリーズ）」©フジテレビジョン

「救命病棟24時～2010スペシャル～」（2010年）
9月23日（金・祝）18:20～

【出演】：江口洋介、松嶋菜々子、木村多江、北乃きい、板尾創路、市川実和子、石
田卓也、夏八木勲、ユースケ・サンタマリア ほか
江口洋介主演のヒューマンドラマスペシャル版。停電の病院内で奮闘する医師たちの姿を描く。
澤井悦司（ユースケ・サンタマリア）が去り３ヶ月が経った海南医大高度救命救急センターでは、
新医局長・小島楓（松嶋菜々子）のもとスタッフも増員され、充実した医療体制がとられていた。
そんなある日、突然、病院中の電気が消え院内が真っ暗になってしまう。どうやら近くの高圧線にヘリ
が落ちたらしい。補助電源も作動しない極限状態の中、駆けつけた進藤一生（江口洋介）は冷
静に的確な指示をメンバーに与えていくが・・・。

「救命病棟24時～2010スペシャル～」©フジテレビジョン

「救命病棟24時（第5シリーズ）」（2013年・全10話）
9月24日（土）11:40～ [一挙放送]

【出演】：松嶋菜々子、佐々木蔵之介、風間俊介、芦名星、波瑠、柏原収史、児嶋
一哉、岡本玲、山田真歩、夙川アトム、伊藤裕子、手塚とおる、安寿ミラ、段田安則、
時任三郎 ほか
松嶋菜々子主演のヒューマンドラマ第５シリーズ。国立湊大学附属病院救命救急センターの医局
長としてチームを率いることになった小島楓（松嶋菜々子）。しかし、急ごしらえの医局員たちは救
命医である本庄雅晴（佐々木蔵之介）をはじめ、腕は確かだがクセの強い者たちがそろっていた。
楓は淡々と正確に仕事をこなすが、チームを率いることに自信が持てないでいた。そんな中、病院幹
部らはセンターに救命医・夏目衛（時任三郎）を迎えることを決定するが・・・。

「救命病棟24時（第4シリーズ）」©フジテレビジョン

「救命病棟24時（第5シリーズ）」©フジテレビジョン
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「救命病棟24時（第5シリーズ）」©フジテレビジョン

「救命病棟24時（第5シリーズ）」©フジテレビジョン

ファミリー劇場9月のラインアップ

我が道を行くヒロインたち ファミ劇 秋のドラマつり
堂々と胸を張って我が道を行く！そんなヒロインが活躍するクセつよドラマを特集放送！CS初放送となる「閻魔堂沙羅
の推理奇譚」（中条あやみ）、ファミ劇初放送の「スキャンダル専門弁護士 QUEEN」（竹内結子）、さらに「ハム
ラアキラ～世界で最も不運な探偵～」（シシド・カフカ）、「ソロ活女子のススメ」（江口のりこ）、「ひねくれ女の
ボッチ飯」（飯豊まりえ）、「家政婦のミタ」（松嶋菜々子）、「絶対零度」シリーズ（上戸彩）のほか、大人気シ
リーズ「深夜食堂」よりエピソードをセレクトして放送。日本の秋、ヒロインの秋。秋にはヒロインがよく似合います!!

「閻魔堂沙羅の推理奇譚」（2020年・全8話）
9月11日（日）10:50～ [一挙放送]
ヒロイン★中条あやみ 【出演】：中条あやみ、小関裕太（第1回）、賀喜遥香（第2回）、黒
島結菜（第3、4回）、R-指定（第5回）、村上淳（第6回）、牧瀬里穂（第7、8回）ほか
中条あやみ主演のオムニバスミステリードラマ。閻魔大王の娘であり、死者を裁くあの世の裁判官・
閻魔堂沙羅（中条あやみ）。そんな彼女の前に今日もまた一人の亡者がやって来る。沙羅は生
き返りを願う彼らに「誰に」「なぜ」「どのように」殺されたのかを推理させるが・・・。

「閻魔堂沙羅の推理奇譚」© NHK
原作／木元哉多「閻魔堂沙羅の推理奇譚」シリーズ（講談社タイガ刊）

「スキャンダル専門弁護士 QUEEN」（2019年・全10話）
9月25日（日）10:50～ [一挙放送]
ヒロイン★竹内結子 【出演】：竹内結子、水川あさみ、中川大志、泉里香、バカリズム ほか
竹内結子主演のリーガルドラマ。スキャンダル処理を専門に扱う弁護士たちの活躍を描く。法廷では
なくスキャンダルやトラブルの裏側を主戦場に活躍する異色の弁護士・氷見江（竹内結子）は、
人の心を読む驚異的な洞察力の持ち主。「危機にある女性を救う」という強い信念を胸に己の信じ
る道を突き進み、クライアントを救うためなら時に嘘すら正義に変える天才トラブルシューターである
彼女の元に、新たな依頼が舞い込んでくるが・・・。
「ソロ活女子のススメ」（2021年・全12話）
9月5日（月）～ 毎週月曜6:30 [3話連続]
ヒロイン★江口のりこ
ナレーターには大塚明夫！
「ハムラアキラ～世界で最も不運な探偵～」
（2020年・全7話）
9月25日（日）19:30～ [一挙放送]
ヒロイン★シシド・カフカ
「ひねくれ女のボッチ飯」（2021年・全8話）
9月22日（木）25:00～、
9月29日（木）25:00～ [一挙放送]
ヒロイン★飯豊まりえ

「家政婦のミタ」
（2011年・特別版含む全12話）
9月11日（日）15:20～ [一挙放送]
ヒロイン★松嶋菜々子
長谷川博己、中川大志も出演！
「深夜食堂」シリーズ（2009年～）
9月23日（金・祝）20:25～ [セレクト放送]
深夜食堂 #8 ゲストヒロイン★YOU
深夜食堂２#17 ゲストヒロイン★市川実日子
深夜食堂４#35 ゲストヒロイン★松本まりか

「絶対零度～未解決事件特命捜査～」
（2010年・全11話）
9月3日（土）11:30～ [一挙放送]
ヒロイン★上戸彩
ほか「絶対零度」シリーズも一挙放送！

「スキャンダル専門弁護士 QUEEN」©共同テレビジョン

「ソロ活女子のススメ」 ©「ソロ活女子のススメ」製作委員会

「ハムラアキラ～世界で最も不運な探偵～」© NHK

「ひねくれ女のボッチ飯」 ©テレビ東京

「家政婦のミタ」©NTV
「深夜食堂 #8」 ©2009安倍夜郎・小学館／「深夜食堂」製作委員会

「絶対零度～未解決事件特命捜査～」 © 共同テレビジョン
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ファミリー劇場9月のラインアップ

土曜の夜はいただき！ルパン三世 最新作一挙放送
アニメ化50周年を記念して豪華制作陣により制作され、2021年10月から2022年３月にかけて放送された「ルパン
三世 PART6」全25話をCS初放送！前シリーズ「ルパン三世 PART5」とあわせ、全49話を４週にわたり土曜の夜
に一挙放送!!また、PART5をもって次元大介役を勇退した小林清志さんに替わり、PART6で次元大介の声を引き継
いだ大塚明夫さんと銭形警部役の山寺宏一さんがサシで声優という仕事についてじっくりと語り合うトーク番組「声優の
ホンネ シーズン2 ＜第2回：大塚明夫×山寺宏一＞」も併せてお送りします！土曜の夜はルパン参上!!
「ルパン三世 PART6」（2021年・全25話）
9月17日（土）24:15～、24日（土）22:45～ [一挙放送]
【声の出演】：栗田貫一、大塚明夫、浪川大輔、沢城みゆき、山寺宏一、島﨑信長、津田健次郎、
小原雅人、諸星すみれ、清水理沙、森なな子、きそひろこ、深見梨加
国民的人気アニメ・ルパン三世のシリーズパート６。構成に推理小説家の大倉崇裕、気鋭の脚本家の村
越繁、脚本に辻真先、湊かなえ、押井守など豪華制作陣が揃った。ルパンの今回のターゲットは、英国政
府を影で操る謎の組織「レイブン」が隠した財宝の手がかりとなる、一枚の絵。そんな彼の前に立ちはだかる
のはスコットランド・ヤード、MI6、ルパンの動きを察知して現れた銭形警部、そして探偵シャーロック・ホーム
ズ。豪華脚本陣のオムニバスエピソードが
絡み合う、謎多き〈ミステリ・ルパン〉が今、
幕を開ける！

「ルパン三世 PART5」

「ルパン三世 PART6」
原作：モンキー・パンチ ©TMS・NTV

（2018年・全24話）
9月3日（土）23:10～、
9月10日（土）23:55～ [一挙放送]

上記画像2点とも 「ルパン三世 PART6」 原作：モンキー・パンチ ©TMS・NTV

【声の出演】：栗田貫一、小林清志、浪川大輔、沢城みゆき、山寺宏一、水瀬いのり、津田健次郎、島﨑信長、上川隆也
ルパン三世と次元大介はフランスの田舎町にあるアパルトマンにいた。麻薬や銃など非合法なモノまで何でも買える闇のサイト「マルコポーロ」から
デジタル通貨を盗み出すため、厳重に警備されている巨大サーバ施設へ侵入する。そこで出会った謎の天才ハッカー・アミと共にルパンはマルコ
ポーロの罠に立ち向かっていくが、敵が仕掛けた「ルパン・ゲーム」により、全世界から監視されるハメに・・・。

関連番組

「声優のホンネ シーズン2 ＜第2回：大塚明夫×山寺宏一＞」
（2021年）9月24日（土）28:00～

日本のアニメを支えてきた経験豊富なレジェンド声優たちが１対１でお酒を飲みつつ、本音を語り合う
大人のトーク番組。シーズン2の第2回、大塚明夫、山寺宏一が声優界の昔と今について語り合う。

「声優のホンネ シーズン2 ＜第2回：大塚明夫×山寺宏一＞」©東北新社

今月の気になるあの俳優 中川大志さん
独断と偏見で気になる俳優をピックアップ、主演作に限らず出演ドラマをプチ特集。
９月は中川大志さん。青春ドラマから時代劇、サスペンスまで幅広く活躍する中川
さん。その端正な顔立ちと類まれなる存在感、流麗な演技をどうぞ！
「スキャンダル専門弁護士 QUEEN」（2019年・全10話）
9月25日（日）10:50～ [一挙放送]
「スキャンダル専門弁護士 QUEEN」©共同テレビジョン

【出演】：竹内結子、水川あさみ、中川大志、泉里香、バカリズム、斉藤由貴 ほか
中川大志が、ハーバード大卒の新人の危機管理専門弁護士を演じる！
→ p.3「我が道を行くヒロインたち ファミ劇 秋のドラマつり」特集もチェック！

「家政婦のミタ」（2011年・特別版含む全12話）9月11日（日）15:20～ [一挙放送]

「家政婦のミタ」©NTV

【出演】：松嶋菜々子、長谷川博己、相武紗季、忽那汐里、白川由美 ほか
家政婦・三田（松嶋菜々子）が完璧な家事と頼まれたら何でもやってしまう想像を絶する行動で、
崩壊寸前の阿須田家を再生していく、異色のホームエンタテイメント。父親役を長谷川博己、その
長男役を中川大志が演じる。
(4)

ファミリー劇場9月のラインアップ

西島秀俊主演『グッバイ・クルエル・ワールド』公開記念特集
この秋最注目作の幕が開く！西島秀俊、斎藤工ほか豪華俳優陣が謎の覆面団に?!エキサイティングでポップなクライム・
エンターテインメント、映画『グッバイ・クルエル・ワールド』の９月９日公開を記念して、西島秀俊さん、斎藤工さん主演
ドラマを特集放送！西島さん主演作からは、一級建築士が一家失踪の謎を追う「ノースライト」を、斎藤さん主演作か
らは、究極の犯罪を追い求めるアブナイ犯罪学者が難事件に挑む「臨床犯罪学者 火村英生の推理」シリーズを放送。
西島秀俊さん主演ドラマ

9月9日（金）全国公開
配給：ハピネットファントム・スタジオ
©2022『グッバイ・クルエル・ワールド』製作委員会
「ノースライト」© NHK／ロボット
原作 横山秀夫『ノースライト』（新潮文庫刊）

「ノースライト」（2020年・前編、後編）9月10日（土）21:15～ [一挙放送]
【出演】：西島秀俊、北村一輝、田中麗奈、林泰文、柄本時生、田中みな実、井之脇海、長澤樹、竹財輝之助、池田鉄洋、
戸田昌宏、でんでん、勝矢、梅沢昌代、品川徹、徳永えり、山口果林、伊藤淳史、青木崇高、寺脇康文、宮沢りえ ほか
「週刊文春ミステリーベスト10 2019」国内部門第1位、横山秀夫の推理小説の映像化。一級建築士の青瀬稔（西島秀
俊）はある日、依頼人の吉野陶太（伊藤淳史）から邸宅の設計を依頼される。「あなた自身が住みたい家を建てて下さい」
それが吉野からの唯一の注文だった。バブル崩壊後、妻・ゆかり（宮沢りえ）とも別れた青瀬は、設計事務所の所長・岡嶋昭彦
（北村一輝）の応援を受け、すべての思いを託してY邸を完成させるが・・・。

関連番組

「大奥～第一章～」（2004年・全11話）
9月18日（日）10:50～ [一挙放送]

【出演】：松下由樹、高島礼子、瀬戸朝香、西島秀俊 ほか

斎藤工さん主演ドラマ

「臨床犯罪学者 火村英生の推理」（2016年・全10話）

「大奥～第一章～」©フジテレビ・東映

9月4日（日）11:00～ [一挙放送]

【出演】：斎藤工、窪田正孝、優香、山本美月、マキタスポーツ、長谷川京子、
生瀬勝久、夏木マリ
人気ミステリー作家・有栖川有栖の代表作をドラマシリーズ化。究極の犯罪を追
い求める犯罪学者・火村英生（斎藤工）と、彼の捜査を観察する推理作家・
有栖川有栖（窪田正孝）。およそ捜査現場に似つかわしくないこの２人がバディ
を組み、互いの欠点を補完し合いながら、犯罪者が残した“トリック”という挑戦状
を解明。まるで美しい手品のように究極的に美しいロジックで、予想を覆す真相を
炙り出していく・・・。

「臨床犯罪学者 火村英生の推理」
©NTV ©Alice Arisugawa/KADOKAWA

「臨床犯罪学者 火村英生の推理 another story」
（2016年・全3話）9月4日（日）22:45～ [一挙放送]

「臨床犯罪学者 火村英生の推理2019 ABCキラー」
（2019年）9月4日（日）19:40～

「臨床犯罪学者 火村英生の推理2019 狩人の悪夢」

「臨床犯罪学者 火村英生の推理2019 ABCキラー」
©NTV ©Alice Arisugawa/KADOKAWA

（2019年・前編、後編）9月4日（日）20:35～ [一挙放送]
(5)
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ファミリー劇場9月のラインアップ

声優ステージ特集！ スター声優めじろ押し
人気・実力ともにトップクラスのスター声優たちが多数出演する２大舞台劇の上演を記念して、関連作品を放送！鈴
村健一が総合プロデューサーを務め、津田健次郎、小野賢章など人気声優が多数出演し、全てをアドリブで紡ぐ即興
舞台劇「AD-LIVE 2022」が8月と9月に３都市で開催。ファミ劇人気バラエティ「声優男子」シリーズの上村祐翔も
初出演！また音楽朗読劇創作の第一人者である藤沢文翁の原作・脚本・演出のもと、宮野真守、中村悠一、諏訪
部順一、浪川大輔、鬼頭明里、津田健次郎、朴璐美が出演する音楽朗読劇「READING HIGH」の新作
「YOUNG WIZARDS～Story from 蘆屋道満大内鑑～」が9月と10月に開催。これらを記念して、ファミ劇では両
舞台の過去の上演作品を放送します！

「AD-LIVE 2020」（2020年）
テーマは「脱出」。謎制作のエキスパート「SCRAP」とのコラボレーション！“豪華客船”を舞台に突如、
沈没の危機に遭遇した２人の前にさまざまな謎が立ちはだかる。どのように物語が紡がれていくのか、
何が起こるのか、無事脱出できるのかまったく分からない予測不能のエンターテイメント。
森久保祥太郎×八代拓
[9.5夜公演] 9月3日（土）28:05～
[9.5昼公演] 9月4日（日）24:10～
津田健次郎×西山宏太朗
[9.6夜公演] 9月16日（金）28:00～
[9.6昼公演] 9月23日（金・祝）28:05～

小野賢章×木村良平
[9.13昼公演] 9月11日（日）26:20～
浅沼晋太郎×日笠陽子
[10.25夜公演] 9月25日（日）25:40～
[10.25昼公演] 9月30日（金）27:55～

「AD-LIVE 2020」©AD-LIVE Project

「音楽朗読劇「ALCHEMIST RENATUS～Homunculus～」」
（2020年）9月9日（金）26:30～
【出演】：諏訪部順一、鈴木達央、豊永利行、花江夏樹、蒼井翔太、津田健次郎、中村悠一
音楽朗読劇「READING HIGH」第６回公演。
「音楽朗読劇「ALCHEMIST RENATUS～Homunculus～」」©READING HIGH
17世紀…錬金術に魅入られた時代。禁忌によって生み落とされた子供達がいた…。

関連番組

ファミ劇の人気声優バラエティ「声優
男子ですが・・・？」のメンバー、上村
祐翔さんの「AD-LIVE 2022」初
出演を祝し、シリーズから劇場版お
よびシーズン２を放送！

「劇場版 声優男子ですが・・・？ ～これから
の声優人生の話をしよう～」
（2020年・映画）9月2日（金）28:15～

「声優男子ですが・・・？ シーズン２」
（2016年・全12話）9月9日（金）スタート
毎週（金）21:00～ [2話連続]

「声優男子ですが・・・？ シーズン２」©東北新社

9月もファミ劇はドラマ一挙放送、続々！
「大奥」（2003年・全11話）9月17日（土）11:30～ [一挙放送] 菅野美穂 ほか
「大奥 明治編」（2003年）9月17日（土）21:10～ 菅野美穂、浅野ゆう子、池脇千鶴 ほか
「大奥スペシャル～幕末の女たち～」（2004年）9月17日（土）22:10～菅野美穂 ほか
「大奥～第一章～」（2004年・全11話）9月18日（日）10:50～ [一挙放送] 西島秀俊出演！
「大奥～第一章～スペシャル」（2005年）9月18日（日）20:35～ 西島秀俊出演！
「大奥～華の乱～」（2005年・全10話）9月19日（月・祝）11:00～ [一挙放送]
「大奥～華の乱～スペシャル」（2005年）9月19日（月・祝）19:55～ 内山理名 ほか
「大奥スペシャル～もうひとつの物語～」（2006年）9月19日（月・祝）22:10～ 深田恭子 ほか
「勇者ヨシヒコと導かれし七人」（2016年・全12話）9月5日(月)スタート 毎週(月)-(木)29:10～ 山田孝之 ほか
「おいしい給食」（2019年・全10話）9月27日（火）27:30～、28日（水）27:30～ [一挙放送] 市原隼人 ほか

「大奥」©フジテレビ

ＣＳ放送ファミリー劇場 【ホームページ】 https://www.fami-geki.com/ 【Twitter】 https://twitter.com/fami_geki
地上波の垣根を越えた人気番組が大集合！家族みんなが楽しめるあらゆるジャンルをラインアップ！ファミ劇でしか観られないこだわりジャンルのオリジナル番組も！全国のケー
ブルテレビ局、スカパー！ (293ch)、スカパー！プレミアムサービス（660ch）、ブロードバンドＴＶで現在約780万世帯で視聴可能です。
お問い合わせは 株式会社キャノンボール ファミリー劇場担当：吉門・山下 EMAIL：info@cannonball.co.jp TEL：03‐6268‐8739
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