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ラインアップのご案内

竹内結子主演、本格サスペンス「ストロベリーナイト」
映画・ドラマ一挙放送

悲鳴と、爆笑！？

人気声優による本気怪談「語ル怪」

今月の気になるあの俳優

中島裕翔さん

(1)

「サヨウナラのその前に Fantastic 31 Days」©NTV

大ヒット医療ミステリー「チーム・バチスタ」シリーズ

映画＆ドラマ ほぼコンプリート放送！

祝！80歳 名優【北大路欣也】誕生祭

極暖保証！

ファミ劇バレンタイン特集

もっふもふ！ドラマ「ねこ物件」を見る
ニャンニャンニャン（2.22）！

誉田哲也の人気警察小説“姫川玲子シリーズ”を原作に、刑事役初挑戦となった竹内結

子主演で2010年に映像化された「ストロベリーナイト」。パイロット版となるスペシャルドラ

マと、新キャストを加えた連続ドラマ、ヒットを受け制作された劇場版、そして姫川班の後日

談を描いたオムニバスドラマ「ストロベリーナイト アフター・ザ・インビジブルレイン」（CS

初）を一挙放送！そのほかにも、警察が舞台のドラマ「CRISIS 公安機動捜査隊特捜

班」（小栗旬、西島秀俊）、「DIVER-特殊潜入班-」（福士蒼汰、野村周平、正門

良規（Aぇ! group / 関西ジャニーズJr.））、「らせんの迷宮～DNA科学捜査～」

（田中圭、安田顕）をお送りします。

ねこ×イケメン×シェアハウス＝夢

のパラダイス⁉きっと見る人の誰も

が心癒される、古川雄輝主演の

ハートウォーミング猫エンターテイメ

ント「ねこ物件」を2.22“猫の日”

にCS初放送!ほかにもオススメの

アニマル作品「いぬ会社」「癒され

パンダ～リーリーとシンシン～」も

併せて放送するにゃん!!

声優が語る「怪談」の世界へようこそ…。ここはとびきりの

「怪談」を持った声優が集まるシェアハウス。今宵もひとつ

屋根の下で、コワぁい怪談話を語り合い、恐怖の時間を

共にしようではありませんか…。語り部は日笠陽子さん、

安済知佳さん、豊田萌絵さん。

声優たちが「声」と「演技」で創り出す、

圧巻の恐怖空間をお楽しみ下さい。

まだ誰も見たことも聞いたこともない

恐怖がこの冬、あなたを襲う…。

大ヒット医療ミステ

リー「チーム・バチス

タの栄光」をはじめと

する“田口・白鳥シ

リーズ”の映像化作

品をほぼコンプリート

放送でお届け！

2月といえばバレンタインデー。そこで、

ファミ劇厳選の愛の物語をお贈りしま

す!!杏主演のラブコメディー「デート～

恋とはどんなものかしら～」、有村架

純・坂口健太郎W主演の「連続ドラ

マW そして、生きる」ほか、心温まる

さまざまな愛の形をご賞味ください。

今月は主演映画

『＃マンホール』が公

開される中島裕翔

（Hey! Say! 

JUMP）さん。彼の

温かい笑顔と演技に

酔いしれましょう！

圧倒的な存在感と重

厚な演技で日本が誇る

名優・北大路欣也さん

の80歳のバースデー当

日2月23日（木・祝）

に、出演作を一挙放送

でお祝いします！

「ストロベリーナイトSP」©誉田哲也「ストロベリーナイト」（光文社文庫刊）／フジテレビジョン

「ねこ物件」©2022「ねこ物件」製作委員会 「語ル怪」©東北新社

「チーム・バチスタ４ 螺鈿迷宮」©海堂尊/KADOKAWA/関西テレビ/MMJ 「連続ドラマW そして、生きる」© 2019 WOWOW INC.

「江戸川乱歩シリーズ 妖しい稲妻の美女」©松竹「デート～恋とはどんなものかしら～」©共同テレビジョン



竹内結子主演、本格サスペンス「ストロベリーナイト」
映画・ドラマ一挙放送

(2)

ファミリー劇場2月のラインアップ

「ストロベリーナイトSP」（2010年）2月18日（土）9:50～

【出演】：竹内結子、西島秀俊、武田鉄矢、桐谷健太、生瀬勝久、遠藤憲一、髙嶋政宏、国仲

涼子、渡辺いっけい、林遣都、谷村美月、佐藤祐基 ほか

警視庁捜査一課殺人犯捜査十係で唯一の女性班長・姫川玲子（竹内結子）。彼女は男中心

かつ厳格な縦社会の組織にあって、持ち前の成り上がり精神と難事件解決の功績でノンキャリアなが

ら異例のスピード出世を果たしていた。そんなある日、公園の内溜近くの植え込みでブルーシートに包

まれた遺体が見つかる。姫川は早速現場へと駆けつけるが・・・。

誉田哲也の人気警察小説“姫川玲子シリーズ”を原作に、刑事役初挑戦となった竹内結子主演で2010年に映像化

された「ストロベリーナイト」。パイロット版となるスペシャルドラマと、新キャストを加えた連続ドラマ、ヒットを受け制作され

た劇場版、そして姫川班の後日談を描いたオムニバスドラマ「ストロベリーナイト アフター・ザ・インビジブルレイン」

（CS初）を一挙放送！そのほかにも警察が舞台のドラマ「CRISIS 公安機動捜査隊特捜班」（小栗旬、西島秀

俊）、「DIVER-特殊潜入班-」（福士蒼汰、野村周平、正門良規（Aぇ! group / 関西ジャニーズJr.））、

「らせんの迷宮～DNA科学捜査～」（田中圭、安田顕）をお送りします。

「ストロベリーナイト（TVドラマ）」（2012年・全11話）

2月18日（土）11:55～ [一挙放送]

【出演】：竹内結子、西島秀俊、小出恵介、宇梶剛士、丸山隆平、手塚理美、大和田獏、津川

雅彦、渡辺いっけい、遠藤憲一、髙嶋政宏、生瀬勝久、武田鉄矢 【ゲスト】：大政絢、杉本哲

太、加藤あい、木村多江、石黒賢、小木茂光、石黒英雄、濱田岳、蓮佛美沙子

警視庁捜査一課殺人犯捜査十係で唯一の女性班長・姫川玲子（竹内結子）。男社会に抗い、

ノンキャリアながら異例のスピード出世を果たした彼女だが、天性の鋭い勘を持つゆえに時として犯人

の意識とシンクロしてしまう危うい一面もあった。彼女は菊田和男（西島秀俊）をはじめとする姫川

班のメンバーと共に、今日もさまざまな事件に立ち向かっていく・・・。

「ストロベリーナイト（映画）」（2013年）【PG12】

2月18日（土）21:35～、2月23日（木・祝）25:30～

【出演】：竹内結子、西島秀俊、大沢たかお、小出恵介、宇梶剛士、丸山隆平、津川雅彦、渡

辺いっけい、遠藤憲一、髙嶋政宏、生瀬勝久、武田鉄矢、染谷将太、金子ノブアキ、金子賢、鶴

見辰吾、石橋蓮司、田中哲司、三浦友和（友情出演）

誉田哲也原作、竹内結子主演のミステリードラマの劇場版。叩き上げの女性警部補が連続殺人事

件の真相に迫る。

「ストロベリーナイト アフター・ザ・インビジブルレイン」（2013年）

2月18日（土）23:55～

【出演】：竹内結子、西島秀俊、小出恵介、遠藤憲一、生瀬勝久、武田鉄矢、國村隼、杉本哲

太、光石研、竜雷太、山本圭、岡田義徳、平岡祐太、入江雅人、大高洋夫、阿南健治、大野い

と ほか

誉田哲也原作、竹内結子主演のミステリードラマ特別編。姫川班のメンバーらの姿を５編のオムニバ

ス形式で描く。ド派手な格好の関西人バイヤーに変装した姫川玲子（竹内結子）はブローカー仲間

を渡り歩き、悪質な詐欺集団の情報を集めていたが・・・（「アンダーカヴァー」）。先輩刑事・木暮利

充（國村隼）の墓参りに訪れた菊田和男（西島秀俊）。彼はそこで６年前に彼が事情聴取をし

た多田美代子（大野いと）の姿を見かける・・・（「東京」）。

「DIVER-特殊潜入班-」（2020年・全5話）2月11日（土・祝）19:25～ [一挙放送]

「CRISIS 公安機動捜査隊特捜班」（2017年・全10話）2月4日（土）11:30～ [一挙放送]

「らせんの迷宮～DNA科学捜査～」（2021年・全7話）2月25日（土）16:55～ [一挙放送]

関連番組

その他の竹内結子出演作品

「チーム・バチスタの栄光（映画）」（2008年）2月23日（木・祝）21:00～

「ジェネラル・ルージュの凱旋」（2009年）2月24日（金）19:00～

その他の西島秀俊出演作品

「チーム・バチスタ２ ジェネラル・ルージュの凱旋（TVドラマ）」（2010年・全12話）2月12日（日）11:00～ [一挙放送]

「チーム・バチスタ SP 2011～さらばジェネラル！ 天才救命医は愛する人を救えるか～」（2011年）2月12日（日）21:30～

「チーム・バチスタ４ 螺鈿迷宮」（2014年・全11話）2月26日（日）10:50～ [一挙放送]

「チーム・バチスタFINAL ケルベロスの肖像」（2014年）2月26日（日）20:35～

「ストロベリーナイト（TVドラマ）」

©Tetsuya Honda,Kobunsha ©共同テレビジョン

「ストロベリーナイト アフター・ザ・インビジブルレイン」

©Tetsuya Honda,Kobunsha ©共同テレビジョン

「ストロベリーナイト（映画）」

©2013 フジテレビジョン Ｓ・Ｄ・Ｐ 東宝

共同テレビジョン ＦＮＳ27社 光文社

「ストロベリーナイトSP」

©誉田哲也「ストロベリーナイト」（光文社文庫刊）／フジテレビジョン

「CRISIS 公安機動捜査隊特捜班」©カンテレ



悲鳴と、爆笑！？人気声優による本気怪談「語ル怪」

ファミリー劇場2月のラインアップ
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もっふもふ！ドラマ「ねこ物件」を見るニャンニャンニャン（2.22）！

ねこ×イケメン×シェアハウス＝夢のパラダイス!?イケメンだらけの共同住宅の入居条件は「猫」に気に入られること。きっと

見る人の誰もが心癒される、古川雄輝主演のハートウォーミング猫エンターテイメント「ねこ物件」を2.22“猫の日”に一

挙放送!（CS初）祖父そして二匹の猫、クロとチャーと暮らしていた二星優斗（古川雄輝）は最愛の祖父の他界を

機に、シェアハウスを始めることになるが…。ほかにもオススメのアニマル作品「いぬ会社」「癒されパンダ～リーリーとシン

シン～」も併せて放送するにゃん!!

「ねこ物件」（2022年・全10話）2月22日（水）22:50～ [一挙放送]

【出演】：古川雄輝、細田佳央太、長井短、上村海成、本田剛文、松大航也、竜雷太

両親を幼い頃に事故で亡くし、祖父・幸三（竜雷太）と２匹の猫、クロとチャーと暮らしている二星優斗（古川雄輝）。そんな

ある日、幸三が脳梗塞で突然他界してしまう。生まれてから一度も働いたことがなく途方に暮れている優斗に、不動産業者の広

瀬有美（長井短）は家を改築し、猫と暮らすシェアハウスを運営することを提案するが・・・。

「いぬ会社」（2007年・全20話）

毎週（月-水）23:50～ [#12～20]

「いぬ会社 セレクト放送」（2007年・全20話）

2月16日（木）28:45～ ほか

「癒されパンダ～リーリーとシンシン～」（2014年・全8話）

2月24日（金）29:35～ [#1～3]

声優が語る「怪談」の世界へようこそ…。ここはとびきりの「怪談」を持った声優が集まるシェアハウス。今宵もひとつ屋根の

下で、コワぁい怪談話を語り合い、恐怖の時間を共にしようではありませんか…。声優たちが「声」と「演技」で創り出す、

圧巻の恐怖空間をお楽しみ下さい。語り部はTVアニメ「SHAMAN KING」の麻倉葉役などで知られる日笠陽子さん、

「リコリス・リコイル」の錦木千束役などで知られる安済知佳さん、「てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!」の牛久みさお役などで知られ

る豊田萌絵さんの３人。まだ誰も見たことも聞いたこともない恐怖がこの冬、あなたを襲う…。

「語ル怪」（2022年・全3話）

[#1] 2月10日（金）24:45～ [#2] 2月17日（金）24:25～ [#3] 2月24日（金）24:55～

【出演】：日笠陽子、安済知佳、豊田萌絵

「SHAMAN KING」の麻倉葉役などで知られる日笠陽子、「リコリス・リコイル」の錦木千束役などで知ら

れる安済知佳、「てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!」の牛久みさお役などで知られる豊田萌絵の人気声優３人が

シェアハウスに集合し、とっておきの怪談話を語り合う。はたしてどんな恐ろしいエピソードが飛び出すのか!?

「ねこ物件」©2022「ねこ物件」製作委員会「ねこ物件」©2022「ねこ物件」製作委員会 「ねこ物件」©2022「ねこ物件」製作委員会

「いぬ会社」©「いぬ会社」株主一同「癒されパンダ～リーリーとシンシン～」©2014 Liverpool

「語ル怪」©東北新社「語ル怪」©東北新社「語ル怪」©東北新社

「語ル怪」©東北新社

関連番組



大ヒット医療ミステリー「チーム・バチスタ」シリーズ
映画＆ドラマ ほぼコンプリート放送！

ファミリー劇場2月のラインアップ

(4)

第4回『このミステリーがすごい！』大賞を受賞した、作家・海堂尊による大ヒット医療ミステリー小説「チーム・バチスタの

栄光」をはじめとする“田口・白鳥シリーズ”の映像化作品をほぼコンプリート放送でお届け！竹内結子（田口役）と阿

部寛（白鳥役）による劇場版2作品、伊藤淳史（田口役）と仲村トオル（白鳥役）によるドラマシリーズ＋完結

編となる劇場版、それぞれの魅力をたっぷりどうぞ！

「チーム・バチスタの栄光（映画）」（2008年）2月23日（木・祝）21:00～ 竹内結子、阿部寛

「ジェネラル・ルージュの凱旋」（2009年）2月24日（金）19:00～ 竹内結子、阿部寛、堺雅人

「チーム・バチスタの栄光（TVドラマ）」
（2008年・全11話）2月5日（日）11:00～ [一挙放送] 伊藤淳史、仲村トオル

「チーム・バチスタの栄光SPECIAL ～新たな迷宮への招待～」
（2009年）2月5日（日）20:30～ 伊藤淳史、仲村トオル

「チーム・バチスタ２ ジェネラル・ルージュの凱旋（TVドラマ）」
（2010年・全12話）2月12日（日）11:00～ [一挙放送] 伊藤淳史、仲村トオル、西島秀俊

「チーム・バチスタ SP 2011～さらばジェネラル！ 天才救命医は愛する人を救えるか～」
（2011年）2月12日（日）21:30～ 伊藤淳史、仲村トオル、西島秀俊

「チーム・バチスタ３ アリアドネの弾丸」
（2011年・全11話）2月19日（日）10:55～ [一挙放送] 伊藤淳史、仲村トオル

「チーム・バチスタ４ 螺鈿迷宮」
（2014年・全11話）2月26日（日）10:50～ [一挙放送]

【出演】：伊藤淳史、仲村トオル、栗山千明、上遠野太洸、山﨑賢人、相

築あきこ、宅間孝行、左時枝、水野美紀、柳葉敏郎 ほか

東城大学医学部付属病院の心療内科医・田口公平（伊藤淳史）はある

日、病院長・高階権太（林隆三）の命を受け、終末期医療を主とする地方

総合病院「碧翠院」へ派遣される。この病院は院長の桜宮巌雄（柳葉敏

郎）をはじめ、長女の小百合（水野美紀）、次女のすみれ（栗山千明）に

よる一族経営で、町の人たちにとって無くてはならない存在だった。だが、田口は

そこで厚生労働省の官僚・白鳥圭輔（仲村トオル）を発見する・・・。

「チーム・バチスタFINAL ケルベロスの肖像」
（2014年）2月26日（日）20:35～

【出演】：伊藤淳史、仲村トオル、桐谷美玲、松坂桃李、西島秀俊、戸次重幸、

木下隆行（TKO）、利重剛、加藤あい、名取裕子、栗山千明、生瀬勝久

東城大学医学部付属病院の心療内科医・田口公平（伊藤淳史）はある日、巨大新型MRI「リ

ヴァイアサン」の搬入パレードの見学者の中に、消息不明だった桜宮すみれ（栗山千明）の姿を見

つける。ほどなくして死因が特定出来ない前代未聞の密室集団不審死事件が発生。あまりのタイミン

グの良さに厚生労働省の官僚・白鳥圭輔（仲村トオル）は疑問を深める。追い打ちをかけるように

謎の脅迫状が田口の元へ届く・・・。

「ストロベリーナイトSP」（2010年）2月18日（土）9:50～ 竹内結子、西島秀俊、桐谷健太

「ストロベリーナイト（TVドラマ）」 （2012年・全11話）

2月18日（土）11:55～ [一挙放送] 竹内結子、西島秀俊、丸山隆平

「ストロベリーナイト（映画）」（2013年）【PG12】

2月18日（土）21:35～ 2月23日（木・祝）25:30～ 竹内結子、西島秀俊、大沢たかお

「ストロベリーナイト アフター・ザ・インビジブルレイン」（2013年）

2月18日（土）23:55～ 竹内結子、西島秀俊

「CRISIS 公安機動捜査隊特捜班」（2017年・全10話）

2月4日（土）11:30～ [一挙放送] 小栗旬、西島秀俊

関連番組

「チーム・バチスタ４ 螺鈿迷宮」©海堂尊/KADOKAWA/関西テレビ/MMJ

「チーム・バチスタFINAL ケルベロスの肖像」

©2014「チーム・バチスタFINAL ケルベロスの肖像」製作委員会

「チーム・バチスタの栄光（映画）」©2008 映画「チーム・バチスタの栄光」製作委員会

「ジェネラル・ルージュの凱旋」©2009 映画「ジェネラル・ルージュの凱旋」製作委員会

「チーム・バチスタ SP 2011～さらばジェネラル！ 天才救命医は愛する人を救えるか～」©MMJ



ファミリー劇場2月のラインアップ

(5)

極暖保証！ファミ劇バレンタイン特集

2月といえばバレンタインデー。そこで、ファミ劇厳選の愛の物語をお贈りします!!杏主演のラブコメディー「デート～恋とは

どんなものかしら～」、有村架純・坂口健太郎W主演のヒューマンドラマ「連続ドラマW そして、生きる」、清原果耶

主演の医療ドラマ「透明なゆりかご」、そして大和和紀原作の大正ロマンアニメ「劇場版 はいからさんが通る 前編

～紅緒、花の17歳～」と「劇場版 はいからさんが通る 後編 ～花の東京大ロマン～」などなど、心温まるさまざまな

愛の形をご賞味下さい。

「デート～恋とはどんなものかしら～」（2015年・全10話）2月11日（土・祝）23:45～ [一挙放送]

「連続ドラマW そして、生きる」（2019年・全6話）

2月25日（土）11:30～ [一挙放送] ★有村架純さん主演映画『ちひろさん』2月23日公開

「透明なゆりかご」（2018年・全10話）2月11日（土・祝）11:30～ [一挙放送]

「私たちはどうかしている」（2020年・全8話）2月4日（土）24:45～、2月5日（日）24:10～ [一挙放送]

「結婚できない男」（2006年・全12話）

2月18日（土）26:00～、2月19日（日）22:50～ [一挙放送]

「まだ結婚できない男」（2019年・全10話）

2月25日（土）23:35～、2月26日（日）22:55～ [一挙放送]

「きれいのくに」（2021年・全8話）

2月20日スタート [毎週（月-木）29:10～]

「映画 深夜食堂」（2015年）2月9日（木）21:00～ ほか

「続・深夜食堂」（2016年）2月16日（木）21:00～ ほか

「劇場版 はいからさんが通る 前編 ～紅緒、花の17歳～」
（2017年）2月16日（木）27:00～

「劇場版 はいからさんが通る 後編 ～花の東京大ロマン～」
（2018年）2月25日（土）27:55～

「探偵はBARにいる」（2011年）【PG12】 2月5日（日）21:55～

「探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点」（2013年） 【PG12】 2月12日（日）23:00～

「探偵はBARにいる3」（2017年） 2月2日（木）21:00～、2月19日（日）20:35～

「閻魔堂沙羅の推理奇譚」（2020年・全8話）2月4日（土）20:15～ [一挙放送] ★主演中条あやみさんお誕生日

「スカイハイ」（2003年・全10話）2月3日（金）24:55～、2月10日（金）25:15～ [一挙放送]

「探偵・由利麟太郎」（2020年・全5話）2月17日（金）24:50～ [一挙放送]

そのほかの一挙放送

「デート～恋とはどんなものかしら～」©共同テレビジョン

「映画 深夜食堂」

©2015安倍夜郎･小学館

／映画「深夜食堂」製作委員会

「探偵はBARにいる」 ©2011「探偵はBARにいる」製作委員会

「私たちはどうかしている」

©安藤なつみ／講談社©NTV

「透明なゆりかご」© NHK
原作／沖田✕華「透明なゆりかご」
（講談社「ＫＣ Ｋｉｓｓ」刊）

「結婚できない男」©MMJ

「連続ドラマW そして、生きる」© 2019 WOWOW INC.

「まだ結婚できない男」©カンテレ／ＭＭＪ

「きれいのくに」© NHK

「劇場版 はいからさんが通る 前編 ～紅緒、花の17歳～」

©大和和紀・講談社／劇場版「はいからさんが通る」製作委員会

「劇場版 はいからさんが通る 後編 ～花の東京大ロマン～」

© 大和和紀・講談社／劇場版「はいからさんが通る」製作委員会

「探偵・由利麟太郎」
©横溝正史／KADOKAWA／カンテレ

「スカイハイ」©2003 skyhighproject

「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）



◆2月23日（木・祝）

8:00～ 「江戸川乱歩シリーズ 妖しい稲妻の美女」（1990年）

10:20～ 「さすらい署長 風間昭平」（2003年）

12:10～ 「さすらい署長 風間昭平２」（2004年）

14:00～ 「さすらい署長 風間昭平３」（2005年）

15:50～ 「さすらい署長 風間昭平４」（2006年）

17:40～ 「さすらい署長 風間昭平５」（2006年）

「志村けんはいかがでしょう」 #30（1993年～）

2月8日（水）22:50～ [2話連続]

祝！80歳 名優【北大路欣也】誕生祭

ファミリー劇場2月のラインアップ

(6)

今月の気になるあの俳優 中島裕翔さん

ファミリー劇場が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に注目！今月は、2月10日に主

演映画『＃マンホール』が公開される中島裕翔（Hey! Say! JUMP）さん。ドラマ「デート～恋とはどんなものかしら

～」では、杏さん演じる主人公の依子に想いを寄せる好青年・鷲尾豊を演じた中島さん。寒い冬は彼の温かい笑顔と

演技にとことん酔いしれましょう！
「デート～恋とはどんなものかしら～」（2015年・全10話）

2月11日（土・祝）23:45～、2月12日（日）25:10～ [一挙放送]

圧倒的な存在感と重厚な演技で日本が誇る名優・北大路欣也さんの80歳の

バースデー当日2月23日（木・祝）に、ファミ劇では「さすらい署長 風間昭

平」シリーズなど出演作6作品を一挙放送でお祝いします！また、北大路さんが

ゲスト出演した貴重なバラエティ「'94 特大版 志村けんはいかがでしょうスペ

シャル」も放送。さらに、ファミ劇で現在レギュラー放送中の「志村けんはいかが

でしょう」2月8日（水）放送の第30回にも北大路さんがロケ企画のゲストとし

て登場しますので、お楽しみに!!

関連番組

「デート～恋とはどんなものかしら～」©共同テレビジョン 「デート～恋とはどんなものかしら～」©共同テレビジョン

「デート～恋とはどんなものかしら～」©共同テレビジョン

「さすらい署長 風間昭平４」

「さすらい署長 風間昭平３」

「さすらい署長 風間昭平２」

「‘94 特大版 志村けんはいかがでしょうスペシャル」（1994年）

2月10日（金）28:40～

【ゲスト】：吉田拓郎、北大路欣也、柳葉敏郎、ダウンタウン、田原俊彦、柄本明、松本伊代 ほか



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。

(7)

ファミリー劇場2月のラインアップ

人気声優×予測不能アドリブ舞台劇「AD-LIVE 2021」毎週（金）19時放送

2015年から鈴村健一が総合プロデューサーを務め、人気声優が多数出演し、すべてをアドリブで紡ぐ前代未聞の舞台

劇として毎年上演されている「AD-LIVE」。2021年のテーマは「if～建前と本音～」。人生の岐路によって枝分かれし

た２つの物語。「建前」と「本音」で物語にどんな変化が起きるのか？舞台となるのは、「あなたの夢をサポートする会社」、

【夢之助本舗】。創始者は日本のホテル王と呼ばれた謎多き男、叶夢之助。人生の目標である「夢」に絡む「建前」と

「本音」。登場人物たちはどんな夢を描き、「建前」と「本音」をどう演じ分けるのか？そして２つの物語はどんな結末を迎

えるのか!?進化し続ける「AD-LIVE」が贈る「if」の世界。奇跡の瞬間をお見逃しなく！！毎週金曜19:00～1公演

ずつ放送。

「AD-LIVE 2021」（2021年・全12公演）

「AD-LIVE 2021」© AD-LIVE Project「AD-LIVE 2021」© AD-LIVE Project「AD-LIVE 2021」© AD-LIVE Project

【出演】：木村昴、杉田智和、諏訪部順一、吉野裕行、畠中祐、八代拓、

榎木淳弥、森久保祥太郎、下野紘、前野智昭、蒼井翔太、安元洋貴

【ユメノスケCV】：鈴村健一

ＡＫＢ４８「ネ申テレビ」ＳＴＵ４８「イ申テレビ」新シーズン

［10.9夜公演］下野紘×前野智昭 2月3日（金）19:00～

［10.10昼公演］蒼井翔太×安元洋貴 2月10日（金）19:00～

［10.10夜公演］蒼井翔太×安元洋貴 2月17日（金）19:00～

「AD-LIVE 2021」© AD-LIVE Project

［10.9夜公演］下野紘×前野智昭

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

［10.10夜公演］蒼井翔太×安元洋貴［10.10昼公演］蒼井翔太×安元洋貴

「ＳＴＵ４８ イ申テレビ シーズン１４」©東北新社

「ＡＫＢ４８ ネ申テレビ シーズン４０」©東北新社

「ＡＫＢ４８ ネ申テレビ シーズン４０」（2023年）

2月9日（木）19:30～、2月16日（木）19:30～ ほか

「ＳＴＵ４８ イ申テレビ シーズン１４」（2023年）

2月2日（木）19:30～、2月23日（木・祝）19:30～ ほか

【企画】：秋元康 【出演】：ＡＫＢ４８、おぎやはぎ・小木博明 ほか

16年目を迎えるAKB48の冠バラエティ。様々なムチャぶりでAKB48メンバーの素顔に迫る！

AKB48メンバーが次々とムチャぶりされるリアル・ドキュメント・バラエティ！2008年に産声をあげたこ

の番組もついに16年目！皆様のおかげでここまでやってこれました！シーズン４０はムチャぶりもス

ケールアップ？ムチャぶりを乗り越える時、メンバーが出すのは汗？涙？知恵？それとも魂？この番組

でしか見られないAKB48メンバーたちの必死な姿をお届けします！！

【企画】：秋元康 【出演】：ＳＴＵ４８、カンニング竹山 ほか

番組もSTUも6周年！研究生も加入し勢いも増すSTU。2008年からCSファミリー劇場の目玉と

して放送している「ＡＫＢ４８ ネ申テレビ」の姉妹番組。番組からの愛のムチ＝「ムチャぶり」遺伝

子を引き継ぎ、ＳＴＵ４８メンバーが地元瀬戸内を舞台にカンニング竹山からのムチャぶりに立ち

向かう！メンバーだけではなく時には視聴者へのムチャぶりも！カワイイだけがアイドルじゃない！色と

りどりの個性豊かなメンバーの素顔を見逃すな！

https://www.fami-geki.com/
https://twitter.com/fami_geki
mailto:info@cannonball.co.jp
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