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2023年3月

ラインアップのご案内

大ヒットクライムサスペンス「殺人分析班」一挙放送！

ご開帳ー！ホビー・ヒューマンドラマ

「量産型リコ」CS初放送

声優男子の思い出はずっと・・・
卒業イベントTV初放送

(1)

「サヨウナラのその前に Fantastic 31 Days」©NTV

俳優・菅田将暉の魅力

春休み「仮面ライダーウィザード」
一挙放送！

CS初

STU48 Christmas Concert 2022

今月の気になるあの俳優 坂口健太郎さん

ミステリー作家・麻見和史による大ヒットクライムサスペンス『警視庁殺人

分析班』シリーズのドラマ化作品『殺人分析班』シリーズ。亡くなった父の

遺志を継いで刑事になった主人公・如月塔子（木村文乃）と彼女が

所属する警視庁捜査一課十一係、通称「殺人分析班」が、さまざまな

事件の謎に立ち向かっていく。今回、ファミ劇初放送となる「連続ドラマ

W 蝶の力学 殺人分析班」と過去２作「連続ドラマW 石の繭 殺

人分析班」「連続ドラマW 水晶の鼓動 殺人分析班」を一挙放送!!

塔子たちの活躍と名推理をたっぷりご堪能下さい！

3月は卒業の季節。ファミ劇では菅田将暉さん主演の超話題作と関連

作品を特集放送。これまでにない学園ドラマとして大反響を呼んだ「３年

Ａ組 ―今から皆さんは、人質です―」、青春の終わりがほろ苦い「コン

トが始まる」、第41回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞ほか数々の

栄誉に輝いた映画「あゝ、荒野 前篇」「あゝ、荒野 後篇」をラインアッ

プ。関連番組として「３年Ａ組 ―今から皆さんは、人質です―」の半

年後の設定となる「ニッポンノワール －刑事Yの反乱－」もお送りしま

す！

乃木坂46・与田祐

希主演、プラモデル作

りを通じて成長してい

く普通女子を描く

「量産型リコ -プラモ

女子の人生組み立て

記-」をCS初放送！

今月の気になる

あの俳優は坂口

健太郎さん。

「東京タラレバ娘

2020」「東京タ

ラレバ娘」ほかを

放送します。

STU48メンバー総出演。石田千穂がセンターを務める

9thシングルのリリースが発表された2022年12月24日

に開催されたクリスマスコンサートの模様をお届け！

上村祐翔・梅原裕一郎・河本啓佑・小林裕介・白井

悠介・本城雄太郎・山本和臣。今をトキメク７人の声

優男子たちの番組卒業イベントをTV初放送します！

球春到来！志村けんさん・ドリフ大特集
「オールスター夢の球宴」もあるよ！

「仮面ライダーウィザード」を春休み一挙放送！

3月公開の超話題作『シン・仮面ライダー』のヒロインを演

じる浜辺美波主演ドラマも！

志村けんさんを偲び、関連番組をお届け。人気スターが

東京ドームに勢ぞろいした「オールスター夢の球宴」、

ダウンタウンがゲスト出演した番組などお宝映像満載！

「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」©「量産型リコ」製作委員会

「連続ドラマW 蝶の力学 殺人分析班」©2019 WOWOW / TBSスパークル

「３年Ａ組 ―今から皆さんは、人質です―」©NTV

「イノセンス 冤罪弁護士」©NTV



大ヒットクライムサスペンス「殺人分析班」一挙放送！
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ファミリー劇場3月のラインアップ

「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

「ストロベリーナイトSP」（2010年）

3月12日（日）11:00～ 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）

3月12日（日）13:05～、3月19日（日）11:00～ [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】

3月5日（日）24:25～ 、3月19日（日）15:20～

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）

3月19日（日）17:40～ 竹内結子、西島秀俊

ミステリー作家・麻見和史による大ヒットクライムサスペンス『警視庁殺人分析班』シリーズのドラマ化作品『殺人分析

班』シリーズ。亡くなった父の遺志を継いで刑事になった主人公・如月塔子（木村文乃）と彼女が所属する警視庁捜

査一課十一係、通称「殺人分析班」が、さまざまな事件の謎に立ち向かっていく。今回、たくさんのご要望にお応えして、

ファミ劇初放送となる「連続ドラマW 蝶の力学 殺人分析班」と過去２作「連続ドラマW 石の繭 殺人分析班」

「連続ドラマW 水晶の鼓動 殺人分析班」を一挙放送!!塔子たちの活躍と名推理をたっぷりご堪能下さい！

「連続ドラマW 蝶の力学 殺人分析班」（2019年・全6話）3月26日（日）20:25～ [一挙放送]

【出演】：木村文乃、青木崇高、渡辺いっけい、北見敏之、藤本隆宏、小柳 友／神野三鈴、勝村政信、段田安則、仲村トオル／

菊地凛子

木村文乃主演のサスペンスドラマシリーズ第３弾。殺人分析班が猟奇殺人の謎に挑む。警視庁捜査一課十一係、通称「殺人分析

班」の如月塔子（木村文乃）。彼女が最も信頼する先輩刑事・鷹野秀昭（青木崇高）の公安部への異動が数日後に迫ったある

日、不動産会社の代表取締役を務める資産家男性が自宅で惨殺される事件が発生する。遺体は切り裂かれた首に青い花が活けら

れた状態で発見され、男性の妻は事件当日から行方不明となっていたが・・・。

「連続ドラマW 石の繭 殺人分析班」（2015年・全5話）3月26日（日）11:00～ [一挙放送]

「連続ドラマW 水晶の鼓動 殺人分析班」（2016年・全5話）3月26日（日）15:40～ [一挙放送]

【出演】：木村文乃、青木崇高、渡辺いっけい、平岳大、北見敏之、小柳友、古川雄輝、神野三鈴、段田安則、仲村トオル ほか

麻見和史原作、木村文乃主演のクライムサスペンスドラマ。亡き父の後を継いだ刑事が猟奇殺人事件の犯人を追う。亡き父・功（仲村トオ

ル）の後を継ぎ刑事となった、警視庁捜査一課十一係の如月塔子（木村文乃）。ある日、廃ビルの地下室で、床にセメントで塗り込まれた

死体が発見される。いったい誰がどんな目的でこのようなことを行ったのか。捜査会議が始まる中、「トレミー」と名乗る犯人から電話が捜査本部

にかかって来る。塔子が交渉相手となるが、トレミーは殺人に関するヒントを提示しながら警察を挑発していくのだった・・・。

【出演】：木村文乃、青木崇高、渡辺いっけい、北見敏之、藤本隆宏、小柳友、古川雄輝、神野三鈴、勝村政信、仲村トオル ほ

か

麻見和史原作、木村文乃主演のクライムサスペンスドラマの続編。警視庁捜査一課十一係の刑事・如月塔子（木村文乃）は日本

中を震撼させた「トレミー」による連続殺人事件を解決へと導いたが、１年が経った今もその時に受けたトラウマに苦しんでいた。ある日、

深紅に染められた部屋で血まみれの死体が発見される。現場には赤いスプレーで書かれた「○×」という記号が残されていた。塔子と警

部補の鷹野秀昭（青木崇高）は捜査を開始するが、新たな爆破事件が発生する・・・。

そのほかのおすすめ警察ドラマ

「連続ドラマW 石の繭 殺人分析班」©2015 ＷＯＷＯＷ／ドリマックス・テレビジョン 「連続ドラマW 水晶の鼓動 殺人分析班」
© 2016 WOWOW/ドリマックス・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（TVドラマ）」

©Tetsuya Honda,Kobunsha ©共同テレビジョン

「連続ドラマW 蝶の力学 殺人分析班」©2019 WOWOW / TBSスパークル



俳優・菅田将暉の魅力
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ファミリー劇場3月のラインアップ

3月は卒業の季節。ファミ劇では菅田将暉さん主演の超話題作と関連作品を特集放送。これまでにない学園ドラマとし

て大反響を呼んだ「３年Ａ組 ―今から皆さんは、人質です―」、青春の終わりがほろ苦い「コントが始まる」、第41

回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞ほか数々の栄誉に輝いた映画「あゝ、荒野 前篇」「あゝ、荒野 後篇」をライ

ンアップ。

関連番組として「３年Ａ組 ―今から皆さんは、人質です―」の半年後の設定となる「ニッポンノワール －刑事Yの

反乱－」（主演：賀来賢人）もお送りします！

「３年Ａ組 ―今から皆さんは、人質です―」
（2019年・全10話）3月11日（土）18:10～ [一挙放送]

【出演】：菅田将暉 永野芽郁 片寄涼太（GENERATIONS from EXILE

TRIBE） 川栄李奈 上白石萌歌 萩原利久 今田美桜 福原遥 神尾楓珠

鈴木仁 望月歩 堀田真由 富田望生 佐久本宝 古川毅

（SUPER★DRAGON） 若林時英 森七菜 秋田汐梨 今井悠貴 箭内夢

菜 新條由芽 日比美思 三船海斗 横田真悠 大原優乃 森山瑛 搗宮姫奈

西本銀二郎 飛田光里 若林薫 高尾悠希 細田善彦 堀田茜 バッファロー吾

郎A 神尾佑 ／土村芳 矢島健一 大友康平 ／田辺誠一 ／椎名桔平

菅田将暉主演の学園ドラマ。美術教師が29人の生徒を人質に教室に立てこもり、

最後の授業を行う。卒業式まで残り10日となった魁皇高校３年A組。しかし、担任

の美術教師・柊一颯（菅田将暉）は教壇に立つと、29人の生徒たちに「今から皆

さんには、人質になってもらいます」と告げる。そして「これから、俺の最後の授業を始

める」と言い、回答役に学級委員の茅野さくら（永野芽郁）を指名。彼らに数ヶ月

前に自ら命を絶ったクラスメイトの死の理由を答えるよう求めるが・・・・。

「ニッポンノワール －刑事Yの反乱－」
（2019年・全10話）3月12日（日）18:25～ [一挙放送]

【出演】：賀来賢人 広末涼子 井浦新 夏帆 工藤阿須加 北村一輝

賀来賢人主演の刑事ドラマ。警視庁捜査一課の刑事が謎の組織の真相に迫る。

警視庁捜査一課碓氷班の刑事・遊佐清春（賀来賢人）がある日、目を覚ますと、

目の前に班長である碓氷薫（広末涼子）の亡骸があり、自分の右手には拳銃が

握られていた。どうしてこうなったかまったく身に覚えがなく、さらになぜかここ数ヶ月の記

憶が吹き飛んでいた清春はひとまず証拠を消して現場を後にするが・・・。

「コントが始まる」（2021年・全10話）3月4日（土）20:15～ [一挙放送]

「あゝ、荒野 前篇」
（2017年）【R15】 3月2日（木）21:00～、3月11日（土）27:10～

【出演】：菅田将暉、ヤン・イクチュン、ユースケ・サンタマリア、木下あかり、木村多

江、でんでん、モロ師岡、高橋和也、今野杏南、山田裕貴

寺山修司原作、菅田将暉、ヤン・イクチュン主演の青春映画。二人の若者がボクシ

ングを通じ友情を育んでいく。少年院から出たばかりの新次（菅田将暉）は、自分と

劉輝（小林且弥）を裏切った裕二（山田裕貴）に復讐しようとするが、ボクサーと

なった裕二の返り討ちに遭ってしまう。そんな新次を助けたのは、吃音症の青年・建二

（ヤン・イクチュン）だった。その様子を目撃していた堀口（ユースケ・サンタマリア）は、

自らが運営するボクシングジムに二人を誘うが・・・。

「あゝ、荒野 後篇」
（2017年）【R15】 3月9日（木）21:00～、3月18日（土）27:20～

新次（菅田将暉）は、かつて自分を捨てた母親から、建二（ヤン・イクチュン）との

親同士の因縁を聞かされる。一方、建二は図書館で倒れた妊婦・恵子（今野杏

南）を助ける。そんな彼らの知らないところで、堀口（ユースケ・サンタマリア）が運営

するボクシングジムの廃業話が持ち上がっていた・・・。

「コントが始まる」©NTV

「３年Ａ組 ―今から皆さんは、人質です―」©NTV

「ニッポンノワール ―刑事Yの反乱―」©NTV

「あゝ、荒野 前篇」
©「あゝ、荒野」フィルムパートナーズ

「あゝ、荒野 後篇」
©「あゝ、荒野」フィルムパートナーズ

関連番組



ファミリー劇場3月のラインアップ
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ご開帳ー！ホビー・ヒューマンドラマ「量産型リコ」CS初放送

今月の気になるあの俳優 坂口健太郎さん

「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」（2022年・全10話）3月19日（日）19:45～ [一挙放送]

乃木坂46・与田祐希主演、ごく普通の女子がプラモデル作りを通じて少しずつ成長していく姿を描くホビー・ヒューマンド

ラマ「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」をCS初放送。センスや価値観などあらゆるものが平均値な主人

公・リコ（与田祐希）がプラモデルと出会い、自分を見つめ直していく、人生のささやかな応援歌。みなさんご一緒に、

ご開帳＆ギブバース！

【出演】：与田祐希（乃木坂46）、藤井夏恋、望月歩、中島歩、前田旺志郎、石川恵里加、与座よしあき、森下能幸、マギー、

田中要次

与田祐希（乃木坂46）主演のホビー・ヒューマンドラマ。普通の女子がプラモデル作りを通じ成長する。イベント企画会社に勤める小向

璃子（与田祐希・乃木坂46）は、センスや価値観などあらゆるものが平均的なタイプの人間。ある日、同僚の浅井祐樹（前田旺志

郎）から言われた「量産型」という言葉に自問自答し始めてしまう。モヤモヤを抱えたまま帰宅した璃子は、帰り道にある模型店を見つけ、

「量産型ザク」に目が止まる。そこで店主の矢島一（田中要次）に勧められ、生まれて初めてプラモデル作りに挑戦するのだった・・・。

「東京タラレバ娘 2020」（2020年）3月5日（日）20:30～

「東京タラレバ娘」（2017年・全10話）3月5日（日）11:00～ [一挙放送]

「イノセンス 冤罪弁護士」（2019年・全10話）3月4日（土）11:35～ [一挙放送]

「シグナル 長期未解決事件捜査班 スペシャル」（2021年）3月21日（火・祝）22:05～

【出演】：吉高由里子 榮倉奈々 大島優子

東村アキコ原作、吉高由里子主演のスペシャルドラマ。「タラレバ」ばかり言いながら恋に仕事に悪戦苦闘し

た日々から３年。鎌田倫子（吉高由里子）、平沢香（榮倉奈々）、鳥居小雪（大島優子）は33歳

になった。倫子は相変わらず脚本家としてパッとしない状況だったが、プライベートでは図書館職員の朝倉理

一（松下洸平）との結婚話が順調に進んでいた。しかし、そこに俳優としてアメリカに渡っていたKEY（坂口

健太郎）が現れて・・・。

「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」
©「量産型リコ」製作委員会

「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」
©「量産型リコ」製作委員会

「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」
©「量産型リコ」製作委員会

「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」
©「量産型リコ」製作委員会

「東京タラレバ娘2020」©東村アキコ／講談社©NTV

「シグナル 長期未解決事件捜査班 スペシャル」©Studio Dragon & ASTORY／キム・ウニ／カンテレ

「イノセンス 冤罪弁護士」©NTV

「東京タラレバ娘」©NTV

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！3月は坂口健太郎さん。

その繊細な演技と表情が多くの人の心をとらえて離さない坂口さん。ファミ劇では「東京タラレバ娘 2020」 「東京タラ

レバ娘」 「イノセンス 冤罪弁護士」「シグナル 長期未解決事件捜査班 スペシャル」を放送。いつ見ても穏やかで心

癒される坂口さんは、この季節がとてもよく似合いますね～。



声優男子の思い出はずっと・・・卒業イベントTV初放送
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CS初 STU48 Christmas Concert 2022

「ＡＫＢ４８ ネ申テレビ シーズン４０」（2023年）

3月9日（木）19:30～、3月16日（木）19:30～ ほか

「ＳＴＵ４８ イ申テレビ シーズン１４」（2023年）

3月2日（木）19:30～、3月23日（木）19:30～ ほか

STU48メンバー総出演。2022年12月24日のクリスマスイブに開催されたクリスマスコンサートの模様をお届け！ロング

ヒットを続ける『花は誰のもの？』やクリスマスソングも満載！さらにイ申テレビならではのムチャぶりも？そして石田千穂が

3度目のセンターを務める9thシングルのリリースが2023年３月１日（水）に決定したことがこの場で発表！サンタ衣

装に身を包み華麗に歌い舞うメンバーたちの姿は必見です!!

「STU48 Christmas Concert 2022」（2022年）3月21日（火・祝）24:15～

【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！

【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！

STU48が2022年12月24日に広島県・広島文化学園HBGホールで行ったクリスマスコンサートの模様を収録。STU48メンバー

総出演で開催されたクリスマスコンサート。ロングヒットを続ける『花は誰のもの？』やサンタ衣装に身を包んでのクリスマスソングが満

載のセットリスト、ファンと一緒に盛り上がれる企画、さらにイ申テレビならではのムチャぶりも？そして石田千穂が３度目のセンターを

務める９thシングルのリリースが2023年３月１日（水）に決定したことがこの場で発表となった貴重なコンサート！

「声優男子ですが・・・？僕たち、卒業します。

～青春の日々にありがとう～ 昼公演」（2023年）3月30日（木）23:50～

「声優男子ですが・・・？僕たち、卒業します。

～青春の日々にありがとう～ 夜公演」（2023年）3月30日（木）26:00～

【出演】：上村祐翔、梅原裕一郎、河本啓佑、小林裕介、白井悠介、本城雄太郎、山本和臣（50音順）

2014年のパイロット版の放送からスタートし、今をときめく声優男子が集結するオリジナル番組『声優男子ですが・・・？』。今回の

イベントをもって、およそ８年間の歴史にピリオドを打ち、活動を終了します。これまで応援してくださったファンの皆さまに感謝の気持

ちを込めて、「卒業」をテーマにしたスペシャルイベントを開催！声優男子たちがこれまで歩んできた8年間の振り返りや、様々な企

画コーナーをお届け予定です。

上村祐翔・梅原裕一郎・河本啓佑・小林裕介・白井悠介・本城雄太郎・山本和臣。今をトキメク７人の声優男子た

ちが声優のポテンシャルを存分に発揮し、さまざまな素顔を見せるバラエティ番組「声優男子ですが・・・？」。2014年

12月よりファミリー劇場で放送スタートし、2020年2月には劇場版として全国公開を果たしたこの番組ですが、このたび

2023年３月のイベントをもって活動終了へ。ファミ劇では卒業をテーマにしたイベント（昼公演／夜公演）をTV初放

送すると共に、「声優男子ですが・・・？「先輩と２人きりですが・・・？」スペシャル！前編」など関連番組を放送予定。

７人の声優男子による最後の勇姿をお見逃しなく！

関連番組

関連番組

「音楽朗読劇「Chèvre Note2021～Story from Jeanne d'Arc～」」
（2021年）3月19日（日）24:25～

「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

「声優男子ですが・・・？「先輩と２人きりですが・・・？」スペシャル！前編」
（2017年）3月30日（木）28:10～

「声優男子ですが・・・？

「先輩と２人きりですが・・・？」スペシャル！前編」

©東北新社

「声優男子ですが・・・？
僕たち、卒業します。～青春の日々にありがとう～」

©東北新社

「声優男子ですが・・・？

「先輩と２人きりですが・・・？」スペシャル！前編」

©東北新社



球春到来！志村けんさん・ドリフ大特集
「オールスター夢の球宴」もあるよ！

ファミリー劇場3月のラインアップ
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春休み「仮面ライダーウィザード」一挙放送！

「仮面ライダーウィザード」（2012年・全24話）3月21日（火・祝）スタート [2週連続（火-金）6:35～ 3話連続]

＜浜辺美波主演ドラマ＞

「タリオ 復讐代行の２人」（2020年・全7話）3月3日（金）24:20～ [一挙放送]

「私たちはどうかしている」（2020年・全8話）3月10日（金）25:05～、3月17日（金）24:55～ [一挙放送]

「春満開！！志村けんはいかがでしょう 特大版」（1994年）3月30日（木）21:00～

「志村けんはいかがでしょう 超強力スペシャル」（1994年）3月28日（火）25:35～

「オールスター夢の球宴('88.10）」（1988年）3月28日（火）23:50～

「オールスター夢の球宴('89.12)」（1989年）3月29日（水）25:15～

「オールスター夢の球宴('90.11)」（1990年）3月30日（木）22:25～

「加トちゃんケンちゃん光子ちゃん(88.5.20)」（1988年）3月29日（水）23:50～

「加トちゃんケンちゃん光子ちゃん(92.2.4)」（1992年）3月12日（日）26:55～

「加トちゃんケンちゃん光子ちゃん(94.5.17)」（1994年）3月25日（土）28:30～

2020年3月29日に惜しくもこの世を去った偉大なコメディアン・志村けんさんを偲び、

ファミ劇は3月29日（水）を中心に志村さんの関連番組をまとめて放送。ザ・ドリフ

ターズや明石家さんま、とんねるず他豪華スターが東京ドームに勢ぞろいした「オール

スター夢の球宴('88.10）」をはじめ、ダウンタウンがゲスト出演した「春満開！！志

村けんはいかがでしょう 特大版」ほか、お宝番組満載でお届けします。「ドリフ大爆

笑」や志村けん冠番組もレギュラー放送中！俺たちの志村は永遠に不滅です!!

「仮面ライダーウィザード」©石森プロ・東映

＜レギュラー放送中＞

「ドリフ大爆笑」（1977年～・全176話）

[毎週（火-金）6:30～]、 [毎週（火-水）24:00～] ほか ※休止の場合あり

「志村けんはいかがでしょう」（1993年～・全51話）

[毎週（月-水）22:50～ 2話連続] ほか ※3月8日（水）終了

「志村けんの失礼しまぁーす」（1986年・全41話）

3月8日（水）スタート [毎週（月-水）22:50～ 2話連続] ※休止の場合あり

「志村けんはいかがでしょう」©イザワオフィス

「加トちゃんケンちゃん光子ちゃん」©イザワオフィス

「オールスター夢の球宴(88.10）」＠イザワオフィス「オールスター夢の球宴(88.10）」＠イザワオフィス 「オールスター夢の球宴(89.12）」＠イザワオフィス 「オールスター夢の球宴(90.11）」＠イザワオフィス「オールスター夢の球宴(88.10）」＠イザワオフィス

「私たちはどうかしている」©安藤なつみ／講談社©NTV

平成仮面ライダーシリーズ第14作・白石隼也主演の「仮面ライダーウィザード」 （＃1-24）を春休み一挙放送！

３月劇場公開の超話題作『シン・仮面ライダー』に出演の浜辺美波主演ドラマ「タリオ 復讐代行の２人」「私たちは

どうかしている」も放送。さあ、ショータイムです!!



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。
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３月の一挙放送ドラマ・映画 ほか

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

「今野敏サスペンス 警視庁強行犯係・樋口顕」（2021年・全6話）

3月11日（土）11:30～ [一挙放送]

「らせんの迷宮～DNA科学捜査～」（2021年・全7話）

3月18日（土）12:00～ [一挙放送]

「ＳＴ～警視庁科学特捜班～」（2013年）3月21日（火・祝）10:30～

「ＳＴ赤と白の捜査ファイル」（2014年・全10話）

3月21日（火・祝）12:35～ [一挙放送]

「連続ドラマW 盗まれた顔 ～ミアタリ捜査班～」（2019年・全5話）

3月6日（月）スタート [毎週（月-木） 28:55～] [一挙放送]

「チーム・バチスタの栄光（映画）」（2008年）3月24日（金）25:05～

「ジェネラル・ルージュの凱旋」（2009年）3月24日（金）27:15～

「チーム・バチスタ４ 螺鈿迷宮」（2014年・全11話）

3月25日（土）16:25～ [一挙放送]

「チーム・バチスタFINAL ケルベロスの肖像」（2014年）3月25日（土）26:10～

「彼女はキレイだった」（2021年・全10話）

3月18日（土）18:40～ [一挙放送] ★主演中島健人さん3月13日（月）お誕生日

「深夜食堂 ３」（2014年・全10話）

[毎週（月）6:30～、24:00～ 3話連続] ※3月13日（月）終了

「深夜食堂 ４」（2016年・全10話）

3月20日（月）スタート [毎週（月）6:30～、24:00～ 3話連続]

「ねこ物件」（2022年・全10話）3月25日（土）11:45～ [一挙放送]

「サヨウナラのその前に Fantastic 31 Days」（2022年・全23話）

3月31日（金）25:00～ [一挙放送]

「おいしい給食 season2」（2021年・全10話）[毎週（月）27:00～] ※3月13日（月）終了

「ひねくれ女のボッチ飯」（2021年・全8話）3月20日（月）スタート [毎週（月）27:00～]

「女子グルメバーガー部」（2020年・全12話）[毎週（木）20:30～] ※3月30日（木）終了

「女子グルメバーガー部2021夏SP」（2021年）3月31日（金）21:00～

「勇者ヨシヒコと魔王の城」（2011年・全12話）
3月3日（金）19:00～、3月10日（金）19:00～、3月17日（金）19:00～ [一挙放送]

「勇者ヨシヒコと悪霊の鍵」（2012年・全11話）
3月17日（金）20:10～、3月24日（金）19:00～、 3月31日（金）19:00～ [一挙放送]

「湯けむりスナイパー」（2009年・全12話）3月13日（月）スタート [毎週（月-木）29:10～]

「湯けむりスナイパー セレクト放送」（2009年・全12話）3月16日（木）23:20～ ほか [#7、8]

「湯けむりスナイパー お正月2時間スペシャル」（2010年）3月5日（日）22:25～

「ほんとにあった！呪いのビデオ９６」（2022年）3月17日（金）22:00～

「ねこ物件」©2022「ねこ物件」製作委員会

「らせんの迷宮～DNA科学捜査～」
©夏緑・菊田洋之・小学館／テレビ東京／AX-ON

「ＳＴ～警視庁科学特捜班～」©NTV

「銀河英雄伝説 本伝（ＢＤ版）」
Ⓒ田中芳樹・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ・らいとすたっふ・サントリー ⓒ加藤直之

「ブラック・ジャック」（2004年・全63話）
[毎週（火-木）25:30～ 3話連続] ※休止の場合あり

「ゴルゴ１３ セレクト放送」（2008年・全23話）
[毎週（月-金）6:00～] ※休止の場合あり

「銀河英雄伝説 本伝（ＢＤ版）」
（1988年・全110話）
[毎週（木）24:00～ 3話連続] ※休止の場合あり

＜アニメ・バラエティ＞

「サヨウナラのその前に Fantastic 31 Days」©NTV

「ひねくれ女のボッチ飯」 ©テレビ東京

「ほんとにあった！呪いのビデオ９６」©2022 NSW/コピーライツファクトリー

「ブラック・ジャック」
©手塚プロダクション・読売テレビ

「彼女はキレイだった」 ©MBC/CHO SUNGHEE/カンテレ/共同テレビ

「チーム・バチスタ４ 螺鈿迷宮」

©海堂尊/KADOKAWA/関西テレビ/MMJ

＜ドラマ・映画＞

「今野敏サスペンス 警視庁強行犯係・樋口顕」

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