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すごかby九州 41／磯を思いっきり楽しもう！
旬のお魚・クロちゃんに挑戦だぜぇい！

- 11月1日～
4K／今回は、磯の人気ターゲット・クロちゃんを求めて、美舞ちゃんが人生四度目のウキフカセ釣りに挑戦
します。この時期ならではの北西風が吹き付ける悪条件の中、思いっきり釣って、思いっきり磯を楽しんだ
美舞ちゃん。川原先生との女性2人による華やかな1日をぜひご覧下さい。

魚種格闘技戦！ 188／十和田湖ヒメマス秋
色絶景カルデラ釣行

- 11月1日～
4K／今回は青森県と秋田県を跨ぐカルデラ湖・十和田湖でベニザケの陸封型となるヒメマス釣りに挑戦す
る！その昔、魚が棲まないといわれたこの湖に移植放流されたヒメマス。ミノーを中心にした攻略パターン
を見出し、「姫」の名が示す通りの見目麗しい魚体と戯れる。

長崎：天主堂の祈り - 配信中 -

けーぶるにっぽん「愛知 蘇る産業遺産 『愛岐
トンネル群』」

- 配信中
4K／けーぶるにっぽん 美・JAPAN「蘇る産業遺産『愛岐トンネル群』」／愛知と岐阜の県境にある旧国鉄
中央線のトンネル群。この廃線跡一帯を散策路として保全し、春日井市を代表する観光名所にしようと奮
闘する地元の有志達を追った。また、トンネルと紅葉の映像美も必見。

けーぶるにっぽん「金魚が泳ぐ城下町・大和
郡山」

- 配信中

4K／けーぶるにっぽん 美・JAPAN「金魚が泳ぐ城下町・大和郡山」／金魚と大和郡山。その歴史は江戸
中期、百万石の城下町として栄えた郡山藩に遡り、今では国内3大産地に数えられる。「全国金魚すくい選
手権大会」が行われるなど、街の代名詞となった「金魚」。金魚に懸ける地元の人々の想い、目にも鮮やか
な金魚の美しさ・愛らしさを伝える。

けーぶるにっぽん「世界が認めた織物-結城
紬-」

- 配信中

4K／けーぶるにっぽん　美・JAPAN「世界が認めた織物-結城紬-」／国の重要無形文化財で、ユネスコ無
形文化遺産に登録されている高級絹織物「結城紬」。「糸つむぎ」から日本最古の織物技法を残す「地機
織り」まで、そのすべてを手作業で行う独特の製法は世界に類を見ない。織物の美、そして製作現場の「い
ま」を伝える。

けーぶるにっぽん「知多木綿の町 岡田の知
多晒」

- 配信中

4K／けーぶるにっぽん 美・JAPAN「知多木綿の町 岡田の知多晒」／江戸時代初期、現在の愛知県知多
市岡田では「知多晒」の江戸送りが始まり一大木綿産地となりました。産業は衰退しましたが自家用の知
多木綿を地元の方々が伝承しています。江戸時代に名を馳せた知多晒の今の姿は…。昔の木綿蔵が現
存している岡田は懐かしい町並みも見所。

けーぶるにっぽん「姫路城 語り部が紡ぐ歴史
秘話」

- 配信中
4K／けーぶるにっぽん 美・JAPAN「姫路城 語り部が紡ぐ歴史秘話」／白亜の天守を誇る名城、姫路城。
過去から未来へ、悠久の時の中に秘かに語り継がれるのは、城にまつわる幾多のミステリーだ。 語り部
が紡ぐ極上の歴史秘話、そして息を呑む白亜の名城が、古のロマン溢れる映像の旅へと誘う。

けーぶるにっぽん「未来の日本酒を担う
NEXT5｣

- 配信中

4K／けーぶるにっぽん 美・JAPAN「未来の日本酒を担うNEXT5｣／全国的に清酒の消費量が減少してい
る中、その状況を打破しようと立ち上がったのが、秋田の若手蔵元経営者5人で結成された“造る蔵元集
団”「NEXT5」。5人がひとつの蔵に集まって造る共同醸造酒が完成するまでの道のり、メンバーの酒造りに
対する想いを聞く。

タイムトリップ軍艦島 - 配信中
4K／2015年、世界文化遺産に登録された「軍艦島」（正式名称「端島」）。元島民であり、NPO法人「軍艦島
を世界遺産にする会」の理事長である坂本道徳氏とともに、軍艦島の過去の写真や映像を現在の姿と比
較しながら炭鉱や島での生活について紹介する。

オンナの癒し旅 R-15 配信中
4K／オフの女優上原亜衣が癒しを求めて旅をする。4Kならではの高画質。／訪れたのは、富士山の麓。
今回は箱根・湯河原の二大温泉地を巡る。癒されるのは女優上原亜衣。いちご農園、エステ、サウナ、万
葉公園、露天風呂とまわり、こころと素肌を癒していく……。

池波正太郎時代劇スペシャル 顔（4K版） - 配信中
4K／最後だ。この殺しが-／J：COMと時代劇専門チャンネルが4K撮影で共同制作したオリジナル時代
劇。舞台は江戸の闇社会。表と裏の顔を持つ男たちの運命が交錯する。主演は松平健。池波正太郎の名
作短篇、初の映像化！（4K版）

最先端医療を支えるミクロの職人技 - 配信中

4K／100分の1ミリで研磨するというミクロの技を4K映像で紹介！／医療器具を専門に作る工場の4代目、
高山隆志が手がけるのは「マイクロハサミ」と呼ばれる、刃渡り10ミリ、刃の厚さが0.03ミリほどという極小
のハサミ。100分の1ミリで研磨するというミクロの技や、スーパードクターによる脳神経外科手術の様子を
4Kで撮影。

Oh！エド釣り日記／久しぶりだよ東伊豆 - 配信中
4K／舞台はエドが磯釣り初心者時代に通いつめたという東伊豆の磯、菖蒲沢！エサ取りに悩まされなが
らも35年前のビギナー時代を振り返り、嬉し懐かしの釣行を楽しむエドだったが、どうやら天候が怪しい方
向に…。やっぱり嵐は来てしまうのね！？

魚種格闘技戦！178／極至！南米アマゾン・ジャン
グルリターンズ

- 配信中
4K／今回は約10年振りとなった南米アマゾン遠征バトルに密着。釣り人憧れのアマゾンで再び大暴れの
予感。ガイアナとスリナムからの2つの川が合流して始まりアマゾン川へと流れ込む全長754kmの支流トロ
ンベタス川が舞台。絶対に一度は挑戦してみてほしいフィールドなのだ！

4K（無料作品）
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Cycle* J：COM presents 2017 ツール・ド・フランス 
さいたまクリテリウム

- 配信中
4K／世界最高峰のサイクルロードレース「ツール・ド・フランス」の名を冠した自転車競技イベント、「ツー
ル・ド・フランスさいたまクリテリウム」。今年もさいたま新都心周辺の特設コースで、本大会と変わらない熱
戦がさいたまの地で繰り広げられる！

すごかby九州 36／ 海を恐れず、海と遊ぶ！
初めての磯でクロちゃんに挑戦だぜぇい！

- 配信中
4K／今回は、冬の人気ターゲット・クロちゃんを求めて、美舞ちゃんがウキフカセ釣りに挑みます。そうで
す、ついに沖磯デビュー。魚が怖くて中々触れなかった彼女が、今回は大成長。大海原に身を置き、11時
間以上真剣に続けた「ウキとの会話」を見守ってやって下さい。

魚種格闘技戦！180／極怪！密林アマゾン・
牙鯰怪魚ジャングルサファリ

- 配信中
4K／南米アマゾン遠征の続編となる今回は、巨大鯰系とのパワーバトル！秘境に潜む怪しげな影を追
え！舞台は、全長754km、ガイアナとスリナムからの2つの川が合流して始まり、アマゾン本流へと流れ込
むトロンベタス川。絶対に一度は挑戦してみてほしいフィールドなのだ！

池波正太郎時代劇スペシャル「雨の首ふり
坂」

- 配信中

4K／J：COMと時代劇専門チャンネルによる新作オリジナル時代劇第2弾の4K版。時代小説の大家・池波
正太郎が自身の短編小説を戯曲に昇華させた股旅ものの傑作を、中村梅雀はじめ三浦貴大、中尾明慶 
、泉谷しげる、大杉漣など豪華キャストで初映像化した本格時代劇。殺しを請け負い、諸国を渡り歩いてき
た渡世人（＝アウトローたち）の巡る因果を描く。

とことんエギパラダイス 119／大分県深島の
旅 初フィールド攻略法を教えてもらうなり！

- 配信中
4K／今回、茜香おねぃさんと釣りをするのは湯川先生、約5年ぶりの登場。舞台はホームの和歌山かと思
いきや来るのも初めてという大分でのエギング。「黒潮が当たって水温が高いエリア」という先生。先生は
初フィールド攻略法を公開！深島という小さな離島でデカイカ捜索なり！

魚種格闘技戦！182／極慄！ラストアマゾン・
ヘビー級ジャングルバトルの衝動

- 配信中
4K／南米アマゾンバトルも最終章…果たしてピーコックバスや怪鯰とのラスト勝負の行方やいかに！？全
長754km、ガイアナとスリナムからの2つの川が合流して始まりアマゾン本流へと流れ込むトロンベタス川
が舞台。今回はスローな釣りを織り交ぜながら大物のチャンスを待つ！

フライギャラリー／Drifter＆Riser 桂川 - 配信中
4K／Drifter（流下物）とRiser（ライズする魚）との関係性。フライフィッシャーにとって永遠とも言えるこの
テーマを追求する刈田敏三が山梨県桂川へ。首都圏からのアクセスも良く人気の高いこの川で、春の水
生昆虫の動き、そしてそれらに反応する魚たちを追う。

伝心伝承 171／徳島県那賀川水系 -明媚な
渓に春を感じて-

- 配信中
4K／今回は徳島の渓流で大好きなアマゴ釣りに興じる。舞台は鬼才の故郷・那賀川上流域。艶やかな渓
魚を求めて清流を歩くと、聞こえてくるのは春の音。釣って食して笑う、仲間と過ごす至福の時。天真爛漫
な鬼才に乞うご期待！

連続ドラマ「記憶」 ＃1 - 配信中
4K／＃1／中井貴一主演。若年性アルツハイマーと診断された敏腕弁護士の人生を懸けた闘い、最後ま
で自分の尊厳を守り抜こうとする彼の姿と家族の愛を描く壮大な人間ドラマ。

連続ドラマ「記憶」 ＃2 - 配信中
4K／＃2／中井貴一主演。若年性アルツハイマーと診断された敏腕弁護士の人生を懸けた闘い、最後ま
で自分の尊厳を守り抜こうとする彼の姿と家族の愛を描く壮大な人間ドラマ。

Azing lab.2nd 35／九州の離島で楽しいアジ
ング講座

- 配信中
4K／今回はアジが産卵期に入った気難しいタイミング。産卵前後で食わせ方も変わるんだそうです。一体
どう攻略するのでしょうか？エリアを選べば小型から40cmを超えるアジまで釣れる春シーズンだが、どん
な地形をどのように狙うのか？詳しく探る為、水中ドローンを採用。必見です！

花鳥風月…そして魚 11／伊勢正三のカー
ティスクリーク

- 配信中
4K／フライフィッシングの楽しみは「魚を釣る事」だけにあらず、奥の深さは無限で各々のライフスタイルを
表現する。伊勢さんが自身の「カーティスクリーク」という狩野川。釣る事に関しては難しいこの川で「一匹」
の魚との出会いの時間を楽しむ。

連続ドラマ「記憶」 ＃3 - 配信中
4K／＃3／中井貴一主演。若年性アルツハイマーと診断された敏腕弁護士の人生を懸けた闘い、最後ま
で自分の尊厳を守り抜こうとする彼の姿と家族の愛を描く壮大な人間ドラマ。

連続ドラマ「記憶」 ＃4 - 配信中
4K／＃4／中井貴一主演。若年性アルツハイマーと診断された敏腕弁護士の人生を懸けた闘い、最後ま
で自分の尊厳を守り抜こうとする彼の姿と家族の愛を描く壮大な人間ドラマ。

連続ドラマ「記憶」 ＃5 - 配信中
4K／＃5／中井貴一主演。若年性アルツハイマーと診断された敏腕弁護士の人生を懸けた闘い、最後ま
で自分の尊厳を守り抜こうとする彼の姿と家族の愛を描く壮大な人間ドラマ。
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連続ドラマ「記憶」 ＃6 - 配信中
4K／＃6／中井貴一主演。若年性アルツハイマーと診断された敏腕弁護士の人生を懸けた闘い、最後ま
で自分の尊厳を守り抜こうとする彼の姿と家族の愛を描く壮大な人間ドラマ。

メタルバスター 11／ VS 中国地方のブリ・ヒ
ラマサ

- 配信中
4K／今回の舞台は中国地方。日本海ではヒラマサ、瀬戸内海ではブリを狙う。暖流の影響で様々な青物
が回遊してくるこのエリア。だが当日は赤潮が発生。ターゲットが沖に出払ってしまったのだ。史上最大の
ピンチに直面したメタルバスターの運命は…。

関西発！海釣り派 160／思わぬ爆釣に大興奮！？
これが魚の引きやー！海上釣堀in和歌山

- 配信中
4K／レンタルタックルも完備されており、初心者やファミリーでも手軽に楽しめる釣り場です。前回、キス釣
りで何も釣ることが出来なかった有唯ちゃんは闘志満々！初めて経験する青物の強い引きに大苦戦！？
果たして釣り上げる事は出来るのでしょうか！

連続ドラマ「記憶」 ＃7 - 配信中
4K／＃7／中井貴一主演。若年性アルツハイマーと診断された敏腕弁護士の人生を懸けた闘い、最後ま
で自分の尊厳を守り抜こうとする彼の姿と家族の愛を描く壮大な人間ドラマ。

連続ドラマ「記憶」 ＃8 - 配信中
4K／＃8／中井貴一主演。若年性アルツハイマーと診断された敏腕弁護士の人生を懸けた闘い、最後ま
で自分の尊厳を守り抜こうとする彼の姿と家族の愛を描く壮大な人間ドラマ。

連続ドラマ「記憶」 ＃9 - 配信中
4K／＃9／中井貴一主演。若年性アルツハイマーと診断された敏腕弁護士の人生を懸けた闘い、最後ま
で自分の尊厳を守り抜こうとする彼の姿と家族の愛を描く壮大な人間ドラマ。

連続ドラマ「記憶」 ＃10 - 配信中
4K／＃10／中井貴一主演。若年性アルツハイマーと診断された敏腕弁護士の人生を懸けた闘い、最後ま
で自分の尊厳を守り抜こうとする彼の姿と家族の愛を描く壮大な人間ドラマ。

連続ドラマ「記憶」 ＃11 - 配信中
4K／＃11／中井貴一主演。若年性アルツハイマーと診断された敏腕弁護士の人生を懸けた闘い、最後ま
で自分の尊厳を守り抜こうとする彼の姿と家族の愛を描く壮大な人間ドラマ。

SALT Dreamer 67／石川県・輪島 青物ゲー
ム

- 配信中
4K／今回の舞台は、能登半島の先端、輪島周辺。キャスティングゲームで、ブリ、ヒラマサを狙う。前回
は、10キロ級のブリを筆頭にトップでヒラマサを連続ヒット。今回、予想を超える展開で、まさかのあの魚が
出現！

エリアトラベラーズ 86／フィッシングエリア尻
別川

- 配信中
4K／北海道蘭越町にあるフィッシングエリア尻別川。大自然に溶け込んだポンドには巨大トラウトが泳ぎま
わる！放たれたトラウト達はどれもパワフルで数時間もいれば満足すること間違いなし！海外でしか味わ
えないような感動を手軽に体験出来るとっておきのフィールドだ！

連続ドラマ「記憶」 ＃12（最終話） - 配信中
4K／＃12／中井貴一主演。若年性アルツハイマーと診断された敏腕弁護士の人生を懸けた闘い、最後ま
で自分の尊厳を守り抜こうとする彼の姿と家族の愛を描く壮大な人間ドラマ。

Rock’n Fish 57／三重熊野ロックゲーム - 配信中
4K／今回は熊野灘の荒波が形成した沖磯でオオモンハタ＆アカハタを狙いショアロックゲームを展開！入
門者に優しい癒し系“アカハタ”。スペシャリストを唸らせるツンデレ系“オオモンハタ”。食性の違う2つの
ターゲットを、オーリー流メソッドで大攻略！

ハイパーエキスパート／アルゼンチン パタゴ
ニア トロフィーレインボーに挑む！ 前編

- 配信中
4K／近年、世界中で「ニジマスのワールドレコードを釣るにはアルゼンチンが最有力」と言われるほど、注
目されている場所。前編は、巨大ニジマスを育む湖のアウトレットにある川が舞台。ドライフライのサイト
フィッシングで60cmを超えるニジマスをキャッチしていく。

ハイパーエキスパート／アルゼンチン パタゴ
ニア トロフィーレインボーに挑む！ 後編

- 配信中
4K／アルゼンチン・南パタゴニアを訪れた杉坂研治。後編では、遂に巨大ニジマスを育む湖へと向かう。
連日パタゴニア地方を襲う強風がおさまる1日だけの湖での釣行。そこには世界記録に匹敵するニジマス
が生息していた。

沖釣りギャラリー／ジャーク＆スロー 大阪湾
テンヤタチウオ

- 配信中
4K／シーズンが始まったばかりの大阪湾で、120cm超のドラゴンを狙う！初登場の西村が得意とするのは
「ジャーク＆スロー」。電動リールでゆっくり巻きながら、ジャークを入れ、アタりを待つ。テクニック満載！テ
ンヤタチウオの魅力を紹介する！
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4K（無料作品）

Azing lab.2nd 37／初めての東北で悶絶アジ
ング＆キャンプ

- 配信中
4K／今回の『Azing lab．2nd』は、昨今アジングブームに沸いている東北エリアが舞台。そして釣りだけでは
ありません！この時期にピッタリのキャンプもしちゃいます！夏といえば数釣り。超豆アジをテクニックを駆
使して楽しく釣るのかトミーさんが魅せてくれます。

楽釣楽磯宣言 36／高知県柏島エリア 夏の
磯釣りエンジョイ宣言！？

- 配信中
4K／今回向かったのは、高知県大月町の柏島エリア。夏磯の魅力をお届けしようとグレを狙いにきたシロ
モッチ。しかし、前日のシケの影響か魚が見えない？さらに、SFGと名付けた、キビナゴで根魚・青物を狙う
釣りを紹介する。

Azing lab.2nd 38／近場で楽チン！大阪初ア
ジング

- 配信中
4K／テーマは近場でアジング。仕事帰りにちょっと寄り道。そんな気分でアジがさくっと釣れちゃうテクニッ
クをお見せします。大阪は初めてだというトミーさん。ポイント選びからジグヘッドやワームの選び方まで、
初心者に優しい丁寧なレクチャーは必見！

チヌ道一直線86／本アタリを見極めろ！い
ざ、引本浦の大チヌに挑む！

- 配信中
4K／今回は秋の三重県・引本浦が舞台。小型の数釣りが主体となるこの時期に、山本はエサ取りを交わ
しながら大チヌとの「間合い」を計っていく。多くの魚が活発になるこの時期は、終始竿先にアタリが出まく
る状況。如何にして本アタリのみを捉えていくのか。


