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ウォーキング・デッド シーズン1 第01話 5月1日～

字幕／第1話 悪夢の幕開け／保安官のリックの前に少女が現れ、突然襲いかかってきた。慌てた
リックは彼女を撃ち殺してしまう。そして時は物語の始まりへ。リックは逃走犯と銃撃戦になり、撃
たれ、瀕死の状態で病院に運ばれる。意識が朦朧とする中、同僚のシェーンが花束を病室に飾っ
てくれるのが見え、リックはシェーンに話しかけるが返事はなく…。

ウォーキング・デッド シーズン1 第02話 5月1日～

字幕／第2話 生き残るための方法／避難所を求めて市内に来たリックは、ゾンビの群れに囲まれ
てしまう。危機一髪グレンという若者の助けを得て、廃墟となったデパートに避難する。そこには数
名の生存者が息を潜めて暮らしていた。しかしリックの拳銃の音でゾンビたちに気づかれてしまう。
一方、市外の空き地にも生き残っている者たちがいた。

ウォーキング・デッド シーズン1 第03話 5月1日～

字幕／第3話 命を懸ける価値／ビルの屋上に手錠でつながれたメルルを残し、リックたちはキャン
プへ向かう。リックはそこで思いがけず妻のローリと息子のカールに再会。夫が死んだものと思っ
ていたローリは自分の過ちを悔い、“リックは死んだ”と告げたシェーンを責める。ダリルと共に、
リックは再びアトランタへ行くことを提案。

ウォーキング・デッド シーズン1 第04話 5月1日～

字幕／第4話 弱肉強食／メルル救出のため屋上に向かったリックたちは、そこで切り取られた手
首を発見する。メルルは自ら手首を切断し脱出していたのだ。焦るダリルをなだめ、銃を手に入れ
ようと通りに向かう。銃は手に入れたものの、スペイン人の一味と出くわし、グレンが連れ去られて
しまう。銃撃戦をふまえ彼らの元へ向かったリックたちは、そこで意外な光景を目にする。

ウォーキング・デッド シーズン1 第05話 5月1日～

字幕／第5話 救いを求めて／ウォーカーに殺されてしまったエイミー。彼女がウォーカーとして復
活する前に何とか処理したいリックたちだが、惨劇から一夜明けてもアンドレアは妹の遺体から離
れられずにいた。さらにジムもウォーカーに噛まれていたことが判明。リックは「疾病対策センター
（CDC）が治療薬を開発している」というモーガンの言葉に賭け…。

ウォーキング・デッド シーズン1 第06話 5月1日～

字幕／第6話 残された希望／疾病対策センターにたどりついたリックたちは、ウォーカーに関する
研究をしているジェンナー博士と出会う。博士は被験者がウォーカーに噛まれ死亡したあと、脳幹
だけが活動し始めることを突き止めていたが、治療法は見つかっていなかった。住居設備の整っ
たセンターで皆で久々に安らぎの時間を過ごすが…。

ウォーキング・デッド シーズン2 第01話 5月1日～
字幕／第1話 長い旅路の始まり／疾病対策センターが爆破され、リックたちは新たにフォートベニ
ング基地を目指して出発する。ローリへの思いを断ち切れないシェーン、妹の死によって生きる希
望を失ったアンドレアは、グループからの離脱を考えていた。途中、車が故障し足止めを食らう。

ウォーキング・デッド シーズン2 第02話 5月1日～

字幕／第2話 命の代償／シカ狩りの弾に当たって負傷したカールを助けるため、リックとシェーン
は医師がいるという農場に向かうが、カールの傷は重く手術が必要だった。カールへの輸血で体
力を消耗したリックを説きふせ、シェーンが手術に必要な器具を入手するため、ウォーカーがはび
こる避難所に向かう。

ウォーキング・デッド シーズン2 第03話 5月1日～

字幕／第3話 最後の銃弾／ソフィアは見つからず、銃で撃たれたカールの容体は刻々と悪くなっ
ていく中、手術に必要な物資を探しに出たシェーンとオーティスはウォーカーの大群に囲まれ身動
きが取れずにいた。2人の帰りを待っていてはカールの命が危ないと判断したハーシェルは、危険
を承知ですぐに手術を行うかどうかの選択をリックとローリに迫る。

ウォーキング・デッド シーズン2 第04話 5月1日～

字幕／第4話 涙に咲く花／悲しみの中、オーティスの葬儀が執り行われる。ハーシェルはこれ以
上のトラブルを避けるため、ソフィアが見つかりカールの容体が安定したら農場を去るようにとリッ
クに通告する。デールは井戸の底のウォーカーを発見。水を汚染させないためにウォーカーを生け
捕りにしようと試みるがうまくいかない。

FOX オンデマンド
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ウォーキング・デッド シーズン2 第05話 5月1日～

字幕／第5話 無限の生命力／独りで捜索に出たダリルは川でソフィアの人形を見つけるが、ひょ
んなことから大ケガを負ってしまう。意識を失い、目を覚ますと、目の前に立っていたのは行方が
分からなくなっていた兄メルルだった。一方、妊娠が分かったローリはリックにもそのことを打ち明
けられずにいた。

ウォーキング・デッド シーズン2 第06話 5月1日～

字幕／第6話 明かされる秘密／リックたちは自衛のために銃の訓練を始めた。シェーンはアンドレ
アをパートナーにソフィアの捜索に出る。納屋にウォーカーを囲っていること、ローリが妊娠してい
ることを知ったグレンは、秘密をデールに打ち明ける。デールは問題を解決すべく、ハーシェルに
訴えるがらちがあかない。

ウォーキング・デッド シーズン2 第07話 5月1日～

字幕／第7話 死の定義／グレンは納屋のことを仲間に打ち明けた。シェーンはウォーカーを処分
しようと言うが、リックは家主の許可が必要だとハーシェルの説得を試みる。ウォーカーを処分でき
ないなら、ソフィアの捜索も諦めて、農場を出るべきだと主張するシェーンにカールはくってかかり、
リックもローリが妊娠しているから移動はできないのだと打ち明ける。

ウォーキング・デッド シーズン2 第08話 5月1日～

字幕／第8話 希望という幻想／ソフィアをはじめ、納屋にいたウォーカーは全員殺された。ウォー
カーとなった母親に襲われかけたベスはショック状態に陥り倒れるが、ハーシェルは行方をくらまし
てしまう。彼を捜しに出たリックとグレンは街のバーで酒を飲んでいるハーシェルを見つけ、帰るよ
うに説得するが、彼はなかなか帰ろうとしない。

ウォーキング・デッド シーズン2 第09話 5月1日～

字幕／第9話 繰り返されるウソ／街のバーでリックが殺した2人の仲間が彼らを捜しに来た。リック
に2人を殺されたと知った彼らは激怒。必死の釈明も聞き入れられず、銃撃戦が始まる。一方、農
場ではローリがいないことに気付き、シェーンが探しに出る。道でローリを見つけた彼は「リックは
戻ってきた」とウソをつき、彼女を連れ帰る。

ウォーキング・デッド シーズン2 第10話 5月1日～

字幕／第10話 決闘／回復したランダルを解放するために出かけたリックとシェーン。公共施設の
跡を見つけ、置き去りにしようとするがランダルがマギーの同級生だったことが発覚。彼への対処
方法で2人は激しく争い、ついに銃を手に取る。農場では生きる意味を見失ったベスが、死なせてく
れとマギーに懇願。目を離すとベスはナイフを手にバスルームに閉じこもる。

ウォーキング・デッド シーズン2 第11話 5月1日～

字幕／第11話 生かすか殺すか／ランダルを連れ帰ったリックだが、彼の仲間がギャングと判明。
一緒にいたランダルはグループの脅威であると殺害を決める。それに対しデールは猛烈に反発。
他の仲間を説得しようと試みるが、誰も耳を貸さない。最終決定のための話し合いでも殺さないこ
とを主張するが、らちがあかない。

ウォーキング・デッド シーズン2 第12話 5月1日～

字幕／第12話 深い森の中で／死んだデールの遺志を継ぎ、人間性を見失わないと決意したリッ
クだが、シェーンだけは納得がいかずにいた。そんなシェーンをなだめるようにローリは今までのこ
とを謝る。ランダルを農場から離れたところで解放することになったが、シェーンが連れ出してしま
う。

ウォーキング・デッド シーズン2 第13話 5月1日～

字幕／第13話 壊れゆく人格／シェーンと対決したリックとカール。2人は家に戻る途中、ウォーカー
の大群が押し寄せてくることに気づく。柵を壊し農場に入ってくるウォーカー。リックは納屋におびき
入れ火を放ち、仲間のいる家の方向へ向かうのを防ごうとするが、数が多すぎるため防ぎきれな
い。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン1 第01話 5月1日～

字幕／第1話 二つの国を分ける橋／アメリカとメキシコを結ぶ橋の上で停電が起こる。その後、国
境線となる橋の真ん中で、女性の遺体が発見された。現場に出動したアメリカ側の捜査官ソニアと
メキシコ側の捜査官マルコ。両国にまたがる、この不可解な事件を解決するべく、ソニアとマルコ
は合同捜査を行うことになる。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約120本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

FOX オンデマンド

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン1 第02話 5月1日～

字幕／第2話 秘密のトンネル／亡き夫が隠し持っていた鍵は、メキシコからの不法入国者を行き
来させるトンネルの入り口のものだったと知ったシャーロット。判事の殺害事件を追うソニアは、もう
1人の犠牲者クリスティーナを調べるため、危険な地域だという警告を無視し、チワワ州警察に赴
く。そこで被害者が死んだ直後に、カルテル同士の抗争事件があったことを知る。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン1 第03話 5月1日～

字幕／第3話 取引の条件／フライとアドリアーナが発見した遺体は9人の毒殺体だったが、不法入
国者はもう1人いて生き延びていることが判明。そんな中、再度フライの元に犯人から、生存者の
女性を解放してほしければ身代金を払えとの電話が入り、身代金は4名に支払わせるようにとエ
ル・パソ在住の富豪の名を告げられる。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン1 第04話 5月1日～

字幕／第4話 砂漠の人質／砂漠で縛られ動けない人質のライブ映像がネット上で広がっていく
中、身代金として百万ドルが要求される。被害者がアメリカ人でないためか金の準備がなかなか
整わず、マルコたちはいら立つ。そんな中、身代金の用意ができないことを見透かしたカルテルの
大物ファウストがマルコに接触し意外な提案をする。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン1 第05話 5月1日～

字幕／第5話 野獣／FBI捜査官が殺されてから2日。それ以来、犯人からの連絡はなかった。フラ
イは犯人からの電話については情報提供すると約束していたが、ソニアはそれを信じられず彼の
電話を盗聴できないかマルコに持ちかける。同じ頃、アメリカ人少女ジーナは1人でメキシコへ渡り
“野獣”と呼ばれ恐れられている人物の存在を知る。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン1 第06話 5月1日～

字幕／第6話 目撃者／ゲドマン捜査官の精神分析医だったメドウズは“コロンビアのネクタイ”と呼
ばれる麻薬の売人に対する残虐な処刑方法で殺されていた。娘のジーナは犯行を目撃したといい
ながら、何も覚えていないと言う。シャーロットはトンネルの秘密の重さに耐えかね、以後の交渉を
任せようと、友人のレイに秘密を打ち明け、リベラに引き合わせる。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン1 第07話 5月1日～

字幕／第7話 接近戦／殺された精神分析医の家に乗り捨てられていた車から、ジャック･チルドレ
スという男が浮上した。ソニアとマルコがジャックの家へ向かうと、犯行を示唆する資料や書物が
見つかる。ジーナが殺されたことで、情報が筒抜けだということを思い知らされたソニアは、捜査班
への応援要請に無線を使わずにハンクの到着を待つが…。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン1 第08話 5月1日～

字幕／第8話 復讐の始まり／ジャック･チルドレスを逮捕し安堵した一同だが、ソニアは彼が“橋の
解体者”であることに疑問を感じていた。ジャックがはめられたのではないかと考え、皆の反対を無
視し調べを進める。一方フアレスでは、町の有力者の名を冠した図書館の記念式典が開かれ、ア
ドリアーナ、マルコの妻アルマ、彼女と関係を持った同僚のケニーが顔をそろえていた。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン1 第09話 5月1日～

字幕／第9話 裏切りの代償／デビッド･テイトは妻と息子を亡くした悲しみから、自殺したとみせか
け、死亡したヘイスティングになりすましていた。妻を寝取ったマルコへの復讐として、マルコの妻
アルマに近づくためだ。そうとも知らないアルマは、夫に連絡することもなく、デビッドの誘いに乗
り、娘2人を連れだし4人で時間を過ごしていた。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン1 第10話 5月1日～

字幕／第10話 父親の罪／車を運転中にデビッド･テイトに衝突され重傷を負ったソニア。同乗して
いたマルコの息子グスがデビッドにさらわれるのを目の前にしながら止められなかった罪悪感から
手術の必要なケガを顧みずマルコと捜索に出かける。一方リベラを殺したシャーロットは、レイと一
緒に、事の発端である発信器を銃に取りつけたティムを呼び出し問いただす。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン1 第11話 5月1日～

字幕／第11話 橋の上で再び／マルコはテイトに連れられ、ゲイツ判事とクリスティーナの半身の
遺体が見つかり、すべてが始まった橋へ来た。この橋で事故に遭った妻子がどのような死を遂げ
たかを話し始めたテイトの身体には大量の爆弾が巻き付けられており、手には起爆スイッチがあっ
た。ソニアがある手がかりをつかみ、必死にグス捜索を続ける中…。
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ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン1 第12話 5月1日～

字幕／第12話 自暴自棄／エバに会いに農場を訪れたスティーヴン･リンダー。彼女に結婚を申し
込むつもりだったが、エバは“別の道を歩みたい”と農場を去っていた。息子を殺されて自暴自棄
になり酒浸りの日々を送るマルコ。彼がフアレスの行方不明少女たちを気にかけていたことを知っ
ているソニアは、エバの捜索が復帰のきっかけになればと、捜索を頼みに向かう。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン1 第13話 5月1日～

字幕／第13話 決意／マルコは、セリアの“署内でエバを見た”という告白をソニアに打ち明ける。
防犯ビデオに一瞬写るエバの姿を見つけ、ドラッグやレイプが行われる“パーティー”が署内で開
かれたと確信したマルコ。一方シャーロットは、死んだ夫とリベラの間を取り持っていた弁護士モン
テと正式な契約を交わす。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン2 第01話 5月1日～

字幕／第1話 絡み合う殺人／息子を殺したデビド・テイトを逮捕したが、妻子も失ったマルコは立
ち直りきれず、ソニアとの連絡を絶っていた。そんな中、家宅捜索中のマルコは自分の部下に銃を
向けられる。警察の奴隷にされていたエバを助けた事が知れたからだ。エバは、ハンクの家に身を
隠していたが、そこにも警官が姿を現しはじめていた。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン2 第02話 5月1日～

字幕／第2話 袋詰めの遺体／他殺体で発見されたヨヴァンニと行動していた女エレノアは、血を
洗い流していたところを見られた少年に助けを求め、少年の家に向かう。殺されたヨヴァンニは、カ
ルテルのボス、ファウストの護衛だったことが判明。彼と共に車に残されていた犬の剥製を作った
男を訪ねると、地下からもう一人の遺体が発見される…。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン2 第03話 5月1日～

字幕／第3話 アパッチの涙／マルコはファウストとロブレス警部に命じられエル・パソ市警に協力
する形でエレノア・ナハトを追っていた。エレノアを目撃したカイルの友人デックスが母親と共に署
を訪れ、捜査は一歩進展する。一方、ファウストの麻薬を輸送する、レイとシーザーのトラックが襲
撃され、麻薬を奪われたレイは逃亡しようとする。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン2 第04話 5月1日～

字幕／第4話 意外な再会／殺害されたチュチートの部屋で銀行の明細書を見つけたフライとアド
リアーナは、銀行の支店長を訪ね、話を聞き出そうとするがシラを切られ追い返されてしまう。支店
長はその日の朝、ある電話を受けたあと、エレノアの命令で耳を切られた秘書に対し口止め料を
払い、口外するなと念を押していた。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン2 第05話 5月1日～

字幕／第5話 慰めの方法／マルコは車の後部座席に身を隠しファウスト・ガルバンの元を訪れて
いた。そのマルコにファウストは“準備が整った”と告げる。州検事のピンタードは汚職警官を一掃
し、さらにファウストを捕らえるべく、ソニアらと共に、証人となるようエバを説得。フライは、麻薬取
締局のマッケンジーに呼び出されていた。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン2 第06話 5月1日～

字幕／第6話 口封じ／ダニエルたちは情報提供者の話を元に記事を書く。州検事のピンタードは
マルコの家を訪ねたところ警官に連れ去られそうになったこともあり民間の警備員をつけた。それ
にもかかわらず彼の背後に暗い影が忍び寄っていた。エバは、小屋に捕らわれ拷問されている、
自分をレイプした警官を見つけてしまう。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン2 第07話 5月1日～

字幕／第7話 悪魔との約定／記事をボツにされ荒れるダニエルは、禁酒会のスポンサーと酒を飲
みドラッグを吸い大騒ぎをしていた。アドリアーナに止められ責めたてられるが、ダニエルにはある
考えがあり、これがきっかけで“レッドリッジ”にたどり着く。その頃ソニアは、ジャックに連れられ砂
漠の給水塔へ向かっていた。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン2 第08話 5月1日～

字幕／第8話 裏切り者／恋人が襲われたアドリアーナから、フライと共にレッドリッジを調べている
ことを聞いたソニアは1人で現場に赴く。そこには麻薬取締局のマッケンジーが待ち受けており、デ
ビッド・テイトの死と、マルコについて今まで知らなかったことを告げられる。一方ロブレスは突然、
海軍に連れ去られる。
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ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン2 第09話 5月1日～
字幕／第9話 引き金／殺し屋は人気のない荒野でソニアを埋めるべく深い穴を掘り始めるがソニ
アになす術はなかった。マルコは、セリソラの娘が麻薬所持で逮捕されたことがきっかけでソニア
の危機を知る。エレノアとシャーロットは売買契約のためレッドリッジを訪れていた。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン2 第10話 5月1日～

字幕／第10話 窮地／血の海と化したレッドリッジに、モンテが到着する。生き延びたエレノアと
シーザー、ハイメに指示し後処理を始めるが、エレノアの帳簿が無くなっていた。まだマルコに不信
感を抱くソニアだがDEAとハンクが共にいなくなったことを知り、マルコと共にレッドリッジに駆けつ
ける。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン2 第11話 5月1日～

字幕／第11話 特別な仕事／ソニアはレッドリッジでの銃撃戦についてDEAから事情を聞かれる
が、そこにはCIAのバックリーが同席しており捜査権が連邦に移ったと告げられる。憤るソニアに、
命を取り留めたハンクはエレノアの帳簿の隠し場所を教える。海軍の協力を得ようと、州検事に海
軍と引き合わせてくれるように依頼する。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン2 第12話 5月1日～

字幕／第12話 反撃／エレノアの帳簿を手に入れたソニア。そこに書かれていた暗号を解き、CIA
の手引きで解き放たれたエレノアを追う。フライとアドリアーナは、そこでエレノアを追うソニアと病
院を抜け出したハンクに出くわし、互いに協力して調べを進めることにする。ファウストに捕らわれ
たマルコは、ロミーナと共に閉じ込められていた…。

ブリッジ -国境に潜む闇 シーズン2 第13話 5月1日～
字幕／第13話 腐ったゲーム／麻薬を積んだと思われるトラックが国境を越え、それを追うハンク
が車を停め積み荷を調べると中には意外なものが載っていた。マルコは、海軍を出し抜いたファウ
ストに捕らわれたまま、ロミーナを支えながら逃走用の車を隠してあるという場所へ向かっていた。

ウォーキング・デッド シーズン3 第01話 配信中

字幕／第1話／ウォーカーの大群が押し寄せ、農場を追われたリック一行はひと冬を越し、ローリ
の出産が間近に迫っていた。リックは、献身的に仲間を率いていたものの、シェーンを殺したことで
ローリとの間には壁ができていた。長期滞在できる場所を求めて転々とするうちに、思いがけず刑
務所を見つける。

ウォーキング・デッド シーズン3 第02話 配信中
字幕／第2話／ウォーカーにかまれたハーシェルの脚を、リックはとっさの判断で切断した。キャロ
ルたちが懸命に手当てするが、なかなか意識が戻らない。一方で、刑務所の食堂に閉じ込められ
ていたウォーカーでない5人の囚人を発見。彼らは、外の様子を知らずに過ごしていた。

ウォーキング・デッド シーズン3 第03話 配信中
字幕／第3話／アンドレアとミショーンの目の前でヘリコプターが墜落し、そこへ男たちが乗った車
が近づいて来た。ヘリの中を確かめる彼らは、生存者を助けているようにも、とどめを刺しているよ
うにも見える。身を潜め様子をうかがう2人に背後から近づいたのはアンドレアの知る人物だった。

ウォーキング・デッド シーズン3 第04話 配信中
字幕／第4話／刑務所で暮らし、平穏な日々を取り戻したかのように見えるリックたち。生き残った
囚人から仲間に入れて欲しいと懇願されるが、2人を信用できないリックは、受け入れない。そんな
中、突然ウォーカーが襲ってくる。誰かがゲートを開けたのだ。

ウォーキング・デッド シーズン3 第05話 配信中

字幕／第5話／リックは1人でウォーカーのいる棟に入っていき、ウォーカーを殺し続けていた。グ
レンが呼び戻そうとするが突き放し、聞く耳を持たない。ウッドベリーではパーティーが開かれ、住
民は穏やかで楽しい日々を過ごしていた。しかし、不信感を抱くミショーンは総督の住居を探り、
ウォーカーたちが捕らえられた牢を見つける。
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ウォーキング・デッド シーズン3 第06話 配信中

字幕／第6話／リックが1人でいる時に刑務所へ電話がかかってきた。かけてきたのは若い女性
で、仲間とウォーカーのいない安全な場所にいると言う。リックは受け入れてくれないかと打診する
が、彼女は仲間と相談しないと分からないと言い、リックを無視し電話を切ってしまう。メルルは、
森へ去ったミショーンの捜索に出ていた。

ウォーキング・デッド シーズン3 第07話 配信中

字幕／第7話／メルルはグレンとマギーをウッドベリーへ連れていき、仲間の居場所を聞き出そう
とグレンに拷問を加えていた。連行現場を目撃していたミショーンは刑務所に向かい、2人が連れ
去られたことを打ち明け、リックたちと共にグレンとマギーを救うべく街を目指す。ウッドベリーのミ
ルトンは、ウォーカーには記憶が残っていると信じ研究を続けていた。

ウォーキング・デッド シーズン3 第08話 配信中

字幕／第8話／グレンとマギー救出のため、ウッドベリーに侵入したリックたち。アンドレアに見つ
かってしまうことを恐れた総督の命令により処刑される寸前の2人を見つけ出すものの、激しい銃
撃戦になってしまう。一方刑務所では、女性の叫び声が聞こえる。数名のグループがウォーカーか
ら逃れ、中に入ってきたようだ。そのうちの1人はウォーカーに噛まれ、瀕死の状態だった。

ウォーキング・デッド シーズン3 第09話 配信中
字幕／第9話／総督の策略で命を懸けて戦わされるダリルとメルル。町民も「殺せ」と怒号を浴び
せ異様な光景が繰り広げられる。アンドレアは兄弟の殺し合いを止めようと総督に詰め寄るが、興
奮した群衆を収めることはできない。そこへ、リックたちがダリルを奪還しようと戻ってくる。

ウォーキング・デッド シーズン3 第10話 配信中
字幕／第10話／ウッドベリーの町民に背を向ける総督に代わって、彼らをなだめたアンドレア。総
督は君こそ指導者にふさわしいと、アンドレアに総督の代理を頼むが、一方でミルトンに彼女を見
張れと指示する。刑務所では怒りに満ちたグレンが暴走しはじめ…。

ウォーキング・デッド シーズン3 第11話 配信中

字幕／第11話／総督が刑務所へ行き銃撃戦を繰り広げたと知ったアンドレアはリックたちとの戦
いをやめるよう説得するが総督は聞く耳を持たず、幼い町民までかり出して戦闘訓練を始める。刑
務所では、逃げるべきだとハーシェルが言う一方、リックたちは全面戦争の構え。自分が交渉に行
くしかないと考えたアンドレアは、ミルトンの手を借りて町を脱出し、刑務所に向かう。

ウォーキング・デッド シーズン3 第12話 配信中

字幕／第12話／ミショーンを連れ、武器を調達しに住んでいた街を訪れたリックとカール。リックが
勤めていた保安官事務所の武器庫へ行くが、何者かに先を越され武器は残っていなかった。仕方
なく街中へと向かい、防犯対策で銃を置いてあったバーに行くことにする。変わり果てた街にショッ
クを受けるカール。

ウォーキング・デッド シーズン3 第13話 配信中

字幕／第13話／アンドレアの仲介で話し合うことになったリックと総督。リックは、互いに干渉し合
わずに暮らしていく方法を提示するが、総督には受け入れる気がない。和解すべきだと言うアンド
レアを追い出し、2人きりになると、総督はリックに一方的な条件を突きつけ、従わなければ全面戦
争だと脅す。

ウォーキング・デッド シーズン3 第14話 配信中
字幕／第14話／リックたちをワナにはめようとする総督は、ひっそりと拷問室を作っていた。それを
見たミルトンは、アンドレアに総督がミショーンを狙っていることを打ち明け、リックたちに逃げるよう
警告するように促す。タイリースたちが監視する壁から何とか脱出を試みるアンドレア。

ウォーキング・デッド シーズン3 第15話 配信中
字幕／第15話／ミショーンを引き渡せば刑務所の他の者たちには手を出さないという総督の条件
に従うことにしたリック。ハーシェルとダリル、そしてメルルだけにそのことを打ち明け、協力を求め
る。ダリルはリックの言うことに従うと言うが、ハーシェルは納得がいかず、止めようとする。
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ウォーキング・デッド シーズン3 第16話 配信中

字幕／第16話／ウォーカーの捕獲場に火を放ち焼き尽くした人物がミルトンだと知った総督は彼を
殴り続け、ミショーンややってくる者すべてをウォーカーの餌食にしようとしていたと話す。そしてミ
ルトンにアンドレアを殺せと命じる。更に総督は町民を鼓舞し、刑務所の人々を皆殺しにするため
に乗り込んでいく。

ウォーキング・デッド シーズン6 第01話 配信中

字幕／第1話 導かれし屍たち／再会を果たしたリックとモーガンだが何かが掛け違っているようで
通じ合えずにいた。2人はレジを殺したピートを敷地外に埋めるために外に出て谷底を発見。そこ
には今までに見たこともないウォーカーの大群が集結していた。このまま放っておけば、バリケード
が決壊しアレクサンドリアに押し寄せてしまう。

ウォーキング・デッド シーズン6 第02話 配信中

字幕／第2話 不意打ち／レジとピートの命が絶たれた壮絶な事件の後、普段の穏やかな生活を
取り戻し始めたアレクサンドリアの住民たち。リックたちがウォーカー誘導作戦を実行している一方
で、町ではレジを失い意気消沈のディアナをマギーが励まし町を発展させるよう促していた。そん
な中リックたちが不在の状況下で、突如町の中に大きな異変が巻き起こる。

ウォーキング・デッド シーズン6 第03話 配信中

字幕／第3話 逃げ場のない道／アレクサンドリアの方角から鳴り響くクラクションで、誘導されてい
たウォーカーの半数が道をそれてしまった。リックはグレンとミショーンに残りの住民たちを託し、グ
ループと離れて単独で別の場所に向かう。住民を連れて、アレクサンドリアに戻ろうとするグレンた
ちだが、次々とアクシデントに見舞われてしまい…。

ウォーキング・デッド シーズン6 第04話 配信中

字幕／第4話 師の教え／建物内で誰かに向かい、自分の過去について語り出したモーガン。息子
の死後、狂気的な精神状態に陥った彼は立てこもっていた町を離れ、森の中で一心不乱にウォー
カーの駆除を繰り返していた。道中に遭遇した生存者も容赦なく手にかけ、ひとりでただひたすら
突き進んでいたモーガンだったが…。

ウォーキング・デッド シーズン6 第05話 配信中

字幕／第5話 波打つ不安／Wのグループに襲われたことにより誘導作戦が妨害され、ウォーカー
の半数がアレクサンドリアに向かい壁を囲まれてしまう。初めての経験に住民は動揺し恐怖に陥
る。リーダーであるはずのディアナは途方に暮れ、明日をも分からぬ状況に住民たちは諦めの気
持ちが強くなり、食料庫から勝手に食料を持ち出そうとする。

ウォーキング・デッド シーズン6 第06話 配信中

字幕／第6話 迷いの森／ウォーカーの大群を誘導するダリル、サシャ、エイブラハムは目標の20
マイルを目の前にしウォーカーとの距離をとろうと加速したところで潜んでいた何者かに銃撃され
る。銃撃からは逃れたもののダリルは2人とはぐれてしまい無線もつながらなくなる。仕方なく逃げ
込んだ森を進んでいくと、若い女2人に遭遇する。

ウォーキング・デッド シーズン6 第07話 配信中

字幕／第7話 生かされる命／アレクサンドリアの町に再び平穏が訪れた。ダリル、グレン、サシャ、
エイブラハムはまだ戻らないままだったが、新たな襲撃に備え壁を補強し、それぞれが身を守るす
べを学びはじめていた。リックはウォーカーの誘導移動作戦から町に戻る途中に自分を襲ったウ
ルフは、モーガンが逃がした者たちだと知り、彼を問いただす。

ウォーキング・デッド シーズン6 第08話 配信中

字幕／第8話 雪崩／監視塔が倒れたことにより壁も破れてしまいウォーカーの大群がアレクサン
ドリアの町に流れ込んだ。リックはカールたちとジェシー一家のいる家に避難してジュディスと合流
するが、逃げる途中にリックをかばったディアナが負傷してしまう。タラとロジータは、ユージンを連
れ倉庫に、キャロルはモーガンと共に隠れるが…。

ウォーキング・デッド シーズン6 第09話 配信中

字幕／第9話 決死の一夜／ニーガンの仲間だという男たちに行く手を阻まれたダリル、エイブラハ
ム、サシャは武器を取り上げられ死を宣告される。町ではリックたちがウォーカーの内臓を身にま
とい武器庫へと向かっていたが、あまりのウォーカーの多さに作戦変更を余儀なくされる。採石場
に向かうことにし、ジュディスとサムを置いていこうとするが、サムが一緒に行くと言い出す。
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ウォーキング・デッド シーズン6 第10話 配信中

字幕／第10話 ジーザスと名乗る男／アレクサンドリアに流入したウォーカーの大群を一掃してか
らしばらく経ち、町は少しずつ平穏を取り戻しつつあった。リックとダリルは物資の調達中、ジーザ
スと名乗る謎の男に遭遇。勧誘するかどうか迷うが…。一方ミショーンは、シャベルを担いだスペン
サーが森へ入るのを見つけ、あとを追う。

ウォーキング・デッド シーズン6 第11話 配信中

字幕／第11話 未知なる世界／監禁された部屋から抜け出したジーザスはリックたちに“ヒルトッ
プ”というコミュニティーに住み、取引相手を探していると言う。さらに、出会いは最悪だったが自分
を置き去りにしなかったリックとは協力し合えると取引を勧めるが、皆はジーザスを信用することが
出来ない。しかし、アレクサンドリアの食糧難は深刻な状態で…。

ウォーキング・デッド シーズン6 第12話 配信中

字幕／第12話 殺めるべき者／ジーザスの住むヒルトップから食料などの物資をもらう代わりに人
質になっているクレイグを救い出し、“救世主”を皆殺しにするという取引をしたリックたち。モーガン
は救世主とまずは話し合うことで解決すべきだと主張する。町の人々を信じるようになっていたリッ
クは、以前のように独断で押しつけることはせず…。

ウォーキング・デッド シーズン6 第13話 配信中

字幕／第13話 張り詰めた糸／リックたちは救世主のアジトを襲撃し皆殺しにしたと安堵していた
が、アジトの外で見張りをしていたキャロルとマギーは、救世主の生き残りメンバーに拘束されてい
た。2人について話しをしようと無線で呼びかけてきた女にリックは捕虜となった者同士を交換しよ
うと取引を持ちかけるが、女は“2対1では割に合わない”とはねつける。

ウォーキング・デッド シーズン6 第14話 配信中

字幕／第14話 強く在るために／救世主の脅威が去り、アレクサンドリアが平穏を取り戻す中、そ
れぞれの意識や人間関係が変わりはじめていた。町へ来て以来、一度も外へ出たことのないデ
ニースを連れていくことに2人は反対するが、彼女の熱意に負けて3人で向かうことに。エイブラハ
ムをある場所へ連れていったユージーンは、思いもよらない考えを話す。

ウォーキング・デッド シーズン6 第15話 配信中

字幕／第15話 巡る因果／デニースを殺したのはダリルが森で遭遇した男ドワイトだった。人を殺
したことがないと言っていた彼が、ダリルから奪ったクロスボウでデニースを殺したのだ。我を見
失ったダリルをグレン、ミショーン、ロジータが追い、モーガンとリックは人を殺すことに耐えられなく
なり、町を去ったキャロルを捜しに出る。

ウォーキング・デッド シーズン6 第16話（最
終話）

配信中

字幕／第16話 悪魔の口笛／妊娠中のマギーが腹部に激しい痛みを訴えたため、リックたちはヒ
ルトップの医師の元へ彼女を搬送することにする。道中、救世主たちに遭遇することを想定し武装
しての移動だが案の定、屈強な男たちの集団に行く手を阻まれる。リックを帰し、1人でキャロルを
捜すモーガンは、図書館の前でうずくまる彼女を発見する。

ウォーキング・デッド シーズン7 第01話 配信中
字幕／第1話 惨き鉄槌／救世主の集団に囲まれ、リーダー、ニーガンの前で絶対絶命のピンチに
陥ったリックと11人の仲間たち。ついに振り下ろされたニーガンの脅威なる一撃。その犠牲者とは
…？

ウォーキング・デッド シーズン7 第02話 配信中
字幕／第2話 王国／モーガンは負傷したキャロルを連れ馬に乗った男たちのコミュニティーに行
く。そこは王国と呼ばれエゼキエルと名乗る王が統治していた。楽園に思えた王国には秘密が
あった。

ウォーキング・デッド シーズン7 第03話 配信中
字幕／第3話 囚われて／救世主に捕らわれたダリルは閉じ込められ、与えられるのはドッグフード
のみ。軽快な音楽が繰り返し鳴り続け眠ることもできず、肉体的にも精神的にも追い詰められてい
く。
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ウォーキング・デッド シーズン7 第04話 配信中
字幕／第4話 独裁者の洗礼／救世主に供給する物資を用意する町の住民たち。そこへ予定より
早くニーガンの一行が現れる。豊富な武器をすべて奪おうとするが、在庫リストより実際の銃の数
が少なかった。

ウォーキング・デッド シーズン7 第05話 配信中
字幕／第5話 消せない憎しみ／ヒルトップで治療を受けていたマギーが目を覚ます。医師は大事
をとるように言うが、救世主を恐れ関係を絶ちたいグレゴリーは、サシャと共にすぐに出て行くよう
に言う。

ウォーキング・デッド シーズン7 第06話 配信中
字幕／第6話 浜辺の村／衛星基地を襲撃後、調達に出ていたタラとヒース。物資は見つからず、
帰ろうと決めたとき、2人は橋の上でウォーカーに囲まれ、気づくとタラは海岸に打ち上げられてい
た。

ウォーキング・デッド シーズン7 第07話 配信中
字幕／第7話 規律と罰則／トラックに忍び込みニーガンの元へ向かうカールとジーザス。目的地
が近づき、降りようと促すジーザスを騙し車から降ろさせ、カールはトラックに乗ったまま一人でア
ジトに向かう。

ウォーキング・デッド シーズン7 第08話 配信中
字幕／第8話 生きる意義／カールと共にアレクサンドリアを訪れリックを待つニーガン。調達に成
功し帰宅したスペンサーはニーガンにすり寄り、リックに代わって自分がリーダーになるべきだと訴
える。

ウォーキング・デッド シーズン7 第09話 配信中
字幕／第9話 戦いの礎／救世主と闘うことを決意したリックたちは、グレゴリーに共に闘うことを要
請するが拒否される。そんな彼らにジーザスは、エゼキエル王を紹介すると言い王国に連れてい
く。

ウォーキング・デッド シーズン7 第10話 配信中
字幕／第10話 瓦礫の牙城／ゲイブリエルの痕跡を追っていたリックたちは、ゴミの山に住みジェイ
ディスをリーダーとする集団に囚われていた。リックは彼らに救世主との戦いに協力するよう要請
する。

ウォーキング・デッド シーズン7 第11話 配信中
字幕／第11話 自我を失い／救世主に囚われたユージーンは予想外に手厚くもてなされニーガン
の妻たちの接待まで受ける。ダリルが逃げ出したことで監督役のドワイトは罰を受け独房に入れら
れていた。

ウォーキング・デッド シーズン7 第12話 配信中
字幕／第12話 覚悟／一刻も早くニーガンを殺したいロジータは1人で町を出て銃を探すがなかな
か見つからずいらだちが募り、タラは以前に出会った女性の集団のことをリックに話すか迷ってい
た。

ウォーキング・デッド シーズン7 第13話 配信中
字幕／第13話 決壊した良心／王国が救世主に供給する現場で品物が約束より1つ不足してい
た。確かに用意したと事実を説明するエゼキエルだったが、取引を理解していないと攻め寄られ両
者に緊張が走る。
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ウォーキング・デッド シーズン7 第14話 配信中
字幕／第14話 密かな断行／救世主がヒルトップを訪れ、医師の引き渡しを要求。マギーとジーザ
スを中心に団結していく住民が気に入らないグレゴリーは自分の座を守るために救世主に相談を
もちかける。

ウォーキング・デッド シーズン7 第15話 配信中
字幕／第15話 余地なき選択／タラからオーシャンサイドの存在を打ち明けられたリックは武器を
借り、できれば協力を取り付け共に戦うために皆でそこへ向かう。まずタラがひとりで説明する計
画だったが…。

ウォーキング・デッド シーズン7 第16話（最
終話）

配信中
字幕／第16話 遺志を継ぐ者たち／救世主抹殺のために協力したいというドワイトからニーガン一
行が明日アレクサンドリアに来ると知らされ、ジェイディス率いるゴミ山の住人も町に集結し救世主
を待ち受ける。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン2 第01話 配信中
字幕／第01話 戦火のフィレンツェ／瀕死の重傷を負ったロレンツォを抱え、かろうじて難を逃れた
ダ・ヴィンチ。フィレンツェは混乱状態に陥り、パッツィ家が反メディチ派を率いて宮殿へ攻め入ろう
としていた。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン2 第02話 配信中
字幕／第02話 血を分かつ兄弟／パッツィ家に完全に乗っ取られたかに見えたフィレンツェ。しかし
そこへ一命を取り留めたロレンツォが現れ、ダ・ヴィンチの機転もあって民衆の心を再びつかむこと
に成功する。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン2 第03話 配信中
字幕／第03話 逆風の船出／乗り損ねたバシリスク号の代わりに、ある船を乗っ取ろうとするダ・
ヴィンチたち。一方、ロレンツォは破門された町を救うため、教皇と手を結んだナポリへ直談判に向
かった。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン2 第04話 配信中
字幕／第04話 地の果てへ／サンタンジェロ城で囚われの身となっていた父親と再会したルクレ
ツィア。一方、ダ・ヴィンチは同乗する奴隷たちを新大陸に連れていくため、地球は丸いことを立証
しようする。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン2 第05話 配信中
字幕／第05話 新大陸／ついに新大陸へ到着したダ・ヴィンチたち。未知の世界に圧倒されながら
も進んでいくと、“天の宝箱”の鍵に描かれた模様を体に施した原住民に捕らえられてしまう。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン2 第06話 配信中
字幕／第06話 命懸けの試練／インカ帝国の巫女イマに見初められたダ・ヴィンチ。“天の宝箱”に
入る唯一の条件として提言されたのはイマの伴侶となり、リアリオと共に危険な試練をクリアするこ
とだった。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン2 第07話 配信中
字幕／第07話 天の宝箱／インカの帝王に課された試練をクリアしたダ・ヴィンチ。仲間たちと一緒
に“天の宝箱”を目指すことを許されるが、神々が用意したいくつもの関門が彼らの前に立ちふさ
がる。
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ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン2 第08話 配信中
字幕／第08話 天の儀式／巫女のイマを裏切ったとして捕らえられたダ・ヴィンチとリアリオ。ゾロア
スターとニコに助けられ処刑を免れると、母親と“紙葉の書”を求めて“天の宝箱”へと戻る。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン2 第09話 配信中
字幕／第09話 真実／母親の伝言が吹き込まれた謎の装置を携え、フィレンツェに帰還したダ・
ヴィンチたち。しかし町はウルビーノ公の支配下にあり、他のメディチ派と共に投獄されてしまう。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン2 第10話 配信中
字幕／第10話 運命の聖戦／師匠が殺され怒りに駆られたダ・ヴィンチは、カルロを追って森の中
へ。重傷のせいで気を失うもアルラヒムに治療を施され、彼の導きでナポリ王国の港町、オトラント
へ向かう。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン3 第01話 配信中
字幕／第1話 徹底抗戦／オトラントでオスマン帝国を迎え撃つことになったダ・ヴィンチやロレン
ツォたち。砲撃は成功し、翌日にはナポリ艦隊が到着するが、やがてオスマン軍が予期せぬ反撃
に出る。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン3 第02話 配信中
字幕／第2話 盗まれた発明／オトラントがオスマン軍に占領される中、教会に逃げ込んだダ・ヴィ
ンチたち。市外に通じる地下トンネルの存在を知り、ダ・ヴィンチは宙を移動して脱出する方法を考
える。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン3 第03話 配信中
字幕／第3話 かつての敵／オスマン帝国に反撃すべく、教皇シクストゥスの援助を求めに行った
ダ・ヴィンチ。シクストゥスは援助と引き換えにロドリーゴ枢機卿の殺害犯を捜し出すよう命じる。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン3 第04話 配信中
字幕／第4話 もう1つの人生／ラビリンスに捕らえられたダ・ヴィンチは、拷問を受ける中で幻覚を
見る。幻覚の中のダ・ヴィンチはラビリンスの英雄となり、ルクレツィアとの間に息子をもうけてい
た。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン3 第05話 配信中
字幕／第5話 帰郷／ゾロアスターと共にフィレンツェに戻ったダ・ヴィンチは、すぐに兵器の設計を
始める。一方、ルクレツィアは“紙葉の書”のページを捜すため、ルポ・メルキュリを訪ねる。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン3 第06話 配信中
字幕／第6話 善と悪の狭間で／ラビリンスに洗脳され、次々と殺人を犯していたリアリオ。彼を捕
らえたダ・ヴィンチは解毒を試みるが、リアリオの中に生まれていた罪人の一面がダ・ヴィンチの治
療を拒む。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン3 第07話 配信中
字幕／第7話 ロレンツォの怒り／トルコ人の捕虜にされていたロレンツォが帰還する。ダ・ヴィンチ
は歓迎するが、ロレンツォはかたくなに十字軍への参加を拒否。ローマの一行をフィレンツェから
追い出す。
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ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン3 第08話 配信中
字幕／第8話 地獄へようこそ／ソフィアを捜すためにヴィンチ村に戻ったダ・ヴィンチは、待ち受け
ていたカルロに捕らえられてしまう。ゾロアスターとニコはヴラドの協力を仰ぐためにワラキア公国
へ。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン3 第09話 配信中
字幕／第9話 天才×天才／装置の開発に苦戦していたダ・ヴィンチとソフィアは、ゾロアスターとの
再会によってヒントを得る。フィレンツェでリアリオの裁判が行われる一方、南方では戦いが始ま
る。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン3 第10話 配信中
字幕／第10話 最後の決戦／装置を完成させたダ・ヴィンチは、決着をつけるためにオスマン軍を
おびき出すことに。敵に捕らえられたゾロアスターとソフィアは、ルクレツィアと合流して鐘楼を目指
す。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 第01話 配信中

字幕／第01話／15世紀のフィレンツェ。レオナルド・ダ・ヴィンチは芸術や発明にいそしむ日々を
送っていた。その頃フィレンツェに君臨していたメディチ家は、ヴェロッキオの工房に機械仕掛けの
ハト“コロンビーナ”の製作を依頼。ダ・ヴィンチはコロンビーナを手がける一方で、軍事技術者とし
て雇われるために、メディチ家の当主ロレンツォに近づく。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 第02話 配信中

字幕／第02話／処刑されたユダヤ人の遺体から、爪と鍵を見つけ出したダ・ヴィンチ。ユダヤ人が
もう1つのアイテムを持っていたと考え、爪をヒントに彼の足取りをたどっていく。一方で、ダ・ヴィン
チはメディチ家のために機関銃の製作に取り組むが、初めての実演は失敗。焦るロレンツォは、機
関銃の製作に期限を設け、失敗すれば絞首刑にするとダ・ヴィンチを脅す。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 第03話 配信中

字幕／第03話／機関銃の開発に成功したダ・ヴィンチは、ロレンツォからさらに10丁の製作を命じ
られる。一方、修道女たちが次々と悪魔に憑かれたような行動を見せ、フィレンツェは混乱状態
に。ダ・ヴィンチとジュリアーノと真相を解明するため、修道院に向かう。そこに現れた礼部聖省の
メルキュリ長官は恐ろしい悪魔払いの儀式を行い、さらに修道女ごと焼き払うと宣言。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 第04話 配信中

字幕／第04話／スパイ容疑をかけられたベッキが監獄に収容され、ジュリアーノの反対もむなし
く、処刑の日が刻一刻と迫る。一方、教皇の命を受けたリアリオは、ミョウバン鉱山で労働者たちを
惨殺。さらに軍を率いてフィレンツェに乗り込み、教皇からの要求に従わなければフィレンツェを占
領するとロレンツォに言い渡す。ダ・ヴィンチは機関銃で威嚇しようと考えるが…。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 第05話 配信中

字幕／第05話／男色容疑で逮捕されたダ・ヴィンチは、早速裁判にかけられる。弁護人の父親と
共に法廷に出向くと、検察側にはパッツィの姿があり、ダ・ヴィンチを陥れるためのローマの策略だ
ということが分かる。ダ・ヴィンチは火あぶりの刑を逃れられるのか。一方スペインのフェルナンド
王とイサベル女王と交渉中のロレンツォは…。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 第06話 配信中

字幕／第06話／トルコ人と再会したダ・ヴィンチは、地図職人であるアビシニア人の救出を託され
る。ダ・ヴィンチがニコやゾロアスターと共に向かった先はワラキア公国。アビシニア人は悪名高き
ワラキア公ヴラド3世、通称ドラキュラに捕らえられていた。一方、ロレンツォはウルビーナ公フェデ
リーコの元に出向き、同盟を結んで、教皇領を奪い取ることを提案する。

ダ・ヴィンチと禁断の謎 第07話 配信中

字幕／第07話／“天の宝箱”のもう1つの鍵を探して、ローマに来たダ・ヴィンチたち。リアリオがバ
チカンの秘密文書保管所に鍵を隠したと推測するが、出入り口は常に護衛に見張られているた
め、水中から内部に侵入。ダ・ヴィンチはついに教皇と対面し、バチカンが隠し持つ秘密を目の当
たりにする。一方ローマのスパイを捜し続けるジュリアーノは…。
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ダ・ヴィンチと禁断の謎 第08話 配信中

字幕／第08話／一命を取り留めたジュリアーノは、パッツィ家の企みをロレンツォに伝えるため、
フィレンツェに急ぐ。フィレンツェでは、リアリオたちが復活祭のミサで、メディチ家を毒殺しようと計
画していた。“天の宝箱”の鍵を手に入れたダ・ヴィンチはトルコ人と再会し、コジモ・デ・メディチの
墓にアストロラーベが隠されていることを知る。そしていよいよ…。


