2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：毎月約495本

ＴＢＳオンデマンド見放題

※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

2008年宇宙の旅【TBSオンデマンド】 -火星-

配信中

『火星』を探検！数多くの山が確認できる『火星』を高性能四輪駆動車で走ってみよう！

2008年宇宙の旅【TBSオンデマンド】 -金星-

配信中

太陽系第2惑星『金星』に到着！“灼熱の星”と呼ばれる謎に包まれた金星に迫る｡

2008年宇宙の旅【TBSオンデマンド】 -木星-

配信中

神秘に包まれた“太陽系で最大の惑星”『木星』へバーチャル宇宙旅行！

Beach Angels 岡村麻純 in モルディブ【TBSオン
デマンド】

配信中

知性派アイドル岡村麻純がモルディブでの休日を満喫します。海に浮かぶロマンチックなホテ
ルや真っ白な浜辺での彼女のスレンダーな水着ショットが満載です！

Beach Angels 山地まり in 西表島【TBSオンデマ
ンド】

配信中

史上最強のグラドル・バラエティ「Beach Angels」に人気沸騰中の山地まりが登場！沖縄・西
表島を舞台に、とびっきりセクシーな水着姿を次々と披露する。

Beach Angels 次原かな in 与論島【TBSオンデマ
ンド】

配信中

｢Beach Angels｣に次原かなが登場！数々の雑誌グラビアや､映画｢すんドめ｣などで活躍の次
原かなが与論島を訪れ､弾ける水着姿を披露！

Beach Angels 谷桃子 in フィリピン【TBSオンデマ
ンド】

配信中

フィリピン随一の美しいビーチを誇るクラブパラダイスを、グラビアで大活躍中の谷桃子が満
喫！

Beach Angels 柳ゆり菜 アクティブハワイ【TBSオ
ンデマンド】

配信中

史上最強のグラドル・バラエティ「Beach Angels」に話題沸騰中の女優・柳ゆり菜が登場。憧
れのハワイで、メリハリのあるボディラインがまぶしいほどに輝く！

Kesennuma,Voices. 東日本大震災復興特別企画
-堤幸彦の記録-

配信中

3.11東日本大震災から1年…。映画監督･堤幸彦が気仙沼を舞台に描く、鎮魂と希望の「ド
キュメンタリードラマ」。出演は生島勇輝、生島翔、気仙沼のみなさん。

Kesennuma,Voices.2 東日本大震災復興特別企
画-2012 堤幸彦の記録-

配信中

映画監督･堤幸彦が描く被災地･気仙沼を舞台にしたドキュメンタリードラマの続編。ボラン
ティア活動で自らの無力感に直面した2人の若者のその後を描く。

Kesennuma,Voices.3 東日本大震災復興特別企
画 -2013 堤幸彦の記録-【TBSオンデマンド】

配信中

監督は「ケイゾク」や「SPEC」など数多くの人気作を手がけた堤幸彦。被災・気仙沼を舞台に
したTBSオンデマンドオリジナルのドキュメンタリードラマ第3弾。

Kesennuma,Voices.4 東日本大震災復興特別企
画 -2014 堤幸彦の記録-【TBSオンデマンド】

配信中

堤幸彦監督が被災地・気仙沼を舞台に描く、TBSオンデマンドオリジナル番組の第4弾。津波
で妹夫婦を亡くした生島ヒロシ氏が息子達と気仙沼へ向かう。

Kesennuma,Voices.5 東日本大震災復興特別企
画 -2015 堤幸彦の記録-【TBSオンデマンド】

配信中

堤幸彦監督が被災地・気仙沼で撮影したオリジナル番組の第5弾。気仙沼の人々の近況や、
今も多くの課題を抱える復興の現状を切り取り、「継続」というテーマを見つめる。

SCANDAL【TBSオンデマンド】 第01～10話（最終
話）

配信中

＃1 今夜発覚！女の本音はスキャンダル！！／高柳貴子（鈴木京香）は、元同僚・白石理佐
子（戸田菜穂）の結婚式で河合ひとみ（長谷川京子）、鮫島真由子（吹石一恵）、新藤たまき
（桃井かおり）と出会うが…。

TBSch×SBS MTV PRESENTS THE SHOW【TBS
オンデマンド】 ＃39～46

配信中

＃39／今回は「スペシャルエディション特集」。EXO-Kは宇宙空間をイメージしたようなステー
ジで圧巻のパフォーマンスを披露。SHINeeの独占インタビューの模様も必見！
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TBS女子アナ 鉄道の旅「出水麻衣・山口線SLや
まぐち号」【TBSオンデマンド】

配信中

TBSの女子アナウンサーが鉄道の魅力や沿線の見どころを紹介。出水麻衣アナウンサー
が、JR山口線の新山口駅から津和野駅までを走るSL「やまぐち」号を堪能する！

TBS女子アナ 鉄道の旅「出水麻衣・指宿枕崎線」
【TBSオンデマンド】

配信中

TBSの女子アナウンサーが鉄道の魅力や沿線の見どころを紹介。今回は出水麻衣アナウン
サーが、鹿児島県薩摩半島を走るJR日本最南端の鉄道「指宿枕崎線」で旅に出る。

TBS女子アナ 鉄道の旅「出水麻衣・秋田内陸縦
貫鉄道」【TBSオンデマンド】

配信中

TBSの女子アナウンサーが鉄道の魅力や沿線の見どころを紹介。出水麻衣アナウンサー
が、“あきた美人ライン”の愛称で親しまれている「秋田内陸縦貫鉄道」に乗車する。

TBS女子アナ 鉄道の旅「出水麻衣・島原鉄道」
【TBSオンデマンド】

配信中

TBS女子アナウンサーが鉄道の魅力や沿線の見どころを紹介。今回は長崎県の「島原鉄
道」。出水麻衣アナウンサーが鉄道の魅力はもちろん、春の島原を存分に満喫する。

TBS女子アナ 鉄道の旅「出水麻衣・富山地方鉄
道／黒部峡谷鉄道」【TBSオンデマンド】

配信中

TBS女子アナウンサーが鉄道の魅力や沿線の見どころを紹介。今回は北陸新幹線開業で注
目されている富山県から、「富山地方鉄道」と「黒部峡谷鉄道」2つの鉄道の旅へ！

TBS女子アナ 鉄道の旅「出水麻衣・予土線 四万
十川の旅」【TBSオンデマンド】

配信中

TBSの女子アナウンサーが鉄道の魅力や沿線の見どころを紹介。第1回は出水麻衣アナウン
サーが、四万十川に沿って走る予土線（JR四国）の魅力を発見する旅へ出る。

あにき（高倉健）【TBSオンデマンド】 第01～13話
（最終話）

配信中

＃1／東京の下町・人形町。鳶職の頭・神山栄次（高倉健）は、妹のかい（大原麗子）と一緒に
暮らしている。そんな中、栄次たちの住む界隈に立退きの話が出て…。

アリスの棘【TBSオンデマンド】 第01～10話（最終
話）

配信中

STORY＃01 禁断の医療サスペンス！父を殺した医者は誰！？壮絶な復讐が始まる／聖林
大学付属病院にやってきた新人外科医・水野明日美（上野樹里）。彼女は15年前にこの病院
で父親を手術中に亡くしていた。父親の死に疑問を持った明日美は…。

アルパカとわたし もふもふはなこと小さなともだち
【TBSオンデマンド】

配信中

那須アルパカ牧場に住む話題の癒し系動物「アルパカ」のかわいい姿をたっぷり収録！

エビ中らんどっ！【TBSオンデマンド】 ＃01～10

配信中

＃1／ももクロの妹分・エビ中（私立恵比寿中学）の魅力満載、自由度120%の遊園地系バラエ
ティ。エビ中らんどっ！の中に入るため、私立恵比寿中学のメンバーたちはひとりずつ自己紹
介をすることに。メンバーの意外な素顔が明らかになる！

エビ中島（アイらんどっ）！！！【TBSオンデマン
ド】 ＃01～08

配信中

＃1／8人は気が付くと大海原を行く船の上にいた。海の神から「最強の8人になって伝説の島
を見つけろ！」と指令を受ける。早速「自分を漢字1文字で表そう！」のお題に挑戦！

おとなの選択【TBSオンデマンド】 第01～11話（最
終話）

配信中

第1回 「ひとつの選択」／両親を事故で亡くした未希（松田聖子）は、妹の彩（大寶智子）と共
に叔母の家で肩身の狭い生活をしていた。そんな中、遙一郎（宅麻伸）と再会し、突然プロ
ポーズをされる。

サラリーマン金太郎 超ド迫力！秋の2時間スペ
シャル【TBSオンデマンド】

配信中

高橋克典主演。元暴走族の型破りーマン・金太郎の活躍を描く人気シリーズのスペシャルド
ラマ！サハラから帰国した金ちゃんに大試練が…。共演は津川雅彦、沢口靖子ら。

サラリーマン金太郎2【TBSオンデマンド】 第01～
12話（最終話）

配信中

Fight.1 超ド迫力！新入社員も必見スペシャル！／係長に昇進した金太郎（高橋克典）は、新
入社員研修班長を任命される。研修の一環で訪れた建設現場で、金太郎はかつて出向した
子会社の同僚・洋子（沢口靖子）と再会する。

サラリーマン金太郎3【TBSオンデマンド】 第01～
11話（最終話）

配信中

Fight1 超ド迫力！総理大臣も必見スペシャル／金太郎（高橋克典）は、妊娠中の妻・真澄（羽
田美智子）と息子・竜太（島田智之介）を連れて母の墓参りに。そこで、幼い時に生き別れた
父・照男（松方弘樹）と再会する。
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サラリーマン金太郎4【TBSオンデマンド】 第01～
10話（最終話）

配信中

Fight.1 平社員が日本を変えるぞ！／矢島金太郎（高橋克典）はサラリーマンを辞め、故郷で
平穏な毎日を過ごしていた。ある日、金太郎のもとに龍之介（津川雅彦）の従弟・島津桃太郎
（高橋英樹）がやって来る。

ずっとあなたが好きだった【TBSオンデマンド】 第
01～13話（最終話）

配信中

＃1 危険なお見合結婚／美和（賀来千賀子）は30歳間近のOL。父の常雄（橋爪功）の勧めで
見合いをするが、相手の冬彦（佐野史郎）には過保護な母親・悦子（野際陽子）がいた。

スペシャルドラマ「レッドクロス -女たちの赤紙-」
【TBSオンデマンド】 第01話

配信中

第1夜／天野希代（松嶋菜々子）は、“女性でも国の役に立ちたい”という思いから、従軍看護
婦になることを決意。看護婦養成所を卒業した希代は赤紙を受けて、満州に渡り…。

スペシャルドラマ「レッドクロス -女たちの赤紙-」
【TBSオンデマンド】 第02話（最終話）

配信中

第2夜／ソ連の参戦により離れ離れになった希代（松嶋菜々子）と息子・博人（中村瑠輝人）。
希代たちは、溝口少佐（吉沢悠）らと共に博人たちのいるハルピンを目指すが…。

テレビがくれた夢 堤幸彦 -｢Kesennuma,Voices.｣
を語る-【TBSオンデマンド】

配信中

テレビ番組の制作に深くかかわった人物をゲストに迎え、知られざるエピソードなどを紹介。
ゲストは、「SPEC」シリーズなど数多の大ヒット作を演出した堤幸彦。

ハンチョウ -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃01～15（最終話）

配信中

File.1 自首／警視庁神南署は原宿に新設された小さな警察署。刑事課強行犯係長･安積剛
志（佐々木蔵之介）は、村雨秋彦（中村俊介）ら部下5人とともに宝飾店社長殺人事件を捜査
する。

ハンチョウ2 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃01～11（最終話）

配信中

File 01 あのチームが帰って来た！涙…母の手錠／神南署の安積ハンチョウ（佐々木蔵之
介）率いる刑事課強行犯係は､覚せい剤密売人の一斉摘発に成功｡その褒美に高級レストラ
ンでの食事をプレゼントされ…｡

ハンチョウ3 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃03

配信中

※＃1、＃2は権利の都合上、配信しません。ご了承ください。／File.03 刑事になりたい！ミニ
パトポリス危機一髪／交通課の立花美咲（本仮屋ユイカ）は警ら中に倉庫街に停まる不審な
車両を見つけた。美咲は、同僚の千夏（永池南津子）が止めるのも聞かず倉庫の中に入って
いき…。※権利元の都合により＃1、＃2は配信予定がございません。

ハンチョウ3 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃04

配信中

File.04 カリスマ料理主婦の秘密…警察犬が暴く嘘／管内で強盗事件が発生した。安積
（佐々木蔵之介）が警察犬の出動を要請すると、やって来たのは須田（塚地武雅）と同じ名前
のサブロー号という警察犬で…。

ハンチョウ3 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃05

配信中

File.05 小樽ガラス殺人事件…1万円札が呼ぶ殺意／神南署管内のアパートで柴田清子（佐
藤昌子）の遺体が発見された。安積（佐々木蔵之介）は、清子が勤めていた工場の社長･舟
岡圭一郎（新井康弘）に事情を聞くが…。

ハンチョウ3 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃06

配信中

File.06 京都編…祇園祭宵山に消えた15年前の悲恋／ある少女が神南署の安積（佐々木蔵
之介）を訪ねてきた。花村ゆい（山谷花純）と名乗るその少女は安積を父と呼ぶ。身に覚えも
ない安積は狼狽を隠せず…。

ハンチョウ3 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃07

配信中

File.07 メイドカフェ襲撃予告…1200万人の容疑者／神南署界隈にメイドカフェ｢シャルロット｣
が開店した。そのチラシを配っていたメイド･明奈（八木菜々花）が、通り魔に切りつけられる事
件が発生。安積班は捜査にあたる。

ハンチョウ3 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃08

配信中

File.08 書き変えられた遺言状…名門一族の裏の顔／黒木（賀集利樹）は恋人･中沢歩美（京
野ことみ）とその息子･大樹（加藤翼）らと夕食を楽しんでいた。しかし、その帰り道、突っ込ん
できた車に轢かれそうになり…。

ハンチョウ3 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃09

配信中

※＃10は権利の都合上、配信しません。ご了承ください。／File.09 暴かれた素顔…美容師ス
トーカー殺人事件／三咲奈穂美（山口美沙）という美容師の卵が殺害された。現場を訪れた
真帆（黒谷友香）は、奈穂美が真帆の行きつけの美容院に勤務していたことを知り…。※権
利元の都合により＃10は配信予定がございません。

配信中

※＃10は権利の都合上、配信しません。ご了承ください。／File.11 警視庁VS安積班…青酸
カリ無差別殺人事件／神南署管内のクラブで藤井佐智子（東山麻美）という女性が死亡し
た。鑑識の石倉（唐十郎）の見立てでは、青酸カリによる毒殺。警視庁との合同捜査が始まっ
た。※権利元の都合により＃10は配信予定がございません。

タイトル

ハンチョウ3 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃11
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ハンチョウ3 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃12（最終話）

配信中

File.12 最終回スペシャル！伝説の85歳老詐欺師／荻島吾郎（みやざこ夏穂）という男の遺体
が発見された。村雨（中村俊介）と桜井（山口翔悟）は近所のアパートに住む増山（大滝秀治）
に話を聞こうとするが…

ハンチョウ4 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃01

配信中

File.01 あのチームが帰ってきた！波乱の幕開け…安積撃たれる！姿なきバス連続爆破犯を
逮捕せよ／神南署の管轄で路線バスが爆発する事件が発生。安積剛志（佐々木蔵之介）を
中心とする安積班に緊張が走った。爆破されたバスには須田三郎（塚地武雅）が乗っていた。

ハンチョウ4 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃02

配信中

File.02 殺されたい女…99％予測不可能の真犯人／柴田奈美（前田亜季）のマンションで殺
人事件が起き、安積（佐々木蔵之介）と水野真帆（黒谷友香）が捜査にあたる。被害者はキャ
バクラ嬢の末松由紀（肘井美佳）で…。

ハンチョウ4 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃03

配信中

※＃4、＃5は権利の都合上、配信しません。ご了承ください。／File.03 シェルターの女…DV
夫から逃げる妻たち／管内でひったくり事件が多発。張り込み捜査をしていた黒木和也（賀集
利樹）と須田（塚地武雅）が犯人を取り押さえている隙に、被害者が現場から姿を消し…。

ハンチョウ4 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃06

配信中

※＃4、＃5は権利の都合上、配信しません。ご了承ください。／File.06 SOS緊急入電！通報
者の命を守れ…銀行襲撃予告48時間の攻防／深夜、安積（佐々木蔵之介）はコンビニエンス
ストアで強盗事件に遭遇、犯人を取り押さえ事件を解決した。その昼さがり、安積のもとに1本
の電話が…。

ハンチョウ4 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃07

配信中

File.07 山形-東京…老母が待ち続けた神様と芋煮／神南署管内で暴行事件が起こった。加
害者の青年はその場から逃走、ケガをした被害者の少女は、病院へ運ばれたが、治療が終
わると隙をついて姿をくらまし…。

ハンチョウ4 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃08

配信中

File.08 ニセ安積が現れた！しかも犯人まで逮捕！？／林田健一（モト冬樹）の目の前で、安
積（佐々木蔵之介）らが強盗犯を逮捕。感銘を受けた林田は、チンピラに絡まれている女性を
助ける際、自分が安積だと嘘をついてしまう。

ハンチョウ4 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃09

配信中

File.09 愛と青春の張り込み…桜井刑事、恋をする／神南署管内で銀行強盗事件が発生し、
犯人の1人は矢吹草太（内田朝陽）という男だと判明。須田（塚地武雅）と黒木（賀集利樹）が
草太の妹･香織（平愛梨）に事情を聞く。

ハンチョウ4 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃10

配信中

File.10 最終章前編！ついに殉職者が…凶弾に散る／暴力団幹部･小渕沢茂雄（高川裕也）
が銃で撃たれ殺害された。本庁の捜査一課･高野警部（宇梶剛士）らが神南署に出張り、合
同捜査となるが…。

ハンチョウ4 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃11

配信中

File.11 今夜､衝撃の急展開！ついに現れた真犯人／高野警部（宇梶剛士）が身を挺して安
積（佐々木蔵之介）たちをかばい、凶弾の餌食となった。本庁の管理官らは安積を捜査から
外し、重要参考人として謹慎を命じる。

ハンチョウ4 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃12（最終話）

配信中

File.12 正義の代償…すべての謎が明かされる時／病院へ運び込まれた安積（佐々木蔵之
介）の緊急手術が始まった。安積の娘･涼子（渋谷飛鳥）や、村雨（中村俊介）、須田（塚地武
雅）らも病院へ駆けつけるが…。

ハンチョウ6 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第01～10話（最終話）

配信中

File.01 バスジャック発生！／「ハンチョウ」シリーズ第6弾！今回は、東京スカイツリーのお膝
元・押上地区へと舞台を移し、複雑な“下町風土”に直面しながらも事件を解決する安積班の
活躍を描く。警視庁初の試みとして新設された「警視庁押上警察分署」に、安積（佐々木蔵之
介）ら4人が集結。早速発生した事件の犯人を捕らえ、連行しようとする安積班だったが…。

びっくり！どうぶつ大百科【TBSオンデマンド】 -サ
ンディエゴ動物園サファリパーク編-

配信中

アメリカ･サンディエゴのバルボアパーク内にある、世界最大級の動物園｢サンディエゴ動物
園｣。人気動物たちの姿を、TBSアナウンサー･佐藤渚がレポートする。

びっくり！どうぶつ大百科【TBSオンデマンド】 シーワールド･サンディエゴ編-

配信中

世界最大規模の海洋テーマパーク｢シーワールド･サンディエゴ｣。シャチやイルカが見せるア
クロバティックなショーを、TBSアナウンサー･佐藤渚がたっぷり紹介する。

びっくり！どうぶつ大百科【TBSオンデマンド】 -と
べ動物園編-

配信中

西日本有数の動物園･愛媛県立とべ動物園｡ホッキョクグマのピースをはじめ、オランウータン
の空中散歩やコツメカワウソの生態観察など、動物たちの迫力ある姿を紹介!
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ＴＢＳオンデマンド見放題

※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

びっくり！どうぶつ大百科【TBSオンデマンド】 旭
山動物園編

配信中

“行動展示”で一躍有名となった､北海道･旭山動物園｡円柱ドームが大人気の｢あざらし館｣､
目の前で迫力あるダイブを見せてくれる｢ほっきょくぐま館｣などを紹介｡

びっくり！どうぶつ大百科【TBSオンデマンド】 -広
島安佐動物園編-

配信中

自然に近い状態で飼育されているため、動物本来の姿が見られる広島市の安佐動物公園。
子どもたちが楽しく学べるプログラムも豊富なこの動物園の魅力を伝える。

びっくり！どうぶつ大百科【TBSオンデマンド】 多摩動物公園編-

配信中

広大な敷地を持つ、東京･多摩動物公園。生息地域ごとに区分けした展示方法で、オラン
ウータンのスカイウォークなど、自然に近い形で動物を観察することができる。

びっくり！どうぶつ大百科【TBSオンデマンド】-ア
ドベンチャーワールド編-

配信中

水族館、動物園、遊園地の3つを併せ持つ和歌山県･南紀白浜のアドベンチャーワールド｡園
内の人気者･双子のパンダやペンギンのほか、ここで暮らす動物たちを紹介する｡

ホームワーク【TBSオンデマンド】 第01～11話（最
終話）

配信中

＃1 出会ってしまった／文具メーカー経理部勤務の圭介（唐沢寿明）は、同僚のうらん（浦江
アキコ）と同棲中。ある日、飲みに出掛けた圭介は、周二（福山雅治）という酔っぱらいにから
まれる。

ホームワークスペシャル【TBSオンデマンド】

配信中

連続ドラマ「ホームワーク」のスペシャル版！圭介（唐沢寿明）・幸子（清水美砂）・周二（福山
雅治）・うらん（浦江アキコ）達4人の、その後を描く。

ボクの私鉄図鑑【TBSオンデマンド】 -わたらせ
渓谷鐵道編-

配信中

北関東にある渡良瀬川上流の美しい渓谷を走る、わたらせ渓谷鐵道を紹介｡風を感じながら
渓谷美を楽しむことができるトロッコ列車に乗り、列車の旅を楽しむ｡

ボクの私鉄図鑑【TBSオンデマンド】 -江ノ島電
鉄編-

配信中

鵠沼、江ノ島、稲村ヶ崎、由比ヶ浜など、湘南の名勝を走る｢江ノ電｣こと江ノ島電鉄を紹介す
る。

ボクの私鉄図鑑【TBSオンデマンド】 -黒部峡谷
鉄道編-

配信中

富山県の名湯･宇奈月温泉から険しい山々を分け入り､日本随一の急流･黒部川沿いに走る
トロッコ列車､黒部峡谷鉄道を紹介する｡

ボクの私鉄図鑑【TBSオンデマンド】 -嵯峨野観光
鉄道編-

配信中

景勝地として名高い京都・保津峡に沿って走る山陰本線の旧線を活用した「嵯峨野観光鉄
道」を紹介。名物トロッコ列車に乗って、保津川渓谷の自然美を満喫します。

ボクの私鉄図鑑【TBSオンデマンド】 -上毛電気鉄
道編-

配信中

群馬県前橋市から桐生市を東西に結び､赤城山麓をのんびりと走るローカル私鉄･上毛電気
鉄道の魅力を紹介する｡

ボクの私鉄図鑑【TBSオンデマンド】 -赤沢森林鉄
道編-

配信中

木曽森林鉄道王滝線の一部区間を保存運行した｢赤沢森林鉄道｣｡小さなディーゼル機関車
が4両の小さな客車をけん引する様子などを紹介する｡

ボクの私鉄図鑑【TBSオンデマンド】 -銚子電鉄編
-

配信中

銚子市の中心から犬吠崎までのわずか6.4kmを走る小さなローカル私鉄･銚子電鉄の魅力を
紹介する｡

ボクの私鉄図鑑【TBSオンデマンド】 -長野電鉄編
-

配信中

長野県長野市から湯田中温泉を目指し､りんご畑の中を走るローカル私鉄･長野電鉄を紹介
する｡

ボクの私鉄図鑑【TBSオンデマンド】 -津軽鉄道編
-

配信中

冬のストーブ列車で有名な本州最北端の私鉄『津軽鉄道』を紹介。厳しい冬の景色を車窓
に、地元の列車アテンダントの観光案内を聞きながら津軽の旅を楽しむ。
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ボクの私鉄図鑑【TBSオンデマンド】 -函館市電編
-

配信中

世界三大夜景で有名な北海道函館市を走る函館市電を紹介する｡500形530号に乗って､五
稜郭や函館山などの見どころを紹介しながら､のんびりと市内を走っていく｡

ママとパパが生きる理由。【TBSオンデマンド】 第
01～05話（最終話）

配信中

第1話 「夫婦で余命宣告。実話をもとに描いた家族の愛の物語」／吹石一恵主演。夫婦でが
んになり余命宣告を受けた家族の実話をベースにした感動のヒューマンドラマ！毎朝の日課
であるジョギングを終えた吉岡柊子（吹石一恵）は、両腕を上げた際に右胸に痛みが走った。
大学病院で検査を受けた結果、柊子は末期の乳がんであると宣告される。

ママはアイドル！スペシャル完結篇【TBSオンデ
マンド】

配信中

国民的アイドルが、子持ちの中年男性と極秘結婚することから巻き起こるホームコメディ「ママ
はアイドル」のスペシャル版。美穂と修一は、もうすぐ結婚1周年を迎えようとしていた。美穂の
主婦業も板につき、次第に母親らしくなっている。その上、晶との関係も良好で、伸二は2人の
成長に感心した。ところが、仕事が忙しい美穂は帰りも遅く…。

ルート66 -郷愁のハイウェイ-【TBSオンデマンド】
Vol.1 サンタモニカ､ハリウッド -パサデナへの旅

配信中

Vol.1 サンタモニカ､ハリウッド -パサデナへの旅／カリフォルニア工科大学のある町･パサデ
ナの｢マクドナルドミュージアム｣を紹介｡また､サンバーナディーノでは｢ルート66ミュージアム｣
を訪問する｡

ルート66 -郷愁のハイウェイ-【TBSオンデマンド】
Vol.4 アニメ｢カーズ｣の町 -グランドキャニオンへ
の旅

配信中

Vol.4 アニメ｢カーズ｣の町 -グランドキャニオンへの旅／古き良きアメリカの香り漂うハックベ
リー、アニメ映画｢CARS｣のインスピレーションの基になったセリグマン、グランドキャニオンの
入り口･ウィリアムズを訪れる。

ルート66 -郷愁のハイウェイ-【TBSオンデマンド】
Vol.5 アリゾナ･巨大クレーター -パワースポット｢
セドナ｣への旅

配信中

Vol.5 アリゾナ･巨大クレーター -パワースポット｢セドナ｣への旅／アリゾナ州フラッグスタッフ
のローウェル天文台､ルート66を象徴する｢ツインアローズ｣や｢ツーガンズ｣そして､パワース
ポットとして注目を集めるセドナを訪れる｡

愛はどうだ【TBSオンデマンド】 第01～11話（最終
話）

配信中

＃1 理屈じゃねんだ！／緒形拳主演、父親と3人の娘たちが織りなす家族愛と、彼らがそれ
ぞれ出会う恋愛を描く。三崎修一（緒形拳）は、妻を亡くしてから男手ひとつで3人の娘を育て
あげた。長女・あやめ（清水美沙）は一家の母親役として、恋人よりも家族を優先させる毎日
で…。

意外とシングルガール【TBSオンデマンド】 第01
～06話（最終話）

配信中

第一回 今夜は修羅場／設計事務所で働く秋本美樹（今井美樹）には、付き合っている男性
が3人いた。しかし、その3人が美樹のマンションで鉢合わせになってしまい…。

意外とシングルガールスペシャル【TBSオンデマ
ンド】

配信中

今井美樹主演、結婚と仕事の間で揺れる、独身女性の微妙な心情を描いた恋愛ドラマのス
ペシャル。共演は藤井郁弥（現・藤井フミヤ）、西郷輝彦、小林聡美、古尾谷雅人ほか。

映画「アドレナリンEX」【TBSオンデマンド】

配信中

「ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア」のトーマス・ヤーン監督、毒薬を盛られた男の80分間のサバイ
バル・アクション！

映画「アブサンの拳」【TBSオンデマンド】

配信中

字幕／ひょんなことから2人の男が忍者と侍の世界“古代日本”へとタイムスリップ。男たちが
1人の女性を救い、元の世界に戻る手段を見つけ出す格闘技アクション・コメディ！

映画「アルマズ・プロジェクト」【TBSオンデマンド】

配信中

字幕／映画史上例がない、究極のタブー。なぜアルマズ号乗組員は全員死亡したのか？回
収されたブラックボックスに収められた衝撃の真実！

映画「さよならみどりちゃん」【TBSオンデマンド】

配信中

原作・南Q太の「さよならみどりちゃん」が映画化！リアルで切ない恋愛模様を描くラブストー
リー。星野真里が映画初主演を務める。共演は西島秀俊、松尾敏伸、岩佐真悠子。

映画「怪談新耳袋 ノブヒロさん」【TBSオンデマン
ド】

配信中

ホラー「新耳袋」の決定版、遂に解禁！“原作の中で最も怖い！”と誰もが震えた作品を映画
化！

映画「怪談新耳袋 殴り込み！西日本編」【TBSオ
ンデマンド】

配信中

人気怪談シリーズのスピンオフ企画は心霊スポット探訪ドキュメンタリー！西日本編は大阪、
兵庫などの有名心霊スポットに殴りこみ！！

内容
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映画「怪談新耳袋 殴り込み！東日本編」【TBSオ
ンデマンド】

配信中

人気怪談シリーズのスピンオフ企画は心霊スポット探訪ドキュメンタリー！東日本編では八甲
田山、恐山など、有名心霊スポットに殴りこみ！！

映画「怪談新耳袋 劇場版 幽霊マンション」【TBS
オンデマンド】

配信中

TVホラー界の鬼才、吉田秋生監督と「ケータイ刑事 銭形泪」の黒川芽以のコンビで描く『怪談
新耳袋劇場版』第二弾。

映画「怪談新耳袋 劇場版」【TBSオンデマンド】

配信中

もう逃げられない…。大人気『怪談新耳袋』の劇場版第一弾！竹中直人、堀北真希、坂井真
紀などの豪華出演陣で贈るオムニバスホラーストーリー。

映画「極道の妻たち・リベンジ」【TBSオンデマン
ド】

配信中

高島礼子主演の「極妻」新シリーズ3作目。内藤組の若頭である夫と、敵対する河合組にいる
かつての恋人との間で揺れる極妻の運命を描く。共演は池上季実子、田中健、火野正平、豊
原功補ほか。

映画「極道の妻たち・死んで貰います」【TBSオン
デマンド】

配信中

日本最大の暴力団組織の跡目争いに立ち向かう極道の妻たちの戦いを描く「極妻」新シリー
ズの2作目。高島礼子、斉藤慶子、東ちづる、三田村邦彦ほか出演。

映画「極道の妻たち・赤い殺意」【TBSオンデマン
ド】

配信中

「極妻」11作目は、主演に高島礼子を迎えた新シリーズの第1作。内部抗争で父と夫を殺され
た極道の妻の復讐劇。共演はかたせ梨乃、野村宏伸、永島敏行、中尾彬ら。原作は家田荘
子。

映画「正長の土一揆」【TBSオンデマンド】

配信中

室町時代を背景に、一揆によって権力者に立ち向かった茶園主の姿を描いた時代劇。茶園
主・平次郎を斎藤洋介が演じる。共演は松田洋治、大浦龍宇一、マギー司郎ほか。

映画「青銅の基督」【TBSオンデマンド】

配信中

※本編はカラーです。／長與善郎原作「青銅の基督」を60年ぶりに映画化！時代劇などを手
掛けてきた監督・秋原北胤の25作目となる。主演は柄本時生、ヒロインは吉村涼が演じる。

映画「天皇と軍隊」【TBSオンデマンド】

配信中

字幕／パリ在住の渡辺謙一監督が日本の戦後史を、学者や政治家などのインタビューや世
界中から集めた貴重なアーカイブ映像を交えて描いたフランス制作ドキュメンタリー。

映画「東京少女」【TBSオンデマンド】

配信中

100年の時空を越えて繋がった携帯電話。違う時代に生きる男女の恋愛を描いたファンタ
ジー。主人公・未歩を夏帆が演じ、未歩と恋を育む時次郎には佐野和真が扮した。

映画「東京少年」【TBSオンデマンド】

配信中

二重人格の少女に巻き起こる“絶対に報われない恋”を描く究極のラブストーリー。堀北真希
主演、共演は石田卓也、平田満、草村礼子。監督は平野俊一が務めた。

映画「篤姫ナンバー1」【TBSオンデマンド】

配信中

石川梨華主演！徳川家定の正室・篤姫が現代へタイムスリップ！銀座の高級クラブでホステ
スとなり“ナンバー1”を目指して大奮闘するSFコメディ・ドラマ。

映画「恋する日曜日 LOVE ON SUNDAY」【TBSオ
ンデマンド】

配信中

高校生の男女4人が繰り広げる切ない青春ストーリー。「ヴァイブレータ」「余命1ヶ月の花嫁」
の廣木隆一が監督を務め、水橋貴己、若葉竜也、芳賀優里亜らが出演した。

映画「恋する日曜日 私。恋した」【TBSオンデマン
ド】

配信中

死期の迫った女子高生の小さな旅を描いた、静かで儚い感動の物語。女優・堀北真希が、余
命3ヶ月の女子高生という難役に挑戦。共演に窪塚俊介、高岡早紀ほか。

怪談新耳袋 百物語【TBSオンデマンド】

配信中

桜庭ななみ主演！大人気ホラーシリーズ『怪談新耳袋』、1話5分シリーズが復活！

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：毎月約495本
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関ヶ原 第一夜 夢のまた夢【TBSオンデマンド】

配信中

TBS創立30周年を記念し、局の全力をあげて制作した力作！

関ヶ原 第三夜 男たちの祭り【TBSオンデマンド】

配信中

TBS創立30周年を記念し、局の全力をあげて制作した力作！

関ヶ原 第二夜 さらば友よ【TBSオンデマンド】

配信中

TBS創立30周年を記念し、局の全力をあげて制作した力作！

韓国ドラマ「百年の花嫁」ノーカット字幕版（イ・ホ
ンギ）【TBSオンデマンド】 第01～20話（最終話）

配信中

字幕／＃1 同じ顔のふたり／ナ・ドゥリム（ヤン・ジンソン）はチャン・イヒョン（ソンヒョク）を事故
から救う。イヒョンはドゥリムが妹のイギョン（ヤン・ジンソン／2役）にうり二つで驚く。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃001
吉祥寺「いせや総本店」

配信中

＃1 吉祥寺「いせや総本店」／吉祥寺のシンボルとも言うべき「井の頭公園」の傍にある「い
せや屋」｡いい具合にすすけた店内で頂く老舗の焼き鳥の味は､老若問わず愛され続けてい
る｡

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃002
池袋「万代家（もづや）」

配信中

＃2 池袋「万代家（もづや）」／この道40年の主人が作るのは､季節感を大切にした手の込ん
だ料理ばかり｡料理と日本酒との相性を考えるのも楽しい大人のための居酒屋である｡

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃004
田端「神谷酒場」

配信中

＃4 田端「神谷酒場」／浅草の神谷バーからのれん分けをして以来､地元に愛され70年の「神
谷酒場」｡自家製の炭酸で割った「電気ブラン」のハイボールや家庭的料理を堪能する｡

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃005
西荻窪「戎（えびす）」

配信中

＃5 西荻窪「戎（えびす）」／オープンエアな焼鳥屋「戎（えびす）」｡まるで東南アジアの屋台街
のような空間で､簡素なテーブルが並び星空を見ながら極上の焼き鳥を味わえるのである｡

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃006
北区「埼玉屋」

配信中

＃6 北区「埼玉屋」／新鮮な豚レバ刺しや串焼きなど最上級の豚の肉に､部位にあわせての
ソースを勧められる｡氷を一切入れず､塩とともに供されるレモンハイは必飲です｡

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃007
赤羽「まるます家」

配信中

＃7 赤羽「まるます家」／赤羽東口の飲み屋街の奥に 風情ある堂々とした佇まいの「まるま
す家」がある｡名物のうなぎ料理などを日本酒とともに堪能する｡

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃008
西巣鴨「高木」

配信中

＃8 西巣鴨「高木」／夕暮れには､明治通り沿いの「高木」へ｡地元の人で活気溢れる大正11
年創業のこの店で､もつ焼きと焼酎「ミルク割り」を堪能する｡

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃009
日暮里「豊田屋」

配信中

＃9 日暮里「豊田屋」／日暮里紳士の憩いの酒場「豊田屋」に行こう｡ひと手間かけた鰯料理
で酒がすすむ｡海の幸を安く美味しく堪能できるお店である｡

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃010
飯田橋「鳥城酒蔵」

配信中

＃10 飯田橋「鳥城酒蔵」／売り切れ必至の牛レバ刺しとナンコツタタキを味わうには､早めに
来店を｡1年中､飲めるにごり酒（親玉）をデザート替わりにシメに飲んでいただきたい｡

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃011
立石「江戸っ子」

配信中

＃11 立石「江戸っ子」／立石で絶大な人気を誇る「江戸っ子」｡常に満席・行列覚悟のこの店
はもつ焼きがメイン｡昔ながらのコの字カウンターで､氷無しのハイボールを飲めばすぐに常
連の仲間入り｡

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃012
新宿「鼎（かなえ）」

配信中

＃12 新宿「鼎（かなえ）」／落ち着いた雰囲気の店､新宿「鼎（かなえ）」｡この時期だけの「ひ
やおろし」を飲み､秋の魚介を中心とした確かな味の料理を堪能｡
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吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃013
曳舟「三祐（さんゆう）酒場」

配信中

＃13 曳舟「三祐（さんゆう）酒場」／常日頃気になっていた「ハイボール」という下町特有の飲
み物。今回はその謎を探るため､創業75年「三祐酒場」へ。ここで下町ハイボールの謎が明ら
かになる！？

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃014
渋谷「富士屋本店」

配信中

＃14 渋谷「富士屋本店」／1周30m以上の巨大立ち飲み屋「富士屋本店」｡立ち飲みとは思え
ないアイデアに溢れたつまみと酒の安さに感激まちがい無し｡

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃015
四つ木「えびす」

配信中

＃15 四つ木「えびす」／大衆酒場「えびす」は地元衆が静かに酒を飲む四つ木のオアシス｡そ
の日市場で仕入れた魚介メニューやフグのひれ酒まで全て安くてうまい！

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃016
品川「あかねや」

配信中

＃16 品川「あかねや」／「あかねや」は魚介が自慢のお店として、この地で50年愛されてき
た。魚介以外にも、鍋料理や国産の牛だけを使う煮込みも人気。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃017
大井町「大山酒場」

配信中

＃17 大井町「大山酒場」／たくさんの家庭的なメニューがある中、冬の時期には「おでん」を
求めて客がやってくる。ぶらりと立ち寄り、暖まってはぶらりと帰るそんな酒場である。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃018
大森「蔦八（つたはち）」

配信中

＃18 大森「蔦八（つたはち）」／コの字カウンターの中では大鍋で継ぎ足し煮込まれ続ける
「煮込み」が待ち受ける。そして何より女将さんの手作りの家庭料理が身も心も温めてくれる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃019
蒲田「鳥万（とりまん）」

配信中

＃19 蒲田「鳥万（とりまん）」／鳥料理のお店が多い蒲田で知らぬものはいない「鳥万」。今で
は鳥以外のメニューも人気で、5階建ての巨大な居酒屋だが連日満席。鍋も1人前なんと380
円からと驚異的！

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃020
中目黒「ばん」

配信中

＃20 中目黒「ばん」／「ばん」は居酒屋の定番「サワー」の発祥地であった。名付け親である
ご主人が焼く極上のヤキトンをサワーで流し込む。そして、謎のメニュー「トンビ」とは？

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃021
勝どき「かねます」

配信中

＃21 勝どき「かねます」／立ち飲み「かねます」。牛刺し、ウニ、白子など高級素材を使った肴
は料亭とも肩を並べるもの。ハイボールでそんな料理を流し込めば、立ち飲みということさえ
忘れる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃022
虎ノ門「鈴傳」

配信中

＃22 虎ノ門「鈴傳」／四谷の酒屋が経営するこの酒場は、「酒を美味しく飲む」ための場所で
値段も雰囲気も庶民的。信じられない安さで、圧倒的な数の日本酒を楽しめる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃023
月島「魚仁」

配信中

＃23 月島「魚仁」／主人が市場で仕入れてきた新鮮な魚介がカウンターに並ぶ「魚仁」。煮
穴子、ホタテ、マグロカマと魚介の迫力と安さで、連日店先にまで客はあふれる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃024
小岩「一力」

配信中

＃24 小岩「一力」／もつ焼きの「一力」は地元に大人気の酒場。1本80円のもつ焼きは薄くス
ライスされ、サッとあぶるため絶品の歯ごたえ！兄弟でやっており2階は趣味の店となってい
る。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃025
錦糸町「三四郎」

配信中

＃25 錦糸町「三四郎」／テレビ初登場となる「三四郎」は錦糸町で渋い光を放つ酒場。岩手
出身の女将さんが切り盛りし、もつ焼きと豊富な家庭料理が自慢の店である。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃026
阿佐ヶ谷「与っ太」

配信中

＃26 阿佐ヶ谷「与っ太」／日本酒好きが高じたご主人が脱サラして開店した「与っ太」。酒は
徹底管理、毎月品揃えを変え、酒を美味しく飲むための肴しか置かないこの酒場には当然日
本酒好きが集う。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃027
湯島「岩手屋」

配信中

＃27 湯島「岩手屋」／岩手郷土料理を出す「岩手屋」は、故郷に帰ったような気分を味わえる
お店。地酒と東北の郷土料理で身も心も温まり、締めは岩手のすいとん「ひっつみ」で幸せ気
分に浸る。

タイトル
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吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃028
中野「八千代」

配信中

＃28 中野「八千代」／中野で50年続く「八千代」は、吉田さん行きつけの居酒屋。カウンター
だけの小さい店ながら温かな雰囲気で女将さんの手料理と隣り合う客同士のトークを楽しめ
る。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃029
練馬「金ちゃん」

配信中

＃29 練馬「金ちゃん」／練馬の超人気店「金ちゃん」。主人の金ちゃんが毎日一串ずつ仕込
むうまいもつ焼きと大衆的な値段のつまみ目当てに客の熱気は最高潮。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃030
上野桜木「おせん」

配信中

＃30 上野桜木「おせん」／建物の存在感に驚く「おせん」はおでんの老舗。おでんしかない店
ではあるが、女将さんの人柄に引きつけられ親子何代にも渡り通う常連が詰め掛ける。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃031
亀有「大衆酒場 ハッピー」

配信中

＃31 亀有「大衆酒場 ハッピー」／「ハッピー」というめでたい名の酒場。驚きの魚介を驚きの
料金で出すお店であった。最後には2500円もする「ハッピー汁」なるメニューに遭遇。その正
体とは？

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃032
新橋「酒蔵 かっぱ」

配信中

＃32 新橋「酒蔵 かっぱ」／吉田さんのホームグラウンド新橋で向かうのは「かっぱ」という夫
婦で営むアットホームな居酒屋。新鮮な魚介を使った料理を堪能する。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃033
京成小岩「銚子屋」

配信中

＃33 京成小岩「銚子屋」／住宅地の中、忽然と現れる酒場「銚子屋」。女将さんが銚子出身
ということで、銚子の味覚を堪能できる。さらに、年中無休で朝7時から営業している気さくなご
夫婦が魅力。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃034
有楽町「鳥藤」

配信中

＃34 有楽町「鳥藤」／有楽町のガード下「鳥藤」は50年の歴史を誇る酒場。席につくなり勝手
にどんどん料理が運ばれてくる。締めは戦後からのメニュー、名物「ミルクワンタン」である。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃035
綾瀬「大松」

配信中

＃35 綾瀬「大松」／もつ焼きの「大松」は綾瀬の超人気店。いくつものオリジナルのモツ料理
が飲んべえの探究心をくすぐる。中でも「バクダン」とは一体何だ？

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃036
菊川「みたかや酒場」

配信中

＃36 菊川「みたかや酒場」／吉田さんの行きつけの酒場「みたかや酒場」。生真面目なご主
人と豪快な肝っ玉かあさんの夫婦で切り盛りするこの店には客が作り出す熱気が溢れる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃037
お花茶屋「東邦酒場」

配信中

＃37 お花茶屋「東邦酒場」／お花茶屋の酒場「東邦酒場」。内装は比較的新しいが実は2代
目が継ぐ歴史ある居酒屋である。若き2代目が考案するユニークなオリジナル料理が堪能で
きる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃038
堀切菖蒲園「喜楽」

配信中

＃38 堀切菖蒲園「喜楽」／創業47年家族経営の店「喜楽」。作り置きはしない手作りの料理
が250ー400円程度と超下町料金。店も客もなかなかディープな雰囲気が漂う。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃039
西大島「こん平」

配信中

＃39 西大島「こん平」／「こん平」には新鮮な豚のホルモン求め遠方からも客が集まる。その
秘密は刺身盛り合わせ900円。極めつけは「ホーデン」。その柔らかさは他の肉と比べ物にな
らない絶品。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃040
東向島「十一屋」

配信中

＃40 東向島「十一屋」／東向島の老舗「十一屋」（じゅういちや）」。料理も下町らしいバラエ
ティに富んだものばかりだが、それだけでは終わらない。1粒で二度美味しいというこの店の
魅力とは？

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃041
静岡「たかの」

配信中

＃41 静岡「たかの」／大正12年創業の老舗居酒屋「たかの」。定番メニューには特別な料理
はないが、季節ごとに地のものをシンプルに味わうことに幸せを噛みしめることが出来る。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃042
焼津「赤兵衛」

配信中

＃42 焼津「赤兵衛」／日本酒を求めたどり着いたのは「赤兵衛」。カツオ中心に焼津でとれた
地魚に地酒を合わせる。最後にはもちろん磯自慢を堪能する。

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：毎月約495本

ＴＢＳオンデマンド見放題

※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。

配信
開始

内容

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃043
用宗「おおいし」

配信中

＃43 用宗「おおいし」／「おおいし」は用宗港近くにあるシラス丼で名高い料理屋。一見怖そう
な主人だが、地元の海の幸を愛し、その素晴らしさを熱く語ってくれる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃044
静岡「たこ八」

配信中

＃44 静岡「たこ八」／話題の「静岡おでん」を求め「たこ八」へ。独特の濃いダシに鰹節粉をか
けるおでん屋の中でも人気の店。屋台から始めたおかあさんが40年継ぎ足したおでんの味は
絶品。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃045
焼津「蓬莱荘」

配信中

＃45 焼津「蓬莱荘」／旅館でもある「蓬莱荘」では、貴重な天然ミナミマグロが味わえる。さら
に、利き酒師の資格を持つご主人の娘さんオススメの地元の銘酒に吉田さんもご満悦。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃046
銀座「三州屋」

配信中

＃46 銀座「三州屋」／銀座の路地にある「三州屋」。中へ入れば銀座の街とは全く違う庶民
的な賑わいがある。130種類ものメニューの中でも名物の「鳥豆腐」は誰もが頼む人気メ
ニュー。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃047
武蔵小山「とり将」

配信中

＃47 武蔵小山「とり将」／何の変哲もない街の焼き鳥屋「とり将」。なんと主人は茶髪の青
年。大丈夫か？と思いつつ出てきた料理は、料亭のごとき美しき料理の数々。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃048
御徒町「味の笛」

配信中

＃48 御徒町「味の笛」／御徒町のガード下にある酒場「味の笛」。1階は立ち飲みでサクッと、
2階はセルフサービスで肴を買いテーブルで気軽に飲めるようになっている。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃049
白金「可呂久」

配信中

＃49 白金「可呂久」／白金の「可呂久」は、2代目の若夫婦が切り盛りしながら昔の風情もう
まく残している。知る人ぞ知る裏メニュー「ちょい焼き」。果たして謎のちょい焼きとは？

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃051
浅草「暮六つ」

配信中

＃51 浅草「暮六つ」／江戸時代の下町を思わせる「暮六つ」へ。大阪・八尾の酒蔵に作らせ
たオリジナル樽酒「金竜山」をぜひ。鬼平が好んで食べたという「白魚の卵とじ」で気分はすっ
かり江戸侍。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃052
中野「桝屋」

配信中

＃52 中野「桝屋」／今回のお目当ては「桝屋」。極上黒毛和牛や幻の地鶏といわれる土佐ジ
ローと素材にとことんこだわる店。芋焼酎「山ねこ」をあわせていただく。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃053
曳舟「岩金」

配信中

＃53 曳舟「岩金」／次々と古い居酒屋が閉店する都心にあって、今や貴重な佇まいの大衆
居酒屋「岩金」へ。ここでの名物は「謎のハイボール」。吉田さんがその謎に迫る？

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃054
新宿「ボルガ」

配信中

＃54 新宿「ボルガ」／煉瓦の外壁に蔦の絡まる外観の「ボルガ」。中は山小屋風の造りで、
山登りが趣味の吉田さんすっかり和んでしまう。炭火で焼かれる焼き鳥、豚モツの種類の豊
富さが人気。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃055
高円寺「抱瓶」

配信中

＃55 高円寺「抱瓶」／東京の沖縄料理ブームの火付け役として有名になったお店「抱瓶」。沖
縄から食材や泡盛を空輸して、本物の味を堪能できる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃056
南砂「山城屋酒場」

配信中

＃56 南砂「山城屋酒場」／創業明治30年、100年以上続く老舗。人気の自家製たまご焼きは
毎日食べても飽きないお袋の味。若者たちの山城屋流ホッピーのお作法を教えてもらう。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃057
月島「岸田屋」

配信中

＃57 月島「岸田屋」／月島商店街に100年以上の歴史をもつ月島で最も古い酒場「岸田屋」
へ。アジのたたき、〆鯖、鰯のつみれなど、お酒にあう魚のメニューが楽しめる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃058
深川「伊せ喜」

配信中

＃58 深川「伊せ喜」／どじょう専門料理店「伊せ喜」。通称「マル」は、秘伝の技で骨までやわ
らかく煮込まれたドジョウがまるごと入っている。このマルを覆うほど葱を載せて食すのが通。

タイトル

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：毎月約495本

ＴＢＳオンデマンド見放題

※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

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃059
鍛冶町「六文銭」

配信中

＃59 鍛冶町「六文銭」／昭和26年創業の「六文銭」。長野県出身の先代が地元農家の納屋
を移築して店を開店。少し濃い味付けのぜんまい煮や天然の鮎塩焼きなど、山里を感じさせ
るメニューが並ぶ。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃060
門前仲町「大坂屋」

配信中

＃60 門前仲町「大坂屋」／大正13年創業の「大阪屋」。6人も座ればいっぱいとなるヒノキの
カウンターの真ん中に鎮座する大きな鍋には、女将が守り続ける「牛煮込み」が湯気を立てて
いる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃061
南新宿「馬鹿牛」

配信中

＃61 南新宿「馬鹿牛」／南新宿の「馬鹿牛」は、主人が先見の明で選んだ、焼酎と上質の
馬・鹿・牛肉料理で勝負する店。研究熱心な主人の手腕で、肉と焼酎の絶妙なマッチングを
存分に味わえる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃062
経堂「関所」

配信中

＃62 経堂「関所」／都心に程近いベッドタウン経堂の「関所」。4代続く畳店を改造し、店主が
はじめた大衆居酒屋。その眼力で選ばれた焼とんの味には定評がある。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃063
参宮橋「さつき」

配信中

＃63 参宮橋「さつき」／15才からその道一筋の生真面目店主が選んだ旬の魚や客の要望で
生まれた素朴な味「卵揚げ」。まるで家族団欒の食卓で味わっているような錯覚に陥る、温か
い家庭料理の店。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃064
下北沢「八峰」

配信中

＃64 下北沢「八峰」／下北沢のはずれにひっそり佇む「八峰」。古くからそれらアーティスト達
が集う、鳥料理が自慢の店。常連に大人気なのは「つくねのユズシオ・ニラタレ」。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃065
三軒茶屋「久仁」

配信中

＃65 三軒茶屋「久仁」／三軒茶屋「モツ焼 久仁」。中目黒「ばん」で修業した店主のサワー
が、酒の売上の八割を占めるほどの名物。モツ焼は全て1本100円など格安で美味しい料理
が味わえる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃066
野毛「武蔵屋」

配信中

＃66 野毛「武蔵屋」／酒場は看板も無い木造の一軒家、野毛の名店「武蔵屋」である。2人の
おばあちゃん姉妹が切り盛りする店で頂くのは、夏でも冬でも燗酒3杯とおからや湯豆腐など
5品のみ。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃067
野毛「鳥芳」

配信中

＃67 野毛「鳥芳」／夜の野毛を散策し「鳥芳」という店に入る。中は10人ほど座れるL字型の
カウンターのみ。当然、焼鳥屋と思いきや魚介や野菜、ステーキまで何でも焼いてしまう店
だった。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃078
日本橋「安兵衛（やすべえ）」

配信中

＃78 日本橋「安兵衛（やすべえ）」／ビルの谷間に建つ一軒屋の居酒屋「安兵衛」へ。日本橋
らしく落ち着いた店であるが、おでんコーナーあり自慢の魚介の刺身ありとバランスの取れた
メニューが嬉しい。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃079
上野「大統領」

配信中

＃79 上野「大統領」／上野「大統領」は、ガード下で朝から終電近くまで賑わうもつ焼きの店。
馬モツの煮込みや40度の電気ブランなど、珍しいラインナップが揃う。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃080
銀座「江戸源」

配信中

＃80 銀座「江戸源」／「江戸源」は昭和30年創業の木造2階建てのおでん屋。元は芸者の置
屋だったという。薄味のおでんが美味しいのはもちろんだが、刺身などの他のメニューも充実
している。

宮部みゆき原作「スナーク狩り」【TBSオンデマン
ド】

配信中

“復讐”をテーマに、たった一日の出来事を描き出したノンストップ・サスペンス。初期の宮部
作品の中でも突出した名作といわれている「スナーク狩り」をドラマ化！

宮部みゆき原作「レベル7」【TBSオンデマンド】

配信中

宮部みゆきサスペンスの最高峰とも評される「レベル7」を映像化！玉木宏、杏、瀧本美織、
田中哲司、竜雷太、白井晃、佐野史郎、伊原剛志ら豪華俳優陣が勢ぞろい！

宮部みゆき原作「理由」【TBSオンデマンド】

配信中

宮部みゆきの代表作の一つで、1998年に直木賞を受賞した長編小説「理由」を超豪華なキャ
スティングと斬新な脚色により、壮大なスケールでドラマ化！

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：毎月約495本

ＴＢＳオンデマンド見放題

※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。

配信
開始

内容

向田邦子 ドラマの小箱（スタッフ秘話編）【TBSオ
ンデマンド】

配信中

向田邦子ドラマを手がけたスタッフへのインタビュー番組。ドラマ制作当時の裏話などを語る。
（小道具・臼田義和氏、テクニカルディレクター・今井克氏、美術・宮沢利昭氏）

向田邦子 ドラマの小箱（久世光彦編）【TBSオン
デマンド】

配信中

向田邦子ドラマを手がけたプロデューサー・久世光彦へのインタビュー番組。ドラマ制作当時
の裏話などを語る。

タイトル

＃1 禁断の愛と知らずに／3ヶ月という条件で女子高校の生物教師を引き受けた羽村隆夫。
着任初日の朝、偶然同校の生徒・二宮繭と出会う。始業式の後、同僚の宮原に生物室を案
内された隆夫は、教壇に隠れている繭に気付いた。そして宮原が教室を出た後、繭は自己紹
介をして去っていった。そして繭は初授業を終え帰る隆夫を尾行し、隆夫のアパートまで上が
り込んでしまう。
＃1 禁断の愛、再び／私立日向女子高校に通うごく普通の女子高生・雛は、保健室で顔見知
りになったばかりの同級生・紅子と夜の繁華街へ繰り出す。そして、ゲームセンターで1人で無
表情にゲームをしている郁巳と出会う。郁巳の雰囲気に引き込まれ、彼の部屋まで付いて来
てしまった雛は、郁巳から「何もしないから、朝まで一緒に眠って欲しい」と頼まれ、一夜をとも
に過ごす。

高校教師（真田広之､桜井幸子）【TBSオンデマン
ド】 第01～11話（最終話）

配信中

高校教師（藤木直人､上戸彩）【TBSオンデマンド】
＃01～11（最終話）

配信中

松田聖子の-はじめての情事【TBSオンデマンド】
第01話

配信中

前編／スポーツインストラクターの石井恵子（松田聖子）は、妻子ある中西（勝野洋）と不倫関
係にあった。恵子の父・菊次（小林桂樹）は恵子を激しく責め…。

松田聖子の-はじめての情事【TBSオンデマンド】
第02話（最終話）

配信中

後編／中西（勝野洋）は妻と別居し、恵子（松田聖子）のアパートで暮らし始めていた。そんな
中、中西の妻が自殺を図る。自殺は未遂に終わるが…。

松本清張おんなシリーズ1「張込み」【TBSオンデ
マンド】

配信中

※本編はカラーです。／1978年の日曜劇場から松本清張原作のおんなシリーズをお届け。主
演・吉永小百合、プロデューサー・石井ふく子で贈る、本格サスペンス！！

松本清張おんなシリーズ2「馬を売る女」【TBSオ
ンデマンド】

配信中

※本編はカラーです。／1978年の日曜劇場から松本清張原作のおんなシリーズをお届け！
主演・倍賞千恵子、プロデューサー・石井ふく子で贈る、サスペンス！

松本清張おんなシリーズ3「心の影」【TBSオンデ
マンド】

配信中

1978年の日曜劇場から松本清張原作のおんなシリーズをお届け。出演・大空真弓、渡瀬恒
彦、プロデューサー・石井ふく子で贈る、ラブサスペンス！！

松本清張おんなシリーズ4「足袋」【TBSオンデマ
ンド】

配信中

日曜劇場から松本清張原作のおんなシリーズをお届け。池内淳子主演、愛憎が絡み合うサ
スペンス！

冗談じゃない！【TBSオンデマンド】 第01～11話
（最終話）

配信中

＃1 妻の母が元彼女！？その関係はヤバスギ／圭太（織田裕二）は妻・絵恋（上野樹里）と
フランス・ニースで幸せに浸っていた。そこで彼女の家族と対面するが、母親を見た圭太はあ
然。なんと母親は元恋人の女性だった。

職員室【TBSオンデマンド】 第01～12話（最終話）

配信中

第1回 帰って来た女教師／元教師の矢崎葉子（浅野温子）は、かつての同僚で恋人でもあっ
た津田雅史（仲村トオル）から依頼され、江戸川南中学校でふたたび教職に就くが…。

世界の中心で､愛をさけぶ【TBSオンデマンド】 第
01～11話（最終話）

配信中

＃1／恋人を亡くして以来心を閉ざした主人公が、彼女の思い出と向き合い、未来へ踏み出
すまでを描く。大ベストセラーとなった同名小説のドラマ化！病理医として働くサク（緒形直人）
に、恩師・谷田部（松下由樹）からハガキが届く。それをきっかけに、サクが高校時代に経験し
た、運命的な純愛の記憶がよみがえる。

青木裕子のナポリ･ピザ紀行【TBSオンデマンド】

配信中

TBS女子アナウンサーきっての食いしん坊･青木裕子が､“ピザ発祥の地”南イタリア･ナポリを
訪れ、ピザの極意を探りました！

青木裕子のパリ･スウィーツ紀行【TBSオンデマン
ド】

配信中

TBSアナウンサー青木裕子がパリのスイーツ事情をお伝えします！

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：毎月約495本

ＴＢＳオンデマンド見放題
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青木裕子のベルギー チョコレート紀行【TBSオン
デマンド】

配信中

TBSアナウンサーきっての甘党･青木裕子アナが､とろける美味しいチョコレートを求め､チョコ
の本場ベルギーへ！

青木裕子の知床・流氷紀行【TBSオンデマンド】

配信中

TBSアナウンサー青木裕子が流氷を求めて冬の知床を訪れる。厳しくも美しい冬の北海道の
景観もたっぷり。温暖化のため減少傾向にある流氷との邂逅は…？

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃17

配信中

＃17 地球の“へそ”ウルル（オーストラリア）／“大陸縦断鉄道 ザ･ガン”“ウルル サンライズ
＆ドットペインティング”“ウルル サンセット”を紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃18

配信中

＃18 迷宮古都 トレド（スペイン）／“ドン･キホーテの故郷 カンポ･デ･クリプターナ”“迷宮の古
都 トレドへ”“気さくで陽気なトレドの人々”を紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃19

配信中

＃19 水辺の宝石 ヴェネツィア（イタリア）／“運河の街 ヴェネツィア”“ガラスの里 ムラーノ島”
“手漕ぎボートの祭典「ヴォガロンガ」”を紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃20

配信中

＃20 果てしない平原 セレンゲティ国立公園（タンザニア）／“オルドバイ渓谷”“セレンゲティ
国立公園”“バルーンサファリ”を紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃21

配信中

＃21 山紫水明の天地 桂林（中国）／“中国が誇る絶景の故郷、桂林”“龍勝棚田（リュウショ
ウタナダ）”“桂林観光のハイライト・璃江下り”を紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃22

配信中

＃22 音楽家ゆかりの地 ザクセン州（ドイツ）／“ライプツィヒ”“ドレスデン、ザクセンスイス”“ド
レスデン”を紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃23

配信中

＃23 アルプスの輝き ドロミーティ（イタリア）／“驚異の大自然 ・ ドロミーティ山群”“霧に佇む
ミズリーナ湖”“ドロミーティ屈指の峻峰 トレ・チーメ”を紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃24

配信中

＃24 大草原に生きる アルタンブラグ（モンゴル）／“大草原の国”“遊牧民一家との出会い”
“夏の大運動会「ナーダム」”を紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃26

配信中

＃26 山岳鉄道で行くアルプス（スイス）／“ルツェルン”“インターラーケン”“ツェルマット”を紹
介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃28

配信中

＃28 アドリア海の真珠 ドゥブロヴニク（クロアチア）／“花の街・サグレブ”“要塞都市・ドゥブロ
ヴニク”“セピアの光を放つ夜の旧市街”を紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃29

配信中

＃29 大河に揺られてドナウデルタ（ルーマニア）／“革命の傷跡が残るブカレスト、国民の館”
“原始の大河ドナウデルタ”“ペリカンを追って”を紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃30

配信中

＃30 奇岩の大パノラマ カッパドキア（トルコ）／“アジアとヨーロッパの交差点”“不思議な温
泉 パムッカレ”“奇岩の絶景 カッパドキア”を紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃32

配信中

＃32 北極圏に輝くオーロラ（フィンランド）／“旅は首都ヘルシンキからスタート”“北上して北
カレリア地方へ”“旅のクライマックス オーロラハンティング”を紹介。

タイトル

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：毎月約495本

ＴＢＳオンデマンド見放題

※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

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃33

配信中

＃33 星空の村テカポ（ニュージーランド）／“クライストチャーチ”“マウント･クック”“テカポ”を
紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃35

配信中

＃35 ノルマンディの風に吹かれて（フランス）／“旅の出発点は 華の都 パリ”“光と影の港町
オンフルール”“人類の叡智の結晶 モン･サン･ミッシェル”を紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃37

配信中

＃37 フィヨルドと氷河の王国（ノルウェー）／“首都オスロからフィヨルド観光の玄関口ベルゲ
ン”“世界最長・最深のソグネフィヨルド”“ノールフィヨルドから世界遺産ガイランゲルフィヨルド
へ”を紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃39

配信中

＃39 大峡谷を走るチワワ太平洋鉄道（メキシコ）／“最高の朝日を独り占め”“大渓谷…コッ
パー・キャニオン”“タラウマラ族との出会い”を紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃41

配信中

＃41 オルカの住む海バンクーバー島（カナダ）／“ビクトリア州議事堂のライトアップ”“トフィー
ノの夕陽”“イルカの群れに見送られて”を紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃42

配信中

＃42 夜空に舞う燈火 チェンマイ（タイ）／“チェンマイ”“パーノックコッコ村”“ロイカトーン“を
紹介。

地球絶景紀行【TBSオンデマンド】 ＃47

配信中

＃47 密林を行く アマゾン（ブラジル）／“アマゾンの巨大都市マナウス”“伝説のピンクイルカ”
“命輝くアマゾンに沈む夕日”を紹介。

湯けむりバスツアー 桜庭さやかの事件簿【TBSオ
ンデマンド】

配信中

萬田久子演じるバスガイド・桜庭さやかと、葛山信吾演じる運転手・富田林太郎が殺人事件
に巻き込まれる2時間サスペンス。共演は大浦龍宇一、酒井美紀ほか。

湯けむりバスツアー 桜庭さやかの事件簿2【TBS
オンデマンド】

配信中

萬田久子演じるバスガイド・桜庭さやかと、葛山信吾演じる運転手・富田林太郎が殺人事件
に巻き込まれる2時間サスペンス第2弾。共演は渡辺いっけい、坂口良子ほか。

湯けむりバスツアー 桜庭さやかの事件簿3【TBS
オンデマンド】

配信中

萬田久子演じるバスガイド・桜庭さやかと、葛山信吾演じる運転手・富田林太郎が殺人事件
に巻き込まれる2時間サスペンス第3弾。共演は渡辺いっけい、芳本美代子ほか。

湯けむりバスツアー 桜庭さやかの事件簿4【TBS
オンデマンド】

配信中

萬田久子演じるバスガイド・桜庭さやかと、葛山信吾演じる運転手・富田林太郎が殺人事件
に巻き込まれる2時間サスペンス第4弾。共演は渡辺いっけい、田中美里ほか。

湯けむりバスツアー 桜庭さやかの事件簿5【TBS
オンデマンド】

配信中

萬田久子演じるバスガイド・桜庭さやかと、葛山信吾演じる運転手・富田林太郎が殺人事件
に巻き込まれる2時間サスペンス第5弾。共演は渡辺いっけい、床嶋佳子ほか。

徳さんのお遍路さん 遍路は続くよ どんどんどこ
までもスペシャル【TBSオンデマンド】

配信中

これまでの総集編として、徳島県の1番札所から12番札所までの見どころを紹介！人々との
触れあいや美しい四国の自然、立ちよりスポットやグルメ情報も満載でお届けする。

猫弁 -死体の身代金-【TBSオンデマンド】

配信中

猫を愛する天才弁護士・百瀬太郎（吉岡秀隆）が事件に挑むミステリー。共演は杏、キムラ緑
子、柳原可奈子、板谷由夏、荒川良々、塩見三省、伊東四朗、渡辺美佐子ら。

猫弁と透明人間【TBSオンデマンド】

配信中

吉岡秀隆主演。猫に囲まれた心優しき天才弁護士「猫弁」シリーズ待望の第2弾！共演は
杏、柳原可奈子、板谷由夏、坂井真紀、坂東三津五郎、陣内孝則、伊東四朗ほか。

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：毎月約495本

ＴＢＳオンデマンド見放題

※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
放課後はミステリーとともに【TBSオンデマンド】
＃01～09（最終話）

配信
開始
配信中

内容
1回表｢UFO殺人事件！-X山ファイル-｣／霧ヶ峰涼（川口春奈）は鯉ヶ窪学園探偵部の副部
長。変人の生物教師・石崎浩見（速水もこみち）に探偵部の顧問就任を頼んでいた矢先に事
件発生！謎の解明を始めるが…。

第一話 「恋と恐怖」／太郎（オダギリジョー）は祖母・明子（八千草薫）が営む駄菓子屋「さくら

おかしの家【TBSオンデマンド】 第01～10話（最終
10月1日～ や」を守ろうと奮闘するがうまくいかない。そんな中、幼馴染の礼子（尾野真千子）と再会す
話）
る。

ブラザー☆ビート【TBSオンデマンド】 第01～11話
（最終話）

10月1日～

＃1 長男の逆玉見合い／母・春恵（田中美佐子）、長男・達也（玉山鉄二）を筆頭に次男・陸
（速水もこみち）、三男・純平（中尾明慶）の桜井家。そんな桜井家ではいつも言い争いが…。

映画「ケータイ刑事 THE MOVIE バベルの塔の秘
黒川芽以、堀北真希、夏帆…ドラマ版の歴代ヒロインが集結。女子中高生が携帯電話を使っ
10月1日～
て難事件を解決する人気シリーズの映画化第1弾！
密 -銭形姉妹への挑戦状」【TBSオンデマンド】

映画「ケータイ刑事 THE MOVIE2 石川五右衛門
一族の陰謀 -決闘！ゴルゴダの森」【TBSオンデ
マンド】

10月1日～

人気ドラマシリーズ映画化第2弾！小出早織と夏帆が共演！また、国広富之と松崎しげるの
「トミーとマツ」コンビが復活！宍戸錠らに加え、星野真里がシリーズ初出演。

怪談新耳袋【TBSオンデマンド】 第1シリーズ

10月1日～

第1シリーズ／内山理名、要 潤、大森南朋ほか出演。押し入れから音が…カセットを取りだし
聞いてみると「ワタシ、マダ、ココニイルヨ」。「カセットテープ」などコワイ話全20話。

怪談新耳袋【TBSオンデマンド】 第2シリーズ

10月1日～

第2シリーズ／筧利夫、三船美佳ほか出演。祖父から「今日は絶対に仏壇を開けちゃだめだ
よ」と言われたつぐみだが…。「開けちゃだめ」など、コワイ話全13話。

怪談新耳袋【TBSオンデマンド】 第3シリーズ

10月1日～

第3シリーズ／堀北真希、坂井真紀ほか出演。出張先の宿泊したホテルの部屋。自分以外誰
もいるはずがないが…。「もうひとり」など、コワイ話全13話。

怪談新耳袋【TBSオンデマンド】 第4シリーズ

第4シリーズ／黒川芽以、近藤芳正ほか出演。藤田の一人娘の舞が亡くなって初七日が過ぎ
10月1日～ た頃、どこからか死んだはずの舞の声が聞こえてきた。「舞ちゃんの声」など、コワイ話全19
話。

怪談新耳袋【TBSオンデマンド】 第5シリーズ（最
終話）

10月1日～

第5シリーズ／星野真里、小池里奈ほか出演。「怪談新耳袋・第十夜」一晩で99話を一気に読
むとたたりが起こる。気が付くと99話目になってしまい…。「同じ傷」などコワイ話全20話

