
2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：毎月約495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
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あいくるしい【TBSオンデマンド】 第01話 5月1日～
＃1 はじめて流した涙／山間の町に暮らす真柴家。ある日、母・由美（原田美枝子）が入院す
ることになった。長女・みちる（綾瀬はるか）は家事をこなし、長男・豪（市原隼人）はアルバイト
に励む。

あいくるしい【TBSオンデマンド】 第02話 5月1日～
＃2 炎の兄弟愛／豪（市原隼人）がアルバイト先で出会った少女・奈々（志保）は、何かと豪
に付きまとう。そして、「1日で大金が入るバイトがある」と言って、豪に頼みごとをするが…。

あいくるしい【TBSオンデマンド】 第03話 5月1日～
＃3 母親の命の言葉／由美（原田美枝子）の病気が心配な豪（市原隼人）は、由美の病気を
治せる医者を探すため上京。病院を訪ね歩く豪だったが…。

あいくるしい【TBSオンデマンド】 第04話 5月1日～
＃4 妻が夫に愛される理由 -その時子供達は泣いた／「生きるために子供たちのいる家に戻
る」と言って由美（原田美枝子）が病院から戻ってきた。由美はみちる（綾瀬はるか）が大学に
合格したことを家族に告げるが…。

あいくるしい【TBSオンデマンド】 第05話 5月1日～
＃5 家族最期の思い出 -僕達は母さんから生まれた／村祭りの日、豪（市原隼人）は元ボク
サーの竜一（萩原聖人）にボクシングを教えて欲しいと頼み込む。また、みちる（綾瀬はるか）
は淳一（小栗旬）と祭りに出かけ…。

あいくるしい【TBSオンデマンド】 第06話 5月1日～
＃6 さよならのバトン／唄（松本梨菜）を寝かしつけていた由美（原田美枝子）は、そのまま息
を引き取った。由美の急死に直面した徹夫（竹中直人）は姿を消してしまう。

あいくるしい【TBSオンデマンド】 第07話 5月1日～
＃7 家族のチーム力／父親として頑張る徹生（竹中直人）を見て、みちる（綾瀬はるか）や豪
（市原隼人）も元気に振舞う。そんな中、男とコソコソ付き合っていると徹生に叱られたみちる
は…。

あいくるしい【TBSオンデマンド】 第08話 5月1日～
＃8 恋におちる家族／徹生（竹中直人）が出会った定食屋の店員・園子（原田美枝子）は由
美に生き写しだった。一方、みちる（綾瀬はるか）は淳一（小栗旬）の婚約者と鉢合わせしてし
まう。

あいくるしい【TBSオンデマンド】 第09話 5月1日～
＃9 家族の崩壊／唄（松本梨菜）は、園子（原田美枝子）を見て本当の母親と勘違いしてしま
う。園子に惹かれている徹生（竹中直人）を許せないみちる（綾瀬はるか）は…。

あいくるしい【TBSオンデマンド】 第10話 5月1日～
＃10 愛してるのサイン／園子（原田美枝子）の出現で、真柴家はギクシャクしはじめた。雰囲
気を察した豪（市原隼人）は、この状態を何とかするため家族会議を開くことを提案する。

あいくるしい【TBSオンデマンド】 第11話（最終話） 5月1日～
＃11 なみだのバトン／豪（市原隼人）、幌（神木隆之介）、みちる（綾瀬はるか）ら真柴家は、
由美（原田美枝子）の墓の前で家族の絆を取り戻すことを誓う。そして、家族再生へ向け歩み
はじめる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃130
庚申塚「庚申酒場」

5月1日～
＃130 庚申塚「庚申酒場」／50年以上続いているという奇跡の酒場「庚申酒場」。戦争も体験
しているというおばあちゃんを慕って集まる客は、みなホッピーを頼む。

Around40 -注文の多いオンナたち-【TBSオンデ
マンド】 第01話

配信中
＃1 かわいそうなの、私？／緒方聡子（天海祐希）39歳、優秀な精神科医、独身。この5年間
結婚どころか彼氏すらいないが、楽しく“おひとりさま”の人生を謳歌していた。

Around40 -注文の多いオンナたち-【TBSオンデ
マンド】 第02話

配信中
＃2 39歳のプライドと偏見／後輩の奈央（大塚寧々）が結婚し焦りを感じた聡子は、誰にも内
緒で結婚相談所に入会する。お見合いをしたり婚活パーティーに参加するが…。

ＴＢＳオンデマンド見放題
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Around40 -注文の多いオンナたち-【TBSオンデ
マンド】 第03話

配信中
＃3 思いこみ女vs非常識男／聡子（天海祐希）の勤める精神科に声が出なくなった男の子が
やってきた。治療方針をめぐり、聡子と対立した恵太朗（藤木直人）が暴走し…。

Around40 -注文の多いオンナたち-【TBSオンデ
マンド】 第04話

配信中
＃4 気の合う男vs昔の男／偶然、お笑いライブで出くわした恵太朗（藤木直人）と意気投合し
た聡子（天海祐希）。2人は次のお笑いライブに行く約束をするが、そんな聡子を監視する男
の影が…。

Around40 -注文の多いオンナたち-【TBSオンデ
マンド】 第05話

配信中
＃5 39歳、人生最後の恋／和哉（加藤雅也）にプロポーズされた聡子（天海祐希）はうれしさ
を隠せない。しかし、和哉には隠された衝撃の過去が…。

Around40 -注文の多いオンナたち-【TBSオンデ
マンド】 第06話

配信中
＃6 格差恋愛の建前と本音／少しずつ距離が近付く聡子（天海祐希）と恵太朗（藤木直人）。
しかし、仕事でもプライベートでも恵太朗に気を使い疲れる聡子。そんな彼女を見て、恵太朗
はある決意をする！

Around40 -注文の多いオンナたち-【TBSオンデ
マンド】 第07話

配信中
＃7 4人目のアラフォー／晴れて気持ちを確かめ合う聡子（天海祐希）と恵太朗（藤木直人）
だったが、恵太朗の部屋には怪しい女の気配が…。帰ってきた恵太朗に謎の女が「結婚し
て」と迫る！

Around40 -注文の多いオンナたち-【TBSオンデ
マンド】 第08話

配信中
＃8 彼が結婚しない理由／恵太朗（藤木直人）はこれまで拒絶してきた父親について、初め
て聡子に打ち明ける。それを聞いた聡子は、ある行動に出る！

Around40 -注文の多いオンナたち-【TBSオンデ
マンド】 第09話

配信中
＃9 誕生日にプロポーズ！？／瑞恵（松下由樹）の息子・洋介がガラスで怪我をして聡子（天
海祐希）の病院に救急車で運ばれてきた。聡子と恵太朗（藤木直人）は洋介の様子に不審を
抱く。

Around40 -注文の多いオンナたち-【TBSオンデ
マンド】 第10話

配信中
＃10 事実婚のウソと真実／聡子（天海祐希）の父・友康（林隆三）が倒れ、保険証を見た聡
子は友康と晴子（加賀まりこ）が入籍していないことを知る。その真相を知り…。

Around40 -注文の多いオンナたち-【TBSオンデ
マンド】 第11話（最終話）

配信中
＃11 40歳、幸せの決断／聡子（天海祐希）が勤める病院が閉鎖になってしまった。恵太朗
（藤木直人）に北海道で一緒に働こうと誘われた聡子だが…。

First Love【TBSオンデマンド】 ＃01 配信中
＃1 くちびるの記憶／高校教師の直（渡部篤郎）は教え子の夏澄（深田恭子）と恋に落ちるが
ある事件を機に姿を消す。

First Love【TBSオンデマンド】 ＃02 配信中
＃2 裏切りの恋／5年ぶりに再会した直（渡部篤郎）と夏澄（深田恭子）。夏澄の姉で婚約者
の朋子（和久井映見）との結婚を貫く直に対し、夏澄は想いを断ち切ることが出来ずにいた。

First Love【TBSオンデマンド】 ＃03 配信中
＃3 破られた秘密！！／夏澄（深田恭子）は直（渡部篤郎）に「つきまとわれて迷惑だ」と拒絶
されショックを受ける。が、朋子（和久井映見）はそんな2人を度々ひき合わせ…。

First Love【TBSオンデマンド】 ＃04 配信中
＃4 愛という名の別れ／朋子（和久井映見）は直（渡部篤郎）が夏澄（深田恭子）の高校で教
師をしていた事を知り…。

First Love【TBSオンデマンド】 ＃05 配信中
＃5 逃げられない影／清一（池内博之）は夏澄（深田恭子）を愛する余り過去に何があったの
かと直（渡部篤郎）に詰め寄る。直の心には5年前の夏澄への思いが蘇り…。
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First Love【TBSオンデマンド】 ＃06 配信中
＃6 生命がけの告白／直（渡部篤郎）は夏澄（深田恭子）への愛を貫き、朋子（和久井映見）
を説き伏せる。朋子から婚約解消の話を聞いた夏澄は、姉の突然の決断に困惑する。

First Love【TBSオンデマンド】 ＃07 配信中
＃7 赤い傘の罠／直（渡部篤郎）は気持ちを告白したが、夏澄（深田恭子）は直の胸に飛び
込めずにいた。そんな中、直に仕事上のトラブルが発生する。

First Love【TBSオンデマンド】 ＃08 配信中
＃8 運命を変えた一夜／朋子（和久井映見）が直（渡部篤郎）を取り戻そうと夏澄（深田恭子）
に宣戦布告。しかし、友人達から励まされた夏澄は改めて直への思いを強くする。

First Love【TBSオンデマンド】 ＃09 配信中
＃9 毒入りのワイン／家族の中に自分の居場所がないと疎外感を感じた朋子（和久井映見）
は姿を消す。一方、夏澄（深田恭子）は直（渡部篤郎）の元へ行く事を決意するが…。

First Love【TBSオンデマンド】 ＃10 配信中
＃10 空に舞う心／朋子（和久井映見）は直（渡部篤郎）と夏澄（深田恭子）に胸中の苦しみを
知られて困惑。投身自殺をするため母の病院へ向かい…。

First Love【TBSオンデマンド】 ＃11（最終話） 配信中
＃11 約束の場所へ／直（渡部篤郎）と別れた夏澄（深田恭子）は転勤する。清一（池内博之）
は直への思いを断ち切るためだと察する。そして、直と朋子（和久井映見）の結婚式の日を迎
え…。

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

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-【TBSオンデマンド】

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。

Kesennuma,Voices.7 東日本大震災復興特別企
画 -2017 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7弾。大きく変わりつつある町
の様子や、新居で新しい生活を始める方などの“声”を記録する。

SCANDAL【TBSオンデマンド】 第01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…。

SCANDAL【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
＃2 女友達の不幸は密の味／理佐子（戸田菜穂）が失踪してしまった。刑事・勝沼（小日向文
世）に4人の責任だと言われた貴子（鈴木京香）たちは、理佐子を探すことになるのだが…。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：毎月約495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

ＴＢＳオンデマンド見放題

SCANDAL【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
＃3 夫たちにお仕置き／理佐子（戸田菜穂）の失踪事件が報道され、貴子（鈴木京香）たちの
家庭は大揉めに。貴子・ひとみ（長谷川京子）・真由子（吹石一恵）は、家を飛び出してしまい
…。

SCANDAL【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
＃4 衝撃！！夫が逮捕される／独自に調査を始めた貴子（鈴木京香）は、理佐子（戸田菜
穂）と最後に会ったバーへ。同じ頃、真由子（吹石一恵）の夫・賢治（遠藤憲一）が高柳家に
やって来る。

SCANDAL【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
＃5 真相！！全てがつながる／久木田（加藤虎之介）から理佐子（戸田菜穂）の無事を知ら
せるメールを見せられた貴子（鈴木京香）。その後、たまき（桃井かおり）らと食事をすることに
した貴子は…。

SCANDAL【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
＃6 新展開！！女たちの逆襲／ニューヨークから戻った久木田（加藤虎ノ介）は貴子（鈴木京
香）に、自身の傷害事件について語った。それにはたまき（桃井かおり）の夫・哲夫（石原良
純）も関係し…。

SCANDAL【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
＃7 秘密の部屋／結婚式の夜、理佐子（戸田菜穂）が一緒にホテルに行った男は金沢（春田
純一）という男だった。金沢は久木田（加藤虎ノ介）が傷害事件を起こした相手で…。

SCANDAL【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
＃8 妻の涙、母の涙／哲夫（石原良純）が理佐子（戸田菜穂）を匿っていたため、たまき（桃井
かおり）の元に勝沼（小日向文世）が来訪。たまきは「もう会わない」と貴子（鈴木京香）に告げ
る。

SCANDAL【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
＃9 妻が夫を捨てる日／哲夫（石原良純）から、理佐子（戸田菜穂）の手紙を受け取った貴子
（鈴木京香）たち。だが、またしても理佐子は行方不明に。手紙を手がかりに、貴子たちは…。

SCANDAL【TBSオンデマンド】 第10話（最終話） 配信中
＃10 友よ！大切な人よ／理佐子（戸田菜穂）と再会した、貴子（鈴木京香）・真由子（吹石一
恵）・たまき（桃井かおり）。理佐子の口から真相が語られる中、ひとみ（長谷川京子）が駆け
つける。

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・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。

アリスの棘【TBSオンデマンド】 第01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…。

アリスの棘【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／STORY＃02 野心家に悲しみ
の報復を／明日美（上野樹里）の父親の手術時に伊達の指導医だった千原（田中直樹）は、
次期教授候補として頭角を現していた。だが、出世と研究のことしか頭にない千原は…。

アリスの棘【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
STORY＃03 復讐崩壊裏切りと禁断の罠／病院の顧問弁護士・日向（尾美としのり）が父の
死に関わっていると知った明日美（上野樹里）は、日向に接近する。そんな明日美に西門（オ
ダギリジョー）は…。

アリスの棘【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／STORY＃04 復讐完結禁断の
新薬実験／磐台教授（岩城滉一）と裏取引をしている手塚製薬が新薬の治験を行うという。
磐台は自分の患者である登山家・萩原（榎木孝明）を治験に参加させると言い出し…。
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アリスの棘【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
STORY＃05 暴かれる父の死のすべて／明日美（上野樹里）に小山内（眞島秀和）が亡くなっ
た日の事を詳しく聞いた西門（オダギリジョー）は、何か引っかかりを感じる。そこで蛭子（六平
直政）を呼び出し…。

アリスの棘【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
STORY＃06 冷酷非情父を殺した、鉄の女／磐台教授（岩城滉一）の別荘で手に入れた手が
かりを元に、看護師の直子（山本未来）に近付く明日美（上野樹里）。直子は明日美の父の死
に関する秘密を知っているのか？

アリスの棘【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
STORY＃07 蘇る女！復讐には復讐を／磐台（岩城滉一）に正体を知られた明日美（上野樹
里）は、改ざんされた父の手術看護記録を有馬（國村隼）に渡すことに。西門（オダギリジョー）
は反対するが…。

アリスの棘【TBSオンデマンド】 第08話 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／STORY＃08 復讐の女再び…
狂気のオペ計画始動／明日美（上野樹里）をかばって伊達（藤原紀香）に刺された悠真（中村
蒼）が亡くなった。明日美は悠真を巻き込んでしまった自責の念に駆られ、部屋に閉じこもっ
てしまう。

アリスの棘【TBSオンデマンド】 第09話 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／STORY＃09 最終決戦屈辱・
裏切り・逆転！そして希望の明日／有馬（國村隼）が健太（竹場龍生）の腎臓を狙っていると
確信する明日美（上野樹里）と西門（オダギリジョー）。何とか、健太の手術を阻止しようとする
が…。

アリスの棘【TBSオンデマンド】 第10話（最終話） 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／STORY＃10 真実の残酷な棘
-それぞれの光／西門（オダギリジョー）から「君を裏切ろうとしている」という電話を受けた明
日美（上野樹里）は、西門が有馬（國村隼）を追って向かっている空港へと急ぐが…。

いま、会いにゆきます【TBSオンデマンド】 第01話 配信中
＃1 6週間の奇跡／秋穂巧（成宮寛貴）は、1年前に死んだはずの妻・澪（ミムラ）と再会する。
息子・佑司（武井証）は再会を喜ぶが、澪は過去の記憶をすべて失っていて…。

いま、会いにゆきます【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
＃2 授業参観／巧（成宮寛貴）と佑司（武井証）は、澪（ミムラ）が戻ってきたことを秘密にする
ことに。しかし、どうしても信じられない巧は主治医の本郷尚美（余貴美子）に相談する。

いま、会いにゆきます【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
＃3 約束／記憶を失った澪（ミムラ）だが、少しずつ笑顔を取り戻す。そんな中、巧（成宮寛
貴）は勤め先でミスをしてしまい…。

いま、会いにゆきます【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
＃4 母の愛／「佑司（武井証）の成長の記録」と書かれた箱を見つけた澪（ミムラ）。そこには
四つ葉のクローバーが入っていた。澪からもらったものだと巧（成宮寛貴）は言うが…。

いま、会いにゆきます【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
＃5 恋の予感／中学時代の思い出を澪（ミムラ）に話す巧（成宮寛貴）。澪は自分達がどう
やってお互いの気持ちを知り、付き合いだしたかを巧から聞く事に…。

いま、会いにゆきます【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
＃6 三角関係／巧（成宮寛貴）は、図書館の館長（谷啓）から、リストラの対象になっているこ
とを告げられる。さらに無理をして残業した結果、ついに発作で倒れ…。

いま、会いにゆきます【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
＃7 わずかな時間／澪（ミムラ）は、巧（成宮寛貴）といるとまるで中学生に戻ったかのように
ドキドキしてしまう。そんな時、澪はあすか（中井美穂）から妊娠していると聞かされ…。

いま、会いにゆきます【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
＃8 好きです。でも／巧（成宮寛貴）を心配して秋穂家を訪れた中学時代の同級生・万里子
（岡本綾）は、そこで澪（ミムラ）と出会ってしまう。巧は、すべてを万里子に打ち明けるが…。
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いま、会いにゆきます【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
＃9 あと一日／澪（ミムラ）は巧（成宮寛貴）が隠していた絵本を見てしまい、そこに描かれて
いた“宝物”を探しに森へ行く。宝物とは、巧に内緒で埋めたタイムカプセルだった。

いま、会いにゆきます【TBSオンデマンド】 第10話
（最終話）

配信中
＃10 涙の別れ／澪（ミムラ）は、雨の季節が終われば愛する巧（成宮寛貴）と佑司（武井証）
を残して消えていくということを知る。澪は自らの運命を受け入れるため、森の中へと向かう。

オレンジデイズ【TBSオンデマンド】 第01話 配信中
＃1 声を無くしたマドンナ／結城櫂（妻夫木聡）はごく普通の大学生。ある日、櫂は大学でバ
イオリンを弾く沙絵（柴咲コウ）と出会い…。

オレンジデイズ【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
＃2 恋の始まり／櫂（妻夫木聡）の恋人･真帆（小西真奈美）は堺田教授（小日向文世）から、
耳の不自由な沙絵（柴咲コウ）のサポートをするように頼まれるが…。

オレンジデイズ【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
＃3 君の涙／櫂（妻夫木聡）は沙絵（柴咲コウ）のために、彼女を迎え入れてくれるオーケスト
ラサークルを見つけてきたが…。

オレンジデイズ【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
＃4 僕の失恋／突然、オレンジ色のノートを差し出した啓太（瑛太）。櫂（妻夫木聡）、沙絵（柴
咲コウ）、翔平（成宮寛貴）、茜（白石美帆）は…。

オレンジデイズ【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
＃5 秘密の夜／真帆（小西真奈美）の心が離れていることを知った櫂（妻夫木聡）の気持ちは
沈む。しかし、自分の進むべき道についての気持ちは、櫂の中で一層確実なものになって
…。

オレンジデイズ【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
＃6 彼女の恋／沙絵（柴咲コウ）は現実の厳しさに直面し、櫂（妻夫木聡）や母・ゆり子（風吹
ジュン）に対しても、感情的に振舞ってしまう。

オレンジデイズ【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
＃7 君が好き／櫂（妻夫木聡）は、沙絵（柴咲コウ）の前に突然現れ、彼女と親しげに手話で
会話していた男性（永井大）が誰なのかが気になり、翌日、茜（白石美帆）にその件について
話す。

オレンジデイズ【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
＃8 結ばれる二人／櫂（妻夫木聡）と沙絵（柴咲コウ）は、ちょっとしたことから、またケンカ
に。茜（白石美帆）は、櫂と沙絵を仲直りさせたいと、翔平（成宮寛貴）に相談をもちかける。

オレンジデイズ【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
＃9 悲しい運命／沙絵（柴咲コウ）は、ゆり子（風吹ジュン）がドイツの交響楽団から入団の誘
いを受けたことを聞く。母親の長年の夢が叶うことを沙絵は心から喜ぶが…。

オレンジデイズ【TBSオンデマンド】 第10話 配信中
＃10 君がいない／沙絵（柴咲コウ）の耳が前よりも聴こえづらくなっていることを知ったゆり子
（風吹ジュン）とハルキ（沢村一樹）は、前々から考えていた手術の話を沙絵に切り出す。

オレンジデイズ【TBSオンデマンド】 第11話（最終
話）

配信中
＃11 君の声／ドイツへ行った沙絵（柴咲コウ）。チベットへ撮影旅行に行った翔平（成宮寛
貴）。櫂（妻夫木聡）、茜（白石美帆）、啓太（瑛太）も、顔を合わせる機会が減り…。

クローン ベイビー【TBSオンデマンド】 第01話 配信中
1st CLONE 命をかけたイス取りゲーム／人生に絶望し自ら命を絶とうとする青柳正宗（市川
知宏）の前に現れた謎の青年・菊池ヒロ（松坂桃李）。それ以降、正宗のいるべき場所に次々
と姿を現すヒロの狙いは…。
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クローン ベイビー【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
2nd CLONE 運命の赤い糸 -生死をかけたゲーム／葛飾マリカ（滝裕可里）が何者かによって
拉致された。菊池ヒロ（松坂桃李）の仕業だと確信した正宗（市川知宏）は急いでヒロの足取り
を追うが…。

クローン ベイビー【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
3rd CLONE 三角関係 -君は俺が守る！揺らぐキズナ／正宗（市川知宏）は、マリカ（滝裕可
里）が見たという“自分の死体”の存在を確かめるべく、ヒロ（松坂桃李）からその場所を聞き
出し、ひとり廃屋へ向かうが…。

クローン ベイビー【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
4th CLONE 悲劇の運命 -磁石で引き合う恋のチカラ／マリカ（滝裕可里）を助けるため幽霊
ビルへと向かった正宗（市川知宏）を待ち受けていた猟奇的殺人者・豪太（菊田大輔）。すべ
もなく逃げ惑うばかりの正宗だったが…。

クローン ベイビー【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
5th CLONE 最期の戦い -ヒーローは絶対に死なない／菊池ヒロ（松坂桃李）の口から明らか
になった、腕のアザに隠された真実。しかし、自分がクローンだと告げられても信じることので
きない青柳正宗（市川知宏）は…。

クローン ベイビー【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
6th CLONE 運命に引き裂かれた二人 -切れた赤い糸／『七夕殺人事件』の容疑者である豪
太が死体で見つかった。しかし、豪太の最後を看取ったはずの菊池ヒロ（松坂桃李）は、遺体
が海で見つかったことに疑問を感じる…。

クローン ベイビー【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
7th CLONE 遺伝子操作された愛クローン誕生の悲劇／“クローン事情”に詳しい樋口璃子
（菊池亜希子）らの協力を得た青柳正宗（市川知宏）は、クローンベイビーたちにかかわる重
要な手がかりを見つけるが…。

クローン ベイビー【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
8th CLONE 命をかけたラストゲーム -1番大切な物／正宗（市川知宏）は、ヒロ（松坂桃李）か
らクローン同士の殺し合いを止める方法を聞き出そうとするが、「マスタークローンのお前が
死ねばみんなが助かる」と言われ…。

クローン ベイビー【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
9th CLONE 俺は神じゃない、人間だ -クローンの涙／さらわれたマリカ（滝裕可里）を救う為、
正宗（市川知宏）は城太郎（山崎賢人）の協力を仰ぐ事に。しかし、命を狙われる恐ろしさを
知った城太郎は協力しようとせず…。

クローン ベイビー【TBSオンデマンド】 第10話 配信中
10th CLONE 命の選択 -殺したいぐらい君を愛してる／青柳正宗（市川知宏）らは研究所の
内部へ入り込み、ついに、クローン計画の首謀者・葉月荘一郎（志賀廣太郎）を追いつめるが
…。

クローン ベイビー【TBSオンデマンド】 第11話（最
終話）

配信中
11th CLONE 最終章 -それでも僕らは生きていく-／マスタークローン・澪（滝裕可里・2役）を
殺そうと近付く“謎の男”の正体は、青柳正宗（市川知宏）の父・数馬（松重豊）であった。衝撃
の事実を知った正宗は…。

コワイ童話「シンデレラ」【TBSオンデマンド】 ＃01 配信中 ＃1／自分に自信が持てないあゆみ（内山理名）は、不思議なプリクラの機械に出会う。

コワイ童話「シンデレラ」【TBSオンデマンド】 ＃02 配信中
＃2／モテモテになったあゆみ（内山理名）は、理想の王子様・小早川（松尾政寿）からデート
に誘われる。

コワイ童話「シンデレラ」【TBSオンデマンド】 ＃03 配信中
＃3／理想の王子様・小早川（松尾政寿）を恋人にしたあゆみ（内山理名）は、不可解なメール
に悩まされる。

コワイ童話「シンデレラ」【TBSオンデマンド】 ＃04
（最終話）

配信中 ＃4／あゆみは、無くした片方の靴が、小早川の部屋にある事に気づき不信に思う。
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さかなクンと2度と見ることができない！？海のス
ギョーイ！！生き物たち【TBSオンデマンド】

配信中
さかなクンが日本中の海で巨大生物や深海生物と出合った奇跡の集大成！人気番組「どう
ぶつ奇想天外！」の超貴重＆未公開映像をたっぷりとお届けする。

さかなクンと大アマゾンの超スギョーイ！！生き
物たち【TBSオンデマンド】

配信中
さかなクンがアマゾンで世界一○○な生き物たちと遭遇！自ら取材に赴いたアマゾン流域の
撮り下ろし映像と、人気番組「どうぶつ奇想天外！」の超貴重映像を厳選してお届け！

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【TBSオンデマンド】 第01話 配信中
Fight.1 「型やぶリーマン、参上！」／漁師だった矢島金太郎（高橋克典）は一人息子と上京
し、一流企業のヤマト建設に就職する。かつて金太郎が命を救った大和龍之介（津川雅彦）
は、ヤマト建設の会長で…。

サラリーマン金太郎【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
Fight.2 「熱っつく生きようぜ！」／ヤマト建設では専務派を潰そうと画策する政和（勝村政信）
らが、金太郎（高橋克典）を仲間に入れる。政和らは大島専務（森山周一郎）の不正の証拠集
めに動きだすが…。

サラリーマン金太郎【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
Fight.3 「これが男の喧嘩だぜ！」／金太郎（高橋克典）のもとに、政財界の黒幕・三田の代役
で宗像が復讐にやってきた。先日、金太郎がヤマト建設の前で殴ったヤクザ者の中に三田の
孫がいて…。

サラリーマン金太郎【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／Fight.4 「男はハートで勝負す
る！」／営業部に配属された金太郎（高橋克典）は、政和（勝村政信）と共に得意先回りをす
る。数日後、金太郎に大手スーパーから、成立すれば20億円という大きな仕事が入る。

サラリーマン金太郎【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
Fight.5 「ひとりぼっちの死闘！」／金太郎（高橋克典）は龍之介（津川雅彦）に命じられて2ヶ
月以上も工期が遅れている現場に赴任する。下請け業者の社長・伸吾は、金太郎を見下し挑
戦的で…。

サラリーマン金太郎【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／Fight.6 「ダチは命！」／ある
日、美鈴（斎藤陽子）や瞳（水野美紀・2役）が中村家に金太郎（高橋克典）を訪ねてやって来
た。彼女達が気になって仕方がない真澄（羽田美智子）は…。

サラリーマン金太郎【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
Fight.7 「死んでも引き下がらねえ！」／龍之介（津川雅彦）のもとに金太郎（高橋克典）のプラ
ンを中止しろ、と脅迫電話がかかってくる。そして、金太郎が暴力団員に連れ去られ、監禁さ
れてしまう。

サラリーマン金太郎【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
Fight.8 「男はケジメ！」／山王会の総裁・本城からプロジェクトの中止を迫られた金太郎（高
橋克典）は、これに応じなかった。本城は金太郎に1週間の猶予を与え…。

サラリーマン金太郎【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／Fight.9 「プロポーズされたっ
ス！」／誠士（保坂尚輝）は大島（森山周一郎）と手を組み、ヤマト建設が経営危機に陥って
いると得意先に偽情報を流す。事情を何も知らない金太郎（高橋克典）たちは…。

サラリーマン金太郎【TBSオンデマンド】 第10話 配信中
Fight.10 「何！ヤマトを乗っ取る！？」／ヤマト建設の乗っ取りを企む大島（森山周一郎）と誠
士（保坂尚輝）。会長の龍之介（津川雅彦）と社長の黒川を退陣に追い込むため、メインバン
クの融資打ち切りを画策する。

サラリーマン金太郎【TBSオンデマンド】 第11話
（最終話）

配信中
Final Fight 「俺、一生忘れないっス！」／大島（森山周一郎）が要求した緊急役員会が始まっ
た。大島はメインバンクからの融資打ち切りの責任を追及。龍之介（津川雅彦）らの退陣と自
分を社長に据えるよう要求した。
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サラリーマン金太郎2【TBSオンデマンド】 第01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2【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
Fight.2 金太郎撃たれる！／新会社での営業を開始した金太郎（高橋克典）。しかし、同僚た
ちの努力にも関わらず、全く成果があがらない。そんな折、金太郎は外国人に絡まれていた
林を助ける。

サラリーマン金太郎2【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
Fight.3 命がけの闘いっス！／香港の大資産家・林との契約を成立させるため、物件探しに
奔走する金太郎（高橋克典）。前田（恵俊彰）らは危険を伴う林との仕事をやめるよう金太郎
を説得するが…。

サラリーマン金太郎2【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
Fight.4 イジメなんか怖くねえ／金太郎（高橋克典）は美々（榎本加奈子）の紹介で、大地主・
峰岸宗一郎（石田太郎）から予算50億円の駅前ビルの設計を頼まれた。しかし、与えられた
期間は3日で…。

サラリーマン金太郎2【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
Fight.5 夢はでっかくだあー！／飲茶レストランと50億円規模の駅前ビルを受注した「株式会
社ヤマト」。龍之介（津川雅彦）は、これらの下請けを「平成建設」に発注するといい…。

サラリーマン金太郎2【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
Fight.6 全面戦争突入だ！／金太郎（高橋克典）らが進めていた駅前再開発プロジェクトが、
「平成建設」の鷹司（保坂尚輝）と英治（高知東生）に横取りされた。金太郎は鷹司らに対抗す
るために…。

サラリーマン金太郎2【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
Fight.7 ニセ金太郎現われる！？／駅前再開発を争点にした町長選挙が始まり、水谷（長谷
川初範）の選挙運動に忙しい金太郎（高橋克典）。そんな中、金太郎の名を騙った何者かによ
る暴力事件が頻発し…。

サラリーマン金太郎2【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
Fight.8 金太郎VSニセ金太郎！？／町長選挙の投票日が近づく中、沖島陣営の策略には
まった金太郎（高橋克典）が暴力行為で警察に連行された。何とか釈放された金太郎だが、
選挙への影響は止められず…。

サラリーマン金太郎2【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
Fight.9 ライバルは金太郎！？／加代（野際陽子）が脳梗塞で倒れた。金太郎（高橋克典）
は、息子・竜太の世話を加代に押しつけていた自分を責める。翌日、登校したはずの竜太が
行方不明になった。

サラリーマン金太郎2【TBSオンデマンド】 第10話 配信中
Fight.10 金太郎が心に決めた人／洋子（沢口靖子）から告白された金太郎（高橋克典）。だ
が、金太郎は「心に決めた人がいる」と洋子に伝える。そのやりとりを聞いてしまった真澄（羽
田美智子）は…。

サラリーマン金太郎2【TBSオンデマンド】 第11話 配信中
Fight.11 金太郎、結婚への決断／建設局がヤマトに駅前再開発の中止を通達。平成建設の
仕業と考えたヤマトのスタッフは、建設局の課長を尾行し、英治（高知東生）たちとの密会現
場を押さえる。

サラリーマン金太郎2【TBSオンデマンド】 第12話
（最終話）

配信中
Final Fight 金太郎、最期の挑戦／鷹司（保坂尚輝）が何者かに連れ去られた。前田（恵俊彰）
は鷹司が金太郎（高橋克典）に託したディスクのパスワード解読に臨むが…。

サラリーマン金太郎3【TBSオンデマンド】 第01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。

サラリーマン金太郎3【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
Fight2 明るい未来を背負って走る！／会社を乗っ取ろうとする丸山（寺田農）の罠にはまって
しまった金太郎（高橋克典）。内部告発を受けて、手抜き工事が行われたというホテルに乗り
込むが…。
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サラリーマン金太郎3【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
Fight3 俺、家族命でガンバルっス！／ホテルの補強工事現場で働き始めた金太郎（高橋克
典）は、小料理屋の冬美（森口瑤子）に惹かれていく。一方、手抜き工事を公表したヤマトの
株価は大暴落し…。

サラリーマン金太郎3【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
Fight4 えっ！？俺が社！社長っスか！？／金太郎（高橋克典）は神林（笹野高史）から後継
者としてホテルで働かないかと誘われる。一方、丸山（寺田農）は、「金太郎をヤマトの社長
に」と遺言を残しており…。

サラリーマン金太郎3【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
Fight5 俺、家事も仕事も頑張るス！／ヤマトの社長室長に復帰した金太郎（高橋克典）は、
丸山（寺田農）の社葬の実行委員長を任されることに。社葬への出席と弔辞を依頼するため
関係各社を回るが…。

サラリーマン金太郎3【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
Fight6 女性必見！夫婦円満の秘訣！／金太郎（高橋克典）が帰宅すると、別れたはずの冬
美（森口瑤子）が夕食を作っていた。冬美は真澄（羽田美智子）に頼まれたと言うが…。

サラリーマン金太郎3【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
Fight7 何ッ！？親父が俺の命を狙う！？／裏社会との決別を宣言した平尾会長（鹿内孝）が
刺殺された。そんな中、ヤマトが建設現場で暴力団員を雇っているという情報が流出する。

サラリーマン金太郎3【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
Fight8 族議員の疑惑を暴くス！／ヤマトの現場事務所が襲撃され、金太郎（高橋克典）が重
傷を負った。その後もあらゆる手段でヤマトの足をひっぱる大須賀（長門裕之）に、龍之介（津
川雅彦）は頭を抱える。

サラリーマン金太郎3【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
Fight9 オレ、愛する人を守るっス！／金太郎（高橋克典）が視察中の株主総会会場で銃撃事
件が発生。また、鷹司（保坂尚輝）は大須賀（長門裕之）の手先に暴行されてしまう。

サラリーマン金太郎3【TBSオンデマンド】 第10話 配信中
Fight10 大興奮！いよいよ最終決戦！／株主総会当日、龍之介（津川雅彦）が大竹（吹越
満）に撃たれた。急遽記者会見が開かれるが、そこへ、死んだはずの龍之介が現れ…。

サラリーマン金太郎3【TBSオンデマンド】 第11話
（最終話）

配信中
FinalFight 今夜、思いっきり泣いてもらいまっス！／大竹（吹越満）に撃たれた龍之介（津川雅
彦）が他界した。さらに、大竹は金太郎（高橋克典）の命を狙うが、照男（松方弘樹）が身を挺
して金太郎をかばい…。

サラリーマン金太郎4【TBSオンデマンド】 第01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。

サラリーマン金太郎4【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
Fight.2 でっかい仕事が待ってるぜ！／金太郎（高橋克典）、龍平（長嶋一茂）、桃太郎（高橋
英樹）の3人は亡き龍之介（津川雅彦）の残した株を武器にヤマトに乗り込み、リストラ対象者
を救おうとするが…。

サラリーマン金太郎4【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
Fight.3 さあ、反撃開始だ！頑張ろうぜ！／ヤマトの再建に立ち上がった金太郎（高橋克典）
たちを、社長の鷹司（保坂尚輝）が阻む。八方塞がりな状況の中、金太郎たちは打開策を見
つけ出す事が出来るのだろうか？

サラリーマン金太郎4【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
Fight.4 裏切り者なんかいねえ！俺たちゃ、みんな、仲間だ！／金太郎（高橋克典）たちのプ
ロジェクトの新規契約が直前で全てキャンセルされてしまった。裏にはヤマトが絡んでいた。
次々と襲い掛かる魔の手に、金太郎たちは…。

サラリーマン金太郎4【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
Fight.5 仕事か！家族か！……俺あ、絶対家族だ！／融資をお願いした銀行頭取が襲われ
た事件を解明するために、金太郎（高橋克典）は暴走族時代の仲間に手助けを依頼する。し
かし、国家を巻き込んだ壮大な悪が露見し…。
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サラリーマン金太郎4【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
Fight.6 さあ、お年寄りも子供も喜ぶ、夢の施設を作ろうぜ！／円城寺（内藤剛志）が企んでい
る、ヤマトを踏み台とした政財界を巻き込んでの遷都計画。金太郎（高橋克典）たちは、その
尻尾をやっと掴む事が出来たが…。

サラリーマン金太郎4【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
Fight.7 現場100回！お年寄りと子供の為に全力を尽くそうぜ！！／施設建設を阻止する円
城寺（内藤剛志）。そんな折、金太郎（高橋克典）の前にプロジェクトチームの顧問を期待され
ていた黒川（秋野太作）が現れ…。

サラリーマン金太郎4【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
Fight.8 お前の裏切りは絶対許せねえ！／金太郎（高橋克典）たちが建設を目指していた複
合福祉施設。しかし、厚生労働省から下りていた許認可が円城寺（内藤剛志）の妨害工作に
より取り下げられてしまう。

サラリーマン金太郎4【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
Fight.9 絶体絶命…お前だけが頼りだ！／複合福祉施設建設の許認可が再び下りるめどが
たった金太郎（高橋克典）たち。ところが建設予定地の住民たちが突然、建設反対を唱えて騒
ぎ始め…。

サラリーマン金太郎4【TBSオンデマンド】 第10話
（最終話）

配信中
FinalFight 何ッ、ヤマトが消滅する！？……命を賭けた最後の闘い！／ヤマトを売却した資
金で新会社設立を企んでいる円城寺（内藤剛志）。それを阻止すべく金太郎（高橋克典）、の
心強い仲間たちが加わり、一丸となって動き出した！

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…。

セーラー服と機関銃（長澤まさみ、堤真一）【TBS
オンデマンド】 第01話

配信中
＃1 女子高生組長誕生！！／女子高生・星泉（長澤まさみ）は、弱小ヤクザ目高組の若頭・
佐久間（堤真一）から「組長」を襲名してもらえないかと頼み込む。泉は拒むが…。

セーラー服と機関銃（長澤まさみ、堤真一）【TBS
オンデマンド】 第02話

配信中
＃2 女子高生組長の初仕事は涙の大乱闘！！／泉（長澤まさみ）は組長襲名を宣言。その
直後、対立する浜口組の組員が目高組の事務所を襲撃。いきり立つ組員を泉は必死になだ
めるが…。

セーラー服と機関銃（長澤まさみ、堤真一）【TBS
オンデマンド】 第03話

配信中
＃3 さらば愛しの人よ／泉（長澤まさみ）は、父の死に麻薬が関わっていたのではないかと刑
事に言われ、真相を知るべく、父の恋人だった六本木のホステス・真由美（小泉今日子）を訪
ねる。

セーラー服と機関銃（長澤まさみ、堤真一）【TBS
オンデマンド】 第04話

配信中
＃4 愛した組員の死／泉（長澤まさみ）は目高組の組員といる最中、学校の友達に出くわして
しまう。そんな中、目高組の事務所が荒らされる事件が。

セーラー服と機関銃（長澤まさみ、堤真一）【TBS
オンデマンド】 第05話

配信中
＃5 愛し組員よ永遠に／武（田口浩正）が殺され、敵を討つため泉（長澤まさみ）と佐久間（堤
真一）らはヘロインを探す決意をする。「もう誰も死なせない」と腹をくくった泉だったが…。

セーラー服と機関銃（長澤まさみ、堤真一）【TBS
オンデマンド】 第06話

配信中
＃6 目高組の解散！！／泉（長澤まさみ）は真由美（小泉今日子）からヘロインの謎を知らさ
れ唖然とする。そんな泉を気遣い、佐久間（堤真一）ら目高組の面々は花火をする事に。

セーラー服と機関銃（長澤まさみ、堤真一）【TBS
オンデマンド】 第07話（最終話）

配信中
＃7 涙の機関銃乱射 -さらば女子高生組長／泉（長澤まさみ）は愛した男たちのため、目高
組八代目組長としての仁義を貫くため、佐久間（堤真一）と共に、ついに機関銃を手に黒幕の
元へ乗り込む。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：毎月約495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

ＴＢＳオンデマンド見放題

ハンチョウ -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃01

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 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃02

配信中
File.2 被害者／神南署刑事の須田（塚地武雅）と黒木（賀集利樹）は、藤崎洋一（河原崎建
三）が高野哲雄（松田悟志）に襲い掛かる現場に遭遇するが、須田は藤崎を見失ってしまう。

ハンチョウ -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃03

配信中
File.3 黒木刑事撃たれる！／神南署管内で発砲事件が発生。容疑者は、安積（佐々木蔵之
介）が以前逮捕・更正させた元暴力団員・岩城（徳井優）。安積は失望感を抱きつつ、岩城の
身柄確保を命じる。

ハンチョウ -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃04

配信中
File.4 通り魔に襲われた女／神南署管内で通り魔事件が発生した。安積（佐々木蔵之介）と
真帆（黒谷友香）は、被害者の長沢ゆかり（三浦理恵子）から、犯人は人気のスニーカーを履
いていたことを聞く。

ハンチョウ -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃05

配信中
File.5 私､夫を殺しました…DV妻空白の5分間／村雨（中村俊介）が神南署管内を歩いている
と、女性が暴行されている現場に出くわした。被害者の女性・瀬川勝江（岸本加世子）は、｢自
分は夫を殺した｣と騒ぎ出し…。

ハンチョウ -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃06

配信中
File.6 存在しない男を愛した女…3650円の人生／殺人事件とドラッグストア強盗事件が相次
いで発生。村雨（中村俊介）は、非番の安積（佐々木蔵之介）に代わって須田（塚地武雅）、黒
木（賀集利樹）らに捜査指示を出す。

ハンチョウ -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃07

配信中
File.7 鬼と呼ばれた家政婦…遺産を狙う老老介護／車椅子の女性・菊乃（佐々木すみ江）が
怪我をするという事件が起きた。菊乃の娘・早苗（朝加真由美）は、家政婦のはつ子（泉ピン
子）が犯人だと騒ぎ立てる。

ハンチョウ -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃08

配信中
File.8 品川東署から来た男…ベテラン刑事の殺人／神南署管内で貿易会社社長殺人事件が
発生。被害者には愛人がいたと推測され、安積（佐々木蔵之介）は愛人と思われる木本弥生
（北川弘美）の自宅を訪ねるが…。

ハンチョウ -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃09

配信中
File.9 たった一人の反乱…さようなら安積警部補／安積（佐々木蔵之介）は殺人の罪で収監
されている美佐子（川上麻衣子）から呼び出され、刑務所を訪れた。美佐子は真犯人を知って
いると今になって無罪を主張し…。

ハンチョウ -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃10

配信中
File.10 主婦を襲う恐怖の電話…消えた300万の謎／桜井（山口翔悟）は、自分が人事異動の
対象だという噂を聞く。そこへ殺人事件が発生し、以前から頻発していた振り込め詐欺事件と
リンクして捜査されることになるが…。

ハンチョウ -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃11

配信中
File.11 女子高生殺人事件…亡き妻に捧ぐ父の約束／新聞記者･友紀子（安めぐみ）の仲立
ちで、神南高校新聞部の生徒が安積班の取材に来た。その夜、須田（塚地武雅）は新聞部
員・沙也加（逢沢りな）と偶然再会するが…。

ハンチョウ -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃12

配信中
File.12 殉職…刑事を狙う史上最悪の連続射殺犯！／管内で外国人が射殺される事件が発
生。安積（佐々木蔵之介）はプロの仕業と断定する。数日後、ロサンゼルスから捜査員のアン
ディ・マツオ（市川亀治郎）が来日し…。

ハンチョウ -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃13

配信中
File.13 襲われた妻は不倫していた！？ダメ夫の秘密／神南署管内で殺人未遂事件が発生
した。被害者は主婦・望月伸子（美保純）。聞き込みの結果、安積（佐々木蔵之介）らは伸子
が不倫していたと断定し、捜査を進めていく。

ハンチョウ -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃14

配信中
File.14 容疑者須田…26年間の純情／安積（佐々木蔵之介）は、黒木（賀集利樹）から｢須田
（塚地武雅）にいい仲の女性がいる｣と聞く。しかも相手は既婚者。刑事に不倫はご法度だけ
に、安積は悩むが…。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：毎月約495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

ＴＢＳオンデマンド見放題

ハンチョウ -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃15（最終話）

配信中
File.15 最終回スペシャル！安積班最後の戦い！／安積（佐々木蔵之介）は和食処・磯樽の
女将･杏子（奥貫薫）と出くわす。杏子は、知人で医師の玲子（浅野ゆう子）と共に、ある若者
を探しているというのだが…。

ハンチョウ2 -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2 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃02

配信中
File 02 奪われた拳銃…要求は安積の生命と5000万／冬のある日､安積班は拳銃密売人を
逮捕した｡しかしその捕り物の最中に犯人が持っていた拳銃1丁が行方不明に｡拳銃には実弾
がまだ5発装填されていた｡

ハンチョウ2 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃03

配信中
File 03 IQ180の容疑者…天才教授の完全犯罪／クラブ経営者の柏田（古本新乃輔）という男
の死体が発見された｡死体のそばには血で書かれた｢メグ｣という文字が｡柏田が残したダイイ
ングメッセージなのか｡

ハンチョウ2 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃04

配信中
File 04 婚カツ詐欺女殺人事件…また男が殺される／公園で男性の転落死体が発見された｡
遺留品を手がかりに結婚紹介所を訪れた安積（佐々木蔵之介）らは､亡くなった男性に紹介さ
れた美由紀という女性を突き止めるが…｡

ハンチョウ2 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃05

配信中
File 05 拉致された妹…パスポートが語る嘘と真実／清水（桑野信義）という男の遺体が発見
された｡清水は人材派遣会社の経営者だが､実態は外国人を工事現場や風俗店に斡旋する
ブローカーだった｡

ハンチョウ2 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃06

配信中
File 06 空から降って来た2000万円…騙され顔の女／神南署管内の宝石店で強盗事件が発
生｡強盗とやり合った警備員･土田（田口主将）の話によると､犯人と揉み合った際に相手の腹
部を刺したという｡

ハンチョウ2 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃07

配信中
File 07 桜井刑事誘拐される！生存リミット12時間／本庁に「神南署の桜井刑事（山口翔悟）
を誘拐した」とメールが送られてきた。犯人は桜井の身柄と引き換えに平成13年に南関東刑
務所に収監された受刑者全員の釈放を要求。

ハンチョウ2 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃08

配信中
File 08 遺留DNA…完全一致する容疑者が2人！？／増岡（松澤一之）という男の刺殺体が
発見される。増岡は誰かの毛髪を握ったまま死んでいた。遺留品から増岡は事件当夜に渋
谷のキャバクラにいたことが判り…。

ハンチョウ2 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃09

配信中
File 09 安積が殺した女刑事…7年前伊豆で何が！？／フリーライターの北見玲菜（山口あゆ
み）の他殺体が発見された。その部屋では西川という男も首を吊っていた。この男が玲菜を殺
害して自殺したのだろうか。

ハンチョウ2 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃10

配信中
File 10 巨悪を逮捕せよ！安積班の大逆襲！完結編／7年前に自殺したはずの美鈴（鶴田真
由）が生きていた。そして柴崎（松尾政寿）の殺害現場から彼女の指紋が検出された。

ハンチョウ2 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
＃11（最終話）

配信中
File 11 最終回スペシャル！韓国から来たあいつ／ある日、安積班は拳銃密売人の坂口（小
林一英）を追っていた。行方を追う安積（佐々木蔵之介）は謎の男から坂口と間違えられ、拳
銃を頭に突きつけられてしまう。

ハンチョウ3 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
第03話

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】
第04話

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…。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：毎月約495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

ＴＢＳオンデマンド見放題

ハンチョウ3 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
第05話

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】
第06話

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】
第07話

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】
第08話

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】
第09話

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。

ハンチョウ3 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
第11話

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。

ハンチョウ3 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
第12話（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】
第01話

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】
第02話

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】
第03話

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】
第06話

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】
第07話

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】
第08話

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】
第09話

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。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：毎月約495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

ＴＢＳオンデマンド見放題

ハンチョウ4 -神南署安積班-【TBSオンデマンド】
第11話

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】
第12話（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5 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第01話

配信中

File.01 警視庁安積班／佐々木蔵之介扮する安積班長シリーズ第5弾。警視庁に異動した安
積が更なる難事件に挑む。神南署をホームグラウンドにしてきた安積剛志（佐々木蔵之介）
に、警視庁への異動の辞令が下った。そこで特捜一係のハンチョウとして事件の解決に挑む
ことになるが…。

ハンチョウ5 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第02話

配信中
File.02 殺人予告メール完結編／安積（佐々木蔵之介）は、殺された綾乃（黒坂真美）と同様
の殺害予告を受けている奈保子（岸本加世子）に綾乃との関係を問う。だが奈保子は予告な
ど恐れないと言い…。

ハンチョウ5 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第03話

配信中
File.03 遺留品1000万円の謎／塚本浩平（山田悠介）という男が階段から落ちて意識不明とな
り、塚本のバッグの中から1000万円が見つかった。安積（佐々木蔵之介）たちは捜査を開始
する。

ハンチョウ5 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第04話

配信中
File.04 潜入捜査！消えたダイヤを追え／銀座の宝石店で強盗事件が発生。捜査一課長の
真山（高島礼子）が犯人の周辺を探ったところ、永瀬拓海（山崎裕太）という人物が捜査線上
に浮かぶ。

ハンチョウ5 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第05話

配信中
File.05 女子高生は見ていた！／結城（比嘉愛未）が友人・杉山佳恵（渋谷亜希）のマンション
で談笑していると、警官たちが突然訪ねて来た。この部屋で女性が襲われていると通報が
あったというが…。

ハンチョウ5 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第06話

配信中
File.06 尾崎暴走！逮捕状発令／ある容疑者を追う途中、尾崎（小澤征悦）は、1人の男と接
触。男は1年前に起きた事件の容疑者、ケニー・フジムラ（岩永洋昭）の可能性が高まり、安積
班で捜索することに。

ハンチョウ5 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第07話

配信中
File.07 5年前の真実…完結編／尾崎（小澤征悦）は独断で、ひき逃げの容疑がかかったケ
ニー（岩永洋昭）を連れ出した。しかし、ジョーノ（山下徹大）が射殺されたことで、尾崎自身に
殺人の容疑が…。

ハンチョウ5 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第08話

配信中
File.08 はだしの美女…記憶喪失の女／とある事件の被疑者を取り押さえようとした結城（比
嘉愛未）が、ある女性と出合い頭にぶつかってしまう。病院に搬送されたその女性は記憶を
失っており…。

ハンチョウ5 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第09話

配信中
File.09 母親の命か？子どもの命か？／「子供の命と柊肇（三田村賢二）議員の命、どちらか
を選べ」といういたずら電話が多発。真山捜査一課長（高島礼子）は安積（佐々木蔵之介）た
ちに捜査を依頼するが…。

ハンチョウ5 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第10話

配信中
File.10 最終章…木曜日の子供／貿易会社社長・原田邦暁（並樹史朗）が殺害された。真山
捜査一課長（高島礼子）は、5年前の巡査殺害現場にいた男・三神雅也（郭智博）が犯人では
ないかとにらむ。

ハンチョウ5 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第11話

配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／File.11 都内5カ所爆破予告！
／三神（郭智博）を発見したという情報を掴んだ川口（里見浩太朗）は安積班を現場に急行さ
せたが、それは罠だった。安積（佐々木蔵之介）は捜査情報の漏えいを疑い…。

ハンチョウ5 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第12話（最終話）

配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／File.12 衝撃！キングの正体
／川口（里見浩太朗）のもとへ、「爆弾テロを回避したければ臨海埠頭に来い」という脅迫メー
ルが届いた。安積（佐々木蔵之介）は川口と埠頭に向かうが…。
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ハンチョウ6 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第01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…。

ハンチョウ6 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第02話

配信中
File.02 バスジャック！解決編／東京スカイツリー周辺を巡るツアーバスがジャックされる事件
が発生し、犯人は2人の男を3時間以内に呼び出すよう要求。安積（佐々木蔵之介）らは捜査
を開始するが…。

ハンチョウ6 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第04話

配信中
File.04 アメ横 -川越…伝説の女スリが狙ったサイフ／東京スカイツリーの観光客を狙った窃
盗事件を捜査中、安積（佐々木蔵之介）と小池（福士誠治）は、伝説的な女スリ・里枝（渡辺美
佐子）を現行犯逮捕するが…。

ハンチョウ6 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第05話

配信中
File.05 ストーカーに狙われた花嫁！人形が語る真実／フリーライターの男が遺体で見つかっ
た。安積（佐々木蔵之介）らの捜査により、被害者と人形職人・清瀬陽道（竜雷太）との間で、
何らかのトラブルあったことが判明する。

ハンチョウ6 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第06話

配信中
File.06 消えた交番巡査…いぬのおまわりさんの秘密／押上交番の寺田巡査長（林家正蔵）
が、落し物を受け取った直後に姿を消した。安積（佐々木蔵之介）らは、早速交番へ駆けつけ
る。なぜ、寺田は失踪したのか…？

ハンチョウ6 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第07話

配信中
File.07 温泉街に消えた5000万…伊豆湯けむり旅情編／横領事件の捜査で伊豆へ向った安
積（佐々木蔵之介）たち。手配中の男を発見し追いかけようとした彼らの前に突然、所轄の刑
事・陽子（高野志穂）が立ちはだかり…。

ハンチョウ6 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第08話

配信中
File.08 容疑者は初恋のカレの母親！？結城刑事号泣す／スナックのママとその内縁関係の
男が遺体で見つかった。男が仕事で出入りしていたという片山家に事情を聞きに行く安積
（佐々木蔵之介）と結城（比嘉愛未）だったが…。

ハンチョウ6 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第09話

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／File.09 課長撃たれる！遂に
明かされる15年前の真実／押上分署を離れていた尾崎（小澤征悦）が帰って来た。安積
（佐々木蔵之介）らが再会を喜んでいる矢先、久米島刑事課長（升毅）が狙撃され、重傷を
負ったとの報せが…。

ハンチョウ6 -警視庁安積班-【TBSオンデマンド】
第10話（最終話）

配信中
File.10 ひとつの命のために／15年前の現金強奪事件を追う安積（佐々木蔵之介）たち。犯人
らしき男を調べていくと、おでん屋の徳吉（金田明夫）や水沢医師（橋爪功）が捜査線上に浮
かぶ…。

ピテカンブラザーズ【TBSオンデマンド】 ピテカン
VSピンポン

配信中 ピテカンVSピンポン／ピテカンブラザーズがピンポンに出会ったー！

ピテカンブラザーズ【TBSオンデマンド】 ピテカン
ソング

配信中 ピテカンソング／ピテカンブラザーズの生い立ちが分かっちゃう！

ピテカンブラザーズ【TBSオンデマンド】 ピテカン
ブラザーズ

配信中 ピテカンブラザーズ／ツルツル・ブニュブニュ、双子の原始人！

ひと夏のラブレター【TBSオンデマンド】 第01話 配信中
第1回 『雨のめぐり逢い』／主婦の北村亜樹（松下由樹）は、雨宿りをしていた黎（高橋克典）
に好意を抱く。一方。亜樹の夫・浩一（神田正輝）も喫茶店で出会った美佳（黒木瞳）に、何か
を感じていた。

ひと夏のラブレター【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
第2回 『恋愛初期症状』／亜樹（松下由樹）は仕事を始めようと生協に交渉へ向かう。すると
そこで黎（高橋克典）と遭遇。2人で喫茶店に入ると、黎がついに亜樹に告白をしてしまう。
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ひと夏のラブレター【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
第3回 『逢わない約束』／ひょんなことから黎（高橋克典）は亜樹（松下由樹）の自宅で食卓を
囲むことに。帰宅した浩一（神田正輝）はそのことが不満で、亜樹にやりきれない思いを打ち
明ける。

ひと夏のラブレター【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
第4回 『涙のキス』／北村家は歩（明石亮太朗）を預かり、江の島へ向かう。しかし、浩一（神
田正輝）が急用で東京に戻ることに。一方、仕事を終えた黎（高橋克典）は江の島へと向かっ
ていた。

ひと夏のラブレター【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
第5回 『お願い、忘れて！』／亜樹（松下由樹）と浩一（神田正輝）、黎（高橋克典）と美佳（黒
木瞳）の2組の夫婦はそれぞれすれ違い始める。富子（野際陽子）は2組の異変に気付き…。

ひと夏のラブレター【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
第6回 『愛してる…』／亜樹（松下由樹）は恵（稲森いずみ）から、「浩一（神田正輝）と美佳（黒
木瞳）が抱擁していた」と連絡が入る。一方、美佳は区役所に向かい、婚姻届を受け取るが
…。

ひと夏のラブレター【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
第7回 『今、恋してるの！？』／亜樹（松下由樹）は黎（高橋克典）から、スタンプラリーに子ど
もたちを連れて行こうと誘われる。そこで弓絵（横山めぐみ）は、手をつなぐ2人の姿を撮影し
てしまう。

ひと夏のラブレター【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
第8回 『雨に抱かれて…』／電話をする浩一（神田正輝）に、恵（稲森いずみ）は強引にキスを
する。そんな中、黎（高橋克典）は亜樹（松下由樹）への気持ちを美佳（黒木瞳）に告白してし
まう。

ひと夏のラブレター【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
第9回 『愛が壊れるとき』／恵（稲森いずみ）から挑発的な態度をとられた亜樹（松下由樹）。
さらに、美佳（黒木瞳）からも黎（高橋克典）に関する残酷な告白をされ、亜樹の不安は膨れ
上がっていた。

ひと夏のラブレター【TBSオンデマンド】 第10話 配信中
第10回 『この世の果てまで』／亜樹（松下由樹）と浩一（神田正輝）は激しい口論に。浩一へ
の不信感や抑えていた思いに追い込まれた亜樹は、ついに黎（高橋克典）への気持ちを浩一
に告白してしまう。

ひと夏のラブレター【TBSオンデマンド】 第11話 配信中
第11回 『ついに結ばれて…』／亜樹（松下由樹）と黎（高橋克典）は、互いに愛しあっているこ
とを浩一（神田正輝）らに告白。2人は子どもたちを連れて、富子（野際陽子）が手配した宿へ
と向かった。

ひと夏のラブレター【TBSオンデマンド】 第12話
（最終話）

配信中
最終回 『真実の愛』／黎（高橋克典）は「亜樹（松下由樹）を幸せにする。そしてもう油絵は描
かない」と約束。亜樹は先に出て行った黎の待つアンティーク店に、向かうことができるのか
…。

ボクの私鉄図鑑【TBSオンデマンド】 -大井川鉄
道・後編-

配信中
静岡県島田市から大井川沿いに山あいを走るローカル私鉄・大井川鉄道の魅力を紹介す
る。後編の今回は井川線（南アルプスあぷとライン）を紹介。

ボクの私鉄図鑑【TBSオンデマンド】 -大井川鉄
道・前編-

配信中
静岡県島田市から大井川沿いに山あいを走るローカル私鉄・大井川鉄道の魅力を紹介す
る。前編の今回は大井川本線のSLを中心にスポットを当てる。

悪いオンナ「誘惑を売る女」【TBSオンデマンド】
第01話

配信中
＃1／探偵事務所のおとり捜査を担当する魔性の女・ヒトミ（真野きりな）は、ターゲットの男の
浮気調査に動く。やがて、彼女の家に嫌がらせのFAXや無言電話が相次ぎ…。

悪いオンナ「誘惑を売る女」【TBSオンデマンド】
第02話

配信中
＃2／ストーカー撃退の依頼を受け、ヒトミ（真野きりな）は、診療内科医・前島（大倉孝二）を
誘惑する。そんな中、ヒトミに対するストーカー行為もエスカレートし…。
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悪いオンナ「誘惑を売る女」【TBSオンデマンド】
第03話

配信中
＃3／ヒトミ（真野きりな）の部屋が何者かに荒らされる。心配した木更津（橋本さとし）、悟郎
（佐藤隆太）らは、犯人探しに乗り出すが…。

悪いオンナ「誘惑を売る女」【TBSオンデマンド】
第04話（最終話）

配信中
＃4／何者かに襲われ拉致されてしまったヒトミ（真野きりな）。木更津（橋本さとし）、茂原（遠
藤雅）、悟郎（佐藤隆太）らの面々は、犯人探しに取り掛かるが…。

映画「ケータイ刑事 THE MOVIE バベルの塔の秘
密 -銭形姉妹への挑戦状」【TBSオンデマンド】

配信中
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
て難事件を解決する人気シリーズの映画化第1弾！

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】

配信中
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。

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 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「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「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！

怪談新耳袋【TBSオンデマンド】 第1シリーズ 配信中
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 配信中
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 配信中
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。
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怪談新耳袋【TBSオンデマンド】 第4シリーズ 配信中
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
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）

配信中
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。

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。

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02話

配信中
字幕／＃2 セレブお嬢様の身代わり／祖母に手術が必要となり途方に暮れるドゥリム（ヤン・
ジンソン）。一方、イギョン（ヤン・ジンソン／2役）はガンジュ（イ・ホンギ）の代表就任式の日に
姿を消してしまう。

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03話

配信中
字幕／＃3 ドキドキ花嫁修業／太陽デパートの取材の日、ドゥリム（ヤン・ジンソン）は幼馴染
のオ・ジンジュ（パク・ジュンジュ）が、従業員だったと知る。ジンジュは一目でドゥリムと気づく
が…。

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04話

配信中
字幕／＃4 ニセモノ婚約者の暴走／ケーキの早食い競争のイベントに参加し、優勝したドゥリ
ム（ヤン・ジンソン）。イ・ルミ（チャン・アヨン）の仕業によりその動画がネット上に流れてしまい
大騒ぎになる。

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05話

配信中
字幕／＃5 深まる疑惑／イヒョン（ソンヒョク）はイギョン（ヤン・ジンソン／2役）らしき人物を見
つけるが取り逃がす。義母マ・ジェラン（シン・ウンジョン）が何かを隠していると疑うが…。

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06話

配信中
字幕／＃6 惹かれ合う二人／デパートで指輪紛失事件が起こる。犯人は借金に追われ切羽
詰ったジンジュ（パク・ジュンジュ）だった。ドゥリム（ヤン・ジンソン）はそっと指輪を戻そうとした
が…。

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07話

配信中
字幕／＃7 危機一髪／ドゥリム（ヤン・ジンソン）のケンカの動画を発見したルミ（チャン・アヨ
ン）は、彼女の正体を暴こうと音楽会を企画。ピアノが弾けないドゥリムは絶体絶命のピンチに
陥る。

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08話

配信中
字幕／＃8 すれ違う想い／イギョン（ヤン・ジンソン／2役）が戻ったことで身代わりの役目を
終えたドゥリム（ヤン・ジンソン）。最後にデパートを訪れてガンジュ（イ・ホンギ）に会い、南海
に帰る。

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09話

配信中
字幕／＃9 替え玉復活／守護神が現れ、イギョン（ヤン・ジンソン／2役）がどうなるかはガン
ジュ（イ・ホンギ）の選択次第だと言われる。ガンジュはイギョンを守るため、破談を決意する。

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10話

配信中
字幕／＃10 引き裂かれる想い／ガンジュ（イ・ホンギ）が祖母の家を訪ねると、別れを告げた
はずのドゥリム（ヤン・ジンソン）が出てくる。ガンジュは帰り道で、ドゥリムを冷たく突き放すが
…。

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11話

配信中
字幕／＃11 渦巻く陰謀／過労で倒れたドゥリム（ヤン・ジンソン）のもとに、ガンジュ（イ・ホン
ギ）が見舞いに来る。そして、ガンジュはドゥリムを守りたいから別れを選ぶと言って出ていく。

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12話

配信中
字幕／＃12 二人だけの結婚式／2人きりで結婚式を挙げようとガンジュ（イ・ホンギ）に提案し
たドゥリム（ヤン・ジンソン）。ドゥリムとの結婚を決意したガンジュは、彼女にプロポーズをす
る。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：毎月約495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

ＴＢＳオンデマンド見放題

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13話

配信中
字幕／＃13 錯綜する伝説／ジェラン（シン・ウンジョン）に拉致され、倉庫に連れていかれる
ドゥリム（ヤン・ジンソン）。後をつけていたイヒョン（ソンヒョク）が救出を試みる。

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14話

配信中
字幕／＃14 暴かれる正体／ドゥリム（ヤン・ジンソン）をかばって大ケガをしたイヒョン（ソン
ヒョク）は、意識不明になる。付き添うドゥリムのもとにミョンヒ（キム・ソラ）が現れ…。

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15話

配信中
字幕／＃15 本当の恋人／ドゥリム（ヤン・ジンソン）はお金のために替え玉をやったと言い、
ガンジュ（イ・ホンギ）を突き放す。ショックを受けるガンジュにルミ（チャン・アヨン）は真実を伝
える。

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16話

配信中
字幕／＃16 隠された思惑／イギョン（ヤン・ジンソン／2役）は再び会見を開いて、結婚発表
をするようにガンジュ（イ・ホンギ）を脅す。それを聞いたイヒョン（ソンヒョク）はガンジュに会い
に行く。

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17話

配信中
字幕／＃17 明るみになる真実／ガンジュ（イ・ホンギ）は会見でドゥリム（ヤン・ジンソン）と結
婚すると爆弾発言。ジェラン（シン・ウンジョン）は怒り、伝説の秘密をマスコミに流すよう秘書
に指示する。

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18話

配信中
字幕／＃18 絶望／ガンジュ（イ・ホンギ）を呼び出したイギョン（ヤン・ジンソン／2役）は、大事
に持っていたカフスボタンを返す。ガンジュが帰った後、毒の入ったワインを飲み…。

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19話

配信中
字幕／＃19 涙の別れ／自殺未遂をしたイギョン（ヤン・ジンソン／2役）は失声症にかかり話
せなくなっていた。すべてに責任を感じたドゥリム（ヤン・ジンソン）は、ソウルを去る決心をす
る。

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20話（最終話）

配信中
字幕／＃20 めぐり逢い／ドゥリム（ヤン・ジンソン）がソウルを去ってから1年が経った。ドゥリ
ムを想い続けるガンジュ（イ・ホンギ）は、彼女を捜して小さな港町にやってくる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃092
中野「北国（きたぐに）」

配信中
＃92 中野「北国（きたぐに）」／中野「北国」。常連さんに愛されたママさんが酒呑み好みの肴
を供す。冬場のみのおでんはママさんの優しさがじんわりと味わえる。燗は横山大観ラベルの
「八鶴」。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃093
新宿「海森（かいしん）」

配信中
＃93 新宿「海森（かいしん）」／今日のお目当ては新宿3丁目に居を構える沖縄料理の居酒
屋「海森」。常連おすすめ「うさき」という泡盛を、島らっきょう、スクガラス豆腐などのと沖縄料
理と共に味わう。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃094
高田馬場「鳥やす本店」

配信中
＃94 高田馬場「鳥やす本店」／学生の町・高田馬場にある「鳥やす」。冷凍ものを使わない焼
き鳥の味に学生もサラリーマンも吸い寄せられる。首の肉のすきみ、鳥の白レバー、と貴重な
味も次々と供される。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃095
中目黒「藤八（とうはち）」

配信中
＃95 中目黒「藤八（とうはち）」／中目黒に店を構えて28年「藤八」。大衆割烹の暖簾にふさわ
しく、長年の工夫を凝らして安くて新鮮な素材で旬のうまさを提供してくれる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃096
南千住「大坪屋」

配信中
＃96 南千住「大坪屋」／大正12年創業、ガード下の店「大坪屋」。ウーロンハイは、厳選した
茶葉で作ったウーロン茶を使うほどのこだわり。毎日作りたて、フレッシュなウーロンハイが堪
能できる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃097
町屋「小林」

配信中
＃97 町屋「小林」／一串に刺したモツをおでんの様に大鍋で煮て食べる店。煮込み汁は先代
からのものを継ぎ足して受け継いでいる。常連となると自分でその鍋から好きなものを取るこ
とができる。
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吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃098
大井町「もつ焼き 池田や」

配信中
＃98 大井町「もつ焼き 池田や」／2005年8月に立ち退きで閉店した名店。もつ焼きもいいが、
半丁はあるほど大きめに切った煮込み豆腐がうれしい。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃099
武蔵小山「牛太郎」

配信中
＃99 武蔵小山「牛太郎」／武蔵小山の酒呑みに愛され続ける「牛太郎」。もつ焼きは80円と
超安い上、他のものも300円以下。名物・とんちゃんは煮込みにニンニクのタレをかけたもの
で絶品。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃100
北千住「酒屋の酒場」

配信中
＃100 北千住「酒屋の酒場」／北千住の人気店「酒屋の酒場」。店は2代目が仕切り、刺身は
初代の父親が担当。客がいても平気で親子ケンカをする下町ぶりは、逆に客を温かな気持ち
にさせてくれる。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃101
札幌「五醍」

配信中
＃101 札幌「五醍」／札幌はススキノの仲小路に店を構えて42年。漁師小屋風のランプで照
らされた暗めの店内、カウンターには旬の山海の幸が並び、備長炭でキンキやホッケの炉辺
焼きを頂く。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃102
小樽「わか松」

配信中
＃102 小樽「わか松」／有名な観光地、小樽の飲み屋街・花園エリアに1985年に店を構えた
「わか松」。厳選された限定品の日本酒が常時40種類以上も揃っている。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃103
札幌・狸小路「一徹」

配信中
＃103 札幌・狸小路「一徹」／札幌中心部最大の商店街・狸小路に店を構え、昼はラーメン
屋、夕方から居酒屋。元洋食のシェフだったマスターのフランス風イタリア風のオリジナルメ
ニューが並ぶ。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃104
小樽「らく天」

配信中
＃104 小樽「らく天」／観光地・小樽にあって地元客が通う「らく天」はおでん屋だが、マスター
の創作料理が光る。関西風のおでんはツブ貝や根曲がり竹が入った地元素材重視で独創
的。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃105
札幌「魚鮮」

配信中
＃105 札幌「魚鮮」／「魚鮮」は新札幌にある鮮魚店の直営店で魚貝の鮮度は折り紙つき。
札幌に出なくても安くて新鮮な魚が食べられると評判。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃106
西新井「赤ちょうちん」

配信中
＃106 西新井「赤ちょうちん」／創業60年以上、10人ほどの小さいカウンターのみの酒場。隣
は同時に創業した酒屋「伊勢末酒店」なので、酒の種類には困らず。おつまみは女将さんの
手作りばかり。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃107
国分寺「ほんやら洞」

配信中
＃107 国分寺「ほんやら洞」／店名が見えないくらいにツタに覆われた外壁が目印。昔フォー
クソングにはまっていた人なら誰でも知っている女性シンガーソングライター・中山ラビさんの
店。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃109
立川「スタンドバー 潮」

配信中
＃109 立川「スタンドバー 潮」／56年前からバーテンダーをやっているマスター。立川の語り
部的存在であるマスターの話をつまみに千種類は超えるというカクテルを飲むと、知らぬ間に
時間が過ぎている。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃110
金町「大力酒蔵」

配信中
＃110 金町「大力酒蔵」／創業40年の金町では一二を争う老舗。自分でホルモンなどを焼く
ほかに、鍋物をロースターの上で温めることもできる。人気メニューは唐辛子の効いた牛スジ
煮込み。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃111
津田沼「神月」

配信中
＃111 津田沼「神月」／総武線際の飲み屋街の一角に、創業19年ながら漁師を志望した主
人の開く「神月」がある。休日に店主自ら房総の海で釣り上げた活きのいい魚料理がテーブ
ルに並ぶ。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃112
船橋「一平」

配信中
＃112 船橋「一平」／「一平」は創業45年を誇る船橋の大衆酒場。午後3時から常連客がカウ
ンター席を占め、魚介類が中心のメニューはどれも格安で酎ハイは210円。
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吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃113
中村橋「やきとり 川名」

配信中
＃113 中村橋「やきとり 川名」／練馬区で内臓の卸を営む会社が経営するため焼き鳥の種
類は豊富で安い。軟骨と紫蘇が入った自家製つくねは食べなきゃダメ。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃114
高円寺「きよ香」

配信中
＃114 高円寺「きよ香」／創業45年の沖縄料理店「きよ香」は、有名な「抱瓶」の本店。定番の
ゴーヤーチャンプルーや沖縄の家庭料理が大皿で提供されており、どれもおいしい。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃115
中野「路傍（ろぼう）」

配信中
＃115 中野「路傍（ろぼう）」／「路傍」は創業45年。小さな囲炉裏がカウンターの真ん中に鎮
座し、奥には千福の樽が並ぶ不思議な店。先代を継いで脱サラした2代目夫婦が切り盛りす
る。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃116
恵比寿「とよかつ」

配信中
＃116 恵比寿「とよかつ」／冬限定、出来たてを蔵元から直送してもらったにごり酒は1杯350
円。他にも、東京ではこの店でしか飲めないワインや日本酒もあるとか。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃117
五反田「呑ん気」

配信中
＃117 五反田「呑ん気」／マスターの振る中華鍋から酒呑みが好むつまみが次から次へと繰
り出される「呑ん気」。人気のチャーシューは絶品。裏メニューの酢豚は常連さんに教えても
らった。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃118
都立大学 「鳥はる」

配信中
＃118 都立大学 「鳥はる」／焼き鳥を食べているお客はほとんど見当たらない「鳥はる」。こ
の店を愉しむにはご主人の「おまかせ」に身をゆだねるしかない。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃119
三軒茶屋「焼きとん とし」

配信中
＃119 三軒茶屋「焼きとん とし」／寡黙なご主人・としさんは「おすすめは？」と聞いても「な
い」と答える。そこがなんとも気持ちがいい。するどいご主人の目に気を遣いながら飲むのも
初心者の愉しみ方。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃120
溝の口「焼き鳥専門の店 かとりや」

配信中
＃120 溝の口「焼き鳥専門の店 かとりや」／表は、店長が仕切る立ち呑みコーナーで、1本か
らオーダーできる焼き鳥はひと串80円。奥は座り呑みもできて10円UPのひと串90円。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃121
八広「丸好酒場（まるよしさかば）」

配信中
＃121 八広「丸好酒場（まるよしさかば）」／日本初と豪語する「牛レバ刺し」と脂こってりの
「煮込み」が名物。共に先代考案の特製醤油ダレで頂く。ご近所の常連さんが毎日通うような
下町情緒あふれる酒場である。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃122
四ツ木「とりあへず」

配信中
＃122 四ツ木「とりあへず」／創業21年だが、店主は老舗寿司屋の長男として15年間寿司を
握っていた過去がある。〆はやっぱり「おまかせ寿司」。元寿司職人の誇りで握る原釜産の大
穴子が絶品。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃123
本所吾妻橋「とん平」

配信中
＃123 本所吾妻橋「とん平」／創業35年を迎えた「とん平」は、ビルが建ち並ぶ本所吾妻橋に
あるが大衆的風情が残る佇まい。お薦めはモツ焼きと、何といってもジャンボレバー。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃124
雑色｢三平｣

配信中
＃124 雑色「三平」／創業1952年のもつやき専門店「三平」。焼き物は下処理が丁寧でどれも
癖がなく上品な味わい。特に「あぶら」がウリで、馴染み客には必ず「あぶらあるよ」と声をか
ける。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃125
上大岡｢鳥佳(とりよし)｣

配信中
＃125 上大岡「鳥佳（とりよし）」／湘南のヨットマンだった店主は焼き鳥一筋ながら魚など旬
の食材も取り入れる。煮込みの鉄人から教わったというもつ煮込みもある。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃126
羽生｢新井屋｣

配信中
＃126 羽生「新井屋」／羽生紳士が集うホルモン焼き屋「新井屋」。メニューは「赤（赤身のモ
ツ）」「白（白い色のモツ）」のみ。マスターが自ら足を運んで仕入れるモツは新鮮。
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吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃127
加須｢平八｣

配信中
＃127 加須「平八」／ほぼ毎日、ご主人が築地で仕入れる新鮮な魚介はレベルが高く、値段
が安い。実質メニューは存在しないので、「おすすめ」をお店のひとに尋ねながら注文を決め
るのが正しい。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃128
茗荷谷｢和来路｣

配信中
＃128 茗荷谷「和来路」／創業30年、地元の人々に愛されて続ける店「和来路」。さばの味醂
干し、かぼちゃの煮物など居酒屋らしいメニューが豊富で、素材の良さと扱いの上手さが際立
つ。

吉田類の酒場放浪記【TBSオンデマンド】 ＃129
田端「初恋屋」

配信中
＃129 田端「初恋屋」／常連が開店時間の夕方5時前から顔を出し、6時半すぎにはもういっ
ぱいになる店「初恋屋」。魚介のメニューが豊富だが、本格的な焼き鳥もうまい。

私の運命【TBSオンデマンド】 第01話 配信中
＃1 悲劇の婚約者／建設会社のOL・千秋（坂井真紀）は社内の有望株・次郎（東幹久）との
結婚を控え、幸せを満喫していた。ある日、次郎は会社の健康診断で胸部の再検査を指示さ
れ…。

私の運命【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
＃2 死の告知／片桐（佐野史郎）の手術に期待する千秋（坂井真紀）だが、守（段田安則）は
片桐を批判する。その頃、看護師の里美（常盤貴子）も複雑な気持ちで…。

私の運命【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
＃3 誰にも言えない秘密／病状に疑いを抱いた次郎（東幹久）は、千秋（坂井真紀）と守（段
田安則）を問い正すが、2人とも真実を伝えない。次郎はありのままを話してほしいと言うが
…。

私の運命【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
＃4 手術前に彼は別れようと言った／次郎（東幹久）の入院前夜、千秋（坂井真紀）らは食事
会を開いた。努めて明るく振る舞う千秋や真理子（野際陽子）を前に、守（段田安則）は次郎
に手術には反対だと告げる。

私の運命【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
＃5 兄と妹、涙の純情物語／次郎（東幹久）の手術後、合併症の危険を指摘された真理子
（野際陽子）と千秋（坂井真紀）。一方、片桐（佐野史郎）らは次郎の生存記録を延ばすことに
懸命だった。

私の運命【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
＃6 母が信じる霊能力者／集中治療室の次郎（東幹久）が合併症を引き起こした。そんな
中、真理子（野際陽子）は勤め先の同僚から、霊宝会という新興宗教を紹介され…。

私の運命【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
＃7 結婚にふさわしい条件／重体に陥った次郎（東幹久）の危機は、守（段田安則）の応急処
置や片桐（佐野史郎）の尽力で回避された。看護師として見守る里美（常盤貴子）も次郎の無
事を喜ぶが…。

私の運命【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
＃8 禁じられた遊び／次郎（東幹久）の婚約解消の意志は固い。守（段田安則）は千秋（坂井
真紀）に、里美（常盤貴子）と次郎が親しげにしていたと言う。守の言葉が信じられない千秋は
…。

私の運命【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
＃9 愛から友達にかわる時／千秋（坂井真紀）の知らぬ間に、招待客に結婚式延期の知らせ
が出されていた。そんな中、片桐（佐野史郎）の判断で、次郎（東幹久）の退院が決まった。

私の運命【TBSオンデマンド】 第10話 配信中
＃10 涙が止まらない結婚式／次郎（東幹久）と里美（常盤貴子）の過去を山田に調べさせた
片桐（佐野史郎）は、2人が昔恋人同士だったと知り、さらに興味を引かれる。

私の運命【TBSオンデマンド】 第11話 配信中
＃11 再発そして次郎への告知／次郎（東幹久）の希望で、仕事への復帰が実現した。しかし
経過検査の結果、再発と診断される。再手術の必要を告げられた千秋（坂井真紀）と真理子
（野際陽子）は…。
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私の運命【TBSオンデマンド】 第12話 配信中
＃12 死を目前にした家庭内暴力／次郎（東幹久）は千秋（坂井真紀）から自分がガンである
と聞き、激しく動揺。真理子（野際陽子）は否定するが、次郎は荒れるばかり。怒った真理子
は千秋を追い出し…。

私の運命【TBSオンデマンド】 第13話 配信中
＃13 愛する自信を失う言葉／守（段田安則）や重村教授の反対を押し切って、片桐（佐野史
郎）は次郎の再手術の準備を始める。次郎（東幹久）は里美（常盤貴子）の部屋を訪れるが、
心は満たされない。

私の運命【TBSオンデマンド】 第14話 配信中
＃14 お兄ちゃん、次郎を殴る／守（段田安則）と千秋（坂井真紀）は、兄妹で正月を迎えた。
一方、千秋を失った次郎（東幹久）はますます暗くなる。真理子（野際陽子）は千秋に戻ってく
るよう頼む。

私の運命【TBSオンデマンド】 第15話 配信中
＃15 遺言／片桐（佐野史郎）は次期教授選の推薦を条件に、次郎（東幹久）への新薬投与を
承諾した。次郎は、千秋（坂井真紀）から妊娠を告げられ、生きる事への執着を強くし…。

私の運命【TBSオンデマンド】 第16話 配信中
＃16 次郎の死／次郎の最期は目前に迫っていた。千秋は守に懇願し、次郎を家に連れ帰
る。帰宅した次郎はその夜、千秋に2人の思い出の場所・逗子へ連れて行ってほしいと訴え
…。

私の運命【TBSオンデマンド】 第17話 配信中
＃17 涙の遺書と母の復讐／次郎（東幹久）の死後、千秋（坂井真紀）は葬儀の準備に追わ
れる。真理子（野際陽子）は次郎を死なせたのは片桐（佐野史郎）と言い続け、片桐の腕を包
丁で刺してしまう。

私の運命【TBSオンデマンド】 第18話 配信中
＃18 最愛の子供が消えた日／千秋（坂井真紀）にプロポーズを断られたものの、光夫（渡辺
いっけい）は控えめに彼女への愛を抱き続けている。そんな折、千秋親子は光夫親子と4人で
キャンプに出掛けた。

私の運命【TBSオンデマンド】 第19話 配信中
＃19 新しい恋／昇（益田圭太）の胸部腫瘍は悪性のものだった。しかし守（段田安則）は千
秋（坂井真紀）を気遣い、真実を隠そうとする。治療法も独自の方法を採用し…。

私の運命【TBSオンデマンド】 第20話 配信中
＃20 仮面／守（段田安則）の方針で進められる昇（益田圭太）の治療は効果をあげず、状態
は悪化してゆく。千秋（坂井真紀）は昇の病状が楽観的でないことを察知するが…。

私の運命【TBSオンデマンド】 第21話（最終話） 配信中
＃21 自分自身のために／真理子（野際陽子）は、憲一（東幹久・二役）が仕組んだ詐欺は自
分への復讐と知り、自殺を図る。一方、昇（益田圭太）の手術は片桐（佐野史郎）が執刀する
ことに…。

女はそれを許さない【TBSオンデマンド】 第01話 配信中
第1話 「最強弁護士タッグが悩む女性たちを救う！オンナの敵を成敗！」／麗（深田恭子）は
弁護士になって初の裁判で自分のミスから依頼人を傷つけ、弁護士を辞めてしまう。そんな
中、弁護士会を追われた凛香（寺島しのぶ）と出会う。

女はそれを許さない【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
第2話 「2600万円婚活サギ！！驚愕の秘策で大逆転」／婚活相手に怒る母娘が訪ねてき
た。男性が写真とは似ても似つかない容姿だったため、慰謝料を請求したいというのだ。麗
（深田恭子）は相手の男性に会いに行くが…。

女はそれを許さない【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
第3話 「痴漢されたOL…逆慰謝料2000万のワナ」／不可解な自転車同士の衝突事故が起こ
り、麗（深田恭子）は当事者である大学生の相談に乗ることに。そんな中、水野早苗（小林涼
子）が痴漢被害を受けたと相談にやってくる。

女はそれを許さない【TBSオンデマンド】 第04話 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／第4話 「離婚裁判…別れたい
妻VSしがみつく夫！」／弁護士志望の夫との離婚を望む紗英（酒井若菜）のために奔走する
麗（深田恭子）と凛香（寺島しのぶ）。だが、法廷にトラウマを抱える麗の前に原因となった依
頼人が現れる。
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女はそれを許さない【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
第5話 「母を訴えます！10歳少女…涙の感動結末」／10歳の少女が母親に損害賠償を求め
るという異例の裁判が始まった。少女は母親から虐待を受けた過去があり、麗（深田恭子）が
初めて担当した裁判の依頼人の娘でもあった。

女はそれを許さない【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
第6話 「ストーカー被害者の悲痛！驚愕の真実…」／泰輔（溝口淳平）の元カノ・真奈美（佐津
川愛美）がストーカー被害にあっているという。泰輔が見守りながら解決を目指そうと考えてい
た矢先、事件が起こってしまい…。

女はそれを許さない【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
第7話 「退学強要！？セレブ学園ママカースト地獄」／老舗和菓子店の遺言に関する相談を
受けた凛香（寺島しのぶ）。先方の弁護士は凛香と犬猿の仲だった菜津子（高岡早紀）で、2
人は互いを倒そうと激しい闘志を燃やす。

女はそれを許さない【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
第8話 「ゲイカップルの結婚式？切ない愛の結末」／ゲイカップルの結婚式場予約に関するト
ラブルの相談を受けた麗（深田恭子）と凛香（寺島しのぶ）。一方、凛香はセイントから自分を
追放した人物を知り、ショックを受ける。

女はそれを許さない【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
第9話 「児童5人らトラック事故！遺族会の叫び」／弁護士資格を取り戻した凛香（寺島しの
ぶ）は、颯爽と忠守法律事務所を去っていった。一方、麗（深田恭子）は子どもが5人も死亡し
た交通事故の訴訟を担当する。

女はそれを許さない【TBSオンデマンド】 第10話
（最終話）

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／第10話 「最後の対決！子を
失った親達の救いとは」／麗（深田恭子）と凛香（寺島しのぶ）は依頼人から解任され、最大
のピンチに陥る。それでも事件の真相を解明しようと調査を続けていると、意外な事実が明ら
かになる。

小公女セイラ【TBSオンデマンド】 第01話 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃1 みんなが涙した世界の名
作！大金持ちのお嬢様が召使に…泣いたりしない。だって女の子は誰でもプリンセスなんだ
から…どんな逆境にも強く正しい姿に家族揃って感動して下さい／幼い頃に母を亡くした黒田
セイラ（志田未来）はインドから帰国し、ミレニウス女学院に入学。しかしある日…。

小公女セイラ【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
＃2 学院一自慢の生徒は使用人／父・龍之介（谷中敦）の死により、身寄りと財産を失ったセ
イラ（志田未来）。学院長・三村千恵子（樋口可南子）は下働きとして働くようセイラに命じる。

小公女セイラ【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
＃3 お姫様の友達はネズミだけ／クラス代表スピーチの座をセイラ（志田未来）に奪われた真
里亜（小島藤子）。セイラの父が多額の寄付をしたおかげでセイラが特別待遇を受けたと知っ
た真里亜は…。

小公女セイラ【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃4 主演女優は私よ！／伝
統行事の「ロミオとジュリエット」の公演が近づいていた。台詞が完璧に頭に入っているセイラ
（志田未来）の元には、まさみ（岡本杏理）たちが毎晩練習に訪れるが・・

小公女セイラ【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃5 二人だけの修学旅行の
夜／修学旅行の日を迎えた学院。身寄りのないセイラ（志田未来）は、学院に残ることしかで
きなかった。カイトは「俺の田舎に一緒に行こう！」とセイラを誘い…。

小公女セイラ【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃6 小悪魔系天使あらわる！
／無断で学院を抜け出したセイラ（志田未来）を、千恵子（樋口可南子）は学院から追い出そ
うとする。亜蘭（田辺誠一）はセイラを留めるよう千恵子に助言するが…。

小公女セイラ【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃7 誰も盗めない宝物／セイ
ラ（志田未来）が姿を消した。千恵子（樋口可南子）は、カイト（林遣都）にセイラを探すよう命
令。笑美子（斉藤由貴）は千恵子に、セイラにきつく接する理由を問う。

小公女セイラ【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃8 魔法のようなプレゼント／
セイラ（志田未来）は初めての給料でカイト（林遣都）へのプレゼントを購入。さらにまさみ（岡
本杏理）にもプレゼントを用意して楽しいひと時を過ごそうとするが…。
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小公女セイラ【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃9 彼女を救うのは誰だ？／
真里亜（小島藤子）のセイラ（志田未来）への嫌がらせは容赦なく、かをり（忽那汐里）は真里
亜と口論に。まさみ（岡本杏理）までも巻き込む騒ぎとなり…。

小公女セイラ【TBSオンデマンド】 第10話（最終
話）

配信中
＃10 奇跡の大逆転！美しき復讐が始まる／セイラ（志田未来）が再び学院からいなくなり、カ
イト（林遣都）もショックを受ける。一方、栗栖邸では、栗栖慶人（要潤）が懸命にセイラの行方
を捜していた。

世界の中心で､愛をさけぶ【TBSオンデマンド】 第
01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。

世界の中心で､愛をさけぶ【TBSオンデマンド】 第
02話

配信中
＃2／1987年、付き合い始めた17歳のサク（山田孝之）と亜紀（綾瀬はるか）。2人は順調に愛
を育んでいた。ある日サクは、祖父・謙太郎から、ある奇妙な頼みごとをされる。

世界の中心で､愛をさけぶ【TBSオンデマンド】 第
03話

配信中
＃3 永遠の別れ／サク（山田孝之）の祖父・謙太郎（仲代達矢）が亡くなった。その事実をな
かなか実感できずにいるサク。亜紀（綾瀬はるか）は、サクの力になりたいと必死になるが
…。

世界の中心で､愛をさけぶ【TBSオンデマンド】 第
04話

配信中
＃4 最後の日／サク（山田孝之）と亜紀（綾瀬はるか）は、誰もが知る仲となっていた。そんな
中、幼なじみの大木（田中幸太朗）が、隠れてアルバイトしているところを見てしまい…。

世界の中心で､愛をさけぶ【TBSオンデマンド】 第
05話

配信中
＃5 忍びよる影／充実した日々を送っていた亜紀（綾瀬はるか）の身体に、少しずつ変化が
訪れていた。サク（山田孝之）は無人島でのキャンプを計画するのだが…。

世界の中心で､愛をさけぶ【TBSオンデマンド】 第
06話

配信中
＃6 生への旅路／島で倒れた亜紀（綾瀬はるか）。亜紀に会いたい一心で病院を訪ねたサク
（山田孝之）は、亜紀の父・真（三浦友和）から、驚愕の事実を聞かされる。

世界の中心で､愛をさけぶ【TBSオンデマンド】 第
07話

配信中
＃7 明けない夜／両親やサク（山田孝之）から、嘘の病名を告げられていた亜紀（綾瀬はる
か）。入院している白血病患者の真島（鳥羽潤）と出会い、自分の病名を疑い始める。

世界の中心で､愛をさけぶ【TBSオンデマンド】 第
08話

配信中
＃8 プロポーズ／亜紀（綾瀬はるか）の傍にいたい一心で、オーストラリアへの修学旅行に行
きたがらないサク（山田孝之）。亜紀は「いつか一緒に行くため」とサクを送り出し…。

世界の中心で､愛をさけぶ【TBSオンデマンド】 第
09話

配信中
＃9 最期の選択／日々病状が悪化していく亜紀（綾瀬はるか）。ふたりで結婚写真を撮ろうと
計画したサク（山田孝之）は、ウェディングドレスの調達に奔走する。

世界の中心で､愛をさけぶ【TBSオンデマンド】 第
10話

配信中
＃10 たすけてください…／亜紀（綾瀬はるか）との別れが迫ってきていた。サク（山田孝之）
は亜紀に、オーストラリア・ウルルの青い空を見せようと決心する。

世界の中心で､愛をさけぶ【TBSオンデマンド】 第
11話（最終話）

配信中
＃11 かたちあるもの／空港で倒れ、病院に運ばれた亜紀（綾瀬はるか）。そしてサク（山田孝
之）も、極度の疲労から倒れてしまう。そして夜が明け、サクが目を覚ましたとき…。

世界の中心で、愛をさけぶ特別編 -17年目の卒
業-【TBSオンデマンド】

配信中
ドラマ「世界の中心で、愛をさけぶ」全11話の中で紹介できなかったエピソードと、そしてもうひ
とつのドラマ「卒業」。ふたつを交えながら紡がれる、亜紀とサクの物語。
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青い鳥 完結編【TBSオンデマンド】 配信中
「青い鳥」が新エピソードと共によみがえる！山田麻衣子と豊川悦司のナレーションでおくる
本編のダイジェスト版に加え、主人公たちのその後をサイパンロケで描く。

青い鳥【TBSオンデマンド】 第01話 配信中
＃1 許されない愛／長野県の小さな町にある駅で働く駅員・柴田理森（豊川悦司）。ある日、
町の有力者の息子綿貫広務（佐野史郎）の妻・かほり（夏川結衣）と誌織（鈴木杏）母子が越
してくる。

青い鳥【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
＃2 秘密の絆／かほり（夏川結衣）と広務（佐野史郎）が夫婦だと知った理森（豊川悦司）。か
ほりの身の上を聞くうちに、理森はかほりに惹かれてゆく自分に気付くのだった。

青い鳥【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
＃3 炎の夜／息苦しい生活に疲れたかほり（夏川結衣）は理森（豊川悦司）のもとを訪れる。
そこへ広務（佐野史郎）が。そして、かほりとの結婚にまつわる秘められた事実を話し始める。

青い鳥【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
＃4 逃避行／理森（豊川悦司）とかほり（夏川結衣）はお互いの気持ちを確かめ合う。広務
（佐野史郎）は激怒し、かほりと誌織（鈴木杏）を引き離そうとする。そして、理森は…。

青い鳥【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
＃5 幸せのある場所／かほり（夏川結衣）と誌織（鈴木杏）を連れた理森（豊川悦司）は、3人
で暮らすため北へ向かった。そして、岩手にある理森の母・すみ子（りりィ）の牧場に身を寄せ
る。

青い鳥【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
＃6 黒い影／広務（佐野史郎）の執拗な追跡から逃れるため、理森（豊川悦司）たちは更に北
へ。八戸にたどり着いた3人は、この地に落ち着くことを決心するのだが…。

青い鳥【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
＃7 終着駅／追手が迫る中、理森（豊川悦司）たちは逃避行を再開する。北海道の湖畔に身
を潜めるが、そこへ広務（佐野史郎）が。そして、かほり（夏川結衣）は断崖へと向かう。

青い鳥【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
＃8 再会／かほり（夏川結衣）の投身自殺から6年。すべての責任を負って刑務所に入ってい
た理森（豊川悦司）が仮出所し、故郷に帰ってきた。理森を待っていたのは…。

青い鳥【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
＃9 新たなる旅／理森（豊川悦司）は下関に向かう準備を進めていた。一方、広務（佐野史
郎）が自分をアメリカに留学させたがっていると知った誌織（山田麻衣子）は、理森の家を訪
ねる。

青い鳥【TBSオンデマンド】 第10話 配信中
＃10 運命の愛／理森（豊川悦司）は下関へ、誌織（山田麻衣子）は鹿児島への旅が始まっ
た。広務（佐野史郎）は理森からの連絡を受けていながら、周囲に誌織が誘拐されたと吹聴
する。

青い鳥【TBSオンデマンド】 第11話（最終話） 配信中
＃11 永遠の愛／南十字星が見える小さな島でかほり（夏川結衣）の遺骨を撒いた理森（豊川
悦司）と誌織（山田麻衣子）。そして理森は再び、すべてを背負う決意で警察へ出頭する。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第01話 配信中
第1回 夕陽と刺青／昭和13年、タエ（小川真由美）をめぐって重蔵（北大路欣也）は竜五郎
（中村敦夫）と決闘をする。幼い信介（栗又厚）はタエに抱かれながら、父の男の闘いを見つ
めていた。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
第2回 風の夜の抱擁／重蔵（北大路欣也）はタエ（小川真由美）と祝言をあげた。狭い家での
3人の暮らし、重蔵に愛されてタエの口からもれる甘い声を息子・信介（栗又厚）は息をひそめ
て聞いた。
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青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
第3回 朧夜の逃亡者／ある日、重蔵（北大路欣也）はケガをした少女に出会う。少女は前金
をもらって東日鉱山へ来たが、ひどい環境から逃げ出したと聞き、重蔵は東日鉱山に向かう
決意をする。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
第4回 悲しき星の下に／重蔵（北大路欣也）の力で東日鉱山から逃れた春南（上原ゆかり）
は、徐々に明るさを取り戻した。一方、織江（秋吉久美子）一家には悲劇が目の前に迫ってい
た。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
第5回 竜五郎出獄／竜五郎（中村敦夫）が出所し、東日炭鉱の援護を高塔（高桐真）から依
頼され引き受ける。またしても、重蔵（北大路欣也）と竜五郎の宿命的な対決が近づいてくる。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
第6回 男、落日に死す／東日炭鉱で落盤事故があり35人の炭鉱員が閉じ込められた。重蔵
（北大路欣也）は1人山に入り、爆発に巻き込まれて35人の命と引き換えに死亡してしまう。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
第7回 女になる夜／重蔵（北大路欣也）の死後5年。重蔵に助けられた人たちと金山（山本
圭）で、ようやく重蔵の墓が建てられた。一方、タエ（小川真由美）と金山の仲がウワサになる
が…。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
第8回 青いめざめ／織江（名川忍）と2人だけの横穴で信介（鳥海勝美）は、織江のモンペを
脱がす。一方、タエ（小川真由美）は労務課長（灰地順）に襲われ、矢部虎（芦田伸介）に助け
られる。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
第9回 帰って来た男／終戦から3度目の夏、織江（秋吉久美子）の母は寝込み、借金が返せ
なくなっていた。闇市で働く織江を少しでも助けるため、信介（江藤潤）はアルバイトを始める。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第10話 配信中
第10回 荒野にも虹は立つ／織江（秋吉久美子）の店に現れた春男（火野正平）がヤクザに襲
われるが、竜五郎（中村敦夫）が助ける。一方、信介（江藤潤）は部活を辞めたことが母にバ
レて叱られる。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第11話 配信中
第11回 恋を追う女／春男（火野正平）は竜五郎（中村敦夫）に子分にしてほしいと頼む。そん
な中、タエ（小川真由美）が血を吐く。竜五郎はタエを飯塚の病院へ入れようとするが…。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第12話 配信中
第12回 男たちの世界／昭和23年秋、タエ（小川真由美）親子は竜五郎（中村敦夫）の元へ引
き取られた。そんな中、信介（江藤潤）は自転車が壊れて困っている教師・梓（大谷直子）に出
会う。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第13話 配信中
第13回 めざめの中で／信介（江藤潤）は長太（谷隼人）から“女性を信じるな”と教わる。ある
日、信介は織江（秋吉久美子）の元を訪ねる。ギクシャクした雰囲気の中、織江を抱き寄せる
が…。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第14話 配信中
第14回 ひとりぼっちの道／信介（江藤潤）は高校生になり、梓先生（大谷直子）との楽しい生
活が始まった。織江（秋吉久美子）は、信介が先生をバイクに乗せて楽しそうに出掛けるのを
目撃してしまう。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第15話 配信中
第15回 川筋喧嘩作法／信介（江藤潤）は梓先生（大谷直子）が激しい恋に悩んでいることを
知る。さらに、信介はそんな先生を好きだと実感する。そんな中、竜五郎（中村敦夫）が襲撃さ
れる。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第16話 配信中
第16回 ゆれ動く女ごころ／敵討ちのため単身「円映会」に乗り込んだ長太（谷隼人）を、矢部
虎（芦田伸介）と信介（江藤潤）が救出。一方、織江（秋吉久美子）はひどい環境の伯父の家
を飛び出す。
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青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第17話 配信中
第17回 道けわしくも／矢部虎（芦田伸介）が信介（江藤潤）の度胸を誉めた。それを聞いたタ
エ（小川真由美）は「やはりヤクザは嫌いだ」と言い、塙組を離れたいと思う。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第18話 配信中
第18回 別れゆく人／信介（江藤潤）は塙組の影を初めて自覚し、タエ（小川真由美）の心配を
理解。そして、タエ親子は梓先生（大谷直子）が住んでいた下宿先に住むことになる。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第19話 配信中
第19回 迷路果てなく／新生活を始めたタエ（小川真由美）と信介（江藤潤）は、さまざまな支
障にぶつかる。一方、春男（火野正平）は、小倉で織江（秋吉久美子）と会ううちに段々と引か
れていく。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第20話 配信中
第20回 風荒き日々／タエ（小川真由美）は割ぽう旅館「山笠」に信介（江藤潤）と一緒に住み
込み、働き出す。一方、織江（秋吉久美子）には数々の災難が降りかかっていた。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第21話 配信中
第21回 幼い初夜／春男（火野正平）からキャバレーの女性の話を聞いた信介（江藤潤）は、
それが織江（秋吉久美子）だと直感的に思う。早速、キャバレーに向かい、織江とようやく再会
する。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第22話 配信中
第22回 今日も旅ゆく／織江（秋吉久美子）の借金を返すために、信介（江藤潤）はアルバイト
を探す。一方、タエ（小川真由美）は文治（山田吾一）から料理を習うが、文治の愛人の嫉妬を
買う。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第23話 配信中
第23回 都の西北／信介（江藤潤）は早稲田大学受験のため上京。そんな中、タエ（小川真由
美）が血を吐いて倒れた。受験が終わって帰ってきた信介は、母と会って何となくその死を予
感する。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第24話 配信中
第24回 わくら葉の女／信介（江藤潤）は病に倒れたタエ（小川真由美）の面倒を見るため、進
学の夢を諦めて働こうと決心する。一方、竜五郎は堅気になる決意をして、タエに求婚をす
る。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第25話 配信中
第25回 白い華燭／タエ（小川真由美）は肺結核だけでなく、白血病であることが判明。竜五
郎（中村敦夫）との結婚式当日、何も知らないタエは早く良くなって本当の夫婦になることを誓
う。

青春の門（第一部）【TBSオンデマンド】 第26話
（最終話）

配信中
第26回 出発／タエ（小川真由美）が亡くなり織江（秋吉久美子）のことも気がかりだが、信介
（江藤潤）は上京を決める。そして、父の好きだった香春岳を眺め、自らの青春の門へと向か
う。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第01話 配信中
第1回／信介（江藤潤）は早稲田大学へ足を踏み入れる。そして、校内で知り合った緒方（高
岡健二）と教科書を買いに行くと、カオル（松坂慶子）という美しい女性と出会う。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
第2回／信介（江藤潤）は緒方（高岡健二）の部屋で同居することに。緒方は信介を連れ出し、
カオル（松坂慶子）の元へ。そして信介に若い娼婦・初美（伊佐山ひろ子）を押しつける。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
第3回／信介（江藤潤）はアルバイトを始めるが、風邪で寝込んでしまいクビになる。学生証で
カオル（松坂慶子）から金を借りるが、次の仕事探しには学生証が必要だった。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
第4回／信介（江藤潤）は初めて製薬会社で「血」を売り、カオル（松坂慶子）に金を返済して
学生証を返してもらう。また、信介は歌声喫茶で梓先生（水谷良重）と再会する。
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青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
第5回／信介（江藤潤）の元に竜五郎（中村敦夫）からの思いがけない送金があった。また、
信介は緒方（高岡健二）との賭けで、英子（野口みどり）の部屋へ忍び込むが…。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
第6回／英子（野口みどり）との一件が気恥ずかしくて、信介（江藤潤）は住み込みのアルバイ
トを始める。信介は金に困るが、誘われたボクシングをすることで全てが決着する。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
第7回／石井（高橋悦史）の家に同居した信介（江藤潤）は本格的にボクシングのトレーニン
グを始める。そして信介は、石井が愛人・理子（島村佳江）とうまくいってないことを知る。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
第8回／九州の竜五郎（中村敦夫）が上京してくる。昔の借金を返しにきたと言い、その相手
はカオル（松坂慶子）の店のオーナーである吟子（奈良岡朋子）だった。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
第9回／織江（木村理恵）が上京してきた。そんな中、理子（島村佳江）は子どもを堕すため病
院に行く。なぜか信介（江藤潤）が付き添うことになり、その姿を織江が偶然見てしまう。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第10話 配信中
第10回／信介（江藤潤）と理子（島村佳江）の関係を誤解して織江（木村理恵）が姿を消す。カ
オル（松坂慶子）に相談した信介は、織江が悪質なスカウトに引っかかったことを知る。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第11話 配信中
第11回／英治（綿引洪）のおかげで、信介（江藤潤）は織江（木村理恵）を連れ戻す。翌日、カ
オル（松坂慶子）にお礼を言いに行き、織江がこれからどうするかを相談する。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第12話 配信中
第12回／カオル（松坂慶子）の死んだ元恋人の未完の原稿を持って、キム（山本圭）がカオル
を訪ねてきた。一方、信介（江藤潤）は英治（綿引洪）に金を返そうと池袋に向かう。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第13話 配信中
第13回／釈放されたカオル（松坂慶子）は、水谷（小川真司）の妹・キミ子（小宮山京子）か
ら、父の手術代と5万円を要求される。しかし、水谷の父が病気ではないと知りいら立つ。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第14話 配信中
第14回／カオル（松坂慶子）は水谷（小川真司）の実家の事実を確かめに行く。想像以上の
現実に絶望的になっているカオルの元へ、石井（高橋悦史）が信介（江藤潤）とやってきた。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第15話 配信中
第15回／石井（高橋悦史）とカオル（松坂慶子）の心中は未遂に終わった。カオルは退院して
石井の元に住むことになった。そして信介（江藤潤）は、石井の家を出る決意をする。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第16話 配信中
第16回／石井（高橋悦史）は信介（江藤潤）に、大学チャンピオンとのスパーリングを勧める。
チャンピオン相手に信介は健闘し、トレーニングが間違っていなかったことを証明した。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第17話 配信中
第17回／緒方（高岡健二）の考える演劇運動が実現しようとしていた。しかし、劇団員の足並
みはそろわず、笙子（藤真利子）も両親の反対にあうが、信介（江藤潤）が両親を説得する。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第18話 配信中
第18回／緒方（高岡健二）の考える新しい演劇運動の壮行会には、石井（高橋悦史）、圭子
（松坂慶子）なども駆けつけた。一方、織江（木村理恵）は函館で人身御供にされそうになる。
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青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第19話 配信中
第19回／北海道へ渡った緒方（高岡健二）たちの劇団は、宿舎とアルバイトが決まった。だ
が、港湾労働に就いた緒方と信介（江藤潤）は、職場に暴力団絡みの問題があると気付く。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第20話 配信中
第20回／緒方（高岡健二）は食堂の娘・トミ（高橋洋子）に好意を持っているようだ。さらに港
湾労働者の実態をつかむことにも必死で、鏑矢組からにらまれてしまう。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第21話 配信中
第21回／緒方（高岡健二）は何としても不正を暴こうと、仲仕の小泉（土方弘）を丸玉食堂へ
招いて鏑矢組のやり口を聞き出す。それを察した矢嶋（志賀勝）たちが丸玉食堂へ乗り込む。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第22話 配信中
第22回／玉吉（信欣三）は緒方（高岡健二）たちが市民運動を起こすのを反対はしないが、自
分は自分でやるという。そんな中、劇団は社会劇“羊と狼のうた”を演じることになった。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第23話 配信中
第23回／姿が見えない玉吉（信欣三）を緒方（高岡健二）たちが手分けして捜す。すると、矢
嶋（志賀勝）たちに襲いかかろうとしていて、トミ（高橋洋子）の説得で思い止まらせる。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第24話 配信中
第24回／西沢（米倉斉加年）の暴力組織追放キャンペーンは、連日新聞の紙面を飾る。一
方、緒方（高岡健二）の脚本が完成して、トミ（高橋洋子）も劇団の手伝いをしてくれる。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第25話 配信中
第25回／おしげ（浦辺粂子）から、トミ（高橋洋子）が乱暴されたことが町中のウワサになって
いると聞く。緒方（高岡健二）たちはトミを正式に劇団員として同行させる。

青春の門（第二部）【TBSオンデマンド】 第26話
（最終話）

配信中
第26回／第1回公演は鏑矢組の激しい妨害を受けたが、なんとか成功。だが、あと2回の公演
は、村山（内田朝雄）の手で立ち退かされることになり、緒方（高岡健二）たちは敗北した。

誰にも言えない【TBSオンデマンド】 第01話 配信中
＃1 私を凌辱した男／デパートで働く加奈子（賀来千香子）は客の麻利夫（佐野史郎）と親しく
なった。麻利夫は結婚を仄めかすが、加奈子が妊娠したことを知ると、態度を一変させ…。

誰にも言えない【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
＃2 隣に棲む悪魔／麻利夫（佐野史郎）との突然の再会は、加奈子（賀来千香子）を混乱さ
せていた。ある夜、夫婦で招待された栗林家で、加奈子は山田夫妻と同席した。

誰にも言えない【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃3 罠に堕ちていく夫／麻利
夫（佐野史郎）は幹部候補にと伸吾（羽場裕一）を山田書房に誘った。伸吾は喜ぶが、麻利夫
を信用しない加奈子（賀来千香子）は賛成しかねて…。

誰にも言えない【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃4 不幸を呼ぶ蛇／加奈子
（賀来千香子）たちのマンションで消火器が紛失する事件が起き、犯人は伸吾（羽場裕一）だ
という噂が。窮地に立たされた加奈子は、麻利夫（佐野史郎）に助けられる。

誰にも言えない【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
＃5 恥ずかしい写真／マンション内で「伸吾（羽場裕一）は人殺しだ」というメモが見つかり、加
奈子（賀来千香子）は再び嫌がらせを受ける。怒りを覚える加奈子に伸吾はある過去を語り
…。

誰にも言えない【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
＃6 八月の濡れた抱擁／伸吾（羽場裕一）はシーツを纏った加奈子（賀来千香子）の写真を
発見。加奈子はその写真を見て、不可解な事件が麻利夫（佐野史郎）の仕業であることを確
信するのだった。
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誰にも言えない【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
＃7 深夜のおしおき／麻利夫（佐野史郎）と加奈子（賀来千香子）に激しく嫉妬する美雪（山
咲千里）。そんな美雪の言動に「自分と麻利夫の秘密は守りきれない」と感じた加奈子は…。

誰にも言えない【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
＃8 お義母さんが好き／不妊治療を終えた加奈子（賀来千香子）だが、伸吾（羽場裕一）が男
性不妊症だと判明した。一方、麻利夫（佐野史郎）と加奈子の関係を知った愛子（野際陽子）
は…。

誰にも言えない【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
＃9 夫をレイプした男／麻利夫（佐野史郎）は美雪（山咲千里）の妊娠を機に社長就任が決
定。社長就任パーティーで挨拶に臨んだ麻利夫は、加奈子（賀来千香子）を目にした途端変
調をきたし…。

誰にも言えない【TBSオンデマンド】 第10話 配信中
＃10 地獄に堕ちる蛇／社長に就任した麻利夫（佐野史郎）は、加奈子（賀来千香子）のこと
ばかり考えて失態を演じた。愛子（野際陽子）は、伸吾（羽場裕一）の過去までも加奈子に暴
露し…。

誰にも言えない【TBSオンデマンド】 第11話 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃11 加奈子の逆襲／加奈子
（賀来千香子）と麻利夫（佐野史郎）は、美雪（山咲千里）の妊娠が狂言だったことを知る。そ
の晩、加奈子は伸吾（羽場裕一）に麻利夫との関係を告白し…。

誰にも言えない【TBSオンデマンド】 第12話（最終
話）

配信中
＃12 最後に明かされる涙と衝撃の新事実！／伸吾（羽場裕一）は加奈子（賀来千香子）とや
り直す決意をした。引っ越しも決まったある夜、加奈子が焼け残った麻利夫（佐野史郎）の書
斎に入ってみると…。

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。

夫のカノジョ【TBSオンデマンド】 第01話 配信中
第1話 主婦とOLが入れ替わる！？“2人のママ”が家族を救う！！／派遣社員の星見（川口
春奈）は、上司の小松原（田辺誠一）らに見守られながら自由奔放に働いていた。ある日、退
社する小松原の後ろを黒尽くめの女が付けており…。

夫のカノジョ【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
第2話 ママが再発見…やっぱり家族が好きっ！／星見（川口春奈）と菱子（鈴木砂羽）は、体
が入れ替わったことを周囲に悟られないよう、互いの環境で生活を始める。星見の体をした菱
子は、夫と同じ職場に通うことに。

夫のカノジョ【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
第3話 親子ハイキング危機一髪／菱子の体をした星見（鈴木砂羽）は、学校行事の親子ハイ
キングで幹事を担当する事に。当日、千代乃（山村紅葉）の勝手な行動がもとで、子どもが川
に落ちてしまい…。

夫のカノジョ【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／第4話 すべてバラします！！
-今夜前半クライマックス／麦太郎（田辺誠一）が階段で足を踏み外して病院に運ばれた。中
身は菱子の星見（川口春奈）は、慌てて病院へと向かうが…。

夫のカノジョ【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／第5話 親子愛を描く新章ス
タート！ママは、愛してるよ／菱子（鈴木砂羽）の娘・実花（大友花恋）が、父・麦太郎（田辺誠
一）と星見（川口春奈）の関係を疑い始めた。反抗的な態度をとる実花は…。

夫のカノジョ【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
第6話 その人は私じゃない！…パパと入れ替わったママの初デート／妻・菱子（鈴木砂羽）の
浮気を疑い始めた麦太郎（田辺誠一）は、菱子をデートに誘う。両親が仲良くしているか心配
な真人（鈴木福）は、こっそり2人の後をつけるが…。

夫のカノジョ【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
第7話 転校生ママが爆弾発言！パパ危うし！新営業部長の悪巧み！／大東製粉の営業部
内で人事異動が行われ、新部長に麦太郎（田辺誠一）の同期である立花（橋本じゅん）が決
定した。立花は、ノルマを果たせない社員は不要だと宣言し…。
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夫のカノジョ【TBSオンデマンド】 第08話（最終話） 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／第8話 遂に最終回！衝撃過
ぎる！なんで今カラダが戻っちゃうの！／営業部の新部長・立花（橋本じゅん）は、星見（川口
春奈）と麦太郎（田辺誠一）の関係を疑い、麦太郎を関西にある関連会社に転勤させようと画
策し…。

放課後はミステリーとともに【TBSオンデマンド】
＃01

配信中
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…。

放課後はミステリーとともに【TBSオンデマンド】
＃02

配信中
1回裏「UFO殺人事件！ -X山ファイル-」／足跡なき謎の殺人未遂事件の翌日、石崎（速水も
こみち）は授業を放り出してしまう。いぶかる涼（川口春奈）に、石崎は「夕暮れ時にX（エック
ス）山に来い」と告げる。

放課後はミステリーとともに【TBSオンデマンド】
＃03

配信中
2回表「人間消失！ -ゼロな焦点-」／4人組の人気俳優ユニット「劇団・遊撃手」が鯉ヶ窪学園
にやってきた。石崎先生（速水もこみち）に巻き込まれる形で、霧ヶ峰涼（川口春奈）は彼女を
追跡するハメに…。

放課後はミステリーとともに【TBSオンデマンド】
＃04

配信中
2回裏「人間消失！ -ゼロな焦点-」／同時刻に起こった人気俳優消失事件と人気女優襲撃
事件。二つの事件に立ちはだかる不動のアリバイと複数の容疑者たち。真犯人を探す霧ヶ峰
涼（川口春奈）だが…。

放課後はミステリーとともに【TBSオンデマンド】
＃05

配信中
3回表「毒殺の館！ -華麗なる一族の陰謀-」／高林奈緒子（広瀬アリス）の祖父が怪我をし
た。何者かに命を狙われたのかも知れないと奈緒子から聞かされた霧ヶ峰涼（川口春奈）と
石崎先生（速水もこみち）は…。

放課後はミステリーとともに【TBSオンデマンド】
＃06

配信中
3回裏「毒殺の館！ -華麗なる一族の陰謀-」／資産家の老人を狙った“毒入りコーヒー事
件”。彼の命を狙う一族全員に容疑が！？誰が何のために犯行に及んだのか！？霧ヶ峰涼
（川口春奈）が推理を始めたその時…。

放課後はミステリーとともに【TBSオンデマンド】
＃07

配信中
4回表／裏「間違い殺人！ -Eの悲劇-」／ヤンキーの荒木田（間宮祥太朗）が美術室で何者
かに襲われた。犯人探しに乗り出した霧ヶ峰涼（川口春奈）は、現場で自分に体当たりして逃
走した“学ラン”を追うが…。

放課後はミステリーとともに【TBSオンデマンド】
＃08

配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／5回表「密室殺人！ -告白しま
す-」／教育実習生・野田栄子先生（木村文乃）の上に、霧ヶ峰涼（川口春奈）の隣のクラスの
加藤美奈（小池里奈）が落下する事件が発生！自殺か他殺か、涼は調査を始めるが…。

放課後はミステリーとともに【TBSオンデマンド】
＃09（最終話）

配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／5回裏「密室殺人！ -告白しま
す-」／鯉ヶ窪学園で起こった謎の落下事件。屋上から落下した生徒本人は、誰かの仕業と
証言するが、密室状態の現場には犯人の足跡がない…。一体、誰が何のために！？

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第01話 配信中
第1話 「恐怖の第一夜」／夜の遊園地で竜太とトマトは潜水艦のアトラクションに忍び込む。
すると、イガオ、キューリ、カボと遭遇。竜太とイガオがケンカを始めると、潜水艦が実際に動
き出す。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第02話 配信中
第2話 「怪しい光」／潜水艦は無人島へ辿り着く。助けが来ないので、竜太たちはこの島で生
活しなければならない。絶望的な気持ちになる一同だが、気を取り直して生き続ける方法を模
索し始める。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第03話 配信中
第3話 「家をつくろう」／島には危険が多いので、竜太たちは身を守るためにみんなで暮らす
小屋を作ることにする。そんな中、トマトに危機が！トマトを救うには、特別な薬草が必要なの
だが…。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第04話 配信中
第4話 「ゆらめく炎」／生きていくためには水を確保する必要があった。5人が井戸を掘り始め
ると、竜太が流されてしまう。そこで竜太は、島のことをよく知るオウムの長老・オショウに出会
う。
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冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第05話 配信中
第5話 「謎がいっぱい」／嵐の中でも食べ物は確保しなければいけない。イガオを除く4人は
力を合わせ、食べ物探しを頑張る。そんな中、竜太とイガオは、どこに続くか分からないナゾ
の扉を発見する。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第06話 配信中
第6話 「食うか食われるか」／島での生活は少しずつ安定してきたが、日本へ帰れる兆しは
全くない。そんな中、縄張りを荒らされたと思ったオランウータンに、竜太とイガオが捕まってし
まう。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第07話 配信中
第7話 「飢えた一日」／霧が深い日は食べ物を確保するのも一苦労だ。トマトたちは可愛いコ
アラに対しても食欲を感じてしまう。そんな中、島に打ち上がった船の中に穀物や果物を発見
する！

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第08話 配信中
第8話 「ほら穴の殺人犯」／船の中では殺されたと思われる人間の死体も発見。殺人犯がま
だ島のどこかにいるかもしれないと、竜太たちは恐怖に怯える。すると、オショウが一連の出
来事の真実を明かす。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第09話 配信中
第9話 「怪獣騒動」／いつも仲良くしている竜太とトマトが珍しく大ゲンカ。本当は寂しいのに、
意地を張って強がる竜太。そんな彼の前に巨大な怪獣が出現！竜太のピンチにトマトや仲間
たちは！？

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第10話 配信中
第10話 「トマトを救え！」／キューリが栄養失調に陥り、竜太たちは栄養のある食べ物を与え
たいと考える。トマトは森へ向かうが、森は人食い獣がいて危険な場所。このままではトマトが
危ない！

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第11話 配信中
第11話 「熱病との戦い」／カボがナゾの病気で倒れてしまう。伝染病だとしたら全員に危険が
及ぶ可能性もあるが、トマトは献身的にカボを看病する。うなされるカボは、トマトに母の姿を
見ていた。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第12話 配信中
第12話 「炎でやっつけろ」／思い出のペンダントの行方が気になったトマトは、潜水艦の中か
もしれないと考える。早速、ペンダントを求めて行動するが、ペンダントは意外な形で発見され
ることになる。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第13話 配信中
第13話 「悲しき漂流者」／島に流されてきた犬は、トマトたちの手当てで歩けるようになる。だ
が、犬は狂犬病に侵されていた。だとすると、今までのように接することはできず、一同は別
れを決意する。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第14話 配信中
第14話 「ゆくぞ！ガボテン」／島での暮らしは、まだ続きそう。島をよく知ることが生きていくた
めの必須条件と考え、一同は島の地図を作ることにする。そこで竜太たちは島を一望できる
岬を目指す。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第15話 配信中
第15話 「ガボテン航海記」／新しくエレベーターを手作りしたりと、一同の工夫は続く。さらに
便利さを求めて、潜水艦の部品を使おうと提案した竜太とイガオが対立。分解に賛成か多数
決で決めることに。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第16話 配信中
第16話 「ガボテン大学がはじまった」／夏になり食料調達が困難になる。今後は、全員の知
識を共有することも必要になる。そこで、自分の得意分野を他のメンバーに教えていく「ガボテ
ン大学」を開校することに。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第17話 配信中
第17話 「血とさばく」／「ガボテン大学」を開校したばかりなのに、竜太は修学旅行を提案。島
にある砂漠を横断したいという。想像以上に恐ろしい砂漠で、蜃気楼（しんきろう）が一同を苦
しめる。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第18話 配信中
第18話 「恐怖のガボテン島」／トマトが家出をきっかけに島を探検する。しかし、島に異変が
起き始めていたことに、トマトは気付いていなかった。動物たちが人間よりも先に危険を察知
していたのだ。
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冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第19話 配信中
第19話 「ガボテン新幹線」／キューリは便利な移動方法を考え始める。そして、海まで続く
レールを敷き、その上に手作りの列車を走らせることを思い付く。しかし、実験は成功せず、
計画は壁にぶつかる。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第20話 配信中
第20話 「ウナギ作戦でゆけ！」／なんとか列車を走らせることに成功した一同は、列車を活
用して行動範囲を広げることに。しかし、レールは雨に弱く、大雨により川の水が氾濫して
レールが流されてしまう。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第21話 配信中
第21話 「雪のガボテン島」／突然の寒波がガボテン島を襲った。イガオはスキーをしようと提
案。だが、この寒波の裏にはオショウと敵対するバケギツネの存在があった。オショウは真実
に気付くが…。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第22話 配信中
第22話 「ボスをやっつけろ」／イガオが戦闘機の残骸から自動小銃を見つける。無敵の武器
を入手したイガオは、島の帝王になると宣言。しかし、銃を手にしたキューリもボスの座を求め
…。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第23話 配信中
第23話 「竜太とイガオが手をとった！」／島にある2つの岬を空中ケーブルでつなぐ新たな計
画を開始。いつものように反発していた竜太とイガオだが、イガオの身に危険が迫ったこと
で、竜太の心に変化が生まれる。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第24話 配信中
第24話 「さばくの怪物」／広大な砂漠への対策として船を造ることにした。竜太たちは早速、
完成した船で海を通じて砂漠へ向かう。しかし、船が流されてしまい、一同は絶体絶命の危機
に陥る。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第25話 配信中
第25話 「こんにちは！ボケくん」／島に不気味な声が響き渡る。みんなで身構えるが、声の
主はどこか可愛らしい恐竜・ボケだった。新しい仲間にボケも加わって、一同の無人島生活は
さらに充実していく。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第26話 配信中
第26話 「僕のおよめさん」／イガオがトマトへ愛を伝える歌を作り始めた。イガオだけでなく、
キューリやカボの様子もおかしい。どうやら、竜太を除く3人の少年は、全員トマトに恋をしてし
まったのだ。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第27話 配信中
第27話 「恐怖の海底」／大切な食糧である魚が、最近になって獲れなくなっていた。そこで対
策として、海底に基地を設置することに。あまりに大胆なアイデアだったが、早速実行へと移
す。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第28話 配信中
第28話 「ダガーラ族の襲撃」／謎の部族がガボテン島に乗り込み、竜太たちを襲撃した。竜
太は崖から転落し、カボを除く他のメンバーは人質になってしまう。果たして、カボが考えた変
装作戦で逆転なるか？

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第29話 配信中
第29話 「ダガーラ族攻撃大作戦」／キューリ、カボ、ゴリが殺虫花に襲われた。そのせいで、
ゴリは病にかかる。そして、ダガーラ族にとってガボテン島は「神を祀る島」であり、竜太たちを
邪魔に思っていた。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第30話 配信中
第30話 「悪魔を呼ぶ花」／激しい雷雨の中、不気味な花を発見。見た目の不気味さとは裏腹
の良い香りに引かれて、この花に近づくと幻覚を見るようになる。このままでは、自滅への道
をたどってしまう。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第31話 配信中
第31話 「新しい島の発見」／オショウが竜太に、ガボテン島の近くにある「もうひとつの島」の
存在を話し始めた。一同は、危険だと分かっていながら、ダガーラ族がいるその島へ行ってみ
ることを決意。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第32話 配信中
第32話 「ぼくらジャイアンツ」／一同は島にある未踏の地に行こうとするが、オショウに止めら
れる。しかし、イガオとキューリは好奇心から禁断の地へと向かい、そのまま行方が分からな
くなってしまう。
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冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第33話 配信中
第33話 「空へ海へ大激戦」／みんなが耕した畑が何者かにより荒らされる。犯人は空を飛ぶ
動物だと分かり、そこからヒントを得たキューリは気球を作る。移動可能距離1000km、というこ
とは…。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第34話 配信中
第34話 「地下宮殿の秘密」／島で発生した地震の影響によってできた洞窟の中に入ってみる
と、そこには宮殿が。オショウによると、それは5000年ほど前に海の底へと沈んだものだとい
う。

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第35話 配信中
第35話 「三本指の恐怖」／謎の「三本指の手」がキューリの足をつかんだ。その後、一同は
次々と不思議な現象を体験していくことになる。真実が分かったとき、一同の胸に去来する思
いは…！？

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第36話 配信中
第36話 「悲しき星空」／竜太たちはリトルランドの王様と再会する。しかし王様の表情は深刻
で、死にひんしている姫君ともう一度会ってほしいという。一体、姫君の身に何があったのだろ
うか？

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第37話 配信中
第37話 「ダイヤ谷だ」／島には“タランチュラに刺されると、踊り続けたまま死を迎える”という
言い伝えがあった。そして今、ゴリがその危機にひんしていた。ゴリを救う手掛かりは、あの谷
にある？

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第38話 配信中
第38話 「火をふくガボテン島」／島の動物たちが怯え始めたことで、キューリは胸騒ぎを覚え
ていた。ガボテン島にかつてない天変地異が訪れようとしているのか？竜太たちや、島で暮ら
す動物たちの運命は！？

冒険ガボテン島【TBSオンデマンド】 第39話（最終
話）

配信中
第39話 「さようならガボテン島」／島にヘリコプターが着陸。島に目をつけた某国が「ウルトラ
水爆」の実験地として使おうとしていたのだ。核実験が行われれば自分たちだけでなく動物た
ちも死に絶えてしまう。


