
2016年9月12日現在

【2016年10月】
配信本数：約100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

【見】検視法廷 第03話：パンチとジュディ 9月24日～

字幕／第3話 パンチとジュディ／毎週木曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！検視官として働くジェー
ン・ケネディが不可解な死の真相に迫る1話完結のミステリー。第3話：新しく町長になったウナ・ドレークは
海辺の人形劇「パンチとジュディ」が暴力的な内容だとして興行主のハリーに営業をやめさせる。その後、
ハリーは海岸で水死体となって見つかり…。

【見】検視法廷 第04話：狙撃事件の真相 9月24日～
字幕／第4話 狙撃事件の真相／毎週木曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！検視官として働く
ジェーン・ケネディが不可解な死の真相に迫る1話完結のミステリー。第4話：ミックの友人ピーターは、資産
家の女性と結婚し地元の名士となっていたが、レストランのオープン当日、何者かに射殺されてしまう。

【見】ブラウン神父（シーズン4） 第01話 9月25日～

字幕／第1話／毎週木曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！1950年代、穏やかな英・コッツウォルズ
を舞台に、ブラウン神父の鮮やかな謎解きが楽しめる大人気シリーズの第4弾！第1話：ケンブルフォード
に映画のロケ隊がやってきた。監督のビビアン・ウルジーは、ワンマンで誰かれとなく怒鳴り散らす人物
だった。

【見】ブラウン神父（シーズン4） 第02話 9月25日～
字幕／第2話／毎週木曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！1950年代、穏やかな英・コッツウォルズ
を舞台に、ブラウン神父の鮮やかな謎解きが楽しめる大人気シリーズの第4弾！第2話：醸造所の娘グ
レースがシドと一夜を過ごし帰宅すると、醸造所の火事で父ガブリエルが遺体となって発見された。

【見】検視法廷 第05話：伝説の金貨 9月25日～

字幕／第5話 伝説の金貨／毎週木曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！検視官として働くジェーン・
ケネディが不可解な死の真相に迫る1話完結のミステリー。第5話：ライトヘイブンには、海賊のロング・ベン
が隠した金貨に触れた者は、彼に殺されるという伝説があった。そして、地元の宝探しの会のリーダー、エ
ロールは金貨を見つけた夜に謎の死を遂げる。

【見】検視法廷 第06話：漂着 9月25日～

字幕／第6話 漂着／毎週木曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！検視官として働くジェーン・ケネディ
が不可解な死の真相に迫る1話完結のミステリー。第6話：沖で船が転覆した日、イアンという青年の遺体
が浜辺に上がった。ポケットに指輪があったため、船の荷物を略奪した際に事故死したと考えられたが、彼
の恋人と話したジェーンは疑いを抱く。

【見】アガサ・クリスティーのフレンチ・ミステリー 第
02話：無実はさいなむ

9月29日～
字幕／第2話 無実はさいなむ／毎週月曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！アガサ・クリスティーの
傑作ミステリーが舞台をフランスに移し、大胆なアレンジを加えて生まれ変わる！第2話：母親殺しの罪で
投獄されていたジャコ・バラグレーグが、獄中でフォークを喉に突き立てられて殺された。

【R18】日活ロマンポルノ45周年記念官能ミステリー
「ダブルベッド」【R-18】

10月1日～
中山千夏の官能小説「ダブルベッド」を映像化！昔の仲間の葬儀に出た雅子と加藤夫妻は、昔を懐かしむ
ように馴染みの店を訪ねる。そこで、山崎という昔の仲間と再会し、彼らは一緒に酒を飲むことになるが
…。

【R18】日活ロマンポルノ45周年記念官能ミステリー
「女教師を剥ぐ」【R-18】

10月1日～
根本玲子は高校の教師。24歳の現在まで男性経験がまったく無かった。そんな玲子を、女子生徒の西尾
早苗はバカにした目で見ていた。ある日、玲子が教室の点検をしていると、男と女の妙な声が聞こえてく
る。

【見】検視法廷 第07話：海の妖精 10月1日～
字幕／第7話 海の妖精／行方不明になっていた少女、レアが突然戻ってきたが彼女には失踪後の記憶が
なかった。捜査に乗り出すデイヴィー。一方でジェーンはレアだと特定されて墓に埋葬されていた遺体の身
元調査を始める。

【見】検視法廷 第08話：シドウェル家の秘密 10月1日～
字幕／第8話 シドウェル家の秘密／資産家だが変わり者の一家、シドウェル家の家長が亡くなった。家族
は貴重なバイオリンを狙った強盗殺人だと主張するが、過去に長男の妻も失踪したまま遺体が出ていない
ことから、ジェーンたちは捜査を開始。

EVERYBODY LOVES AGATHA CHRISTIE！ 10月1日～
“ミステリーの女王”として世界中のファンから支持されるアガサ・クリスティー。彼女の作品を愛する著名
人の皆様に、「名探偵ポワロ」と「ミス・マープル」の中から、ベストエピソードについて語っていただく特別番
組。新たなクリスティーの魅力が発見される！

AXNミステリー オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/axnmysteryplus）よりご確認ください。
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Silk 王室弁護士マーサ・コステロ 第01～06話 10月1日～
字幕／第1話／マーサ・コステロはシューレーン法律事務所で働く優秀な法廷弁護士。「有罪と証明される
までは無罪である」との信念を持ち最後まであきらめずに闘う姿勢を15年間貫いている。そんな彼女は「シ
ルク＝王立顧問弁護士）」のステータスを得ることを目標にしていた。

Silk 王室弁護士マーサ・コステロ（シーズン2） 第01
～06話

10月1日～
字幕／第1話／マーサがシルクになって初めての朝をシューレーン法律事務所は迎えていた。今朝も事務
所には多くの依頼が寄せられ、ミッキー・ジョイという大物事務弁護士からの依頼も届く。

お葬式から事件は始まる 第01～10話 10月1日～
字幕／第1話 お葬式探偵 登場／オーストリアの静かなイルム村。高級介護施設の経営者で心臓外科の
権威、カスパー教授が急死した。葬儀の場で村人ユーリエは教授の死が不自然だと言いだす。

ケンブリッジ・スパイ -英国を裏切った美しき男たち
第01話

10月1日～
字幕／第1話／ケンブリッジ大学の学生、アントニー・ブラントとガイ・バージェスは彼等と共に、使命に立ち
向かえる知性と行動力を兼ね備えた人物を探していた。目的達成のために、強靭な精神の持ち主が必要
だった。

ケンブリッジ・スパイ -英国を裏切った美しき男たち
第02話

10月1日～
字幕／第2話／4人は、国家の中枢に入り込むための活動を開始する。彼らの同級生ジュリアン・ベルはス
ペインのフランコ独裁政権による迫害に苦しむ人々のために運動をしていた。

ケンブリッジ・スパイ -英国を裏切った美しき男たち
第03話

10月1日～
字幕／第3話／1940年パリ。ドイツ軍がフランス国境を超える。外務省のパリ退去が迫る中、ドナルドは米
国人女性メリンダと恋に落ち、彼女と電撃結婚をして英国に連れ帰る。アントニーは、MI5に採用されること
になる。

ケンブリッジ・スパイ -英国を裏切った美しき男たち
第04話

10月1日～
字幕／第4話／第二次世界大戦は終わったが、ソ連と英国の関係は冷え始めていた。キムはモスクワか
ら、妻をニューヨークへ帰すよう指令を受ける。ドナルドが怪しまれずにワシントンとニューヨークを行き来
する必要があったのだ。

スニッファー ウクライナの私立探偵 第01～08話 10月1日～
字幕／第1話／私立探偵のスニッファーは、乗り合わせた離陸前の機内でテロリストを見つけ、事故を未
然に防ぐ。ギプスと見せかけ爆弾を身にまとっていた男が逮捕される。スニッファーは、驚異的な嗅覚で、
爆薬のにおいを感知したのだ。

トラップ 凍える死体 第01～10話 10月1日～
字幕／第1話／アイスランド北東の港町、セイジスフィヨルズル。警察署長アンドリは、2人の娘と義父母と
暮らしていた。ある日、デンマーク籍のフェリーが入港すると同時に、切断された胴体が漁船に引き上げら
れる。

ホワイトチャペル 第01話：蘇生 10月1日～
字幕／第1話 蘇生／深夜、ホワイトチャペルで火災が発生し、出動したメアリーは、帰り際に喉を切り裂か
れ、瀕死の状態の女性を発見する。

ホワイトチャペル 第02話：幻影 10月1日～
字幕／第2話 幻影／アリス・グレイブスが殺害される。ジョーはアリスの殺害方法が切り裂きジャックによっ
て殺されたアニー・チャップマンの時と酷似していると上層部に報告する。

ホワイトチャペル 第03話：標的 10月1日～
字幕／第3話 標的／ジョーは120年前の資料を手がかりに、犯人のアパートを発見する。そこには次の被
害者の特徴とされる赤毛の女性の写真があった。
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ホワイトチャペル（シーズン2） 第01話：再来 10月1日～
字幕／第1話 再来／切り裂きジャックを真似た連続殺人犯を逃して以来、ジョーたちは警察内で冷遇され
ていた。そんな中、テムズ川で惨殺死体が発見される。

ホワイトチャペル（シーズン2） 第02話：伝説 10月1日～
字幕／第2話 伝説／パブで、ビリー・バンヒルという老人が射殺される事件が発生。パブの女性バーテン
は、ジミーによる犯行だったと証言。かつてそのパブでは今回と同じ手口で、クレイ兄弟のひとり、ロニーが
事件を起こしていた。

ホワイトチャペル（シーズン2） 第03話：虚構 10月1日～
字幕／第3話 虚構／ジミーとジョニーの銃撃を逃れたジョーとマイルズは、アンダーソンの屋敷に逃げ込
む。アンダーソンは初めからクレイ兄弟の犯罪同盟の存在を知っていたという。

講談社 リブラリアンの書架9月号 10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／講談社発刊のミステリー最新情報をお届
けする情報番組*2016年9月に放送された番組です。

新世界 -航海の果てに- 第01話 10月1日～

字幕／第1話／人気英国男優ベネディクト・カンバーバッチ、ブレイク前の貴重なドラマ登場！過酷な航海
の中、人間として大きく成長する若き英国貴族を描く！第1話：19世紀初頭。若き英国貴族エドマンド・タル
ボットは、有力者である名付け親の力で政府の要職に就くことになり、オーストラリア行きの船に乗り込む
が…。

新世界 -航海の果てに- 第02話 10月1日～

字幕／第2話／人気英国男優ベネディクト・カンバーバッチ、ブレイク前の貴重なドラマ登場！過酷な航海
の中、人間として大きく成長する若き英国貴族を描く！第2話：牧師の死後、客室係のウィーラーが姿を消
した。嵐で船のマストが損傷し、霧の向こうに謎の船影が見えたことで船は戦いの準備に入ったが、相手
は英国船であることが判明。

新世界 -航海の果てに- 第03話 10月1日～

字幕／第3話／人気英国男優ベネディクト・カンバーバッチ、ブレイク前の貴重なドラマ登場！過酷な航海
の中、人間として大きく成長する若き英国貴族を描く！第3話：タルボットが薬で眠らされているうちに、アル
シオン号は遠く離れてしまっていた。その事実に大きなショックを受けた彼は、マリオンへの激しい想いから
精気を失っていく。

新米刑事モース -オックスフォード事件簿- 第01～
05話

10月1日～
字幕／第1話 最初の事件／1965年、オックスフォード大学を中退、王立通信軍団に入った後に警官となっ
たエンデバー・モース。しかし、配属先の仕事が合わず警官を辞めるつもりでいた。そこに、捜査の応援要
請が入る。

早川書房 ブックリエ9月号 10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／海外ミステリの老舗・早川書房からの新刊
情報。2016年8月に刊行された話題作を中心に紹介する情報番組*2016年9月に放送された番組です。

魔術師マーリン 第01～13話 10月1日～
字幕／第1話 運命の出会い／ウーサー・ペンドラゴン王の支配するキャメロットの都は、魔法を禁じて20年
目の祭典に湧いていた。その都に、宮廷医師ガイアスを訪ねて、1人の若者がやってきた。彼の名はマーリ
ン。生まれながらにして不思議な魔法の力を持っていた。

【見】ブラウン神父（シーズン4） 第03話 10月2日～
字幕／第3話／毎週木曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！絞首刑執行人のヘンリーとエディ夫妻の
銀婚式を祝うパーティーに女性が訪れ、絞首刑になった息子は無実だったと言う。

【見】ブラウン神父（シーズン4） 第04話 10月2日～
字幕／第4話／毎週木曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！ブラウン神父は2年前、友人の腹話術
師、通称“マースおじさん”を精神科の病院に入院させた。
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【見】検視法廷 第09話：冷凍保存 10月2日～
字幕／第9話 冷凍保存／町の人々に愛されていたアイスクリーム工場の経営者ロバートが冷凍室で死ん
でいた。新妻クリスティーンは、前夫2人が死んだ過去があり、どこか怪しい。ロバートの息子も、死の直前
に口論したり、借金を抱えていたりと殺人の動機があった。

【見】検視法廷 第10話：誘惑のステップ 10月2日～
字幕／第10話 誘惑のステップ／路上で、ダンス教室が招待したキューバ人ダンサーが亡くなる。同行者で
ある彼女の兄が解剖に反対していた矢先、遺体が盗まれる。その後、遺体は発見されるが、彼女はコカイ
ンを体内に入れて密輸していたことが判明。

【見】アガサ・クリスティーのフレンチ・ミステリー 第
03話：動く指

10月6日～
字幕／第3話 動く指／毎週月曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！容疑者との銃撃戦で負傷したラ
ンピオンを、ラロジエールは静養のため、北フランスの風光明媚な村に連れていく。その村では、人々を中
傷する匿名の手紙が送りつけられる事件が起きていた。

【見】ブラウン神父（シーズン4） 第05話 10月9日～
字幕／第5話／毎週木曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！エリザベス女王の戴冠を祝してローマ教
皇が宝石をあしらった貴重な十字架を贈ることになった。その十字架がロンドンまで運ばれる道中、グロス
ターを通るという。

【見】ブラウン神父（シーズン4） 第06話 10月9日～
字幕／第6話／毎週木曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！レディ・フェリシアとマッカーシー夫人が
病院に入院する。その時、サー・マルコム・ブライトウェイトや看護師を見て「ウェストン夫妻」と呟いた患者
が麻酔中に死亡する。

【見】アガサ・クリスティーのフレンチ・ミステリー 第
04話：エンドハウスの怪事件

10月13日～
字幕／第4話 エンドハウスの怪事件／毎週月曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！海辺の町を訪れ
たラロジエールは、ジョゼフィーヌという美女と出会い、心を奪われてしまう。彼女の邸宅に招かれ、命を狙
われる現場に遭遇し、彼女の身を守るべく行動を開始する。

【見】ブラウン神父（シーズン4） 第07話 10月16日～
字幕／第7話／毎週木曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！メグとジェフリーの結婚式の最中に、行
方不明だったメグの夫、ネッドが現れる。彼はジェフリーの兄で、8年前、戦争中に行方不明になり戦死扱
いされていた。

【見】ブラウン神父（シーズン4） 第08話 10月16日～
字幕／第8話／毎週木曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！ブラウン神父とマッカーシー夫人は、首
のない遺体の回収現場に行き会う。アレキサンダー・ムーアが首の高さの枝にバイクで突っ込んだのだ。

【見】アガサ・クリスティーのフレンチ・ミステリー 第
05話：鳩のなかの猫

10月20日～
字幕／第5話 鳩のなかの猫／毎週月曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！森で身元不明の女性の
遺体が発見される。遺体に着衣はなく、頭を砕かれていた。時を同じくして、森の近くの女子寄宿学校で
は、学生達が休みから学校に戻ってきた。

【見】ブラウン神父（シーズン4） 第09話 10月23日～
字幕／第9話／ケンブルフォードでショーが開かれ、カルバン・トワイマンとロージー・エバートンはピアノの
腕を競うことになった。

【見】ブラウン神父（シーズン4） 第10話 10月23日～
字幕／第10話／ハイチの夜。エマニュエルが、恋人イブリンを奪った英国人ジョゼフを呪うため、ブー
ドゥー教の精霊バロン・サムディに祝福を求めた。ジョゼフはジャズバンドのリーダー。ハイチをツアー中に
イブリンを誘ったのだ。

【見】アガサ・クリスティーのフレンチ・ミステリー 第
06話：杉の柩

10月27日～
字幕／第6話 杉の柩／毎週月曜日夜10時からAXNミステリーで放送中！フランスの大富豪の館で起きた2
つの殺人事件の判決が下ろうとしていた。容疑をかけられているのは、実母とその付き添い人を殺害し
た、とされるクレール。彼女には死刑が宣告される。
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【2016年10月】
配信本数：約100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

AXNミステリー オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/axnmysteryplus）よりご確認ください。

【見】宿命の系譜 さまよえる魂 第01話 10月30日～
字幕／第1話／1894年。母親の農場を引き継ぐため、イギリス南西部のサマセットに引っ越してきた精神分
析医のネイサン・アップルビーと、カメラマンの妻シャーロットは、デニング牧師の相談を受ける。


