2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約100本

フジテレビオンデマンド
月額見放題サービス パスポート

※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
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内容

FLASHBACK 第01話

8月1日～

＃1 ヒトラーの野望／幽霊井戸と呼ばれる古井戸の奥に、男の遺体が横たわっている。上半身
は爆発で吹き飛ばされたように崩壊し、顔すら識別できない。かつては鼓動を打っていたであろ
う部分には議員バッチが、そして遺体の傍らには古びた『黄金のリング』が落ちていた。古澤尊
史（豊原功補）と共に現場に訪れた加々美稜真（成田凌）は…。

FLASHBACK 第02話

8月1日～

＃2 謎のピラミッド／再開発が進む渋谷。建設中のタワーマンションの地下工事現場から棺に納
められた若い女性の遺体が発見された。体を包帯でぐるぐる巻きにされ、両手は胸の前で組ま
れている。驚いたことに、その遺体の女性は、まるで生きているかのようだった。考古学研究所
の一室。HIDE（秘匿事件課）に置かれたテレビは…。

FLASHBACK 第03話

＃3 終末の予言書／東京の西部にある巨大な発電所。煌々と発電を続けるこの発電所の電気
が突然に落ちた。西東京一帯の電気が次々と消えていく。夕闇の中、異様に静まり返る発電
8月1日～
所。そこには黒焦げになった男性の遺体が横たわっていた。 HIDE（秘匿事件課）では、いつもの
ように加々美稜真（成田凌）と轟日見子（高梨臨）がやり合っていた。

FLASHBACK 第04話（最終話）

＃4 未来記の真実／『2015年、覇者の国の星が消える』…あの『未来記』第九の予言が現実の
ものとなった。テレビから流れる緊急ニュースを緊張の面持ちで見る轟日見子（高梨臨）と古澤
8月1日～
尊史（豊原功補）。アメリカは既に第九の予言を知っていた。しかし予言を変えることはできな
かった。ついに『未来記』が動き始めた…。

ウォーターボーイズ2 第01話

＃1 救世主がやってきた！？／東京の青葉高校に通っていた高3の水嶋泳吉（市原隼人）は、
父・泳太郎（矢島健一）の生まれ故郷にある元女子高の姫乃高校に転校する。男子運動部を作
8月1日～ りたいと願う3年生・山本洋介（中尾明慶）は、泳吉が水泳部だったことを知り水泳部を設立しよう
と決意。シンクロ公演で全国的に有名な唯野高校の水泳部員だった教師・早乙女（金子貴俊）は
…。

ウォーターボーイズ2 第02話

＃2 ウソつきの仲間／樫山校長（キムラ緑子）の決断で活動が認められた男子シンクロ部。泳吉
（市原隼人）と洋介（中尾明慶）は早速練習を開始。正式に創部するには、あと2週間足らずしか
8月1日～ ない終業式前日に全校生徒の前でシンクロ発表会を成功させなければならない。泳吉たちは早
乙女（金子貴俊）が見せてくれた唯野高校で行われたシンクロ公演のビデオを見て、感激してい
た。

ウォーターボーイズ2 第03話

8月1日～

ウォーターボーイズ2 第04話

＃4 新たな決意／男子シンクロ部の存亡をかけた全校発表会まであと3日。泳吉（市原隼人）や
洋介（中尾明慶）らも気合いが入っていた。一方、佐野（木村了）の実家のスーパーでは同じ日
8月1日～
にイベントを開くことになっていて、佐野の一派は色々な嫌がらせをしていた。栞（石原さとみ）た
ち吹奏楽部も、2日後のコンクールに向けて猛練習中。

ウォーターボーイズ2 第05話

＃5 自分で決めた事／泳吉（市原隼人）たちは、シンクロ部の存亡をかけた全校発表会で大失
態を演じてしまい、廃部に追い込まれる。が、それでも諦めきれない彼らは、なんとかシンクロ部
8月1日～
を復活させようと決意していた。そんな折、佐野（木村了）が、父親に頼んで作ってもらったという
姫高シンクロ部のジャージを持ってきた。

ウォーターボーイズ2 第06話

8月1日～

ウォーターボーイズ2 第07話

＃7 先生のための嘘／泳吉（市原隼人）のことを好きだという梢（鈴木えみ）。梢を好きな仙一
（斉藤慶太）と佐野（木村了）は、彼女の告白にショックを受けるが、泳吉にその気がないと知る
8月1日～ と、急に元気になる。その頃、姫乃高校では学園祭の準備が進んでいた。しかし、学園祭に出店
できるのは部活動かクラス単位のため、シンクロ部が廃部になった泳吉たちにはチャンスがな
い。

ウォーターボーイズ2 第08話

8月1日～

＃8 それぞれの夢／泳吉（市原隼人）たちシンクロ部は、早乙女（金子貴俊）が赴任予定の緑丘
高校の学園祭で公演を行えることに。しかも、樫山校長（キムラ緑子）が、姫乃高校のプールで
練習してもいいと言う。そんな彼らにとって心強かったのは、元全日本シンクロコーチの粕谷（佐
野史郎）が、コーチ役を引き受けてくれたことだ。

ウォーターボーイズ2 第09話

8月1日～

＃9 大事なのは、今／泳吉（市原隼人）、洋介（中尾明慶）、仙一（斉藤慶太）、岩田（小池徹
平）、佐野（木村了）の5人は、中止寸前だったアシカショーをなんとか実現させようと栞（石原さと
み）たち姫乃高校の吹奏楽部員と協力し合って、見事なパフォーマンスを披露し、その活躍がマ
スコミで報じられた。それがきっかけで、彼らに対する周囲の目も変わり始める。

ウォーターボーイズ2 第10話

＃10 退部届／泳吉（市原隼人）、洋介（中尾明慶）、仙一（斉藤慶太）、岩田（小池徹平）、佐野
（木村了）の5人に、勘八（篠原孝文）、加藤（佐藤ただすけ）、沼田（藤沼豊）を加えたメンバーた
8月1日～
ちは、粕谷（佐野史郎）の指導の下、厳しい練習を続けていた。粕谷を嫌う夏子（山口紗弥加）
は、水泳審議会から問題視されている人間が指導することに反対する。

タイトル

＃3 伝えたいキモチ／泳吉（市原隼人）、洋介（中尾明慶）、仙一（斉藤慶太）に、「カラオケ五人
衆」が加わり、8名になったシンクロ部は練習を続けていた。しかし、全校発表会まであと1週間
…。泳吉たちの敵は、シンクロ部設立に反対する生徒会長・加代（浅見れいな）たちと、佐野（木
村了）の一派だ。加代の手下・岩田（小池徹平）は、泳吉たちの行動を監視していた。

＃6 あきらめない／泳吉（市原隼人）、洋介（中尾明慶）、仙一（斉藤慶太）、岩田（小池徹平）、
佐野（木村了）の5人は、滝でシンクロ練習をしていた。梢（鈴木えみ）が来ていたので仙一と佐
野は張り切っていた。が、近くの寺の住職（不破央）に怒られ、追い出された5人は、また練習場
所を失ってしまう。
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ウォーターボーイズ2 第11話

8月1日～

＃11 32人の救世主／姫乃高校で公演をやりたい、と願う泳吉（市原隼人）たちは、朝礼時に全
校生徒に訴えた。鯛造（阿部亮平）ら男子生徒は、そんな彼らを支持し、参加を希望する。が、女
生徒たちは冷ややか。泳吉たちを目の敵にしている生徒会長の加代（浅見れいな）は、学園祭
で茶道部がプールサイドでイベントを行うことに決め、妨害をする。

ウォーターボーイズ2 第12話（最終話）

8月1日～

＃12 忘れられない夏 -旅立ちの時-／泳吉（市原隼人）たち男子生徒32人は練習を開始。が、
坂上（阪田智靖）ら7人がコーチの粕谷（佐野史郎）の頭を悩ませる。そんな中、栞（石原さとみ）
にチケットを手渡す泳吉。梢（鈴木えみ）や、洋介（中尾明慶）はショックを受ける。一方、岩田（小
池徹平）は、加代（浅見れいな）にチケットを渡そうとするが…。

オトメン（乙男） -夏- 第01話

夏／＃1 -恋せよオトメン-／銀百合学園剣道部主将・正宗飛鳥は、全国高校剣道大会で劣勢
に追い込まれていた銀百合学園を1人で逆転勝利に導く。試合後、飛鳥は銀百合学園1年の有
8月1日～
明大和が不良に絡まれているのを止めに入っていた1人の少女・都塚りょうを助ける。お礼を
言って帰っていくりょうの笑顔に胸がときめく飛鳥。

オトメン（乙男） -夏- 第02話

夏／＃2 -猟奇的な親子-／ある日、正宗飛鳥は都塚りょうから突然「パパになってください！」と
言われる。驚きつつもそれが託児所の手伝いを頼まれただけだとわかり引き受ける飛鳥。なぜ
8月1日～
か付いてきた有明大和と橘充太と共にりょうの家に立ち寄った飛鳥は、りょうの父・猛と遭遇。男
らしさに異常に固執する猛は、準備のためエプロンをしていた飛鳥に激怒する。

オトメン（乙男） -夏- 第03話

8月1日～

夏／＃3 -ねらわれたオトメン！-／剣道部の校内強化合宿が近づいた。正宗飛鳥は、この時期
に幽霊が出るという銀百合伝説を耳にして密かに怯えていた。そんな飛鳥の異変に気づいた橘
充太は、都塚りょうにあるお願いをする。 合宿当日。登校してきた飛鳥の前に黒川樹虎が現れ
た。荒れ果てた庭を花園に改造としている樹虎は…。

オトメン（乙男） -夏- 第04話

8月1日～

夏／＃4 -そのオトメン、凶暴につき-／正宗飛鳥は、橘充太に都塚りょうをデートに誘うように勧
められるが頬を染めて無理だと言うばかり。一方、多武峰一が銀百合学園2年A組に転校してき
た。転校は飛鳥を倒すためだという多武峰の自己紹介に苦笑いする飛鳥と、波乱の予感に喜ぶ
充太。剣道部の練習では腕が落ちていない多武峰を素直に認める飛鳥だが…。

オトメン（乙男） -夏- 第05話

8月1日～

夏／＃5 オトメンたちの大和！／海の家「政」の手伝いで海へ来ていた正宗飛鳥が早朝稽古を
していると、走りこみをしていた有明大和が来た。飛鳥は強い男になりたいと努力する大和を励
ます。まったく客が入らない「政」のため橘充太と飛鳥は浜辺の女の子に声をかけては店に誘
う。しかし、店はボロくメニューがヤキソバしかないことで来たお客もすぐ帰ってしまう。

オトメン（乙男） -夏- 第06話

夏／＃6 -やまとなでしコン！-／銀百合学園の伝統行事である、女らしさを競う「やまとなでしこ
コンテスト」が近づいてきた。2年A組では代表出場者を決める投票が行われ、結果に満足気に
8月1日～
うなずく正宗飛鳥。圧倒的な強さで2年代表に選ばれたのは都塚りょうだった。りょうに付き添い
“なでしコン”実行委員会にやって来た飛鳥と橘充太は…。

オトメン（乙男） -夏- 第07話

夏／＃7 -ガラスの乙男-／本屋で少女マンガ「らぶちっく」を読み、胸をときめかせる正宗飛鳥。
「らぶちっく」の作者でありながら正体を隠している橘充太は、美術の授業で無意識に「らぶちっ
8月1日～
く」のイラストを書いて飛鳥に見られてしまうが、ファンだとごまかした。そんな中、「らぶちっく」が
黒泉社漫画大賞に選ばれた。授賞式に欠席するわけにもいかず…。

オトメン（乙男） -夏- 第08話

夏／＃8 -乙男の祈り-／剣道場の隅で正宗飛鳥、多武峰一、橘充太が苦い表情であるチラシ
を見ていた。チラシには、最近、連続で起きているひったくり犯の似顔絵がかかれており、それは
8月1日～ 磯野にそっくりだったのだ。コーチとして来ていた刑事の都塚猛もまた磯野に疑惑の目を向ける
が、事情を知らない磯野だけは選手として期待されてると勘違い。張り切って稽古を続けてい
た。

オトメン（乙男） -秋- 第01話

8月1日～

秋／＃1 オトメン♂パラダイス／銀百合学園では、生徒たちがお笑いのてっぺんを目指して競
い合う「銀-1グランプリ」の開催が近づいていた。「銀ワン」とは文化祭に代わる催しで、当日は
一般客もやってきて盛大な盛り上がりを見せる一大イベントだ。2年A組は飲食店をやることにな
り、正宗飛鳥は厨房責任者となった都塚りょうのサポートを申し出て…。

オトメン（乙男） -秋- 第02話

8月1日～

秋／＃2 花より乙男／有名パティシエのケーキ屋へやって来た正宗飛鳥、都塚りょう、橘充太。
美味しそうなケーキを前にはしゃぐ飛鳥だが、同じ頃、銀百合学園では正宗浄美がアメリカにあ
る姉妹校の理事・スティーブと交換留学制度導入の契約を交わしていた。スティーブからアメリカ
の雑誌で日本の“オトメン”が取り上げられていると聞いた浄美は…。

オトメン（乙男） -秋- 第03話

8月1日～

秋／＃3 贈るほどでもない言葉（前編）／剣道の全国大会が近づき二連覇を狙う正宗飛鳥に
は、雑誌の取材がくるなど騒がしくなっていた。橘充太は進展をみせない飛鳥と都塚りょうがもど
かしく、飛鳥に発破をかける。そんな中、飛鳥がオトメンではないかと疑いを持っている正宗浄美
は、お見合いの話を勝手に進めていた。

オトメン（乙男） -秋- 第04話（最終話）

秋／＃4 贈るほどでもない言葉（後編）／正宗飛鳥は、母親の浄美が組んだお見合いで知り
合った咲山入香にすっかり気に入られてしまった。入香は、飛鳥がオトメンであることを浄美に隠
8月1日～
していることをネタにして、強引に話を進めていく。一方、銀百合学園ではアメリカの姉妹校との
交換留学生が飛鳥に決定したというウワサで持ちきりになっていた。
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テディ・ゴー！ 第01話

8月1日～

＃1 クマに謎のオヤジ／山瀬和子（森川葵）は、熱海で暮らす23歳のフリーター。この日、ようや
く決まったバイトでクマの着ぐるみを着ていた和子は、別れたばかりの元彼のデート現場を目
撃。やけになって八つ当たりをしていたのが見つかり、あっけなくクビを言い渡された。その帰り
道、街で見かけたクマの編みぐるみに心をひかれた和子は、そのクマを手に入れる。

テディ・ゴー！ 第02話

8月1日～

＃2 クマ最大のピンチ／山瀬和子（森川葵）は、クマの姿をした天野康雄（哀川翔）に巧みに誘
導されて、不本意ながら高井夫妻殺人事件の捜査に足を踏み入れてしまった。そんな中、康雄
の部下だった刑事の冬野唯志（平岡祐太）は、高井夫妻の息子である陸（五十嵐陽向）のクマを
持っている和子に声をかけた。和子が事情を話すと…。

テディ・ゴー！ 第03話

＃3 クマ最後の約束／山瀬和子（森川葵）と冬野唯志（平岡祐太）は、高井塾の裏口入学の証
拠が隠されたUSBを探すために高井塾に潜入。そこに大橋正（松尾諭）と吉住浩介（小柳友）が
8月1日～ やってきた。2人はとっさに隠れたが、放置されたままのクマの天野康雄（哀川翔）は大橋たちに
持っていかれてしまう。困った和子は、偶然を装ってビルの外に出た大橋たちに声をかけるが
…。

テディ・ゴー！ 第04話（最終話）

＃4 さよならクマ刑事／何者かに盗まれた後、バラバラになった姿で発見されたクマの編みぐる
み。発見した山瀬和子（森川葵）は必死に編み直し、天野康雄（哀川翔）復活のため、テディに呼
8月1日～
びかけて祈ってほしいと娘の天野杏（永野芽郁）を訪ねる。そのおかげで無事に康雄の魂がテ
ディの中に戻ってきた。バラバラにされた当人である康雄の証言により犯人がわかり…。

ホラーアクシデンタル2 第01話

＃1 ゴドーを待ちながら／看護師として働く後藤かおり。とある日、駅前でティッシュ配りの男性
8月1日～ から何の気なしにティッシュをもらう。それがかおりの不幸の始まりだった。あろうことかティッシュ
男は、かおりに歪んだ行為を抱いてしまった。ティッシュ男の行動はエスカレートしていき…。

ホラーアクシデンタル2 第02話

＃2 夜間飛行／とある夜。帰宅途中の青山陽子は衝撃的な光景を目の当たりにする。マンショ
8月1日～ ンの前で血まみれで倒れている女。幸いにも、息があったため病院へ行くことを勧めるが、陽子
の心配を他所にその女性は頑なに拒否をする。しぶしぶ帰ろうとする陽子だったが…。

ホラーアクシデンタル2 第03話

8月1日～

ホラーアクシデンタル2 第04話

＃4 純粋理性批判／家電メーカーに勤める渋谷敏則。ある日、一本の電話が彼の元に入る。電
8月1日～ 話の主は山下富美子というごく普通の主婦であった。自宅の洗濯機が動かないとの内容から、
すぐに駆けつける渋谷だったのだが、彼はすでに富美子のターゲットにされていた…。

ホラーアクシデンタル2 第05話

＃5 資本論／ある晩、うだつのあがらない会社員の松下洋一はコンビニへ行く。買い物を終えて
車に乗ると、目の前に家出をしてきたであろう少女が悲しげにベンチに座っていた。洋一は少女
8月1日～
に歩み寄り、声をかける。 人生の先輩として、少しでも少女に元気になってもらおうと精一杯励
ます洋一だったが…。

ホラーアクシデンタル2 第06話

8月1日～

＃6 名づけえぬもの／会社員の桜井莉奈はいつもの帰り道で、同じ公園を通る。スマホで恋人
との話を終え、帰宅する莉奈は、ある光景を目撃する。ベンチに座って夜空を眺める女性の姿。
莉奈は特に気に留めることもなく帰路につくのだが、別の日も同じ光景を目の当たりにし、自身
もそのベンチに座り、夜空を眺める。しかし、そこにはただの空しかない。

ホラーアクシデンタル2 第07話（最終話）

8月1日～

＃7 意志と表象としての世界／旅行代理店で勤める大宮一恵に、大切な恋人ができた。彼の名
前は健二。一恵は精一杯、健二に尽くし、彼も幸せそうにしてくれている。順風満帆に毎日を過
ごす一恵の目の前に、なぜか身体中アザだらけの女が現れる。その女性は別の日も一恵の目
の前に現れ、身の危険を感じはじめる。ある夜、健二の家に帰宅した一恵。そこには…。

マルモのおきて 第01話

＃1 独身男と双子が家族！？犬がつなげた絆／高木護（阿部サダヲ）は、「あけぼの文具」のお
8月1日～ 客様相談室に勤務するサラリーマン。学生時代は野球部で万年補欠の捕手だった護は、野球
部同窓会でエースだった親友の笹倉純一郎（葛山信吾）と久しぶりに会う。

マルモのおきて 第02話

8月1日～

マルモのおきて 第03話

＃3 入学式、マルモは来ないの？／高木護（阿部サダヲ）と笹倉薫（芦田愛菜）、笹倉友樹（鈴木
福）、ムックの共同生活が始まった。小学校の入学も決まり、みんなでランドセルを買いに行くこ
8月1日～
とにする。値段を見てあ然とする護だがランドセルを購入。喜ぶ友樹の脇で薫の表情が曇ってい
ることに気付いた護は薫が欲しがっていて品切れだったピンクのランドセルを探す約束をした。

タイトル

＃3 方法序説／大学生の細川みのりは同級生のイケメン男子篠崎に思いを寄せいていた。み
のりは自身の容姿形がデブであることから、叶わぬ思いとして心の中に秘めていた。ある日、何
の気なしにつけていたTVから「究極のダイエット」なるCMを目にする。意を決して、電話したみの
り。数ヶ月後、彼女は理想の体を手にいれ、そして篠崎とも恋人となる。

＃2 今日からここがおまえらの家／犬がしゃべるのを聞いた高木護（阿部サダヲ）は、メンタルク
リニックへ診察に訪れる。自分の心の声が聞こえているのかもしれないと診断に納得する護。そ
の頃、護の部屋で留守番していた笹倉薫（芦田愛菜）と友樹（鈴木福）は犬にムックという名前を
つける。

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約100本

フジテレビオンデマンド
月額見放題サービス パスポート

※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

マルモのおきて 第04話

8月1日～

＃4 マルモがいない夜に大事件／再びメンタルクリニックにやってきた高木護（阿部サダヲ）。医
師の白川桜子（芳本美代子）から、騒がず、無視せず、心を穏やかにそのまま受け入れることで
自然に幻聴が消えるかもしれないとアドバイスを受ける。会社に行くと、あけぼの文具のチラシ
が栃木の会社と同じコピーを使ったと問題になっていた。

マルモのおきて 第05話

8月1日～

＃5 母ちゃんが双子を返せって…／護（阿部サダヲ）は友樹（鈴木福）の風邪がうつったのか熱
を出す。学校へ出かける薫（芦田愛菜）と友樹が、階下の居酒屋「クジラ」の彩（比嘉愛未）に「マ
ルモ、よろしくおねがいします」と伝えると、陽介（世良公則）は護の部屋を心配して訪ねてくる。
すると、陽介は護のほっぺたが腫れていることに気が付いて…。

マルモのおきて 第06話

＃6 マルモの顔なんて見たくない／護（阿部サダヲ）にキャッチボールを教わる薫（芦田愛菜）と
友樹（鈴木福）。そこへ、薫と友樹のクラスメートである隼人（貴島康成）が通りがかる。薫は隼人
8月1日～
の両親が忙しく、いつも1人で遊んでいるので一緒にキャッチボールしようと声をかけようとする
が、隼人はそそくさとその場を離れてしまう。

マルモのおきて 第07話

＃7 双子の実母、ついに現る！涙のお誕生日パーティー／護（阿部サダヲ）は、薫（芦田愛菜）と
友樹（鈴木福）がもうすぐ誕生日だと知る。一緒に暮らして初めての誕生日を祝ってやりたいと考
8月1日～
えた護は、双子に何が欲しいかを尋ねる。しかし双子は「サンタさんにお願いしたから大丈夫」と
話す。護はサンタさんはクリスマスにしか来ないから、何が欲しいのか教えて、と言うが…。

マルモのおきて 第08話

＃8 双子がいたら恋はできない？／とある日曜日の朝。ぐっすり眠っている護（阿部サダヲ）を薫
8月1日～ （芦田愛菜）と友樹（鈴木福）は揺り起こす。今日は日曜参観の日だ。日曜参観では、さっそくお
とぼけ発言を披露する友樹だったが、しっかり者の薫の姿に、護も満足げ。

マルモのおきて 第09話

8月1日～

＃9 オレ、薫に手上げちゃった／護（阿部サダヲ）は、ボーナスが出るのでいつになく機嫌がい
い。朝から夕飯のことが気になっている友樹（鈴木福）に夕食の献立を聞かれて、護は双子に週
末はおいしいものを食べに行こうと話す。そして、ボーナスでふたりに新しい服もプレゼントする
ことを決めていた。

マルモのおきて 第10話

8月1日～

＃10 おばちゃんは、ママですか？／薫（芦田愛菜）と友樹（鈴木福）はもうすぐ運動会。学校で
行われた運動会の説明会には、仕事で行けなかった護（阿部サダヲ）の代わりに陽介（世良公
則）が出席した。運動会で子供達が踊る「アイアイ」のダンスを、保護者のみなさんも覚えてくだ
さいと言われ習ってきた陽介から、護も踊り方を習う。

マルモのおきて 第11話（最終話）

＃11 おきてを守ったからずっと楽しかったよ。マルモありがとう、そしてさようなら／護（阿部サダ
ヲ）は、あけぼの文具開発部の元上司・梅原（飯田基祐）から、開発部に戻らないかと打診され
8月1日～
る。その様子を見ていたお客様相談室の同僚は護に、寂しいけれど応援すると話す。ある日護
は、薫（芦田愛菜）と友樹（鈴木福）、そしてムックに温泉旅行を提案。

ラスト・シンデレラ 第01話

＃1 おやじ女子が恋を！？エッチな王子様登場！！不器用な恋始まる！！／遠山桜（篠原涼
子）は、美容室『HAPPY-GO-LUCKY』吉祥寺店の副店長を務める39歳の独身女性。スタイリス
8月1日～
トとしての腕は確かだが、自分のことになると無頓着な桜は、ある朝、あごにヒゲが生えている
のを発見し、ショックを受ける。

ラスト・シンデレラ 第02話

8月1日～

＃2 恋と人生の大逆転！！年下男は王子様！？／合コンパーティーに参加した桜（篠原涼子）
は、広斗（三浦春馬）とホテルに泊る。が、泥酔していた桜は、その夜のことを何も覚えていな
かった。あくる朝、帰宅した桜は、隣室で引っ越し作業が行われていることを知る。何と、引っ越
してきたのは凛太郎（藤木直人）だった。

ラスト・シンデレラ 第03話

8月1日～

＃3 おやじ女の大奮闘！？二人きりの夜に…！！／桜（篠原涼子）は、広斗（三浦春馬）からキ
スをされたことですっかり恋愛モードに。志麻（飯島直子）、美樹（大塚寧々）とともにパン教室に
参加した際も、2人の会話が耳に入らないほど広斗のことで頭がいっぱいの桜。志麻や美樹は、
そんな桜の様子に呆れる。一方、全店対抗のカットショー・イベントの開催が決まる。

ラスト・シンデレラ 第04話

8月1日～

＃4 禁断のキス／生理が遅れていた桜（篠原涼子）は、広斗（三浦春馬）の子を妊娠しているか
もしれないと思い、妊娠検査薬を買いに行く。その帰り、マンションの近くで凛太郎（藤木直人）に
出会った桜は、妊娠検査薬を見られてしまい、事情を打ち明ける。しかし桜は、結果を受け止め
る覚悟ができず、検査薬を使えずにいた。

ラスト・シンデレラ 第05話

8月1日～

＃5 走り出した想い…！！恋の先にある衝撃！！／桜（篠原涼子）は、広斗（三浦春馬）が待ち
合わせに来なかったことに落ち込み、失意のまま自宅へ戻る。すると、マンション前に人影が
あった。広斗かと思いきや、博多に暮らす弟の聡（大林健二）と彼女の理恵（小松彩夏）だった。
2人は桜の母親に結婚を反対されたため駆け落ちしてきたという。

ラスト・シンデレラ 第06話

＃6 大波乱！！一触即発の三角関係！！／桜（篠原涼子）は、凛太郎（藤木直人）に頼まれ、
恋人として凛太郎の母・光子（前田美波里）に会うことになった。一夜漬けでマナーを学び、凛太
8月1日～
郎が用意した女性らしい服や靴を試着し、準備を整える桜だったが…。同じ頃、パートを始めよ
うと考えた美樹（大塚寧々）は、面接に臨むが、なかなか仕事が決まらない。
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ラスト・シンデレラ 第07話

8月1日～

＃7 イケナイkiss／桜（篠原涼子）は、広斗（三浦春馬）から衝撃の告白を受ける。一方の凛太郎
（藤木直人）は、千代子（菜々緒）から自分では恋愛対象にはならないのかと迫られていた。それ
ぞれ、恋の悩みを抱えた桜と凛太郎。美容室のスタッフルームで話をするうちに思わずキスをし
てしまう！？

ラスト・シンデレラ 第08話

8月1日～

＃8 さよなら…そして、ありがとう／桜（篠原涼子）は、元恋人・かすみが現れたことで動揺する
凛太郎（藤木直人）を意外に思う。そんな夜「SOBAR」にいた桜と美樹（大塚寧々）は、健一（橋
本さとし）から凛太郎とかすみの過去の話を聞いていた。するとそこへ、志麻（飯島直子）がやっ
てくる。志麻に気づいた美樹は、席を立ってしまう。

ラスト・シンデレラ 第09話

＃9 オレはお前が好き／桜（篠原涼子）は、志麻（飯島直子）や美樹（大塚寧々）とともに公平
（遠藤章造）が運び込まれた病院へ駆けつけた。待合室では節子（野川由美子）らが手術が終
8月1日～ わるのを待っていた。自宅へ戻った桜は、手つかずのまま残されたピザを持って凛太郎（藤木直
人）の部屋を訪ねる。ところが凛太郎は、一緒に食べようという桜の誘いを断りドアを閉めてしま
う。

ラスト・シンデレラ 第10話

＃10 お前はオレが守る／広斗（三浦春馬）が自分に近づいたのは千代子（菜々緒）のためだっ
たと知った桜（篠原涼子）は、パーティー会場を飛び出した。桜を追った凛太郎（藤木直人）は、
8月1日～
マンションの屋上に寝転がる桜を見つけた。部屋に戻った桜は、広斗が誕生日の桜のために飾
り付けた空間を呆然と見つめる。

ラスト・シンデレラ 第11話（最終話）

＃11 私の選ぶ王子様／美容室「HAPPY-GO-LUCKY」の支店をオープンさせるため、ニュー
8月1日～ ヨークに行くことになった凛太郎（藤木直人）は、桜（篠原涼子）に一緒にニューヨークに来ない
か？と誘う。その頃、広斗（三浦春馬）は、いよいよBMXの全国大会の日を迎えていた。

ラブラブエイリアン 第01話

8月1日～

＃1 『宇宙人がやってきた』／『本音でバーゲン』／「宇宙人がやってきた」男と別れ泣きながら帰
宅した石橋園美（新木優子）の部屋に、突如黒くて丸い物体が窓を壊し入ってきた。その円盤か
ら現れたのは、小さな人形のような宇宙人。騒ぎに気づいた宇田川由日子（森絵梨佳）が血相を
変えて二階の部屋から降りてくる。恐くなった園美は、慌ててナサに電話しようとするが…。

ラブラブエイリアン 第02話

8月1日～

＃2 『好きになるってどういうこと？』／『宇宙人怒る！』／「好きになるってどういうこと？」園美
（新木優子）と由日子（森絵梨佳）、チズル（久松郁実）が夕飯を食べていると、近所に住む篠原
サツキ（太田莉菜）が、仕事の徹夜明けで現れた。由日子は、疲れ果てたサツキのお尻にできも
のを見つけて、面白がってスマホで撮ろうとする。

ラブラブエイリアン 第03話

＃3 『本音で合コン』／園美（新木優子）の作ったお洒落な料理をつまみに、由日子（森絵梨佳）
とサツキ（太田莉菜）が楽しく飲んでいると、チズルが嬉しそうな表情でやってきた。チズルは園
8月1日～
美たちのために、イケメン4人との合コンの約束を決めてきたのだ。しかしチズルの気持ちと相反
して…。

ラブラブエイリアン 第04話

＃4 『健康で文化的な生活って？』／『出産は怖い』／『誉めるが勝ち』／「健康で文化的な生
活って？」園美（新木優子）と由日子（森絵梨佳）は、サツキ（太田莉菜）のマンションを訪れた。
8月1日～
サツキの洗濯機が壊れたというので、宇宙人の能力を使って修理してもらおうというのだ。3人が
サツキの部屋の扉を開けると、室内は異常なくらい汚れていて…。

ラブラブエイリアン 第05話

8月1日～

＃5 『フ◯ックするし、フ◯ックして』／『大人の結末』／『男と女は解り合えない？』／「フ◯ックす
るし、フ◯ックして」美容師のコンテストに優勝した由日子のために、園美たちは豪華な料理を用
意してお祝いのパーティーを開いた。喜ぶ由日子が、ふと怪訝そうに床に目をやると、そこには
衣服がまくれ上がったまま酔いつぶれて寝ているサツキ（太田莉菜）の姿が！

ラブラブエイリアン 第06話

8月1日～

＃6 『女子は下品な生き物？』／『泣きタイ理由』／『一番好きな食べ物は？』／「女子は下品な
生き物？」昼間から庭で楽しそうにお酒を飲んでいた園美（新木優子）たち。いい感じに酔っぱ
らったサツキ（太田莉菜）と由日子（森絵梨佳）の勧めで、初めてお酒を口にした宇宙人の反応
は…？

ラブラブエイリアン 第07話

8月1日～

＃7 『男心と夏の夜』／食事を済ませた園美（新木優子）、由日子（森絵梨佳）、サツキ（太田莉
菜）、チズル（久松郁実）の4人は、いつものように園美の部屋でダラダラと話し込んでいた。一
方、棚橋（竹財輝之助）のマンションでは、野上（桜田通）、高山（弓削智久）、吉江（堀井新太）が
前の合コン以来に揃って楽しそうに酒を飲んでいた。

ラブラブエイリアン 第08話

8月1日～

＃8 『料理は世界を救う！？』／『夏なのに春がきた』／『夫婦のリアルな事情』／「料理は世界
を救う！？」園美（新木優子）と由日子（森絵梨佳）が、涼しそうにかき氷を食べていると、エプロ
ン姿のサツキ（太田莉菜）が皿を抱えて園美たちの家にやってきた。男の胃袋を掴むために、園
美から習った煮込みハンバーグを作って持ってきたのだ。

ラブラブエイリアン 第09話

＃9 『異文化交流バトル！？』／『初デートの前に』／「異文化交流バトル！？」地球人の食べ物
に興味を持っている宇宙人は、園美（新木優子）が作る美味しい食事を調査したいと言い出し
8月1日～
た。しかし調査の最中で由日子（森絵梨佳）、サツキ（太田莉菜）に下品なことを教えられては困
ると、宇宙人は彼女たちの腕にブレスレットのような物を巻き付ける。
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ラブラブエイリアン 第10話

8月1日～

＃10 『欠席裁判て怖いね』／『プロポーズ大集合』／『ホントのトコロ、知りたいココロ』／「欠席裁
判て怖いね」園美（新木優子）の家に、由日子（森絵梨佳）の後輩・井沢かや乃（佐久間由衣）が
やってきた。園美と由日子がコンビニに行ってしまい、チズル（久松郁実）とかや乃は家に残され
る。その間に、同じ年の2人は…。

ラブラブエイリアン 第11話

8月1日～

＃11 『どーしてもデートしたい！』／『先輩の品格』／「どーしてもデートしたい！」チズル（久松郁
実）は風邪をひいたため、園美（新木優子）の家のベッドで伏せっていた。しかし、時計を見るな
り、小島（菊田大輔）とのデートに遅れてしまうと言って、慌てて起き上がり外出しようとする。園
美とサツキ（太田莉菜）が、安静にしてデートを延期するように言っても…。

ラブラブエイリアン 第12話（最終話）

＃12 『さよなら、宇宙人』／園美（新木優子）が庭の手入れをしていると、突然防護服姿の男性2
人が家の中に押し入ってきた。そして研究のためと言って、無理やり宇宙人を連れ去ってしま
8月1日～
う。夜になり、ショックで泣きつかれている園美に寄り添う由日子（森絵梨佳）。サツキ（太田莉
菜）が、宇宙人が実験材料にされて解剖されたりするのではと憶測すると…。

営業部長 吉良奈津子 第01話

＃1 仕事に育児に…周りは敵ばかり。でも私…負けるのが嫌いです／「東邦広告」の敏腕クリエ
イティブディレクターだった吉良奈津子（松嶋菜々子）は小山浩太郎（原田泰造）と結婚。出産を
8月1日～
経て3年ぶりに復職を果たす。だが、配属先は古巣のクリエイティブ局ではなく、営業開発部部長
という予想外の役職。納得いかない奈津子は…。

営業部長 吉良奈津子 第02話

8月1日～

＃2 敵は身内！？部長として母としての戦い／吉良奈津子（松嶋菜々子）が今西朋美（中村ア
ン）と街を歩いていると、コスメショップの店頭に女性たちが群がっていた。朋美は、そこがつけま
つげで急成長中の「マイキュート」だと教えた。奈津子は早速、マイキュートの宣伝販売の責任
者・織原サキ（高橋メアリージュン）に売り込みを開始。

営業部長 吉良奈津子 第03話

8月1日～

＃3 偽りのキス…崖っぷち女部長、決意の時／吉良奈津子（松嶋菜々子）のスタンドプレーに営
業一筋の米田利雄（板尾創路）は不満が噴出。ノルマを達成しなければ上に直訴もできないと
嘆く中、川原義雄（岡田義徳）が年間30億円という大型出稿を取りつけられそうだという。そこに
出社した奈津子は米田とともに斎藤良一（石丸幹二）に報告するが…。

営業部長 吉良奈津子 第04話

8月1日～

＃4 一発逆転か！？掴んだチャンスと涙の対決／吉良奈津子（松嶋菜々子）は、新入社員の神
崎あすか（足立梨花）から名刺を渡される。そこには『マリーフルーツ』のCEO万里村英輝とあり、
あすかの大学の先輩だという。社名に聞き覚えがなかった奈津子だが、あすかはそれが、女社
長万里村鏡子（荻野目慶子）率いる、高級果物『万里村本家』の子会社で…。

営業部長 吉良奈津子 第05話

＃5 因縁の女との対決！迫るタイムリミット／吉良奈津子（松嶋菜々子）と高木啓介（松田龍平）
は、斎藤良一（石丸幹二）からファストファッションの代表的ブランド「オレンジ・ドット」のキャン
8月1日～
ペーンCMの話を振られる。ここ数年、同社のCMは東邦広告のライバルである大輝エージェン
シーが手がけていたが、CM撮影中にタレントを怒らせて契約が打ち切りになったという。

営業部長 吉良奈津子 第06話

＃6 不倫発覚！？嘘をついてまで守りたいもの／太刀川冴子（芦名星）が議員の大泉智彦（水
上剣星）と不倫をしている証拠映像がネットに流出する、と一条達哉（DAIGO）から報告を受けた
8月1日～
吉良奈津子（松嶋菜々子）は、対策を練るため帰社を決めた。しかし、その前に小山壮太（高橋
幸之介）の顔を見たいと思い…。

営業部長 吉良奈津子 第07話

8月1日～

＃7 ついに部が消滅！？隠された真相を暴け！／大きなトラブルを乗り越えた吉良奈津子（松
嶋菜々子）は、休日に小山壮太（高橋幸之介）とピクニックに行くことにする。一方の小山浩太郎
（原田泰造）は、珍しく休日出勤をすると言う。奈津子は、坂部深雪（伊藤歩）から、もう二度と訪
問はできない、その理由は浩太郎に聞いてくれ、と告げられたことを思い出し…。

営業部長 吉良奈津子 第08話

8月1日～

＃8 すれ違う思い…復活のラストチャンス！／営業開発部の廃部に納得がいかない吉良奈津
子（松嶋菜々子）は、斎藤良一（石丸幹二）に直談判。廃部撤回を訴える奈津子に、斎藤は1ヵ月
以内に30億円のノルマを達成したら社長に撤回を進言してやる、と約束する。奈津子は部員た
ちに斎藤の決定を伝えるが、そんな短期間で達成できるわけがない、とあきらめ顔。

営業部長 吉良奈津子 第09話

8月1日～

＃9 ついに涙の集大成！仲間を守る最終決戦／吉良奈津子（松嶋菜々子）は、営業開発部存
続のため「シティドリンク」のコンペに勝ち抜くべく奮闘を続けていた。小山浩太郎（原田泰造）と
は別居状態となったままだが、浩太郎の母・周子（松原智恵子）が家に来て、壮太（高橋幸之介）
の世話をしてくれているため、奈津子は仕事に集中することができた。

営業部長 吉良奈津子 第10話（最終話）

8月1日～

＃10 誇りをかけた運命の戦い！ついに決着！／「シティドリンク」のコンペ当日、臨時の役員会
が開かれ、そこで東邦広告の合併が決定するという情報に困惑する吉良奈津子（松嶋菜々
子）。そんな奈津子はついに小山浩太郎（原田泰造）と向き合うことに。気まずい雰囲気が漂うな
か、浩太郎は坂部深雪（伊藤歩）との件を説明すると、ごめんと言って頭を下げた。

久保みねヒャダ こじらせナイト ＃119

＃119／【久保みねヒャダ近況まとめ】クリエイターに対する「いい人そう」にこじらせ。【ブロマン
8月1日～ ス選手権】2人で温泉に入ったら和むブロマンスな男性有名人2人組を募集。視聴者投稿続々届
きましたので発表します。【未公開こじらせトーク】未公開こじらせトーク「偽装既婚」延長戦。他
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久保みねヒャダ こじらせナイト ＃120

8月1日～

＃120／【久保みねヒャダ近況まとめ】ヒャダインが知ってしまった「サウナ」の魅力。考えるほど
難しい…地雷だらけの「ファッション」の世界。【ディーン・フジオカ選手権】最近活躍している有名
人の名前を並び替えて発見した「暗号」を募集。まだあった！視聴者からの投稿で新たなる暗号
が判明！【未公開こじらせトーク】ヒャダイン×サウナ 延長戦。他

久保みねヒャダ こじらせナイト ＃121

8月1日～

＃121／【久保みねヒャダ近況まとめ】久保がドラマで観た「たけしのキス」にこじらせ。イラッとす
るのに観てしまう「イライラコンテンツ」。会見で披露した円楽の「謎かけ」にこじらせ。ブログ
ウォッチャー能町が絶賛 加藤紗里の文章力。元ファンモンの「モン吉」という芸名にこじらせ。
【未公開こじらせトーク】「たけしのキス」にこじらせ 延長戦。他

久保みねヒャダ こじらせナイト ＃122

＃122／【久保みねヒャダ近況まとめ】久保が結婚式に出席…フィギュア小塚崇彦選手の無茶ぶ
8月1日～ りした「ウェルカムボード芸」完結編。【未公開こじらせトーク】能町が絶賛「加藤紗里ブログ」延長
戦。オープニングトーク 延長戦。

久保みねヒャダ こじらせナイト ＃123

＃123／【久保みねヒャダこじらせライブ in a-nation -第一夜-】7月30日に代々木第二体育館で
開催された公開収録「久保みねヒャダこじらせライブ in a-nation」の模様をお届け！オープニン
8月1日～
グは小室哲哉＆サプライズゲストのマーク・パンサーが登場！3000人を前に「豪華カラオケプレ
イ」でスタート！中盤はこじらせ王子・千葉雄大が登場！

久保みねヒャダ こじらせナイト ＃124

8月1日～

＃124／【久保みねヒャダこじらせライブ in a-nation -第二夜-】7月30日に代々木第二体育館で
開催された公開収録「久保みねヒャダこじらせライブ in a-nation」の模様をお届け！オープニン
グは小室哲哉＆サプライズゲストのマーク・パンサーが登場！3000人を前に「豪華カラオケプレ
イ」でスタート！中盤はこじらせ王子・千葉雄大が登場！

久保みねヒャダ こじらせナイト ＃125

8月1日～

＃125／【久保みねヒャダこじらせライブ in a-nation -第三夜-】7月30日に代々木第二体育館で
開催された公開収録「久保みねヒャダこじらせライブ in a-nation」の模様をお届け！小室哲哉と
即興で作詞作曲！「すき間ソング」のコーナー。【未公開こじらせライブ】アンコール ほぼ完全
版。

久保みねヒャダ こじらせナイト ＃126

8月1日～

＃126／「久保みねヒャダこじらせライブ in a-nation」で小室哲哉と即興で作詞作曲した「運動し
たくないソング」の根源がここに…運動オンチの受難・いまだに消えない「体育」への恨み辛み。
野宮真貴から久保みねヒャダに新アルバムへ参加依頼！？【未公開こじらせトーク】体育への
恨み辛み 延長戦。野宮真貴からのオファー 延長戦。

久保みねヒャダ こじらせナイト ＃127

＃127／久保の大発見 “トランプ氏の前髪”と発達した“積乱雲”は「完全に一致」。長く付き合っ
た女と別れ 新しい女と即結婚する「ペイフォワード」理論。久保が勝手に気付いてしまった…無
8月1日～
関係な2つの曲に「意外な関連性」。ビジネスシーンでよく使う わざとおどけた言い回し 投稿「職
場ピエロ」【未公開こじらせトーク】トランプ氏の前髪 延長戦。他

久保みねヒャダ こじらせナイト ＃128

＃128／久保が発見した声に出して読みたい「リズム感のいい言葉」。◯周年記念で“増ページ”
労働時間を増やすしかない 漫画家の「お祝い」。視聴者投稿 予想を下回る微妙な料理「パスタ
8月1日～
焼きそば」「カルボナーラご飯」「インスタントみそ汁そうめん」。【未公開こじらせトーク】「ゴッホの
タッチで描く…」延長戦。他

探偵の探偵 第01話

8月1日～

＃1 衝撃の問題作が今夜解禁！復讐に生きる女探偵／紗崎玲奈（北川景子）は、須磨康臣（井
浦新）が社長を務める探偵社「スマ・リサーチ」の道場で、ハードなトレーニングに励んでいた。玲
奈は、探偵を調査する「対探偵課」のたった一人の探偵だが、そこへ、須磨に連れられて新人の
峰森琴葉（川口春奈）がやってくる。琴葉を助手に、と須磨は命じるが…。

探偵の探偵 第02話

8月1日～

＃2 狙われる命、暴かれる秘密／紗崎玲奈（北川景子）の留守中、「スマ・リサーチ社」に阿比留
佳則（ユースケ・サンタマリア）が現れた。阿比留は、須磨康臣（井浦新）と峰森琴葉（川口春奈）
にリボンの付いた小箱を見せると、これを玲奈に渡して欲しいと言い立ち去った。箱の中身が盗
聴器かもしれないと疑った琴葉は電波を確認するも、盗聴器ではないと分かる。

探偵の探偵 第03話

8月1日～

＃3 真犯人現る！闇夜の決闘！！／紗崎玲奈（北川景子）は5年前に紗崎咲良（芳根京子）の
DNA鑑定を受け持った医師・矢吹洋子（高岡早紀）から、咲良とともに死亡したはずの被疑者・
岡尾芯也（岡田義徳）が生きていると聞かされる。しかも、先日発生した女児誘拐事件に関与し
ている疑いがあり、現在、警察が探偵と協力して調査を進めているという。

探偵の探偵 第04話

＃4 第一章完結！炎の中の死闘／女児誘拐犯が潜伏しているとされる工場に、阿比留佳則
（ユースケ・サンタマリア）を筆頭に、坂東志郎（相島一之）ら捜査員たちが続々と入っていく。そ
8月1日～ こには、捜査から外された窪塚悠馬（三浦貴大）も紛れ込んでいた。一同は、阿比留の指示に従
い、犯人がいると思われる場所へと向かう。すると、張り詰めた空気の中、コツコツという靴音
が。

探偵の探偵 第05話

＃5 新章開幕 -新たな事件発生！DV被害者失踪の謎／紗崎玲奈（北川景子）は、病院で意識
を取り戻した檜池（尾上寛之）に会いに行くことを決める。かつて、檜池がストーキングの果てに
8月1日～
殺害した女性の調査報告書が、紗崎咲良（芳根京子）の調査報告書に酷似していることが判
明。報告書が作成された時期も前後していることから…。
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探偵の探偵 第06話

8月1日～

＃6 深まる謎…死神へと続く鍵！出会うはずない二人／紗崎玲奈（北川景子）は、DVシェルター
から失踪した芦原遥香（西原亜希）の夫・升瀬淳史（中野裕太）のアパートの前で、窪塚悠馬（三
浦貴大）と対峙（たいじ）していた。窪塚は、警察が先日病院で死亡した檜池（尾上寛之）を殺害
したのは玲奈だと疑い捜査を進めていると明かし、目立つ行動を控えるよう忠告する。

探偵の探偵 第07話

8月1日～

＃7 真相解明！夜明けの大乱闘！愛しき刑事に捧ぐ涙／“半グレ”集団「野放図」に連れ去られ
た紗崎玲奈（北川景子）は、目覚めると薄暗いスナックのようなところにいた。周囲には、升瀬淳
史（中野裕太）らDV男たちが、身を寄せ合うように立っている。そこへ淀野瑛斗（丸山智己）が現
れて、玲奈を見下ろすと、お前は誰だ、と聞く。

探偵の探偵 第08話

＃8 最終章突入！反撃の始まり／DV被害女性救出劇における惨劇の末、瀕死の重傷を負った
窪塚悠馬（三浦貴大）は病院へと運ばれた。紗崎玲奈（北川景子）は、迎えに来た峰森琴葉（川
8月1日～
口春奈）の車に乗り込むと、飛行場へ行くよう指示。玲奈は、窪塚に「傷害罪」という不名誉を残
さないため、県警が上空から撮っていた映像を消去しようと考えたのだ。

探偵の探偵 第09話

＃9 死神からの挑戦状！黒幕と因縁の対決へ／紗崎玲奈（北川景子）は、峰森琴葉（川口春
奈）とともに、高橋理佳（陽月華）という女性を訪ねる。理佳の兄は「澤柳菜々」と結婚したが、そ
8月1日～
の8日後に不審死。疑念を抱いた理佳が「阿比留綜合探偵社」に相談に行ったことがあったから
だ。玲奈は、理佳が差し出した澤柳に関する調査報告書を見る。

探偵の探偵 第10話

8月1日～

＃10 全ての終焉へ！遂に判明する死神の正体／紗崎玲奈（北川景子）が、スタンガンで倒した
男は鴨居秀一（梶原善）という探偵だった。なぜ、正規の探偵事務所が自分をマークしているの
か、と聞く玲奈に、鴨居は玲奈を狙っているのは自分だけではない、と答える。事実、児玉庄治
（葛山信吾）、黒川勇介（袴田吉彦）というふたりの探偵も玲奈の前に姿を現した。

探偵の探偵 第11話（最終話）

8月1日～

＃11 狂乱の最終回！復讐の先の哀しき希望／紗崎玲奈（北川景子）は、目の前に立つ市村凜
（門脇麦）に、あなたが死神なのか、と尋ねた。凜はそれに答えず、自分の偽装工作を見抜けな
かったことが悔しいか、と玲奈に言う。そこで、峰森琴葉（川口春奈）が口をはさむと、凜は以前
とは別人のような口調で、お前は黙っていろ、と怒鳴りつける。
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