
2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第101話 9月23日～
第101話 危険な潜入 赤い殺意に燃えた女／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の
金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第102話 9月23日～
第102話 前代未聞！凧が女性の敵を殺した！？／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊
び人の金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお
白洲では、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第103話 9月23日～
第103話 夜叉面の罠！愛に棄てられた女／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の
金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第104話 9月23日～
第104話 女賞金稼ぎ！緋ぼたんおりんII／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金
さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第105話 9月23日～
第105話 うたかたの恋 悪夢を見た華園の女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び
人の金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白
洲では、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第071話 9月23日～
第71話 女騒動！うわなり打ち／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第072話 9月23日～
第72話 罠にすがった女／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第073話 9月23日～
第73話 玉の輿を拒んだ女／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第074話 9月23日～
第74話 団子坂しぐれて候／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第075話 9月23日～
第75話 はるかな江戸の便り／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第076話 9月23日～
第76話 誘拐身代 二千両／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第077話 9月23日～
第77話 北の海から来た男／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第078話 9月23日～
第78話 怨念の刃がとんだ／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。
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遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第079話 9月23日～
第79話 巡礼お勝参上／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。
悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を
披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第080話 9月23日～
第80話 八丁堀佐渡情話／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第06話 9月23日～
第06話 夜の美女軍団！“死んで貰います”／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町
奉行の遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下
手人に再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第07話 9月23日～
第07話 女講釈師 双肌脱いだ妖艶舞台！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町
奉行の遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下
手人に再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第08話 9月23日～
第08話 女渡世人 男まさりが玉にキズ！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉
行の遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手
人に再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第09話 9月23日～
第09話 夕顔の女 炎のような愛でした！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉
行の遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手
人に再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第10話 9月23日～
第10話 愛のお葬式 私は無実です！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行
の遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人
に再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第001話 9月23日～
第01話 （秘）大奥女中謎の死／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第002話 9月23日～
第02話 堅ぶつ侍と不良母／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第003話 9月23日～
第03話 遠山桜と御落胤／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込み、
ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快な娯
楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第004話 9月23日～
第04話 米騒動殺しの尼僧／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第005話 9月23日～
第05話 疑惑 ！仕舞い湯の男／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り
込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛
快な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第006話 9月23日～
第06話 必殺世直し人の娘／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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
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名奉行 遠山の金さん 第6部 第007話 9月23日～
第07話 夫に怯える美人妻／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第008話 9月23日～
第08話 上方女の真剣勝負／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第009話 9月23日～
第09話 女、霧の中の殺意／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第010話 9月23日～
第10話 老盗賊が捨てた娘／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

柳生一族の陰謀 第16話 9月23日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第16話 夜霧に鬼女が笛を吹く／二
代将軍徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家
光の剣術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を
率いて、家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第17話 9月23日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第17話 白い毒蜘蛛／二代将軍徳
川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術
指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家
光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第18話 9月23日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第18話 沈丁花は殺しの匂い／二代
将軍徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光
の剣術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率
いて、家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第19話 9月23日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第19話 髪の罠／二代将軍徳川秀
忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術指南
をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家光側
に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第20話 9月23日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第20話 花の吉原で何かが起こる？
／二代将軍徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始め
る。家光の剣術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一
族を率いて、家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第106話 9月30日～
第106話 女はつらいよ！タンカバイのお初一代／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び
人の金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白
洲では、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第107話 9月30日～
第107話 浴槽の死美人 怨みの琴をひく女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人
の金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲
では、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第108話 9月30日～
第108話 母子悲歌 愛ひとすじの女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さ
んに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、
証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第109話 9月30日～
第109話 怪奇！オランダ衣裳の蝶は二度死ぬ／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び
人の金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白
洲では、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第110話 9月30日～
第110話 花の単身赴任 夢追い美女がかけた罠！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊
び人の金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお
白洲では、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第081話 9月30日～
第81話 お京・合掌！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。
悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を
披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第082話 9月30日～
第82話 三割三分三厘／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。
悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を
披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第083話 9月30日～
第83話 しじみに咲く花／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。
悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を
披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第084話 9月30日～
第84話 地獄のかっぽれ／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第085話 9月30日～
第85話 夕闇に消された女／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第086話 9月30日～
第86話 逆恨み／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。悪人相
手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を披露
し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第087話 9月30日～
第87話 お白州で実った恋／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第088話 9月30日～
第88話 じゃじゃ馬姫と贋奉行／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第089話 9月30日～
第89話 呼びとめた女／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。
悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を
披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第090話 9月30日～
第90話 夫婦ざくら／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。悪
人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を披
露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第11話 9月30日～
第11話 女の斗い 守ってみせます晴舞台！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町
奉行の遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下
手人に再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第12話 9月30日～
第12話 冬の女絶唱 君死にたもうこと勿れ！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北
町奉行の遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る
下手人に再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。
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◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第13話 9月30日～
第13話 長崎から来た麗人 不知火太夫！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町
奉行の遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下
手人に再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第14話 9月30日～
第14話 魔の砂丘 越後三味線の女IV／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行
の遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人
に再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第15話 9月30日～
第15話 二人の男に愛された女！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の遠
山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再
び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第011話 9月30日～
第11話 復讐の女絵草紙／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込み、
ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快な娯
楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第012話 9月30日～
第12話 追跡 ！裏切った女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第013話 9月30日～
第13話 覗かれた男装の女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第014話 9月30日～
第14話 殴られた金さん／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込み、
ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快な娯
楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第015話 9月30日～
第15話 女説教強盗の復讐／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第016話 9月30日～
第16話 女金貸しの仇討ち／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第017話 9月30日～
第17話 催眠殺人の姉弟／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込み、
ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快な娯
楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第018話 9月30日～
第18話 幽霊に惚れた同心／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第019話 9月30日～
第19話 水晶占いの母と娘／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第020話 9月30日～
第20話 夫の情死を探る妻／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。
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時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

柳生一族の陰謀 第21話 9月30日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第21話 夕焼けに恨みが残った／二
代将軍徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家
光の剣術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を
率いて、家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第22話 9月30日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第22話 地獄を見た女／二代将軍
徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣
術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、
家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第23話 9月30日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第23話 宮本武蔵の首を取れ！／
二代将軍徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。
家光の剣術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族
を率いて、家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第24話 9月30日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第24話 赤い薔薇には手を出すな／
二代将軍徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。
家光の剣術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族
を率いて、家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第25話 9月30日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第25話 禁じられた殺意／二代将軍
徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣
術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、
家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第111話 10月7日～
第111話 夜霧に消えた南蜜首飾りの女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の
金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第112話 10月7日～
第112話 呪いの妖術！メトロノームに泣く女／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の
金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第113話 10月7日～
第113話 炎の女用心棒！黒猫のお銀／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さ
んに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、
証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第114話 10月7日～
第114話 水中乱舞！！忍びの女六人衆 ／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金
さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第115話 10月7日～
第115話 愛か死か！美しき女囚の脱走／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さ
んに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、
証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第091話 10月7日～
第91話 初恋に散った女／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第092話 10月7日～
第92話 雷雨の中の女／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。
悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を
披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第093話 10月7日～
第93話 盗っ人修行／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。悪
人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を披
露し、観念させて刑を言い渡す。
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配信本数：約425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。
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時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第094話 10月7日～
第94話 命乞い／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。悪人相
手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を披露
し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第095話 10月7日～
第95話 殺しが呼んだ恋月夜／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第096話 10月7日～
第96話 お湯の中にも鬼が住む／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第097話 10月7日～
第97話 鯨のように飲む男／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第098話 10月7日～
第98話 金のなる木を持つ稼業／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第099話 10月7日～
第99話 奈落におちた玉の輿／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第100話 10月7日～
第100話 忍び絵図を掏った娘／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第101話 10月7日～
第101話 誰がための五百両／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第16話 10月7日～
第16話 肝っ玉一代女！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第17話 10月7日～
第17話 おんな花火師！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第18話 10月7日～
第18話 女ごころ！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。悪
人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を披
露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第19話 10月7日～
第19話 悪夢を拾った女！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第20話 10月7日～
第20話 美人園遊会！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。
悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を
披露し、観念させて刑を言い渡す……。
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時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第021話 10月7日～
第21話 情けが仇の美人局／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第022話 10月7日～
第22話 還暦祝い毒殺事件／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第6部 第023話 10月7日～
第23話 大陰謀 ！紫頭巾の女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り
込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛
快な娯楽時代劇の決定版。1994年に放送された第6シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第01話 10月7日～
第01話 徳川埋蔵金 赤い毒グモの秘密／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市
井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁
きが痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第02話 10月7日～
第02話 美女連続殺人！裏切られた友情／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市
井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁
きが痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第03話 10月7日～
第03話 白い花の恐怖 悪徳医師の陰謀／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市
井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁
きが痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第04話 10月7日～
第04話 妖怪現わる！標的は遠山桜／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井
に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁き
が痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第05話 10月7日～
第05話 白い肌の誘惑 嫁姑の真剣勝負／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市
井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁
きが痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

柳生一族の陰謀 第26話 10月7日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第26話 幽霊船と消えた三十人／二
代将軍徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家
光の剣術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を
率いて、家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第27話 10月7日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第27話 美女と野獣／二代将軍徳
川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術
指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家
光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第28話 10月7日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第28話 闇に光る眼／二代将軍徳
川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術
指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家
光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第29話 10月7日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第29話 女忍の密書／二代将軍徳
川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術
指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家
光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第30話 10月7日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第30話 生きていた影武者／二代将
軍徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の
剣術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率い
て、家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。
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時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第116話 10月14日～
第116話 女侠一代！鬼子母神のおはな／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金
さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第117話 10月14日～
第117話 狙われた聖女 富貴楼おしの！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金
さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第118話 10月14日～
第118話 おんな牢犯科帖 消えた死刑囚！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の
金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第119話 10月14日～
第119話 女菩薩の如く 女夜叉の如し！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さ
んに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、
証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第120話 10月14日～
第120話 魔剣の旅 越後三味線の女II／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さ
んに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、
証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第21話 10月14日～
第21話 継母の愛 ！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。
悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を
披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第22話 10月14日～
第22話 夜の美女軍団II 決斗篇／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第23話 10月14日～
第23話 さらば愛しき夫よ ！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第24話 10月14日～
第24話 女能面殺人事件 ！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第25話 10月14日～
第25話 嘘でもいいから愛していたい ！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉
行の遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手
人に再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんVS女ねずみ 第01話 10月14日～

第01話 八百八町に連続放火魔／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎（松方弘
樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねずみ小僧が
現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形見・女ねず
みの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

遠山の金さんVS女ねずみ 第02話 10月14日～

第02話 鏡の中の殺人トリック／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎（松方弘
樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねずみ小僧が
現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形見・女ねず
みの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

遠山の金さんVS女ねずみ 第03話 10月14日～

第03話 復讐通り魔！奉行の新妻襲う／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎
（松方弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねず
み小僧が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形
見・女ねずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。
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◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

遠山の金さんVS女ねずみ 第04話 10月14日～

第04話 財産狙い、草笛を吹く若妻／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎（松方
弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねずみ小僧
が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形見・女ね
ずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

遠山の金さんVS女ねずみ 第05話 10月14日～

第05話 殺人犯にされた恋人たち／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎（松方
弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねずみ小僧
が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形見・女ね
ずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

遠山の金さんVS女ねずみ 第06話 10月14日～

第06話 ニセ小判！蟻が暴く殺人手口／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎
（松方弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねず
み小僧が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形
見・女ねずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

遠山の金さんVS女ねずみ 第07話 10月14日～

第07話 お白洲で火縄銃殺人の再現！／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎
（松方弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねず
み小僧が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形
見・女ねずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

遠山の金さんVS女ねずみ 第08話 10月14日～

第08話 謎！謎！！白い肌の幽霊殺し／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎
（松方弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねず
み小僧が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形
見・女ねずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

遠山の金さんVS女ねずみ 第09話 10月14日～

第09話 密室の死美人 謎の出合茶屋／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎
（松方弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねず
み小僧が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形
見・女ねずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

遠山の金さんVS女ねずみ 第10話 10月14日～

第10話 花の舞台のお役者殺人鬼／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎（松方
弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねずみ小僧
が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形見・女ね
ずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第06話 10月14日～
第06話 集団スリ 美しい未亡人裏の顔／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井
に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁き
が痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第07話 10月14日～
第07話 投げ縄殺人！忍びをあやつる男／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市
井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁
きが痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第08話 10月14日～
第08話 献残屋の秘密 一度死んだ女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井
に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁き
が痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第09話 10月14日～
第09話 謎の銃声！女は待っていた／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に
入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが
痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第10話 10月14日～
第10話 赤猫まねき！？狙撃された桜吹雪／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして
市井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名
裁きが痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第11話 10月14日～
第11話 二昼夜の自由 切腹賭けた初恋／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市
井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁
きが痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。
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◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第12話 10月14日～
第12話 消えた五千両！棺桶を作る女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井
に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁き
が痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第13話 10月14日～
第13話 江戸の復顔術 姉と妹の手毬唄／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市
井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁
きが痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第14話 10月14日～
第14話 振袖の罠！女形が賭けた夢舞台／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして
市井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名
裁きが痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第15話 10月14日～
第15話 肝っ玉母さんと邪教の女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入
り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁きが痛
快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

柳生一族の陰謀 第31話 10月14日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第31話 呪いの藁人形／二代将軍
徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣
術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、
家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第32話 10月14日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第32話 姿なき敵／二代将軍徳川
秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術指
南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家光
側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第33話 10月14日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第33話 黒猫の恐怖／二代将軍徳
川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術
指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家
光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第34話 10月14日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第34話 やわ肌の秘密／二代将軍
徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣
術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、
家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第35話 10月14日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第35話 亡霊は深夜にすすり泣く／
二代将軍徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。
家光の剣術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族
を率いて、家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第121話 10月21日～
第121話 女優志願！火の国から来た女／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金
さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第122話 10月21日～
第122話 愛の墓場 二人の父をもつ悪女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の
金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第123話 10月21日～
第123話 尼僧物語 禁じられた灼熱の恋！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の
金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第124話 10月21日～
第124話 謎の黒真珠 白い夜霧のさすらい女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び
人の金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白
洲では、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。
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遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第125話 10月21日～
第125話 恋の迷路 黒い疑惑の名人戦！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金
さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第26話 10月21日～
第26話 愛を知らない女の愛 ！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第27話 10月21日～
第27話 神馬に乗った巫女 ！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第28話 10月21日～
第28話 よつやこふてらの女 ！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第29話 10月21日～
第29話 男嫌いの芸者が惚れた ！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の
遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に
再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第30話 10月21日～
第30話 負けるが勝ち？！の金さん／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の
遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に
再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんVS女ねずみ 第11話 10月21日～

第11話 怨念！おいらん幽霊小判まく／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎（松
方弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねずみ小
僧が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形見・女
ねずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

遠山の金さんVS女ねずみ 第12話 10月21日～

第12話 疑惑の罠！与力の妻が万引き／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎
（松方弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねず
み小僧が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形
見・女ねずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

遠山の金さんVS女ねずみ 第13話 10月21日～

第13話 奉行の妻誘拐！人質交換要求／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎
（松方弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねず
み小僧が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形
見・女ねずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

遠山の金さんVS女ねずみ 第14話 10月21日～

第14話 花嫁惨殺！完全犯罪を裁く／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎（松
方弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねずみ小
僧が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形見・女
ねずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

遠山の金さんVS女ねずみ 第15話 10月21日～

第15話 ねずみに殺人容疑 金さん困る／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎
（松方弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねず
み小僧が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形
見・女ねずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

遠山の金さんVS女ねずみ 第16話 10月21日～

第16話 料亭女将の妖しい二つの顔／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎（松
方弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねずみ小
僧が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形見・女
ねずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

遠山の金さんVS女ねずみ 第17話 10月21日～

第17話 不倫の精算！バラバラ殺人／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎（松
方弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねずみ小
僧が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形見・女
ねずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。
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遠山の金さんVS女ねずみ 第18話 10月21日～

第18話 偽装心中！箱根路の逃避行／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎（松
方弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねずみ小
僧が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形見・女
ねずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

遠山の金さんVS女ねずみ 第19話 10月21日～

第19話 笑う真犯人 裏切られた金四郎／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎
（松方弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねず
み小僧が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形
見・女ねずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

遠山の金さんVS女ねずみ 第20話 10月21日～

第20話 仕掛花火の怪！焼死体が歩く／晴れて南町奉行に就任した遊び人の金さんこと遠山金四郎
（松方弘樹）。若い新妻・奈津（水野真紀）を迎えて公私ともに充実の春だったが、そこにあの義賊ねず
み小僧が現れた。「ねずみ小僧は13年前に処刑されたはず」と思ったら、なんとねずみ小僧の忘れ形
見・女ねずみの仕業。そしてその正体は金さん行きつけの小料理屋の女将…。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第16話 10月21日～
第16話 消えた女！裏切りの集団見合い／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市
井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁
きが痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第17話 10月21日～
第17話 また男が死ぬ！私は疫病神の女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして
市井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名
裁きが痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第18話 10月21日～
第18話 復讐の女！雨の仕掛け長屋／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井
に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁き
が痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第19話 10月21日～
第19話 貞女の鑑？謎の殺しの裏の裏／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井
に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁き
が痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第20話 10月21日～
第20話 名探偵？金さん岡っ引きになる／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市
井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁
きが痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第7部 第21話 10月21日～
第21話 消された刺青 仮面の裏の悪魔／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市
井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる…。お白洲での名裁
きが痛快な娯楽時代劇の決定版。1995年に放送された第7シリーズ。

柳生一族の陰謀 第36話 10月21日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第36話 烏丸少将の最後／二代将
軍徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の
剣術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率い
て、家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第37話 10月21日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第37話 柳生家最大の危機／二代
将軍徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光
の剣術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率
いて、家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第38話 10月21日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第38話 十兵衛を殺せ！／二代将
軍徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の
剣術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率い
て、家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第39話（最終話） 10月21日～

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第39話 さらば！柳生／二代将軍徳
川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術
指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家
光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。
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遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第126話 10月28日～
第126話 闇の女元締 唐獅子のお駒！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さ
んに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、
証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第127話 10月28日～
第127話 深川情話 愛をきざむ氷の女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金
さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第128話 10月28日～
第128話 哀愁の女舞踊家お蝶の恋！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さ
んに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、
証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第129話 10月28日～
第129話 人呼んで“桜吹雪の女”III 慕情篇／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の
金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第130話 10月28日～
第130話 喪服の女に忍びよる赤い罠！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さ
んに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、
証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第31話 10月28日～
第31話 暗黒街の女 ！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第32話 10月28日～
第32話 母の死の謎 ！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第33話 10月28日～
第33話 男ひとり 流れのままに ！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の遠
山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再
び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第34話 10月28日～
第34話 越後三味線の女V 暗殺篇／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の
遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に
再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第35話 10月28日～
第35話 女賞金稼ぎ 陽炎のお仙 ！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町奉行の
遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に
再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

金さんVS女ねずみ 第01話 10月28日～
第01話 大奥妖しい京人形／名奉行・遠山金四郎（松方弘樹）と大泥棒の女ねずみ小僧（古手川祐
子）。遊び人の金さんと、瓦版屋のお紺という、もうひとつの顔を持つ二人は、お互い意地を張りつつ
も、江戸で起こる凶悪な犯罪に立ち向かって行く。

金さんVS女ねずみ 第02話 10月28日～
第02話 将軍は見た！遠山桜／名奉行・遠山金四郎（松方弘樹）と大泥棒の女ねずみ小僧（古手川祐
子）。遊び人の金さんと、瓦版屋のお紺という、もうひとつの顔を持つ二人は、お互い意地を張りつつ
も、江戸で起こる凶悪な犯罪に立ち向かって行く。

金さんVS女ねずみ 第03話 10月28日～
第03話 不倫！顔のない誘拐犯／名奉行・遠山金四郎（松方弘樹）と大泥棒の女ねずみ小僧（古手川
祐子）。遊び人の金さんと、瓦版屋のお紺という、もうひとつの顔を持つ二人は、お互い意地を張りつつ
も、江戸で起こる凶悪な犯罪に立ち向かって行く。
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金さんVS女ねずみ 第04話 10月28日～
第04話 狆（ちん）が見た密通殺人／名奉行・遠山金四郎（松方弘樹）と大泥棒の女ねずみ小僧（古手川
祐子）。遊び人の金さんと、瓦版屋のお紺という、もうひとつの顔を持つ二人は、お互い意地を張りつつ
も、江戸で起こる凶悪な犯罪に立ち向かって行く。

金さんVS女ねずみ 第05話 10月28日～
第05話 たった一人の忠臣蔵／名奉行・遠山金四郎（松方弘樹）と大泥棒の女ねずみ小僧（古手川祐
子）。遊び人の金さんと、瓦版屋のお紺という、もうひとつの顔を持つ二人は、お互い意地を張りつつ
も、江戸で起こる凶悪な犯罪に立ち向かって行く。

金さんVS女ねずみ 第06話 10月28日～
第06話 瞼の母の犯罪／名奉行・遠山金四郎（松方弘樹）と大泥棒の女ねずみ小僧（古手川祐子）。遊
び人の金さんと、瓦版屋のお紺という、もうひとつの顔を持つ二人は、お互い意地を張りつつも、江戸で
起こる凶悪な犯罪に立ち向かって行く。

金さんVS女ねずみ 第07話 10月28日～
第07話 毒殺！千両富くじの妻／名奉行・遠山金四郎（松方弘樹）と大泥棒の女ねずみ小僧（古手川祐
子）。遊び人の金さんと、瓦版屋のお紺という、もうひとつの顔を持つ二人は、お互い意地を張りつつ
も、江戸で起こる凶悪な犯罪に立ち向かって行く。

金さんVS女ねずみ 第08話 10月28日～
第08話 二代目極道の妻／名奉行・遠山金四郎（松方弘樹）と大泥棒の女ねずみ小僧（古手川祐子）。
遊び人の金さんと、瓦版屋のお紺という、もうひとつの顔を持つ二人は、お互い意地を張りつつも、江戸
で起こる凶悪な犯罪に立ち向かって行く。

金さんVS女ねずみ 第09話 10月28日～
第09話 若き日の奉行を愛した女／名奉行・遠山金四郎（松方弘樹）と大泥棒の女ねずみ小僧（古手川
祐子）。遊び人の金さんと、瓦版屋のお紺という、もうひとつの顔を持つ二人は、お互い意地を張りつつ
も、江戸で起こる凶悪な犯罪に立ち向かって行く。

金さんVS女ねずみ 第10話 10月28日～
第10話 隠密同心殺人事件／名奉行・遠山金四郎（松方弘樹）と大泥棒の女ねずみ小僧（古手川祐
子）。遊び人の金さんと、瓦版屋のお紺という、もうひとつの顔を持つ二人は、お互い意地を張りつつ
も、江戸で起こる凶悪な犯罪に立ち向かって行く。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第071話 配信中
第71話 おんな一心太助と深海の美女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金
さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第072話 配信中
第72話 闇祭り 狙われた花嫁行列！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さん
に身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、証
拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第073話 配信中
第73話 おんな牢秘話 二匹の女ねずみ小僧！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び
人の金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白
洲では、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第074話 配信中
第74話 越後三味線 さすらいの女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さん
に身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、証
拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第075話 配信中
第75話 小悪魔のような仮面の女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さん
に身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、証
拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第076話 配信中
第76話 愛か真か 岐路に立つ女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さんに
身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、証拠
を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第077話 配信中
第77話 人呼んで“桜吹雪の女”と発します！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人
の金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲
では、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第078話 配信中
第78話 三日月心中 鈴を鳴らす女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さん
に身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、証
拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第079話 配信中
第79話 飛燕の張り竹 女染め師お貞！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さ
んに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、
証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第080話 配信中
第80話 十六夜殺人 悪夢をみた女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さん
に身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、証
拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第081話 配信中
第81話 剣客秘話 女だてらに道場破り！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金
さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第082話 配信中
第82話 大奥潜入！顔で笑って心で泣く母／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の
金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第083話 配信中
第83話 悪魔が笑えば恐怖の幕があく！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金
さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第084話 配信中
第84話 悪徳のいけにえにされた美人画の女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び
人の金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白
洲では、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第085話 配信中
第85話 危うし女太夫！黒鳩大襲来！！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金
さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第086話 配信中
第86話 料亭女将殺人 真犯人にされた金さん！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び
人の金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白
洲では、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第087話 配信中
第87話 意外！早田彦十郎が結婚サギ師！！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び
人の金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白
洲では、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第088話 配信中
第88話 愛か憎しみか 灼熱の女人形師！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の
金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第089話 配信中
第89話 決死の殴り込み 死装束の遠山金四郎！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊
び人の金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお
白洲では、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第090話 配信中
第90話 哀愁の羽蝶蘭 消音銃の女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さ
んに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、
証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第091話 配信中
第91話 京の貴公子 綾小路菊麿さまお成り！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人
の金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲
では、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第092話 配信中
第92話 南海の女 琉球より愛をこめて！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金
さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第093話 配信中
第93話 銃口に立つ！みちのく肝っ玉姉さん／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の
金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第094話 配信中
第94話 女豹が狙った42人の大スリ軍団！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の
金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第095話 配信中
第95話 母恋いオルゴール 旅路の女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さ
んに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、
証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第096話 配信中
第96話 妖剣秘話 裏切られた女！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さんに
身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、証拠
を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第097話 配信中
第97話 男運の悪い美女が二人！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さんに
身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、証拠
を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第098話 配信中
第98話 人呼んで“桜吹雪の女”II／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金さんに
身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲では、証拠
を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第099話 配信中
第99話 悪女に恋したモテモテ早田彦十郎！／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人
の金さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲
では、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：高橋英樹） 第100話 配信中
第100話 幻の秘宝 奥能登から来た女！ ／北町奉行の遠山金四郎（高橋英樹）は、普段は遊び人の金
さんに身をやつし、事件があれば、桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。そしてお白洲で
は、証拠を出せと言う悪人に桜吹雪を見せて観念させる。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第011話 配信中
第11話 真昼の仮面を裁け！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第012話 配信中
第12話 その十手を探せ！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第013話 配信中
第13話 沈み金の謎を追え！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第014話 配信中
第14話 一番纏に命を張れ！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第015話 配信中
第15話 哭くな 南蛮鳥！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第016話 配信中
第16話 燃える男の胸で泣け！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠
山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再
び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第017話 配信中
第17話 裏入学をあばけ！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第018話 配信中
第18話 島帰りを探れ！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第019話 配信中
第19話 渡る世間の鬼を斬れ！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠
山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再
び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第020話 配信中
第20話 一六勝負で闇を裂け！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠
山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再
び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第021話 配信中
第21話 地獄の炎を消せ！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第022話 配信中
第22話 恐怖の縄を解け！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第023話 配信中
第23話 悪夢を吹きはらえ！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第024話 配信中
第24話 消えた飛脚を探せ！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第025話 配信中
第25話 死神を封じ込め！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第026話 配信中
第26話 金の大黒を追え！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第027話 配信中
第27話 花の廓の闇に咲け！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠
山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再
び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第028話 配信中
第28話 折鶴の謎を追え！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第029話 配信中
第29話 燃える瞳を救え！！ ／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第030話 配信中
第30話 暗闇の銃声を消せ！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠
山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再
び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第031話 配信中
第31話 明日に別れの賽を振れ！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の
遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に
再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第032話 配信中
第32話 逢びきは三途の川で／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第033話 配信中
第33話 五色の手鞠を離すな！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠
山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再
び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第034話 配信中
第34話 娘十九の父恋い十手／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第035話 配信中
第35話 紋十郎 惚れて候 ／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第036話 配信中
第36話 惚れた女を裁け！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第037話 配信中
第37話 海鳴りを抱く女／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第038話 配信中
第38話 消えた姫君を追え！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第039話 配信中
第39話 松風聴いた母子草／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第040話 配信中
第40話 嵐の中に立つ姉妹／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第041話 配信中
第41話 今ひとたびの青春に哭け！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行
の遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人
に再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第042話 配信中
第42話 花火に賭けた心意気／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第043話 配信中
第43話 江戸と浪花の風来坊／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第044話 配信中
第44話 心の旅路をたどれ／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第045話 配信中
第45話 雨ふり花／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。悪人
相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を披露
し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第046話 配信中
第46話 恐怖の真昼に舞う風車／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第047話 配信中
第47話 奉納絵馬 呪いの祝い唄／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠
山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再
び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第048話 配信中
第48話 長命庵に散った夢／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第049話 配信中
第49話 独楽が廻れば鬼が泣く／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第050話 配信中
第50話 血染めの姉妹簪／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第051話 配信中
第51話 夕陽に燃えた必殺剣／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第052話 配信中
第52話 明日を知らない女／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第053話 配信中
第53話 一両だけの青春／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第054話 配信中
第54話 殺しを呼んだ千社札／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金
四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜
吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第055話 配信中
第55話 背信／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。悪人相手
に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を披露し、
観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第056話 配信中
第56話 可愛い女／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。悪人
相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を披露
し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第057話 配信中
第57話 ギヤマン飾りの女／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第058話 配信中
第58話 陰謀の凶弾／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。悪
人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を披
露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第059話 配信中
第59話 友情／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。悪人相手
に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を披露し、
観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第060話 配信中
第60話 裏切りを覗いた女／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第061話 配信中
第61話 浪花の仇を江戸で討て！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠
山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再
び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第062話 配信中
第62話 八万石の闇を撃て！！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山
金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び
桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第063話 配信中
第63話 愛と憎しみの果て／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四
郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹
雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第064話 配信中
第64話 引廻しの女／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。悪
人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を披
露し、観念させて刑を言い渡す。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第065話 配信中
第65話 りんどう花が嵐を呼んだ／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠
山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再
び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第066話 配信中
第66話 危険も二倍の賭けで死ね！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の
遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に
再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第067話 配信中
第67話 逢いに来た女／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。
悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を
披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第068話 配信中
第68話 いかさま稼業／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。
悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を
披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第069話 配信中
第69話 お白州に小判の雨が降る！／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の
遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に
再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第070話 配信中
第70話 帰って来た男／長屋住まいの遊び人・金さん（杉良太郎）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。
悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下手人に再び桜吹雪を
披露し、観念させて刑を言い渡す。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第01話 配信中
第01話 お奉行さま！女の命あずけます！！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北
町奉行の遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る
下手人に再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第02話 配信中
第02話 神田川伝説 女ひとすじ友禅模様！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町
奉行の遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下
手人に再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第03話 配信中
第03話 真珠の女 青い海が泣いてます！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北町
奉行の遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る下
手人に再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第04話 配信中
第04話 匕首殺人 芸者小照の天国に結ぶ恋！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、
北町奉行の遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切
る下手人に再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

遠山の金さんII（主演：高橋英樹） 第05話 配信中
第05話 女豹秘話 浪花女の啖呵が冴えた！／長屋住まいの遊び人・金さん（高橋英樹）の正体は、北
町奉行の遠山金四郎。悪人相手に桜吹雪の刺青を見せつけて大暴れし、一転お白洲では、シラを切る
下手人に再び桜吹雪を披露し、観念させて刑を言い渡す……。

座頭市物語 第01話 配信中
第01話 のるかそるかの正念場／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通
常は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者に
は怒りの仕込み杖が唸る。

座頭市物語 第02話 配信中
第02話 子守唄に咲いた女郎花／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通
常は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者に
は怒りの仕込み杖が唸る。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

座頭市物語 第03話 配信中
第03話 祥月命日いのちの鐘／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常
は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には
怒りの仕込み杖が唸る。

座頭市物語 第04話 配信中
第04話 縛られ観音ゆきずり旅／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常
は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には
怒りの仕込み杖が唸る。

座頭市物語 第05話 配信中
第05話 情知らずが情に泣いた／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通
常は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者に
は怒りの仕込み杖が唸る。

座頭市物語 第06話 配信中
第06話 どしゃぶり／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み療
治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕込
み杖が唸る。

座頭市物語 第07話 配信中
第07話 市に鳥がとまった／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、
揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒り
の仕込み杖が唸る。

座頭市物語 第08話 配信中
第08話 忘れじの花／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み
療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕
込み杖が唸る。

座頭市物語 第09話 配信中
第09話 二人座頭市／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み
療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕
込み杖が唸る。

座頭市物語 第10話 配信中
第10話 やぐら太鼓が風に哭いた／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、
通常は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者
には怒りの仕込み杖が唸る。

座頭市物語 第11話 配信中
第11話 木曽路のつむじ風／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、
揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒り
の仕込み杖が唸る。

座頭市物語 第12話 配信中
第12話 やわ肌仁義／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み
療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕
込み杖が唸る。

座頭市物語 第13話 配信中
第13話 潮風に舞った千両くじ／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常
は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には
怒りの仕込み杖が唸る。

座頭市物語 第14話 配信中
第14話 赤ン坊喧嘩旅／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉
み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの
仕込み杖が唸る。

座頭市物語 第15話 配信中
第15話 めんない鴉の祭り唄／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常
は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には
怒りの仕込み杖が唸る。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

座頭市物語 第16話 配信中
第16話 赤城おろし／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み療
治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕込
み杖が唸る。

座頭市物語 第17話 配信中
第17話 花嫁峠に夕陽は燃えた／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通
常は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者に
は怒りの仕込み杖が唸る。

座頭市物語 第18話 配信中
第18話 すっとび道中／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み
療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕
込み杖が唸る。

座頭市物語 第19話 配信中
第19話 故郷に虹を見た／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、
揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒り
の仕込み杖が唸る。

座頭市物語 第20話 配信中
第20話 女親分と狼たち／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉
み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの
仕込み杖が唸る。

座頭市物語 第21話 配信中
第21話 湖に咲いたこぼれ花／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常
は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には
怒りの仕込み杖が唸る。

座頭市物語 第22話 配信中
第22話 父と子の詩／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み
療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕
込み杖が唸る。

座頭市物語 第23話 配信中
第23話 心中あいや節／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉
み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの
仕込み杖が唸る。

座頭市物語 第24話 配信中
第24話 信濃路に春は近い／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常
は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には
怒りの仕込み杖が唸る。

座頭市物語 第25話 配信中
第25話 渡世人／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み療治
を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕込み
杖が唸る。

座頭市物語 第26話 配信中
第26話 ひとり旅／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み療治
を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕込み
杖が唸る。

新・座頭市I 第01話 配信中
第01話 情けの忘れ雛／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉
み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの
仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第02話 配信中
第02話 父恋い子守唄／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉
み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの
仕込み杖が唸る。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

新・座頭市I 第03話 配信中
第03話 潮来の別れ花／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉
み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの
仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第04話 配信中
第04話 月の出の用心棒／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、
揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒り
の仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第05話 配信中
第05話 牢破りいそぎ旅／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉
み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの
仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第06話 配信中
第06話 師の影に泣いた／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、
揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒り
の仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第07話 配信中
第07話 わらべ唄が聞える／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、
揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒り
の仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第08話 配信中
第08話 雨の女郎花／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み
療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕
込み杖が唸る。

新・座頭市I 第09話 配信中
第09話 見えない涙に虹を見た／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通
常は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者に
は怒りの仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第10話 配信中
第10話 娘が泣く木枯し街道／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常
は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には
怒りの仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第11話 配信中
第11話 風に別れた二つ道／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常
は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には
怒りの仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第12話 配信中
第12話 金が身を食う地獄坂／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常
は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には
怒りの仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第13話 配信中
第13話 母の涙に市が走った／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常
は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には
怒りの仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第14話 配信中
第14話 雪の別れ路／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み
療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕
込み杖が唸る。

新・座頭市I 第15話 配信中
第15話 仕込杖が怒りに燃えた／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通
常は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者に
は怒りの仕込み杖が唸る。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

新・座頭市I 第16話 配信中
第16話 駆込み道中ふたり旅／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常
は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には
怒りの仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第17話 配信中
第17話 母子道に灯がともる／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常
は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には
怒りの仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第18話 配信中
第18話 酔いどれ川／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み
療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕
込み杖が唸る。

新・座頭市I 第19話 配信中
第19話 越後から来た娘／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、
揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒り
の仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第20話 配信中
第20話 いのち駒／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み療
治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕込
み杖が唸る。

新・座頭市I 第21話 配信中
第21話 契り髪／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み療治を
渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕込み杖
が唸る。

新・座頭市I 第22話 配信中
第22話 浪人子守旅／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み
療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕
込み杖が唸る。

新・座頭市I 第23話 配信中
第23話 幽霊が市を招いた／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常
は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には
怒りの仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第24話 配信中
第24話 大利根の春はゆく／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、
揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒り
の仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第25話 配信中
第25話 帰って来た渡世人／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、
揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒り
の仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第26話 配信中
第26話 鴉カアーとないて市が来た／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、
通常は、揉み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者
には怒りの仕込み杖が唸る。

新・座頭市I 第27話 配信中
第27話 旅人の詩／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み療
治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕込
み杖が唸る。

新・座頭市I 第28話 配信中
第28話 上州わらべ唄／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉
み療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの
仕込み杖が唸る。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

新・座頭市I 第29話 配信中
第29話 終りなき旅路／座頭市（勝新太郎）は、天保時代の盲目の侠客で居合いの達人、通常は、揉み
療治を渡世として関八州を歩く。博打もすれば女も好むが、己の信条により非道を行う者には怒りの仕
込み杖が唸る。

暴れん坊将軍12 第01話 配信中
第01話 美しき狙撃者！和歌山城燃ゆ！！／名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗（松平健）。平時は、
その身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助として「め組」へ出入りしている。だが一度事件が起こ
るや、「め組」の頭・栄五郎（松村雄基）らの協力を得て、江戸に巣食う悪漢どもに立ち向かっていく！

暴れん坊将軍12 第02話 配信中

第02話 南紀白浜の謀略！吉宗の娘を生んだ女！？／名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗（松平
健）。平時は、その身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助として「め組」へ出入りしている。だが一
度事件が起こるや、「め組」の頭・栄五郎（松村雄基）らの協力を得て、江戸に巣食う悪漢どもに立ち向
かっていく！

暴れん坊将軍12 第03話 配信中

第03話 老盗賊の復讐！捨てられた千両箱の謎／名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗（松平健）。平
時は、その身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助として「め組」へ出入りしている。だが一度事件
が起こるや、「め組」の頭・栄五郎（松村雄基）らの協力を得て、江戸に巣食う悪漢どもに立ち向かってい
く！

暴れん坊将軍12 第04話 配信中
第04話 にわか殿様が仕掛けた罠！？／名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗（松平健）。平時は、その
身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助として「め組」へ出入りしている。だが一度事件が起こる
や、「め組」の頭・栄五郎（松村雄基）らの協力を得て、江戸に巣食う悪漢どもに立ち向かっていく！

暴れん坊将軍12 第05話 配信中
第05話 女盗賊と駆け落ちした町火消し！／名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗（松平健）。平時は、
その身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助として「め組」へ出入りしている。だが一度事件が起こ
るや、「め組」の頭・栄五郎（松村雄基）らの協力を得て、江戸に巣食う悪漢どもに立ち向かっていく！

暴れん坊将軍12 第06話 配信中

第06話 怪盗キツネ小僧！裏切られた幼な心！！／名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗（松平健）。平
時は、その身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助として「め組」へ出入りしている。だが一度事件
が起こるや、「め組」の頭・栄五郎（松村雄基）らの協力を得て、江戸に巣食う悪漢どもに立ち向かってい
く！

暴れん坊将軍12 第07話 配信中

第07話 疑惑の家督相続！吉宗と二世を誓った女／名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗（松平健）。平
時は、その身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助として「め組」へ出入りしている。だが一度事件
が起こるや、「め組」の頭・栄五郎（松村雄基）らの協力を得て、江戸に巣食う悪漢どもに立ち向かってい
く！

暴れん坊将軍12 第08話 配信中

第08話 大岡越前切腹！！吉宗、苦悩の決断！／名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗（松平健）。平
時は、その身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助として「め組」へ出入りしている。だが一度事件
が起こるや、「め組」の頭・栄五郎（松村雄基）らの協力を得て、江戸に巣食う悪漢どもに立ち向かってい
く！

暴れん坊将軍12 第09話 配信中

第09話 江戸に大火事！百発百中！？千里眼の女／名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗（松平健）。
平時は、その身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助として「め組」へ出入りしている。だが一度事
件が起こるや、「め組」の頭・栄五郎（松村雄基）らの協力を得て、江戸に巣食う悪漢どもに立ち向かっ
ていく！

暴れん坊将軍12 第10話 配信中
第10話 雨の目撃者！牢獄に通う吉宗の母／名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗（松平健）。平時は、
その身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助として「め組」へ出入りしている。だが一度事件が起こ
るや、「め組」の頭・栄五郎（松村雄基）らの協力を得て、江戸に巣食う悪漢どもに立ち向かっていく！

暴れん坊将軍スペシャル2003 配信中
越後では、盗賊「しらぬい党」が跋扈していた。吉宗（松平健）は身分を隠して越後へ。盗賊からの守り
を固めようとしている北国屋の用心棒となる。ある晩、しらぬい党が押し入るが、吉宗こと新之助と共に
用心棒として雇われた秋月梅軒の活躍によって一党は何も取らずに逃走。しらぬい党の本拠が…。

暴れん坊将軍スペシャル2004 配信中

江戸市中、吉宗（松平健）は下岡藩と丸山藩が争うのを制止した。反目が絶えない両藩の江戸家老を
登城させるが埒が明かない。その頃、亭主に愛想をつかしたおたき（山田邦子）が、め組に転がり込
む。そして今度はおえい（かとうかずこ）が、おたきの息子に自分が世話をする倫太郎をいじめられたと
乗り込んできた。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

暴れん坊将軍スペシャル2008 配信中

め組の頭・辰五郎（堺正章）は、以前世話をした加代（浅野ゆう子）に再会。加代は、吉宗（松平健）の仮
の姿、旗本の三男坊・新之助の親友の土佐藩士・高岡左馬之介（永島敏行）に嫁いだが、離縁を申し渡
されて息子と江戸に来ていた。それを聞いた吉宗は、御側御用取次の加納五郎左衛門（伊東四朗）の
目を盗んで江戸市中へ。頭巾をかぶった男たちに襲われた加代を助ける。

名奉行 遠山の金さん 江戸城転覆！覗かれ
た赤毛の女

配信中
廻船問屋の相模屋による抜け荷を探っていた南町奉行・鳥居甲斐守（中条きよし）配下の隠密同心が
殺される。北町奉行の遠山金四郎（松方弘樹）は、隠密廻り同心の水木新吾（東山紀之）らと共に、事
件の謎を探る。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第001話 配信中
第1話 覗かれた尼寺／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込み、ひと
たび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第002話 配信中
第2話 金さんの隠し子！？／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シ
リーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第003話 配信中
第3話 神隠しから戻った美女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シ
リーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第004話 配信中
第4話 占いを信じた女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込み、ひ
とたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第005話 配信中
第5話 二度誘拐された娘／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込み、
ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シリー
ズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第006話 配信中
第6話 大奥騒乱！千両箱の罠／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り
込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シ
リーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第007話 配信中
第7話 狙われた生き証人／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込み、
ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シリー
ズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第008話 配信中
第8話 素浪人 最後の勝負／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シ
リーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第009話 配信中
第9話 悪事を働く形見の十手／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シ
リーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第010話 配信中
第10話 美しい女医と記憶喪失の男／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に
入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第
4シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第011話 配信中
第11話 殺人者は振り袖の美女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り
込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シ
リーズ。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第012話 配信中
第12話 仕組まれた逆玉の輿／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シ
リーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第013話 配信中
第13話 貞女が毒婦になるとき／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り
込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シ
リーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第014話 配信中
第14話 お目付け桜に惚れたひと／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入
り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4
シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第015話 配信中
第15話 覗かれた砂絵の女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シ
リーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第016話 配信中
第16話 天誅暗殺団を狙う美人芸者／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に
入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第
4シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第017話 配信中
第17話 大金を猫ばばした母と娘／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入
り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4
シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第018話 配信中
第18話 奉行暗殺！長崎の女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シ
リーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第019話 配信中
第19話 穴蔵の謎 炎に消えた千両箱／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井
に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された
第4シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第020話 配信中
第20話 妻を売った武士／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込み、
ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シリー
ズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第021話 配信中
第21話 地獄から帰ってきた女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り
込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シ
リーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第022話 配信中
第22話 蒸発した六人の娘／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第4シ
リーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第023話 配信中
第23話 恐怖の稲妻！消えた殺人者／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に
入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された第
4シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第024話 配信中
第24話 百両の夢！殺しの美人くらべ／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井
に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された
第4シリーズ。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第025話 配信中
第25話 裏切りの矢！八丈島から来た女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市
井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送され
た第4シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第4部 第026話 配信中
第26話 ニセ鼠小僧が覗いた完全犯罪／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井
に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。1991年に放送された
第4シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第001話 配信中
第01話 桜吹雪が泣いた！／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快な
娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第002話 配信中
第02話 お婆ちゃんは見た／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快な
娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第003話 配信中
第03話 狙われた女盗賊／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込み、
ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快な娯楽
時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第004話 配信中
第04話 無実の罪に泣く女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快な
娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第005話 配信中
第05話 嫁と舅とお目付け桜／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快な
娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第006話 配信中
第06話 涙の仇討！二度裏切られた女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井
に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが
痛快な娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第007話 配信中
第07話 殺し屋を狙う謎の若君／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り
込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第008話 配信中
第08話 白い肌に溺れた与力／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快な
娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第009話 配信中
第09話 花嫁に化けた女目明し／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り
込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第010話 配信中
第10話 牢獄に放火する女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快な
娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第011話 配信中
第11話 公金を横領した武士の妻／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入
り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第012話 配信中
第12話 女の斗い！風呂屋乗っ取りの罠／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市
井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁き
が痛快な娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第013話 配信中
第13話 覗かれた天女の肌／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快な
娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第014話 配信中
第14話 浮世絵連続殺人！／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快な
娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第015話 配信中
第15話 桜吹雪の刺青をいれた女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入
り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第016話 配信中
第16話 獄門台から逃れた男と女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入
り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第017話 配信中
第17話 花の吉原 二つの顔をもつ女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井
に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが
痛快な娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第018話 配信中
第18話 外国船に潜入した女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快な
娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第019話 配信中
第19話 大奥に消えた殺人者！／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り
込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第020話 配信中
第20話 狙われた遠山奉行／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快な
娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第021話 配信中
第21話 裏切った悪女！／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込み、
ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快な娯楽
時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第022話 配信中
第22話 旗本残酷物語 いれずみ侍の涙／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市
井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁き
が痛快な娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第023話 配信中
第23話 笹舟の謎！歩いてきた幽霊／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に
入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛
快な娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第024話 配信中
第24話 馬と下郎と大福餅／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快な
娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約425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

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第025話 配信中
第25話 罠にはまった盗賊夫婦／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り
込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第026話 配信中
第26話 若年寄を救った女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快な
娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第027話 配信中
第27話 富くじ千両大からくり／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快な
娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第028話 配信中
第28話 過去を背負った二人の女／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入
り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快
な娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第029話 配信中
第29話 満月の夜に人妻が襲われる！／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市
井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁き
が痛快な娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第030話 配信中
第30話 恐怖！地震があばいた悪の顔／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市
井に入り込み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁き
が痛快な娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

名奉行 遠山の金さん 第5部 第031話 配信中
第31話 帰って来た暴れん坊／北町奉行の遠山金四郎が、普段は遊び人の金さんとして市井に入り込
み、ひとたび事件あらば桜吹雪の刺青をあらわに悪人たちを懲らしめる。お白洲での名裁きが痛快な
娯楽時代劇の決定版。1993年に放送された第5シリーズ。

柳生一族の陰謀 第01話 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第1話 将軍毒殺／二代将軍徳川秀
忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術指南
をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家光側
に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第02話 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第2話 美女のいけにえ／二代将軍
徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣
術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、
家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第03話 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第3話 駿府の黒い影／二代将軍徳
川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術
指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家
光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第04話 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第4話 大奥の妖女／二代将軍徳川
秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術指
南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家光
側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第05話 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第5話 人質救出指令／二代将軍徳
川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術
指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家
光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第06話 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第6話 根来忍者は死なず／二代将
軍徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の
剣術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率い
て、家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。
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内容

時代劇専門チャンネル セレクト
◆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/JIDAI01）よりご確認ください。

柳生一族の陰謀 第07話 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第7話 悪霊の城／二代将軍徳川秀
忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術指南
をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家光側
に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第08話 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第8話 女豹の肌／二代将軍徳川秀
忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術指南
をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家光側
に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第09話 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第9話 旗本の首領／二代将軍徳川
秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術指
南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家光
側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第10話 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第10話 血ぬられた婚礼／二代将
軍徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の
剣術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率い
て、家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第11話 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第11話 幻の混血美女／二代将軍
徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣
術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、
家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第12話 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第12話 赤い花が死を呼んだ／二代
将軍徳川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光
の剣術指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率
いて、家光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第13話 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第13話 南海の女狐／二代将軍徳
川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術
指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家
光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第14話 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第14話 魔性の館／二代将軍徳川
秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術指
南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家光
側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。

柳生一族の陰謀 第15話 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／第15話 不倫の妖刀／二代将軍徳
川秀忠の死後、息子である徳川家光と徳川忠長は跡継ぎを巡って骨肉の争いをし始める。家光の剣術
指南をしていた柳生宗矩（やぎゅうむねのり）は長男・柳生十兵衛をはじめとした柳生一族を率いて、家
光側に加勢。血みどろの抗争に身を投じていく。


