2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約320本

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。 ※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

ご存じ金さん捕物帳 第16～27話（最終
話）

配信中

第16話 芝居のいのち火／長屋に住む遊び人の金さん（橋幸夫）の正体は、北町奉行の遠山金四郎。
時には同じ長屋の住人で鼠小僧気取りの太吉（山田太郎）や発明好きの風山老人（柳沢真一）の力を
借りて、江戸の悪事を裁いていく。

遠山の金さん2 第16～30話（最終話）

配信中

第16話 命ぎりぎり夫婦花／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。

遠山の金さん捕物帳 第101～130話

配信中

第101話 命を運ぶ男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山左衛門
尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念仏長屋
に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

配信中

第01話 暗剣白梅香／天明8年。平蔵は一時、火盗改メ長官を解任されるが、江戸市中に多発する辻斬
り探索のために復職。そしてある夜、“白梅香”という香油を体につけた辻斬りに襲われるが、危うく難を
逃れる。辻斬りの名は、金子半四郎。彼は香具師の元締・三の松平十によって、平蔵殺しを依頼され
た、刺客であった…。

配信中

第01話 殿さま栄五郎／口合人・鷹田の平十は兇賊・火間虫の虎次郎から、腕利きの助っ人を世話して
くれと頼まれる。粂八は、そのことを平十から聞き、助っ人の調達を請け合った。そして平蔵が、盗賊“殿
さま栄五郎”になりすまし、虎次郎一味に入る。だが、一味の中に、栄五郎は別人だと見破った者がい
て…。

鬼平犯科帳3 第01～19話（最終話）

配信中

第01話 鯉肝のお里／白根の三右衛門一味の引き込み女・鯉肝のお里は、休養だと言って義父・長虫
の松五郎の家に泊まり込んでいる。おまさは、お里を偶然に見かけ、不審を抱いた。お里は、男漁りと
博打に明け暮れているが、実は三右衛門一味から、黙って足抜けしている。やがて、三右衛門の手の
者が、お里につなぎをつけてきた。

鬼平犯科帳4 第01～19話（最終話）

配信中

第01話 討ち入り市兵衛／ある夜、五鉄の前に深手を負った男が倒れていた。この男は、彦十と昔なじ
みの松戸の繁蔵。繁蔵は、伝説的な老盗・蓮沼の市兵衛の片腕。市兵衛は、江戸へ進出する手助けを
してくれという、上方の盗賊・壁川の源内の要請を断り、それがもとで繁蔵は斬られたのだ。ほどなく繁
蔵は死に、市兵衛は壁川一味への仇討ちを決意する…。

鬼平犯科帳5 第01～13話（最終話）

配信中

第01話 土蜘蛛の金五郎／三ノ輪に儲けにならないほど安い飯屋ができた。平蔵は、その店“どんぶり
屋”が、盗人の隠れ蓑だと目ぼしをつける。浪人に化けた平蔵は、店の主人・金五郎の前でゴロツキを
倒して見せた。平蔵の腕に惚れ込んだ金五郎は、人殺しを依頼してくる。その殺す相手というのが、何と
長谷川平蔵で…。

鬼平犯科帳6 第01～11話（最終話）

配信中

第01話 蛇苺の女／かつて盗賊に手ごめにされた玉屋のおきさの様子を見に行った帰り、平蔵は浪人
に襲われた商人風の男を助ける。だが男は姿を消し、不審に思った平蔵は、男と関わりを持つ宗助に
眼をつけた。宗助は腕利きの嘗役で、彼の妻・おさわはあの商人風の男、盗賊・沼目の太四郎と情事を
重ねていた。おさわは太四郎を使って宗助殺しを企むのだが…。

鬼平犯科帳7 第01～15話（最終話）

配信中

第01話 麻布ねずみ坂／盗賊・土蜘蛛の万五郎の重病も治したという指圧師・中村宗仙。平蔵の治療も
手がけるその宗仙宅に、白子屋菊右衛門の配下である浪人・石島精之進が出入りしていた。宗仙は三
年前、菊右衛門の女・お八重といい仲になり、それを菊右衛門に知られてしまった。三年という期限つき
で、五百両払えばお八重をやるという菊右衛門の約束を信じ…。

鬼平犯科帳8 第01～09話（最終話）

配信中

第01話 鬼火／平蔵がふと立ち寄った権兵衛酒屋の主人夫婦が謎の一団に襲われ、平蔵がそれを助
けた。しかし夫婦はなぜか姿を消してしまう。主人の口から“丹波守”という言葉が出たことで、平蔵は七
千石の旗本・渡辺丹波守と居酒屋夫婦との関係を探り始めるが…。

鬼平犯科帳9 第01～05話（最終話）

配信中

第01話 大川の隠居／鬼平の名は江戸中に聞こえ、盗賊もなりを潜めていた。老船頭・友五郎が持って
いた煙管を見て驚く。数日前、平蔵の寝間から盗み出された愛用の銀煙管だったのだ。今は堅気の暮
らしをしている友五郎は、浜崎の友蔵という本格派の盗賊で、その頃江戸には、盗賊・仙右衛門が潜入
し押し込みの準備をしていた。一味は、友五郎を仲間に引き込もうとしていて…。

鶴姫伝奇 -興亡瀬戸内水軍-

配信中

16世紀初頭、瀬戸内海で大内軍と三島水軍が激しい攻防を繰り返していた頃、神話の息づく大三島に
ある大祝家に鶴姫（後藤久美子）という美しい娘がいた。容姿とは異なり男勝りな気性の鶴姫だったが、
やがて越智鷹丸（石橋保）と愛しあう仲に。そんな折、大内家との和睦のため敵船に向かった鷹丸が騙
し討ちに遭い、はかなくも落命してしまう…。

鬼平犯科帳1 第01～26話（最終話）

鬼平犯科帳2 第01～21話（最終話）

内容
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暴れん坊将軍9 第01～30話

配信
開始

内容

配信中

第1話 遊郭に仕掛けられた罠 吉宗VS闇将軍／天下を治める八代将軍・徳川吉宗（松平健）。吉宗は
身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助を名乗って「め組」の辰五郎のところへ居候している。だが
事件が起これば、辰五郎らの協力を得て、人々を苦しめる悪に敢然と立ち向かっていく。

遠山の金さん捕物帳 第131話

第131話 江戸の花を咲かせた女／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・
10月23日～ 遠山左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼し
た念仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第132話

第132話 白州で歌った男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山左
10月23日～ 衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念仏
長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第133話

第133話 いかさまに命を賭けた男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉
10月23日～ 行・遠山左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃
焼した念仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第134話

第134話 過去を失った男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山左
10月23日～ 衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念仏
長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第135話

第135話 冥土から帰った男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山
10月23日～ 左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念
仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

暴れん坊将軍9 第31話

第31話 頑固爺いが一目惚れ！襲われた蛇の目傘の女／天下を治める八代将軍・徳川吉宗（松平
10月23日～ 健）。吉宗は身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助を名乗って「め組」の辰五郎のところへ居候し
ている。だが事件が起これば、辰五郎らの協力を得て、人々を苦しめる悪に敢然と立ち向かっていく。

暴れん坊将軍9 第32話

第32話 母なればこそ 椿の花は知っていた／天下を治める八代将軍・徳川吉宗（松平健）。吉宗は身分
10月23日～ を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助を名乗って「め組」の辰五郎のところへ居候している。だが事件
が起これば、辰五郎らの協力を得て、人々を苦しめる悪に敢然と立ち向かっていく。

暴れん坊将軍9 第33話

第33話 辻斬り必殺剣の秘密！？幻の御前試合／天下を治める八代将軍・徳川吉宗（松平健）。吉宗
10月23日～ は身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助を名乗って「め組」の辰五郎のところへ居候している。だ
が事件が起これば、辰五郎らの協力を得て、人々を苦しめる悪に敢然と立ち向かっていく。

暴れん坊将軍9 第34話

第34話 女お庭番の涙 怪盗夜がらすの正体は？／天下を治める八代将軍・徳川吉宗（松平健）。吉宗
10月23日～ は身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助を名乗って「め組」の辰五郎のところへ居候している。だ
が事件が起これば、辰五郎らの協力を得て、人々を苦しめる悪に敢然と立ち向かっていく。

暴れん坊将軍9 第35話

第35話 大岡越前失脚！？誘拐された恋女房／天下を治める八代将軍・徳川吉宗（松平健）。吉宗は
10月23日～ 身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助を名乗って「め組」の辰五郎のところへ居候している。だが
事件が起これば、辰五郎らの協力を得て、人々を苦しめる悪に敢然と立ち向かっていく。

遠山の金さん捕物帳 第136話

第136話 泣きぼくろに惚れた男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・
10月30日～ 遠山左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼し
た念仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第137話

第137話 匂い袋の女 ／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山左衛
10月30日～ 門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念仏長
屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。
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配信
開始

内容

遠山の金さん捕物帳 第138話

第138話 天井天下に命を張った男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉
10月30日～ 行・遠山左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃
焼した念仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第139話

第139話 悪夢に追われた男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山
10月30日～ 左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念
仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第140話

第140話 白州で離縁した女／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山
10月30日～ 左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念
仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

暴れん坊将軍9 第36話

第36話 悪徳商法をつぶせ！二人の父を持つ若女房／天下を治める八代将軍・徳川吉宗（松平健）。吉
10月30日～ 宗は身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助を名乗って「め組」の辰五郎のところへ居候してい
る。だが事件が起これば、辰五郎らの協力を得て、人々を苦しめる悪に敢然と立ち向かっていく。

暴れん坊将軍9 第37話

第37話 悪妻教育指南！ニセ将軍になった吉宗／天下を治める八代将軍・徳川吉宗（松平健）。吉宗は
10月30日～ 身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助を名乗って「め組」の辰五郎のところへ居候している。だが
事件が起これば、辰五郎らの協力を得て、人々を苦しめる悪に敢然と立ち向かっていく。

暴れん坊将軍9 第38話

第38話 天下取りの野望！吉宗VS宗春 涙の対決／天下を治める八代将軍・徳川吉宗（松平健）。吉宗
10月30日～ は身分を隠し、貧乏旗本の三男坊・徳田新之助を名乗って「め組」の辰五郎のところへ居候している。だ
が事件が起これば、辰五郎らの協力を得て、人々を苦しめる悪に敢然と立ち向かっていく。

遠山の金さん捕物帳 第141話

11月6日～

第141話 孔子を裏切った男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山
左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念
仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第142話

11月6日～

第142話 七万石を拾った男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山
左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念
仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第143話

11月6日～

第143話 岡っ引が惚れた女／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山
左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念
仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第144話

11月6日～

第144話 海の向うから来た女／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠
山左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した
念仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第145話

11月6日～

第145話 金さんを殺した女／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山
左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念
仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

暴れん坊将軍10 第01話

11月6日～

第1話 吉宗爆殺！！都から来た美しき女刺客／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居候している
貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗。吉宗は
身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

暴れん坊将軍10 第02話

11月6日～

第2話 怪盗紅あざみ参上！御金蔵破りを手伝った吉宗／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居候
している貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗。
吉宗は身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約320本

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。 ※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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暴れん坊将軍10 第03話

11月6日～

第3話 禁じられた恋文！罪深き女の一途な愛／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居候している
貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗。吉宗は
身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

暴れん坊将軍10 第04話

11月6日～

第4話 隠し子発覚！陰謀に巻き込まれた女スリ／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居候している
貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗。吉宗は
身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

暴れん坊将軍10 第05話

11月6日～

第5話 埋蔵金に踊らされた夫婦！甲府勤めの甘い罠／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居候し
ている貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗。
吉宗は身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

翔べ！必殺うらごろし 第01～23話（最
終話）

11月6日～

第1話 仏像の眼から血の涙が出た／太陽を信仰して修行の旅をする“先生”（中村敦夫）は、ある村で
記憶喪失の行商女（市原悦子）、男装の流れ者（和田アキ子）、チンピラの正十（火野正平）、流れ巫女
のおねむ（鮎川いづみ）と知り合い、協力して悪党に殺された女の恨みを晴らしてやる。5人は旅をしな
がら、出くわした不思議な事件の謎を解き…。

遠山の金さん捕物帳 第146話

第146話 毒で出世する男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山左
11月13日～ 衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念仏
長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第147話

第147話 獄門台が招く女／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山左
11月13日～ 衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念仏
長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第148話

第148話 殺しを引受けた女／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山
11月13日～ 左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念
仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第149話

第149話 替玉に惚れた女／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山左
11月13日～ 衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念仏
長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第150話

第150話 我が子に殺しを教えた男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉
11月13日～ 行・遠山左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃
焼した念仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

暴れん坊将軍10 第06話

第6話 大嘘つきの美女！愛を試した裏帳簿／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居候している貧
11月13日～ 乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗。吉宗は身
分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

暴れん坊将軍10 第07話

第7話 襲われたお見合い！家出姫の危ない決断／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居候してい
11月13日～ る貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗。吉宗
は身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

暴れん坊将軍10 第08話

第8話 大岡裁きで生き地獄を見た女！私を死罪に…／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居候し
11月13日～ ている貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗。
吉宗は身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

暴れん坊将軍10 第09話

第9話 小町娘連続殺人！美人浮世絵が死を招く／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居候してい
11月13日～ る貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗。吉宗
は身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約320本

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。 ※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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暴れん坊将軍10 第10話

第10話 鬼と呼ばれた女！復讐の幼な子誘拐！！／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居候して
11月13日～ いる貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗。吉
宗は身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第001
話

第1話 燃えろ桜吹雪／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。
11月20日～ 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002
話

第2話 迷路に追い込め！！／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
11月20日～ 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003
話

第3話 女狐を追いつめろ！！／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
11月20日～ 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004
話

第4話 神隠しをあばけ！／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
11月20日～ 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005
話

第5話 花嫁を攫え！！／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
11月20日～ 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。

遠山の金さん捕物帳 第151話

第151話 面をかぶった男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山左
11月20日～ 衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念仏
長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第152話

第152話 文三親分を狙った男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠
11月20日～ 山左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した
念仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第153話

第153話 貧乏を食う男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山左衛
11月20日～ 門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念仏長
屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第154話

第154話 熊さんを泣かせた女／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠
11月20日～ 山左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した
念仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第155話

第155話 我が子を追いつめる男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・
11月20日～ 遠山左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼し
た念仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

暴れん坊将軍10 第11話

第11話 女商人の悲しき再会 兄は盗賊、弟は同心！／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居候し
11月20日～ ている貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗。
吉宗は身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

暴れん坊将軍10 第12話

第12話 一度死んだ私！仕舞湯に入る女の秘密／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居候してい
11月20日～ る貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗。吉宗
は身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約320本

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。 ※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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暴れん坊将軍10 第13話

第13話 肝っ玉おっ母ァ危機一髪！偽金作りの人質は初孫／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居
11月20日～ 候している貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉
宗。吉宗は身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

暴れん坊将軍10 第14話

第14話 女髪結い床繁盛記 元結に隠された密書／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居候してい
11月20日～ る貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗。吉宗
は身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

暴れん坊将軍10 第15話

第15話 家を乗っ取る兄嫁！鬼の仕打ちに隠された謎？／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居候
11月20日～ している貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗。
吉宗は身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

遠山の金さん（主演：杉良太郎） 第006
話

第6話 泪橋に罠をかけろ！！／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
11月27日～ 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007
話

第7話 その錠を破れ！！／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
11月27日～ 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008
話

第8話 鬼火を消せ！！／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
11月27日～ 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009
話

第9話 逃がし屋を追え！！／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
11月27日～ 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010
話

第10話 仏の正体をあばけ！！／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
11月27日～ 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。

遠山の金さん捕物帳 第156話

第156話 剃刀と呼ばれた男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山
11月27日～ 左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念
仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第157話

第157話 顔のつぶれた男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山左
11月27日～ 衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念仏
長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第158話

第158話 見捨てられなかった男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・
11月27日～ 遠山左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼し
た念仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第159話

第159話 かわいそうな女／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・遠山左
11月27日～ 衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼した念仏
長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。

遠山の金さん捕物帳 第160話

第160話 畳の上では死ねない男／長屋の住人“遊び人の金さん”（中村梅之助）の正体は、北町奉行・
11月27日～ 遠山左衛門尉景元。非番の月にかたくるしい官僚としての仕事を嫌い、かつて放蕩三昧、青春を燃焼し
た念仏長屋に、遊び人・金さんとして住みつくが、事件に巻き込まれてしまう。
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暴れん坊将軍10 第16話

第16話 顔の見えない逢瀬！陰謀に利用された芸者の恋／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居
11月27日～ 候している貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉
宗。吉宗は身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

暴れん坊将軍10 第17話

第17話 仕組まれた旦那殺し 絵草紙屋の女の秘密／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居候して
11月27日～ いる貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗。吉
宗は身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

暴れん坊将軍10 第18話

第18話 罠に落ちた女の夢！あの頃の私に戻りたい…／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居候し
11月27日～ ている貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗。
吉宗は身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

暴れん坊将軍10 第19話

第19話 ケガで十両、死んで百両！？息子に捧げる母の命／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところへ居
11月27日～ 候している貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉
宗。吉宗は身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

暴れん坊将軍10 第20話

第20話 火事で消えた三千両！め組の夫婦に流産の危機！！／「め組」の辰五郎（北島三郎）のところ
11月27日～ へ居候している貧乏旗本の三男坊・徳田新之助（松平健）。その正体は名君の誉れ高い八代将軍・徳
川吉宗。吉宗は身分を隠し、辰五郎らの協力を得て江戸市中で起こる様々な事件を解決していく。

柳生一族の陰謀 第01話

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
11月27日～ 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

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
11月27日～ 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。

