2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約105本

FOD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。
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THE MANZAI 2016 プレミアマスターズ

2014年まで“日本一面白い漫才師を決める大会”として開催してきた『THE MANZAI』が、前
回、『THE MANZAI 2015 プレミアマスターズ』として新装開店した。今回は、前回に引き続き、
1月1日～
“コンテスト形式”ではなく、人気・実力を兼ね備えた漫才師のオールスターが一同に集う、“年
に一度の漫才の祭典”としてお届け！

THE MANZAI 2017 プレミアマスターズ

人気・実力を兼ね備えた漫才師のオールスターが一同に集う“日本で1番豪華な漫才の祭典”
をお届け！番組MCは、最高顧問のビートたけしとナインティナイン！！今回、人気・実力を兼
1月1日～
ね備えた漫才の名手（マスター）たちの中から「THE MANZAI実行委員会」が選出したのは約
20組。その漫才師たちを当番組では「THE MANZAIマスター」と呼ぶ。

ガリレオ 第01話

＃1 幻惑す（まどわす）帰ってきた変人！／湯川学（福山雅治）は、帝都大学理工学部物理学
科の准教授。容姿端麗、頭脳明晰（めいせき）、スポーツ万能な湯川は、女子学生からは圧倒
1月1日～
的な人気を得ているが、学問以外のことにほとんど興味を示さないため、“変人ガリレオ”とも
呼ばれていた。そんな湯川のもとを訪れた貝塚北署の刑事・内海薫（柴咲コウ）は…。

ガリレオ 第02話

＃2 指標す（しめす）死を呼ぶ水晶振り子！変人VS美少女／湯川学（福山雅治）は、どんなこ
とでも祖母からもらった水晶の振り子に相談して決めているという女子高生・真瀬加奈子（川口
1月1日～
春奈）に出会う。そのきっかけは、ひとり暮らしの老婦人が自宅で殺害された事件だった。被害
者宅からは隠し財産の金の延べ棒がなくなっているため、強盗殺人事件と思われた。

ガリレオ 第03話

＃3 心聴る（きこえる）復讐する亡霊社内連続怪死事件！／湯川学（福山雅治）は、人間を自
殺に追い込む“呪いの声”の謎に挑む。事件が起きたのは、貝塚北署刑事・岸谷美砂（吉高由
1月1日～
里子）の大学時代の先輩である白井冴子（陽月華）の告別式会場だった。そこで、冴子が勤め
ていた会社ペンマックスの社長・早見達郎（近江谷太朗）が、突然両耳を押さえて叫び出し…。

ガリレオ 第04話

＃4 曲球る（まがる）姿なき侵入者と魔球の謎！遠隔放火／湯川学（福山雅治）のもとへ、プロ
野球選手の柳沢忠正（田辺誠一）と練習パートナーの宗田祐輔がやってきた。柳沢はアース
1月1日～
リーズのエースとして活躍していたが、昨年末に戦力外通告を受け、所属球団が決まらないま
ま浪人生活を送っていた。

ガリレオ 第05話

＃5 念波る（おくる）距離200キロの目撃者！双子の神秘／帝都大学物理学科准教授・湯川学
（福山雅治）のもとを訪れた貝塚北署の岸谷美砂（吉高由里子）は、ある殺人未遂事件の捜査
1月1日～
協力を求める。被害に遭ったのは、磯谷若菜（桐谷美玲）。自宅に侵入した何者かにハンマー
で頭を殴られた彼女は、一命は取り留めたものの、生死の境をさまよっていた。

ガリレオ 第06話

＃6 密室る（とじる）VS女性科学者！！空白の20分の殺人術／帝都大学物理学科准教授・湯
川学（福山雅治）のもとを訪れた貝塚北署の岸谷美砂（吉高由里子）は、山歩きのイベントで起
1月1日～
きた殺人事件への捜査協力を依頼する。事件当日、美砂は、某有名企業の主任研究者・野木
祐子（夏川結衣）が主催する山歩きのイベントに参加していた。

ガリレオ 第07話

＃7 偽装う（よそおう）壁を抜ける！？天狗伝説殺人事件！／湯川学（福山雅治）は、助手の
栗林宏美（渡辺いっけい）、湯川ゼミの学生・遠野みさき（逢沢りな）とともに学会に出席する。
1月1日～
その帰り道、湯川たちは、みさきに誘われて、彼女の地元にある神社に奉られているという烏
天狗のミイラを見に行くことになった。

ガリレオ 第08話

＃8 演技る（えんじる）VS狂気の女優 夜空に舞う花火の下で殺人劇場の幕が開く／湯川学
（福山雅治）を訪ねた岸谷美砂（吉高由里子）は、人気劇団の代表・駒田良介（丸山智己）が刺
1月1日～
殺された事件について助言を求める。駒田の死体が自宅マンションで発見されたのは午後7時
50分。殺されたのは、その約20分前だと思われた。

ガリレオ 第09話

1月1日～

ガリレオ 第10話

＃10 最終章・聖女の救済 -前編- 愛という名の完全犯罪！！／帝都大学の湯川学（福山雅
治）を訪ねた岸谷美砂（吉高由里子）は、会社社長が毒殺された事件について話し始めた。被
1月1日～
害者はエムシステムズの社長・真柴義之（堀部圭亮）。事件当日、自宅で仕事をしていた義之
は、朝10時のテレビ会議までは元気だったが、夕方4時の会議の際に連絡が取れなくなり…。

ガリレオ 第11話（最終話）

＃11 遂に最終回！！聖女の救済 -後編- 実に、実に、面白い！！さよなら！湯川先生／湯
川学（福山雅治）は、会社社長の真柴義之（堀部圭亮）毒殺事件を通じて、義之の妻で、中学
1月1日～
時代の同級生でもある綾音（天海祐希）と再会する。綾音は妊娠をきっかけに義之と結婚し
た。が、何者かに自転車で衝突され流産していた。

＃9 攪乱す（みだす）狙われた湯川！！悪魔の手の恐怖実験／帝都大学の湯川学（福山雅
治）と、岸谷美砂（吉高由里子）を通じて彼に捜査協力を求めている貝塚北署に、『悪魔の手』
を名乗る人物から犯行予告が届く。その人物は、『悪魔の手』を使って人を自在に葬ることがで
きるとし、これはどちらが真の天才科学者かを決める勝負でもある、などと挑発していた。

自分の身体に殺人犯の血が流れている…。その恐怖と闘いながら生きる一人の青年。北九州

ザ・ノンフィクション 人殺しの息子と呼ばれて…＜後
市に住む会社員の男性、24歳。彼の両親は、日本の犯罪史上、類を見ないと言われた、あの
1月1日～
「北九州連続監禁殺人事件」の犯人です。両親が殺害したのは、親族ら7人。その殺害方法が
編＞
あまりに残虐すぎて、当時、メディアは報道を差し控えたほどでした。
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自分の正体を隠して生きる一人の青年がいます。北九州市に住む会社員の男性、24歳。彼の

ザ・ノンフィクション 人殺しの息子と呼ばれて…＜前
両親は、日本の犯罪史上、類を見ないと言われた、あの「北九州連続監禁殺人事件」の犯人。
1月1日～
父親は、松永太死刑囚。母親は、無期懲役の緒方純子受刑者。命を奪われたのは、親族ら7
編＞
人。その殺害方法が残虐すぎて、メディアも報道を差し控えたほどでした。

シバトラ -童顔刑事・柴田竹虎- 第01話

＃1 童顔刑事（秘）潜入捜査せよ／ある雨の日の横浜・繁華街--。その路地裏で、柴田竹虎
（小池徹平）は、ヤンキーに金をせびられていた。すると、そこへスクーターが投げ込まれる。
1月1日～
驚いたヤンキーが見ると、男が立っている--藤木小次郎（藤木直人）だ。小次郎はヤンキーに
お前らを救ってやったんだと、竹虎のレインコートを脱がす。

シバトラ -童顔刑事・柴田竹虎- 第02話

＃2 約束…君のために僕は飛ぶ／柴田竹虎（小池徹平）は、千葉さくら（真矢みき）の指示で、
宝生美月（大後寿々花）も通う本牧高校2年B組に潜入する。最近、中高生を使い事件を起こし
1月1日～
ている「鬼神」と呼ばれる者が、2年B組の生徒かもしれないという情報を受けての捜査だ。「鬼
神」が送る犯罪指令メールが、本牧高校のサーバーを経由していると聞き調べると…。

シバトラ -童顔刑事・柴田竹虎- 第03話

＃3 裏切り僕は絶対許さない！／本牧高校に潜入中の柴田竹虎（小池徹平）は、停学から復
帰したばかりで孤立する武良広海（鈴木亮平）が気になっていた。そんなとき、パソコンで「鬼
1月1日～
神」の掲示板を見ていた生徒たちが、元担任で武良と懇意だった溝口（唐渡亮）の話題を口に
する。すると突然、武良は生徒たちを殴り倒す。

シバトラ -童顔刑事・柴田竹虎- 第04話

＃4 完結編 君が鬼神なんだね／柴田竹虎（小池徹平）は、宝生美月（大後寿々花）と鬼神か
らのメールを読み返していた。鬼神は、2年B組全員に千手峠まで来るよう指示、そこで自分の
1月1日～
正体を明かすという。それを見た藤木小次郎（藤木直人）と白豚（塚地武雅）は、鬼神の正体に
ついて推測するが、竹虎は千手峠に来ないようにと念を押す。

シバトラ -童顔刑事・柴田竹虎- 第05話

＃5 萌え -メイド喫茶に（秘）潜入／柴田竹虎（小池徹平）は、千葉さくら（真矢みき）に呼び出さ
れ、再び潜入捜査を命じられる。今度は、18歳の少女・生島透子（志田菜々子）の失踪事件の
1月1日～
捜査で、透子のアルバイト先のメイド喫茶への潜入だ。早速、採用された竹虎はメイド服を着て
接客に出る。すると、宝生美月（大後寿々花）もメイド服姿で立っていた。

シバトラ -童顔刑事・柴田竹虎- 第06話

＃6 復讐…涙あふれる最終対決／柴田竹虎（小池徹平）は、千葉さくら（真矢みき）からメイド
喫茶で働く小中学生に売春を斡旋していた落合建夫（橋爪遼）について聞かれる。落合は、竹
1月1日～
虎の父とさくらの妹・ゆり（原田佳奈）を撃ち殺した犯人だが、竹虎の同級生でもあるからだ。竹
虎は、2人が高校で知り合い意気投合したが、やがてそりが合わなくなったと話す。

シバトラ -童顔刑事・柴田竹虎- 第07話

＃7 悪魔の誘惑…必ず君を救う／柴田竹虎（小池徹平）は、千葉さくら（真矢みき）から、中高
生の間で流行している覚せい剤入りキャンディーについての捜査を命じられる。竹虎が、中高
1月1日～
生が覚せい剤に手を出していることにピンと来ないと言うと、さくらは竹虎を取調室に連れてい
く。そこでは、新庄徹（宮川大輔）が17歳の生野弥生（大平奈津美）を取り調べていた。

シバトラ -童顔刑事・柴田竹虎- 第08話

＃8 勇気…予測不能の脱出！／柴田竹虎（小池徹平）は、町田リカ（末永遥）とともに樹海に
連れて来られると、竹虎らを拘束した芸能事務所の男たちが掘った穴に埋められてしまう。同
1月1日～
じ頃、宝生美月（大後寿々花）は、対峙（たいじ）する落合建夫（橋爪遼）から竹虎が命の危機
に瀕していることを聞かされる。

シバトラ -童顔刑事・柴田竹虎- 第09話

＃9 刑務所潜入…驚愕の計画！／柴田竹虎（小池徹平）は、千葉さくら（真矢みき）と対峙（た
いじ）すると、落合建夫（橋爪遼）が事件を起こす目的を、「誰も信じられない世界を創ること」だ
1月1日～
と話していたと報告する。さくらはそんな竹虎に、落合が服役した少年刑務所に現れる姿を映し
た映像を見せ、刑務所にいる仲間が落合の目的に関係があるかもしれないと話す。

シバトラ -童顔刑事・柴田竹虎- 第10話

1月1日～

シバトラ -童顔刑事・柴田竹虎- 第11話（最終話）

＃11 希望僕たちの未来へ…／柴田竹虎（小池徹平）は、落合建夫（橋爪遼）の胸に刺さった
ナイフの柄に付いていた紙を開く。そこには、「鬼神が復讐の裁きを下す」というメッセージが書
1月1日～ かれていた。そんなところへ、新庄徹（宮川大輔）が来て竹虎が落合を殺したのではと疑いの
目を向ける。竹虎が鬼神のメッセージを見せても信じてもらえず、結局、警察に連行されること
に。

ストロベリーナイトSP

捜査一課の姫川玲子警部補（竹内結子）が監察医の國奥定之助（津川雅彦）に相談をしてい
ると、姫川の携帯が鳴った。現場の元水公園に直行すると、部下の菊田和男巡査部長（西島
1月1日～
秀俊）や大塚真二（桐谷健太）らがいた。植え込みの上にブルーシートの包みがあり、遺体が
入っており、ヒモで6カ所、ガッチリ結んであった。

タブロイド 第01話

＃1 ヘア・ヌード／大蔵省の局長記者会見で強引な取材をした片山咲（常盤貴子）は、中央新
聞社会部から系列の夕刊トップへ出向させられる。編集局長の桐野（佐藤浩市）は、「日本一
1月1日～
品のない新聞へよくきた」と歓迎する。同僚のくるみ（ともさかりえ）は、大蔵省の会見で咲とトラ
ブッた仲で、シングルマザー。桐野に紹介された途端に火花が散る。

＃10 脱獄！チーム最大の危機！／柴田竹虎（小池徹平）は、少年刑務所の服役囚・伊能孝
義（姜暢雄）らの脱獄計画について明かされる。伊能らは脱獄後、落合建夫（橋爪遼）と会う段
取りになっているとも話し、結局、竹虎も計画に参加することに。その頃、宝生美月（大後寿々
花）は、一命は取り留めたものの意識が戻らない白豚（塚地武雅）の病室にいた。
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タブロイド 第02話

＃2 放課後のイジメ殺人／スターの離婚をスクープされた夕刊トップの売れ行きは落ちる。会
長から「3か月後に廃刊」と脅された編集局長の桐野（佐藤浩市）は「抜き返せ」と叫ぶ。咲（常
1月1日～
盤貴子）は青島ビンゴ裁判を持ち出す。被告の真鍋（真田広之）に会い、冤罪と思ったからだ
が、スターの離婚に比べると迫力がない。

タブロイド 第03話

＃3 美容整形手術ミス／接見を断った殺人容疑者の真鍋（真田広之）に、気持ちをこめた手紙
を書いていた咲（常盤貴子）は、恋人を「美容整形手術で殺された」と訴える会社員、桜田（仁
1月1日～
科貴）の電話を受ける。編集局長の桐野（佐藤浩市）は美容整形を記事にしにくいと反対する
が、咲の熱意にほだされた感じで…。

タブロイド 第04話

＃4 美人記者が人質に！／カード会社から顧客名簿が流出し、内部監査が入ることをつかん
だくるみ（ともさかりえ）は、猿渡（柏原崇）カメラマンと早朝のセンチュリーカードの通用口から
1月1日～
侵入する。くるみの前を行く若い男、江上（KEE）は、メインのコンピューターを探す。データ泥棒
と察したくるみはカメラにとろうとしてペンを落とし、捕まる。

タブロイド 第05話

＃5 7分間の殺人者／咲の書いた「検証・青島ビンゴ事件3年目の真実」の大きな反響に編集
局長の桐野（佐藤浩市）は、ビンゴがタレント志望の若い女を男に斡旋していたという裏の顔が
1月1日～
書かれている資料を情報屋から入手し、第2弾を打つことにする。咲は真鍋の、くるみはビンゴ
の、3年前の事件当夜の足取りをたどり…。

タブロイド 第06話

＃6 咲の祈り・判決の日／タレント青島ビンゴ殺人事件の容疑者真鍋（真田広之）に対する判
決言い渡しが明日に迫る。テレビのワイドショーに出演した弁護士の香月（もたいまさこ）は、
1月1日～
「裁判官の正義を待つだけ」と話す。判決の朝、傍聴人が多く、桐野をはじめとした夕刊トップ
の4人は入れず、外で結果を聞くことに。そして、いよいよ判決がくだされる。

タブロイド 第07話

＃7 大爆発！えん罪の男／咲（常盤貴子）と真鍋（真田広之）の連絡は途絶えていた。「テレビ
局を爆破する」とのファクスを受けたカメラマンの猿渡（柏原崇）は、厳戒中のテレビ局に侵入、
1月1日～
職員出入り口で爆弾を仕掛けた犯人の久喜（松重豊）に遭遇する。逃げる久喜を撮り続ける
が、姿を見失った後、仕掛けられた液化爆弾が爆発し…。

タブロイド 第08話

＃8 真犯人は…咲の涙／真鍋（真田広之）に首を絞められたリポーターの美奈（山村美智子）
は失神、真鍋もまた、警備員に消火器で殴られ、ケガを負ってしまう。証言から暴漢は、中肉
1月1日～
中背、茶色のジャンパーに黒い帽子を被っていたことが分かる。夕刊トップ編集部では、美奈
の取材過程のトラブルが事件の原因と結論づける。

タブロイド 第09話

＃9 ビデオに殺人の謎？／冤罪として釈放された真鍋（真田広之）が、娘の事故死したマン
ションを通じて殺された青島ビンゴと接点のあることが分かる。それと共に、リポーターの美奈
1月1日～
（山村美智子）暴行事件の容疑者として指名手配される。真鍋冤罪を打ち上げた夕刊トップとし
ては苦しい立場に立たされたことになるが、編集局長の桐野（佐藤浩市）は…。

タブロイド 第10話（最終話）

＃10 娘の死に復讐を…真犯人？が美人記者・咲を誘拐／真鍋（真田広之）が、『夕刊トップ』
の編集局にやってきた。何が起きたのか、マスコミを許せないことを「すべて記事にしろ」と桐野
1月1日～
（佐藤浩市）に要求するが、桐野は記事の内容を「部外者に指図される覚えはない」と断る。桐
野に迎えいれられた咲（常盤貴子）たちは、そこに真鍋がいることに驚くが…。

トップキャスター 第01話

＃1 嵐を呼ぶオンナ／ニューヨークから日本へ向かう飛行機の客席で一人の女性が目を覚ま
す。椿木春香（天海祐希）だ。帰国した春香を迎えに来たのは、一人の男。CNBテレビの報道
1月1日～
局長、柴田勝俊（児玉清）だ。その頃、CNBテレビの報道局スタッフルームには新番組『ニュー
スDEゴー！』の打ち合わせが行われようとしていた。

トップキャスター 第02話

1月1日～

トップキャスター 第03話

＃3 消えた大スクープ／あることがきっかけで椿木春香（天海祐希）には、絵の才能が全く無
いことが発覚。面白がる飛鳥望美（矢田亜希子）のせいで『ザ・ニュース』スタッフ全員が知るこ
1月1日～
とに。その春香の絵をネタに盛り上がっているスタッフルームに、結城雅人（谷原章介）から、
マスコミ嫌いで有名な世界的アーティスト、服部圭吾（葛山信吾）への…。

トップキャスター 第04話

＃4 狙われたオンナ／椿木春香（天海祐希）は、相変わらず家事一切を飛鳥望美（矢田亜希
子）にまかせっぱなし。春香に振り回される毎日を送る望美に、バラエティー番組のメインパー
1月1日～
ソナリティーの誘いが舞い込んだ。そんな折、CNBテレビに脅迫状が送りつけられた。10年前
にダーツによる殺人事件で逮捕された保阪敏行（福本伸一）が誤認逮捕を主張し…。

トップキャスター 第05話

＃5 究極のライバル／かつて“伝説のニュースキャスター”と呼ばれた椿木春香（天海祐希）に
は、スクープ合戦に明け暮れたライバルがいた。“究極のニュースキャスター”と称された桜井
1月1日～
尚樹（東幹久）だ。その桜井が、突然、春香の前に姿を現し、宣戦布告。『ザ・ニュース』の放送
時間に自分の報道特番をぶつけるというのだ。

＃2 ヒーローの告白／椿木春香（天海祐希）は、自らアシスタントに指名し、自宅マンションに
呼び寄せた飛鳥望美（矢田亜希子）との生活を順調に…とは言いがたく、まだまだ波乱含みに
スタートさせた。そんなある日、『ザ・ニュース』のスタッフルームでは、石場小吉（生瀬勝久）が
土産にもらった缶詰、シュールストレミングを蟹原健介（玉木宏）が開けてしまって大騒ぎ。
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トップキャスター 第06話

＃6 キャスター交代／椿木春香（天海祐希）が、飛鳥望美（矢田亜希子）を自分の代役に指
名！？巷では“女子大生失踪事件”が発生。資産家の娘、沢村優衣（島村まみ）が行方不明に
1月1日～ なっていた。優衣は、普段は無断外出がなく、彼女を連れ去る男の姿が目撃されていることか
ら誘拐事件が疑われている。蟹原健介（玉木宏）が誘拐事件としてトップニュースにしようと発
言するが…。

トップキャスター 第07話

＃7 恋するふたり／椿木春香（天海祐希）は、いつのまにかアシスタントとしても優秀になりつ
つある飛鳥望美（矢田亜希子）の様子に、ちょっぴり複雑な心境。望美は、間近に迫った誕生
1月1日～
日を前に、しっかりしようと思っただけというのだが…。一方、蟹原健介（玉木宏）は母校、友成
学園で、部員たった9人の野球部の半年間を追ったドキュメンタリーを…。

トップキャスター 第08話

＃8 突然のクビ宣告！／椿木春香（天海祐希）は、飛鳥望美（矢田亜希子）の企画した“ふれ
あいの森売却問題”を取材。加治木市が市民に何の相談もなく売却を決めてしまったというも
1月1日～
のだ。だが、夕方ニュースのキャスターに抜擢される話がある望美は、どこか浮き足立ってい
る。春香は望美にさりげなく注意を向けるのだが、望美には今ひとつ届かない。

トップキャスター 第09話

＃9 暴走するオンナ／椿木春香（天海祐希）は、CNBテレビと政治家との贈収賄に関して取材
を進め、その疑惑を確信に変えた。折りしも、社長には結城雅人（谷原章介）が就任。現CNBテ
1月1日～
レビ会長、つまり雅人の父親の英雄（伊武雅刀）が関与したことで、雅人は直接関与していな
いとは言え、会社としての責任は免れない。

トップキャスター 第10話（最終話）

＃10 さよなら…伝説のオンナ／椿木春香（天海祐希）、飛鳥望美（矢田亜希子）ら『ザ・ニュー
ス』スタッフが報道したCNBテレビ会長、結城英雄（伊武雅刀）が絡んだ政治家との闇献金問題
1月1日～
は大きな波紋を呼んだ。英雄は検察に事情聴取されたが全面否認。『ザ・ニュース』も番組の
打ち切りが決まってしまう。当然のように、春香は解雇されることに。

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
1月1日～
ス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

＃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
1月1日～
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

＃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
1月1日～
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。

ラスト・シンデレラ 第04話

＃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
1月1日～
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

＃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
1月1日～
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

1月1日～

ラスト・シンデレラ 第07話

＃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。
1月1日～
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 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
1月1日～
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
1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。

＃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）
1月1日～
は、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
1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

＃1 『宇宙人がやってきた』／『本音でバーゲン』／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
1月1日～
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

＃2 『好きになるってどういうこと？』／『宇宙人怒る』／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
1月1日～
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。園美たちは好みの男性のタイプについて本音トークを展開する。

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
1月1日～
は園美たちのために、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』／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。サツキの洗濯機が壊れたと
1月1日～
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

＃5 『フ◯ックするし、フ◯ックして』／『オトナの結末』／『男と女は解り合えない？』／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
1月1日～
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

＃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？』／昼間から庭で
1月1日～ 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

＃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
1月1日～
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 『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』／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
1月1日～
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

1月1日～

ラブラブエイリアン 第10話

＃10 『欠席裁判って怖いね』／『プロポーズ大集合』／『ホントのトコロ、知りたいココロ』／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
1月1日～
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、園美、由日子、サツキ（太田莉菜）について…。

ラブラブエイリアン 第11話

＃11 『どーしてもデートしたい！』／『先輩の品格』／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
1月1日～
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
1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…。

＃9 『異文化交流バトル！？』／『初デートの前に』／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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リッチマン，プアウーマン in ニューヨーク

冬のニューヨーク。Next Innovation社長、日向徹（小栗旬）は、パーソナルファイル管理システ
ムに必要なHDDを調達するため、海外にある工場を視察していた。タブレットPCで同時通訳し
1月1日～
ながら責任者と話す徹。ここにある全てのHDDを買いたい、と話すが、責任者には冗談としか
思われない。一方、エステル製薬で働く夏井真琴（石原さとみ）は…。

高校入試 第01話

第1話／県立橘第一高校。通称、一高。学区で一番の進学校として、名高い名門県立高校だ。
新任教師の春山杏子（長澤まさみ）は、彼女にとって初めての入試を数日後に控えていた。入
1月1日～
試を目前に校内は殺気立っている。入試会議のアナウンスが流れ、杏子は会議室へと向かっ
た。入試部長の荻野正夫（斉木しげる）により、入試の全体的な流れが説明されていく。

高校入試 第02話

第2話／入試を明日に控え、教師たちは準備に忙しく取りかかっている。春山杏子（長澤まさ
み）は、水野文昭（阪田マサノブ）と村井祐志（篠田光亮）と掃除をするため担当の試験会場と
1月1日～
なる2年B組の教室へと向かった。杏子たちが教室に入ると黒板には「入試をぶっつぶす！」と
書かれた貼り紙があり、3人は驚く。

高校入試 第03話

第3話／ついに入試当日を迎えた一高。受験生が続々と校内へと入ってくる。春山杏子（長澤
まさみ）や相田清孝（中尾明慶）、坂本多恵子（高橋ひとみ）は、体育館で受験生を番号順に並
1月1日～
ばせている。体育館には、余裕の表情で周囲を見渡す田辺淳一（柾木玲弥）、メールを打つ芝
田麻美（美山加恋）など、さまざまな生徒たちの姿があった。

高校入試 第04話

第4話／昼休みになり、春山杏子（長澤まさみ）ら教師たちは職員室に集まった。滝本みどり
（南沢奈央）が発見した「入試をぶっつぶせ！」という予告や試験問題が書き込まれたサイトに
1月1日～
ついて、宮下輝明（小松利昌）は、いろいろと推測をしている。そこへ荻野正夫（斉木しげる）と
教頭の上条勝（清水一彰）が現れ校長からの伝言として…。

高校入試 第05話

第5話／ついに入試が終了。春山杏子（長澤まさみ）ら教師たちは後片付けを始める。受験中
に携帯電話が鳴り、パニックを起こした受験生・芝田麻美（美山加恋）は受験妨害とみなされ失
1月1日～ 格を言い渡される。納得できない麻美の母、芝田昌子（生田智子）は応接室で校長・的場一郎
（山本圭）、入試部長・荻野正夫（斉木しげる）、試験監督・水野文昭（阪田マサノブ）に対して
…。

高校入試 第06話

第6話／教科ごとに担当に分かれ、教師たちによる試験の採点が始まった。英語の採点場と
なっている会議室では、春山杏子（長澤まさみ）ら5人の教師たちが採点をしている。すると、試
1月1日～
験会場2の採点をしていた、宮下輝明（小松利昌）が答案用紙が1枚足りないと言い出す。確認
のため杏子も答案用紙の枚数を数えるが、やはり1枚足りない。

高校入試 第07話

第7話／春山杏子（長澤まさみ）と坂本多恵子（高橋ひとみ）は、試験会場2の英語の答案用紙
が1枚足りないことを報告するため、校長室を訪ねた。校長の的場一郎（山本圭）は外部に漏
1月1日～
れることを気にし、このことを知っている英語の採点チームと試験会場2を担当した教師たち
で、行方不明の答案用紙を探すよう指示する。

高校入試 第08話

第8話／受験番号46の英語の答案用紙が行方不明になったことにより、不穏な空気が流れ騒
然としている一高。そんな中、春山杏子（長澤まさみ）たちの前に同窓会長の沢村幸造（入江
1月1日～
雅人）が現れた。校舎の中庭の壁に英語の答案用紙が貼ってあるのを見つけたというのだ。行
方不明になった受験番号46の答案用紙が見つかったと思った杏子たちだったが…。

高校入試 第09話

第9話／英語の答案用紙が依然見つからないため、春山杏子（長澤まさみ）ら教師たちは職員
室で待機し続けている。2枚存在する受験番号55の答案用紙と紛失した受験番号46の答案用
1月1日～
紙について、杏子が推測を始め、教師たちは耳を傾ける。一方、松島崇史（羽場裕一）、村井
祐志（篠田光亮）、滝本みどり（南沢奈央）は食料の買い出しにコンビニへとこっそり向かった。

高校入試 第10話

第10話／校長室に、春山杏子（長澤まさみ）ら教師たちが集められた。紛失した受験番号46の
答案用紙と2枚存在する受験番号55の答案用紙をどのように扱うかという話し合いが行われて
1月1日～ いる。また受験番号59つまり松島崇史（羽場裕一）の息子（高杉真宙）の答案用紙に、受験番
号55が受験番号61の答えをカンニングしているという告発文が書かれていたことに話が及ん
だ。

高校入試 第11話

第11話／応接室では、春山杏子（長澤まさみ）と相田清孝（中尾明慶）が校内で発見された石
川衣里奈（山崎紘菜）から、これまで一体何をしてきたのかを聞き出している。衣里奈は掲示
1月1日～
板への書き込みやこれまで行ってきたこと、そして動機を語り始めた。廊下では、滝本みどり
（南沢奈央）と村井祐志（篠田光亮）が応接室でのやりとりに聞き耳を立てている。

高校入試 第12話

第12話／応接室では、相田清孝（中尾明慶）をめぐって滝本みどり（南沢奈央）と石川衣里奈
（山崎紘菜）が激しくののしりあっていた。春山杏子（長澤まさみ）ら教師たちが必死に2人を止
1月1日～
めている。それを見ていた村井祐志（篠田光亮）が突然「いい加減にしろ！」と叫び、応接室は
しんと静まりかえった。杏子ら教師たちは村井に注目する。

高校入試 第13話（最終話）

第13話／村井祐志（篠田光亮）に指摘をされ、語り出す春山杏子（長澤まさみ）。杏子が語り出
したのは、過去交際をしていた寺島俊章（姜暢雄）の死の理由と、「なぜ彼が死ななきゃならな
1月1日～
かったのか」という疑問を解決するために杏子が教師になることを決意した経緯。そして橘第一
高校の教師になってから杏子が感じてきた疑問とフラストレーションを語り出す。

2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約105本

FOD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。

タイトル

配信
開始

内容

神様、もう少しだけ 第01話

＃1 命を懸けた恋が今始まる…エイズウイルス感染の告知／「啓吾！啓吾！」。熱狂的なコー
ルを浴びても、人生に満たされないものを感じる啓吾（金城武）は無感動だった。サラリーマン
1月1日～
や若者、ルーズソックスの女子高生らが行き交う東京・渋谷の街。トイレで着替え、化粧する女
子高生らのなかに真生（深田恭子）がいた。

神様、もう少しだけ 第02話

＃2 好き…貴方が命を奪ったとしても／「HIV感染」、「エイズ」。真生（深田恭子）の頭の中は、
医師・平塚（伊佐山ひろ子）の言葉が巡っていた。「まさか！」「死ぬ！」。真生は虚ろな足取り
1月1日～
で病院を出てきた。その頃啓吾（金城武）は、約束の時間が過ぎても現れない真生にがっかり
していた。

神様、もう少しだけ 第03話

＃3 生きている…その喜びと悲しみよ／真生（深田恭子）は二度目のHIV検査もクロだった。一
方、ある女性の死からいつ死んでもいいと思う啓吾（金城武）だったが、真生からHIVに感染し
1月1日～
ていると聞かされ、死に対して真正面に向き合うことになった。イサム（加藤晴彦）に二度目もク
ロだったと知らせに行ったことから…。

神様、もう少しだけ 第04話

＃4 最後の愛を失った時少女は…／啓吾（金城武）がHIVに感染していないことを真生（深田
恭子）は知り、安心すると同時に、啓吾は健康な“別世界の人”と、気持ちを吹っ切るように啓
1月1日～
吾の部屋を出てきた。その帰り道、HIVを移した青年を真生は偶然街で見つけ、後を追った。青
年・野口（永堀剛敏）はうらぶれたアパートに一人住んでいた。

神様、もう少しだけ 第05話

＃5 こころ開いてご覧…君は一人じゃない／啓吾（金城武）がカヲル（仲間由紀恵）とキス。母、
1月1日～ 弥栄子（田中好子）の不倫。再び孤独の中に突き落とされた真生（深田恭子）は、轟音を立て
走る電車に、ふらふらと向かっていった。その真生を、間一髪イサム（加藤晴彦）が救った。

神様、もう少しだけ 第06話

＃6 生きるための闘い…勇気を下さい／啓吾（金城武）の新曲をリリースしてくれる会社はなか
なか見つからなかった。真生（深田恭子）との付き合いを嗅ぎ回るマスコミも気になる啓吾。一
1月1日～
方、真生は治療を受ける気になり病院へ。「生きる目標を持つことは、感染とは関係ないは
ず」。医師・平塚（伊佐山ひろ子）の言葉が心に突き刺さり…。

神様、もう少しだけ 第07話

＃7 好きじゃなきゃ、生きていけない／薬の副作用が、真生（深田恭子）に出始めた。一方啓
吾（金城武）は、真生との関係がマスコミに取り沙汰され、新曲発売が頓挫、その上、真生が受
1月1日～
けた取材がもとで、週刊誌に2人の関係が興味本位に取り上げられ、所属事務所にもいられな
くなる。

神様、もう少しだけ 第08話

＃8 お前を死なせない／中止になったコンサート会場に、一人いた真生（深田恭子）を強く抱き
締める啓吾（金城武）。2人だけの時間が流れ、真生に力が蘇ってきた。しかし、やはり真生は
1月1日～
高校生。家に帰りつくと死の恐怖から逃れようと母・弥栄子（田中好子）に抱きつくのだった。そ
の頃啓吾も自宅で…。

神様、もう少しだけ 第09話

＃9 運命が愛を踏みにじる／成田から引き返してた啓吾（金城武）は、真生（深田恭子）を追っ
1月1日～ て「アメリカに一緒に行こう」と告げた。啓吾の言葉は真生をこの上ない幸せにした。自宅に帰
り弥栄子（田中好子）に、話すと「真生の幸せは私の幸せ」と弥栄子は真生を応援してくれた。

神様、もう少しだけ 第10話

＃10 二人、結ばれる夜／啓吾（金城武）がアメリカに旅立ち3年。カヲル（仲間由紀恵）の嘘か
ら、啓吾と真生（深田恭子）は、引き裂かれたのだが、啓吾に捨てられたと思う真生は、やっと
1月1日～
その辛さを乗り越え、インテリアコーディネーターを目指し専門学校に通い、今、就職活動をし
ていた。

神様、もう少しだけ 第11話

＃11 命を削る新しい命／「神様、もう少しだけ」という啓吾（金城武）の祈りも虚しく、真生（深田
1月1日～ 恭子）はついにエイズを発症した。啓吾はアメリカに戻ることを迫られていたが、「俺がついてい
る」と、死を意識し不安いっぱいの真生をつきっきりで励まし続けた。

神様、もう少しだけ 第12話（最終話）

＃12 I FOR YOU…愛と命の輝きのために／帰国する啓吾（金城武）のため、夕食を作り、花を
買いに出た真生（深田恭子）は、突然苦しみ出しそのまま病院に運ばれた。エイズを発症して
1月1日～
の妊娠は、真生の体に大きな負担をかけていた。弥栄子（田中好子）と義郎（平田満）は、医師
から子どもも真生も予断が許さない状態であると聞かされた。

東野圭吾スペシャル 11文字の殺人

11文字の殺人／あの日、恋人はなぜ、殺されたのか。女流推理作家・結城梨花子（永作博美）
は、恋人の川津雅之（長谷川朝晴）から、「誰かに狙われている」と打ち明けられる。梨花子は
1月1日～
『廻りの森』という小説でヒットを飛ばして以来、3年間まったく書けずにいた。そんな梨花子に
付き添い、支えているのが編集者の萩尾冬子（星野真里）だ。

東野圭吾スペシャル ブルータスの心臓

ブルータスの心臓／それは、完全犯罪になるはずだった。産業機器メーカー「MM重工」のロ
ボット開発を手がける末永拓也（藤原竜也）。「MM重工」には、社長である仁科敏樹（風間杜
1月1日～
夫）の、長女の夫である宗方伸一（鶴見辰吾）や、敏樹の息子である直樹（袴田吉彦）がいた
が、野心家の拓也は社長の敏樹の娘、星子（芦名星）の婿候補に取り入り…。

2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約105本

FOD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。

タイトル

配信
開始

内容

東野圭吾スペシャル 回廊亭殺人事件

回廊亭殺人事件／その日、私の知らない殺人が起きた。桐生枝梨子（常盤貴子）は、一代で
莫大な財を成した一ケ原高顕（北村総一朗）の秘書だった。幼い頃のやけどが原因で、醜いや
1月1日～
けどの傷跡がある枝梨子であったが、高顕は全く意に介さず全幅の信頼をおいていた。高齢
のため、体調の悪かった高顕が亡くなった。

爆笑レッドカーペット（2007/09/11放送分・スペシャ
ル1） ＃04

2007年2月の初放送以来、「お笑いの流れを変えた！」と話題騒然となった番組が登場！
ショートスタイルのネタを携えて、旬の芸人たちが大集合！史上最高！一瞬で笑えるネタの祭
1月1日～
典です！芸人たちが、ベルトコンベアーのように流れるレッドカーペットに乗って、一番自信の
あるネタを披露し、お笑い好きのゲストが判定！

爆笑レッドカーペット（2007/12/17放送分・スペシャ
ル2） ＃05

ショートスタイルのネタを携えて、旬の芸人たちが大集合！史上最高！一瞬で笑えるネタの祭
典です！芸人たちが、ベルトコンベヤーのように流れるレッドカーペットに乗って、1番自信のあ
1月1日～
るネタを披露し、お笑い好きのゲストが判定！そしてゲストがリクエストした芸人が再登場！息
をつく間もなく笑いっぱなしの2時間が再びやってきます！

爆笑レッドカーペット（2008/10/15放送分） ＃25

ものいい・吉田サラダとキングオブコメディ。あまりにものハマリっぷりに「コラボ」であることに
1月1日～ 気づかないゲスト続出！？ななめ45°のネタに大爆笑した西田ひかるだが、カムバックレッド
カーペットでは同じネタをもう1度見たいと言い出して…。

爆笑レッドカーペット（2008/10/22放送分） ＃26

おなじみ「くまだまさし」が新ネタ、改め新宴会芸を引っさげ登場。今夜で見納め？なスタジオ大
1月1日～ 爆笑の新たな挑戦とは…。現役フロアレディー・姫ちゃんの「キャバ嬢トーク」ネタにゲストの麻
木久仁子が“敗北感”を感じながらも大爆笑。

爆笑レッドカーペット（2008/11/05放送分） ＃28

今週のコラボカーペットは柳原可奈子、狩野英孝とフォーリンラブ！この4人に“フォーリンラブ”
はあるのか…！？八嶋智人が「この劇団に入りたい！」と大絶賛する。また、天津木村はエロ
1月1日～
詩吟を、天津向はゲストの矢口真里にからめたオタク漫才を披露、コンビ“天津”大活躍！天
津向に目の前でネタを披露された矢口本人の反応は…！？

爆笑レッドカーペット（2008/11/12放送分） ＃29

今週のコラボカーペットは前回登場時大好評のため異例の再結成となったアンガールズとジョ
イマン。ジョイマン池谷和志がいるサウナにジョイマン高木晋哉が増殖して…！？柳原可奈子
1月1日～
の「OL」名演技！？にゲストの鈴木浩介が「人間観察が鋭すぎて怖い」と恐れながらも大絶
賛！

爆笑レッドカーペット（2008/12/10放送分） ＃31

今週のコラボカーペットはFUJIWARAと5GAP。ポーチマンとホワイト赤マンという絶大な人気の
1月1日～ キャラクターがどう絡むのか必見！！チョコレートプラネットの「ヒムロコンビニ」では、元宝塚女
優・真琴つばさから「発音がキレイ」とお褒めの言葉を頂くことに！

爆笑レッドカーペット（2008/12/17放送分） ＃32

レギュラー開始以降披露された番組のネタから、「瞬間最高視聴率アワード」「ハプニングア
1月1日～ ワード」「流行語アワード」「満点パーフェクトアワード」などを発表する。各ネタごとに芸人たち
がエピソードを披露。「コラボアワード」では話題となったコラボカーペットのネタを披露。

