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豪華な鉄道の旅を２夜連続で！
２つの“豪華”鉄道番組が 2 夜連続で BSプレミアムに登場
します。ひとつは、
8 月23 日（水）放送の「スーパーラグジュ
アリートレイン 豪華列車オンナ２人旅」
。宝塚の同期で卒
業後も親友、女優の遼河はるひさんと紺野まひるさんが、今
年から運行がスタートしたＪＲ東日本の豪華列車「トランス
イート四季島」に乗り込んで、２泊３日の旅に出かけます。
もうひとつは、翌 24 日（木）放送の「中井精也のてつたび
スペシャル ゆる〜っと縦断ベトナム編 」。2014 年からレ
ギュラーで放送中「中井精也のてつたび」の、昨年の台湾編
に続く海外スペシャル第２弾。アジアの原風景や異国情緒溢
れる夜行列車といった豪華な情景を、日本一の鉄道カメラマ
ンが写真に収めます。
「スーパーラグジュアリートレイン」の見どころは、何と
いっても「四季島」のゴージャス感です。10 両編成なのに
定員はわずか 40 名足らずというこの
“走る超豪華ホテル”
は、
お一人様料金が 74 〜 95 万円という一流仕様。中でも、遼
河さんと紺野さんが泊まる最上級スイートは、
１階には「ベッ
ドルーム」
「障子窓のあるヒノキ風呂」
、2 階には「花器が飾
られた畳の和室」
「薪の火と木目の壁が優雅なリビング」を
備えた、高級旅館風メゾネットです。3 方に絶景が広がる展

望室でくつろぎ、一流シェフによる料理に舌鼓を打ち、行く
先々で地元のおもてなしを受けながら、上野→日光→青森→
函館→鶴岡→あつみ温泉→新津→上野と、東日本を反時計回
りに旅します。
一方の「中井精也のてつたびスペシャル」で乗り込むのは、
木製シートの客車や３段ベッドの寝台車から成るクラシック
な長距離列車です。たまたま乗り合わせた現地の人々と触れ
合い、途中下車しての寄り道を繰り返し、特産の手作りスイー
ツや素朴な農家飯を頬張りながら、ベトナムを北から南に縦
断します。出発は中越国境の町ラオカイ。その後、蓮の花が
盛りを迎えた首都ハノイ→旧市街が世界遺産に登録されてい
る古都フエ→エメラルド・ブルーのオーシャン・ビューが広
がるハイバン峠→高級避暑地を走る高原鉄道→重さ 50 キロ
の巨大フルーツ畑が広がるロンカインを経て、終着のホーチ
ミンへ。どこへ行っても笑顔がいっぱいのベトナムを２週間
かけて旅します。
豪華な列車に豪華な風景が満載の鉄道番組２本。お盆明け
は、夜 7 時 30 分にチャンネル・オン。あなたは国内海外ど
ちらの列車に乗りますか？

「スーパーラグジュアリートレイン 豪華列車オンナ2人旅」
【放送予定】 BSプレミアム
8月23日（水）午後7：30 ～ 8：59

遼河さんと紺野さんが先頭展望車から車窓を楽しむ

四季島のDXスイート

「中井精也のてつたびスペシャル ゆる～っと縦断ベトナム編」
【放送予定】 BSプレミアム
8月24日（木）午後7：30 ～ 8：59
【HP】http://www4.nhk.or.jp/tetsutabi/
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2016年 学園祭会場の様子

上演決定!!
ミュージカル「忍たま乱太郎」第8 弾 再演～がんばれ五年生！技あり、術あり、 ◆『忍術学園 学園祭』
初忍務！
！～を 2017年 6 月から 7月にかけて、東京と大阪で上演し、たくさんの 【開催日＆場所】
●9月22日（金）
～ 24日（日）
お客様にご来場いただきました。
舞浜アンフィシアター（千葉県浦安市舞浜2-50）
●9月29日（金）
～10月1日（日）
その公演の楽曲を中心に、ミュージカル「忍たま乱太郎」第 8 弾『忍術学園
森ノ宮ピロティホール（大阪市中央区森ノ宮中央1-17-5）
学園祭』の上演が決定しました。9 月22日（金）から24日（日）まで舞浜アンフィ
【チケット】6,500円（全席指定・税込）
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シアター、9 月29 日（金）～10 月1 日（日）まで森ノ宮ピロティホールにて開 【問い合わせ先】
一般発売
［東京］
サンライズプロモーション東京
催します。大ヒットシリーズへと成長したミュージカル「忍たま乱太郎」を支
TEL.0570-00-3337
えてくださっているファンの皆さんへ、感謝を込めて企画したコンサートです。 ［大阪］キョードーインフォメーション
TEL.0570-200-888
今回は舞浜だけではなく、初の大阪公演が決まり出演者とスタッフ一同楽しみ
【HP】http://www.musical-nintama.jp/
にしています。皆さんと一緒に『忍術学園 学園祭』で盛り上がりましょう！

NHK大河ドラマ「おんな城主
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直虎」

完全版がブルーレイ＆DVDで
リリース決定！
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NHK大河ドラマ第56作目
発売！
は、戦国時代に男の名で家督
を継ぎ、井伊家の当主となり波乱万丈の
生涯をおくった井伊直虎を描く「おんな
城主 直虎」
。主演に柴咲コウを迎え、三
浦春馬、高橋一生ほか実力派俳優が集結。
ブルーレイ＆DVDの完全版第壱集は、本
編1話～ 12話、そして特典ディスクには
出演者インタビュー、スペシャルトーク
などを収録した秘蔵版です。
◆NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」
完全版 第壱集

【発売日】8月18日（金）
【価格】BD・DVD 各12,900円（税別）
【収録分数】本編547分＋特典ディスク
61分／ 4枚組（ブルーレイ・DVD共通）
【封入特典】特製ブックレット（あらすじ・
人物相関図・名言集・セット紹介ほか）
【ポニーキャニオン 公式サイト】
https://naotora.ponycanyon.co.jp/
vol1/index.html

連続テレビ小説「ひよっこ」

完全版がブルーレイ&DVDで
リリース決定！

おさるのジョージ展

「ひとまねこざる」
からアニメーションまで
8月9日（水）～21日（月）松屋銀座8階イベントスクエア
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アメリカの絵本作家
茨城県北西部の村に生ま
発売！
レイの夫妻によって生
れ、集団就職で上京した“金
み だ さ れ、1941年 に
の卵”ヒロイン・谷田部みね子が、自
「Curious George」と
らの殻を破って成長していく波乱万丈
いうタイトルで発刊。
青春記。BOX1には
“有村架純スペシャ
日本では1954年 に 出
ルインタビュー”や“ヒロイン発表会見”
版されて以来約550万
など70分を超える特典映像を収録。ま
部が販売され、多く の
た“すずふり亭マッチ箱”や豪華ブッ
人々に愛されてきまし ©&®Universal Studios and/or HMH
クレットも付いた魅力溢れる商品です。
た。会場では、日本初 ＜南ミシシッピ大学所蔵＞
公開を含む約200点の絵本原画や制作のためのス
◆連続テレビ小説「ひよっこ」
完全版BOX1
ケッチを中心に可愛いグッズも多数ご用意してい
【発売日】8月25日（金）
ます。
【価格】BD・DVD 各11,400円（税別）
また、当社が制作した8月5日（土）Ｅテレ「大好
【収録分数】本編540分＋特典75分／
き！おさるのジョージのひ
・み・つ」
、8月12日（土）
3枚組
BSプレミアム「おさるのジョージ誕生秘話〜
【封入特典】特製ブックレット（24頁）
、
すずふり亭マッチ箱、ポストカード2種
1735キロの大冒険〜」の放送もお見逃し無く！
【HP】https://www.nhk-ep.com/

◆おさるのジョージ展

【会期】8月9日
（水）
～8月21日（月）会期中無休
【場所】松屋銀座8階イベントスクエア
【時間】午前10：00～午後８：00
（入場は閉場の30分前まで。最終日は17時閉場）

【料金】一般1,000円（700円）、高校生700円（500
円）、中学生500円（400円）、小学生300円
※（ ）内は前売り料金 小学生に割引設定はございません。

【問い合わせ】松屋銀座 03-3567-1211
（大代表）
「おんな城主 直虎」

「ひよっこ」

◆「大好き！おさるのジョージのひ・み・つ」
【放送予定】
NHK Eテレ 8月 5日（土）午前8：35 ～
NHK Eテレ 8月13日（日）午後4：30 ～

◆「おさるのジョージ誕生秘話
～ 1735キロの大冒険～」
【放送予定】

NHK BSプレミアム
8月12日（土）午後7：30 ～

発行人 大路幹生
発行・編集 株式会社 NHK エンタープライズ 経営企画室
〒 150-0047 東京都渋谷区神山町 4-14 第三共同ビル
TEL.03-3481-7800
URL http://www.nhk-ep.co.jp/
Facebook http://www.facebook.com/NHKEnterprisesInc

