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VHS FG89-010
火曜ｻｽﾍﾟﾝｽ～ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾍﾞﾙが聞
こえる～

　聴覚に障害を持つ少女・恵は野鳥の撮影に
行き、そこで鳥の声を録音していた青年・太平
と親しくなった。ある日、恵とデートしていた太
平の収録したテープに入っていたのは・・・。そ
して、恵の写した写真に写っていたもの
は・・・。有森也実・川野太郎・児玉清・南田洋
子　ほか

95 Ｃ－１

VHS FG91-013 女のｻｽﾍﾟﾝｽ時効･あの時･･･

　麻紀は、釣り好きの恋人・直樹から別れ話を
切り出された。言い争っているうちに、直樹が、
誤って谷川に転落。動転した麻紀は現場から
逃げてしまった。それから１５年たち時効まで
あと一か月。幸せな日々を送っている麻紀のも
とに、死んだはずの恋人から一通の手紙が届
いた。岡江久美子・岸辺シロー　ほか

45 Ｃ－１

VHS FG91-014 女のｻｽﾍﾟﾝｽﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ殺人事件

　好江は夫と息子の３人暮らし。最近は何かと
物入りなのでパートで働き始めた。封書を届け
て返書を持ち帰るという仕事だが、ある日何者
かに襲われた。怖くなった好江は仕事をやめ
たいと申し出る。最後の仕事として頼まれ受け
とった封書には、夫の名前が書かれていた。
桟茅陽子・香川照之　ほか

45 Ｃ－１

VHS FG91-015
女のｻｽﾍﾟﾝｽ小京都･笠間殺人水
脈

　南武デパートは、現代陶芸家５人展を企画、
とりまとめをイベント屋の久慈に任せた。久慈
を手伝うことになった茶道家元の娘は５人の中
に幻の陶芸家・笙山を加えたいと考える。笙山
を訪れた日、久慈の愛人が殺された。沢田亜
矢子・香山美子　ほか

90 Ｃ－１

VHS FG91-016
火曜ｻｽﾍﾟﾝｽ 松本清張捜査圏外
の条件

　妹を見殺しにされた黒沢は、妹の敵を討つた
めに、ある計画をたてた。それは、警察の捜査
が自分に及ばないようにと綿密にたてられた
計画だった。古谷一行・伊藤蘭・前田吟・岩崎
良美　ほか

105 Ｃ－１

VHS FG91-017 火曜ｻｽﾍﾟﾝｽ魔術はささやく

　叔父の運転するタクシーが、飛び出してきた
ＯＬをはねて死亡させた。事故の真相を探るた
め動き出した守が好意をいだく和子と死亡した
ＯＬは、あるエロ雑誌の座談会で同席してい
た。和子は保険外交員の家で催眠術にかけら
れて・・・。吉岡秀隆・山口智子　ほか

120 Ｃ－１

VHS FG92-018 火曜ｻｽﾍﾟﾝｽ 黄金を抱いて翔べ

　ＯＬの磯子。兄は地上げ屋にだまされて土地
を奪われ、弟は工事現場で転落死と不幸続
き。だが、弟は工事の不正に絡んで殺されたと
知った磯子は、裏で操る大物政治家に復讐を
決意、裏金の横取りを計画する。伊藤蘭・世良
公則・斎藤隆治　ほか

120 Ｃ－１

VHS FG92-019 火曜ｻｽﾍﾟﾝｽ宵待草殺人事件

　東京本郷の墓地で殺人事件が発生した。被
害者の女の胸元には、画家・竹久夢二の枕絵
があった。警察は夢二を呼び事情聴取をす
る。真犯人はだれ？奥田瑛二・黒木瞳・松崎し
げる・夏木マリ　ほか

120 Ｃ－１
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VHS FG96-025
火曜ｻｽﾍﾟﾝｽ劇場 ｶﾞﾗｽの少女
名無しの探偵ｼﾘ-ｽﾞ･11

　ラブホテルで若い女性の絞殺死体が発見さ
れ、所持品から女子高生・明子と判明。警察は
明子の友人・奈美から事情を聞く。２人はテレ
クラのバイト仲間だった。そして、奈美は、１６
年前射殺された強盗犯の娘でもあった。緒形
拳・小林稔侍・市毛良枝　ほか

94 Ｃ－１

VHS FG96-026
火曜ｻｽﾍﾟﾝｽ劇場 小京都ﾐｽﾃﾘ-
･大和路くみひも殺人事件

　三重の小京都・伊賀上野に取材に訪れたラ
イターの尚子とカメラマンの山本は、心中事件
に遭遇する。尚子は、遺体の手首に結んであ
る帯締に目を引かれた。それはかつて尚子が
世話になり、今は行方不明になっているくみひ
も職人が編んだものと似ていたのだった。片平
なぎさ・船越栄一郎・有里千賀子　ほか

94 Ｃ－１

VHS FG96-027
火曜ｻｽﾍﾟﾝｽ劇場 逆転証人 弁
護士朝日岳之助7

　覚せい剤を所持していた泰彦は、事件のもみ
消しと引き替えに恐喝してきた元刑事を殺害し
た。　泰彦の弁護を引き受けた朝日岳之助は、
泰彦の父親も殺人の罪で服役していることを
知る。　泰彦の元刑事殺害の動機に不審を持
つ岳之助は、泰彦の事件と泰彦の父の事件の
関連を調べ始める。小林桂樹・黒田福美・薬丸
裕英　ほか

94 Ｃ－１

VHS FG96-028 火曜ｻｽﾍﾟﾝｽ劇場 新任判事補3

　弁護士の新高は、遺言書を偽造して遺産を
着服。その上、共犯者の大濱を殺害した罪で
起訴された。本人の自供もあり、簡単に判決が
下ると思われていたが、裁判を担当する判事
補・椎田美奈子は、新高の調書に疑問を感じ、
独自の調査を開始する。千堂あきほ・石橋蓮
司・田中健　ほか

95 Ｃ－１

VHS FG96-029 火曜ｻｽﾍﾟﾝｽ劇場 再会

　病院勤務の外科医・大野は運び込まれた重
体の患者を見て驚いた。かつての婚約者・幸
子だった。　７年前、大学病院の医師だった大
野は末期がんの幸子の父を安楽死させた疑い
で病院を追われて以来、幸子には会っていな
かった。中村雅俊・斎藤慶子　ほか

94 Ｃ－１

VHS FG97-030 火曜ｻｽﾍﾟﾝｽ劇場 絆

　会社社長の弓丘が殺された。容疑者として妻
の奈緒子が逮捕され、奈緒子も犯行を自供す
る。だが弁護士の原島は奈緒子が真犯人をか
ばっているのではと調査を始めた。しだいに奈
緒子の過去が明らかになり、やがて原島は、
奈緒子の知恵遅れの兄をめぐる悲しい事件を
知る。十朱幸代・滝田栄・杉田かおる　ほか

93 Ｃ－１

VHS FG97-031
火曜ｻｽﾍﾟﾝｽ劇場 食卓のある風
景

　ガーデニングを趣味にしている平凡な主婦・
優子は、ある日夫から急な呼び出しを受ける。
着いた所はマンションの一室で、そこには夫の
愛人の死体が待っていた。就職の決まった息
子や親せき、そして平和な暮らしを守るため
に、優子の害虫駆除が始まった。宮本信子・大
滝秀治・前田吟　ほか

92 Ｃ－１
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VHS FG97-032 火曜ｻｽﾍﾟﾝｽ劇場 わが町･

　ファッションヘルスで時限爆弾が爆発した。森
田刑事は事件当時、銀行の重役・磐田が現場
にいたことを突きとめ、犯人の狙いは磐田であ
るとにらんだ。渡辺謙・有森也美・蟹江敬三・平
田満　ほか

119 Ｃ－１

VHS FG97-033
火曜ｻｽﾍﾟﾝｽ劇場 共犯関係15周
年記念特別企画

　助教授から教授への昇進と初孫誕生を控
え、幸せの絶頂にある大野は、偶然知り合った
女のマンションで男を殺してしまった。大野は
死体を山に捨てたが、３日後、死体が見つかっ
てしまった。藤田まこと・伊東四朗・北村総一朗
ほか

93 Ｃ－１

VHS FG98-038

土曜ワイド劇場
「新赤かぶ検事奮戦機④」
飛騨路を火魔が走る！
墓の赤印は殺人予告

　赤ペンキで墓石に×印を書くのは殺人予告
という民話が奥飛騨にあるが、その通りの殺
人事件が発生。柊は、妻の公子を被害者に奪
われた梅原力を起訴するが無実と判明。だ
が、力の母親が自殺し遺書には・・・。橋爪功・
藤田弓子・川上麻衣子　ほか

95 Ｃ－１

VHS FG98-039
土曜ワイド劇場
「京都Ｂ級グルメ殺人事件帖」
オムライスの謎

　元刑事の文吉は、ふく子と再婚し食堂を経営
しているが、ある日、人質になっていた沙織を
救出した。彼女の婚約者・卓也に殺人容疑が
かかる。被害者は沙織のかつてのヒモで暴力
団員と知った文吉は殺人事件の謎に挑む。芦
屋雁之助・渡辺えり子　ほか

95 Ｃ－１

VHS FG98-040
浅見光彦シリーズ
秋の特別版
風葬の城

　ルポライターの浅見は、取材で会津を訪れ
た。だが会津塗の職人が仕事中、突然変死す
るのを目撃し事件解決のため奔走するはめに
なる。　【字幕制作・北九州市立ビデオライブラ
リー】辰巳琢郎・有森也美・小松政夫　ほか

96 Ｃ－１

VHS FG99-041
火曜サスペンス劇場
女監察医 室生亜季子24
死因に異議あり

　浜田警部は歩行中の男性が突然倒れるのを
目撃し病院に運んだが、男性は、くも膜下出血
で死亡する。男性がたまたま亜季子の患者
だったことから死因に不審を抱いた亜季子が
解剖をすすめる。その結果、意外な事実が判
明した。浜木綿子・左とん平・宮下順子　ほか

94 Ｃ－１

VHS FG99-042
火曜サスペンス劇場
取調室９

　水木警部補は、時効直前の殺人事件の再捜
査をすることになった。被害者の恋人の話をも
とに作家・笹沢氏が書いたエッセイに、犯人は
被害者の養父・小田島だとあったからだ。だが
小田島の妻で病院長の章子が自分が真犯人
だと名乗り出た。いかりや長介・岡田茉莉子・
下川辰平ほか

95 Ｃ－１

VHS FG99-043
火曜サスペンス劇場
指名手配

　警視庁共助課の今井は、詐欺と殺人の容疑
で指名手配中の幸子を追って青森へ向かっ
た。タクシー運転手として働きながら幸子を捜
すうち幸子にそっくりな女性・紀美子に出会う。
紀美子は幸子なのか！？渡辺謙・永島映子・
水島かおり　ほか

95 Ｃ－１
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VHS FG99-044
金曜エンタテイメント
昼下がり 社宅奥様探偵団

　美代子と直子は、同じ社宅に住む親友同士。
２人の夢は、豪華なマイホームを持つこと。あ
る日、社宅に人事部長の奥様が引っ越してき
た。２人は、お互いの夫の出世のため部長の
奥様と一緒にダンス教室に通うことになった。
しかし、ダンス旅行の旅先で１人の女性が殺さ
れた。片平なぎさ・宮崎淑子・伊藤かずえ　ほ
か

95 Ｃ－１

VHS FG99-045
ｻﾝﾄﾘｰﾐｽﾃﾘｰ大賞ｽﾍﾟｼｬﾙ
心室細動

　医大の付属病院に務める上原は、病院長の
信頼もあつく次期教授の有力候補だった。ある
日、病院長が心室細動による心臓発作が原因
で急死する。病院長は死の直前、何者かに脅
迫されていたらしい。上原は２０年前の医療過
誤事件を思い出す。その事件で死んだ患者も
心室細動が原因だったのだ。村上弘明・稲垣
吾郎・麻生祐末　ほか

95 Ｃ－１

VHS FG99-046

土曜ﾜｲﾄﾞ劇場
京都の芸者弁護士事件簿2
恥じらうﾋﾞｰﾅｽ連続殺人

　清香は、弁護士の顔と芸者の顔の２つの顔
を持っている。ある日、清香の芸者仲間・染子
が殺害された。容疑者として逮捕されたのは、
清香の恋人・多喜男の友人だった。多喜男は
清香に弁護を頼むが、事件の真相はなかなか
解明できなかった。涼風真世・火野正平・原田
大二郎　ほか

95 Ｃ－１

VHS FG99-047
土曜ﾜｲﾄﾞ劇場
元祖!混浴露天風呂連続殺人
みちのく津軽の秘湯に消えた女

　東京で車両修理工場を営む石野が殺され
た。警視庁浅草分室の刑事・右近、かおり、一
平は殺人事件のカギを握る男を追って青森へ
と旅立つ。男の部屋から発見されたメモに書か
れた不老不死温泉や嶽温泉を回り男の行方を
追う。古谷一行・木の実ナナ・火野正平　ほか

95 Ｃ－１

VHS FG2000-048
火曜サスペンス劇場
検事　霞夕子早朝の手紙

マンションの一室で男の死体が見つかり，屋上
では男の妻が首をつって死んでいた。警察は
妻が夫を殺し，自殺を図ったとみるが，検事の
夕子は妻の死体の状況に不審を抱き，独自に
捜査を始める。
鷲尾　いさ子・床嶋　佳子・沖　直未ほか

95 Ｃ－１

VHS FG2000-049
火曜サスペンス劇場
追跡６

東京郊外のスーパーで,詐欺の前科がある店
員・桑田が殺された。刑事の由起子は現場で
珍しい色をした花びらを発見する。由起子は,
その花が栽培されているという千葉県の郷ノ
浦に向かう。
丘　みつ子・藤谷　美紀・山本　耕史ほか

95 Ｃ－１

VHS FG2000-050

土曜ワイド劇場
新赤かぶ検事奮戦記９
郡上八幡盆踊り完全犯罪殺人秘
湯！
濁河温泉で密会したカップルの
謎

飛騨高山で女性の死体が見つかった。殺され
た女性は会社を経営する木戸里枝子と判明
し，別れ話でもめていた夫が犯人と思われた。
しかし夫にはアリバイがあった。そんな中，今
度は料理店経営者・今川の死体が見つかる。
この事件の容疑者の妻にもアリバイがあった。
警察は交換殺人と推理するが，赤かぶ検事は
納得がいかない。
橋爪　功・藤田　弓子・高田　万由子ほか

95 Ｃ－１
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VHS FG2000-051
土曜ワイド劇場
花吹雪美人スリ三姉妹②
悪魔のビデオをスリ盗れ！

全国スリコンテストに,美人スリ三姉妹が参加し
た。参加者がねらうのは,井上という男のビデ
オテープだが,その井上が殺された。ビデオは,
彼が病院から持ち出した物だという。一体,何
が写っているのか。美人スリの技がさえわた
る。
萬田　久子・杉本　彩・辺見　えみり　ほか

95 Ｃ－１

VHS FG2001-053

火曜サスペンス劇場
秋のスペシャル
外科医・有森冴子Ⅱ
「告知」

総合病院の外科医・冴子は，患者の竹田に末
期がんであることを告知した。数日後，竹田が
病院の屋上から転落死する。竹田の妻で元医
師の香奈は，冴子が告知したために絶望して
自殺したんだと泣き叫ぶ。
三田 佳子　小柳 ルミ子　かとう かずこ　ほか

95 Ｃ－１

VHS FG2001-055
金曜エンタテイメント
第44回江戸川乱歩賞受賞作
果つる底なき

大手銀行に勤める伊木が，以前，融資担当を
していた時の取引先企業が倒産した。時を同
じく，彼の後任の坂本が，「伊木さんは，だまさ
れていた。」の言葉を残して亡くなった。坂本の
死に疑問を抱いた伊木が真相を探るうちに，
彼にも危険が迫ってくる。
渡辺 謙　菅野 美穂　段田 安則　ほか

95 Ｃ－１

VHS FG2001-056
浅見光彦シリーズ⑮
志摩半島殺人事件

志摩半島へ海女の取材に出かけた浅見光彦
は、作家袴田啓二郎の殺人事件に遭遇する。
そして間もなくルポライターの野村が殺され
る。　小さな漁村で起きた２つの殺人事件。調
べていくと、そこには20年前からの因縁があっ
た。沢村一樹／宮本真希／高橋克実／大島さ
と子　ほか

96 Ｃ－１

VHS FG2001-057
松本清張賞受賞作
陰の季節２
「動機」

警察署内で一括保管していた警察手帳30冊が
何者かに盗まれた。手帳の盗難や紛失を防ぐ
ための一括保管制度が裏目に出たのだ。制度
を推進した二渡警視は窮地に立たされる。記
者発表までに何とか手帳を捜し出さなくてはな
らない。時を同じくして１人の婦警が失そう。彼
女は手帳盗難と関係があるのか。一体だれ
が、何の目的で大量の手帳を盗んだのか？二
渡警視の必死の捜査が始まった。上川隆也／
麻木久仁子／伊東四朗／石倉三郎

96 Ｃ－１

VHS FG2001-058
金曜エンタテイメント
おばさんデカ
桜乙女の事件帖⑨

おばさんデカの桜乙女は、疑問に思ったことは
とことん追求する粘り強さが持ち味。今回は一
見無関係に見える２つの殺人事件を乙女が解
き明かす。乙女を警察から追い出そうとするお
じさんデカたちとのやり取りも、ますます磨きが
かかり見ものだ。市原悦子／石橋蓮司／布川
敏和　ほか

96 Ｃ－１

VHS FG2001-059
サントリーミステリー大賞スペ
シャル
午前三時のルースター

中西慎一郎は、バンコク市街を写すテレビ画
面の中に、父・準の姿を発見した。　準は、４年
前、宝石の加工工場を建設するためタイに
行ったまま、行方不明になっていた。慎一郎
は、旅行会社の長瀬とともに、父を捜しにタイ
に向かうが、いきなり銃でねらわれる。高橋克
典／永作博美／西村雅彦／生田斗真　ほか

95 Ｃ－１
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VHS FG2001-060

土曜ワイド劇場
温泉医者殺人事件カルテ①
宗谷本線終着駅の女鹿児島～
北海道３千キロ　連続殺人犯の
影を追って・・・

稚内の兜沼診療所の医師、あんかつこと安野
勝次。あんかつ先生の別名は温泉医者(ポッカ
ヤ)。この静かな町で鹿児島から旅行に来てい
た若い女性が殺される。　３年前に起きたひき
逃げ事件との関連が疑われるなか、再び殺人
事件が起きた。西郷輝彦／菅井きん／日野正
平／河合美智子　ほか

95 Ｃ－１

VHS FG2001-061
水曜女と愛とミステリー
海の沈黙

コンビニの社長夫婦が殺された。警察は、お手
伝いの秋本つね子を殺人の被疑者として逮捕
する。　耳の不自由なつね子の取り調べに、手
話通訳士の京子が派遣されるが、つね子は何
も答えようとしない。やっとつね子の手が動い
た。｢あなたには、私のことは分からない｣松下
由樹／蟹江敬三／南田洋子／名古屋章／井
崎哲也　ほか

96 Ｃ－１

VHS FG2001-062
水曜女と愛とミステリー
四つの終止符

町のスナックで働く幸子は、聴覚障害者の晋
一に弟に接するように優しく接していた。　ある
日、晋一は病気の母親に蜂蜜を買ってきた
が、それを食べた母親が、亡くなる。死因は蜂
蜜に混入していたひ素と判明し、晋一は逮捕さ
れる。　幸子は、同僚のお時と彼の無実を証明
しようとする。真犯人はだれなのか。かたせ梨
乃／高橋かおり／河相我聞／西村和彦ほか

97 Ｃ－１

VHS FG2002-063
山田洋次ドラマ特別企画　サス
ペンス喜劇　瓜二つ

古くから世の中には同じ顔の人間が、二人は
いると言われているが、もし同じ顔の二人が出
会ってしまったら・・・？落ち目の暴力団組長
と、事業に失敗してさまよう中年男性が瓜二つ
だったことから、雪の北海道で繰り広げられ
る、おかしくも悲しい物語。　西田敏行／小澤
征悦／大杉漣／余貴美子／出川哲朗

97 Ｃ－１

VHS FG2002-064
ゴールデン洋画劇場　年末特別
企画　三億円事件-２０世紀最後
の謎-

32年前、府中刑務所わきの路上で三億円が現
金輸送車ごと強奪された。この事件を追うルポ
ライターの沢渡は、決定的証拠を手に入れ元
白バイ警官の松田に取材を申し込む。沢渡に
は松田がジョーとロクという2人の不良少年を
使って事件を起こしたという確信があったの
だ。取材に応じた松田は真相を語るのか？真
犯人は？犯行の動機は？　ビートたけし/永瀬
智也/松田龍平/渡部篤郎　ほか

121 Ｃ－１

VHS FG2003-065
火曜サスペンス劇場　検事　霞
夕子　犬を飼う女

商社マンの村井が殺された。横浜地検の夕子
は、4年前の女子大生美奈が星合に撲殺され
た事件との関連に着目する。その事件の半年
前、星合は美奈の証言により痴漢行為で有罪
確定となっていたが、その情状酌量を求めて
いたのが村井だったのだ。しかし事件には意
外な真実が隠されていた。　鷲尾いさ子/藤真
利子/中本賢

95 Ｃ－１
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VHS FG2004-066
ＮＨＫアーカイブススペシャル
松本清張シリーズ天城越え

大正１５年のある蒸し暑い日、天城峠に行く道
すがら、少年は、土工と、さらに若い女と一緒
になった。土工の死体が発見されたのは、そ
の後のことだった。犯行現場近くの氷室には、
女のものと思われる足跡が残されており、その
女に容疑がかけられたのだが…。大谷直子／
佐藤慶／鶴見辰吾／宇野重吉／松本清張／
森村誠一

100 Ｃ－１

VHS FG2004-067
ＮＨＫアーカイブススペシャル
松本清張シリーズ火の記憶

幼いころ、両親と別れ自分の過去が閉ざされ
た康雄は、母の十七回忌で見つけた一通のは
がきを頼りに、恋人と一緒に自分を確認する旅
に出る。そして幼いころの記憶に残るなぞの炎
と出会い、両親の意外な事実を知る。ルーツを
知ることで心が開かれていく康雄の様子を描
く。秋吉久美子／高岡健二／山内明／村野武
範／松本清張／森村誠一

85 Ｃ－１

VHS FG2004-068
ＮＨＫアーカイブススペシャル
松本清張シリーズ最後の自画像

ある１人の銀行員が、定年退職した翌日に蒸
発した。彼の所持金は５２０万円。趣味は旅行
とカメラで、女と使い込みには無縁と思われて
いた男が、なぜ姿を消したのか。蒸発の陰に
は、ゴーギャンの絵を愛した初老の男の変身
願望が隠されていた。加藤治子／内藤武敏／
目黒祐樹／山内明／いしだあゆみ／吉行和
子

85 Ｃ－１

VHS FG2004-069
金賢姫大韓航空機爆破事件北
朝鮮のシナリオ

１９８７年１１月２９日。バグダッド発ソウル行き
大韓航空８５８便は、乗員乗客１１５名とともに
インド洋上空で消息を絶った。機内に爆発物を
持ち込んだという北朝鮮秘密工作員・金賢姫
（キム・ヒョンヒ）。彼女の供述から１６年目にし
て明らかにされた真実の完全再現ドラマ。金賢
姫／飯塚繁雄／立木文彦

94 Ｃ－１

VHS FG2004-070
金曜エンタテイメント　日韓合作
ドラマスペシャル　ソナギ　雨上
がりの殺意

東京のホテルで働く千鶴は、ソウルに単身赴
任中の兄を訪ねる。その夜、兄は変死。警察
は服毒自殺と断定し捜査を打ち切るが、納得
できない千鶴は独自に調べ始める。そして他
殺とにらんで動いていた韓国人刑事のテジン
と出会う。信じていた兄が、変死の前に部下と
不倫旅行に行っていたと告げられた千鶴は
…。米倉涼子／仲村トオル／石田ゆり子／小
日向文世／松本留美

105 Ｃ－１

VHS FG2004-071 疑惑

北陸日々新聞社会部記者の秋谷は定年を迎
えたが、彼の記者生命は２０年前に既に終
わっていた。金沢で車が海に転落し、資産家
の白河が死亡した記事が原因だ。同乗してい
た後妻の球磨子は自力で脱出。警察は前科４
犯の球磨子に疑惑を抱くが確証がない。秋谷
は白河が３億円の生命保険に入っていたこと
を知り、保険金と遺産目当ての球磨子の犯行
と確信する。佐藤浩市／余貴美子／江守徹／
中村嘉葎雄／山本學／大沢樹生

93 Ｃ－１
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VHS FG2006-001
金田一少年の事件簿吸血鬼伝
説殺人事件

金田一は、同級生で幼なじみの七瀬美雪と共
に陸上部の週末合宿に参加した。合宿先の舞
蘭村には、恐ろしい吸血鬼伝説が残されてい
た。その夜、伝説になぞらえるように現れた吸
血鬼。そして起こった殺人事件。その死体に
は、吸血鬼に血を抜かれたかのように、血が
一滴も残されていなかった。次々起きる怪事件
に、金田一少年が挑む。：出演：亀梨和也／上
野樹里／加藤雅也／星野真理／中村俊介

104 Ｃ－１

VHS FG2006-002

月曜ミステリー劇場　西村京太
郎サスペン十津川警部シリーズ
３４　ブルートレイン寝台特急「あ
さかぜ」殺人事件

東京発下関行きの寝台特急「あさかぜ」と九州
Ｌ特急ソニック７号を途中下車した美女。２つの
列車で起こった殺人事件と、途中下車した美
女との関係は？十津川警部と亀井刑事の名コ
ンビが連続殺人事件の謎に迫る。：出演：渡瀬
恒彦／伊東四朗／山本未来／堤大二郎

96 Ｃ－１

VHS FG2007-001 相棒

大晦日、右京と亀山は与党若手のリーダー・
富永のパーティーに連れ出され、富永のボ
ディーガードを命じられた。富永は右翼過激派
から脅迫を受けていたからだ。富永の私設ボ
ディーガード・楓とともに富永の警護を行う２人
だが、パーティーが進む中、楓の聴覚に障害
を持つ娘・はるかが行方不明になってしまっ
た。 出演：水谷豊／寺脇康文／大塚寧々／杉
本哲太／遠藤章造

128 B-1

VHS ＦＧ2008-001
黒澤明ドラマスペシャル第一夜
天国と地獄

大手シューズメーカー、フロンティア・シューズ
の常務・権藤の息子・純が何者かに誘拐され
た。犯人が要求してきた身代金は３億円。しか
し犯人は純ではなく、権藤の運転手・青木の息
子を純と間違って誘拐していた。間違いに気づ
いた犯人だったが、犯人は青木にではなく、権
藤に身代金を支払うよう要求してきた。権藤は
身代金の支払いを拒否するが、青木は進一を
助けて欲しいと泣きながらひざまずく。佐藤浩
市／阿部寛／平田満／妻夫木聡／伊武雅刀
／鈴木京香

130分 Ｂ-3

VHS FG2008-002
開局５０周年記念
点と線　第一部

　昭和32年４月。福岡の香椎海岸で若い男女
の死体が発見された。男は産業建設省の佐
山。女は料亭の女中・お時。２人は６日前に東
京発特急あさかぜに乗るところを，料亭の常連
客・安田と，女中仲間に目撃されていた。警察
は２人を情死とするが，鳥飼刑事は佐山の遺
留品に疑問を持つ。一方，産業建設省の汚職
事件を追っていた三原刑事は，鳥飼とともに上
京し捜査にあたる。そして２人は，安田が目撃
したあさかぜは，１日のうちたった４分間しか見
ることのできないものだったことを知る。 　巨
匠・松本清張描くミステリーの金字塔を完全ド
ラマ化。

118 B-2
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VHS FG2008-003

開局５０周年記念
平成１９年度
文化庁芸術祭参加
点と線　第二部

　安田が佐山とお時殺しの犯人だと確信する
鳥飼は，安田の妻に会いに行き，病弱な彼女
が時刻表を見ることが好きだと知る。三原は安
田のアリバイを崩すために北海道へ行くが，青
函連絡船の乗船名簿も旅館の宿泊人名簿も
安田直筆のものだった。札幌に出張中の安田
には，福岡での殺人はできない。三原たちは，
安田の鉄壁のアリバイを崩すことはできるの
か。ビートたけし／高橋克典／小林稔侍／橋
爪功／内山理名／柳葉敏郎／市原悦子／夏
川結衣／宇津井健／池内淳子

121 B-2
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