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2015年11月4日
株式会社 IMAGICA TV

永遠に輝き続ける“銀幕の妖精”の名画を
懐かしい池田昌子さんの声とともに

総力特集「オードリー・ヘプバーン」
2015年12月26日（土）～2016年1月3日（日） 9作品一挙放送！
9作品すべて池田昌子さんによる日本語吹替版も放送！
24時間365日、名画を放送する映画チャンネル「イマジカBS・映画」（株式会社 IMAGICA TV 、代表取締役社
長：伊藤明）は、開局20周年記念企画として、映画史上もっとも愛された女優オードリー・ヘプバーンの代表作9
作品を、2015年12月26日（土）～2016年1月3日（日）の9日間に一挙放送します。
本特集では、“銀幕の妖精”として今なお世界中の人々を魅了するオードリー・ヘプバーンの代表作9作品を、
高画質ハイビジョン・マスターで放送。さらに、9作品すべて、日本の映画ファンが慣れ親しんだ池田昌子さんに
よる日本語吹替版でも放送します。『ローマの休日』をはじめ5作品は、DVDおよびBlu-rayソフト未収録の貴重
な懐かしのテレビ吹替版で放送。また、特集の放送にあわせて、池田昌子さんのナレーションによる紹介番組も
放送します。映画ファンなら絶対に見逃せない総力企画に、是非ご注目ください。

特集 概要

【特 集 名】 イマジカBS開局20周年記念企画
総力特集「オードリー・ヘプバーン」
【放 送 日】 2015年12月26日（土）～2016年1月3日（日）
９日間連続９作品放送
[吹替版] 10：00～ ／ [字幕版] 19：00～

【放送作品一覧】

「ローマの休日」©2015 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

№1

『ローマの休日』 懐かし吹替版／字幕版

№6

『昼下りの情事』 ノーカット吹替版／字幕版

№2

『戦争と平和（'56）』 ノーカット吹替版／字幕版

№7

『麗しのサブリナ』 ノーカット吹替版／字幕版

№3

『許されざる者（'60）』 懐かし吹替版／字幕版

№8

『パリの恋人』 ノーカット吹替版／字幕版

№4

『噂の二人』 懐かし吹替版／字幕版

№9

『シャレード』 懐かし吹替版／字幕版

№5

『華麗なる相続人』 懐かし吹替版／字幕版

※放送作品とスケジュールの詳細は別紙資料（2枚）をご参照ください。

【本件に関するお問い合わせ】
株式会社 IMAGICA TV 放送事業局 BS編成制作部 イマジカBS広報担当
E-mail ：press@imagicatv.com
イマジカBS公式WEBサイト http://www.imagica-bs.com/
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別紙資料①

【12月の放送作品とスケジュール】
№

作品名
放送日

製作年
製作国

監督
出演（声の出演：懐かし吹替版 または ノーカット吹替版）

1953年
アメリカ

監督：ウィリアム・ワイラー
出演：オードリー・ヘプバーン（池田昌子）
グレゴリー・ペック（城達也）
エディ・アルバート（山内雅人）
パオロ・カルリーニ（広川太一郎）

1956年
アメリカ

監督：キング・ヴィダー
出演：オードリー・ヘプバーン（池田昌子）
ヘンリー・フォンダ（小山力也）
メル・ファーラー（井上倫宏）
ヴィットリオ・ガスマン（青羽剛）

1960年
アメリカ

監督：ジョン・ヒューストン
出演：オードリー・ヘプバーン（池田昌子）
バート・ランカスター（久松保夫）
オーディ・マーフィ（愛川欽也）
ジョン・サクソン（野田圭一）

1961年
アメリカ

監督：ウィリアム・ワイラー
出演：オードリー・ヘプバーン（池田昌子）
シャーリー・マクレーン（武藤礼子）
ジェームズ・ガーナー（福田豊土）
ミリアム・ホプキンス（七尾伶子）

1979年
アメリカ

監督：テレンス・ヤング
出演：オードリー・ヘプバーン（池田昌子）
ベン・ギャザラ（小林勝彦）
ジェームズ・メイソン（内田稔）
ミシェル・フィリップス（小宮和枝）

1957年
アメリカ

監督：ビリー・ワイルダー
出演：オードリー・ヘプバーン（池田昌子）
ゲイリー・クーパー（小川真司）
モーリス・シュヴァリエ（山野史人）
ジョン・マッギーヴァー（辻親八）

『ローマの休日』
1

12月26日（土） 10：00 懐かし吹替版
12月26日（土） 19：00 字幕版

『戦争と平和（'56）』
2

12月27日（日） 10：00 ノーカット吹替版
12月27日（日） 19：00 字幕版

『許されざる者（'60）』
3

12月28日（月） 10：00 懐かし吹替版
12月28日（月） 19：00 字幕版

『噂の二人』
4

12月29日（火） 10：00 懐かし吹替版
12月29日（火） 19：00 字幕版

『華麗なる相続人』
5

12月30日（水） 10：00 懐かし吹替版
12月30日（水） 19：00 字幕版

『昼下りの情事』
6

12月31日（木） 10：00 ノーカット吹替版
12月31日（木） 19：00 字幕版

※放送内容につきましては現状の予定で、変更となる場合がございます。
最新情報は下記のWEBサイトをご参照ください。

■総力特集「オードリー・ヘプバーン」特設WEBサイト・・・http://imagica-bs.com/AudreyHepburn/
■イマジカBS開局20周年特設WEBサイト
・・・http://imagica-bs.com/20th_Anniversary/

【本件に関するお問い合わせ】
株式会社 IMAGICA TV 放送事業局 BS編成制作部 イマジカBS広報担当
E-mail ：press@imagicatv.com
イマジカBS公式WEBサイト http://www.imagica-bs.com/
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別紙資料②

【1月の放送作品とスケジュール】
№

作品名
放送日

製作年
製作国

監督
出演（声の出演：懐かし吹替版 または ノーカット吹替版）

1954年
アメリカ

監督：ビリー・ワイルダー
出演：オードリー・ヘプバーン（池田昌子）
ハンフリー・ボガート（久米明）
ウィリアム・ホールデン（近藤洋介）
ジョン・ウィリアムズ（坂口芳貞）

1957年
アメリカ

監督：スタンリー・ドーネン
出演：オードリー・ヘプバーン（池田昌子）
フレッド・アステア（小川真司）
ケイ・トンプソン（谷育子）
ミシェル・オークレール（石塚運昇）

1963年
アメリカ

監督：スタンリー・ドーネン
出演：オードリー・ヘプバーン（池田昌子）
ケーリー・グラント（中村正）
ウォルター・マッソー（富田耕生）
ジェームズ・コバーン（小林清志）

『麗しのサブリナ』
7

1月1日（金） 10：00 ノーカット吹替版
1月1日（金） 19：00 字幕版

『パリの恋人』
8

1月2日（土） 10：00 ノーカット吹替版
1月2日（土） 19：00 字幕版

『シャレード』
9

1月3日（日） 10：00 懐かし吹替版
1月3日（日） 19：00 字幕版

【12～1月放送】
『総力特集オードリー紹介番組』

#1 永遠の恋人 ／ #2 女優オードリー

総力特集「オードリー・ヘプバーン」の放送を記念し、世界中から愛され続ける
女優オードリー・ヘプバーンの魅力を、オードリーの専属声優としてお馴染みの
池田昌子さんのナレーションでお伝えする紹介番組。特集で放送する9作品の
ダイジェスト映像とともに、池田さんの声で語られるオードリー自身の言葉を交
えながら、永遠に残る名画の中で今なお輝き続ける“銀幕の妖精”オードリーの
魅力をお伝えします。
※放送内容につきましては現状の予定で、変更となる場合がございます。
最新情報は下記のWEBサイトをご参照ください。

■総力特集「オードリー・ヘプバーン」特設WEBサイト・・・http://imagica-bs.com/AudreyHepburn/
■イマジカBS開局20周年特設WEBサイト
・・・http://imagica-bs.com/20th_Anniversary/
24時間365日

全部、名画。高画質 ハイビジョン。映画本編 ノーカットノーCM。

「イマジカBS・映画」は、ハリウッドからヨーロッパまで世界中から揃えた映画をハイビジョン高
画質、本編ノーカット・ノーCMで放送する映画チャンネルです。話題のヒット作から掘り出し物の
名画まで、映画ファン必見のラインナップをお届けします。スカパー！、J:COM、ひかりTV、全
国のケーブルテレビなどでご視聴いただけます。
（2015年9月末現在、視聴可能世帯数約493万4千世帯）

【本件に関するお問い合わせ】
株式会社 IMAGICA TV 放送事業局 BS編成制作部 イマジカBS広報担当
E-mail ：press@imagicatv.com
イマジカBS公式WEBサイト http://www.imagica-bs.com/

