
 

 

 

 

エンタメ 

●「ぶらぶら美術・博物館 ２時間スペシャル」 
［放送日時］ 6月 15日（火）20:00～21:54  ※ピュア 4K 

［出演者］ 山田五郎、おぎやはぎ、高橋マリ子 

[番組概要］ 富士山を臨む絶景スポットで、歴史・アート探訪！ 

徳川家康ゆかりの神社とお城をぶらぶら。 

番組後半では過去に訪れた日本各地の世界遺産も紹介。 

京都はじめ全国の世界遺産・傑作選を届けします。 

 

ドキュメンタリー 

         

（モードの帝王「ジョルジオ・アルマーニ」美の哲学とは？）    （時計業界の革命児「リシャール・ミル」の超絶技巧とは？） 

●「時代を創ったブランド〜モードの帝王「ジョルジオ・アルマーニ」美の哲学とは？〜」  
［放送日時］ 6月 13日（日）22:00～22:54   ※ピュア 4K 

[番組概要］ 目まぐるしく移り変わるファッション業界で、長く頂点に君臨し続けているジョルジオ・アルマーニ。 

モードの最前線を走り続けるアルマーニの美学とは？ 

 

●「時代を創ったブランド〜時計業界の革命児「リシャール・ミル」の超絶技巧とは？～」  
［放送日時］ 6月 20日（日）22:00～22:54   ※ピュア 4K 

[番組概要］ 投げても落としても壊れないトゥールビヨン。Ｆ１やロケットの技術などを駆使し、 

ネジ・歯車ひとつから開発。どのブランドも到達していない最高級複雑時計の超絶技巧。 

 

紀行・ドキュメンタリー 

●「日本に恋したゴッホ ～北川景子が歩く天才画家の旅路～」 
［放送日時］ 6月 25日（金）19:00～20:54   ※ピュア 4K 

［出演者］ 北川景子、原田マハ 

[番組概要］ 日本人から圧倒的な人気を誇る「ゴッホ」。 

なぜこれほど日本人に愛されるのか？自身もゴッホの大ファンと 

いう女優・北川景子が、その謎を探るヨーロッパの旅へ。 

ガイド役にはアート小説という新ジャンルを築いた作家・原田マハ。 

４Ｋで収録されたゴッホの名画や、パリをはじめとしたヨーロッパの 

美しい風景を存分に堪能しながら、ゴッホの知られざる魅力や、 

日本との意外な繋がりに迫る。 

 

※画像の使用に関しましては、別途、ＢＳ日本 広報部にお問い合わせください。ＴＥＬ.03-6228-5513 / pub@bs4.co.jp 



報道 

●「深層ＮＥＷＳ」  
［放送］毎週月曜～金曜 22:00～23:00  ※ピュア 4K 

［出演］ 

小栗 泉（日本テレビ報道局解説委員）＜月・火＞キャスター 

右松 健太（日本テレビ報道局）＜水・木＞キャスター 

鈴木 あづさ（日本テレビ報道局）＜隔週金＞キャスター 

加藤 聡（日本テレビ報道局）＜隔週金＞キャスター 

飯塚 恵子（読売新聞編集委員）＜月～木＞コメンテーター 

笹崎 里菜（日本テレビ）＜月・火＞アナウンサー 

久野 静香（日本テレビ）＜水・木＞アナウンサー 

杉野 真実（日本テレビ）＜金＞アナウンサー 

[番組概要］ 混迷の時代、「日本の羅針盤」に。旬のゲストに気になるテーマを生直撃。小栗泉キャスターが約３０年 

の記者キャリアの全てを注ぎ込んで、ネットでは探せない価値ある情報をゲストからじっくりと引き出します。 

右松健太キャスターは真相の深層をゲストに迫り、読売新聞の飯塚恵子編集委員はニュースの見方を示しトークを 

引き締めます。 

 

そのほかのピュア４Ｋ番組 

●木曜は！特選時代劇「佐武と市捕物控」 
［放送］ 6月 24日（木）19:00～20:54   ※ピュア 4K 

［出演] 小池徹平、遠藤憲一、里見浩太郎、内山理名、福田麻由子、藤田弓子、内藤剛志、増田明美（ナレーション） 

●「パンダ故郷へ帰る ～誕生・成長・そして野生へ 密着２年半～」 
［放送］ 6月 27日（日）14:00～16:55   ※ピュア 4K 

●ＢＳ日テレ 開局 20年スペシャル番組 石原裕次郎 5作特別企画 

◎映画「太陽の季節」（1956年） 
［放送］ 6月 12日（土）12:00～13:55   ※ピュア 4K 

［出演] 南田洋子、長門裕之、三島耕、佐野浅夫、岡田真澄、石原裕次郎、石原慎太郎 ほか 

◎映画「狂った果実」（1956年） 
［放送］ 6月 13日（日）12:00～13:55   ※ピュア 4K 

［出演］ 北原三枝、石原裕次郎、津川雅彦、東谷暎子、岡田真澄、石原慎太郎、長門裕之 ほか 

◎映画「嵐を呼ぶ男」（1957年） 
［放送］ 6月 18日（金）19：００～20:54   ※ピュア 4K 

[出演] 北原三枝、石原裕次郎、青山恭二、芦川いづみ、白木マリ、岡田眞澄、金子信雄 ほか 

◎映画「銀座の恋の物語」（1962年） 
［放送］ 6月 19日（土）12:00～13:55   ※ピュア 4K 

[出演] 石原裕次郎、浅丘ルリ子、江利チエミ、ジェリー藤尾、和泉雅子、清川虹子、清水将夫 ほか 

◎映画「夜霧よ今夜も有難う」（1967年） 

［放送］ 6月 20日（日）１2：００～13:55   ※ピュア 4K 

[出演] 石原裕次郎、浅丘ルリ子、二谷英明、太田雅子、伊藤るり子、佐野浅夫、二本柳寛 ほか 
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皆さまのおかげで開局 20年 



4K 8K

LINE UP

衛星放送で
見ようよ！月間

新

BS朝日では、「新4K・8K衛星放送で見ようよ！月間」期間中
4K制作のスペシャル番組を多数ラインナップ！

さらに、4Kレギュラー番組も期間中は一層の企画充実！
迫力満点の高精細映像を視聴者の皆様にお届けします。

ぜひご期待ください！

スーパー4Kマジック第7弾
Mr.マリックVS最強の東大生軍団

大江戸事件帖 美味でそうろう ワールドプロレスリングリターンズ
4Kスペシャル 東京国立博物館 150年の謎

京都ぶらり歴史探訪 新 鉄道・絶景の旅

人生、歌がある
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スーパー4Kマジック第7弾
Mr.マリックVS
最強の東大生軍団
～最先端のミステリーを全部見せるSP～

マジックを４Kで撮影する好評企画。第６弾で好評を得た“東
大生！超魔術見破りバトル”がバージョンアップ！Mr.マリッ
クが繰り出す超魔術に秘められたトリックに、クイズ番組で
人気の鶴崎修功率いる最強の東大生軍団が挑戦します。意
地とプライドが火花を散らす、頭脳の格闘技！

名作と誉れ高い時代劇スペシャル
を、4Kデジタルリマスター化。前後編
合わせて5時間、一挙放送します。
鋭敏な味覚を持ち、秀でた食の知識
を持つかわら版屋の柿江新平太（北
村一輝）。相棒の絵師、お鶴（南沢奈
央）らとともに江戸で起こる事件の
数々に挑んでいきます。

新日本プロレスの熱き闘いをゴール
デンタイムにたっぷりと、メインマッ
チは長尺で。選手インタビューなども
含めた熱狂の1時間を、“金曜よる8
時”にお届けしています。通常は2K放
送ですが、この回は迫力と臨場感満
載の4K放送を予定しています。

BS朝日開局20周年記念番組として
好評を博した4K番組をアンコール放
送。日本で最も歴史のある博物館「東
京国立博物館」の謎に迫ります。89件
の国宝、12万件以上の文化財、展示
の裏側や修復の現場も徹底調査！
出演：石坂浩二、ヤマザキマリ、池上英洋

人気恒例企画を「見ようよ！月間」にスペシャル放送！

人気４Kレギュラー番組が「見ようよ！月間」にスペシャル企画！

2Kの名作番組を
４Kデジタルリマスター化！

2K放送のプロレスを
４Kスペシャル放送！

好評のあの４K番組を
スペシャルアンコール！

４Kミニ番組を特別放送！
金沢・国立工芸館の美術作品を紹介！

（初回2015/12/4・5）
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※6月５日から５週連続放送

【お問い合わせ】 BS朝日・宣伝担当／岩崎・田中・湯浅  TEL. 03（5412）9225

（初回2021/3/28）

6/4
大江戸事件帖 美味でそうろう
4Kデジタルリマスター版

ワールドプロレスリングリターンズ
4Kスペシャル

東京国立博物館 150年の謎
ミュージアム＆トリップ in 金沢

金沢に開館した国立工芸館の所蔵作品を、
４Kカメラの高精細な収録方式で撮影。工芸
館そばのスポットも紹介します。

京都ぶらり歴史探訪 新 鉄道・絶景の旅

京都を代表する寺院、そして貴重な文化財を巡り、美
しさの中に込められた奥深い歴史を探ります。「最高
位の禅寺・南禅寺　禁断の扉を開く」「戦国のゴッドマ
ザー・ねね」「貴船・鞍馬 伝説の山」などを放送予定！
旅人：中村雅俊、宇梶剛士、渡辺大

林家たい平のナレーションとともに、日本各地をめぐ
る鉄道のすばらしさを高精細映像で堪能できる、鉄
道紀行番組の決定版。６月は新緑まぶしい「風薫る初
夏の長崎紀行」のほか、「江ノ電の旅」「秩父鉄道で行
く！秩父霊場めぐり」などを放送予定です。

人生、歌がある

美しい４K歌唱映像とともに、視聴者の皆様に名曲の
数々をご紹介。司会：五木ひろし、サブ司会：伍代夏
子、藤あや子、坂本冬美、中澤卓也でお送りしていま
す。６月は、作詞家・佐伯孝夫、たかたかしの名曲を豪
華出演陣が歌い継ぎます。

毎週●曜水 20:00 毎週●曜木 20:00

毎週●曜土 11:55-12:00

毎週●曜土 19:00

6/15 17:00●火  曜

6/25 21:00●金  曜

6/20 21:00●日  曜

20:00●金  曜
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