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映画『X-MEN』初の TV シリーズの最新作

『レギオン』シーズン 2
FOX チャンネルで 2018 年 4 月 5 日(木)午後 11 時～日本最速放送
イケメン英国俳優 ダン・スティーヴンス主演

海外ドラマ・エンターテイメント専門チャンネル FOX（運営：FOX ネットワークス株式会社、本社：東京都品川区、代表取締
役社長：デイビッド・シン）は、大ヒット映画『X-MEN』初の TV シリーズの最新作『レギオン』シーズン 2 を 2018 年 4 月 5 日
(木)午後 11 時より日本最速！独占放送いたします。アメリカの放送からわずか 2 日後の放送となります。
『レギオン』は大ヒット映画『X-MEN』初の TV ドラマシリーズです。映画『X-MEN』の製作陣が集結し、原作コミックで描かれ
る世界を基に、新たな物語が綴られます。主人公デヴィッドは、他人の精神を自由自在に操ることができる地上最強のテレパ
スで“X-MEN”創始者であるチャールズ・エグゼビア(＝プロフェッサーX)の息子。強大なパワーを持つミュータント、レギオンと
して覚醒したデヴィッドが、虚構と現実の狭間で翻弄される姿、そしてその力を巡る壮絶な戦いが描かれます。デヴィッドと周
囲の人間たちとの心理錯綜、さらに謎の組織も絡んだ巨大な陰謀劇が交差し、先の見えないストーリーが展開。映画『XMEN』の世界観を共有しながらも、独創的で斬新な映像表現と深みのある物語が、今までとは一味違った『X-MEN』の世界を
作り出しています。
FOX チャンネルでは『レギオン』シーズン 2 を楽しんでいただくために、番組の予告編およびシーズン 1 のおさらい動画を公
式サイト(tv.foxjapan.com)に公開しています。作品の世界観を感じて頂き、放送を楽しみにして頂けたらと思います。FOX は
引き続き、アメリカで話題の人気作を日本最速でお届けしてまいります。
※画像クレジット： ©2018, FX Networks. All Rights Reserved.

放送スケジュール

※放送スケジュールは変更になる場合があります

『レギオン』 シーズン 2
FOX チャンネルで 2018 年 4 月 5 日(木)午後 11 時 日本最速！独占放送スタート
毎週木曜午後 11 時～ほか ※第 1 話は 5 分拡大放送となります
＜第 1 話ストーリー＞
球体に連れ去られたデヴィッドが、あるクラブでプノトミーたち（サマーランドのミュータントたち）に保護される。椅子に
体を縛り付けられた状態のデヴィッドは衰弱した様子で、不可解な言葉を発するのだった。その後、政府機関“ディビ
ジョン 3”へと移送され、自らが置かれている状況についてプノトミーから説明を受ける。そして恋人のシドニーとも再
会するが、連れ去られた日が前日だと思い込んでいた彼は、約 1 年前に姿を消したとシドニーに告げられ、唖然とす
るのだった。

『レギオン』 シーズン 2 主なキャスト

※画像クレジット： ©2018, FX Networks. All Rights Reserved

デヴィッド・ハラー (レギオン）役
地上最強のテレパスである X-MEN 創始者、チャールズ・エグゼビア（プロフェッサーX）の息子。しかし、本人
も父親もこの事実には気づいておらず、統合失調症の疑いから幼少期より精神科病院で治療を受けていた。
シドと病院で知り合ったことをきっかけに、おかしな幻覚だと思っていたものが現実のものなのかもしれないと
考え始め、希望を見出していく…。
シーズン 1 の終わりでは、シャドウ・キングのコントロールから解放されたものの、奇妙なオーブで誘拐され
てしまう。一年後、仮死状態だった彼の意識は戻ったが、過去 12 ヶ月の記憶がなかった…。

ダン・スティーヴンス
1982 年、イギリス・クロイドン出身。イギリス国家青年劇場で演劇を学び、ケンブリッジ大学では英文学を専
攻。学生時代に数々の学生プロダクションに参加し、演技の力をつけてきた。TV ドラマ「ダウントン・アビー」
のマシュー役で大ブレイクし、映画「ザ・ゲスト」、「誘拐の掟」、「ナイト ミュージアム エジプト王の秘密」に出
演。2017 年 4 月公開の実写版「美女と野獣」の野獣役にも抜擢されている。

シドニー・バレット （通称：シド）役
精神科病院でデヴィッドと知り合い、付き合うことになった謎多き女性。彼女に触れるとその身体に乗り移る
ことが出来るパワーを持つミュータント。

レイチェル・ケラー
1992 年、アメリカ・ミネソタ州セントポール出身。カーネギーメロン大学を卒業後、TV シリーズの「メンタリス
ト」、「スーパーナチュラル」に出演。中でも、自身の出身地であるミネソタ州が舞台となった「Fargo/ファーゴ」
のシモーヌ役を演じたことで有名となり、今最も期待されている若手女優の一人。

レニー・バスカー役
デヴィッドの友人。ドラッグとアルコール依存が原因で何年も精神科病院に入院していたが、本人はかなりの
楽天家であり、いつの日か人生に変化が訪れることを信じて生きている。

オーブリー・プラザ
1984 年、アメリカ・デラウェア州出身。ニューヨーク大学映画学科を卒業後、コメディエンヌとして舞台に立ち
始める。2009 年の TV シリーズ「パークス・アンド・レクリエーション」でエイプリル役を演じ、2012 年のコメデ
ィ映画「彼女はパートタイムトラベラー」で主演の座を獲得する。また、「モンスターズ・ユニバーシティ」では声
優を務めるなど、多彩に活動している。

メラニー・バード役
ミュータントたちを保護する施設サマーランドのリーダー。頭の良く切れるセラピスト。
シーズン 2 では、サマーランドのリーダーを辞任し、政府機関“ディビジョン 3”で働き、悲惨な薬物に悩まさ
れるうつ状態に陥っている。

ジーン・スマート
1951 年、アメリカ・ワシントン州シアトル出身。TV を中心に映画・舞台でも活躍する多才な女優。「そりゃない
ぜ!?フレイジャー」ではゲスト出演女優部門でエミー賞を受賞、「The District」でもエミー賞にノミネートされ
た。その他、「浮気なおしゃれミディ」や「Fargo/ファーゴ」にも出演。「24」では大統領夫人のマーサ・ローガン
役を演じた。映画では、「ミストレス」、「写真家の女たち」、「メラニーは行く!」、「終わりで始まりの 4 日間」など
で好演している。

プトノミー・ウォレス役
サマーランドのスペシャリストの一人。映像記憶能力を持ち、身の回りで起こる全てのことを記憶することが
できる。さらには他人の記憶を読み取ることができるが、他人のトラウマが自分のトラウマとなることもあり、
自分の能力が裏目に出ることも。

ジェレミー・ハリス
ジュリアード音楽院で演劇を専攻後、演劇、映画、TV ドラマの世界で活躍。「誘拐の掟」、「Pariah」、「余命
90 分の男」などの映画、TV シリーズでは「Bessie」、「ブルーブラッド 〜NYPD 家族の絆〜」、「パーソン・オ
ブ・インタレスト」などに出演。

『レギオン』 シーズン 2 主なキャスト 続き
ケリー・ラウダーミルク役
サマーランドのスペシャリストの一人。行動していないと気が済まない武闘派。

アンバー・ミッドサンダー
俳優デイビット・ミッドサンダーの娘。「Longmire」、「Banshee/バンシー」、「Hell or High Water」などの TV
シリーズやドラマに出演。

ケリー・ラウダーミルク役
サマーランドのスペシャリストの一人で遺伝学者。普段は物静かだが、愛するもののためには命がけで立ち
向かう。

ビル・アーウィン
1950 年、アメリカ・カリフォルニア州サンタモニカ出身。1980 年にロビン・ウィリアムズ主演の「ポパイ」でデビ
ュー。その他、「グリンチ」、「レイチェルの結婚」などの映画に出演。「インターステラー」では、人工知能を備
えたロボット TARS の声を担当。舞台作品の演出にも力を注ぎ、1989 年の「Largely New York」でトニー賞
監督賞、男優賞と振り付け賞にノミネートされる。ドラマでは「CSI：科学捜査班」や「LAW & ORDER: 性犯罪
特捜班」などにゲスト出演している。

オリバー・バード役
メラニーの夫で、強力の運動能力を持つミュータント。ジャズとスコッチを愛する科学者。長い間、アストラル
界に幽閉されており、その時の記憶が無い。

ジェマイン・クレメント
1974 年、ニュージーランド・マスタートン出身。ヴィクトリア大学ウェリントンで演劇と映画学科を専攻し、コメ
ディアン、ミュージシャンとして活動。俳優としては、映画「メン・イン・ブラック 3」や「BFG: ビッグ・フレンドリ
ー・ジャイアント」などに出演。2016 年公開(日本では 2017 年公開)の「モアナと伝説の海」では声優を務め
ている。

アマール・ファルーク(シャドウ・キング)役
シャドウ・キング。邪悪なミュータントを探し出し、コントロールしようとするミュータント。彼は長い年月にわた
り、デヴィッドの記憶を餌に寄生していた。
シーズン 2 ではキーパーソンとなる。

ナヴィド・ネガーバン
1968 年 6 月 2 日、イラン出身。ドラマ「HOMELAND」でアブ・ナジール役を演じる。その他出演作は、映画
『彼女が目覚めるその日まで』 (2016)、映画『アメリカン・スナイパー』 (2016)ほか。

■ FOX チャンネルとは
全米のゴールデンタイムで放送中の大人気ドラマやバラエティー番組等、最強のエンターテイメントを最速でお届けして
いる有料チャンネル。『ウォーキング・デッド』、『NCIS ～ネイビー犯罪捜査班』といった大ヒットシリーズや、マーベルが
手がける TV ドラマ『The Gifted』や『レギオン』などの注目作品をどこよりも早くオンエア。まるで本国で見ているようなリ
アルタイム感で話題作を堪能できる。スカパー！、J:COM、ケーブルテレビ、IPTV、dＴＶ、Ｈulu などで視聴可能。

＜チャンネル公式リンク＞
Web：
tv.foxjapan.com
Facebook：
facebook.com/foxtvjapan
Twitter：
twitter.com/foxtvjapan
Instagram：
instagram.com/foxtvjapan
Entertainment web media：
jalee.jp

(アカウント名: FOX)
(アカウント名: 海外ドラマの FOX チャンネル)
(アカウント名: FOX チャンネル)
(媒体名: JALEE／ジャリー)

≪報道関係者の方のお問い合わせ先≫
FOX ネットワークス株式会社 マーケティング部 PR foxtvpr@fox.com
■視聴者の方のお問い合わせ先

FOX カスタマーサービス

TEL.0570-000-620

（10:00-20:00 年中無休）

