
日本全国1万人のファンが選ぶ
「あなたの好きな2時間サスペンス」ランキング結果発表！

第1位は市原悦子主演の大人気シリーズ
「2時間サスペンスといえばこの人！男優・女優ランキング」は

船越英一郎＆片平なぎさが1位を獲得
ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントがお届けする日本唯一のミステリー専門チャンネル ＡＸＮミステリー(株式会社ミステリチャンネル、本社:東
京都港区、代表取締役社長:滝山正夫）、映画・チャンネルNECO（日活株式会社、本社：東京都文京区、代表取締役社長：佐藤直
樹）、チャンネル銀河（チャンネル銀河 株式会社、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：寺嶋博礼）、日本映画専門チャンネル
（日本映画放送株式会社、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉田成道）、ファミリー劇場（株式会社ファミリー劇場、本社：東
京都港区、代表取締役社長：服部洋之）、ホームドラマチャンネル（松竹ブロードキャスティング株式会社、本社：東京都中央区、代表取締
役社長：井田寛）は合同で、2019年9月～10月に放送する「6チャンネル横断！2時間サスペンス大特集」を記念して、「あなたの好きな2時
間サスペンス 投票キャンペーン」を実施しました。日本全国1万人以上の投票により、人気の2時間サスペンス、男優、女優のランキングが遂に決
定しました。
TOP3には、伝説的な2時間サスペンスが勢揃いしました。第3位は古谷一行主演の「金田一耕助シリーズ」。TBSで長期にわたり放送された本
作は、原作に最も忠実な金田一像として、ファンからの人気を集めています。第2位は水谷豊ほか、数多くの俳優によって演じられた「浅見光彦シ
リーズ」。良家の御曹司でフリールポライターの浅見光彦が取材先で起こる殺人事件を解決していく、旅情ミステリーの名作です。そして、栄えある
第1位は市原悦子主演の「家政婦は見た！」。松本清張原作の「熱い空気 家政婦は見た！」から発展した本作は、1983年から2008年の長
期間にわたって続き、土曜ワイド劇場の歴代最高視聴率を記録した伝説の2時間サスペンスです。「2時間サスペンスといえばこの人！男優、女
優ランキング」は、2時間サスペンスの帝王・女王と言われる船越英一郎と片平なぎさがそれぞれ第1位にランクイン。9月、10月に放送する「6チャ
ンネル横断！2時間サスペンス大特集」では、2人が共演する「小京都ミステリー」をはじめ、船越英一郎主演の「刑事 吉永誠一 涙の事件簿シ
リーズ」、「火災調査官・紅蓮次郎シリーズ」、片平なぎさ主演の「赤い霊柩車1」、「ショカツの女 新宿西署 刑事課強行犯係」、「カードＧメン小
早川茜」など、数々の出演作を放送します。2ヶ月間で合計2000時間を超える2時間サスペンスを見られるのはBS・CSチャンネルならでは！この
秋はBS・CSで2時間サスペンスをじっくりとお楽しみください。

■BS・CS6チャンネル合同企画「あなたの好きな2時間サスペンス」ランキング 結果発表！
結果一覧は特設サイトに掲載！（https://www.mystery.co.jp/present/2suspense_vote）
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第1位：家政婦は見た！

ＡＸＮミステリー「家政婦は見た！」（全25話）
9/18（水）深夜0:00amスタート

※9/1（日）深夜1:30am～ 「熱い空気 家政婦は見た！」を放送

第2位：浅見光彦シリーズ

第3位：
金田一耕助シリーズ

（古谷一行版）

ＡＸＮミステリー「浅見光彦ミステリー」（全8話）
9/8（日）4:00pmスタート

※9/1（日）10:00pm～ 第1話先行放送

ＡＸＮミステリー「金田一耕助シリーズ」
毎週金曜4:00pm～ 放送中

©大映テレビ

© 東阪企画 / TBS

©近代映画協会

第4位：
十津川警部
シリーズ

第5位：赤い霊柩車

No Image

©大映テレビ

映画・チャンネルNECO 
「赤い霊柩車1」

9/15（日）1:10pmスタート

https://www.mystery.co.jp/present/2suspense_vote


■BS・CS6チャンネル合同企画「あなたの好きな2時間サスペンス」ランキング 結果発表！

■2時間サスペンスといえばこの人！男優・女優ランキング
＜男優ランキング＞

第6位
松本清張原作の２時間サスペンス

第7位
法医学教室の
事件ファイル

第8位
タクシードライバーの
推理日誌シリーズ

第9位
江戸川乱歩の
美女シリーズ

第10位
温泉若おかみの
殺人推理

第1位： 船越英一郎
第2位： 渡瀬恒彦
第3位： 小林稔侍
第4位： 橋爪功
第5位： 古谷一行
第6位： 水谷豊
第7位： 藤田まこと
第8位： 高橋英樹
第9位： 天知茂
第10位： 愛川欽也
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ファミリー劇場
「タクシードライバーの
推理日誌シリーズ」

毎週月曜～木曜 1:00pm 放送中

ファミリー劇場
「江戸川乱歩の美女シリーズ」
10/1(火)7:00pmスタート

©松竹

ホームドラマチャンネル
「温泉若おかみの
殺人推理シリーズ」

9/2（月）1:15pmほか

©大映テレビ

No 
Image

©ＢＳ日テレ

チャンネル銀河
「松本清張サスペンス
球形の荒野」

9/29（土）2:00pmスタート

©NTV

日本映画専門チャンネル
「松本清張スペシャル 危険な斜面」

9/2（月）1:00pmほか

僅差（4票差）で
次点となったドラマは
こちら！

日本映画専門チャンネル
「山村美紗サスペンス
名探偵キャサリン」

9/25（水）
1:00pmスタート

©テレパック／ＴＢＳ

チャンネル銀河
「松本清張サスペンス 黒の回廊」

9/2（月）1:50amスタート

©NTV

ホームドラマチャンネル
船越英一郎

「火災調査官・紅蓮次郎シリーズ」
9/1（日）6:00pmスタート

©大映テレビ

船越英一郎出演作品

©FCC

映画・チャンネルNECO
「松本清張没後20年特別企画

市長死す」
9/21（土）2:30pmスタート



■ 2時間サスペンスといえばこの人！男優・女優ランキング
＜女優ランキング＞

【「あなたの好きな2時間サスペンス」投票キャンペーン 実施概要】
期間：2019年6月21日～7月31日 方法：インターネット投票 ※「好きな作品」は複数投票可（3件まで）
対象：10代～70代以上の全国男女 応募総数：11,006件
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第1位： 片平なぎさ
第2位： 市原悦子
第3位： 山村紅葉
第4位： 名取裕子
第5位： 沢口靖子
第6位： 浅野ゆう子
第7位： かたせ梨乃
第8位： 東ちづる
第9位： 眞野あずさ
第10位： 泉ピン子

片平なぎさ出演作品

「あなたの好きな2時間サスペンス」ランクインした作品を見るなら、BS・CSチャンネル！
「家政婦は見た！」「赤い霊柩車」「松本清張原作サスペンス」など、2時間サスペンスの名作が勢揃い！

「6チャンネル横断！2時間サスペンス大特集」 9月、10月
ＡＸＮミステリー、映画・チャンネルNECO、チャンネル銀河、日本映画専門チャンネル、ファミリー劇場、ホームドラマチャンネル
各チャンネルの全放送ラインアップは特設サイトに掲載！ https://www.mystery.co.jp/2suspense_special

ＡＸＮミステリー「小京都ミステリー」
9/22（日）4:00pmスタート

※第1話先行 9/1（日）6:00pm
©大映テレビ

映画・チャンネルNECO
「混浴露天風呂連続殺人24」
9/6（金）0:30pmスタート

©テレパック

チャンネル銀河「警部補 佃次郎」
9/21（土）5:00amスタート

©テレパック

日本映画専門チャンネル
「地方記者・立花陽介」

10/1（火）9:00amスタート
「地方記者・立花陽介18 津軽弘前通信局」©オセロット

ファミリー劇場
「刑事 吉永誠一 涙の事件簿シリーズ」

9/21(土)1:00pmスタート

ホームドラマチャンネル
松本清張サスペンス「鬼畜」

10/13（日）10:00pm ほか ©松竹

チャンネル銀河
「ショカツの女新宿西署
刑事課強行犯係」

9/23（月）7:45pmスタート

©大映テレビ

日本映画専門チャンネル
「カードGメン小早川茜」

10/28（月）11:00amスタート

©ネクスト・プロデュース／ＴＢＳ

映画・チャンネルNECO 「赤い霊柩車1」
9/15（日）1:10pmスタート

https://www.mystery.co.jp/2suspense_special
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＜ＡＸＮミステリーについて＞ http://mystery.co.jp
ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントがお届けする日本唯一のミステリー専門チャンネル。全世界で話題沸騰の「SHERLOCK シャーロック」、イギリスで国民的人気を
博す「刑事フォイル」、王道ミステリー「シャーロック・ホームズの冒険」、「名探偵ポワロ」、「アガサ・クリスティー ミス・マープル」などの英国ドラマをはじめ、イタリア、フランス、
日本など、世界各国の上質なミステリードラマを24時間オンエア！

＜映画・チャンネルNECOについて＞ https://www.necoweb.com/neco/
日本映画の最新ヒット作から名作、掘り出し作品までたっぷりとお届け。さらにはドラマやアニメ、バラエティも充実した”テレビ好きの大人を満たす”エンターテイメントチャン
ネル！ 視聴可能世帯は約787万世帯（2018年6月末時点）！
映画以外にも連続ドラマ、2時間サスペンス、「いろはに千鳥」等の人気バラエティから様々な切り口の特集番組まで、24時間365日強力なラインナップでお届け！
シリーズ一挙や映画・ドラマ・特番の一挙など”一挙放送”も充実し、見ると当たる視聴者プレゼントも豊富！
J:COM（500ch）、スカパー！（223ch）、スカパー！プレミアムサービス（633ch）、全国のケーブルTVやIPTVで視聴可能です。

＜チャンネル銀河について＞ https://www.ch-ginga.jp/
大河「元禄繚乱」、中国「月に咲く花の如く」、韓国「王の顔」、トルコ「オスマン帝国外伝」他、日本初放送を含む世界各国の歴史ドラマから「松本清張サスペンス」、
「孤独のグルメ」等の国内ドラマやNHKの豪華歌謡番組まで大人世代の番組が満載のドラマ・エンターテインメントチャンネル。J：COMなど全国のケーブルテレビや、ス
カパー!、IPTVを通じ、約569万世帯（2019年4月末現在）のお客様にご覧いただいています。

＜日本映画専門チャンネルについて＞ https://www.nihon-eiga.com/
映画ファン必見の話題作の数々を放送中！「日曜邦画劇場」は最新作中心に、解説や対談もお届け！「蔵出し名画座」などクラシック特集に加え、
「倉本聰劇場」「山田太一劇場」と銘打ち日本ドラマ屈指の名作も放送！
スカパー！（BS255ch）、「スカパー！プレミアムサービス」（634ch）、J:COM（501ch）、全国のケーブルTVやIPTVで視聴可能です。

＜ファミリー劇場について＞ https://www.fami-geki.com/
AKB48、STU48、オカルト、声優、ドラマ、アニメ、特撮など、観たい！知りたい！という気持ちに応えるラインアップでお届けしています。全国のケーブルテレビ局、スカ
パー！ (293ch)、スカパー！プレミアムサービス（660ｃｈ）、ブロードバンドＴＶで現在約780万世帯で視聴可能です。

＜ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマについて＞ https://www.homedrama-ch.com/
韓国ドラマ、時代劇、国内ドラマの初放送や人気作品を毎日放送。さらに、話題のＫ－ＰＯＰや人気のバラエティ番組もゾクゾク登場！ご家族みんなで楽しめるドラ
マ専門チャンネルです。スカパー！（CS 294）、スカパー！プレミアムサービスＨＤ（Ch.661）、J：COM（Ch.555）、ひかりTV（Ch.460）、全国のケーブル
TVで視聴可能です。

【放送問い合わせ・番組素材等をご希望の方はこちらまで】
ＡＸＮミステリー 広報 川戸 TEL:03-6381-5955 yujiro.kawato@spe.sony.com
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