
   
 
 
 

 
   
 

 
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：西川高幹）は、『Glee』の生みの親、奇才ライアン・マーフィーが手掛ける斬新スタイリッシュ・ホラー『アメリカン･ホラー･スト

ーリー：カルト』を 2018 年 4 月 23 日(月)午後 10 時より日本最速！独占放送いたします。本作はシリーズ 7 作目の最新作

で、アメリカで 2017 年秋に放送を開始したばかりです。本シリーズは第 9 弾まで制作が決定しています。 
 
 『アメリカン･ホラー･ストーリー』は『Glee』、『NIP/TUCKーハリウッド整形外科』など、ジャンルを超えて革新的な作品を世に

送り続けている奇才ライアン・マーフィーが、頭をかき乱されるようなホラー作品をスタイリッシュに演出した人気シリーズで

す。シーズン毎に異なるテーマが設けられ、登場人物なども一新。実際に起こった事件、史実にインスパイアされたもの、社会

的メッセージを持っているものも多く、第 7 弾となる本作は米大統領選を“カルト”の視点から描きます。2016 年米大統領選の

ドナルド・トランプやヒラリー・クリントンらの実際の映像から番組がスタート。大統領選挙で最後まで結果が注目されたミシガン

州を舞台に、選挙の結果を巡って悲嘆する主人公アリーと歓喜するカルト集団のリーダー、カイ両陣営の対立を、卓越したスト

ーリー構成と惨忍ながらエレガントな映像美でスタイリッシュに描きます。 
 
 FOX チャンネルでは『アメリカン･ホラー･ストーリー：カルト』を楽しんでいただくために、番組の予告編を公式サイト

(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： ©2017 Fox and its related entities. All rights reserved. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  
 
 

プレスリリース 
報道関係者各位 

2018 年 4 月 18 日 
FOX ネットワークス株式会社 

 
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   

『アメリカン･ホラー･ストーリー：カルト』 
FOX チャンネルで 2018 年 4 月 23 日(月)午後 10 時 日本最速！独占放送スタート 
毎週月曜午後 10 時～ほか  
＜第 1 話ストーリー＞ 
2016 年の選挙の夜。ドナルド・トランプがアメリカ大統領となった。ヒラリー・クリントンを応援していたアリーと彼女の妻
アイビーにとっては、悲嘆にくれる夜となった。それは心に闇を持つ少女ウィンターにとっても同じだった。しかし、ウィン
ターの兄でカルト集団のリーダー、カイはトランプの勝利に歓喜していた。アリーは選挙をきっかけに、過去に悩んでい
た恐怖症が再発。一方、血気盛んなカイは地域の議会で自分の主張を無視されたことで、暴力的になる。そして、アリー
とアイビーは息子のオズに、新しいベビーシッターを雇うが、その夜に惨忍な殺人事件が起こる。そのベビーシッターが
実は・・・。そして、事件の唯一の目撃者が・・・。 
 

『Glee』の生みの親、奇才ライアン・マーフィーが手掛ける 
斬新スタイリッシュ・ホラー・シリーズ第 7 弾 
『アメリカン･ホラー･ストーリー：カルト』 

FOX チャンネルで 2018 年 4 月 23 日(月)午後 10 時～日本最速放送 



 
 
 

 
 

  

『アメリカン･ホラー･ストーリー』 企画・製作総指揮・脚本 

アリー・メイフェア・リチャーズ役 
9.11 事件で心に闇を抱えたニューヨーカー。9.11 以降、彼女の妻の助けを借りて 3 つの恐怖と戦っていた。
しかし、アメリカ大統領選がきっかけで、元々精神不安定のアリーは再び恐怖心を覚えるようになってしまう。  
■アリーが持つ 3 つの恐怖症→ブツブツ恐怖症 (蜂の巣、石鹸の泡など、小さな穴の集合体に対して 

極度の恐れを抱く)／ピエロ恐怖症／血液恐怖症 
サラ・ポールソン 
1974 年 12 月 17 日生まれ。アメリカ／フロリダ州タンパ出身。 
1994 年に「Law&Order」のゲスト出演でドラマデビュー、翌年「Friends at Last(原作)」でレギュラーデビュー
を果たす。2012 年にジュリアン・ムーア、エド・ハリスと共演したテレビ映画「ゲーム・チェンジ 大統領選を駆
け抜けた女」で、ゴールデン・グローブ助演女優賞を受賞。また、キューバ・グッディング・ジュニアと共演した
「アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件」ではエミー賞とゴールデン･グローブ賞を W 受賞し話
題となった。その他の出演作品には、「ザ・スピリット」、「ハート・オブ・ウーマン」、「カーラの結婚宣言」、「そ
れでも夜は明ける」などがある。 
本シリーズには、2 作目「精神科病棟」よりレギュラー出演。「精神科病棟」、「怪奇劇場」と「ホテル」でエミー
賞助演女優賞に、「魔女団」で同賞主演女優賞にノミネート！ 

 
 
 
アイビー・メイフェア･リチャード役 
アイビーの過去はほとんど知られていないが、9.11 以降にアリーと出会い、アリーの病気に共に闘っていた。
結婚し、2 人の間にはオズという名前の息子がいる。アイビーは、2016 年の大統領選挙で再び恐怖症を悪
化させたアリーと自分の家族を心配している。 
アリソン・ピル 
1985 年 11 月 27 日生まれ。カナダ／オンタリオ州トロント出身。 
初出演の「The Lieutenant of Inishmore(原題)」でトニー賞ノミネート、「On the Mountain(原題)」でルシール
ローテル賞にノミネートされた。映画「女神の見えざる手」 (2016)の ジェーン・モロイ役、ドラマ「ニュースル
ーム」マギー（マーガレット）・ジョーダン役、「ウォーレン・ファミリーの秘密」(2016)。私生活では、2015 年に
米国俳優のジョシュア・レナードと結婚。 

 
 
 
カイ・アンダーソン役 
1960 年代にカルト集団の指導者として君臨したチャールズ・マンソンの再来のように、そしてまたある時は、
1950 年にサイエントロジー宗教の創設者として名を知らしめた L・ロン・ハバードのような、カリスマ的カルト
集団のリーダー。 
エヴァン・ピーターズ 
1987 年 1 月 20 日生まれ。アメリカ／ミズーリ州セントルイス出身。 
出演作は、映画「X-MEN:アポカリプス」、「X-MEN:フューチャー&パスト」のピーター / クイックシルバー役、
ドラマ「アメリカン・ホラー・ストーリー：ホテル」のミスター・マーチ役など。 
プライベートでは「Adult World(原題)」での共演をきっかけに交際し、「アメリカン・ホラー・ストーリー」で共演
をしたエマ・ロバーツと 2014 年 1 月に婚約するも 2015 年 6 月に婚約を解消した。 
アメリカン・ホラー・ストーリーでは 1 作目の「呪いの館」よりレギュラーとして出演。 
 
 

※画像クレジット： ©2017 Fox and its related entitles. All rights reserved. 

ライアン・マーフィー 
1965 年、アメリカ・インディアナ州出身。 
エミー賞を含む数々の賞を受賞し、社会現象を巻き起こした TV ドラマ「Glee」や「New Normal おにゅ～な家族のカタチ」の企
画、製作総指揮を務める。それ以前には、批評家から絶賛された「NIP/TUCK ーハリウッド整形外科医」の企画、製作総指揮と
して、2004 年に初のエミー賞ノミネートを果たし、2005 年にはゴールデン・グローブ賞の最優秀ドラマシリーズ賞を受賞する。
記者としてキャリアをスタートし、「ロサンゼルス・タイムズ」や「エンターテイメント・ウィークリー」などに寄稿していた経歴を持
つ。脚本家としてのキャリアは、1990 年代後半に自身が執筆し、スティーブン・スピルバーグが購入した脚本「Why Can’t I Be 
Audrey Hepburn?」から始まる。また、2006 年にはアネット・ベニング主演の「ハサミを持って突っ走る」、2010 年にはジュリ
ア・ロバーツ主演、ブラッド・ピット製作総指揮の「食べて、祈って、恋をして」で映画監督も務めている。近年では 2014 年エミー
賞作品賞受賞のテレビ映画「ノーマル・ハート」も大きな話題となった。 
 
 
『アメリカン･ホラー･ストーリー：カルト』 主なキャスト 



 
  

 
 
 

  

『アメリカン･ホラー･ストーリー：カルト』 主なキャスト  続き 

※画像クレジット： ©2017 Fox and its related entitles. All rights reserved. 

ルーディ・ヴィンセント役 
カイとウィンターの兄。アリーの治療をした精神科医。親切でフレンドリーな医師。母親が父親を殺し、自殺し
たことを知ってカイたちの元に駆けつけた。兄妹が家を失うことや学校に行けなくなることを恐れた彼は、弟
のカイに両親の死を隠すことを提案する。 
シャイアン・ジャクソン 
1975 月 07 月 12 日生まれ、アメリカ／ワシントン州スポケーン出身。 
舞台、映画、テレビドラマと、幅広く俳優として活動しており、ドラマ「Glee」の他に、「アグリー・ベティ」、「メン
タリスト」、「Law&Order」、「アメリカン・ホラー・ストーリー：ホテル」のウィル・ドレイク役、「アメリカン・ホラー・
ストーリー：体験談」のシドニー・アーロン・ジェームズ役など数多くのドラマに出演。俳優業の傍ら歌手として
も活動する彼は、2009 年にマイケル・ファインスタインと共にアルバム「The Power Of Two」をリリースして
いる。 

べべ・バビット役 
若い頃、「バレリー・ソラナスの男性根絶協会のマニフェスト」と「殺し概念」について深い興味を持っていた。
非常に知的で人を思い通りに操れる才能を持つ女性。 
フランセス・コンロイ 
1953 年 11 月 13 日生まれ。アメリカ／ジョージア州モンロー出身。 
「アメリカン・ホラー・ストーリー：体験談」のママ・ポーク（再現ドラマ）役、「アメリカン・ホラー・ストーリー：怪奇
劇場」のグロリア・モット役、「アメリカン・ホラー・ストーリー：魔女団」マートル・スノー役などを演じる。 

 
 
 

セレナ・ベリンダ役 
ネットワークニュースのニュースキャスター。美人で魅力的な女性だが、野心家なジャーナリスト。将来の夢
は有名な番組に出演することで、そのためなら誰とでも寝る尻軽な女性。 
エマ・ロバーツ 
1991 年 2 月 10 日生まれ。アメリカ／ニューヨーク州出身。 
俳優一家で育ち、エリック・ロバーツを父親に、ジュリア・ロバーツを叔母に持つ。2001 年に子役として女優
のキャリアをスタート。同年「ブロウ」でジョニー・デップ、ペネロペ・クルスと共演し映画デビューを果たす。
2004 年に「Unfabulous（原題）」のアディ役でブレイクし、ティーン・チョイス・アワードにノミネートされる。
2005 年に歌手デビューも果たし、映画「バレンタインデー」(2010 年)ではジュリア・ロバーツと共演を果たし
た。プライベートでは名門サラ・ローレンス大学に入学するも休学。「Adult World（原題）」での共演をきっか
けに交際していた本作ジミー役のエヴァン・ピータースと 2014 年 1 月に婚約。その後、婚約解消、復縁と何
かと世間を騒がせている。 
アメリカン･ホラー･ストーリーには 3 作目「魔女団」より出演。 

 
 
 

オズ(子役)役 
アリーとアイビーの息子。 
クーパー・ドッドソン 
ドラマ「The Wrong Mother(原題)」、ドラマ「プリーチャー」などに出演。 

 
 
 

ウィンター・“ウィニー”・アンダーソン役 
カイの妹で 3 人兄弟の末っ子。見た目と違い心に闇を持つベビーシッター。父親は弁護士で事故にあい下半
身麻痺だったが、母親が暴力的な父親を殺し自殺してしまった。彼女は自分の育った町を離れ、2016 年の
大統領選挙でクリントン候補の支持者として活動。選挙後は、アリーとアイビーの紹介によって乳母として働
く。 
ビリー・ロード 
1992 年 07 月 17 日生まれ。アメリカ／カリフォルニア州ロサンゼルス出身。 
ニューヨーク大学を卒業。母親は米国女優、映画「スター・ウォーズ」シリーズでレイア姫役のキャリー・フラン
シス・フィッシャー。映画「スター・ウォーズ/最後のジェダイ」のコニックス中尉役、「スクリーム・クイーンズ」の
シャネル 3 番役などに出演。他にもブルース調の R＆B ミュージシャンとしても活躍。 



 

『アメリカン･ホラー･ストーリー：カルト』 主なキャスト 続き 

■ 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  (アカウント名: FOX) 
Twitter：  twitter.com/foxtvjapan  (アカウント名: 海外ドラマの FOX チャンネル) 
Instagram： instagram.com/foxtvjapan  (アカウント名: FOX チャンネル) 
Entertainment web media： jalee.jp  (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） 

 

ジャック・サミエルズ役 
若い刑事で、カイが偽の処方箋を使って薬を手に入れようとしていたところを逮捕したのが初めの出会い。
カイのカルト教団の信者。 
コルトン・ヘインズ 
1988 年 7 月 13 日生まれ。アメリカ／カンザス州アンデール出身。 
ドラマ「ティーン・ウルフ」のジャクソン役、「ARROW/アロー」のコルトン・ヘインズ役など。2017 年、世界的
に有名なフラワーアーティストのジェフ・レザムと結婚。 

 
 
 
メドウ・ウィルトン役 
アリーとアイビーたちの隣人。カイのカルト集団の信者。 
薬品会社で働いていたが、皮膚がんになり、会社を辞めなければならなくなった。そのため、長時間太陽
に当たることを毛嫌いしている。 
レスリー・グロスマン 
1971 年 10 月 25 日生まれ。アメリカ／カリフォルニア州ロサンゼルス出身。 
ドラマ「恋するマンハッタン」のローレン役、「Major Crimes ～重大犯罪課」、「グッド・プレイス」、「モダン・
ファミリー」などに出演。 

 
 
 

※画像クレジット： ©2017 Fox and its related entitles. All rights reserved. 

http://www.facebook.com/foxtvjapan
mailto:foxtvpr@fox.com

