
 
 
   
 

2019 年 5 月 14 日 
株式会社ミステリチャンネル 

 株式会社ジュピターテレコム 

J:COM×ＡＸＮミステリー present 
「松本清張生誕 110 年記念展」を開催 

初公開の遺品等、貴重な品々を展示 
～名取裕子スペシャルトークショーも開催～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社ミステリチャンネル（ＡＸＮミステリー、本社:東京都港区、代表取締役社長:滝山 正夫）は、株式会社ジュピタ

ーテレコム（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井村 公彦）と共同で、松本清張氏の生誕 110 年を記念

して、初公開の遺品等、貴重な品々を特別展示する「松本清張生誕 110 年記念展」（以下、本イベント）を 2019 年 5 月

26 日（日）から 31 日（金）に、「J:COM Wonder Studio」（東京ソラマチ®内）で開催します。さらに、松本清張氏の映像作

品に多数出演経験のある女優の名取裕子さんをお招きし、「名取裕子スペシャルトークショー」を 5 月 26 日（日）に開催

します。 
 
本イベントは、ＡＸＮミステリー（J:COM TV 560ch）が、「松本清張生誕 110 年記念特集」と題して、松本清張氏原作の映

像化作品 37 作を 5 月と 6 月に一挙放送することに合わせて、共同で開催する運びとなりました。 
 
5 月 26 日（日）に行うトークショーでは、松本清張氏の 17 作品に出演経験のある女優の名取裕子さんをお招きし、撮影

秘話や見どころなど作品の魅力を語っていただきます。また特別展示では、本イベントのために松本家から特別にお借

りした、一部、初公開の松本清張氏が描いた絵や書の他、時代背景に沿って作品が一覧できる年表など、松本清張氏

にまつわる資料を数多く展示いたします。本イベントは、どなたでもご参加・ご観覧いただけますので、ぜひお気軽にお立

ち寄りください。 
 
J:COM では、本イベント以外にも 6 月 16 日（日）にご加入者さまを対象とした「アフタヌーンティー付き松本清張記念館

ツアー」を開催します。北九州市立松本清張記念館見学にホテルでのアフタヌーンティーが付いた特別ツアーに、

J:COM ご加入者さま、50 名をご招待いたします。（応募締め切りは 5 月 15 日まで） 
 
両社は、今後もさまざまな取り組みやイベントを通じて、より魅力のあるコンテンツの発信と一層のお客さま満足度の向

上に努めてまいります。 
 

＜松本清張＞ ©新潮社 

お知らせ 

＜名取裕子＞ ＜けものみち＞ ©NHK 



 

 
イベント概要 

イベント名 「松本清張生誕 110 年記念展」 

開催期間 2019 年 5 月 26 日（日）～5 月 31 日（金） 

イベント内容 ① 展示 …初公開の遺品や、松本清張にまつわる資料の特別展示 
② クイズラリー …正解数に応じて、松本清張グッズやＡＸＮミステリーオリジナルグッズをプレゼント 

トークショー 「名取裕子スペシャルトークショー」 
2019 年 5 月 26 日（日） 13：00～13：30 （予定） 

会場 「J:COM Wonder Studio」 
（東京ソラマチ® イーストヤード 5 階） 

入場料 無料 

主催 J:COM、ＡＸＮミステリー 

イベント詳細 WEB サイト https://c.myjcom.jp/wonderstudio/201905_05.html 

※イベント内容は予告なく変更となる可能性があります 
 
 
 
放送情報 

「ＡＸＮ ミステリー HD」は J:COM TV 560ch でご視聴いただけます。 

＜ＡＸＮミステリー 「松本清張生誕 110 年記念特集」＞ 

5/19（日）16:00～ 

「天城越え」（1978 年）出演:大谷直子、鶴見辰吾 

「黒い樹海」（1997 年）出演:水野真紀 

「霧の旗（全 5 話）」（1972 年）出演:植木まり子 

「薄化粧の男」（1998 年）出演:風間杜夫 

「最後の自画像」（1977 年）出演:いしだあゆみ 

 

5/26（日）16:00～ 

「わるいやつら」（1985 年）出演:古谷一行 

「砂の器（全 6 話）」（1977 年）出演:仲代達矢、田村正和 

「連環」（1983 年）出演:森本レオ、片平なぎさ 

 

6/2（日）16:00～ 

「球形の荒野（全 5 話）」（1978 年）出演:栗原小巻 

「老春」（1990 年）出演:花沢徳衛 

「けものみち（全 3 話）」（1982 年）出演:名取裕子 

 

6/9（日）16:00～ 

「熱い空気 家政婦は見た！」（1983 年）出演:市原悦子 

「交通事故死亡 1 名」（1982 年）出演:林隆三 

「犯罪広告」（1979 年）出演:檀ふみ 

「種族同盟」（1979 年）出演:小川真由美 

「死んだ馬」（1981 年）出演:小川真由美 

 

6/16（日）16:00～ 

「証明」（1977 年）出演:大原麗子 

「溺れ谷」（1983 年）出演:近藤正臣 

「風の息」（1982 年）出演:根津甚八 

「虚飾の花園」（1978 年）出演:岡田嘉子 

「棲息分布」（1977 年）出演:滝沢修 

 

6/23（日）16:00～ 

「式場の微笑」（1975 年）出演:十朱幸代 

「天才画の女（全 3 話）」（1980 年）出演:竹下景子 

「黒革の手帖」（1996 年）出演:浅野ゆう子 

 

6/30（日）16:00～ 

「10 万分の 1 の偶然」（1981 年）出演:関根恵子 

「夜光の階段」（1986 年）出演:古谷一行 

「やさしい地方」（1988 年）出演:古谷一行 

https://c.myjcom.jp/wonderstudio/201905_05.html


＜ＡＸＮミステリー 特集「1 日まるごと松本清張」＞ 

7/15（月・祝）6:00 スタート 
「一年半待て」（1984 年）出演:小柳ルミ子 ／ 「黒い樹海」（1997 年）出演:水野真紀 

「天城越え」（1978 年）出演:大谷直子、鶴見辰吾 ／ 「砂の器（全 6 話）」（1977 年）出演:仲代達矢、田村正和 

「点と線【映画】」（1958 年）出演:高峰三枝子 ／ 「わるいやつら」（1985 年）出演:古谷一行 

「黒革の手帖」（1996 年）出演:浅野ゆう子 ／ 「けものみち（全 3 話）」（1982 年）出演:名取裕子 

「顔」（2009 年）出演:谷原章介 ／ 「式場の微笑」（1975 年）出演:十朱幸代 

 
 
 
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」、話題作「ダウントン・アビー」、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！ 
 
ジュピターテレコムについて  www.jcom.co.jp/ 
株式会社ジュピターテレコム（本社：東京都千代田区）は、1995 年に設立された国内最大手のケーブルテレビ事業・番組供給事業統括運営
会社です。ケーブルテレビ事業は、札幌、仙台、関東、関西、九州・山口エリアの 12 社 71 局を通じて約 548 万世帯のお客さまにケーブル
テレビ、高速インターネット接続、電話、モバイル、電力等のサービスを提供しています。ホームパス世帯（敷設工事が済み、いつでも加入い
ただける世帯）は約 2,164 万世帯です。番組供給事業においては、17 の専門チャンネルに出資及び運営を行い、ケーブルテレビ、衛星放
送、IP マルチキャスト放送等への番組供給を中心としたコンテンツ事業を統括しています。  
※上記世帯数は 2019 年 3 月末現在の数字です。 
 
「J:COM Wonder Studio」について  www2.myjcom.jp/wonderstudio/ 
J:COM で視聴できる多彩な専門チャンネルや J:COM の最新サービスを、イベントやアトラクションを通して楽しくご紹介しています。また、
店舗内に併設しているざっくぅグッズ専門店「ZAQ STORE mini」ではここでしか手に入らない東京ソラマチ®限定商品も販売しています。 
 
 
 
 当お知らせに関するお問い合わせ先 

株式会社ジュピターテレコム 広報部 小瀧 
TEL: 03-6365-8204（部代表） MAIL：ML_PR_PRESS@jupiter.jcom.co.jp 

 

ＡＸＮミステリーに関するお問い合わせ先 

株式会社ミステリチャンネル 広報 川戸 

TEL:03-6381-5955 MAIL: yujiro.kawato@spe.sony.com 
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