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スカパー!は、マキタスポーツ連続ドラマ初主演となる BS スカパー!オリジナル連続ドラマ第 2 弾「PANIC 
IN」を BS スカパー!で 2015 年 4 月 10 日（金）から毎週金曜日午後 9 時より放送します。 

 
BS スカパー!のリニューアルを機に 2015 年 1 月 9 日（金）より始まったスカパー!初の本格オリジナル連

続ドラマ「破門（疫病神シリーズ）」（3 月放送終了）。北村一輝、濱田岳のダブル主演で放送された「破門（疫
病神シリーズ）」に次ぐオリジナル連続ドラマ第 2 弾は 1 話完結の大迫力パニックドラマ「PANIC IN」に決
定しました。 

毎回、様々なパニック・アクション映画などにオマージュされた内容でお送りします。緊迫感・迫力ある
シーンを織り交ぜながら、笑いあり、涙あり、人情あり、オンナあり！？の全く新しいパニック連続ドラマ
です。地上波のドラマではあまり使用されない大スケールの CG 技術を駆使し、物語に緊迫感、迫力、彩り
を添えます。また、この作品は鈴木太一、木村好克、SABU、永野宗典の 4 名が各回の監督を務め、それぞ
れの持ち味を活かし極限状態「PANIC」を描きます！  

 
主人公は連続ドラマ初主演のマキタスポーツ

演じる冴えない中年男・車田寅雄
く る ま だ と ら お

（43 歳独身）。
寅雄は毎回職を転々とし、その職場や通勤中に極
限にヤバい状況へ巻き込まれてしまう。時にはバ
スジャックに、時には未確認生物やテロリストに
…。しかしこんな非常事態でも毎回、極限に可愛
いマドンナとの出会いが待っている！一目惚れ
したマドンナにモテたい一心でこの極限状態を
打開し救おうと奮闘するが…。果たして独身男・
寅雄にバラ色の未来は訪れるのか！？ 

 
連続ドラマとは思えないほどスリリングで、 

緊迫感のある迫力の映像はまるで映画さながら！ 
毎回変わるマドンナやオマージュされたストーリー展開、寅雄の恋の行方にもどうぞご期待ください。 

News Release 
“非常事態とオンナの香りが、俺を呼ぶ。” 

 
 
 
 
 

マキタスポーツ連続ドラマ初主演 
 

BSスカパー!オリジナル連続ドラマ第2弾 
4月 10日より毎週金曜日午後 9時から放送 

第 1話は無料放送！ 



尚、「PANIC IN」の放送はドラマ本編約 30 分（全 10 話）と各監督をゲストに迎えた撮影裏話、オマージ
ュされた関連作品の紹介番組（約 15 分）で編成されます。4 月 10 日（金）午後 9 時からの第 1 話「高速バ
ス大爆破」は無料放送（再放送含む）。また、スカパー!オンデマンドでは BS スカパー!の放送後に、見逃し
配信を行います。第 1 話はスカパー!オンデマンド会員登録者無料、第 2 話以降はスカパー!のいずれかのチ
ャンネルまたはパック・セット等の契約者は無料で視聴が可能です。 

 
【第 1話「高速バス大爆破」】 

20 年間務めた建設会社からリストラを言い渡された車田寅雄（マキタスポーツ）。実家に帰るためバスを待
つ停留所で、失恋の傷を負った美女・優子（藤井美菜）と出会う。乗客が乗り込んだバスが出発すると、突
然、寅雄の隣の誰もいない席に置かれた携帯電話が鳴り出した。寅雄が出ると、電話の向こうから「バスに
爆弾を仕掛けた」という男の声が。爆弾はバスが時速 80km を切ると爆発するという。犯人はかつてバス会
社に勤めていた宮田信一（裵ジョンミョン）。リストラされた腹いせにバスをハイジャックしたのだ。寅雄た
ちと同じくバスに乗り込んでいた宮田は、運転手と乗客たちを脅すため、優子を人質に取ってしまう…。 

放送日時： 2015 年 4 月 10 日（金）午後 9 時～ 
出演： マキタスポーツ（主演:車田寅雄役）、藤井美菜（マドンナ:本城優子役） 
 裵ジョンミョン（宮田信一役）、剣持直明（運転手役）、牧村泉三郎（社長役）ほか 
監督・脚本： 鈴木太一 
 
■主演・車田寅雄役「マキタスポーツ」コメント 

今回初の「連ドラ初主演」で、肉体的にもハードな撮影でしたが、車田寅雄 43 歳を精一杯演じきりました。
見どころはヒーローになりきれない、情けない、独りよがりな寅雄、自分自身と重なるところもあるかと。
あとは、数多くの映画作品をオマージュしているという視点での映画愛溢れるドラマとしてお楽しみいただ
けます。現在主題歌も絶賛制作中、お楽しみに！ 
 
■ドラマ公式サイト 

3 月 6 日（金）15 時より公式サイトにてティザー公開！！ 
公式サイト：http://www.bs-sptv.com/panicin/ 

 
■主題歌はマキタスポーツがボーカルを務める「Fly or Die」が担当 
ダークネス（Vo.）率いるビジュアル系ロックバンド「Fly or Die」が「PANIC IN」の主題歌を担当する事
が決定。主題歌となる曲は 3 月下旬決定予定です。 
 
■放送概要 ※変更になる場合がございます。 
タイトル： PANIC IN 
初回放送： 2015 年 4 月 10 日（金）後 9 時～ 
放送日時： 毎週金曜日午後 9 時～ 全 10 話 
 各 45 分（ドラマ本編約 30 分、放送回監督インタビュー、放送回関連作品の紹介番組約 15 分） 
主演： マキタスポーツ（車田寅雄役） 
マドンナ：  藤井美菜（第 1 話）、武田梨奈（第 2 話）、逢沢りな（第 3 話）、河井青葉（第 4 話）、 

藤澤恵麻（第 5 話）、入山法子（第 6 話）、橘美緒（第 7 話）、瀬戸さおり（第 8 話）、 
霧島れいか（第 9 話、第 10 話） 

 
 

http://www.bs-sptv.com/panicin/


監督・脚本： 鈴木太一（監督・脚本）第 1、4、9、10 話 
       2012 年「くそガキの告白」で劇場映画デビュー、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭にて史上初の 4 冠を受賞。

近年の監督・脚本作には「みんな！エスパーだよ！」（第 4・5 話/2013 年）、ネスレシアター「そのときあなたは夢

を見た」ＪＡＬインフォマーシャルシリーズ（2013-14 年）などがある。 

 
 木村好克（監督）ますもとたくや（脚本）第 2、6 話 

木村監督は 2011 年 2 月公開の映画「KG カラテガール」が初の監督作品。 

Web 連続ドラマ『踊る大宣伝会議、或いは私は如何にして踊るのを止めてゲームのルールを変えるに至っ
たか。』第１〜３話が現在公開中。 

 

SABU（監督・脚本）第 3、8 話 
1986 年俳優として「そろばんずく」（森田芳光監督）でデビュー。大友克洋監督の実写作品「ワールド・アパート

メント・ホラー」（1991 年）で初主演、第 13 回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞。「弾丸ランナー」（1996 年）

で自らのオリジナル脚本で監督デビュー。最新作、松山ケンイチ主演「天の茶助」第 65 回ベルリン国際映画祭コ

ンペティション部門上映作品が 6 月 27 日より全国ロードショー予定。 

 
永野宗典（監督・脚本）第 5、7 話 

       1998 年『ヨーロッパ企画』に旗揚げから参加。2008 年、短編クレイアニメ「黄金」が、第 1 回デジタルショート 

アワードにて、総合グランプリを獲得。 

映像監督としては、「悲しみは地下鉄で」「タクシードライバー祗園太郎」などを脚本・監督。 

  

音楽： 原田智英 
企画・制作： アットムービー 
チャンネル： BS スカパー!（BS241ch/CS585ch） 
視聴方法： 第 1 話は無料放送、第 2 話以降はスカパー!のいずれかのチャンネルまたはパック・セット

等のご契約者は無料でご視聴いただけます。 
       ※スカパー!オンデマンドでは放送終了後にスマホ、ＰＣ、タブレットで見逃し配信を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リリース情報は、こちらのサイトにも掲載されております。 「スカパー!エンタメ情報館」 http://blogs.skyperfectv.co.jp 

 
 
 

  



 

話数 放送日 タイトル 監督 オマージュ作品 関連編成 放送日 放送チャンネル

新幹線大爆破 4月16日他 東映チャンネル

アンストッパブル 4月25日他 ムービープラス

ジャガーノート 4月9日他 イマジカBS・映画

高度７０００米　恐怖の四時間 4月15日 東映チャンネル

プレミアム・ラッシュ 4月19日 FOXムービープレミアム

カサンドラ・クロス 4・5月 イマジカBS・映画

プロジェクトA 4月21日 ムービープラス

プロジェクトA2/史上最大の標的 4月21日 ムービープラス

スパルタンX 4月17日 ムービープラス

沈黙の奪還 4月22日 ムービープラス

奪還　ＤＡＫＫＡＮ　- アルカトラズ - 4月10日 ムービープラス

沈黙の鎮魂歌 4月22日 FOXムービープレミアム

雷神-RAIJIN- 4月17日他 FOXムービープレミアム

ポリスストーリー/香港国際警察 4月16日他 ムービープラス

ポリスストーリー2　九龍の眼 4月16日他 ムービープラス

ポリスストーリー3 4月16日他 ムービープラス

大脱出 4月26日他 スターチャンネル２

バトルランナー 4月26日他 スターチャンネル２

コラテラル・ダメージ 4月21日他 スターチャンネル２

やくざ刑事　マリファナ密売組織 4月23日 東映チャンネル

殺人拳２ 4月23日 東映チャンネル

ワイルド・スピード EURO MISSION 4月17日他 スターチャンネル２

ワイルド・スピードＸ３ TOKYO DRIFT 4月16日他 スターチャンネル２

ダイ・ハード 5月2日他 イマジカBS・映画

ダイ・ハード2 5月2日他 イマジカBS・映画

ミスト 5月 ザ・シネマ

シャイニング 4月5日、5月 イマジカBS・映画

キャリー 4月23日他 イマジカBS・映画

チルドレン・オブ・ザ・コーン 4月6日、5月 イマジカBS・映画

ミザリー 4月24日他 FOXムービープレミアム

燃える昆虫軍団 4月23日 ザ・シネマ

ザ・コア 4月19日他 イマジカBS・映画

アウトブレイク 4月4日他 イマジカBS・映画

プレデターズ（2010年） 4月14日 ムービープラス

エイリアン／ディレクターズ・カット 5月 スターチャンネル２

バタリアン 4月26日 ムービープラス

インデペンデンス・デイ 4月26日 ムービープラス

プレデター 4月27日 FOXムービープレミアム

プレデター2 4月28日他 FOXムービープレミアム

アナコンダ ５月 FOXムービープレミアム

SKYLINE 4月30日 FOXムービープレミアム

エイリアン2 5月1日 FOXムービープレミアム

モンスターズ/地球外生命体 4月30日他 FOXムービープレミアム

※この編成スケジュールは2015年3月6日（金）時点で決定している番組編成です。番組及び日時は変更となる場合がございます。

「ＰＡＮＩＣ　ＩＮ」連動企画　「3ヶ月連続！パニック＆アクション映画特集」

第4話 5月1日 大銭湯

高速バス大爆破4月10日第1話

鈴木太一
「エイリアン」

「アナコンダ」など
UMA（未確認生物もの）

第2話 4月17日 沈黙のコック

第3話 4月24日 霧の中の二人

「スピード」鈴木太一

SABU 「ミスト」

木村好克

「沈黙の戦艦」
「スパルタンX」

「プロジェクトA」
「Mr.Boo!ミスター・ブー」
「ハイキックガール」

など


