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スカパー! は、8月 7日（日）の午後 10時から『スカパー! 新基本パック presents「真夏のミステリー

特番 ～謎解きはスカパー! の中で～」』を BSスカパー! で放送します。 

本番組は、スカパー! の視聴者を代表する
MC・市川紗椰が、ミステリアスなパネラーと
共に、新基本パックに含まれるチャンネルが
放送するイチオシ番組にまつわる“ミステリ
ーや謎”を徹底解明していく情報バラエティ
番組です。名作ミステリーに欠かせない、知
的で推理力にあふれた主人公の愛すべき特徴
や決め台詞などの紹介や、犯罪ミステリーの
中で謎を解き明かす鍵となる犯罪捜査の手法
を元にオススメの番組を紹介。パネラーには、
やくみつる、JAGUAR、小島よしお、カズレ
ーザーを迎え、それぞれがオススメの作品を
調べ上げるミステリー捜査官として調査してきたミステリー番組と、その見どころを語ります。また、現実
世界でのミステリーともいえる伝説や事件の真相をテーマにしたドキュメンタリー番組から出題するクイズ
コーナー「謎解きドキュメントクイズ」では、超難問に挑みます。芸能界一の謎解きキングとして知られて
いるやくみつると、最近クイズ番組での活躍が目立つカズレーザー、高学歴芸人の小島よしおの奮闘にご注
目ください。そして注目度抜群・謎多き JAGUARの熱唱も必見です。 

《出演者コメント》 
【MC】市川紗椰 
王道の名作もあれば、最新の海外作品、現実ベースのドキュメンタリーなど、幅広いミステリーを紹介して
いる点が一番の見どころで、ミステリー好きな人にも必ず新しい発見がある番組になっていると思います。
パネラーである皆さんの個性が好きな作品にも表れていますし、一人ひとりがミステリアスで「謎」に包ま
れているので、その謎を解き明かすという目線でも面白いかもしれません。 

【パネラー】やくみつる 
個人的には、かなりの本数のミステリー作品を観ていると思っていたのですが、正直「まだまだ観ていない
ものがあるな。」というように思いましたし、既に観た作品に関しても「もう一度観てみようかな。」と思
わせる番組になっています。ミステリー作品もどんどん進化しているので、いわゆる名作を見返す際にはそ
ういった視点で楽しんでいただくこともできると思います。 
  

ミステリアスな出演者でお届けする総合ミステリー番組 
『スカパー!新基本パック presents 

「真夏のミステリー特番～謎解きはスカパー! の中で～」』 
MC：市川紗椰 

パネラー：やくみつる／JAGUAR／小島よしお／カズレーザー 
8月7日（日）の午後10時からBSスカパー! で無料放送 
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【パネラー】JAGUAR 
ミステリー作品はよく観ていますし、懐かしいクラシックな作品の良さを再認識できて、とても楽しい収録
でした。カズレーザーさんとは、初めて共演させていただいたのですが、かなり通じ合える部分があったと
思います。歌も披露させていただいたので、そこも見ていただきたいですね。 

【パネラー】小島よしお 
この番組は日本、海外問わず、また時代も横断的に紹介しているので、ミステリー作品が好きな人も、これ
まで見てこなかった人にも広く観ていただける番組だと思います。僕が番組で紹介している作品は実際に起
きた事件がモチーフになっているものもあるので、是非 10～20代の若い世代に観てもらえたら嬉しいです。
その作品を観ながらネットで調べれば勉強にもなるし、より深みがでると思います。 

【パネラー】カズレーザー(メイプル超合金) 
普段、接点がないメンツが集まったので、謎の緊張感がある収録でした。他では味わえない不思議な番組に
仕上がっていると思います。ミステリー作品は構成自体がわかりやすくて、視聴者にとって一番丁寧に作ら
れているジャンルだと思っています。これまでミステリーを見てこなかった方にもとっつきやすいので、こ
の番組を通して、その魅力が伝わればいいなと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆紹介したミステリー番組は全て「スカパー! 新基本パック」でご視聴いただけます！ 
スカパー! 新基本パックは、選りすぐりの 11 ジャンル 47 チャンネルが見放題のイ
チ押しパック。今回紹介しているミステリーはもちろん、大人から子供まで楽しめる
スカパー! サービスで一番人気のパックです。 

＜放送スケジュール＞ 
放送日時 タイトル チャンネル 

8月 8日（月） 
後 0時 30分～ ※1 名探偵ポワロ コーンワルの毒殺事件  イマジカＢＳ･映画 

8月 10日（水） 
前 8時 30分～ ※2 八つ墓村（ＴＶドラマ・全 5話）＃1／＃2 ＢＳ日本映画専門チャンネル 

8月 11日（木・祝） 
深 2時～ ※1 シャーロック・ホームズの冒険＃２５ ボスコム渓谷の惨劇   チャンネル銀河 歴史ドラマ・ 

サスペンス・日本のうた 
8月 15日（月） 
前 10時～ 浅見光彦スペシャル「貴賓室の怪人」（高嶋政伸） 映画・チャンネルＮＥＣＯ 

8月 15日（月） 
後 10時～ 他 悪魔の手鞠唄 ＡＸＮミステリー 

8月 17日（水） 
前 9時～ 警視庁鑑識班 2004 全 10話一挙放送 ファミリー劇場 

8月 21日（日） 
後 4時～ 浅見光彦シリーズ「高千穂伝説殺人事件」（沢村一樹） ＴＢＳチャンネル１ 

最新ドラマ・音楽・映画 
 

≪放送概要≫  ※下記情報は変更になる場合がございます。 
タイトル ：スカパー! 新基本パック presents「真夏のミステリー特番 ～謎解きはスカパー! の中で～」 
放送日時 ：2016年 8月 7日（日）後 10時～後 11時 
MC  ：市川紗椰 
パネラー ：やくみつる、JAGUAR、小島よしお、カズレーザー(メイプル超合金) 
チャンネル：BSスカパー!（BS241／プレミアムサービス 585） 
視聴方法 ：無料放送 
公式サイト：http://www.skyperfectv.co.jp/genre/ad/mystery.html 

 

http://www.skyperfectv.co.jp/genre/ad/mystery.html


放送日時 タイトル チャンネル 

8月 22日（月） 
深 1時～ 古代の宇宙人 ヒストリーチャンネル 

日本・世界の歴史＆エンタメ 

8月 25日（木） 
後 3時～ ※4 ヤング・シャーロック／ピラミッドの謎（字） ザ・シネマ 

8月 25日（木） 
後 11時～ ミディアム 霊能者アリソン・デュボア（字） 女性チャンネル♪LaLa TV（HD） 

8月 26日（金） 
後 7時 45分～ 

真夏のサスペンス甲子園【高知県】浅見光彦ミステリー１ 
平家伝説殺人事件（水谷豊） 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・ 
サスペンス・日本うのた 

8月 28日（日） 
前 10時～ ※1 「名探偵ポワロ」 二重の罪 ＡＸＮミステリー 

8月 30日（火） 
後 11時～ ※1 浅見光彦シリーズ「天河伝説殺人事件」（辰巳琢郎） ＴＢＳチャンネル２ 

名作ドラマ・スポーツ・アニメ 
9月 4日（日） 
前 10時～ ※1 山村美紗 鳥獣の寺  ＡＸＮミステリー 

毎週（月）～（金） 
後 9時～ ※3 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シリーズ（二） 海外ドラマ専門チャンネル 

スーパー！ドラマＴＶ 

毎週（月）～（金） 
深 0時～ 他 メーデー！：航空機事故の真実と真相 ナショナル ジオグラフィック 

チャンネル 
毎週（月） 

後 10時～ ※5 パーソン・オブ・インタレスト シーズン 5 ＡＸＮ 海外ドラマ 

毎週（火） 
後 10時～ ※3 SCORPION／スコーピオン シーズン 2（二） 海外ドラマ専門チャンネル 

スーパー！ドラマＴＶ 
毎週（水） 
後 10時～ CSI : 科学捜査班 シーズン 14 ＡＸＮ 海外ドラマ 

毎週（木） 
後 9時～ ※6 NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン 7 ＦＯＸ 

毎週(金) 
後 9時～ 他 キャッスル ～ミステリー作家は事件がお好き シーズン 7 ＦＯＸ 

毎週（土） 
前 7時～ ※3 刑事コロンボ（吹） 海外ドラマ専門チャンネル 

スーパー！ドラマＴＶ 
8月 21日（日） 
前 9時～ ※1 

やくみつる おススメ 
「カードＧメン小早川茜「借金地獄」」 

ＴＢＳチャンネル２ 
名作ドラマ・スポーツ・アニメ 

毎週（月）～（金） 
後 6時～ 他 

JAGUAR おススメ 
「アガサ・クリスティー ミス・マープル」 ＡＸＮミステリー 

毎日 
前 5時～ ※1 

小島 よしお おススメ 
「LAW & ORDER シーズン 9」 

海外ドラマ専門チャンネル 
スーパー！ドラマＴＶ 

毎週（土） 
後 11時～ 他 

カズレーザー おススメ 
「怪しい伝説」 ディスカバリーチャンネル 

（※1）別日程で同シリーズ別タイトルの放送あり（※2）別日程で同作品の他話数の放送あり（※3）別日程で字幕版の
放送あり（※4）別日程で吹き替え版の放送あり（※5）8月 22日（月）スタート（※6）8月 4日（木）スタート 

 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 

 


