
 24時間365日、名画を放送する映画チャンネル「イマジカBS・映画」（株式会社 IMAGICA TV 、代表取締役社
長：伊藤明）は、開局20周年記念企画として、映画史に残る名女優50名の出演作を、2016年5月9日（月）より、
毎週月曜～金曜の午前8時頃に、10週連続50作品放送します。 
 
 本特集では、オードリー・ヘプバーン、グレース・ケリー、ソフィア・ローレン、ブリジット・バルドー、ニコール・
キッドマンら、永遠のアイコンから今を時めく人気女優まで、開局20周年記念プレゼントキャンペーン「あなたの
好きな外国映画女優アンケート」でも多くの票を集めた名女優50名の出演作を放送します。美貌と実力を兼ね
備え、いつの時代も洗練された憧れの存在としてスクリーンの中で輝き続ける女優たちに、是非ご注目ください。 

いつの時代も美しく、華やかに、艶やかに 

映画史を彩るスクリーンの恋人たち 

総力特集「女優」 
映画史に残る名女優５０名を、５～７月の３ヶ月連続で大特集！ 

特集 概要 

【特 集 名】 イマジカＢＳ開局２０周年記念企画 
         総力特集「女優」 
 
【放 送 日】 ２０１６年５月９日（月）～７月１５日（金） 
         毎週月曜～金曜 午前８時頃 
         １０週連続５０作品放送          

2016年4月4日 
株式会社 IMAGICA TV 

NEWS RELEASE （配信枚数：1/3枚） 

【主な放送作品】 ※放送作品とスケジュールの詳細は別紙資料（２枚）をご参照ください。 

「グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札」
©2014 STONE ANGELS SAS 

曜日：カテゴリー 女優名 作品名 

月曜：永遠の女優 オードリー・ヘプバーン 『昼下りの情事』 

火曜：欧州女優 ソフィア・ローレン 『ひまわり』 

水曜：青春女優 シャルロット・ゲンズブール 『なまいきシャルロット』 

木曜：実力派女優 ニコール・キッドマン 『グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札』 

金曜：期待の女優 アン・ハサウェイ 『ワン・デイ 23年のラブストーリー』 

【本件に関するお問い合わせ】 

株式会社 IMAGICA TV 放送事業局 BS編成制作部 イマジカBS広報担当 

E-mail ：press@imagicatv.com 

イマジカBS公式WEBサイト http://www.imagica-bs.com/ 

mailto:press@imagicatv.com
http://www.imagica-bs.com/
http://www.imagica-bs.com/
http://www.imagica-bs.com/


【５月の放送スケジュール】  

№ 女優名 作品名 製作年 放送日 

≪月曜：永遠の女優≫ 美貌、カリスマ性、演技力、すべてを兼ね備えた永遠のアイコンたち 

1 ヴィヴィアン・リー 『美女ありき』 1941年 5月 9日（月） 午前8時00分 

2 オードリー・ヘプバーン 『昼下りの情事』 1957年 5月16日（月） 午前8時00分 

3 シャーリー・マクレーン 『噂の二人』 1961年 5月23日（月） 午前8時00分 

4 デボラ・カー 『黒水仙（'47）』 1947年 5月30日（月） 午前8時00分 

≪火曜：欧州女優≫ 大きな瞳と官能的な唇、香り立つ色香にドキドキした欧州女優たち 

5 アヌーク・エーメ 『８ 1/2』 1963年 5月10日（火） 午前8時00分 

6 ドミニク・サンダ 『暗殺の森』 1970年 5月17日（火） 午前8時00分 

7 ソフィア・ローレン 『ひまわり』 1970年 5月24日（火） 午前8時00分 

8 シャーロット・ランプリング 『愛の嵐 [最高画質版]』 1974年 5月31日（火） 午前8時00分 

≪水曜：青春女優≫ 甘酸っぱい記憶とともによみがえる、青春時代の女優たち 

9 シャルロット・ゲンスブール 『なまいきシャルロット』 1985年 5月11日（水） 午前8時00分 

10 キャサリン・ロス 『愛のさざなみ』 1970年 5月18日（水） 午前8時00分 

11 メグ・ライアン 『恋人たちの予感』 1989年 5月25日（水） 午前8時00分 

≪木曜：実力派女優≫ 確かな演技力で名実ともに現在の映画界を牽引する実力派女優たち 

12 ペネロペ・クルス 『ボルベール〈帰郷〉』 2006年 5月12日（木） 午前8時00分 

13 ケイト・ブランシェット 『エリザベス』 1998年 5月19日（木） 午前8時00分 

14 ニコール・キッドマン 
『グレース・オブ・モナコ   

      公妃の切り札』 
2014年 5月26日（木） 午前8時00分 

≪金曜：期待の女優≫ 美しさの裏に秘められた意志の強さ、今後ますます活躍が期待される女優たち 

15 ジェニファー・ローレンス 『それでも、愛してる』 2011年 5月13日（金） 午前8時00分 

16 アン・ハサウェイ 
『ワン・デイ    

23年のラブストーリー』 
2011年 5月20日（金） 午前8時00分 

17 レア・セドゥ 『グランド・セントラル』 2013年 5月27日（金） 午前8時00分 

※放送情報につきましては現状の予定で、変更となる場合がございます。 

NEWS RELEASE （配信枚数：2/3枚） 別紙資料 

24時間365日 全部、名画。高画質 ハイビジョン。映画本編 ノーカットノーCM。 

「イマジカBS・映画」は、ハリウッドからヨーロッパまで世界中から揃えた映画をハイビジョン高
画質、本編ノーカット・ノーCMで放送する映画チャンネルです。話題のヒット作から掘り出し物の
名画まで、映画ファン必見のラインナップをお届けします。スカパー！、J:COM、ひかりTV、全
国のケーブルテレビなどでご視聴いただけます。 

（2016年2月末現在、視聴可能世帯数約497万6千世帯） 

【本件に関するお問い合わせ】 

株式会社 IMAGICA TV 放送事業局 BS編成制作部 イマジカBS広報担当 

E-mail ：press@imagicatv.com 

イマジカBS公式WEBサイト http://www.imagica-bs.com/ 
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http://www.imagica-bs.com/
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【６月の放送ラインナップ】  

№ 女優名 作品名 製作年 放送日 

≪月曜：永遠の女優≫ 美貌、カリスマ性、演技力、すべてを兼ね備えた永遠のアイコンたち 

18 オードリー・ヘプバーン 『麗しのサブリナ』 1954年 6月放送 

19 マリリン・モンロー 『荒馬と女』 1961年 6月放送 

20 キャサリン・ヘプバーン 『冬のライオン』 1968年 6月放送 

21 グレース・ケリー 『喝采』 1954年 6月放送 

≪火曜：欧州女優≫ 大きな瞳と官能的な唇、香り立つ色香にドキドキした欧州女優たち 

22 カトリーヌ・ドヌーヴ 『暗くなるまでこの恋を』 1969年 6月放送 

23 イザベル・アジャーニ 『アデルの恋の物語』 1975年 6月放送 

24 ファニー・アルダン 『隣の女』 1981年 6月放送 

25 ジャンヌ・モロー 『大列車作戦』 1964年 6月放送 

≪水曜：青春女優≫ 甘酸っぱい記憶とともによみがえる、青春時代の女優たち 

26 ソフィー・マルソー 『ソフィー・マルソーの刑事物語』 1984年 6月放送 

27 ダイアン・レイン 『ストリート・オブ・ファイヤー』 1984年 6月放送 

28 ジャクリーン・ビセット 『料理長（シェフ）殿、ご用心』 1978年 6月放送 

29 ラウラ・アントネッリ 『青い体験 [最高画質版]』 1973年 6月放送 

30 カトリーヌ・スパーク 『女性上位時代』 1968年 6月放送 

≪木曜：実力派女優≫ 確かな演技力で名実ともに現在の映画界を牽引する実力派女優たち 

31 ジョディ・フォスター 『告発の行方』 1988年 6月放送 

32 ヒラリー・スワンク 『ミリオンダラー・ベイビー』 2004年 6月放送 

33 メリル・ストリープ 『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』 2011年 6月放送 

34 ナオミ・ワッツ 『ダイアナ』 2013年 6月放送 

35 コン・リー 『菊豆（チュイトウ） [最高画質版]』 1990年 6月放送 

≪金曜：期待の女優≫ 美しさの裏に秘められた意志の強さ、今後ますます活躍が期待される女優たち 

36 メラニー・ロラン 『グランド・イリュージョン』 2013年 6月放送 

37 エミリー・ブラント 『ヴィクトリア女王 世紀の愛』 2009年 6月放送 

38 アマンダ・セイフライド 『マンマ・ミーア！』 2008年 6月放送 

39 
ミシェル・ウィリアムズ 
エマ・ワトソン 

『マリリン 7日間の恋』 2011年 6月放送 

※放送情報につきましては現状の予定で、変更となる場合がございます。 

NEWS RELEASE （配信枚数：3/3枚） 別紙資料 

ほか、７月に１１作品放送予定。最新情報は http://www.imagica-bs.com/feature3/actress/ 

【本件に関するお問い合わせ】 

株式会社 IMAGICA TV 放送事業局 BS編成制作部 イマジカBS広報担当 

E-mail ：press@imagicatv.com 

イマジカBS公式WEBサイト http://www.imagica-bs.com/ 
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