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会員登録不要！ 「TELASA（テラサ）」サービス開始２周年を記念し… 

テレビ朝日の人気ドラマ＆バラエティー100本以上を無料公開 
 

 今年４月７日に“サービス開始２周年”を迎える動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」より、

皆様へ感謝を込めて――本日３月 28 日（月）から４月 10 日（日）まで、完全無料の大規模お試し

キャンペーン『テラサ春の無料ウィーク！』を実施します。 

 本キャンペーンは無料サイト（https://www.telasa.jp/freemium）にて展開。なんと TELASA（テラ

サ）に入会していない方も会員登録は不要！ 《テレビ朝日の人気作品 100 本以上》を期間中、い

サービス開始２周年記念！ 

『テラサ春の無料ウィーク!』を 

本日３月 28日（月）から実施!! 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

歴代人気ドラマから最新バラエティーまで… 

百花繚乱のラインナップ！ 

テレビ朝日の人気作品 100本以上が

４月 10日（日）まで“誰でも”見放題!! 

https://www.telasa.jp/freemium


 
 

つでもどこでも無料でご視聴いただけます。 

 しかも、今回無料でご覧いただける作品はまさに百花繚乱、選りすぐりのラインナップ。テレビ朝日で

これまで放送された連続ドラマの数々をはじめ、大型ドラマスペシャル、『土曜ワイド劇場』などで

放送されてきた人気サスペンスドラマ、さらには最新のバラエティー番組もドドーンと無料公開しま

す。気になっていた番組もこの機会にイッキ見できる、またとないチャンス！ この春はぜひお花見気

分で、人気作満開の『テラサ春の無料ウィーク！』を満喫してください。 

 

『相棒』、『ドクターＸ』、『科捜研の女』、『緊急取調室』の最新作を大公開！ 

『24 JAPAN』をはじめ、最近の人気ドラマも続々無料配信 
 

 『テラサ春の無料ウィーク！』では、最新の大ヒットドラマも全話まるっと大公開します。なんと先週

最終回を迎えたばかりの『相棒 season20』も見放題！ 杉下右京（水谷豊）×冠城亘（反町隆史）

――７年にわたって視聴者から絶大な支持を獲得してきた『相棒』史上最長コンビの活躍が見られる

のは、この season20が最後。歴史的なシーズンだけに絶対見逃せません。 

 また、米倉涼子主演のメガヒットドラマ『ドクターX～外科医・大門未知子～』の第７シリーズ（2021

年）も無料公開！ 野村萬斎を“最強の敵”役に迎え、大門未知子（米倉）が“100 年に一度のパン

デミック”に立ち向かっていく姿を力強く描いた“心揺さぶる最新シリーズ”は必見です。 

 そして、昨年はシリーズ誕生 21 年目にして初の映画化も実現するなど、色褪せぬ人気を誇り続け

る沢口靖子主演ドラマ『科捜研の女』の最新作＝season21（2021～2022 年）、主演・天海祐希と初

回ゲスト・桃井かおりの壮絶な取り調べシーンで驚愕の幕を開けた『緊急取調室』第４シーズン（2021

年）も一挙公開。テレビ朝日が誇る人気シリーズ４本の醍醐味を、どうぞ味わい尽くしてください。 

 

 さらに、今回は最近の人気ドラマも無料で大放出！ アメリカ発の世界的大ヒットドラマ『24』をリメイ

クした『24 JAPAN』（主演・唐沢寿明／2020～2021 年）、今年４月からはドラマ続編の放送＆今年

６月には映画の公開も決定している『妖怪シェアハウス』（主演・小芝風花／2020 年）、主演・小栗

旬×脚本・金城一紀の強力コンビが生んだ衝撃の刑事ドラマ『BORDER』（2014 年）、W 主演の遠藤

憲一と菅田将暉の入れ替わり劇が“笑”撃を招いた『民王』（2015 年）、文字を糸口に事件を解決す

る波瑠主演の異色刑事ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官』の第１弾（2018年）、人気脚本家・

遊川和彦が初めて連ドラの演出も手掛けたお仕事コメディードラマ『ハケン占い師アタル』（主演・杉

咲花／2019年）など、押さえておきたい作品が目白押し。こちらも要チェックです。 

 

無料で見られるまたとない機会！ 菅野美穂主演『イグアナの娘』や 

高橋克典主演『特命係長 只野仁』など、懐かしのテレ朝ドラマも見放題 
 

 「TELASA（テラサ）」の特長は、かつてテレビ朝日で放送された“伝説のドラマ”も楽しめるところ。とい

うわけで、今回は“懐かしのドラマ”も厳選し、無料公開します。 

 そのラインナップは…放送当時にセンセーションを巻き起こした菅野美穂主演ファンタジードラマ『イ



 
 

グアナの娘』（1996 年）、驚異的視聴率をバンバン叩き出した高橋克典主演の超絶ヒットシリーズ

『特命係長 只野仁』の１st シーズン（2003 年）、黒木瞳＆高橋克典＆斉藤由貴＆三上博史ら豪

華キャスト陣が繰り広げたラブミステリー『同窓会〜ラブ・アゲイン症候群』（2010 年）、竹野内豊主

演のスタイリッシュな法務＆ホームドラマ『グッドパートナー 無敵の弁護士』（2016 年）、石原さとみ

にとってテレ朝の連ドラ初主演作となったミステリードラマ『パズル』（2008 年）、そして名優・田村正

和の生涯最後の連続ドラマ主演作となった『告発～国選弁護人』（2011 年）をはじめ、あの名作の

数々が揃います！ この機会にぜひ、じっくりとご鑑賞ください。 

平成の感動作『君の手がささやいている』、規格外の石原軍団作品、 

さらに杏ら超人気俳優も続々…“あの人”が出演したスペシャルドラマも！ 
 

 今回は放送当時、大きな話題を呼んだテレビ朝日の単発ドラマも多数公開。今なお語り継がれる

平成の感動作…菅野美穂と武田真治が共演し、「ATP 賞」で「テレビグランプリ」と「ドラマ部門優秀賞」

もW受賞した『君の手がささやいている～第一章～』（1997年）もご覧いただけます。 

 さらに規格外のスケール！ 石原軍団が不朽の人気刑事ドラマシリーズを 19年ぶりによみがえらせ

た『西部警察 SPECIAL』（2004 年）、渡哲也演じるマグロ漁師とその家族の姿をダイナミックに描いた

『ドラマスペシャル マグロ』（2007 年）、渡辺謙主演で大ヒット・ハリウッド映画をリメイクした２夜連続

ドラマスペシャル『逃亡者』（2020年）など、手に汗握る大作も勢揃いしました。 

 また、今回のラインナップの中には、超人気俳優たちが出演したドラマスペシャルも！ 杏主演の

『クロハ 〜機捜の女性捜査官〜』（2015 年）、斎藤工＆二階堂ふみ W 主演の『ドラマスペシャル 

探偵物語』（2018 年）、主演・松坂桃李＆共演・尾野真千子の『ドラマスペシャル 微笑む人』

（2020 年）、中村倫也＆田中圭の W 主演作『ドラマスペシャル 不協和音 炎の刑事 VS 氷の検

事』（2020 年）…と、ワクワクする作品が集結！ そして田村正和主演で松本清張原作小説を新たな

視点で映像化した『松本清張 第一夜 地方紙を買う女』（2016年）もお届けします。世の人々をしび

れさせた田村の妥協なき役者魂、唯一無二の佇まいと魅力を、どうぞ心ゆくまでご堪能ください。 

 

『土曜ワイド劇場』が生んだ“ご長寿サスペンスドラマ・シリーズ”も一部公開！ 
 

 テレビ朝日といえば、忘れてはならない…星の数ほどの人気作を次々と生み出し、一斉を風靡した

『土曜ワイド劇場』。同枠で誕生した“ご長寿サスペンスドラマ・シリーズ”も、「テラサ春の無料ウィ

ーク！」で厳選公開！ 主演・名取裕子の代表作のひとつである『法医学教室の事件ファイル』の

30 周年記念スペシャル（2020 年）、今年３月３日に亡くなった巨匠・西村京太郎による推理小説を

映像化した『西村京太郎トラベルミステリー』シリーズの第 71 作（主演・高橋英樹）、『森村誠一ミス

テリースペシャル 終着駅シリーズ』の第 37 作「停年のない殺意」（主演・片岡鶴太郎／2021 年）

など、珠玉の推理ドラマを無料でお楽しみいただけます。 

 その他、『電卓刑事』（主演・高島礼子／2017 年）や『将軍刑事』（主演・村上弘明／2018 年）な

ど、『日曜ワイド』枠で放送された“タイトルが気になる単発刑事ドラマ”も！ 一体どんな設定のドラマ

なのか…!? ぜひ『テラサ春の無料ウィーク！』でお確かめください。 

 



 
 

最新の人気バラエティー番組も誰でも楽しめる！ 
 

 『テラサ春の無料ウィーク！』では、最新の人気バラエティー番組も無料で楽しめます！ ロンドンブ

ーツ１号２号が斬新企画で攻め続ける長寿バラエテイ―『ロンドンハーツ』、有吉弘行が送る刺激強

めのお笑いクイズ番組『有吉クイズ』、かまいたちがガチでいろんなことに挑戦していく関東初冠番組

『かまいガチ』、齊藤京子（日向坂 46）×ヒコロヒーのトーン低めヘンテコ凸凹トークバラエティー『キョ

コロヒ―』がラインナップ入り。さらに、先日開催された『TELASA presents バラバラ大選挙』で“視聴

者グランプリ”に選ばれたハマ・オカモト（OKAMOTO’S）×齋藤飛鳥（乃木坂 46）の音楽トークバラエ

ティー『ハマスカ放送部』、“テレ朝グランプリ”に選ばれたニューヨークの地上波レギュラー初冠番組

『NEW ニューヨーク』も、『テラサ春の無料ウィーク！』に仲間入りします。 

 また、『マツコ＆有吉 かりそめ天国』、『テレビ千鳥』、『あざとくて何が悪いの？』、『相葉マナブ』、

『裸の少年』、『ももクロちゃんと！』、『トゲアリトゲナシトゲトゲ』、『まんが未知』などの人気バラエテ

ィーも無料配信します。 

 

 なお、「テラサ春の無料ウィーク！」は開催期間中、テレビ朝日ともガッツリ連動。深夜に放送さ

れる『バラバラ大作戦』傑作選の特別編成や、午後帯での無料配信対象ドラマの放送など、地上

波で展開されるスペシャル企画にも乞うご期待です！ 

 （※地上波連動企画は関東地区のみの放送となります。予めご了承ください） 

 

『テラサ春の無料ウィーク！』配信タイトル一覧  

（※下記リストでは、同名タイトルのシリーズ作品が存在する配信作に限り、放送年を記載しております） 

＜順不同＞ 

＜連続ドラマ＞ 

●相棒 season20 

●科捜研の女 season21 

●ドクターX～外科医・大門未知子～（2021 年） 

●緊急取調室（2021年） 

●妖怪シェアハウス 

●24 JAPAN【放送版】 

●トリック 1 

●BORDER 

●民王 

●未解決の女 警視庁文書捜査官（2018年） 

●ハケン占い師アタル 

●同窓会〜ラブ・アゲイン症候群 

●イグアナの娘 

●エースをねらえ！ 

●アタック No.1 

●特命係長 只野仁（2003年） 

●グッドパートナー 無敵の弁護士 

●女帝 薫子 

●氷点 2001 

●動物のお医者さん 

●７人の女弁護士（2006年） 

●交渉人〜THE NEGOTIATOR〜 

●小児救命 

●Wの悲劇 

●遺留捜査（2011年） 

●おトメさん 

●ダブルス -二人の刑事 

●パズル 



 
 

●告発～国選弁護人 

●ゴンゾウ～伝説の刑事 

●臨場 第一章 

●鈍色の箱の中で 

 

＜単発ドラマ＞ 

●西部警察 SPECIAL 

●ドラマスペシャル マグロ 

●君の手がささやいている 第 01話 

●2夜連続ドラマスペシャル『逃亡者』 

●松本清張 二夜連続ドラマスペシャル 第一夜 地方紙を買う女 -作家・杉本隆治の推理 

●西村京太郎トラベルミステリー ＃71 

●西村京太郎 サスペンス 鉄道捜査官 ＃19 

●森村誠一ミステリースペシャル 終着駅シリーズ ＃37 停年のない殺意 

●法医学教室の事件ファイル ＃47 30周年記念スペシャル 

●おかしな刑事 ＃25 

●温泉若おかみの殺人推理 ＃30 

●山村美紗サスペンス 狩矢父娘シリーズ ＃20 

●ドラマスペシャル 検事の本懐 

●ドラマ SP 検事・佐方～恨みを刻む～ 

●ドラマスペシャル 探偵少女アリサの事件簿 

●ドラマスペシャル クロハ-機捜の女性捜査官- 

●妻と飛んだ特攻兵 

●ハッピー・リタイアメント 

●ドラマスペシャル 黒の斜面 

●ドラマスペシャル 名探偵キャサリン -消えた相続人- 

●ドラマスペシャル 狙撃 

●ドラマスペシャル 探偵物語 

●ドラマスペシャル CHIEF -警視庁 IR分析室- 

●ドラマスペシャル 警部補・碓氷弘一 -マインド- 

●ドラマ SP アガサ・クリスティ『予告殺人』 

●ドラマ SP 死命 -刑事のタイムリミット- 

●ドラマ SP 黒薔薇 刑事課強行犯係 神木恭子 

●ドラマ SP 全身刑事 

●ドラマ SP 微笑む人 

●ドラマ SP 不協和音 炎の刑事 VS 氷の検事 

●ドラマ SP 陰陽師（2020年） 

●ドラマ SP 白日の鴉（2020年） 

●ドラマ SP 家栽の人（2021年） 

●ドラマ SP 嫉妬 



 
 

●ドラマ SP お花のセンセイ（2021年） 

●ドラマスペシャル ヘヤチョウ 

●深層捜査～ドクター大嶋二郎の事件日誌 ＃3 

●ドクター彦次郎 ＃5 

●司法教官・穂高美子 第 06話 

●再捜査刑事・片岡悠介 ＃11 

●京都南署鑑識ファイル 12 

●事件 18 

●おかしな弁護士 1 

●おかしな弁護士 2 

●ドラマ SP 庶務行員 多加賀主水（2020年） 

●ハルさん -花嫁の父は名探偵！？ 

●内閣情報調査室 特命調査官・ハト 

●電卓刑事 

●将軍刑事 

●越後純情刑事・早乙女真子 

●欠点だらけの刑事（2021年） 

●警視庁さがし物係 

●しんがん -警視庁お宝捜査 

●管理官 明石美和子 十四番目に来た女 

●刑事・横道逸郎 

●写楽ホーム凸凹探偵団 

●ドラマスペシャル 叡古教授の事件簿 

●ドラマ SP ゴールドウーマン 

●特殊犯罪課・花島渉 ＃2 

 

＜特撮番組＞ 

●仮面ライダーリバイス The Mystery 第 01話 

 

＜バラエティー＞ 

●激レアさんを連れてきた。 

●ハマスカ放送部 

●トゲアリトゲナシトゲトゲ 

●もう中学生のおグッズ！ 

●ロンドンハーツ 

●有吉クイズ 

●まさかのルールはなぜできた！？作画プレゼ

ン！刺さルール  

●ホリケンのみんなともだち 

●凪咲とザコシ 

●～凪咲と芸人～マッチング 

●かまいガチ 

●NEWニューヨーク 

●キョコロヒー 

●まんが未知 

●空気階段の空気観察 



 
 

●ウラ撮れちゃいました 

●テレビ千鳥 

●超人女子戦士ガリベンガーＶ 

●ぺこぱポジティブ NEWS 

●野田レーザーの逆算 

●マツコ＆有吉 かりそめ天国 

●ナス D大冒険 TV 

●新日ちゃんぴおん。 

●新日ちゃん。 

●裸の少年 

●電脳ワールドワイ動ショー 

●霜降りバラエティ X 

●ももクロちゃんと！ 

●相葉マナブ 

●ナニコレ珍百景 

●くりぃむナンタラ 

●あざとくて何が悪いの？ 

 

※配信作品・配信スケジュールは変更となる可能性があります。 

 

 

＜『テラサ春の無料ウィーク！』 概要＞ 

配信日時： 2022年 3月 28日（月）～４月 10日（日） 

配信 URL： https://www.telasa.jp/freemium 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＜「TELASA（テラサ）」とは＞ 

テレビ朝日とＫＤＤＩがタッグを組み、2020 年 4 月にスタートした動画配信プラットフォーム。5G 時代を迎える中、好きなと

きに、好きな場所で、テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮に加え、国内外の映画、ドキ

ュメンタリーなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホや PC はもちろん、テレビの大画面

でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。月額料金は 618 円（税込）～。初回 2 週

間は無料です。（※） 

※再加入の場合、無料期間は付与されません。 

※無料期間終了前に解約すると、料金の請求は発生しません。 

また、Apple IDおよび Googleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。 

 

【TELASA（テラサ）公式サイト】 

https://navi.telasa.jp/ 

【配信コンテンツ紹介】 

https://www.telasa.jp/unlimited 

【Twitter】 @telasa_jp 

【Instagram】 @telasa_jp 

 

なお、画像をご使用の際は 

【ⓒテレビ朝日】のクレジット表記をお願い致します。 

 

https://www.telasa.jp/freemium
https://navi.telasa.jp/
https://www.telasa.jp/unlimited

