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PRESS RELEASE
速報！第７０回エミー賞ノミネート発表

BS10 スターチャンネル放送作品が

国内放送チャンネル最多 計７１ノミネートを獲得！
『ゲーム・オブ・スローンズ』『ウエストワールド』 など、作品賞ほか主要部門で多数ノミネート！

本日７月１３日（金）、第７０回エミー賞のノミネートが発表され、ＢＳ１０ スターチャンネル（株式会社スター・チャンネル 東京
都港区 代表取締役社長：小坂恵一）で放送する（放送予定含む）作品が、計７１ノミネートとなり、一昨年、昨年に続き、今年も
日本国内の放送チャンネルで最多ノミネートを獲得しました。

作品別としては、ＢＳ１０ スターチャンネルが昨年７月より、本国アメリカと“完全同時放送”でお届けした『ゲーム・オブ・スロー
ンズ 第七章：氷と炎の歌』が、今年最多となる計２２ノミネートを獲得。また、現在ＢＳ１０ スターチャンネルが“日本独占最速”
で絶賛放送中の『ウエストワールド シーズン２』が２１ノミネート。そして、同じく“日本独占最速”放送中の『アメリカン・クライム・
ストーリー／ヴェルサーチ暗殺』が計１８ノミネート。さらに、今年９月放送のＨＢＯ ＦＩＬＭＳ®作品『華氏４５１（２０１８）』も計５ノ
ミネートを獲得しました。（ＢＳ１０ スターチャンネル放送の全てのノミネート作品の受賞状況は下の欄に記載）

全ノミネート作品のうち、ノミネート獲得数トップ５を、ＢＳ１０ スターチャンネルの放送作品が席巻！ 上記の『ゲーム・オブ・ス
ローンズ第７章：氷と炎の歌』が１位、『ウエストワールド シーズン２』が２位、『アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗
殺』が５位で、ＢＳ１０ スターチャンネル放送作品が本年度も大きな存在感を示しました。

また、作品賞をはじめ、監督賞、主演男優賞、主演女優賞など全ての主要部門に、ＢＳ１０ スターチャンネル放送作品がノミ
ネートされ、圧倒的な強さを見せています。

ＢＳ１０スターチャンネルがその多くの作品を“日本独占最速”でお届けしているＨＢＯは、放送局別で計１０８ノミネート獲得。
『ゲーム・オブ・スローンズ』をはじめ様々な作品が主要部門に多数ノミネートし、その製作作品の質の高さを証明しました。

良質な海外ドラマを数多くお届けし続けるスターチャンネル。今度も続々、注目の新作が登場する放送作品ラインナップに
ぜひご期待ください！

海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ 第七章：氷と炎の歌』 ２２ノミネート

架空の王国を舞台に複数の名家が繰り広げる壮絶な覇権争いを映画並み
のスケールで描き、世界を釘付けにしているスペクタクル巨編。全世界で
6,000万部を超えるジョージ・R・R・マーティンのベストセラー小説「氷と炎の
歌」の世界観を、米国のケーブル放送局HBO🄬が1話につき製作費約600
万ドルを投じ、想像をはるかに超える規模で映像化。歴代エミー賞最多受賞
を誇る空前の大ヒットシリーズ。エミリア・クラーク、キット・ハリントン、ピー
ター・ディンクレイジなど、本作出演の俳優が次々と人気大ブレイク！
『ゲーム・オブ・スローンズ』シリーズ第一章～第七章、 １０月再スタート

▼ノミネート内容

ドラマシリーズ部門

作品賞

助演男優賞（ニコライ・コスター＝ワルドー）

助演男優賞（ピーター・ディンクレイジ）

助演女優賞（レナ・ヘディ）… ほか

計２２ノミネート
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（⇒次ページに続く）

【 リリースに関するお問い合わせ先 】

株式会社スター・チャンネル PR担当:鈴木、新井 TEL: 03-6403-3652 E-mail: akimasa_suzuki@star-ch.co.jp

株式会社スター・チャンネル URL: http://star-ch.jp/
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ＨＢＯ ＦＩＬＭＳ® 『華氏４５１（２０１８）』 ５ノミネート

▼ノミネート内容

リミテッドシリーズ／テレビムービー部門

作品賞

撮影賞

ファンタジー／ＳＦ衣装賞… ほか

計５ノミネート

（⇒次ページ「スターチャンネル放送作品 ノミネート一覧＆放送情報」）

▼ノミネート内容

リミテッドシリーズ／テレビムービー部門

作品賞

主演男優賞（ダレン・クリス）

助演男優賞（リッキー・マーティン 、エドガー・ラミレス ほか）

助演女優賞（ペネロペ・クルス ほか）… ほか

計１８ノミネート

シーズンごとに異なる事件を扱う実録犯罪シリーズ『アメリカン・クライム・ス
トーリー』の第２弾。製作総指揮は『ｇｌｅｅ／グリー』など、話題のヒット作を
連発するライアン・マーフィ。さらにミステリーファンの間で確実な支持を得
る、実力派の小説家トム・ロブ・スミスを脚本家として迎え、事件の謎を‟犯
人”と‟被害者たち”それぞれの心理とともに描く。エドガー・ラミレス、ダレ
ン・クリス、ペネロペ・クルス、リッキー・マーティンといった豪華キャストが
“本人そっくり”に熱演。
BS10 スターチャンネルにて、毎週月曜よる１１：００ほか絶賛放送中！

海外ドラマ『アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺』 １８ノミネート

海外ドラマ『ウエストワールド シーズン２』 ２１ノミネート

西部劇の世界を再現した近未来のテーマパークを舞台に、そこで人間の欲
望を叶えてくれるはずのアンドロイド（AI）の反乱が描く、ウエスタンとＳＦを融
合させた異色のドラマ・シリーズ。製作総指揮を務めるのは『スター・ウォーズ
／フォースの覚醒』のＪ・Ｊ・エイブラムズと、『インターステラー』『ダークナイ
ト』シリーズなど多くの大ヒット作を生み出してきたジョナサン・ノーラン。ノーラ
ンは妻のリサ・ジョイと共に脚本も担当し、極めて繊細で秀逸な一級品のス
トーリーと世界観を生み出し、傑作との呼び声も高い。
BS10 スターチャンネルにて、毎週木曜よる１１：００ほか絶賛放送中！
８月より、吹替版を＜日本独占最速放送＞！

▼ノミネート内容

ドラマシリーズ部門

作品賞

主演男優賞（エド・ハリス、ジェフリー・ライト）

主演女優賞（エヴァン・レイチェル・ウッド）

助演女優賞（タンディ・ニュートン）… ほか

計２１ノミネート

【 リリースに関するお問い合わせ先 】

株式会社スター・チャンネル PR担当:鈴木、新井 TEL: 03-6403-3652 E-mail: akimasa_suzuki@star-ch.co.jp

株式会社スター・チャンネル URL: http://star-ch.jp/
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フランソワ・トリュフォー監督によって映画化されたレイ・ブラッドベリの小説
『華氏４５１度』を、ＨＢＯ®が自社映画レーベルＨＢＯ ＦＩＬＭＳ🄬作品として再
映像化した近未来ＳＦサスペンス。書物を読むことが禁じられた近未来の世
界で、禁止されている書物の捜索と焼却を任務とする‶ファイヤーマン“が、
自分のしている行いが正しいのかと悩み、進むべき道を模索する様子を描く。
主人公を、『ブラックパンサー』のマイケル・B・ジョーダンが好演。共演する
『シェイプ・オブ・ウォーター』のマイケル・シャノンの、臨場感の溢れる迫真の
演技も見どころ。

ＢＳ１０スターチャンネルにて、９月７日（金）よる９：００より独占日本初放送！© 2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO🄬 and related 
channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.



【 リリースに関するお問い合わせ先 】

株式会社スター・チャンネル PR担当:新井、鈴木 TEL: 03-6403-3652 E-mail: harumi_arai@star-ch.co.jp / pr@star-ch.co.jp
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『ジョー・パターノ 堕ちた名将』
▼ノミネート内容

リミテッドシリーズ／テレビムービー部門

作品賞（テレビムービー部門）／監督賞（バリー・レヴィンソン）

計２ノミネート

▽放送

【STAR2 字幕版】８月１０日（金）よる ８：４５ ほか

＜スターチャンネルについて＞ 映画を愛するすべての人のための「映画エンターテインメントサービス」として、映画ファン必見の映画作品と映画情

報を、BSハイビジョン３チャンネル編成のＴＶ放送をはじめ、オンデマンドサービス、インターネットTVの多彩なメニューでお届けします。最新の大ヒッ

ト映画、ＴＶ初放送の最新映画や、映画史に残る不朽の名作、話題の海外ドラマの数々をラインナップ！さらに加入者向け会員組織「MY  STAR 

CLUB（マイスタークラブ）」では、様々な会員特典をご提供。まずは、毎日よる８時から無料放送中の映画情報番組「映画をもっと。」を、リモコンの

「BS-10ch」に合わせて体験！すべての映画ファンに、もっと映画を。 http://www.star-ch.jp/

スターチャンネル放送作品 ノミネート一覧＆放送情報

<上記以外のノミネート作品>

『The Tale （原題） 』
▼ノミネート内容

リミテッドシリーズ／テレビムービー部門

作品賞（テレビムービー部門）／主演女優賞（ローラ・ダーン）

計２ノミネート

▽放送

１０月放送予定

『スピルバーグ！』
▼ノミネート内容

ドキュメンタリー／ノンフィクション部門

作品賞

計１ノミネート

▽放送

【STAR2 字幕版】８月３日（金）よる ８：１５ ほか
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