
©2022 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

「NCIS: ハワイ」
【別紙】 番組詳細資料



イントロダクションINTRODUCTION
　2003年に米国CBSで放送を開始して以来、世界で最も成功したTVシリーズとして人気を誇る「NCIS ネイビー犯
罪捜査班」の最新シリーズが登場！ロサンゼルス、ニューオーリンズに続いて新たなシリーズの舞台となるのは、パー
ルハーバーに海軍の軍事基地があることでも有名なハワイ。ここを拠点とするNCISチームが、海軍をめぐる事件や
国家安全保障に関わる事件の解決に奔走する姿が描かれる。
　シリーズ初の女性指揮官となる特別捜査官ジェーン・テナントを演じるのは、「ビバリーヒルズ再会白書」「オヤジ・
アタック (原題：Dads)」などのドラマで活躍しており、人気歌手のニック・ラシェイを夫に持つヴァネッサ・ラシェ
イ。彼女が2人の子供を持つシングルマザーであり、有能な捜査官としてチームをリードしていく強くて頼り甲斐の
あるテナントを好演する。また、テナントとともに活躍するNCISの個性的なメンバーたちを演じるのも豪華なキャ
スト陣。地元出身で一本気な捜査官カイ・ホルマン役を「FILTHY RICH／フィルシー･リッチ」のアレックス・タラ
ント、元殺人課刑事で皮肉屋のベテラン捜査官ジェシー・ブーン役を「ザ・ブレイブ エリート特殊部隊」のノア・ミ
ルズ、タフな新人女性捜査官ルーシー・タラ役を「オリジナルズ」のヤスミン・アル＝ブスタミ、変わり者の ITスペ
シャリスト、アーニー・マリク役を「FAMOUS IN LOVE」のジェイソン・アントゥーン、FBI 特別捜査官ケイト・ウィ
スラー役をトリ・アンダーソン、ジェーンの息子アレックス・テナント役をキアン・タランが演じる。
　これまでの「NCIS」シリーズ同様、メンバーたちがさまざまな事件に挑んでいくスリリングなアクションとサスペ
ンス、地元密着のアットホームな人間ドラマを描くだけでなく女性の活躍にもスポットを当てており、「NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン19」とのクロスオーバーエピソードも好評で、すでにシーズン2が決定！大ヒットシリーズに



STORYストーリー

　ハワイのビーチに海軍が極秘で飛行させていた実験機が墜落。NCISの主任捜査官ジェーン・テナントが早速現場に駆け
つけると、太平洋艦隊・副参謀長のミリアス大佐から捜査に横槍を入れられる。だが12時間前、NCISはパイロットのウォ
ルターズ少佐から連絡を受けており、テナントは事故ではなく事件の可能性があると考えてミリアス大佐を説得、休日を過
ごしていた NCIS チームのメンバーを召集する。ベテラン捜査官のジェシー、新人女性捜査官のルーシー、IT スペシャリス
トのアーニーは捜査に取り掛かるが、地元への U ターンでチーム入りが決まった新任の捜査官カイは姿を現さない。実は、
彼は地元の警察官とトラブルになり留置場に入れられており、テナントはそんな彼を引き取りに行くはめになる。その後、
ウォルターズ少佐の恋人が山中にあった車の中で遺体となって発見され、この墜落事件は思いがけない進展を見せる。

大ヒットミステリー「NCIS ネイビー犯罪捜査班」の
最新シリーズが日本初上陸！

常夏のハワイを舞台にNCIS チームが軍や国家に関わる重大事件を解決に導く



HIGHLIGHTS見どころ

常夏の島・ハワイのディープな文化に浸れるエピソード

 　「NCIS」シリーズで初めて女性の指揮官として登場するジェーン・テナントは、離婚した夫と共同
親権を持ちまだ手のかかる 2人の子供を育てながらハードな職務をこなす毎日。事件捜査では瞬時に的
確な判断を下して物怖じせず犯人に立ち向かい、周囲の男性たちにも一目置かれる存在だ。また、母親
としての経験値を役立ててどんな相手とも上手にコミュニケーションを取ることができ、アメリカ本土
出身者と地元ハワイ出身者で構成された NCIS チームを率いるリーダーとしての資質も十分。百戦錬磨
のジェシーや負けん気の強いルーシー、優秀だが癖の強いアーニーと信頼関係を築き、新たにメンバー
に加入したものの地元意識が強く協調性に欠けるカイにはチームワークを教え、彼らとともに最強の
チームを作り上げていく。

　本作はまぶしい太陽に照らされた美しいビーチや緑豊かな山々の絶景を楽しめるのはもちろん、世界中の人々を惹きつけてや
まないハワイの魅力をよりよく知ることができるのも楽しい見どころ。劇中ではアロハシャツ、サーフィン、フラダンスといっ
たおなじみの文化とともに “パニオロ” と呼ばれるカウボーイや “ハワイアンブレッシング” として知られる清めの儀式など地
元民 “ロコ” たちが守り続けている伝統的なカルチャーも紹介され、リアルな現地生活だけでなくハワイの歴史を描いたエピソー
ドも堪能することができる。なお、この撮影には米 CBS 放送で 2020 年に終了したドラマ「HAWAII FIVE-O」で使われたセッ
トが活用されているという。

シリーズ初の女性リーダー率いるチームが事件解決に挑む



HIGHLIGHTS見どころ

多彩なキャスティングでアジア系俳優も登場

　本作は NCIS チームを取り巻くキャラクターも多彩なキャストが勢ぞろい。テナントと対立しながらもいい雰囲気となってい
く副参謀長のミリアス大佐を「エージェント・カーター」のエンヴェア・ジョカイ、やり手の情報将校でルーシーと恋の火花を
散らすケイト・ウィスラーを「ブラインドスポット」のトリ・アンダーソンが演じる。また、アジア系住民が最も大きな比率を
占めるハワイだけにアジア系キャストも多数出演。テナントの息子アレックス役を映画『シカダ』のフィリピン系俳優キアン・
タランが演じるほか、日本の自衛隊が登場するエピソードに
は「S.W.A.T.」の東京ロケ・エピソードにもゲスト出演した
日本人俳優サニー齋藤と竹嶋利仁が、また日系人の歴史を描
くエピソードにはゲーム「ゴースト・オブ・ツシマ」の主人
公役を務め「インベージョン」にも出演する日系アメリカ人
俳優ダイスケ・ツジが登場する。

　日本語吹き替え版では声優・歌手として人気の水樹奈々がジェーン・テナント役を担当。アニメ「NARUTO - ナルト -」の日向ヒナ
タから『ハンガー・ゲーム』シリーズのジェニファー・ローレンスまで、どんな個性のキャラクターも魅力的に演じられる彼女の声の
演技に注目だ。また、カイ役は森永友基、ジェシー役は神尾佑と演技派俳優が務め、ルーシー役をアニメ「HUNTER×HUNTER」の
主人公ゴン＝フリークス役でも有名な潘めぐみ、アーニー役を洋画吹き替えの経験豊富な山本満太が務める。

吹き替えは水樹奈々ほか実力派キャストが集結



CASTキャスト

親切で忍耐強く、頼り甲斐のあるパールハーバー支局の司令官。
アレックスとジュリーという二人の子供を育てながら、職場では 40 名のエージェント
を統括している。男性優位の世界において様々な困難を乗り越えながらも明確なビジョ
ンを持ち、自らを出世に導いた優秀な捜査官。仕事一辺倒になりがちだが、子どもたち
には惜しみなく愛情を注ぎ、仕事でもプライベートでも、双方からのニーズに応えるた
め常に心を砕いている。

【ヴァネッサ・ラシェイ】
1980 年 11 月 9 日フィリピン生まれ。1998 年にサウスカロライナ州代表として初めてミス・ティーン USA に選ばれた。その後、MTV の番組のホ
ストや Entertainment Tonight のニューヨーク特派員、2004 年のミス・ティーン、2007 年のミス・ユニバースの司会も務める。俳優としては「ＣＳＩ：
ニューヨーク」「HAWAII FIVE-0」などにゲスト出演。2017年には現在の夫でミュージシャンのニック・ラシェイと共に「ダンシング・ウィズ・ザ・スター
ズ」に挑戦者として出場。最新の出演作には婚活番組「ラブ・イズ・ブラインド ～外見なんて関係ない ?! 」がある。

ジェーン・テナント／Vanessa Lachey as Jane Tennant （声：水樹奈々）

NCIS パールハーバー支局の副司令官。ジェーンと最も長く一緒に仕事をしてきており、
彼女にとって最も親しいメンバー。パールハーバー支局に配属される前は殺人課の刑事
として働いていたため、尋問のエキスパートであり、ベテランの警察官でもある。家族
とハワイをこよなく愛している。

【ノア・ミルズ】
11983 年 4 月 26 日カナダ・オンタリオ州生まれ、米メリーランド州育ち。モデルとしてキャリアをスタートさせ、2014 年に Vogue.com から歴代
男性モデルトップ 10 に選ばれる。ドルチェ & ガッバーナのモデルとしてファッション業界における地位を築き、トミー・ヒルフィガー、ギャップ
の広告にも登場。俳優としては、映画版『セックス・アンド・ザ・シティ２』「ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊」などに出演。テイラー・スウィ
フトの「We Are Never Ever Getting Back Together」のミュージックビデオにカメオ出演している。

ジェシー・ブーン／Noah Mills as Jesse Boone（声：神尾佑）

NCIS パールハーバー支局のサイバー情報スペシャリスト、あらゆる情報を操ることが
できる、チームに欠かせない存在。IP アドレスの追跡、ソーシャルメディア情報からの
追跡、ハワイ島についての知識に至るまで彼に分からないことはない。仕事に熱心で、
オフィスに泊まり込むことも多々ある。

【ジェイソン・アントゥーン】
1971年11月9日米カリフォルニア州生まれ。レバノン系アメリカ人。カーネギーメロン大学で舞台芸術の学士号を取得したのち、多くの舞台に立つ。
2000 年のトニー賞受賞作「コンタクト」で、ドラマ・デスク賞の演劇助演男優賞にノミネートされ一躍注目を浴びる。この演技がスピルバーグ監
督の目に留まり、トム・クルーズ主演の『マイノリティ・リポート』に起用。出演映画は、『トゥー・ウィークス・ノーティス』『Re:LIFE～リライフ～』など。
テレビへのゲスト出演は「NUMBERS 天才数学者の事件ファイル」「シェイムレス　俺たちに恥はない」「FAMOUS IN LOVE」など多数。

アーニー・マリク／Jason Antoon as Ernie Malik（声：山本満太）

オアフ島東海岸の町ワイマナロで生まれ育った NCIS 特別捜査官。母親の死後、海兵隊
に入隊するためにハワイを離れる。その後、犯罪捜査課に３年間勤務した後、父親が倒
れたことを知り NCIS パールハーバー支局への配属を希望する。ジェーンに優秀さを見
込まれた捜査官。頑固で頭が固い一面も。

【アレックス・タラント】
ニュージーランド生まれ。マオリ人、サモア人、ニウエ人の祖先を持つ。2012年にニュージーランド随一の国立演劇学校トイ・ワカアリを卒業。ニュー
ジーランドのプライムタイムで放送されたメロドラマ「Shortland Street」に 2018 年から 2019 年まで出演。その他のテレビ出演作は、「FILTHY 
RICH ／フィルシー・リッチ」などがある。映画作には、2021 年トロント国際映画祭で上映された SF映画『ディストピア 2043 未知なる能力』があり、
今後はテレビドラマ版「ロード・オブ・ザ・リング」が控えている。

カイ・ホルマン／Alex Tarrant as Kai Holman （声：森永友基）

NCIS パールハーバー支局で最も若い捜査官。チームの他のエージェントと比べると比
較的経験が浅いが、学習能力は高く、戦闘にも長けている。経験不足は熱意で補い、常
に自分の能力をチームに証明しようと努力している。思いやりがあり、温厚で気立ての
良い人物。LGBTQでもあり、ケイト・ウィスラーとの過去をチームに隠している。

【ヤスミン・アル＝ブスタミ】
1988 年アラブ首長国連邦のアブダビ生まれ。3 歳で米テキサス州に移住。ヨルダン・パレスチナ人とフィリピン人の祖先を持つ。金融の学位を取
得した後、エンターテイメントの世界に入ることを決意。The CW「オリジナルズ」のシーズン１への出演が俳優デビューとなる。その後「ナッシュ
ビル　カントリーミュージックの聖地」「スイッチ　～運命のいたずら～」「Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ.」などにゲスト出演する機会を得る。ジョン・レジェンドの
楽曲「Surefire」ミュージックビデオにも出演している。

ルーシー・タラ／Yasmine Al-Bustami as Lucy Tara（声：潘めぐみ）

連邦捜査局 (FBI) の特別捜査官。元国防情報局 (DIA) 職員で、タラの恋人だった過去が
ある模様……。

【トリ・アンダーソン】
カナダ、アルバータ州エドモントン生まれ。高校卒業後はトロントに移り住み、ヨーク大学演劇科で学士号を取得。舞台では、アリゾナ州のフェニッ
クス・シアターで「Dream a Little Dream( 原題 )」のミシェル・フィリップス役、ルミナート・フェスティバルで上演された「Habit( 原題 )」のヴィ
ヴ役を演じた。テレビ出演作品には、「クレイジー刑事 ＢＡＣＫＳＴＲＯＭ」「ＲＥＩＧＮ／クイーン・メアリー」「KILLJOYS ／銀河の賞金ハンター」
など。「ブラインドスポット　タトゥーの女」にも準レギュラーしとして出演。

ケイト・ウィスラー／Tori Anderson as Kate Whistler（声：川﨑芽衣子）



COLUMNコラム

世界で一番見られている海外ドラマ「NCIS シリーズ」の人気の理由

　2003年、マーク・ハーモン演じるギブスが率いるNCISチー
ムは米国 CBS 放送の「犯罪捜査官ネイビーファイル」シー
ズン 8 に 2 話にわたって登場、その半年後、彼らが主人公
となる新シリーズ「NCIS ネイビー犯罪捜査班」が同局で放
送スタートした。その第 1 弾スピンオフ「NCIS: LA 極秘潜
入捜査班」が生まれた 2009 年から現在に至るまで、「NCIS 
ネイビー犯罪捜査班」は全米の年間視聴率ランキング（ニー
ルセン調べ）でトップ 5 入りを続けており、2016 年には全
米のみならず世界で 4700 万人の視聴者数を記録して “世界
で最も見られたTVドラマ” という称号も得ている。
　そんな大ヒットシリーズに成長した「NCIS ネイビー犯罪
捜査班」は現在までに「NCIS: LA 極秘潜入捜査班」（2009～）、
「NCIS: ニューオーリンズ」（2014～2021）「NCIS: ハワイ」
（2021～）がシリーズ化されていずれも好評を得ており、
2013 年には「NCIS:LA 極秘潜入捜査班」の中で NCIS 特殊
部門「NCIS: RED」チームとの合同捜査のエピソードも制
作された。そのフォーマットは基本的に海軍に関する事件
が起こり、それをチームが解決するまでを 1 話完結で綴る
というシンプルなもの。犯罪捜査ドラマに欠かせないサス

ペンスとアクション、そして、仲間同士のチームワーク、
温かいユーモア、家族ドラマが描かれ、誰もが共感できる
エピソードには必ず爽快感を得られるエンディングが待ち
受ける。つまり、「NCIS」シリーズは時代に流されない普
遍的な刑事ドラマを届けることに徹しており、これが動画
配信サービスのニーズが高まる現代にあっても全世代が楽
しめる “お茶の間ドラマ” として TVで視聴率を取り続けら
れる理由だろう。
　このように 20 年近くにわたり人気を維持する「NCIS」
シリーズも 2021～2022 年にかけて転機を迎えている。
「NCIS ネイビー犯罪捜査班」の顔だったマーク・ハーモン
がシリーズを卒業し、初めて女性が指揮官を務める新シリー
ズ「NCIS: ハワイ」がスタート。また、アメリカを飛び出
しオーストラリアのシドニーを舞台にする「NCIS:Sydney
( 原題 )」の制作も発表された。これらの変化がシリーズに
もたらしてくれるであろう新たな魅力にも期待したい。



INFORMATION

「NCIS: ハワイ」7/18(月・祝)独占日本初放送スタート！

「NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13」©2022 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. ／「NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4」© 2021 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. ／「NCIS: ニューオーリンズ シーズン5」© 2021 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

キャスト：ヴァネッサ・ラシェイ、アレックス・タラント、ノア・ミルズ、ヤスミン・アル・ブスタミ、ジェイソン・アントゥーン
　　　　 トリ・アンダーソン、キアン・タラン

【二カ国語版】毎週月曜 22:00 ほか　【字幕版】毎週月曜 24:00 ほか

放送情報

「NCISネイビー
犯罪捜査班」
シーズン9,10,11:全話一挙放送
　　　　　　　 7/2(土)10:00スタート
シーズン11 : 6/3(金) 13:00スタート
シーズン12 : 6/15(水) 13:00スタート
シーズン13 : 毎週水曜 22:00 ほか放送中

「NCIS：
ニューオーリンズ」
シーズン5：7/11(月)
                   14:00スタート

「NCIS: LA
極秘潜入捜査班」
シーズン4：7/4(月)
                   7:00スタート


