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緊急通報ダイヤルから始まる！チームの絆が繋ぐレスキュー・ヒューマン・ドラマ

『9-1-1：LA 救命最前線』 シーズン 2
FOX チャンネルで 2019 年 2 月 26 日(火)夜 10 時～日本最速放送
「ゴースト」のジェニファー・ラヴ・ヒューイット ＆イケメン若手俳優ライアン・グスマンが登場！

海外ドラマ・エンターテイメント専門チャンネル FOX（運営：FOX ネットワークス株式会社、本社：東京都品川区、代表取締
役：西川高幹）は、救命現場の人間ドラマを描いた『9-1-1：LA 救命最前線』シーズン 2 を 2019 年 2 月 26 日(火)夜 10 時より
日本最速！独占放送します。
『9-1-1：LA 救命最前線』は緊急通報ダイヤルから始まる、レスキュー・ヒューマン・ドラマです。多様な事故や事件が頻発す
る L.A.で、救命オペレーターが受ける通報を軸に、その最前線で奮闘する消防士・警察官の姿を描きます。生死を左右する
極限状態の現場で、それぞれの専門知識と経験を武器に、組織の垣根を越えて連携する姿、そしてひとつひとつの事件の裏
にある背景もしっかりと描かれます。また一方で、ヒーローたちにも家族や恋人との生活があり、各キャラクターが直面する
様々な問題や過酷な状況にも焦点を当てます。互いに支えあいながら困難に立ち向かう姿に勇気づけられ、見終わった後に
心が温かくなる、そんなドラマです。
本作は、シーズン 1 のプレミア放送直後に全米大ヒットとなり、シーズン平均で 1400 万人以上の視聴者数を獲得しました。
若い世代からも支持されており、世界一のティーンの祭典と呼ばれる「ティーン・チョイス・アワード 2018」では、ブレイクアウト
テレビ作品賞にノミネートされたほか、バック役オリヴァー・スタークがブレイクアウトテレビスター賞にノミネートされるなど話題
となりました。その人気はアメリカだけに留まらず、日本でも FOX 新作ドラマ史上最高視聴率(*)を記録しました。
また、本作品を手掛けるのは、『Glee』や『アメリカン・ホラー・ストーリー』など数々の話題作、人気作を世に送り出してきたラ
イアン・マーフィー。ハリウッド屈指の人気クリエイターで、2018 年 12 月には見事ハリウッド殿堂入りを果たしています。そし
て、製作陣だけでなく、俳優も実力派の豪華メンバーが集結。ゴールデン・グローブ賞受賞＆アカデミー賞ノミネート経験もあ
るアンジェラ・バセット（警察官アシーナ役）をはじめ、実力派が勢ぞろい。シーズン 2 からは、「ゴースト 〜天国からのささや
き」のメリンダ役で知られるジェニファー・ラヴ・ヒューイットがバックの姉マディ役として、イケメン若手俳優ライアン・グスマンが
新人消防士エディ役として新たに登場します。
FOX チャンネル公式サイト(tv.foxjapan.com)では、『9-1-1：ＬＡ救命最前線』のプロモーション映像を公開中です。映像で作品
の世界観を感じて頂き、放送を楽しみにして頂けたらと思います。FOX は引き続き、アメリカで話題の人気作を日本最速でお
届けしてまいります。
※画像クレジット： ©2018-2019 Fox and its related entities. All rights reserved. *FOX 調べ（出典：株式会社ジュピターテレコム「デジタル視聴率」、30 分単位視聴率、2011 年
1 月～2018 年 12 月、全日平均、J:COM サービスエリアのみ、J:COM(無断掲載・転用を禁止します)

放送スケジュール

※放送スケジュールは変更になる場合があります

『9-1-1：LA 救命最前線』 シーズン 2
FOX チャンネルで 2019 年 2 月 26 日(火) 夜 10 時 日本最速！独占放送スタート
＜二ヶ国語版＞
毎週火曜夜 10 時～ほか
＜字幕版＞
毎週水曜夜 11 時～ほか
★番組ページ： https://tv.foxjapan.com/fox/program/index/prgm_id/21638

“9-1-1” とは
本作のタイトル「9-1-1」とは、日本における 110 番、119 番を兼ね併せたアメリカの緊急通報ダイヤル。

『9-1-1：LA 救命最前線』 シーズン 2 第 1 話 ストーリー
猛暑のＬＡでは手投げ弾の暴発や悪ノリの動画撮影での事故、修理工場の人間風船など、命に関わる緊急事態が相次
ぎ、各地で気温と緊張がピークに達していた。そんな中、署ではバックの存在を脅かす新人エディがチームに加わる。アシ
ーナはボビーと急接近するが、その関係性に思い悩んでいた。一方、バックの元には姉のマディが訪れるが、彼女は家族に
も言えない事情を抱えていた。

『9-1-1：LA 救命最前線』 主なキャスト
アシーナ・グラント役／警察官
長年連れ添った夫にゲイだと告白され、家庭崩壊の危機に追い込まれる。愛する夫との距離感に悩みながら
も、仕事に果敢に挑んでいく。時に強引だが、確実に事件を解決に導く。

アンジェラ・バセット
1958 年 8 月 16 日生まれ。アメリカ合衆国ニューヨーク、ハーレム出身。
名門イェール大学で演技を学び、ブロードウェイやＴＶを中心に活躍。夫は、米国俳優のコートニー・B・ヴァン
ス。米国の歌手ティナ・ターナーの半生を描いた映画「TINA ティナ」で主演し、ゴールデン・グローブ賞主演女
優賞（ミュージカル・コメディ部門）を受賞。また、同作でアカデミー賞・主演女優賞にノミネート、および第 26 回
NAACP イメージ・アワード映画部門・主演女優賞を受賞。「アメリカン・ホラー・ストーリー：魔女団」マリー・ラボ
ウ役でエミー賞・助演女優賞にノミネート。その他、「トゥルー・オブ・アメリカ」の製作総指揮。映画では、「ブラッ
クパンサー」('18)、「エンド・オブ・キングダム」('16)、「マルコムＸ」('92)、ドラマでは、「ER 緊急救命室」など、多
くの作品に出演。

ボビー・ナッシュ役／消防士 キャプテン
元アルコール依存症で、自分の過失により家族を失ってしまった過去を持つ。心に大きな傷を負っているが表
には出さず、仲間からは大きな信頼を得ている。

ピーター・クラウス
1965 年 8 月 12 日生まれ。アメリカ合衆国ミネソタ州アレクサンドリア出身。
ニューヨーク大学で演劇を専攻。パートナーは米国女優のローレン・グレアム。ドラマ「シックス・フィート・アンダ
ー」ネイト・フィッシャー役で一躍有名になり、エミー賞とゴールデン・グローブ賞に複数回ノミネート。映画では、
「トゥルーマン・ショー」('98)、「夫以外の選択肢」('04)に出演。ドラマでは、「ダーティ・セクシー・マネー」、「ロス
ト・ルーム」、「Parenthood(原題)」、プライムタイム・エミー賞監督賞受賞の「スポーツ・ナイト」、「ビバリーヒルズ
高校白書」、「となりのサインフェルド」など。

エヴァン・“バック”・バックリー役／若手消防士
自称セックス依存症。オペレーターのアビーと出会い改心するが、母を亡くした彼女は旅立ってしまう。アビー
はすぐに戻ってくると信じ、思い続けている。

オリヴァー・スターク
1991 年 6 月 27 日生まれ。イギリス、ロンドン出身。
2009 年にロンドン北西部にあるヘンドン・スクールを卒業後は、スポーツライターとコンピュータゲームのセー
ルスマンをしていた異色の経験を持つ。初舞台は、デヴィッド・アレクサンダー監督作の英国短編映画
「Follow(原題)」。映画では、「アンダーワールド ブラッド・ウォーズ」('17)、「Hard Tide(原題)」('15)、「ダブル・リ
ベンジ 裁きの銃弾」('14)、「マライアと失われた秘宝の謎」('13)、「禁断領域 ドレイメン」('12)に出演。ドラマで
は、「バッドランド 最強の戦士」、「刑事ジョン・ルーサー」など。

ヘンリエッタ・“ヘン”・ウィルソン役／救命士・消防士
同性愛者で、妻と一緒に暮らしているが、過去に付き合った彼女との間で気持ちが揺れる。警察官のアシーナ
とは、心の内を語れる仲。男勝りに活躍する。

アイシャ・ハインズ
1975 年 11 月 13 日生まれ。アメリカ合衆国ニューヨーク、ブルックリン出身。
主な出演作は、ドラマ「運命の銃弾」、「NCIS:LA～極秘潜入捜査班」、「アンダー・ザ・ドーム」、「しあわせの処
方箋」、「BONES」、「ミディアム 霊能者アリソン・デュボア」、「CSI:ニューヨーク」など。

『9-1-1：LA 救命最前線』 主なキャスト 続き
ホーウィー・“チムニー”・ハン役／救命士・消防士
チームのムードメーカー的存在。気さくで、ちょっと気取り屋。シーズン 1 で交通事故を起こし大怪我をするも、
チームの支えもあり救命隊に復活。

ケネス・チョイ
1971 年 10 月 20 日生まれ。アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ出身。
主な出演作は、映画「ブライト」('18)、「スパイダーマン：ホームカミング」('17)、「ウルフ・オブ・ウォールストリー
ト」('13)、「キャプテン・アメリカ ザ・ファースト・アベンジャー」('11)、ドラマ「しあわせの処方箋」、「Glee」、
「サン・オブ・アナーキー」、「サムライ・ガール」など。

マイケル・グラント役／アシーナの夫
実はゲイ。10 年以上そのことを家族に隠し続け、ついにカミングアウト。その結果、家族に不穏な空気が漂いは
じめる。

ロックモンド・ダンバー
1973 年 1 月 11 日生まれ。アメリカ合衆国カリフォルニア州出身。
妻は、米国女優マヤ・ギルバート。主な出演作はドラマ「SCORPION／スコーピオン」、「メンタリスト」、「プリズ
ン・ブレイク」、「グレイズ・アナトミー」、「アース 2」など。

マディ・ケンドール役／9-1-1 のオペレーター
バックの姉で元看護師。暴力的な夫から逃げ、弟の元へやってきた。バックの勧めで 9-1-1 のオペレーターとし
て働くことに。

ジェニファー・ラヴ・ヒューイット
1979 年 2 月 21 日生まれ。アメリカ合衆国テキサス州出身。
9 歳の頃からテキサス・ショー・チームに加入。その後、LA に渡り子役として活躍。テレビドラマ「サンフランシス
コの空の下」('94)やホラー映画『ラストサマー』('97)で注目を集め、99 年にはリーバイスの CM に登場し日本で
も話題に。主演ドラマ「ゴースト 〜天国からのささやき」('05)、「クライアント・リスト」('12)で人気が急騰。女優の
ほか、歌手としても活躍している。18 歳で初ランクインして以降、「もっともセクシーな女性 100 人」の常連。

エディ・ディアス役／新人消防士
的確な判断力を持つ新人消防士。病気の息子を持ち、彼のことを最優先に考えている。一方で、妻とは疎遠の
状態。

ライアン・グスマン
1987 年 9 月 21 日生まれ。アメリカ合衆国テキサス州出身。
主な出演作は、映画「エブリバディ・ウォンツ・サム!! 世界はボクらの手の中に」('16)、「ジェニファー・ロペス 戦
慄の誘惑」('15)、「ステップ・アップ 5：アルティメット」('14)、「ステップ・アップ 4：レボリューション」('12)、ドラマ
「HEROES Reborn／ヒーローズ・リボーン」、「プリティ・リトル・ライアーズ」など。

■ 海外ドラマ・エンターテイメント専門チャンネル FOX とは
全米のゴールデンタイムで放送中の大人気ドラマやバラエティー番組等、最強のエンターテイメントを最速でお届けして
いる有料チャンネル。『24』や『プリズン・ブレイク』など海外ドラマの最高傑作を送り出してきた FOX は、『ウォーキング・
デッド』や『NCIS ～ネイビー犯罪捜査班』といった大ヒットシリーズをどこよりも早くオンエア。まるで本国で見ているよう
なリアルタイム感で話題作を堪能できる。
スカパー！、J:COM、ケーブルテレビ、IPTV、Ｈulu、U-NEXT などで視聴可能。

＜チャンネル公式リンクおよび SNS アカウント＞
Web：
tv.foxjapan.com
Twitter：
＠foxtvjapan
Instagram：
＠foxtvjapan
Entertainment web media： jalee.jp

(アカウント名: 海外ドラマの FOX チャンネル)
(アカウント名: FOX チャンネル)
(媒体名: JALEE／ジャリー)

≪報道関係者の方のお問い合わせ先≫
FOX ネットワークス株式会社 マーケティング部 PR foxtvpr@fox.com
■視聴者の方のお問い合わせ先

FOX カスタマーサービス

TEL.0570-000-620

（10:00-20:00 年中無休）

