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00


韓国ドラマ『ストーブリーグ』日本語
字幕版(全16話)


第11話「逆境から見えてくるもの」
#11-2【HD】 ＜出演＞


ナムグン・ミン、パク・ウンビン、
オ・ジョンセ、チョ･ビョンギュ、


チョ・ハンソン ほか
10PR 2021年7月 #21-1【HD】 


20


韓国ドラマ『愛はビューティフ
ル、人生はワンダフル』日本語


字幕版(全50話)
#43-2【HD】 ＜出演＞


ソル・イナ、キム・ジェヨン、
チョ・ユニ、ユン・バク、オ・


ミンソク ほか


20


韓国ドラマ
『我が家のハニーポット』
日本語字幕版(全129話)


▽08:20 #118-1【HD】
▽09:00 #119-1【HD】
▽09:40 #120-1【HD】


＜出演＞
ソン・ジウン（Secret）、イ・
ジェジュン、キム・ミンス、
ソ・イアン、チェ・ミョンギル


30PR 2021年7月 #21-2【HD】 


10


ハマの静香は事件がお好き
episode1 死神からの携帯電


話
#1-3【HD】【字】


＜出演＞片平なぎさ 赤井
英和 石立鉄男 山口果林
でんでん 石井正則 ほか


50


『君といた夏』（全12話）


12:10 #11-5
第11話「永遠のさよなら…」


＜出演＞
筒井道隆／いしだ壱成／瀬戸朝
香／小沢真珠／大沢たかお／乃


木涼介ほか
13:00 #12-5


第12話「恋より大切なもの」
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #1-96【HD】 


10


韓国ドラマ『リーガル・ハイ』
日本語字幕版(全16話)
第14話「真犯人の影」
#14-1【HD】 ＜出演＞


チン・グ 、ソ・ウンス、ユン･
バク、チェ・ジョンアン、チョ


ン・サンフン ほか


00


『ワンピース』マリンフォード編
▽15:10 #29-1【HD】


第487話「赤犬の執念!ルフィを襲うマ
グマの拳」


▽15:37 #30-1【HD】
第488話「必死の叫び 運命を変える勇


気ある数秒」
▽16:04 #31-1【HD】


第489話「シャンクス見参!頂上戦争つ
いに終結」


▽16:32 #32-1【HD】
第490話「群雄割拠す!“新しい時


代"の始まり!」


30


『ワンピース』  第932話「生か
死か クイーンの大相撲地獄」 


#787-4【HD】【字】 


00


『京都祇園入り婿刑事事件
簿』


17:30 #5-4
「名門華道界を揺れ動かす
愛欲のスキャンダル 母と
息子の衝撃の過去の秘密」
<出演>三田村邦彦/中村玉


緒/藤谷美紀ほか
19:10 #6-4


「美人芸妓の許されぬ恋に
隠された殺人劇 愛欲の怨
みが悲劇を招く」


<出演>三田村邦彦/中村玉
緒/藤谷美紀ほか
20:50 #7-4


「娘冴子が突然の誘拐…命
がけで身代金を運ぶ母に迫
る過去の強盗殺人犯」<出演
>三田村邦彦/中村玉緒/藤谷


美紀ほか
22:25 #8-4


「捨て子の赤ちゃん騒動と
看護婦連続殺人の巧妙な
罠…大混乱の老舗茶屋に延
びる医療ミスへの怨みの魔


の手」
<出演>三田村邦彦/中村玉
緒/藤谷美紀ほか


00


韓国ドラマ『ストーブリーグ』日本語
字幕版(全16話)


第12話「勝利より大切なもの」
#12-1【HD】 ＜出演＞


ナムグン・ミン、パク・ウンビン、
オ・ジョンセ、チョ･ビョンギュ、


チョ・ハンソン ほか
10PR 2021年7月 #21-5【HD】 


20


韓国ドラマ『愛はビューティフ
ル、人生はワンダフル』日本語


字幕版(全50話)
#44-1【HD】 ＜出演＞


ソル・イナ、キム・ジェヨン、
チョ・ユニ、ユン・バク、オ・


ミンソク ほか


20


韓国ドラマ『かくれんぼ』日本語字幕
版(全24話)


第23話「ペンに残された証拠」
#23-1【HD】
＜出演＞


イ・ユリ、ソン・チャンウィ、オム・
ヒョンギョン、キム・ヨンミン ほか


40
『男おばさん！！』 デジ探ゲスト:芳根京子
(映画『Arc アーク』) #219-3【HD】【字】 


30


『医龍4 -Team Medical Dragon-』(全
11話) 


▽27:40 #2-5【HD】【字】
第2話「手術をすると患者は死ぬ」
▽28:35 #3-5【HD】【字】


第3話「神の手からこぼれた患者」
＜出演＞


坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿
部サダヲ／平幹二朗／佐々木蔵之介／
夏木マリ／岸部一徳／高橋克典／平岳
大／岸部大輔／キムラ緑子／柄本佑／


池田鉄洋 ほか


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ストーブリーグ』日本語
字幕版(全16話)


第12話「勝利より大切なもの」
#12-2【HD】 ＜出演＞


ナムグン・ミン、パク・ウンビン、
オ・ジョンセ、チョ･ビョンギュ、


チョ・ハンソン ほか
10PR 2021年7月 #21-6【HD】 


20


韓国ドラマ『愛はビューティフ
ル、人生はワンダフル』日本語


字幕版(全50話)
#44-2【HD】 ＜出演＞


ソル・イナ、キム・ジェヨン、
チョ・ユニ、ユン・バク、オ・


ミンソク ほか


20


韓国ドラマ
『我が家のハニーポット』
日本語字幕版(全129話)


▽08:20 #121-1【HD】
▽09:00 #122-1【HD】
▽09:40 #123-1【HD】


＜出演＞
ソン・ジウン（Secret）、イ・
ジェジュン、キム・ミンス、
ソ・イアン、チェ・ミョンギル


30PR 2021年7月 #21-7【HD】 


10


ハマの静香は事件がお
好き episode2 #1-3
【HD】【字】 ＜出演
＞片平なぎさ 赤井英
和 石井正則 勝村政
信 上原さくら 遠藤


憲一 ほか


50


大空港警察副署長 日
暮征次郎走る!


＜出演＞小林稔侍 岡
江久美子 木内晶子
中丸新将 伊藤正之
寺泉憲 藤真利子 ほ
か #1-3【HD】【字】 
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #2-90【HD】 


10


韓国ドラマ『リーガル・ハイ』
日本語字幕版(全16話)
第15話「闇を知る男」
#15-1【HD】 ＜出演＞


チン・グ 、ソ・ウンス、ユン･
バク、チェ・ジョンアン、チョ


ン・サンフン ほか


00


『ワンピース』マリンフォード編
▽15:10 #33-1【HD】


第491話「女ヶ島上陸 ルフィを責める
過酷な現実」


▽15:37 #34-1【HD】
第492話「最強タッグ!奮闘、ルフィと


トリコ!」
▽16:04 #35-1【HD】


第493話「ルフィとエース 兄弟の出会
いの物語!」


▽16:32 #36-1【HD】
第494話「サボ登場!不確かな物の終着


駅の少年」


20


ラーメンWalker TV2 スーパーフードを練り込んだ世界基準のチリトマラー
メン!


大門『チリトマラーメン THANK』
出演：田中 貴（サニーデイ・サービス） 日比野芽奈（青春高校3年C組） 


35 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


オリックス


～メットライフドー
ム


生 #38-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「挽肉と米」


#76-46【HD】【字】


00


『ワンピース』チョッパー登場冬島編
第88話「動物系悪魔の実!チョッパー


七段変形」 #11-6【HD】 


00


韓国ドラマ『ストーブリーグ』日本語
字幕版(全16話)


第13話「波乱の予感」
#13-1【HD】 ＜出演＞


ナムグン・ミン、パク・ウンビン、
オ・ジョンセ、チョ･ビョンギュ、


チョ・ハンソン ほか
10PR 2021年7月 #21-9【HD】 


20


韓国ドラマ『愛はビューティフ
ル、人生はワンダフル』日本語


字幕版(全50話)
#45-1【HD】 ＜出演＞


ソル・イナ、キム・ジェヨン、
チョ・ユニ、ユン・バク、オ・


ミンソク ほか


20


韓国ドラマ『かくれんぼ』日本
語字幕版(全24話) 第24話「新た
な未来」 #24-1【HD】 ＜出演＞
イ・ユリ、ソン・チャンウィ、
オム・ヒョンギョン、キム・ヨ


ンミン ほか


40
純喫茶に恋をして ～向島・カド 


#5-38【HD】【字】 


30


『医龍4 -Team Medical Dragon-』(全
11話) 


▽27:40 #4-5【HD】【字】
第4話「魔法の心臓と狙われた女」
▽28:35 #5-5【HD】【字】


第5話「天才麻酔科医が決断する」
＜出演＞


坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿
部サダヲ／平幹二朗／佐々木蔵之介／
夏木マリ／岸部一徳／高橋克典／平岳
大／岸部大輔／キムラ緑子／柄本佑／


池田鉄洋 ほか


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ドラマステージ
2020』日本語字幕版(全10話)
第7話「ブラックアウト」


＜出演＞
チョン･サンフン、ノ･ジョン
ヒョン、チン･ソヨン


#7-4【HD】


30


韓国ドラマ
『世界で一番可愛い私の


娘』
日本語字幕版(全54話)


▽07:10 #3-2【HD】
▽08:20 #4-2【HD】


＜出演＞
キム・ヘスク、ユソン、キ
ム・ソヨン、ホン・ジョン
ヒョン、キム・ハギョン、


ギ・テヨン ほか


30


『ワンピース』 
▽09:30 #797-2【HD】


第942話「一味乱入!騒然!処刑場の激
闘」


▽10:00 #798-1【HD】
第943話「ルフィの決意 破れ大相撲地


獄!」


50
『男おばさん！！』 スタジオゲスト:小川紗
良 監督(映画『海辺の金魚』) #220-1【HD】 


00PR 2021年7月 #21-10【HD】 


05


韓国ドラマ
『緑豆の花』


日本語字幕版(全24話)


▽11:00 #18-3【HD】
第18話「執綱所の戦


い」
▽12:00 #19-3【HD】
第19話「わらじの買い


占め」
▽13:00 #20-3【HD】
第20話「曉諭文」
▽14:00 #21-3【HD】
第21話「牛禁峠の決


戦」
▽15:05 #22-3【HD】
第22話「東匪掃討」
▽16:05 #23-3【HD】
第23話「将軍への餞


別」


＜出演＞
ユン・シユン、チョ・
ジョンソク、ハン・
イェリ、チェ・ムソン


ほか


20
ラーメンWalker TV2 「二郎」「さぶちゃん」偉大なる遺伝子を継承する伝


説店
大井町『のスた』


35 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


オリックス


～メットライフドー
ム


生 #39-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「M2」


#77-33【HD】【字】


00


『ワンピース』チョッパー登場冬島編
第89話「王国の支配終る時!信念の旗


は永遠に」 #12-6【HD】 


30


韓国ドラマ『かくれ
んぼ』日本語字幕版


(全24話)


24:00 #11-2【HD】 
第11話「卑劣な罠」 
25:05 #12-2【HD】 
第12話「逆転を信じ
て」 26:10 #13-2
【HD】 第13話「浮
かび上がる真実」 
27:15 #14-2【HD】 
第14話「会社を守る
ために」 28:20 #15
-2【HD】 第15話
「思い出の歌」 
＜出演＞


イ・ユリ、ソン・
チャンウィ、オム・
ヒョンギョン、キ
ム・ヨンミン ほか


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『潜入弁護人～Class of Lies


～』
日本語字幕版(全16話)


▽06:00 #5-3【HD】
▽07:00 #6-3【HD】


＜出演＞
ユン・ギュンサン、クム・セロ
ク、イ・ジュニョン（U-KISS 
JUN）、チェ・ギュジン、ハン・


ソウン


20PR 2021年7月 #21-11【HD】 


40


韓国ドラマ
『世界で一番可愛い私の娘』
日本語字幕版(全54話)


▽08:20 #5-1【HD】
▽09:30 #6-1【HD】


＜出演＞
キム・ヘスク、ユソン、キム・
ソヨン、ホン・ジョンヒョン、
キム・ハギョン、ギ・テヨン


ほか


00
純喫茶に恋をして
#16-7【HD】


30


超特急の撮れ高足りてますか?
「ﾋﾟｭｱﾎﾞｰｲﾀｶｼ理解王で撮れ高足りてます


か？」後編!ﾀｶｼのﾋﾟｭｱさが炸裂しまくり!ﾄﾞｯｷ
ﾘとわかったﾀｶｼのﾘｱｸｼｮﾝは!? #99-4【HD】 


35


韓国ドラマ『緑豆の花』日本語
字幕版(全24話) 第24話「兄弟の
運命」 #24-3【HD】 ＜出演＞
ユン・シユン、チョ・ジョンソ
ク、ハン・イェリ、チェ・ムソ


ン ほか


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


オリックス


～メットライフドー
ム


生 #40-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「とんかつ けい太」
#78-33【HD】【字】


50


ラーメンWalker TV2
我武者羅 × 麺や七彩 人気実力店豪華競演スペシャル!


東所沢『ラーメンWalkerキッチン』
出演：田中真琴 #280-24【HD】【字】 


00PR 2021年7月 #21-13【HD】 


00


地獄の花嫁シリーズ


▽19:00 #1-2
『地獄の花嫁・ネットス
トーカー連続殺人の罠』
＜出演＞名取裕子／雛形あ
きこ／長谷川初範／古川り
か／小林隆／岡本光太郎／
和田圭市／北村一輝／星遥
子／渡辺裕之 ほか
▽20:40 #2-2


『地獄の花嫁２ ウェディ
ングドレス殺人 亡霊の復


讐』
＜出演＞名取裕子／雛形あ
きこ／長谷川初範／かとう
れいこ／佐藤江梨子／小沢


和義 ほか
▽22:20 #3-2


『地獄の花嫁３ 殺意の
ジューンブライド』


＜出演＞名取裕子／雛形あ
きこ／長谷川初範／羽場裕
一／大島さと子／岡本光太
郎／渡辺由紀／稲田奈緒


ほか


50


韓国ドラマ
『ミスティ～愛の真実


～』
日本語字幕版(全16話)


▽24:00 #4-3【HD】
第4話「奈落」


▽25:15 #5-3【HD】
第5話「醜聞」


▽26:25 #6-3【HD】
第6話「変数」


▽27:40 #7-3【HD】
第7話「秘密」


＜出演＞
キム・ナムジュ、チ・
ジニ、コ・ジュン、
チョン・ヘジン、チ
ン・ギジュ ほか


30


実録!オンナの〇〇事件簿
▽28:50 #37-4【HD】


三世帯地獄
▽29:10 #38-4【HD】


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ストーブリーグ』日本語
字幕版(全16話)


第13話「波乱の予感」
#13-2【HD】 ＜出演＞


ナムグン・ミン、パク・ウンビン、
オ・ジョンセ、チョ･ビョンギュ、


チョ・ハンソン ほか
10PR 2021年7月 #21-14【HD】 


20


韓国ドラマ『愛はビューティフ
ル、人生はワンダフル』日本語


字幕版(全50話)
#45-2【HD】 ＜出演＞


ソル・イナ、キム・ジェヨン、
チョ・ユニ、ユン・バク、オ・


ミンソク ほか


20


韓国ドラマ
『我が家のハニーポット』日本


語字幕版(全129話)


▽08:20 #124-1【HD】
▽09:00 #125-1【HD】
▽09:40 #126-1【HD】


＜出演＞
ソン・ジウン（Secret）、イ・
ジェジュン、キム・ミンス、
ソ・イアン、チェ・ミョンギル


30PR 2021年7月 #21-15【HD】 


10


堂場瞬一サスペンス 
逸脱～捜査一課・澤村
慶司～ #1-3【HD】
【字】 ＜出演＞


反町隆史・比嘉愛未・
ムロツヨシ・片岡鶴太
郎・橋爪功 ほか


50


『ガリレオ』


▽12:10 #1-1【HD】
第1話 燃える!変人天才科学者


▽13:00 #2-1【HD】
第2話 離脱る(ぬける) OL殺人と空を


飛ぶ少年の謎!


＜出演＞福山雅治／柴咲コウ／北村一
輝／品川祐／渡辺いっけい／真矢みき 


ほか


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #3-81【HD】 


15


韓国ドラマ『リーガル・ハイ』
日本語字幕版(全16話)
第16話「良心の呵責」
#16-1【HD】 ＜出演＞


チン・グ 、ソ・ウンス、ユン･
バク、チェ・ジョンアン、チョ


ン・サンフン ほか


50


『ワンピース』マリンフォード編
▽15:15 #37-1【HD】


第495話「おれは逃げない エース決死
の救出作戦」


▽15:45 #38-1【HD】
第496話「いつか海へ!三人の悪童ちか


いの盃!」
▽16:15 #39-1【HD】


第497話「ダダン一家との別れ!?完成!
秘密基地」


00PR 2021年7月 #21-16【HD】 


30


『ワンピース』 
第930話「大看板! 疫災のクイー
ン現る!」 #785-5【HD】【字】 


00


『ワンピース』ホールケーキアイラン
ド編


▽17:30 #87-1【HD】【字】
第869話「目覚めろ 最強を超える見聞


色」
▽18:00 #88-1【HD】【字】


第870話「神速の拳 新たなるギア4発
動!」


▽18:30 #89-1【HD】【字】
第871話「遂に終結 壮絶カタクリ戦の


行方」
▽19:00 #90-1【HD】【字】


第872話「絶体絶命 鉄壁のルフィ包囲
網!」


▽19:30 #91-1【HD】【字】
第873話「起死回生 最強の援軍ジェル


マ!」
▽20:00 #92-1【HD】【字】


第874話「最後の砦 タイヨウの海賊団
現る」


▽20:30 #93-1【HD】【字】
第875話「魅惑の味 幸せのサンジの


ケーキ」
▽21:00 #94-1【HD】【字】


第876話「仁義の漢 ジンベエ決死の大
海流」


▽21:30 #95-1【HD】【字】
第877話「惜別の時、プリン最後の


“お願い“」
▽22:00 #96-1【HD】【字】


第878話「世界驚愕 第五の海の皇帝現
る!」


▽22:30 #97-1【HD】【字】
第879話「世界会議へ 集結!麦わらの


盟友達」
▽23:00 #98-1【HD】【字】


第880話「サボ動く 革命軍全軍隊長登
場!」


▽23:30 #99-1【HD】【字】
第881話「動き出す 執念の新元帥サカ


ズキ」


00


韓国ドラマ『ストーブリーグ』日本語
字幕版(全16話)


第14話「新たな目標」
#14-1【HD】 ＜出演＞


ナムグン・ミン、パク・ウンビン、
オ・ジョンセ、チョ･ビョンギュ、


チョ・ハンソン ほか
10PR 2021年7月 #21-17【HD】 


25


韓国ドラマ『愛はビューティフ
ル、人生はワンダフル』日本語


字幕版(全50話)
#46-1【HD】 ＜出演＞


ソル・イナ、キム・ジェヨン、
チョ・ユニ、ユン・バク、オ・


ミンソク ほか


30


韓国ドラマ『ボクスが帰っ
てきた』日本語字幕版(全16
話) 第1話「9年前の2人」 
#1-1【HD】 ＜出演＞


ユ・スンホ、チョ・ボア、
クァク・ドンヨン ほか
40PR 2021年7月 #21-18【HD】 


30


『医龍4 -Team Medical Dragon-』(全
11話) 


▽27:40 #6-5【HD】【字】
第6話「ヒーローに裏切られた男」
▽28:35 #7-5【HD】【字】


第7話「患者が最後に選ぶ医者!」
＜出演＞


坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿
部サダヲ／平幹二朗／佐々木蔵之介／
夏木マリ／岸部一徳／高橋克典／平岳
大／岸部大輔／キムラ緑子／柄本佑／


池田鉄洋 ほか


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ストーブリーグ』日本語
字幕版(全16話)


第14話「新たな目標」
#14-2【HD】 ＜出演＞


ナムグン・ミン、パク・ウンビン、
オ・ジョンセ、チョ･ビョンギュ、


チョ・ハンソン ほか
10PR 2021年7月 #21-20【HD】 


22


韓国ドラマ『愛はビューティフ
ル、人生はワンダフル』日本語


字幕版(全50話)
#46-2【HD】 ＜出演＞


ソル・イナ、キム・ジェヨン、
チョ・ユニ、ユン・バク、オ・


ミンソク ほか


20


韓国ドラマ
『我が家のハニーポット』


日本語字幕版(全129話)
▽08:22 #127-1【HD】
▽09:00 #128-1【HD】
▽09:40 #129-1【HD】


＜出演＞
ソン・ジウン（Secret）、イ・
ジェジュン、キム・ミンス、
ソ・イアン、チェ・ミョンギル
30PR 2021年7月 #21-21【HD】 


10


堂場瞬一サスペンス 執着～捜査一
課・澤村慶司2
#1-3【HD】【字】
＜出演＞


反町隆史、比嘉愛未
ムロツヨシ、相島一之、三浦誠己、忍
成修吾、螢雪次朗 岡本富士太、春海


四方、関貴昭、森本のぶ
、加藤満、徳永えり、武子太郎、斉藤
祥太、朝加真由美、杉咲花、橋爪功


ほか


50


『ガリレオ』


▽12:10 #3-1【HD】
第3話 騒霊ぐ(さわぐ) 消えた夫と幽


霊の棲む黒い家!
▽13:00 #5-1【HD】


第5話 絞殺る(しめる)火の玉の謎と完
全なる密室殺人


＜出演＞福山雅治／柴咲コウ／北村一
輝／品川祐／渡辺いっけい／真矢みき 


ほか
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #4-69【HD】 


10


韓国ドラマ『番外捜査』日本語字幕版
(全12話)


第1話「それは脅迫?協力ね」
#1-1【HD】
＜出演＞


チャ・テヒョン、 イ・ソンビン、
チョン・サンフン、ユン・ギョンホ、


チ・スンヒョン ほか


00


『ワンピース』マリンフォード編
▽15:10 #40-1【HD】


第498話「ルフィ弟子入り!?海賊王と
戦った男!」


▽15:37 #41-1【HD】
第499話「大虎との決戦!船長になるの


は誰だ!」
▽16:04 #42-1【HD】


第500話「奪われた自由!三兄弟に迫る
貴族の罠」


▽16:32 #43-1【HD】
第501話「放たれた炎 グレイ・ターミ


ナルの危機」


30


『ワンピース』  第931話「よじ
登れ ルフィ決死の逃走劇!」 
#786-5【HD】【字】 


20


韓国ドラマ
『ああ、私の幽霊さま』
日本語字幕版(全16話)


▽17:30 #1-2【HD】
第1話「幽霊なんか信じな


い!」
▽18:40 #2-2【HD】


第2話「ただいま憑変中!」
▽19:50 #3-2【HD】
第3話「初恋の記憶」
▽21:00 #4-2【HD】
第4話「キスの味は陽気


男!」
▽22:10 #5-2【HD】
第5話「目覚めたら2週


間!?」


＜出演＞
チョ・ジョンソク、パク・
ボヨン、キム・スルギ、イ
ム・ジュファン、クァク・
シヤン、ソ・イングク ほ


か


30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #8-59【HD】 


00


『ワンピース』チョッパー登場冬島編
第90話「ヒルルクの桜!ドラムロッ
キーの奇跡」 #13-6【HD】 


00


韓国ドラマ『ストーブリーグ』日本語
字幕版(全16話)


第15話「チームを守るため」
#15-1【HD】 ＜出演＞


ナムグン・ミン、パク・ウンビン、
オ・ジョンセ、チョ･ビョンギュ、


チョ・ハンソン ほか
10PR 2021年7月 #21-23【HD】 


20


韓国ドラマ『愛はビューティフ
ル、人生はワンダフル』日本語


字幕版(全50話)
#47-1【HD】 ＜出演＞


ソル・イナ、キム・ジェヨン、
チョ・ユニ、ユン・バク、オ・


ミンソク ほか


20


韓国ドラマ『ボクスが帰ってき
た』日本語字幕版(全16話)


第2話「止まってしまった時間」
#2-1【HD】 ＜出演＞


ユ・スンホ、チョ・ボア、クァ
ク・ドンヨン ほか


40
純喫茶に恋をして ～秋葉原・フルー
フ・デゥ・セゾン #6-38【HD】【字】 


30


『医龍4 -Team Medical Dragon-』(全
11話) 


▽27:40 #8-5【HD】【字】
第8話「暴れる患者と未熟な医者」
▽28:35 #9-5【HD】【字】


第9話「死なせない! 母と子の命」
＜出演＞


坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿
部サダヲ／平幹二朗／佐々木蔵之介／
夏木マリ／岸部一徳／高橋克典／平岳
大／岸部大輔／キムラ緑子／柄本佑／


池田鉄洋 ほか


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ストーブリーグ』日本語
字幕版(全16話)


第15話「チームを守るため」
#15-2【HD】 ＜出演＞


ナムグン・ミン、パク・ウンビン、
オ・ジョンセ、チョ･ビョンギュ、


チョ・ハンソン ほか
10PR 2021年7月 #21-25【HD】 


20


韓国ドラマ『愛はビューティフ
ル、人生はワンダフル』日本語


字幕版(全50話)
#47-2【HD】 ＜出演＞


ソル・イナ、キム・ジェヨン、
チョ・ユニ、ユン・バク、オ・


ミンソク ほか


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #1-1【HD】
▽09:00 #2-1【HD】
▽09:40 #3-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-26【HD】 


10


『熱血シングルファ
ザー』 ～新聞記者・
新庄圭吾の事件ファイ
ル～ ＜出演＞柳葉敏
郎／岸本加世子／坂口
良子／朝丘雪路 ほか 
#1-1【HD】【字】 


50


『ガリレオ』


▽12:10 #7-1【HD】
第7話 予知る(しる)美しき妻の愛した


恐怖の殺人装置
▽13:00 #8-1【HD】


第8話 霊視る(みえる)殺人事件を知ら
せた姉の幽霊!


＜出演＞福山雅治／柴咲コウ／北村一
輝／品川祐／渡辺いっけい／真矢みき 


ほか
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #5-65【HD】 


00


韓国ドラマ『番外捜査』日本語字幕版
(全12話)


第2話「絶対に捕まえる」
#2-1【HD】 ＜出演＞


チャ・テヒョン、 イ・ソンビン、
チョン・サンフン、ユン・ギョンホ、


チ・スンヒョン ほか


00


『ワンピース』マリンフォード編
▽15:00 #44-1【HD】


第502話「自由はどこにある?少年の悲
しき船出」


▽15:30 #45-1【HD】
第503話「よろしく頼む!兄弟から届い


た手紙!」
▽16:00 #46-1【HD】


第504話「約束を果たすため それぞれ
の旅立ち!」


▽16:30 #47-1【HD】
第505話「あいつらに会いてェ!ルフィ


涙の叫び」


30


『ワンピース』  第932話「生か
死か クイーンの大相撲地獄」 


#787-5【HD】【字】 


20


韓国ドラマ
『ああ、私の幽霊さま』
日本語字幕版(全16話)


▽17:30 #6-2【HD】
第6話「待ってました!2度目


の憑依」
▽18:40 #7-2【HD】
第7話「突然のデート!」
▽19:50 #8-2【HD】


第8話「ドキドキ研修旅行」
▽21:00 #9-2【HD】
第9話「幽霊の片想い」
▽22:10 #10-2【HD】
第10話「秘密の恋」


＜出演＞
チョ・ジョンソク、パク・
ボヨン、キム・スルギ、イ
ム・ジュファン、クァク・
シヤン、ソ・イングク ほ


か


30PR 2021年7月 #21-28【HD】 


00


超特急の撮れ高足りてますか?
｢ｶｽﾀﾑｼﾞｰﾝｽﾞ選手権｣手作りのｼﾞｰﾝｽﾞ1つ1つにﾒ
ﾝﾊﾞｰの個性があふれ出る!さらにｽﾀｼﾞｵﾗｲﾌﾞ裏


側の貴重映像も! #125-2【HD】 


10


韓国ドラマ『ストーブリーグ』
日本語字幕版(全16話)


第16話「未来あるチーム」
#16-1【HD】 ＜出演＞


ナムグン・ミン、パク・ウンビ
ン、オ・ジョンセ、チョ･ビョン
ギュ、チョ・ハンソン ほか


20


韓国ドラマ『愛はビューティフ
ル、人生はワンダフル』日本語


字幕版(全50話)
#48-1【HD】 ＜出演＞


ソル・イナ、キム・ジェヨン、
チョ・ユニ、ユン・バク、オ・


ミンソク ほか


20


韓国ドラマ『ボクスが帰ってき
た』日本語字幕版(全16話)
第3話「セホの改革」
#3-1【HD】 ＜出演＞


ユ・スンホ、チョ・ボア、クァ
ク・ドンヨン ほか


40
純喫茶に恋をして ～本郷・金魚


坂 #7-39【HD】【字】 


30


『医龍4 -Team Medical Dragon-』(全
11話) 


▽27:40 #10-5【HD】【字】
第10話「世界に売られる天才医師」
▽28:30 #11-5【HD】【字】


第11話「帰ってきた天才外科医」
＜出演＞


坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿
部サダヲ／平幹二朗／佐々木蔵之介／
夏木マリ／岸部一徳／高橋克典／平岳
大／岸部大輔／キムラ緑子／柄本佑／


池田鉄洋 ほか


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ストーブリーグ』
日本語字幕版(全16話)
第16話「未来あるチーム」
#16-2【HD】 ＜出演＞


ナムグン・ミン、パク・ウンビ
ン、オ・ジョンセ、チョ･ビョン
ギュ、チョ・ハンソン ほか


20


韓国ドラマ『愛はビューティフ
ル、人生はワンダフル』日本語


字幕版(全50話)
#48-2【HD】 ＜出演＞


ソル・イナ、キム・ジェヨン、
チョ・ユニ、ユン・バク、オ・


ミンソク ほか


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #4-1【HD】
▽09:00 #5-1【HD】
▽09:40 #6-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-29【HD】 


10


『熱血シングルファ
ザー』 ～新聞記者・
新庄圭吾の事件ファイ
ル～2 ＜出演＞柳葉敏
郎／岸本加世子／須賀
健太／朝丘雪路 ほか 
#2-1【HD】【字】 


50


『ガリレオ』


▽12:10 #9-1【HD】
第9話 爆ぜる(はぜる)前編・悪魔が仕


掛けた連続殺人
▽13:00 #10-1【HD】


第10話 爆ぜる(はぜる)後編・聖夜に
KISSして!


＜出演＞福山雅治／柴咲コウ／北村一
輝／品川祐／渡辺いっけい／真矢みき 


ほか
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #6-60【HD】 


00


韓国ドラマ『番外捜査』日本語字幕版
(全12話)


第3話「誰にも知られずに」
#3-1【HD】 ＜出演＞


チャ・テヒョン、 イ・ソンビン、
チョン・サンフン、ユン・ギョンホ、


チ・スンヒョン ほか


00


『ワンピース』マリンフォード編
▽15:00 #48-1【HD】


第506話「麦わらの一味激震!もたらさ
れた凶報」


▽15:30 #49-1【HD】
第507話「冥王レイリーとの再会 ル


フィ決断の時」
▽16:00 #50-1【HD】


第508話「船長のもとへ 空島の脱獄と
冬島の事件」


▽16:30 #51-1【HD】
第509話「接触!大剣豪ミホーク ゾロ


意地の死闘」


30


『ワンピース』 
第933話「牛鬼丸! ゾロおいはぎ
橋の決闘」 #788-3【HD】【字】 


00


韓国ドラマ『ああ、私
の幽霊さま』日本語字


幕版(全16話)


17:30 #11-2【HD】 第
11話「奇妙な三角関
係」 18:40 #12-2
【HD】 第12話「オレ
の彼女だ!」 19:50 
#13-2【HD】 第13話
「幽霊話は喧嘩のも
と」 21:00 #14-2
【HD】 第14話「日記
を取り戻せ!」 
＜出演＞


チョ・ジョンソク、パ
ク・ボヨン、キム・ス
ルギ、イム・ジュファ
ン、クァク・シヤン、
ソ・イングク ほか


50


『ヤングシナリオ大賞』
第22回ヤングシナリオ大賞「さよなら
ロビンソンクルーソー」 ＜出演＞
田中圭／蓮佛美沙子／綾野剛／渡邉紘
平／鈴之助／菊地凛子 ほか
＜脚本＞野木亜紀子 #8-2【HD】 


00PR 2021年7月 #21-30【HD】 


50


沢田研二特集 夜のヒットスタジ
オ #4(1976年10月25日放送回)
沢田研二／西城秀樹／岩崎宏美
／いぬいゆみ／アトリエ／野口
五郎／小柳ルミ子 #4-2【HD】 
00PR 2021年7月 #21-31【HD】 


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#1-1【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


20


韓国ドラマ『愛はビューティフ
ル、人生はワンダフル』日本語


字幕版(全50話)
#49-1【HD】 ＜出演＞


ソル・イナ、キム・ジェヨン、
チョ・ユニ、ユン・バク、オ・


ミンソク ほか


20


韓国ドラマ『ボクスが帰ってき
た』日本語字幕版(全16話)
第4話「それぞれの思い」
#4-1【HD】 ＜出演＞


ユ・スンホ、チョ・ボア、クァ
ク・ドンヨン ほか


40
『男おばさん！！』 スタジオゲスト:小川紗
良 監督(映画『海辺の金魚』) #220-2【HD】 


30


『素晴らしきかな人生』（全12
話） 


27:40 #1-3
第1話「決して恋をしない女」
＜出演＞浅野温子 織田裕二
佐藤浩市 富田靖子 七瀬なつ
み ともさかりえ 田中健 ほ


か
28:35 #2-3


第2話「放課後の告白」


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#1-2【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


20


韓国ドラマ『愛はビューティフ
ル、人生はワンダフル』日本語


字幕版(全50話)
#49-2【HD】 ＜出演＞


ソル・イナ、キム・ジェヨン、
チョ・ユニ、ユン・バク、オ・


ミンソク ほか


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #7-1【HD】
▽09:00 #8-1【HD】
▽09:40 #9-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-32【HD】 


10


『熱血シングルファザー』
～新聞記者・新庄圭吾の事


件ファイル～３
＜出演＞柳葉敏郎／岸本加
世子／須賀健太／谷山毅／
朝丘雪路／坂口良子 ほか


#3-1【HD】


50


『ガリレオφ』
＜出演＞福山雅治／北村一
輝／長澤まさみ／三浦春馬
／佐野和真／品川祐／香里
奈／渡辺いっけい／真矢み
き／蟹江敬三 ほか
#1-1【HD】


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #7-62【HD】 


00


韓国ドラマ『番外捜査』日本語字幕版
(全12話)


第4話「共犯と模倣犯」
#4-1【HD】 ＜出演＞


チャ・テヒョン、 イ・ソンビン、
チョン・サンフン、ユン・ギョンホ、


チ・スンヒョン ほか


00


『ワンピース』マリンフォード編
▽15:00 #52-1【HD】


第510話「サンジの受難 王国へと帰還
した女王!」


▽15:30 #53-1【HD】
第511話「まさかの再上陸!ルフィ海軍


本部へ!」
▽16:00 #54-1【HD】


第512話「仲間にとどけ かけめぐる大
ニュース!」


▽16:30 #55-1【HD】
第513話「動き出す海賊たち!驚天動地


の新世界」


30


『ワンピース』 
第934話「大逆転! 死線を越えた
三刀流!」 #789-3【HD】【字】 


40


韓国ドラマ
『ああ、私の幽霊さま』
日本語字幕版(全16話)


▽17:30 #15-2【HD】
第15話「幽霊捜査網にご用心」


▽18:30 #16-2【HD】
第16話「さよなら、私の幽霊さま」


＜出演＞
チョ・ジョンソク、パク・ボヨン、キ
ム・スルギ、イム・ジュファン、クァ
ク・シヤン、ソ・イングク ほか


20


山村美紗サスペンス 
「女検視官・江夏冬子～血


だまりの滴～」
＜出演＞


かたせ梨乃／高橋英樹／高
岡早紀／ 山村紅葉／いしの
ようこ／朝加真由美 ほか
#1-5【HD】【字】


40
『男おばさん！！』 スタジオゲスト:小川紗
良 監督(映画『海辺の金魚』) #220-3【HD】 


00
純喫茶に恋をして ～向島・カド 


#5-39【HD】【字】 


00


鈴木愛奈 1st Live Tour ring A 
ring ? Prologue to Light ? フジテ


レビTWOバージョン
新たに編集され生配信とは違った映


像!
さらに番組ｵﾘｼﾞﾅﾙ映像も加えたｽﾍﾟｼｬﾙ


ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ! #1-3【HD】 


00


逢田梨香子 1st LIVE TOUR 2020
-2021「Curtain raise」特別版 
Aqoursとして活動し、圧倒的人
気を博してきた逢田梨香子によ
る初のｿﾛﾗｲﾌﾞﾂｱｰに密着した特別


番組! #1-3【HD】 


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#2-1【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


25


韓国ドラマ『愛はビューティフ
ル、人生はワンダフル』日本語


字幕版(全50話)
#50-1【HD】 ＜出演＞


ソル・イナ、キム・ジェヨン、
チョ・ユニ、ユン・バク、オ・


ミンソク ほか


30


韓国ドラマ『ボクスが帰っ
てきた』日本語字幕版(全16
話) 第5話「運命共同体」 
#5-1【HD】 ＜出演＞


ユ・スンホ、チョ・ボア、
クァク・ドンヨン ほか
40PR 2021年7月 #21-35【HD】 


30


『素晴らしきかな人生』（全12
話） 


27:40 #3-3
第3話「学園ドラマ」


＜出演＞浅野温子 織田裕二
佐藤浩市 富田靖子 七瀬なつ
み ともさかりえ 田中健 ほ


か
28:35 #4-3


第4話「女がこの世を狂わす」


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ドラマステージ
2020』日本語字幕版(全10話)
第8話「みんなそこにいる」


＜出演＞
ノ･ジョンウィ、クム･セロク、


キム･ジュンウォン
#8-3【HD】


30


韓国ドラマ
『世界で一番可愛い私の


娘』
日本語字幕版(全54話)


▽07:10 #5-2【HD】
▽08:20 #6-2【HD】


＜出演＞
キム・ヘスク、ユソン、キ
ム・ソヨン、ホン・ジョン
ヒョン、キム・ハギョン、
ギ・テヨン ほか


30


『ワンピース』 
▽09:30 #798-2【HD】


第943話「ルフィの決意 破れ大相撲地
獄!」


▽10:00 #799-1【HD】
第944話「嵐到来!大暴れビッグ・マ


ム!」


50
純喫茶に恋をして
#17-3【HD】


00PR 2021年7月 #21-37【HD】 


35


韓国ドラマ
『SKYキャッスル～
上流階級の妻たち


～』
日本語字幕版(全20


話)


▽11:00 #1-3【HD】
▽12:10 #2-3【HD】
▽13:15 #3-3【HD】
▽14:20 #4-3【HD】
▽15:25 #5-3【HD】
▽16:30 #6-3【HD】


＜出演＞
ヨム・ジョンア、
チョン・ジュノ、
イ・テラン、チェ・
ウォニョン ほか


50 調整中


00


プロ野球中継2021
阪神
vs
巨人


～甲子園球場
生 #4-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
牛角「ジモン流美味しい肉の焼
き方編」 #79-33【HD】【字】 


00


KiramuneカンパニーL
八代水産の八代社長来訪回の未公開映像&反省会ﾄｰｸ!浪川


式じゃんけんの雄姿を後輩に見せる!笑
MC：Uncle Bomb（浪川大輔・吉野裕行）


ｹﾞｽﾄ：八代拓 #62-2【HD】 


10


韓国ドラマ『かくれんぼ』
日本語字幕版(全24話)


▽24:00 #16-2【HD】
第16話「専務の椅子」
▽25:05 #17-2【HD】


第17話「許されない過ち」
▽26:10 #18-2【HD】
第18話「愛が欲しくて」
▽27:15 #19-2【HD】


第19話「籍を抜いてでも」
▽28:10 #20-2【HD】


第20話「ちらつく母の影」


＜出演＞
イ・ユリ、ソン・チャン
ウィ、オム・ヒョンギョ
ン、キム・ヨンミン ほか


30
実録!オンナの〇〇事件簿
社宅妻 #39-4【HD】 


00
『おトクな時間』


30


韓国ドラマ
『潜入弁護人～Class of Lies


～』
日本語字幕版(全16話)


▽06:00 #7-3【HD】
▽07:16 #8-3【HD】


＜出演＞
ユン・ギュンサン、クム・セロ
ク、イ・ジュニョン（U-KISS 
JUN）、チェ・ギュジン、ハン・


ソウン
キム・ミョンジ、ビョンホン
（元TEENTOP） ほか


00


韓国ドラマ
『世界で一番可愛い私の


娘』
日本語字幕版(全54話)


▽08:30 #7-1【HD】
▽09:45 #8-1【HD】


＜出演＞
キム・ヘスク、ユソン、キ
ム・ソヨン、ホン・ジョン
ヒョン、キム・ハギョン、
ギ・テヨン ほか


50


韓国ドラマ
『SKYキャッスル～
上流階級の妻たち


～』
日本語字幕版(全20


話)


▽11:00 #7-3【HD】
▽12:05 #8-3【HD】
▽13:15 #9-3【HD】
▽14:20 #10-3
【HD】


▽15:30 #11-3
【HD】


▽16:40 #12-3
【HD】


▽17:50 #13-3
【HD】


▽19:00 #14-3
【HD】


▽20:20 #15-3
【HD】


▽21:30 #16-3
【HD】


＜出演＞
ヨム・ジョンア、
チョン・ジュノ、
イ・テラン、チェ・
ウォニョン ほか


00PR 2021年7月 #21-39【HD】 


20


斉藤朱夏レコ発ワンマンラ
イブ「セカイノハテ」特別
版 ﾗﾌﾞﾗｲﾌﾞ!ｻﾝｼｬｲﾝ!!の
Aqoursとしても活躍中の彼
女の自身最大規模のﾜﾝﾏﾝﾗｲ
ﾌﾞに番組ｵﾘｼﾞﾅﾙ映像を加え
た特別版 #1-1【HD】 


20


韓国ドラマ『ミス
ティ～愛の真実～』
日本語字幕版(全16


話)


24:20 #8-3【HD】
第8話「断罪」
25:35 #9-3【HD】
第9話「孤立」
26:50 #10-3【HD】
第10話「脅威」
28:00 #11-3【HD】
第11話「告白」


＜出演＞
キム・ナムジュ、
チ・ジニ、コ・ジュ
ン、チョン・ヘジ
ン、チン・ギジュ


ほか
30PR 2021年7月 #21-41【HD】 


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#2-2【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


22


韓国ドラマ『愛はビューティフ
ル、人生はワンダフル』日本語


字幕版(全50話)
#50-2【HD】 ＜出演＞


ソル・イナ、キム・ジェヨン、
チョ・ユニ、ユン・バク、オ・


ミンソク ほか


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:22 #10-1【HD】
▽09:00 #11-1【HD】
▽09:40 #12-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか
30PR 2021年7月 #21-42【HD】 


10


『事件屋稼業』
＜出演＞寺尾聰／佐藤江梨
子／竹中直人／ミッキー・
カーチス／永山絢斗／広瀬
アリス／宮地真緒／佐野史
郎／眞島秀和／田中卓志
（アンガールズ）／白鳥久
美子（たんぽぽ） ほか
#1-1【HD】【字】


00


『大切なことはすべて君が教えてくれ
た』（全１０話）


▽12:10 #1-1【HD】
第1話 始まりの朝
▽13:10 #2-1【HD】
第2話 女の闘い


＜出演＞戸田恵梨香／三浦春馬／武井
咲／菅田将暉／篠田麻里子／内田有紀
／西村雅彦／風間杜夫 ほか


10


韓国ドラマ『番外捜査』日本語
字幕版(全12話) 第5話「蝶の
夢」 #5-1【HD】 ＜出演＞
チャ・テヒョン、 イ・ソンビ
ン、チョン・サンフン、ユン・
ギョンホ、チ・スンヒョン ほ


か


32


『ワンピース』マリンフォード編
▽15:10 #56-1【HD】


第514話「地獄を生き抜け サンジ男を
かけた勝負」


▽15:37 #57-1【HD】
第515話「まだまだ強くなる!ゾロ船長


への誓い」
▽16:04 #58-1【HD】


第516話「ルフィ修業開始 2年後に約
束の場所で」


00


『ワンピース』魚人島編
第517話「新章開幕 再集結!麦わらの


一味」 #1-3【HD】 


30


『ワンピース』  第931話「よじ
登れ ルフィ決死の逃走劇!」 


#786-6【HD】【字】 


00


『ワンピース』ホールケーキアイラン
ド編


▽17:30 #100-1【HD】【字】
第882話「頂上戦争 継がれた海賊王の


意思」
▽18:00 #101-1【HD】【字】


第883話「夢の一歩 しらほし太陽の下
へ!」


▽18:30 #102-1【HD】【字】
第884話「会いたい ビビとレベッカの


想い」
▽19:00 #103-1【HD】【字】


第885話「聖地の闇 謎の巨大な麦わら
帽子」


▽19:30 #104-1【HD】【字】
第886話「聖地騒然 狙われたしらほし


姫!」
▽20:00 #105-1【HD】【字】


第887話「一触即発 ルフィ狙う二人の
四皇」


▽20:30 #106-1【HD】【字】
第888話「サボ怒る 革命軍幹部くまの


悲劇」
▽21:00 #107-1【HD】【字】


第889話「遂に開幕 陰謀渦巻く世界会
議」


▽21:30 #108-1【HD】【字】
第890話「マルコ!白ひげの形見の守護


者」


30


『ワンピース』5th TVオリジナル
▽22:00 #1-7【HD】


第131話「はじめての患者! ランブル
ボール秘話」


▽22:30 #2-7【HD】
第132話「航海士の反乱! ゆずれない


夢の為に!」
▽23:00 #3-7【HD】


第133話「受け継がれる夢! カレーの
鉄人サンジ」


00


超特急の撮れ高足りて
ますか? #126-1【HD】 


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#3-1【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第1話「事情を抱えた人たち」
#1-1【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20PR 2021年7月 #21-44【HD】 


20


韓国ドラマ『ボクスが帰ってき
た』日本語字幕版(全16話)


第6話「疑問」
#6-1【HD】 ＜出演＞


ユ・スンホ、チョ・ボア、クァ
ク・ドンヨン ほか


40
『男おばさん！！』 スタジオゲスト:小川紗
良 監督(映画『海辺の金魚』) #220-4【HD】 


30


『素晴らしきかな人生』（全12
話） 


27:40 #5-3
第5話「乳房」


＜出演＞浅野温子 織田裕二
佐藤浩市 富田靖子 七瀬なつ
み ともさかりえ 田中健 ほ


か
28:35 #6-3


第6話「母が女になる時」


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#3-2【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第1話「事情を抱えた人たち」


#1-2【HD】 ＜出演＞
パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #1-97【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #13-1【HD】
▽09:00 #14-1【HD】
▽09:40 #15-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-46【HD】 


10


『事件屋稼業』
２


＜出演＞寺尾聰／佐藤
江梨子／石田靖／ほっ
しゃん。／広瀬アリス
／竹中直人 ほか
#2-1【HD】【字】


50


『大切なことはすべて君が教えてくれ
た』（全１０話）


▽12:10 #3-1【HD】
第3話 男の答え
▽13:00 #4-1【HD】
第4話 暴露


＜出演＞戸田恵梨香／三浦春馬／武井
咲／菅田将暉／篠田麻里子／内田有紀
／西村雅彦／風間杜夫 ほか


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #8-60【HD】 


00


韓国ドラマ『番外捜査』日本語字幕版
(全12話)


第6話「ブラインドスポット」
#6-1【HD】 ＜出演＞


チャ・テヒョン、 イ・ソンビン、
チョン・サンフン、ユン・ギョンホ、


チ・スンヒョン ほか


00


『ワンピース』魚人島編
▽15:00 #2-3【HD】


第518話「一触即発!ルフィVSニセル
フィ」


▽15:30 #3-3【HD】
第519話「海軍出動 狙われた麦わらの


一味」
▽16:00 #4-3【HD】


第520話「大物集結 ニセ麦わら一味の
脅威」


▽16:30 #5-3【HD】
第521話「戦闘開始!見せろ修行の成


果!」


20


ラーメンWalker TV2
「ラーメン凪 × ムタヒロ」師弟コラボで放つ凪の創業味!


東所沢『ラーメンWalkerキッチン』
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）  伊藤えみ #290-7【HD】 


35 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


千葉ロッテ


～メットライフドー
ム


生 #41-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ロウリーズ・ザ・プライムリブ 恵比寿ガー


デンプレイス店」
#80-27【HD】【字】


00


『ワンピース』チョッパー登場冬島編
第91話「さよならドラム島!僕は海へ


出る!」 #14-6【HD】 


00


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～運命の
トライアングル～』日本語字幕版(全


16話)
#4-1【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨン、イ・
スヒョク、ウィ・ジヨン、キム・ジョ


ンナン ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #5-66【HD】 


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第2話「ある夜の出来事」
#2-1【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20PR 2021年7月 #21-49【HD】 


20


韓国ドラマ『ボクスが帰ってき
た』日本語字幕版(全16話)
第7話「2人の間にひかれた線」


#7-1【HD】 ＜出演＞
ユ・スンホ、チョ・ボア、クァ


ク・ドンヨン ほか


40
純喫茶に恋をして ～平井・ワン
モア #8-41【HD】【字】 


30


『素晴らしきかな人生』（全12
話） 


27:40 #7-3
第7話「父帰る」


＜出演＞浅野温子 織田裕二
佐藤浩市 富田靖子 七瀬なつ
み ともさかりえ 田中健 ほ


か
28:35 #8-3


第8話「飾りのない結婚式」


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～運命の
トライアングル～』日本語字幕版(全


16話)
#4-2【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨン、イ・
スヒョク、ウィ・ジヨン、キム・ジョ


ンナン ほか
10PR 2021年7月 #21-51【HD】 


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第2話「ある夜の出来事」
#2-2【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #2-91【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #16-1【HD】
▽09:00 #17-1【HD】
▽09:40 #18-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-52【HD】 


10


西村京太郎サスペンス
十津川捜査班 十津川警部の


「初恋」
＜出演＞高嶋政伸／小泉孝
太郎／山村紅葉／西尾まり
／大路恵美／川野太郎／手
塚理美／古谷一行 ほか
#7-2【HD】【字】


50


『大切なことはすべて君が教えてくれ
た』（全１０話）


▽12:10 #5-1【HD】
第5話 真相


▽13:00 #6-1【HD】
第6話 半年後


＜出演＞戸田恵梨香／三浦春馬／武井
咲／菅田将暉／篠田麻里子／内田有紀
／西村雅彦／風間杜夫 ほか


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #9-29【HD】 


10


韓国ドラマ『番外捜査』日本語
字幕版(全12話) 第7話「言えな
い秘密」 #7-1【HD】 ＜出演＞
チャ・テヒョン、 イ・ソンビ
ン、チョン・サンフン、ユン・
ギョンホ、チ・スンヒョン ほ


か


00


『ワンピース』魚人島編
▽15:10 #6-3【HD】


第522話「全員集合 ルフィ新世界への
船出」


▽15:35 #7-3【HD】
第523話「驚愕の真実 サニー号を守っ


た男」
▽16:00 #8-3【HD】


第524話「海中の死闘 現れた大海原の
悪魔」


▽16:30 #9-3【HD】
第525話「深海で遭難 逸れた麦わらの


一味」


20


ラーメンWalker TV2
異なる3つのラーメンをハイブリッドした最先端ガッツリ系ラーメン!


小伝馬町『中華そば たた味』
出演：伊藤かりん #291-16【HD】 


35 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


千葉ロッテ


～メットライフドー
ム


生 #42-1【HD】


50


沢田研二特集 夜のヒットスタジオ
♯5(1977年2月7日放送回)


五木ひろし／岩崎宏美／郷ひろみ／三
浦弘とハニー・シックス／林寛子／菅


原洋一／沢田研二
#5-1【HD】


00PR 2021年7月 #21-53【HD】 


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#5-1【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第3話「最悪な出会い」
#3-1【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20PR 2021年7月 #21-54【HD】 


20


韓国ドラマ『ボクスが帰ってき
た』日本語字幕版(全16話)
第8話「ボクスの夢」
#8-1【HD】 ＜出演＞


ユ・スンホ、チョ・ボア、クァ
ク・ドンヨン ほか


40
純喫茶に恋をして ～西荻窪・ダ
ンテ #9-47【HD】【字】 


30


『素晴らしきかな人生』（全12
話） 


27:40 #9-3
第9話「年上の妻」


＜出演＞浅野温子 織田裕二
佐藤浩市 富田靖子 七瀬なつ
み ともさかりえ 田中健 ほ


か
28:35 #10-3
第10話「悲劇」


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#5-2【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第3話「最悪な出会い」
#3-2【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #3-82【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #19-1【HD】
▽09:00 #20-1【HD】
▽09:40 #21-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-55【HD】 


10


西村京太郎サスペンス
十津川捜査班 十津川警部


「家族」
＜出演＞高嶋政伸／小泉孝
太郎／山村紅葉／長谷川純
／林泰文／小松彩夏／多岐
川裕美／古谷一行 ほか
#8-2【HD】【字】


50


『大切なことはすべて君が教えてくれ
た』（全１０話）


▽12:10 #7-1【HD】
第7話 求婚


▽13:00 #8-1【HD】
第8話 辞職


＜出演＞戸田恵梨香／三浦春馬／武井
咲／菅田将暉／篠田麻里子／内田有紀
／西村雅彦／風間杜夫 ほか


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #10-27【HD】 


10


韓国ドラマ『番外捜査』日本語
字幕版(全12話) 第8話「触法少
年」 #8-1【HD】 ＜出演＞
チャ・テヒョン、 イ・ソンビ
ン、チョン・サンフン、ユン・
ギョンホ、チ・スンヒョン ほ


か


00


『ワンピース』魚人島編
▽15:10 #10-3【HD】


第526話「海底火山噴火!流されて魚人
島」


▽15:35 #11-3【HD】
第527話「魚人島上陸 うるわしき人魚


たち」
▽16:00 #12-3【HD】


第528話「興奮爆発!サンジ生命の危
機!」


▽16:30 #13-3【HD】
第529話「魚人島滅亡!?シャーリーの


予言」


30


『ワンピース』 
第934話「大逆転! 死線を越えた
三刀流!」 #789-4【HD】【字】 


30


『チーム・バチスタ4 螺鈿
迷宮』（全11話）


▽17:30 #1-3【HD】【字】
消えた医師


▽18:30 #2-3【HD】【字】
一族の過去


▽19:20 #3-3【HD】【字】
画像から見えた真実


▽20:10 #4-3【HD】【字】
狙われた白鳥


▽21:00 #5-3【HD】【字】
暴かれた解剖のミス


▽21:50 #6-3【HD】【字】
目撃者、消される


▽22:40 #7-3【HD】【字】
迷宮に隠された死者


＜出演＞
伊藤淳史／仲村トオル／栗
山千明／西島秀俊／水野美
紀／柳葉敏郎／上遠野太洸
／山﨑賢人／渡部豪太／名
取裕子／林隆三／相築あき
こ／宅間孝行／左時枝 ほ


か


00


『ワンピース』チョッパー登場冬島編
第92話「アラバスタの英雄と船上のバ


レリーナ」 #15-6【HD】 


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#6-1【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第4話「生きるための決心」
#4-1【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20PR 2021年7月 #21-59【HD】 


20


韓国ドラマ『ボクスが帰ってき
た』日本語字幕版(全16話)
第9話「校内討論会」
#9-1【HD】 ＜出演＞


ユ・スンホ、チョ・ボア、クァ
ク・ドンヨン ほか


40
純喫茶に恋をして ～蔵前・らい 


#10-34【HD】【字】 


30


『素晴らしきかな人生』（全12
話） 


27:40 #11-3
第11話「誰のための人生」
＜出演＞浅野温子 織田裕二
佐藤浩市 富田靖子 七瀬なつ
み ともさかりえ 田中健 ほ


か
28:35 #12-3


第12話「女の一生」


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#6-2【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第4話「生きるための決心」
#4-2【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #4-70【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #22-1【HD】
▽09:00 #23-1【HD】
▽09:40 #24-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-60【HD】 


10


西村京太郎サスペンス
十津川捜査班 「故郷」
＜出演＞高嶋政伸／小泉孝
太郎／笛木優子／竹財輝之
助／小松彩夏／東幹久／古


谷一行 ほか
#9-2【HD】【字】


50


『大切なことはすべて君が教えてくれ
た』（全１０話）


▽12:10 #9-1【HD】
第9話 最後の授業
▽13:00 #10-1【HD】


第10話 結婚


＜出演＞
戸田恵梨香／三浦春馬／武井咲／菅田
将暉／篠田麻里子／内田有紀／西村雅


彦／風間杜夫 ほか
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #11-26【HD】 


00


韓国ドラマ『番外捜査』日本語字幕版
(全12話)


第9話「殺されるべき存在」
#9-1【HD】 ＜出演＞


チャ・テヒョン、 イ・ソンビン、
チョン・サンフン、ユン・ギョンホ、


チ・スンヒョン ほか


00


『ワンピース』魚人島編
▽15:00 #14-3【HD】


第530話「魚人島の王 海神ネプチュー
ン!」


▽15:30 #15-3【HD】
第531話「竜宮城!助けた鮫に連れられ


て」
▽16:00 #16-3【HD】


第532話「弱虫で泣き虫!硬殻塔の人魚
姫」


▽16:30 #17-3【HD】
第533話「緊急事態発生 占拠された竜


宮城」


30


『ワンピース』 
第935話「ゾロ驚愕 衝撃!謎の美
女の正体」 #790-3【HD】【字】 


00


『チーム・バチスタ4 螺鈿
迷宮』（全11話）


▽17:30 #8-3【HD】【字】
殺人犯は死者!?


▽18:20 #9-3【HD】【字】
地下迷宮のトリック


▽19:10 #10-3【HD】【字】
真犯人の告白


▽20:00 #11-3【HD】【字】
その医療は、正義か罪か


＜出演＞
伊藤淳史／仲村トオル／栗
山千明／西島秀俊／水野美
紀／柳葉敏郎／上遠野太洸
／山﨑賢人／渡部豪太／名
取裕子／林隆三／相築あき
こ／宅間孝行／左時枝 ほ


40


『年の差カップル刑事』
～お父さんは許しません～
＜出演＞高橋由美子／森本
レオ／秋本奈緒美／菊池健
一郎／宮前真樹／池田成志
／渡辺めぐみ／佐戸井けん
太／柴田理恵／ベンガル／


伊東四朗 ほか
#1-2


00
『男おばさん！！』 スタジオゲスト:小川紗
良 監督(映画『海辺の金魚』) #220-5【HD】 


00


とうとみBL夜会～はじめての夜～
本気でBLを愛する声優たちが「尊い」BL作品
を紹介したり、本格的朗読劇をお届けするBL
好きのBL好きによるBL好きのための番組！
<出演>森川智之/鈴木裕斗/児玉卓也/葉山翔太


#1-2【HD】


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#7-1【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第5話「覚悟しなさい」
#5-1【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20PR 2021年7月 #21-62【HD】 


20


韓国ドラマ『ボクスが帰ってき
た』日本語字幕版(全16話)
第10話「野花組の活躍」
#10-1【HD】 ＜出演＞


ユ・スンホ、チョ・ボア、クァ
ク・ドンヨン ほか


40
純喫茶に恋をして ～吉祥寺・ウッド
ストック #11-38【HD】【字】 


30


『チーム・バチスタの栄光』（全11
話）


▽27:40 #1-3【HD】【字】
第1話「医療ミスか?殺人か!?」
▽28:40 #2-3【HD】【字】


第2話「アクティヴ・フェーズ(能動的
調査)VSパッシヴ・フェーズ(受動的調


査)」
＜出演＞伊藤淳史／仲村トオル／城田
優／鶴見辰吾／名取裕子／宮川大輔／


釈由美子／伊原剛志 ほか


00
『おトクな時間』
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2021/06/16 15:32


（1／2）


放送内容、時間は都合により変更になることがあります。＃のあとの左の数字は話数を、右の数字は放送回数を示しています。また送出形態は、生放送の場合のみ【生】と表示しています。音声は【S二】はステレオ二音声、その他はステレオです。※一部のケーブル局では、ステレオ二音声はご利用いただけませ
ん。※ケーブルテレビでご視聴の方は、お近くのケーブル局へお問い合わせ下さい。







05


韓国ドラマ『ドラマステー
ジ2020』日本語字幕版(全10
話) 第9話「異議あり」 ＜


出演＞
ユ･ダイン、イ･ジェウォン 


#9-3【HD】 


30


韓国ドラマ
『世界で一番可愛い私の


娘』
日本語字幕版(全54話)


▽07:05 #7-2【HD】
▽08:20 #8-2【HD】


＜出演＞
キム・ヘスク、ユソン、キ
ム・ソヨン、ホン・ジョン
ヒョン、キム・ハギョン、


ギ・テヨン ほか


30


『ワンピース』 
▽09:30 #799-2【HD】


第944話「嵐到来!大暴れビッグ・マ
ム!」


▽10:00 #800-1【HD】
第945話「おしるこの恨み ルフィ絶体


絶命」


50
『男おばさん！！』
#221-1【HD】


00PR 2021年7月 #21-64【HD】 


30


韓国ドラマ
『SKYキャッスル～上
流階級の妻たち～』
日本語字幕版(全20話)


▽11:00 #17-3【HD】
▽12:15 #18-3【HD】
▽13:35 #19-3【HD】
▽15:00 #20-3【HD】


＜出演＞
ヨム・ジョンア、チョ
ン・ジュノ、イ・テラ
ン、チェ・ウォニョン


ほか


00


SELECTRAVEL
東海・北信越 愛知・三重編


Ｓ二 #20-14【HD】


00


“ATEEZ WORLD TOUR THE 
FELLOWSHIP：MAP THE 


TREASURE SEOUL” フジテレ
ビTWOオリジナルバージョン
K-POP次世代ﾌﾞﾚｲｸｱｰﾃｨｽﾄと
して世界的に圧倒的な支持
を得ているATEEZが昨年韓国
ｿｳﾙで行った単独公演を番組
だけの特別ﾊﾞｰｼﾞｮﾝとしてﾘ


ﾆｭｰｱﾙ!
#1-3【HD】


50


ATEEZ フジテレビTWOオリジナル
スペシャルライブ


～Into the A to Z～完全生中継
韓国版日本版それぞれの新アル
バムを引っ提げたフジテレビTWO
だけの完全独占ライブ！この日
初披露の新曲はもちろん生中継
ならではのATINYとのリアルタイ


ムのやりとりも！
#1-4【HD】


30


ハマの静香は事件がお好き 
episode3


#1-3【HD】【字】
＜出演＞片平なぎさ 赤井
英和 岸田今日子 石井正
則 池田政典 中島ひろ子
デビット伊東 ほか


00


SELECTRAVEL 東海・北信越 
新潟編 Ｓ二 #22-12【HD】 


00


2.5ちゃんねる 1st SEASON～俳優の僕
たちが本気カラオケ対決したり、楽し


くエチュードする番組～
＜出演＞植田圭輔、ピクニック、國島
直希、辻諒、田中理来、輝馬、樋口裕
太、宮崎湧、安井一真、横尾瑠尉


#3-2【HD】


40


韓国ドラマ『かくれんぼ』
日本語字幕版(全24話)


▽24:00 #21-2【HD】
第21話「衝撃の真相」
▽24:55 #22-2【HD】
第22話「身勝手な復讐」
▽25:50 #23-2【HD】


第23話「ペンに残された証
拠」


▽26:45 #24-2【HD】
第24話「新たな未来」


＜出演＞
イ・ユリ、ソン・チャン
ウィ、オム・ヒョンギョ
ン、キム・ヨンミン ほか


50


韓国ドラマ『ドラマステージ
2020』日本語字幕版(全10話)
第8話「みんなそこにいる」


＜出演＞
ノ･ジョンウィ、クム･セロク、


キム･ジュンウォン
#8-4【HD】


30


実録!オンナの〇〇事件簿
▽28:50 #21-6【HD】
秘密…すぎる恋


▽29:12 #22-6【HD】


00
『おトクな時間』


20


韓国ドラマ
『潜入弁護人～Class of Lies


～』
日本語字幕版(全16話)


▽06:00 #9-3【HD】
▽07:10 #10-3【HD】


＜出演＞
ユン・ギュンサン、クム・セロ
ク、イ・ジュニョン（U-KISS 
JUN）、チェ・ギュジン、ハン・


ソウン
キム・ミョンジ、ビョンホン


50


韓国ドラマ
『世界で一番可愛い私の


娘』
日本語字幕版(全54話)


▽08:20 #9-1【HD】
▽09:30 #10-1【HD】


＜出演＞
キム・ヘスク、ユソン、キ
ム・ソヨン、ホン・ジョン
ヒョン、キム・ハギョン、


ギ・テヨン ほか


00PR 2021年7月 #21-66【HD】 


00


『マルモのおきて』（全11
話）


▽11:00 #1-2【HD】【字】
独身男と双子が家族 犬が


つなげた絆
▽12:05 #2-2【HD】【字】
今日からここがおまえらの


家
▽12:55 #3-2【HD】【字】
入学式、マルモは来ないの?
▽13:45 #4-2【HD】【字】
マルモがいない夜に大事件


▽14:35 #5-2【HD】【字】
母ちゃんが双子を返せっ


て・・・
▽15:25 #6-2【HD】【字】
マルモの顔なんて見たくな


い
▽16:15 #7-2【HD】【字】
双子の実母、ついに現る!涙
のお誕生日パーティー


▽17:10 #8-2【HD】【字】
双子がいたら恋はできない?
▽18:00 #9-2【HD】【字】
オレ、薫に手上げちゃった
▽18:50 #10-2【HD】【字】
おばちゃんは、ママですか?
▽19:40 #11-2【HD】【字】
おきてを守ったからずっと
楽しかったよ。マルモあり
がとう、そしてさようなら


＜出演＞阿部サダヲ／芦田
愛菜／鈴木 福／ムック／
比嘉愛未／外岡えりか／葛
山信吾／長谷川朝晴／滝沢
沙織／伊武雅刀／世良公則


ほか


00


帰ってきた翔太さまと執事西山のオタ
ワムレ


21:00 #1-3【HD】 ﾌｧﾝの皆様の熱いﾘｸ
ｴｽﾄにお応えして2年半ぶりの待望の復
活！超人気声優×2.5次元俳優!
ﾎｽﾄ:蒼井翔太/西山宏太朗


ｹﾞｽﾄ:笹森裕貴/田村升吾 22:00 #2-3
【HD】 ﾌｧﾝの皆様の熱いﾘｸｴｽﾄにお応
えして2年半ぶりの待望の復活！超人


気声優×2.5次元俳優!
ﾎｽﾄ:蒼井翔太/西山宏太朗
ｹﾞｽﾄ:大平峻也/佐伯大地 


00


翔太さまと執事西山のオタワムレ超
超人気声優×2.5次元俳優の神番組ｵﾀﾜ


ﾑﾚの第3ｼﾘｰｽﾞが早くも登場!
ﾎｽﾄ:蒼井翔太/西山宏太朗
ｹﾞｽﾄ:納谷健/木津つばさ


#1-1【HD】


50


韓国ドラマ
『ミスティ～愛の真実


～』
日本語字幕版(全16話)


▽24:00 #12-3【HD】
第12話「腹心」


▽25:10 #13-3【HD】
第13話「偽証」


▽26:20 #14-3【HD】
第14話「真実」


▽27:35 #15-3【HD】
第15話「絶望」


＜出演＞
キム・ナムジュ、チ・
ジニ、コ・ジュン、
チョン・ヘジン、チ
ン・ギジュ ほか


30


実録!オンナの〇〇事件簿
▽28:50 #23-6【HD】


仲良し兄弟
▽29:10 #24-6【HD】


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#7-2【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第5話「覚悟しなさい」
#5-2【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #5-67【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #25-1【HD】
▽09:00 #26-1【HD】
▽09:40 #27-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-69【HD】 


10


西村京太郎サスペンス
十津川捜査班 「悪女」
＜出演＞高嶋政伸／小泉孝
太郎／山村紅葉／馬渕英里
何／志垣太郎／小沢真珠／
井上晴美／古谷一行 ほか
#10-2【HD】【字】


50


『更生人 土門恭介の再犯
ファイル』


～罪を犯した女たち～
＜出演＞


渡瀬恒彦／浅田美代子／池
上季実子／小林綾子／大島
蓉子／村田雄浩 ほか
#1-4【HD】【字】


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #12-22【HD】 


00


韓国ドラマ『番外捜査』日本語字幕版
(全12話)


第10話「そいつの声」
#10-1【HD】 ＜出演＞


チャ・テヒョン、 イ・ソンビン、
チョン・サンフン、ユン・ギョンホ、


チ・スンヒョン ほか


00


『ワンピース』魚人島編
▽15:00 #18-3【HD】


第534話「竜宮城激震!しらほし誘拐事
件」


▽15:30 #19-3【HD】
第535話「ホーディ襲来 復讐計画の始


まり」
▽16:00 #20-3【HD】


第536話「竜宮城の決戦!ゾロVSホー
ディ」


▽16:30 #21-3【HD】
第537話「しらほしを守れ デッケンの


追撃」


30


『ワンピース』  第932話「生か
死か クイーンの大相撲地獄」 


#787-6【HD】【字】 


30


『ワンピース』5th TVオリジナル
▽17:30 #4-7【HD】


第134話「咲かせてみせます! 男ウ
ソップ八尺玉」


▽18:00 #5-7【HD】
第135話「噂の海賊狩り! さすらいの


剣士ゾロ」
▽18:30 #6-7【HD】


第136話「ヤギの島のゼニィと山の中
の海賊船」


▽19:00 #7-7【HD】
第137話「儲かりまっか? 金貸しゼ


ニィの野望!」
▽19:30 #8-7【HD】


第138話「島のお宝の行方! ゼニィ海
賊団出撃!」


▽20:00 #9-7【HD】
第139話「虹色の霧伝説! ルルカ島の


老人ヘンゾ」
▽20:30 #10-7【HD】


第140話「永遠の国の住人! パンプキ
ン海賊団!」


▽21:00 #11-7【HD】
第141話「故郷への想い! 脱出不能の


海賊墓場!」
▽21:30 #12-7【HD】


第142話「乱戦必至! ウエットンの野
望と虹の塔」


▽22:00 #13-7【HD】
第143話「そして伝説が始まる! いざ


虹の彼方へ」


00


『ワンピース』空島・スカイピア編
▽22:30 #1-4【HD】


第144話「奪われた記録!サルベージ王
マシラ!」


▽23:00 #2-4【HD】
第145話「怪物登場!白ひげ一味には手


を出すな」
▽23:30 #3-4【HD】


第146話「夢を見るな!嘲りの街モック
タウン!」


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#8-1【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)


第6話「思いどおりにいかない人生」
#6-1【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20PR 2021年7月 #21-70【HD】 


20


韓国ドラマ『ボクスが帰ってき
た』日本語字幕版(全16話)
第11話「初めてのお勉強」
#11-1【HD】 ＜出演＞


ユ・スンホ、チョ・ボア、クァ
ク・ドンヨン ほか


00


実録!オンナの〇〇事件簿
▽27:20 #25-7【HD】


息子の彼女
▽27:40 #26-5【HD】


50


『チーム・バチスタの栄光』（全11
話）


第3話「麻酔科医の告白」 ＜出演＞伊
藤淳史／仲村トオル／城田優／鶴見辰
吾／名取裕子／宮川大輔／釈由美子／
伊原剛志 ほか #3-3【HD】【字】 


30


実録!オンナの〇〇事件簿
▽28:50 #27-5【HD】


恋の代償
▽29:10 #28-5【HD】


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#8-2【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)


第6話「思いどおりにいかない人生」
#6-2【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #6-61【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #28-1【HD】
▽09:00 #29-1【HD】
▽09:40 #30-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-71【HD】 


10


『三面記事の女たち―愛の
巣―』


＜出演＞田中麗奈／原田美
枝子／千葉雄大／林泰文／
柏原収史／西村雅彦／板谷
由夏／寺島しのぶ ほか
#1-1【HD】【字】


50


純喫茶に恋をして
▽12:10 #1-48【HD】【字】
～神保町・さぼうる


▽12:30 #2-50【HD】【字】


30


LIONS BASEBALL 
L!VE2021


イースタンリーグ
埼玉西武
vs


東京ヤクルト


～CAR3219（カーミ
ニーク）フィールド
生 #1-1【HD】


40


『不機嫌なジーン』 （全１
１話）


▽17:30 #1-3【HD】
第1話「仁子、恋に迷う!」
▽18:30 #2-3【HD】


第2話「美しいオスと新しい
恋」


▽19:20 #3-3【HD】
第3話「キス!恋愛VS慈愛」
▽20:10 #4-3【HD】


第4話「…飛べ!恋のモモン
ガ」


▽21:00 #5-3【HD】
第5話「冬眠ハートに、春一


番」
▽21:50 #6-3【HD】


第6話「恋のアリジゴクとフ
ケた王子様」


＜出演＞
竹内結子 内野聖陽 オダ
ギリジョー 平山広行 岡
田義徳 山田優 小林聡美


ほか


00


彼女のウラ世界～撮影のウラ側全部話しますSP～#2
#7-1【HD】


＜出演＞三浦貴大／剛力彩芽 ほか


50


沢田研二特集 夜のヒットスタジオ
♯5(1977年2月7日放送回)


五木ひろし／岩崎宏美／郷ひろみ／三
浦弘とハニー・シックス／林寛子／菅


原洋一／沢田研二
#5-2【HD】


00PR 2021年7月 #21-73【HD】 


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#9-1【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第7話「因縁の相手」
#7-1【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20PR 2021年7月 #21-75【HD】 


20


韓国ドラマ『ボクスが帰ってき
た』日本語字幕版(全16話)


第12話「実力」
#12-1【HD】 ＜出演＞


ユ・スンホ、チョ・ボア、クァ
ク・ドンヨン ほか


40
純喫茶に恋をして ～町屋・はま
ゆう #12-35【HD】【字】 


30


『チーム・バチスタの栄光』
（全11話）


▽27:40 #4-3【HD】【字】
第4話「エリートのプライドと弱


点」
▽28:35 #5-3【HD】【字】
第5話「犯人の目星はついた」
＜出演＞伊藤淳史／仲村トオル
／城田優／鶴見辰吾／名取裕子
／宮川大輔／釈由美子／伊原剛


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#9-2【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第7話「因縁の相手」
#7-2【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #7-63【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #31-1【HD】
▽09:00 #32-1【HD】
▽09:40 #33-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-77【HD】 


10


『医局派遣医 藪仁平』
糖尿検査に思わぬ罠!あいつぐ不
慮の事故死…他殺かそれとも自
殺か!? 人格とも申し分ないヤブ


医者が挑む!!
 ＜出演＞


橋爪 功/久野綾希子/菅井 きん/
江藤 潤/金田明夫/いしのよう
こ/姿 晴香/大柴邦彦/西尾まり 
ほか #1-4【HD】【字】 


50


純喫茶に恋をして
▽12:10 #3-48【HD】【字】


～上野・丘
▽12:30 #4-42【HD】【字】


30


LIONS BASEBALL 
L!VE2021


イースタンリーグ
埼玉西武
vs


東京ヤクルト


～CAR3219（カーミ
ニーク）フィールド
生 #2-1【HD】


30


『不機嫌なジーン』 （全１
１話）


▽17:30 #7-3【HD】
第7話「恋の主役と…第三の


男」
▽18:18 #8-3【HD】
第8話「キケンなオス」
▽19:06 #9-3【HD】
第9話「微妙な四角形」
▽19:54 #10-3【HD】
第10話「プロポーズ!」
▽20:42 #11-3【HD】


第11話「2007年ロンドン」


＜出演＞
竹内結子 内野聖陽 オダ
ギリジョー 平山広行 岡
田義徳 山田優 小林聡美


ほか


30


『ワンピース』
ホールケーキアイランド編


▽21:30～23:30【HD】【字】
第783話「サンジ帰郷 ビッグ・


マムの海域へ!」


から


第786話「万国! 四皇ビッグ・マ
ム登場」


00


超特急の撮れ高足りて
ますか? #126-2【HD】 


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#10-1【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第8話「関わりたくない人」
#8-1【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20PR 2021年7月 #21-78【HD】 


20


韓国ドラマ『ボクスが帰ってき
た』日本語字幕版(全16話)
第13話「不正の全容」
#13-1【HD】 ＜出演＞


ユ・スンホ、チョ・ボア、クァ
ク・ドンヨン ほか


40
純喫茶に恋をして ～築地・マコ 


#13-34【HD】【字】 


30


『チーム・バチスタの栄光』
（全11話）


▽27:40 #6-3【HD】【字】
第6話「オペ室の完全犯罪…犯人


はお前だ」
▽28:35 #7-3【HD】【字】


第7話「間違っていた推理…真犯
人登場!」


＜出演＞伊藤淳史／仲村トオル
／城田優／鶴見辰吾／名取裕子


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#10-2【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第8話「関わりたくない人」
#8-2【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #8-61【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #34-1【HD】
▽09:00 #35-1【HD】
▽09:40 #36-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-79【HD】 


50


『ワンピース』ホールケーキア
イランド編  10:30 #5-2【HD】
【字】 第787話「四皇の娘 サン
ジの婚約者プリン」 10:55 #6-2
【HD】【字】 第788話「大進撃! 
食いわずらいのマム」 11:20 #7
-2【HD】【字】 第789話「首都
崩壊!? ビッグ・マムとジンベ
エ」 11:50 #8-2【HD】【字】 
第790話「四皇の城 ホールケー
キアイランド到着」 12:20 #9-2
【HD】【字】 第791話「お菓子
な森 ルフィVSルフィ!?」 


30


LIONS BASEBALL 
L!VE2021


イースタンリーグ
埼玉西武
vs


東京ヤクルト


～CAR3219（カーミ
ニーク）フィールド
生 #3-1【HD】


00


SELECTRAVEL 関東 神奈川編 
Ｓ二 #26-9【HD】 


30


調整中


00


『ワンピース』
ホールケーキアイラ


ンド編


▽19:30～24:00
【HD】【字】


第792話「マムの刺
客 ルフィと誘惑の


森!」


から


第801話「恩人の命 
サンジと料理長ゼ


フ」


まで


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#11-1【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第9話「絶対に間違いない!」
#9-1【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20PR 2021年7月 #21-81【HD】 


20


韓国ドラマ『ボクスが帰ってき
た』日本語字幕版(全16話)


第14話「信頼」
#14-1【HD】 ＜出演＞


ユ・スンホ、チョ・ボア、クァ
ク・ドンヨン ほか


40
純喫茶に恋をして ～大森・ルア


ン #14-35【HD】【字】 


30


『チーム・バチスタの栄光』
（全11話）


▽27:40 #8-3【HD】【字】
第8話「義兄弟の亀裂…オペで異


常事態!」
▽28:35 #9-3【HD】【字】
第9話「偽アリバイと致命的ミ


ス」
＜出演＞伊藤淳史／仲村トオル
／城田優／鶴見辰吾／名取裕子


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#11-2【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第9話「絶対に間違いない!」
#9-2【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #9-30【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #37-1【HD】
▽09:00 #38-1【HD】
▽09:40 #39-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-82【HD】 


00


『ワンピース』
ホールケーキアイラ


ンド編


▽10:30～24:00
【HD】【字】


第802話「怒りのサ
ンジ ジェルマ66の


秘密」


から


第833話「盃返上! 
侠客ジンベエの落と


し前」


まで


00


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～運命の
トライアングル～』日本語字幕版(全


16話)
#12-1【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨン、イ・
スヒョク、ウィ・ジヨン、キム・ジョ


ンナン ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #17-6【HD】 


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第10話「予期せぬ出来事」
#10-1【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20PR 2021年7月 #21-83【HD】 


20


韓国ドラマ『ボクスが帰ってき
た』日本語字幕版(全16話)
第15話「母と息子の確執」
#15-1【HD】 ＜出演＞


ユ・スンホ、チョ・ボア、クァ
ク・ドンヨン ほか


40
『男おばさん！！』
#222-1【HD】


30


『チーム・バチスタの栄光』（全11
話）


▽27:40 #10-3【HD】【字】
第10話「最後の謎解き…医療トリック


はコレだ!!」
▽28:35 #11-3【HD】【字】


第11話「わずか3秒の完全犯罪!!今、
最も危険なオペが始まる」


＜出演＞伊藤淳史／仲村トオル／城田
優／鶴見辰吾／名取裕子／宮川大輔／


釈由美子／伊原剛志 ほか


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ドラマステージ
2020』日本語字幕版(全10話)


第10話「通信圏外」
＜出演＞


キム･テフン、ユン･ジンソ、ユ･
イルハン #10-3【HD】 


30


韓国ドラマ
『世界で一番可愛い私の


娘』
日本語字幕版(全54話)


▽07:00 #9-2【HD】
▽08:10 #10-2【HD】


＜出演＞
キム・ヘスク、ユソン、キ
ム・ソヨン、ホン・ジョン
ヒョン、キム・ハギョン、
ギ・テヨン ほか


30


『ワンピース』 
▽09:30 #800-2【HD】


第945話「おしるこの恨み ルフィ絶体
絶命」


▽10:00 #801-1【HD】
第946話「四皇を止めろ! クイーンの


秘策」


00


『ワンピース』
ホールケーキアイラ


ンド編


▽10:30～24:00
【HD】【字】
第834話「作戦失
敗!?反撃のビッグ・
マム海賊団」


から


第865話「冥王直伝 
カタクリ戦大逆転開


始」


まで


00


韓国ドラマ
『ボクスが帰ってき


た』
日本語字幕版(全16話)


▽24:00 #1-2【HD】
第1話「9年前の2人」
▽25:00 #2-2【HD】
第2話「止まってし
まった時間」


▽26:00 #3-2【HD】
第3話「セホの改革」
▽27:00 #4-2【HD】
第4話「それぞれの思


い」
▽28:00 #5-2【HD】
第5話「運命共同体」


＜出演＞
ユ・スンホ、チョ・ボ
ア、クァク・ドンヨン 


ほか


20
実録!オンナの〇〇事件簿
秘密の鍵 #29-5【HD】 


30PR 2021年7月 #21-84【HD】 


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『潜入弁護人～Class of Lies


～』
日本語字幕版(全16話)


▽06:00 #11-3【HD】
▽07:05 #12-3【HD】


＜出演＞
ユン・ギュンサン、クム・セロ
ク、イ・ジュニョン（U-KISS 
JUN）、チェ・ギュジン、ハン・


ソウン


20PR 2021年7月 #21-85【HD】 


40


韓国ドラマ
『世界で一番可愛い私の


娘』
日本語字幕版(全54話)


▽08:20 #11-1【HD】
▽09:30 #12-1【HD】


＜出演＞
キム・ヘスク、ユソン、キ
ム・ソヨン、ホン・ジョン
ヒョン、キム・ハギョン、
ギ・テヨン ほか


00
純喫茶に恋をして ～神保町・さ
ぼうる #1-49【HD】【字】 


00


『ワンピース』
ホールケーキアイラ


ンド編


▽11:00～22:00
【HD】【字】


第866話「遂に帰還 
四皇を止める男サン


ジ」


から


第890話「マルコ!白
ひげの形見の守護


者」


まで


00


キミは=LOVEを愛せ
るか!!!


▽22:00 #3-2【HD】
▽23:00 #4-1【HD】


30


韓国ドラマ『ミスティ～愛
の真実～』日本語字幕版(全
16話) 第16話「煙霧」 #16-


3【HD】 ＜出演＞
キム・ナムジュ、チ・ジ
ニ、コ・ジュン、チョン・
ヘジン、チン・ギジュ ほ


か


10


韓国ドラマ
『トラップ～最も残酷な愛


～』
日本語字幕版(全7話)


▽25:30 #1-3【HD】
第1話「ハンター」
▽26:45 #2-3【HD】
第2話「2つの顔」
▽28:00 #3-3【HD】
第3話「1ミリ」


＜出演＞
イ・ソジン、ソン・ドンイ
ル、イム・ファヨン、ソ・
ヨンヒ、オ・ハンギョル


ほか


30
実録!オンナの〇〇事件簿 向かいに住
む姑との深く暗い溝 #30-6【HD】 


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～運命の
トライアングル～』日本語字幕版(全


16話)
#12-2【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨン、イ・
スヒョク、ウィ・ジヨン、キム・ジョ


ンナン ほか
10PR 2021年7月 #21-86【HD】 


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第10話「予期せぬ出来事」
#10-2【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #10-28【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #40-1【HD】
▽09:00 #41-1【HD】
▽09:40 #42-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-87【HD】 


10


『屋台弁護士』
＜出演＞中村雅俊／伊東四
朗／大島さと子／すほうれ
いこ／草村礼子／俵木藤汰
／飯田基祐／岩橋道子／春
田純一／涼風真世 ほか


#1-1【HD】


00


『のだめカンタービレ』（全１１話）


▽12:10 #1-4【HD】【字】
第1話「変態ピアニストVS俺様指揮者


のラプソディ」
▽13:10 #2-4【HD】【字】


第2話「落ちこぼれ変態オケ!波乱のス
タート!?


＜出演＞上野樹里、玉木宏、瑛太、水
川あさみ、小出恵介、上原美佐、遠藤
雄弥、サエコ、伊武雅刀、畑野ひろ
子、豊原功補、竹中直人 ほか


00


韓国ドラマ『番外捜査』日本語字幕版
(全12話)


第11話「永遠の未解決事件はない」
#11-1【HD】 ＜出演＞


チャ・テヒョン、 イ・ソンビン、
チョン・サンフン、ユン・ギョンホ、


チ・スンヒョン ほか


00


『ワンピース』魚人島編
▽15:00 #22-3【HD】


第538話「一味敗北!?ホーディ竜宮城
制圧」


▽15:30 #23-3【HD】
第539話「蘇る因縁!ナミと魚人海賊


団!」
▽16:00 #24-3【HD】


第540話「奴隷解放の英雄 冒険家タイ
ガー」


16:30 #25-3【HD】
第541話「黄猿登場!タイガーを狙う


罠!」


30


『ワンピース』 
第933話「牛鬼丸! ゾロおいはぎ
橋の決闘」 #788-4【HD】【字】 


00


『ワンピース』
空島・スカイピア編
▽17:30 #4-4【HD】


第147話「海賊の高み!夢を語る男と海
底探索王」


▽18:00 #5-4【HD】
第148話「伝説の一族!うそつきノーラ


ンド」
▽18:30 #6-4【HD】


第149話「雲舵いっぱい!サウスバード
を追え!」


▽19:00 #7-4【HD】
第150話「幻想は叶わない!?ベラミー


VS猿山連合」
▽19:30 #8-4【HD】


第151話「一億の男!世界最高権力と海
賊黒ひげ」


▽20:00 #9-4【HD】
第152話「船は空をゆく!突き上げる海


流に乗れ」
▽20:30 #10-4【HD】


第153話「ここは空の海!空の騎士と天
国の門」


▽21:00 #11-4【HD】
第154話「神の国スカイピア!雲の渚の


天使たち」
▽21:30 #12-4【HD】


第155話「禁断の聖地!神の住む島と天
の裁き!」


30


調整中


00


超特急の撮れ高足りて
ますか? #127-1【HD】 


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#13-1【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)


第11話「昨晩のアクシデント」
#11-1【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20PR 2021年7月 #21-89【HD】 


20


韓国ドラマ『ボクスが帰ってき
た』日本語字幕版(全16話)
第16話「みんなの学校」
#16-1【HD】 ＜出演＞


ユ・スンホ、チョ・ボア、クァ
ク・ドンヨン ほか


00


実録!オンナの〇〇事件簿
▽27:20 #31-5【HD】
覗かれ妻の告白


▽27:40 #32-5【HD】


00


『チーム・バチスタ2 ジェネラル・
ルージュの凱旋』全12話
第１話「失神」


＜出演＞伊藤淳史／仲村トオル／加藤
あい／松坂桃李／名取裕子／堀部圭亮
／戸次重幸／白石美帆／西島秀俊 ほ


か  #1-3【HD】【字】 


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「北海道ジンギスカン良夢」


#75-46【HD】【字】


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#13-2【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)


第11話「昨晩のアクシデント」
#11-2【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #11-27【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #43-1【HD】
▽09:00 #44-1【HD】
▽09:40 #45-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-90【HD】 


10


『屋台弁護士』
Ⅱ～ 検察側の証人～


＜出演＞中村雅俊／伊東四
朗／佐藤仁美／東根作寿英
／半海一晃／小林隆／伊東
孝明／すほうれいこ／大島
さと子／江波杏子／田中健


ほか
#2-1【HD】


50


『のだめカンタービレ』（全１１話）


▽12:10 #3-4【HD】【字】
第3話「弱小オケ大ピンチ!!愛は貧乏


を救えるか」
▽13:00 #4-4【HD】【字】


第4話「キス成るか!?感動の定期演奏
会バトル!!」


＜出演＞上野樹里、玉木宏、瑛太、水
川あさみ、小出恵介、上原美佐、遠藤
雄弥、サエコ、伊武雅刀、畑野ひろ
子、豊原功補、竹中直人 ほか


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #1-98【HD】 


10


韓国ドラマ『番外捜査』日本語字幕版
(全12話)


第12話「チームブルドッグ」
#12-1【HD】
＜出演＞


チャ・テヒョン、 イ・ソンビン、
チョン・サンフン、ユン・ギョンホ、


チ・スンヒョン ほか


00


『ワンピース』魚人島編
▽15:10 #26-3【HD】


第542話「チーム結成!チョッパーを救
え」


▽15:35 #27-3【HD】
第543話「英雄の最期 タイガー衝撃の


真実」
▽16:00 #28-3【HD】


第544話「海賊団分裂 ジンベエVSアー
ロン」


16:30 #29-3【HD】
第545話「揺れる魚人島!漂着した天竜


人」


30


『ワンピース』 
第934話「大逆転! 死線を越えた
三刀流!」 #789-5【HD】【字】 


40


韓国ドラマ
『法廷プリンス～イ判サ判


～』
日本語字幕版(全16話)


▽17:30 #1-2【HD】
第1話「熱血判事とツンデレ


判事」
▽18:30 #2-2【HD】


第2話「燃やすか、脱ぐか」
▽19:30 #3-2【HD】
第3話「被害者の靴」
▽20:30 #4-2【HD】


第4話「ハンジュンへの疑
惑」


▽21:30 #5-2【HD】
第5話「無念の死」
▽22:35 #6-2【HD】
第6話「正当防衛」


＜出演＞
パク・ウンビン、ヨン・ウ
ジン、ドンハ、ナ・ヘリョ
ン(BESTie) ほか


00
純喫茶に恋をして ～秋葉原・フルー
フ・デゥ・セゾン #6-39【HD】【字】 


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#14-1【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第12話「信じてくれる人」
#12-1【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20PR 2021年7月 #21-94【HD】 


30


韓国ドラマ『彼女はキレイだっ
た』日本語字幕版(全16話)


#1-1【HD】
＜出演＞


パク・ソジュン、ファン・ジョ
ンウム、チェ・シウォン(SUPER 
JUNIOR)、コ・ジュニ ほか
40PR 2021年7月 #21-95【HD】 


30


『チーム・バチスタ2 ジェネラ
ル・ルージュの凱旋』全12話


▽27:40 #2-3【HD】【字】
第２話「集団過呼吸」


▽28:35 #3-3【HD】【字】
第３話「人格変貌」


＜出演＞伊藤淳史／仲村トオル
／加藤あい／松坂桃李／名取裕
子／堀部圭亮／戸次重幸／白石


美帆／西島秀俊 ほか


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#14-2【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第12話「信じてくれる人」
#12-2【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #12-23【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #46-1【HD】
▽09:00 #47-1【HD】
▽09:40 #48-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-96【HD】 


10


『屋台弁護士』
Ⅲ～ 燃える屋台！村雨父子


絶体絶命！～
＜出演＞中村雅俊／伊東四
朗／羽田美智子／大島さと
子／佐藤二朗／伊東孝明／
すほうれいこ／市毛良枝／


彦摩呂 ほか
#3-1【HD】


50


『のだめカンタービレ』（全１１話）


▽12:10 #5-4【HD】【字】
第5話「さよなら巨匠!恋の学園祭オケ


対決!!
▽13:00 #6-4【HD】【字】


第6話「さらばSオケ!!涙の解散式&愛
の2台ピアノ」


＜出演＞上野樹里、玉木宏、瑛太、水
川あさみ、小出恵介、上原美佐、遠藤
雄弥、サエコ、伊武雅刀、畑野ひろ
子、豊原功補、竹中直人 ほか


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #2-92【HD】 


10


韓国ドラマ『世界でもっとも美しい別
れ』日本語字幕版(全4話)


第1話「まさか、そんなことが」
#1-4【HD】
＜出演＞


ウォン・ミギョン、ユ・ドングン、キ
ム・ヨンオク、チェ・ジウ、チェ・ミ


ンホ＜SHINee＞ ほか


00


『ワンピース』魚人島編
▽15:10 #30-3【HD】


第546話「突然の悲劇!未来を閉ざす凶
弾」


▽15:35 #31-3【HD】
第547話「再び現在へ!動き出すホー


ディ」
▽16:00 #32-3【HD】


第548話「王国激震 ネプチューン処刑
指令」


16:30 #33-3【HD】
第549話「生じた亀裂!ルフィVSジンベ


エ」


30


『ワンピース』 
第935話「ゾロ驚愕 衝撃!謎の美
女の正体」 #790-4【HD】【字】 


40


韓国ドラマ
『法廷プリンス～イ判サ判


～』
日本語字幕版(全16話)


▽17:30 #7-2【HD】
第7話「黒幕の存在」
▽18:35 #8-2【HD】


第8話「有罪か、無罪か」
▽19:40 #9-2【HD】


第9話「消えた携帯電話」
▽20:40 #10-2【HD】
第10話「新たな証拠」
▽21:40 #11-2【HD】


第11話「「おじさん」とい
う呼び名」


＜出演＞
パク・ウンビン、ヨン・ウ
ジン、ドンハ、ナ・ヘリョ
ン(BESTie) ほか


00
『男おばさん！！』
#222-2【HD】


50


沢田研二特集 夜のヒットスタジオ
♯6(1977年5月23日放送回)


沢田研二／研ナオコ／和田アキ子／岡
田奈々／渥美二郎／森進一／都はるみ


／三波春夫
#6-1【HD】


00PR 2021年7月 #21-98【HD】 


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#15-1【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第13話「人生は一発逆転!」
#13-1【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20PR 2021年7月 #21-99【HD】 


30


韓国ドラマ『彼女はキレイだっ
た』日本語字幕版(全16話)


#2-1【HD】
＜出演＞


パク・ソジュン、ファン・ジョ
ンウム、チェ・シウォン(SUPER 
JUNIOR)、コ・ジュニ ほか
40PR 2021年7月 #21-100【HD】 


30


『チーム・バチスタ2 ジェネラ
ル・ルージュの凱旋』全12話


▽27:40 #4-3【HD】【字】
第４話「心筋梗塞」


▽28:35 #5-3【HD】【字】
第５話「劇症型肺炎」


＜出演＞伊藤淳史／仲村トオル
／加藤あい／松坂桃李／名取裕
子／堀部圭亮／戸次重幸／白石


美帆／西島秀俊 ほか


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#15-2【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第13話「人生は一発逆転!」
#13-2【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #13-24【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #49-1【HD】
▽09:00 #50-1【HD】
▽09:40 #51-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-101【HD】 


10


『ヤバい検事 矢場健』
③～ヤバケンの暴走捜査～
＜出演＞舘ひろし／原沙知
絵／河相我聞／前田美波里
／中原丈雄／いしのようこ
／中西良太／宮下裕治／矢


崎滋 ほか
#3-2【HD】【字】


50


『のだめカンタービレ』（全１１話）


▽12:10 #7-4【HD】【字】
第7話「新オケ始動!すれ違う恋に波乱


の予感!?」
▽13:00 #8-4【HD】【字】


第8話「新星オケ初陣!トラウマ克服に
揺れる恋」


＜出演＞上野樹里、玉木宏、瑛太、水
川あさみ、小出恵介、上原美佐、遠藤
雄弥、サエコ、伊武雅刀、畑野ひろ
子、豊原功補、竹中直人 ほか


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #3-83【HD】 


10


韓国ドラマ『世界でもっとも美しい別
れ』日本語字幕版(全4話)
第2話「冬が来る前に…」


#2-4【HD】
＜出演＞


ウォン・ミギョン、ユ・ドングン、キ
ム・ヨンオク、チェ・ジウ、チェ・ミ


ンホ＜SHINee＞ ほか


00


『ワンピース』魚人島編
▽15:10 #34-3【HD】


第550話「ホーディの異変 凶薬の真の
力!」


▽15:35 #35-3【HD】
第551話「決戦始まる ギョンコルド広


場!」
▽16:00 #36-3【HD】


第552話「衝撃の告白 オトヒメ暗殺の
真実」


16:30 #37-3【HD】
第553話「しらほしの涙!ルフィ遂に登


場」


30


『ワンピース』  第936話「会得
せよ ワノ国の覇気・流桜!」 


#791-3【HD】【字】 


50


韓国ドラマ
『法廷プリンス～イ判サ判


～』
日本語字幕版(全16話)


▽17:30 #12-2【HD】
第12話「目に見えない真


実」
▽18:30 #13-2【HD】


第13話「パンドラの箱を開
ける勇気」


▽19:35 #14-2【HD】
第14話「ミョンヒの告白」
▽20:40 #15-2【HD】
第15話「正義の女神像」
▽21:45 #16-2【HD】
第16話「星よりも愛しい


人」


＜出演＞
パク・ウンビン、ヨン・ウ
ジン、ドンハ、ナ・ヘリョ
ン(BESTie) ほか


00


韓国ドラマ『ドラマステー
ジ2020』日本語字幕版(全10
話) 第9話「異議あり」 ＜


出演＞
ユ･ダイン、イ･ジェウォン 


#9-4【HD】 


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#16-1【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)


第14話「ずっと会いたかった」
#14-1【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20PR 2021年7月 #21-104【HD】 


30


韓国ドラマ『彼女はキレイだっ
た』日本語字幕版(全16話)


#3-1【HD】
＜出演＞


パク・ソジュン、ファン・ジョ
ンウム、チェ・シウォン(SUPER 
JUNIOR)、コ・ジュニ ほか
40PR 2021年7月 #21-105【HD】 


30


『チーム・バチスタ2 ジェネラ
ル・ルージュの凱旋』全12話


▽27:40 #6-3【HD】【字】
第６話「後遺症」


▽28:35 #7-3【HD】【字】
第７話「中毒」


＜出演＞伊藤淳史／仲村トオル
／加藤あい／松坂桃李／名取裕
子／堀部圭亮／戸次重幸／白石


美帆／西島秀俊 ほか


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ボーンアゲイン～
運命のトライアングル～』日本


語字幕版(全16話)
#16-2【HD】 ＜出演＞


チャン・ギヨン、チン・セヨ
ン、イ・スヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン ほか


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)


第14話「ずっと会いたかった」
#14-2【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #14-22【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #52-1【HD】
▽09:00 #53-1【HD】
▽09:40 #54-1【HD】


＜出演＞
チェ・ミョンギル、チャ・イェ
リョン、キム・フンス、ソ・イ
アン、オ・チェイ、イ・ヘウ


ほか


30PR 2021年7月 #21-107【HD】 


10


『ヤバい検事 矢場
健』 ４ ＜出演＞舘ひ
ろし／原沙知絵／藤原
紀香／河相我聞／矢崎
滋／大出俊／天宮良／
榎木孝明／津川雅彦
ほか #4-2【HD】 


50


『のだめカンタービレ』（全１１話）


▽12:10 #9-4【HD】【字】
第9話「コンクールVS留学!決断は別れ


の予感!?」
▽13:00 #10-4【HD】【字】


第10話「波乱のコンクール!告白と涙
の最終章!!」


＜出演＞上野樹里、玉木宏、瑛太、水
川あさみ、小出恵介、上原美佐、遠藤
雄弥、サエコ、伊武雅刀、畑野ひろ
子、豊原功補、竹中直人 ほか


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #4-71【HD】 


15


韓国ドラマ『世界でもっとも美しい別
れ』日本語字幕版(全4話)
第3話「別れの準備」


#3-4【HD】
＜出演＞


ウォン・ミギョン、ユ・ドングン、キ
ム・ヨンオク、チェ・ジウ、チェ・ミ


ンホ＜SHINee＞ ほか


00


『ワンピース』魚人島編
▽15:15 #38-3【HD】


第554話「大激突!麦わら一味VS10万の
敵」


▽15:40 #39-3【HD】
第555話「大技炸裂!ゾロ・サンジ出


撃!」
▽16:05 #40-3【HD】


第556話「初披露!サニー号の秘密兵
器!」


▽16:30 #41-3【HD】
第557話「鉄の海賊!フランキー将軍登


場」


30


『ワンピース』 
第937話「トの康 ! えびす町一
の人気者」 #792-3【HD】【字】 


10


『年の差カップル刑事』
～とっても永すぎた春～
高橋由美子／森本レオ／伊
東四朗／沢村一樹／とよた
真帆／渡辺典子／佐戸井け
ん太／柴田理恵／猫背椿／
阿南健治／西川弘志／長野
里美／安藤亮司／北川えり
／大隈いちろう ほか #3-2 


30
『男おばさん！！』
#222-3【HD】


00


調整中


00


韓国ドラマ『ドラマステージ
2020』日本語字幕版(全10話)


第10話「通信圏外」
＜出演＞


キム･テフン、ユン･ジンソ、ユ･
イルハン #10-4【HD】 


10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #16-8【HD】 


10


韓国ドラマ『魔女たちの楽園～二度なき人生
～』日本語字幕版(全36話)
第15話「それぞれの立場」
#15-1【HD】 ＜出演＞


パク・セワン、クァク・ドンヨン、ユン・ヨ
ジョン、オ・ジホ、イェ・ジウォン、チュ・
ヒョン、ソン・ウォンソク、ハン・ジニ、パ


ク・アイン ほか


20PR 2021年7月 #21-109【HD】 


30


韓国ドラマ『彼女はキレイだっ
た』日本語字幕版(全16話)


#4-1【HD】
＜出演＞


パク・ソジュン、ファン・ジョ
ンウム、チェ・シウォン(SUPER 
JUNIOR)、コ・ジュニ ほか
40PR 2021年7月 #21-110【HD】 


30


『チーム・バチスタ2 ジェネラ
ル・ルージュの凱旋』全12話


▽27:40 #8-3【HD】【字】
第８話「宣告」


▽28:35 #9-3【HD】【字】
第９話「医療ミス」


＜出演＞伊藤淳史／仲村トオル
／加藤あい／松坂桃李／名取裕
子／堀部圭亮／戸次重幸／白石


美帆／西島秀俊 ほか


00
『おトクな時間』


00


『ヤングシナリオ大賞』
第30回ヤングシナリオ大賞「ココア」


＜出演＞
南沙良／出口夏希／永瀬莉子／渡辺大
知／浦上晟周／宇野実彩子／神尾佑／


紺野まひる／斎藤工ほか
#2-3【HD】


20


韓国ドラマ
『世界で一番可愛い私の


娘』
日本語字幕版(全54話)


▽07:00 #11-2【HD】
▽08:10 #12-2【HD】


＜出演＞
キム・ヘスク、ユソン、キ
ム・ソヨン、ホン・ジョン
ヒョン、キム・ハギョン、
ギ・テヨン ほか


30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #17-7【HD】 


30


『ワンピース』 
▽09:30 #801-2【HD】


第946話「四皇を止めろ! クイーンの
秘策」


▽10:00 #802-1【HD】
第947話「最凶兵器! ルフィを狙う疫


災弾」


50
純喫茶に恋をして
#18-1【HD】


00PR 2021年7月 #21-111【HD】 


30


韓国ドラマ『真紅のカー
ネーション』日本語字幕版


(全124話)


11:00 #1-2【HD】
第1話「母になりたい女」
11:35 #2-2【HD】


第2話「容疑者の秘密」
12:10 #3-2【HD】
第3話「母になれる」
12:45 #4-2【HD】
第4話「契約成立」
13:20 #5-2【HD】


第5話「厳しいルール」
13:55 #6-2【HD】


第6話「消えない疑心」
14:30 #7-2【HD】


第7話「おなかの中の小さな
命」


15:10 #8-2【HD】
第8話「弟思いの兄」
15:50 #9-2【HD】


第9話「気になる性別」


＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、ア
レックス、パク・ジュン
ヒョク ほか


00


ハラミ定食 DXおか
わりツアー ～全国
のお米さんへ配達す
るぬ!～FINALだよ!
全米集合!!
#1-5【HD】


00


ハラミちゃん音祭り
2021～暑中お見米申
し上げるぬ!～inパ
シフィコ横浜


フジテレビTWO完全
生中継


生 #1-1【HD】


30


韓国ドラマ『真紅のカー
ネーション』日本語字幕版


(全124話)


20:00 #10-2【HD】 第10話
「恐れていたこと」 20:35 
#11-2【HD】 第11話「守り
たい命」 21:10 #12-2
【HD】 第12話「雲隠れ」 
21:45 #13-2【HD】 第13話
「新しいスタート」 22:20 
#14-2【HD】 第14話「苦悩
する夫」 22:55 #15-2
【HD】 第15話「離婚しよ


う」 
＜出演＞


イ・イネ、ウ・ヒジン、ア
レックス、パク・ジュン
ヒョク ほか


00


Kiramuneカンパニー
L #63-1【HD】 


00


韓国ドラマ
『ボクスが帰ってき


た』
日本語字幕版(全16話)


▽24:00 #6-2【HD】
第6話「疑問」


▽25:00 #7-2【HD】
第7話「2人の間にひか


れた線」
▽26:00 #8-2【HD】
第8話「ボクスの夢」
▽27:00 #9-2【HD】
第9話「校内討論会」
▽28:00 #10-2【HD】
第10話「野花組の活


躍」


＜出演＞
ユ・スンホ、チョ・ボ
ア、クァク・ドンヨン 


ほか


20
実録!オンナの〇〇事件簿


携帯の向こうは秘密の夫 #33-5【HD】 
30PR 2021年7月 #21-113【HD】 


00
『おトクな時間』


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


2021/06/16 15:32


（2／2）


放送内容、時間は都合により変更になることがあります。＃のあとの左の数字は話数を、右の数字は放送回数を示しています。また送出形態は、生放送の場合のみ【生】と表示しています。音声は【S二】はステレオ二音声、その他はステレオです。※一部のケーブル局では、ステレオ二音声はご利用いただけませ
ん。※ケーブルテレビでご視聴の方は、お近くのケーブル局へお問い合わせ下さい。
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番組略称・番組概要 ノースクランブル放送 初回放送


BOATRACE TIME：「JLCﾆｭｰｽ BoatRace TIME」 水神：ﾚｰｻｰﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ番組「水神」 B：女子ドライブ「Boon!!! Mini」 通信：ＳＧ競走ドキュメント「ボートレース通信」 水上のヒロインたち：女子戦振り返り番組 蒲展：蒲郡ナイター優勝戦展望(20分) ※6－1 SG第30回グランドチャンピオン 選手紹介ダイジェスト
ﾌﾟﾗｽ：ボートレース事業社会貢献活動ﾆｭｰｽ「JLCﾆｭｰｽ ﾌﾟﾗｽ」 ボートレースに乾杯：「坂上忍のボートレースに乾杯！」 D：別撮りドリーマー 選手紹介Ｄ：ＳＧ・ＧⅠ／ﾙｰｷｰｼﾘｰｽﾞ・女子戦の選手紹介ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ 吉田＆ういち：「ブラマヨ吉田とういちの男舟」 福展：福岡優勝戦展望(20分) ※6－2 SG第30回グランドチャンピオン 勝利者ＩＶスペシャル初日
THE WINNER：「THE WINNER マンスリーファイル」 ﾅｯﾂﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ：佐山夏子トーク番組「佐山夏子のナッツパラダイス！」 Ｇ：女子レーサー紹介番組「Lady GO！」 BR年鑑：年別SG競走アーカイブ番組「ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ年鑑」 R：Road to the GP 2017 場名のみ：当該場レースダイジェスト ※6－3 SG第30回グランドチャンピオン 勝利者ＩＶスペシャル２日目
ＷＶ：THE WINNERマンスリーファイルスピンオフ番組「WINNER VOICE2018」 Boon女子ドライブ：「Boon!!! 女子ボートレーサー ドライブTV」 Ｔ：スター候補紹介番組「トップ・オブ・ルーキー2019」 地球と遊ぶ：「ボートレーサー 地球と遊ぶ」 SG・プレミアムGⅠ：60分 ※6－4 SG第30回グランドチャンピオン 勝利者ＩＶスペシャル３日目
師匠：ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ ｼｮｰﾄｱﾆﾒ番組｢ボクと師匠｣ ドリーマー：女子ﾚｰｻｰ番組「ビューティフルドリーマー」 Ｍ：「妄想☆ボートマン」 ういちのヤングダービーへの道「ういち・鈴虫くん・オモダミンＣのヤングダービーへの道」 その他競走：30分 ※6－5 SG第30回グランドチャンピオン 勝利者ＩＶスペシャル４日目


BR研究所：「ナガシマ博士のBR研究所」 ※6－6 SG第30回グランドチャンピオン 勝利者ＩＶスペシャル５日目
Queen：「未来のQueen」
ヒロインの素顔：徳山QC特別番組


徳山
特番


徳山
特番


徳山
特番


徳山
特番


芦屋
特番


芦屋
特番


研究
所#8


研究
所#9


研究
所
#10


研究
所
#11


研究
所
#12


研究
所
#15


徳山
特番


びわこ 3日目 一般競走


サマー 5日目


三国M 一般


BR年鑑
#25


BR年鑑
#26


BR年鑑
#27


芦屋M 一般 3日目 多摩川 4日目


4日目


ルーキーシリーズ 5日目


2日目 ＧⅢ


ＪＬＣ６８３　７月番組表


※開催日程、レース進行時間の変更に伴い、番組が変更される可能性があります。ご了承ください。


4:30 5:00 5:30 6:00


8:30 10:05 21:15


1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:0022:30 23:00 23:30 0:00 0:30 1:0022:0016:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 21:3016:0010:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:308:20 9:00 9:30 10:00


研究
所#7


徳山
特番


徳山
特番


6:00 6:30 7:00 7:30 8:00


からつM 一般 最終日 大村 初日 2日目


初日 ナイター 2日目 住之江 3日目


20:00 20:30 21:00


2日目


2日目 一般競走 最終日


2日目 ＧⅢ 3日目 ナイター 4日目


徳山 3日目 企業杯 4日目 一般競走 最終日


モーニング


最終日


5日目


2日目 一般競走 最終日


3日目 初日


からつM 初日 平和島 2日目


一般競走 2日目 サマー 3日目


4日目


一般競走 3日目 企業杯 5日目


徳山M 一般 初日 最終日


3日目


初日 多摩川 4日目


BR年鑑
#21


BR年鑑
#22


最終日 一般競走 4日目 ナイター


2日目 サマー 5日目


からつ 3日目 一般競走 最終日


モーニング 4日目


児島 一般 最終日 丸亀 4日目


2日目


BR年鑑
#22


初日


一般競走 5日目


BR年鑑
#16


宮島 初日 ナイター 5日目


3日目


鳴門モーニング 4日目 4日目 一般競走 4日目


一般競走 最終日 5日目 最終日


BR年鑑
#19


BR年鑑
#17


BR年鑑
#20


BR年鑑
#18


最終日 児島 一般 4日目 住之江ナイター 初日


BR年鑑
#21


BR年鑑
#23


BR年鑑
#24


BR年鑑
#33


BR年鑑
#28


BR年鑑
#29


BR年鑑
#30


BR年鑑
#31


BR年鑑
#32


鳴門M


BR年鑑
#33


BR年鑑
#33


研究
所#2


研究
所#4


研究
所#6


BR年鑑
#23


BR年鑑
#24


BR年鑑
#1


BR年鑑
#2戸田 3日目 若松 2日目


研究
所#7


研究
所#8


BR年鑑
#4


BR年鑑
#3


BR年鑑
#5


研究
所#9


研究
所
#10


研究
所
#11


BR年鑑
#6


BR年鑑
#7


BR年鑑
#8ＧⅢ 2日目 一般競走 最終日


BR年鑑
#9鳴門 初日 企業杯 3日目


研究
所
#12
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(ET) 月曜日 2021/06/28 火曜日 2021/06/29 水曜日 2021/06/30 木曜日 2021/07/01 金曜日 2021/07/02 土曜日 2021/07/03 日曜日 2021/07/04 (ET)
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1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


630-700


700-730


730-800


800-830


830-900


900-930


930-1000


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


1300-1330


1330-1400


2700-2730


2730-2800


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


FOX 番組表 7月


1530-1600


2100-2130


2130-2200


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1830-1900


27:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#18
(字)


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


1400-1430


1430-1500


1500-1530


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#20


(字)[最終話]


最新シーズン開始直前！
04:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班


シーズン17
#20 (字)[最終話]


05:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#11
(字)


06:00 シンプソンズ シーズン31
#5 (字)


06:30 シンプソンズ シーズン31
#6 (字)


07:00 インフォメーション
(日)


07:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#9
(字)


08:30 インフォメーション
(日)


09:00 堕天使のパスポート[PG-12]
(字)


FOXイッキ見サンデーDX
11:00 クリミナル・マインド / FBI vs.


異常犯罪 シーズン5 #6 (二)


11:50 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#7 (二)


12:45 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#8 (二)


13:40 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#9 (二)


14:35 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#10 (二)


15:30 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#11 (二)


16:25 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#12 (二)


17:20 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#13 (二)


18:15 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#14 (二)


19:10 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#15 (二)


20:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#16 (二)


21:00 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#9
(字)


22:40 グッド・ウィル・ハンティング/旅
立ち
(字)


25:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#9
(字)


26:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#3
(字)


17:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#5
(二)


18:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#6
(二)


19:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#7
(二)


20:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#8
(二)


サタデー・ナイト・ムービー
21:00 堕天使のパスポート[PG-12]


(字)


最新シーズン開始直前！
23:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班


シーズン17
#16 (字)


24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#17
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#18
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#19
(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#18
(字)


20:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#19
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#6
(字)


22:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#8
(字)


23:00 グッド・ワイフ シーズン5
#11
(二)


24:00 グッド・ワイフ シーズン5
#12
(二)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#5
(字)


26:00 コンフェッション[PG-12]
(字)


04:00 グッド・ワイフ シーズン5
#11
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#12
(二)


06:00 インフォメーション
(日)


06:30 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#15
(字)


07:30 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10
#19
(字)


08:30 インフォメーション
(日)


09:00 マーサの楽しい料理教室
シーズン3 #10 (二)


09:30 【新】ジェイミー・オリヴァーの簡単レシピ！
食材５つでおいしい料理　シーズン2 #1 (二)


10:00 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン5
#9
(二)


11:00 インフォメーション
(日)


11:30 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#8
(字)


13:00 マーサの楽しい料理教室
シーズン1 #8 (二)


13:30 インフォメーション
(日)


14:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#2
(二)


15:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#3
(二)


16:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#4
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#2
(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#18
(二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#19 (二)


14:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#15
(字)


15:00 インフォメーション
(日)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#2
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#2
(字)


17:30 インフォメーション
(日)


18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#24


(二)[最終話]


04:00 プルーブン・イノセント 冤罪弁
護士
#11
(字)


05:00 グッド・ワイフ シーズン3
#20
(二)


06:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#23
(二)


07:00 インフォメーション
(日)


07:30 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくの
スマートクッキング～ #35 (吹)


08:00 マーサの楽しい料理教室
シーズン3 #5 (二)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン1
#16
(字)


09:30 インフォメーション
(日)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#2
(二)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#16
(字)


20:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#17
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#5
(字)


22:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#4
(字)


23:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#11
(字)


最新シーズン開始直前！
24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班


シーズン17
#20 (字)[最終話]


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#4
(字)


26:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#15
(字)


キャッチアップ放送！
27:00 グッド・ワイフ シーズン5


#8
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#1
(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#16
(二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#17 (二)


14:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#2
(字)


15:00 インフォメーション
(日)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#1
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#1
(字)


17:30 インフォメーション
(日)


18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#23
(二)


04:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#11
(字)


05:00 グッド・ワイフ シーズン3
#19
(二)


06:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#22
(二)


07:00 インフォメーション
(日)


07:30 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくの
スマートクッキング～ #34 (吹)


08:00 マーサの楽しい料理教室
シーズン3 #4 (二)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン1
#15
(字)


09:30 インフォメーション
(日)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#1
(二)


2630-2700


2700-2730


2730-2800


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


2500-2530


2530-2600


2600-2630


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


2130-2200


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


1600-1630


1630-1700


1700-1730


830-900


900-930


930-1000


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


700-730


730-800


800-830
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(ET) 月曜日 2021/07/05 火曜日 2021/07/06 水曜日 2021/07/07 木曜日 2021/07/08 金曜日 2021/07/09 土曜日 2021/07/10 日曜日 2021/07/11 (ET)


FOX 番組表 7月


400-430 04:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン1


#9
(字)


04:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#6
(字)


04:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#3
(字)


04:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#12
(字)


04:00 プルーブン・イノセント 冤罪弁
護士
#12
(字)


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#3
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#14
(二)


05:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#12
(字)


500-530


530-600 530-600


04:00 グッド・ワイフ シーズン5
#13
(二)


04:00 【新】NCIS ～ネイビー犯罪捜
査班 シーズン18


#1
(字)


400-430


430-500 430-500


500-530 05:00 グッド・ワイフ シーズン3
#21
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン3
#22


(二)[最終話]


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#1
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#2
(二)


06:00 インフォメーション
(日)


06:00 シンプソンズ シーズン31
#7 (字)


600-630


630-700 06:30 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#16
(字)


06:30 シンプソンズ シーズン31
#8 (字)


630-700


700-730
07:00 インフォメーション


(日)
07:00 インフォメーション


(日)


600-630 06:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#24


(二)[最終話]


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#1
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#2
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#3
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#4
(字)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


700-730


730-800
07:30 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくの


スマートクッキング～ #36 (吹)
07:30 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくの


スマートクッキング～ #37 (吹)
07:30 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくの


スマートクッキング～ #38 (吹)
07:30 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくの


スマートクッキング～ #39 (吹)
07:30 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくのスマー


トクッキング～ #40 (吹)[最終話]
07:30 NCIS:LA ～極秘潜入捜査


班 シーズン10
#20
(字)


07:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#10
(字)


730-800


800-830
08:00 マーサの楽しい料理教室


シーズン3 #6 (二)
08:00 マーサの楽しい料理教室


シーズン3 #7 (二)
08:00 マーサの楽しい料理教室


シーズン3 #8 (二)
08:00 マーサの楽しい料理教室


シーズン3 #9 (二)
08:00 マーサの楽しい料理教室


シーズン3 #10 (二)
800-830


830-900 08:30 マダム・セクレタリー シーズン1
#17
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン1
#18
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン1
#19
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン1
#20
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン1
#21
(字)


08:30 インフォメーション
(日)


08:30 インフォメーション
(日)


830-900


900-930
09:00 マーサの楽しい料理教室


シーズン3 #11 (二)


09:00 レインディア・ゲーム
(字)


900-930


930-1000
09:30 インフォメーション


(日)
09:30 インフォメーション


(日)
09:30 インフォメーション


(日)
09:30 インフォメーション


(日)
09:30 インフォメーション


(日)
09:30 ジェイミー・オリヴァーの簡単レシピ！食材


５つでおいしい料理　シーズン2 #2 (二) 930-1000


1000-1030 10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#3
(二)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#4
(二)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#5
(二)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#6
(二)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#7
(二)


10:00 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン5
#10


(二)[最終話]


1000-1030


1030-1100 1030-1100


1100-1130 11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#3
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#4
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#5
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#6
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#7
(二)


11:00 インフォメーション
(日)


FOXイッキ見サンデーDX
11:00 クリミナル・マインド / FBI vs.


異常犯罪 シーズン5 #17 (二)


1100-1130


1130-1200
11:30 アメリカズ・ゴット・タレント


シーズン15
#9
(字)


1130-1200


11:50 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#18 (二)


1200-1230 12:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#20
(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#22
(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#1
(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#3
(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#5
(二)


1200-1230


1230-1300 1230-1300


12:45 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#19 (二)
1300-1330


13:00 マーサの楽しい料理教室
シーズン1 #9 (二)


1300-133013:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#21 (二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5
#23 (二)[最終話]


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#2 (二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#4 (二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#6 (二)1330-1400
13:30 インフォメーション


(日)
1330-1400


13:40 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#20 (二)1400-1430 14:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#5
(字)


最新シーズン開始直前！
14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班


シーズン17
#20 (字)[最終話]


14:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#11
(字)


14:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#3
(字)


14:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#16
(字)


14:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#9
(二)


1400-1430


1530-1600 15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#3
(字)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#4
(字)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#5
(字)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#6
(字)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#7
(字)1600-1630


15:00 インフォメーション
(日)


15:00 インフォメーション
(日)


15:00 インフォメーション
(日)


15:00 インフォメーション
(日)


1430-1500 1430-150014:35 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#21 (二)1500-1530
15:00 インフォメーション


(日)
15:00 ゴースト ～天国からのささやき


シーズン5
#10
(二)


1500-1530


15:30 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#22 (二)


1530-1600


16:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#11
(二)


1600-1630


1630-1700


1700-1730 17:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#12
(二)


1700-1730


17:20 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#1 (二)


1730-1800
17:30 インフォメーション


(日)
17:30 インフォメーション


(日)
17:30 インフォメーション


(日)
17:30 インフォメーション


(日)


16:25 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5
#23 (二)[最終話]


1630-1700 16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#3
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#4
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#5
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#6
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#7
(字)


17:30 インフォメーション
(日)


1730-1800


1800-1830 18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#1
(字)


18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#2
(字)


18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#3
(字)


18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#4
(字)


18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#5
(字)


18:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#13
(二)


1800-1830


1900-1930
19:10 クリミナル・マインド / FBI vs.


異常犯罪 シーズン6
#3 (二)1930-2000 1930-2000


2000-2030 20:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#21
(字)


20:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#23
(字)[最終話]


20:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#2
(字)


20:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#4
(字)


20:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#6
(字)


18:15 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#2 (二)
1830-1900 1830-1900


1900-1930 19:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#20
(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン5


#22
(字)


19:00 【新】クリミナル・マインド / FBI
vs. 異常犯罪 シーズン6


#1
(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#3
(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#5
(字)


19:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#14
(二)


20:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#15
(二)


2000-203020:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#4 (二)2030-2100 2030-2100


2100-2130 21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#7
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#8
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#9
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#10
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#11
(字) サタデー・ナイト・ムービー


21:00 レインディア・ゲーム
(字)


21:00 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#10
(字)


2100-2130


2130-2200 2130-2200


2200-2230 22:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#11
(字)


22:00 【新】NCIS ～ネイビー犯罪捜
査班 シーズン18


#1
(字)


22:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#12
(字)


22:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#5
(字)


22:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#9
(字)


2200-2230


2230-2300 2230-2300


22:40 サイダーハウス・ルール
(字)


2300-2330 23:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#4
(字)


23:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#16
(字)


23:00 【新】NCIS ～ネイビー犯罪捜
査班 シーズン18


#1
(字)


24:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#2
(字)


2400-2430


2430-2500 2430-2500


2400-2430 24:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#8
(字)


24:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#11
(字)


24:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#16
(字)


24:00 【新】NCIS ～ネイビー犯罪捜
査班 シーズン18


#1
(字)


24:00 グッド・ワイフ シーズン5
#14
(二)


23:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#12
(字)


23:00 グッド・ワイフ シーズン5
#13
(二)


キャッチアップ放送！
23:00 9-1-1: Lone Star シーズン1


#1
(字)


2300-2330


2330-2400 2330-2400


25:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#3
(字)


25:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#10
(字)


2500-2530


2530-2600 2530-2600


2600-2630 26:00 フィアー・ザ・ウォーキング・デッ
ド シーズン5
#16


(字)[最終話]


26:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#11
(字)


26:00 【新】NCIS ～ネイビー犯罪捜
査班 シーズン18


#1
(字)


26:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#16
(字)


2500-2530 25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#6
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#7
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#8
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#9
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#10
(字)


2730-2800 2730-2800


26:00 フェティッシュ
(字)


26:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#4
(字)


26:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#4
(字)


2600-2630


2630-2700 2630-2700


2700-2730 キャッチアップ放送！
27:00 グッド・ワイフ シーズン5


#9
(二)


27:00 グッド・ワイフ シーズン5
#10
(二)


27:00 グッド・ワイフ シーズン5
#11
(二)


27:00 グッド・ワイフ シーズン5
#12
(二)


27:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#5
(字)


27:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#19
(字)


2700-2730
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(ET) 月曜日 2021/07/12 火曜日 2021/07/13 水曜日 2021/07/14 木曜日 2021/07/15 金曜日 2021/07/16 土曜日 2021/07/17 日曜日 2021/07/18 (ET)


FOX 番組表 7月


400-430 04:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン1


#10
(字)


04:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#7
(字)


04:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#4
(字)


04:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#13
(字)


04:00 プルーブン・イノセント 冤罪弁
護士
#13


(字)[最終話]


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#8
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#16
(二)


05:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#13
(字)


500-530


530-600 530-600


04:00 グッド・ワイフ シーズン5
#15
(二)


04:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#2
(字)


400-430


430-500 430-500


500-530 05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#4
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#5
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#6
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#7
(二)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


700-730


730-800


06:00 インフォメーション
(日)


06:00 シンプソンズ シーズン31
#9 (字)


600-630


630-700 06:30 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#17
(字)


06:30 シンプソンズ シーズン31
#10 (字)


630-700


700-730
07:00 インフォメーション


(日)
07:00 インフォメーション


(日)


600-630 06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#5
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#6
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#7
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#8
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#9
(字)


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン5
#1
(二)


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン5
#2
(二) 800-830


830-900 08:30 マダム・セクレタリー シーズン1
#22


(字)[最終話]


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#1
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#2
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#3
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#4
(字)


08:30 インフォメーション
(日)


08:30 インフォメーション
(日)


830-900


07:30 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10
#21
(字)


07:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#11
(字)


730-800


800-830


900-930
09:00 マーサの楽しい料理教室


シーズン3 #12 (二)


09:00 キンキーブーツ
(字)


900-930


930-1000
09:30 インフォメーション


(日)
09:30 インフォメーション


(日)
09:30 インフォメーション


(日)
09:30 インフォメーション


(日)
09:30 インフォメーション


(日)
930-1000


1000-1030 10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#8
(二)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#9
(二)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#10
(二)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#11
(二)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#12
(二)


10:00 【新】ブリティッシュ ベイクオフ
シーズン6
#1
(二)


1000-1030


1030-1100 1030-1100


1100-1130 11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#8
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#9
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#10
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#11
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#12
(二)


11:00 インフォメーション
(日)


FOXイッキ見サンデーDX
11:00 クリミナル・マインド / FBI vs.


異常犯罪 シーズン6 #5 (二)


1100-1130


1130-1200
11:30 アメリカズ・ゴット・タレント


シーズン15
#10
(字)


1130-1200


11:50 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#6 (二)


1200-1230 12:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#7
(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#9
(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#11
(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#13
(二)


1200-1230


1230-1300 1230-1300


12:45 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#7 (二)
1300-1330


13:00 マーサの楽しい料理教室
シーズン1 #10 (二)


1300-133013:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#8 (二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#10 (二)


1430-1500 1430-150014:35 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#9 (二)1500-1530
15:00 インフォメーション


(日)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#12 (二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#14 (二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#16 (二)1330-1400
13:30 インフォメーション


(日)
1330-1400


13:40 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#8 (二)1400-1430 14:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#6
(字)


14:00 【新】NCIS ～ネイビー犯罪捜
査班 シーズン18


#1
(字)


1500-1530


15:30 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#10 (二)


1530-1600


16:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#18
(二)


1600-1630


14:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#12
(字)


14:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#4
(字)


14:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#17
(字)


14:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#16
(二)


1400-1430


1630-1700


1530-1600 15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#8
(字)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#9
(字)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#10
(字)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#11
(字)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#12
(字)1600-1630


15:00 インフォメーション
(日)


15:00 インフォメーション
(日)


15:00 インフォメーション
(日)


15:00 インフォメーション
(日)


1700-1730 17:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#19
(二)


1700-1730


17:20 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#12 (二)


1730-1800
17:30 インフォメーション


(日)
17:30 インフォメーション


(日)
17:30 インフォメーション


(日)
17:30 インフォメーション


(日)


16:25 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#11 (二)


1630-1700 16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#8
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#9
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#10
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#11
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#12
(字)


1730-1800


1800-1830 18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#6
(字)


18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#7
(字)


18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#8
(字)


18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#9
(字)


18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#10
(字)


18:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#20
(二)


1800-1830


1900-1930
19:10 クリミナル・マインド / FBI vs.


異常犯罪 シーズン6
#14 (二)1930-2000 1930-2000


2000-2030 20:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#8
(字)


20:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#10
(字)


20:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#12
(字)


20:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#14
(字)


20:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#16
(字)


18:15 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#13 (二)
1830-1900 1830-1900


1900-1930 19:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#7
(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#9
(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#11
(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#13
(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#15
(字)


19:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#21
(二)


2000-203020:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#15 (二)2030-2100 2030-2100


2100-2130 21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#12
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#13
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#14
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#15
(字)


2300-2330


2330-2400 2330-2400


23:30 第69回 ミス・ユニバース 世界
大会
(字)


2400-2430


2430-2500 2430-2500


22:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#10
(字)


2200-2230


2230-2300 2230-2300


22:40 フリーダ
(字)


2300-2330 23:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#5
(字)


23:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#17
(字)


23:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#2
(字)


24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#2
(字)


21:00 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#11
(字)


2500-2530 25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#11
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#12
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#13
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#14
(字)


2100-2130


2130-2200 2130-2200


2200-2230 22:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#12
(字)


22:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#2
(字)


2400-2430


25:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#11
(字)


2500-2530


2530-2600 2530-2600


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#15
(字)


24:00 グッド・ワイフ シーズン5
#16
(二)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#8
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#2
(字)


27:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#20


(字)[最終話]


2700-2730


2730-2800 2730-2800


キャッチアップ放送！
26:00 【新】NCIS ～ネイビー犯罪捜


査班 シーズン18
#1 (字)


26:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#5
(字)


2600-2630


2630-2700 2630-2700


2700-2730 27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#2
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#4
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#6
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#9
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#10
(字)


2600-2630 26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#1
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#3
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#5
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#7
(字)


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン5
#3
(二)


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン5
#4
(二)


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン5
#5
(二)


24:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#9
(字)


24:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#12
(字)


24:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#17
(字)


サタデー・ナイト・ムービー
21:00 7番房の奇跡


(字)


23:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#13
(字)


23:00 グッド・ワイフ シーズン5
#15
(二)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#16
(字)


22:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#13
(字)


22:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#6
(字)


20:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#22


(二)[最終話]


17:30 インフォメーション
(日)


15:00 ゴースト ～天国からのささやき
シーズン5
#17
(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#15
(二)


09:30 ジェイミー・オリヴァーの簡単レシピ！食材
５つでおいしい料理　シーズン2 #3 (二)
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(ET) 月曜日 2021/07/19 火曜日 2021/07/20 水曜日 2021/07/21 木曜日 2021/07/22 金曜日 2021/07/23 土曜日 2021/07/24 日曜日 2021/07/25 (ET)


530-600


04:00 グッド・ワイフ シーズン5
#17
(二)


04:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#3
(字)


400-430


430-500 430-500


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#11
(二)


FOX 番組表 7月


400-430 04:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン1


#11
(字)


04:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#5
(字)


04:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#14
(字)


04:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン7
#1
(字)


06:00 インフォメーション
(日)


06:00 シンプソンズ シーズン31
#11 (字)


600-630


630-700 06:30 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#18
(字)


06:30 シンプソンズ シーズン31
#12 (字)


630-700


700-730
07:00 インフォメーション


(日)
07:00 インフォメーション


(日)


600-630 06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#10
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#11
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#12
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#13
(字)


04:00 休止 05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#12
(二)


500-530 05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#9
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#10
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#18
(二)


05:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#14
(字)


500-530


530-600


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン5
#10


(二)[最終話]


07:30 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10
#22
(字)


07:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#12
(字)


730-800


800-830 800-830


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


700-730


730-800 07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン5
#6
(二)


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン5
#7
(二)


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン5
#8
(二)


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン5
#9
(二)


08:30 インフォメーション
(日)


08:30 インフォメーション
(日)


830-900


900-930
09:00 マーサの楽しい料理教室
シーズン3 #13 (二)[最終話]


09:00 ヘヴン
(字)


900-930


930-1000
09:30 インフォメーション


(日)
09:30 インフォメーション


(日)


830-900 08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#5
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#6
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#7
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#8
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#9
(字)


09:30 インフォメーション
(日)


09:30 インフォメーション
(日)


09:30 インフォメーション
(日)


09:30 ジェイミー・オリヴァーの簡単レシピ！食材
５つでおいしい料理　シーズン2 #4 (二) 930-1000


1000-1030 10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#13
(二)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#14
(二)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#15
(二)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#16
(二)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#17
(二)


10:00 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン6
#2
(二)


1000-1030


1030-1100 1030-1100


1100-1130 11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#13
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#14
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#15
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#16
(二)


1300-1330
13:00 マーサの楽しい料理教室


シーズン1 #11 (二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#17
(二)


11:00 インフォメーション
(日)


FOXイッキ見サンデーDX
11:00 クリミナル・マインド / FBI vs.


異常犯罪 シーズン6 #16 (二)


1100-1130


1130-1200
11:30 アメリカズ・ゴット・タレント


シーズン15
#11
(字)


1130-1200


1200-1230 12:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#17
(二)


1300-133013:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#18 (二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#20 (二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#22 (二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6
#24 (二)[最終話]


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#19
(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#21
(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#23
(二)


1200-1230
11:50 クリミナル・マインド / FBI vs.


異常犯罪 シーズン6
#17 (二)


1330-1400


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#15
(字)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#16
(字)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#17
(字)


1530-1600


1600-1630 16:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#3
(二)


14:25 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#20 (二)


13:30 インフォメーション
(日)


1330-1400


1400-1430 14:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#7
(字)


14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#2
(字)


14:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#13
(字)


14:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#5
(字)


14:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#18
(字)


全シーズン一挙放送！
14:00 【新】ボディ・オブ・プルーフ／


死体の証言　シーズン1
#1 (二)


1400-1430


1430-1500 1430-1500


12:00 シッピング・ニュース
(字)


12:40 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#18 (二)


13:30 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#19 (二)


1230-1300 1230-1300


1730-1800


1600-1630


1630-1700 16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#13
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#14
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#15
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#16
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#17
(字)


1630-1700


1700-1730 17:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#4
(二)


16:15 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#22 (二)


15:20 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#21 (二)


1500-1530
15:00 インフォメーション


(日)
15:00 インフォメーション


(日)
15:00 インフォメーション


(日)
15:00 インフォメーション


(日)
15:00 インフォメーション


(日)
15:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の


証言　シーズン1
#2
(二)


1500-1530


1530-1600 15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#13
(字)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#14
(字)


1800-1830


1830-1900 1830-1900


1900-1930 19:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#17
(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#19
(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#21
(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#23
(字)


1800-1830 18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#11
(字)


18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#12
(字)


18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#13
(字)


18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#14
(字)


18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#15
(字)


17:10 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#23 (二)


18:05 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6
#24 (二)[最終話]


18:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#5
(二)


1700-1730


1730-1800
17:30 インフォメーション


(日)
17:30 インフォメーション


(日)
17:30 インフォメーション


(日)
17:30 インフォメーション


(日)
17:30 インフォメーション


(日)


2000-203020:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#24
(字)[最終話]


2100-2130


2030-2100 2030-2100


19:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#6
(二)


1900-1930


1930-2000 1930-2000


2000-2030 20:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#18
(字)


20:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#20
(字)


20:00 クリミナル・マインド / FBI vs.
異常犯罪 シーズン6


#22
(字)


2100-2130 21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#17
(字)


19:00 堕天使のパスポート[PG-12]
(字)


19:00 ネバーランド
(字)


20:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#7
(二)


22:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#11
(字)


2200-2230


2230-2300 2230-2300


2130-2200 2130-2200


2200-2230 22:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#13
(字)


22:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#3
(字)


22:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#14
(字)


22:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#7
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#18
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#19
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#20
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#21
(字)


2300-2330


2330-2400 2330-2400


2400-2430 24:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#10
(字)


24:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#13
(字)


24:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#18
(字)


24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#3
(字)


24:00 グッド・ワイフ シーズン5
#18
(二)


2400-2430


2300-2330 23:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#6
(字)


23:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#18
(字)


23:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#3
(字)


23:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#14
(字)


23:00 グッド・ワイフ シーズン5
#17
(二)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#17
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#4
(二)


2430-2500 2430-2500


2500-2530 25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#17
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#18
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#19
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#20
(字)


2500-2530


2530-2600 2530-2600


25:05 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#12 (字)


24:10 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#2 (二)


24:10 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18


#3 (字)


27:00 パッセージ
#1
(字)


2700-2730


2730-2800 2730-2800


サタデー・ナイト・ムービー
21:00 海を飛ぶ夢[PG-12]


(字)


21:00 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#12
(字)


22:00 めぐりあう時間たち
(字)


23:15 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#1 (二)


25:00 休止


25:05 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#3 (二)


26:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#6
(字)


2600-2630


2630-2700 2630-2700


2700-2730 27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#12
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#14
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#16
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#18
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#5
(二)


2600-2630 26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#11
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#13
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#15
(字)
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(ET) 月曜日 2021/07/26 火曜日 2021/07/27 水曜日 2021/07/28 木曜日 2021/07/29 金曜日 2021/07/30 土曜日 2021/07/31 日曜日 2021/08/01 (ET)


FOX 番組表 7月


400-430 04:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン1


#12
(字)


04:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#6
(字)


04:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#15
(字)


04:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン7
#2
(字)


04:00 グッド・ワイフ シーズン5
#19
(二)


400-430


430-500 430-500


500-530 05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#13
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#15
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#16
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#17
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#20
(二)


500-530


530-600 530-600


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#18


(字)[最終話]


06:00 インフォメーション
(日)


600-630


630-700 06:30 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#19
(字)


630-700


700-730
07:00 インフォメーション


(日)
07:00 インフォメーション


(日)
07:00 インフォメーション


(日)
07:00 インフォメーション


(日)
07:00 インフォメーション


(日)
700-730


830-900 08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#10
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#11
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#12
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#13
(字)


09:30 インフォメーション
(日)


09:30 インフォメーション
(日)


09:30 インフォメーション
(日)


600-630 06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#14
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#16
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#17
(字)


08:00 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくの
スマートクッキング～ #6 (吹)


08:00 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくの
スマートクッキング～ #8 (吹)


930-1000


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#14
(字)


08:30 インフォメーション
(日)


830-900


1100-1130


1130-1200 1130-1200


730-800 07:30 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10
#23
(字)


730-800


800-830


900-930
09:00 【新】マーサの楽しい料理教


室　シーズン4 #1 (二)
900-930


930-1000
09:30 インフォメーション


(日)


800-830


07:30 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくの
スマートクッキング～ #7 (吹)


07:30 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくの
スマートクッキング～ #9 (吹)


08:00 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくの
スマートクッキング～ #2 (吹)


08:00 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくの
スマートクッキング～ #4 (吹)


1200-1230 ベスト・オブ・NCIS S17
12:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班


シーズン17
#1 (字)


1300-1330


10:00 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン6
#3
(二)


1000-1030


1030-1100 1030-1100


1100-1130 11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#18
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#19
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#20
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#21
(二)


11:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#22


(二)[最終話]


1000-1030 10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#18
(二)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#19
(二)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#20
(二)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#21
(二)


10:00 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#22
(二)[最終話]


12:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#10
(字)


12:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#19
(字)


キャッチアップ放送！
12:00 【新】NCIS ～ネイビー犯罪捜


査班 シーズン18
#1 (字)


1200-1230


1230-1300 1230-1300


1300-1330 13:05 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17


#2 (字)


13:05 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#11 (字) 1330-1400


1400-1430


1430-1500 1430-1500


1500-1530
15:00 インフォメーション


(日)
15:00 インフォメーション


(日)
15:00 インフォメーション


(日)
15:00 インフォメーション


(日)
15:00 インフォメーション


(日)


13:05 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17


#20 (字)[最終話]


13:05 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18


#2 (字)1330-1400
13:30 インフォメーション


(日)


14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#3
(字)


14:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#14
(字)


14:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#6
(字)


14:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#19
(字)


全シーズン一挙放送！
14:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の


証言　シーズン1
#8 (二)


14:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#8
(字)


1400-1430


1500-1530


1530-1600 15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#18
(字)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#19
(字)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#20
(字)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#21
(字)


15:30 ニュー・アムステルダム　医師た
ちのカルテ　シーズン1


#22
(字)[最終話]


1530-1600


1600-1630


1700-1730


1730-1800
17:30 インフォメーション


(日)
17:30 インフォメーション


(日)
17:30 インフォメーション


(日)
17:30 インフォメーション


(日)
17:30 インフォメーション


(日)
1730-1800


16:00 【新】ボディ・オブ・プルーフ／
死体の証言　シーズン2


#1
(二)


1600-1630


1630-1700 16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#18
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#19
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#20
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#21
(字)


16:30 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#22


(字)[最終話]


1630-1700


1700-1730


1800-1830


1830-1900 1830-1900


1900-1930 ベスト・オブ・NCIS S17
19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班


シーズン17
#1 (字)


19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#10
(字)


19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#19
(字)


キャッチアップ放送！
19:00 【新】NCIS ～ネイビー犯罪捜


査班 シーズン18
#1 (字)


19:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#4
(二)


1800-1830 18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#16
(字)


18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#17
(字)


18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#18
(字)


18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#19
(字)


18:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン21


#20
(字)[最終話]


1900-1930


1930-2000 1930-2000


2000-2030 20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#2
(字)


20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#11
(字)


20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#20


(字)[最終話]


20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#2
(字)


20:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#5
(二)


2000-2030


2030-2100 2030-2100


2100-2130 21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#22
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#23
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#24
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#25


(字)[最終話]


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#1
(字)


2100-2130


2130-2200 2130-2200


2200-2230 22:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#14
(字)


22:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#4
(字)


22:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#15
(字)


22:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#8
(字)


22:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#12
(字)


2200-2230


2230-2300 2230-2300


2300-2330


2330-2400 2330-2400


2400-2430 24:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#11
(字)


24:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#14
(字)


24:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#19
(字)


24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#4
(字)


24:00 グッド・ワイフ シーズン5
#20
(二)


2300-2330 23:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#7
(字)


23:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#19
(字)


23:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#4
(字)


23:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#15
(字)


23:00 グッド・ワイフ シーズン5
#19
(二)


2500-2530


2530-2600 2530-2600


2400-2430


2430-2500 2430-2500


2500-2530 25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#22
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#23
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#24
(字)


2700-2730


2730-2800 2730-2800


04:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#8
(字)


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#14
(二)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン2
#15
(字)


07:30 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくの
スマートクッキング～ #1 (吹)


07:30 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくの
スマートクッキング～ #3 (吹)


07:30 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくの
スマートクッキング～ #5 (吹)


2600-2630


2630-2700 2630-2700


2700-2730 27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#22
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#1
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#3
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#5
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#10
(二)


2600-2630 26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#21
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#23


(字)[最終話]


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#2
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#4
(字)


08:00 ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくの
スマートクッキング～ #10 (吹)


11:30 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#12
(字)12:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班


シーズン18
#3
(字)


12:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#2
(字)13:05 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班


シーズン18
#4 (字)


19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#3
(字)


20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#4
(字)


18:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#3
(二)


17:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#2
(二)


15:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#9
(二)[最終話]


11:00 インフォメーション
(日)


09:30 インフォメーション
(日)


09:30 ジェイミー・オリヴァーの簡単レシピ！食材
５つでおいしい料理　シーズン2 #5 (二)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#20
(字)


サタデー・ナイト・ムービー
21:00 ワンダーボーイズ


(字)


23:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#6
(二)


24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#7
(二)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#21
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#8
(二)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#9
(二)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#19
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#25


(字)[最終話]








お電話いただく前に、プライバシーポリシー（https://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/privacy.html）の
内容をご確認いただき、同意の上ご連絡ください。


ひかりTVカスタマーセンター（通話無料 10：00～19：00 年中無休）
TEL．０09192-１４４（ひかり電話不可） 
ホームページ　https://www.hikaritv.net/


※ケーブル局がV☆パラダイスを放送していない場合、また、ご自宅がケーブル局のエリア外である
　場合もございます。HD放送の開始状況も局ごとに異なりますので、あらかじめご了承下さい。 ch.292 HD


ch.635 HD
【プレミアムサービス】　 TEL.0120－039－888
【プレミアムサービス光】 TEL.0120－818－666  受付10:00－20:00
【プレミアムサービス】　 TEL.0120－039－888
【プレミアムサービス光】 TEL.0120－818－666  受付10:00－20:00
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都合により番組を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
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15 16 17


▼『誘女、派遣します』連続放送


▼『魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん』連続放送


▼『吾妻橋ぱちプロダクション』連続放送


▼『むこうぶち 高レート裏麻雀列伝』連続放送


▼『Another XX ダブルエックス』連続放送


▼『侠道』連続放送


▼『日本統一』連続放送


▼『日本統一外伝』連続放送


▼『Another XX ダブルエックス』連続放送


▼『極道の紋章』連続放送


▼『武闘派極道史』連続放送


▼『むこうぶち 高レート裏麻雀列伝』連続放送


July


7


●V☆パラダイスの番組に関してのお問い合わせ


株式会社ヒューマックスコミュニケーションズ
TEL：03（3351）1450 （受付時間 10：00～17：00 土日祝を除く） https://www.vpara.com/mail@vpara.com


メールでのお問い合わせはコチラ V☆パラダイス
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足立華＞6:00紺野栞
海賊王船長タックS8#18
むこうぶち5 氷の男
パチンコキャノンボールS11#6(終)
ミナミの帝王18 騙しの方程式
どうにか貧乏家族 #92
八局麻雀FINAL #1
相談されても困るんですよ旅情編#19
首領を殺れ
日本統一外伝 山崎一門2
カジ旅でGo! #1
女子プロレスの輪#1
ツキとスッポンぽん #316
怪談旅館 #2
海賊王船長タックS8#27
映画版 ふたりエッチ ラブ・アゲイン
雀妃
ネトラレ ある夫婦の行動学


万理華＞5:40山本ゆう
海賊王船長タックS8#19
日本統一外伝 山崎一門
パチマガギガウォーズDASH S5#6
ミナミの帝王17 極道金融
どうにか貧乏家族 #93
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 熱 A卓
凸凹戦隊ゼニゲバン #11
日本統一41
カジ旅でGo! #2
女子プロレスの輪#2
ツキとスッポンぽん #317
吾妻橋ぱちプロダクション#19
パチスロキャノンボールS16#1
女とむらい師 べに孔雀
いつもより素敵な夜に
蒼い体験 わがままメイドの恋


未梨一花＞6:10川瀬もえ
海賊王船長タックS8#20
日本統一外伝 山崎一門2
パチンコキャノンボールS12#1
ミナミの帝王18＞14:10貧乏家族#94
相談されても困るんですよ旅情編#20
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 熱 B卓
男ともだち #9
日本統一42
カジ旅でGo! #3
女子プロレスの輪#3
ツキとスッポンぽん #318
吾妻橋ぱちプロダクション#20
海賊王船長タックS8#28
淫ら姫の大冒険
Another XX ダブルエックス マトリの女
誘女epi8＞3:40相談…旅情編#20


天木じゅん＞6:20倉沢しえり
海賊王船長タックS8#21
極道の紋章 第十一章
パチマガギガウォーズDASH S5#7
ミナミの帝王19＞14:00貧乏家族#95
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 熱 決勝卓
怪談旅館 #2
凸凹戦隊ゼニゲバン #12
日本統一43
カジ旅でGo! #4
女子プロレスの輪#4
ツキとスッポンぽん #319
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#3
パチスロキャノンボールS16#2
ホラーハウス
スキマスキ
モーレツ！透明変態人間 透け透け…


舞子＞5:40ちとせよしの
タックS8#22＞9:20むこうぶち6
パチンコキャノンボールS12#2
ミナミの帝王20 絆-KIZUNA-
どうにか貧乏家族 #96
八局麻雀FINAL #2
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#2
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#3
男ともだち #10
日本極道戦争 第九章
カジ旅でGo! #5
女子プロレスの輪#5
ツキとスッポンぽん #320
淫ら姫の大冒険
嬢王ゲーム 女の下剋上決戦 第2章
アルビノ
誘女、派遣します episode7
誘女、派遣します episode8
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天木じゅん 相対性二次元恋愛
女子プロレスの輪#1
八局麻雀FINAL #1


5氷の男＞10:10 6女衒打ち
パチンコキャノンボールS11#6(終)
海賊王船長タックS8#27
ツキとスッポンぽん #316
パチンコキャノンボールS11#6(終)
パチスロキャノンボールS15#6(終)
実録・鉄砲玉
鉄 くろがね


黒い追跡者
狂愛
映画版 ふたりエッチ ラブ・アゲイン
雀妃
嬢王ゲーム 女の下剋上決戦 第2章


森咲智美 冬恋
女子プロレスの輪#2
麻雀最強戦2019 全日本プロ
代表決定戦 A卓


侠道5＞11:10 6完結篇
パチマガギガウォーズDASH S5#6
パチスロキャノンボールS16#1
凸凹戦隊ゼニゲバン #11
ツキとスッポンぽん #317


日本統一41＞19:10日本統一42
日本統一43
いつもより素敵な夜に
蒼い体験 わがままメイドの恋
団地妻 妻のおとこ
女とむらい師 べに孔雀
誘女epi7＞3:40相談…旅情編#19


葉月あや 秘密
女子プロレスの輪#3
麻雀最強戦2019 全日本プロ
代表決定戦 B卓


山崎一門＞11:30山崎一門2
パチンコキャノンボールS12#1
海賊王船長タックS8#28
男ともだち #9
ツキとスッポンぽん #318
日本極道戦争 第九章


黒い追跡者＞21:00狂愛
マトリの女
スケベ三兄妹 淫らなしきたり
わたしはわたし～OL葉子の深夜残業～
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出♯1
相談されても困るんですよ旅情編#20


爽香 BOIN×BOIN
女子プロレスの輪#4
麻雀最強戦2019 全日本プロ
代表決定戦 決勝卓


第十一章＞11:00第十二章
パチマガギガウォーズDASH S5#7
パチスロキャノンボールS16#2
凸凹戦隊ゼニゲバン #12
ツキとスッポンぽん #319
組織犯罪対策部捜査四課FINAL 通称“マルボー” 


竹中組 組長邸襲撃事件
八西会跡目抗争
スキマスキ
モーレツ！透明変態人間 透け透け…
尼寺
スケベ三兄妹 淫らなしきたり


小林礼奈 昼顔
吾妻橋ぱちプロダクション#20
相談されても困るんですよ旅情編#20
女子プロレスの輪#5
八局麻雀FINAL #2


6女衒打ち＞11:00 7筋殺し
パチンコキャノンボールS12#2
男ともだち #10
ツキとスッポンぽん #320
ミナミの帝王17 極道金融
ミナミの帝王18 騙しの方程式
ミナミの帝王19 闇の裁き
ミナミの帝王20 絆-KIZUNA-
アルビノ
人妻家庭教師
雀神
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#3
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爽香 BOIN×BOIN
川瀬もえ VenusFilm VoL.10
パチンコキャノンボールS11#6(終)
猫の息子
どうにか貧乏家族 #91
インフォメーション
日本統一43
殺しの掟
八局麻雀15 #4（終）
パチスロキャノンボールS15#6(終)
むこうぶち6 女衒打ち
海賊王船長タックS8#18
どうにか貧乏家族 #92
嬢王ゲーム 女の下剋上決戦 第2章
淫ら姫の大冒険
セクシータイム・リターン 貪欲ビンカン美女と…
誘女、派遣します episode7
相談されても困るんですよ旅情編#19


犬童美乃梨 好きです、みのり先輩
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#27
パチマガギガウォーズDASH S5#6
裏警察 BOX[私書箱]39 FILE.2 危険な主婦たち
どうにか貧乏家族 #92
大阪風紀委員会
凸凹戦隊ゼニゲバン #11
麻雀最強戦2019 全日本プロ
代表決定戦 A卓
海賊王船長タックS8#27
修羅場の侠たち 伝説の愚連隊・盟朋会
海賊王船長タックS8#19
どうにか貧乏家族 #93
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 熱 A卓
蒼い体験 わがままメイドの恋
美人女医の性感クリニック 淫靡な時間
相談されても困るんですよ旅情編#19


森咲智美 冬恋
ツキとスッポンぽん #317
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#27
パチンコキャノンボールS12#1
標的 羊たちの哀しみ
どうにか貧乏家族 #93
極道の紋章 レジェンド
男ともだち #9
麻雀最強戦2019 全日本プロ
代表決定戦 B卓
パチスロキャノンボールS16#1
修羅場の侠たち 伝説・河内十人斬り
海賊王船長タックS8#20
どうにか貧乏家族 #94
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 熱 B卓
スケベ三兄妹 淫らなしきたり
わたしはわたし～OL葉子の深夜残業～


青山ひかる 僕の彼女はIカップ…
ちとせよしの たっぷりよしの
パチマガギガウォーズDASH S5#7
男たちの墓標 事件屋稼業
どうにか貧乏家族 #94
織田同志会 織田征仁 第四章
凸凹戦隊ゼニゲバン #12
麻雀最強戦2019 全日本プロ
代表決定戦 決勝卓
海賊王船長タックS8#28
極道の紋章 第十二章
海賊王船長タックS8#21
どうにか貧乏家族 #95
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 熱 決勝卓
モーレツ！透明変態人間 透け透け…
尼寺
相談されても困るんですよ旅情編#20


未梨一花＞6:20沖田彩華
パチンコキャノンボールS12#2
現金狩り 最終出口
どうにか貧乏家族 #95
日本統一 エピソード集Ｉ 叔父貴ノ愛
男ともだち #10
八局麻雀FINAL #1
ツキとスッポンぽん #319
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出♯1
パチスロキャノンボールS16#2
むこうぶち7 筋殺し
海賊王船長タックS8#22
どうにか貧乏家族 #96
八局麻雀FINAL #2
人妻家庭教師
雀神
吾妻橋ぱちプロダクション#19
相談されても困るんですよ旅情編#19
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天木じゅん 相対性二次元恋愛
倉沢しえり 素顔。
どうにか貧乏家族 #92
大阪風紀委員会
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#27
筋モンリーグ 野球篇
海賊王船長タックS8#27
日本統一41
女子プロレスの輪#1
海賊王船長タックS8#18
ミナミの帝王17 極道金融
パチマガギガウォーズDASH S5#6
凸凹戦隊ゼニゲバン #11
麻雀最強戦2019 全日本プロ
代表決定戦 A卓
いつもより素敵な夜に


#17＞3:30 #18


万理華 誘うカラダ
月城まゆ XOXO
どうにか貧乏家族 #93
極道の紋章 レジェンド
凸凹戦隊ゼニゲバン #11
極道 龍二
パチスロキャノンボールS16#1
インフォメーション
日本統一42
女子プロレスの輪#2
海賊王船長タックS8#19
ミナミの帝王18 騙しの方程式
パチンコキャノンボールS12#1
男ともだち #9
麻雀最強戦2019 全日本プロ
代表決定戦 B卓
Another XX ダブルエックス マトリの女
怪談旅館 #2


小林礼奈 昼顔
川瀬もえ VenusFilm VoL.10
どうにか貧乏家族 #94
織田同志会 織田征仁 第四章
男ともだち #9
極道 龍二 ＰＡＲＴII
海賊王船長タックS8#28
日本統一43
女子プロレスの輪#3
ツキとスッポンぽん #318
海賊王船長タックS8#20
ミナミの帝王19 闇の裁き
パチマガギガウォーズDASH S5#7
凸凹戦隊ゼニゲバン #12
麻雀最強戦2019 全日本プロ
代表決定戦 決勝卓
スキマスキ
ホラーハウス


百白奈央＞6:10安藤咲桜
相談されても困るんですよ旅情編#20
どうにか貧乏家族 #95
日本統一 エピソード集Ｉ 叔父貴ノ愛
凸凹戦隊ゼニゲバン #12
実録・暴走族 スペクター
パチスロキャノンボールS16#2
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 熱 決勝卓
女子プロレスの輪#4
海賊王船長タックS8#21
ミナミの帝王20 絆-KIZUNA-
パチンコキャノンボールS12#2
男ともだち #10
八局麻雀FINAL #1
アルビノ
人妻家庭教師
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#3
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爽香 BOIN×BOIN
怪談旅館 #1
ツキとスッポンぽん #316
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#27
修羅場の侠たち 伝説の愚連隊・盟朋会
海賊王船長タックS8#27
日本統一外伝 山崎一門
海賊王船長タックS8#18
麻雀最強戦2019 男子プロ
代表決定戦 悪魔の逆襲 A卓
パチンコキャノンボールS11#6(終)
筋モンリーグ 野球篇
ミナミの帝王17 極道金融
いつもより素敵な夜に
万理華 誘うカラダ
お前の母ちゃんBitch!


#15＞3:30 #16


犬童美乃梨 好きです、みのり先輩
倉沢しえり 素顔。
インフォメーション
凸凹戦隊ゼニゲバン #11
修羅場の侠たち 伝説・河内十人斬り
パチスロキャノンボールS16#1
インフォメーション
日本統一外伝 山崎一門2
海賊王船長タックS8#19
インフォメーション
麻雀最強戦2019 男子プロ
代表決定戦 悪魔の逆襲 B卓
パチマガギガウォーズDASH S5#6
極道 龍二
ミナミの帝王18 騙しの方程式
Another XX ダブルエックス マトリの女
未梨一花 もう撮らないで
Another XX ダブルエックス 狂愛


森咲智美 冬恋
沖田彩華 あなたに逢ったその日から・・・
男ともだち #9
極道の紋章 第十二章
海賊王船長タックS8#28
インフォメーション
日本極道戦争 第九章
海賊王船長タックS8#20
インフォメーション
麻雀最強戦2019 男子プロ
代表決定戦 悪魔の逆襲 決勝卓
パチンコキャノンボールS12#1
極道 龍二 ＰＡＲＴII
ミナミの帝王19 闇の裁き
スキマスキ
小林礼奈 昼顔
映画版 ふたりエッチ ダブル・ラブ
相談されても困るんですよ旅情編#20


足立華 華が咲くとき
紺野栞 ハウスガール！
凸凹戦隊ゼニゲバン #12
むこうぶち7 筋殺し
パチスロキャノンボールS16#2
組織犯罪対策部捜査四課FINAL 通称“マルボー” 
海賊王船長タックS8#21
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 熱 B卓
ツキとスッポンぽん #319
インフォメーション
パチマガギガウォーズDASH S5#7
実録・暴走族 スペクター
ミナミの帝王20 絆-KIZUNA-
アルビノ
百白奈央 欲望の対象
映画版 ふたりエッチ ラブ・アゲイン
相談されても困るんですよ旅情編#20
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青山ひかる 僕の彼女はIカップ…
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#27
インフォメーション
海賊王船長タックS8#27
筋モンリーグ 野球篇
海賊王船長タックS8#18
インフォメーション
裏警察 BOX[私書箱]39 FILE.2 危険な主婦たち
パチンコキャノンボールS11#6(終)
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 技 A卓
どうにか貧乏家族 #92
大阪風紀委員会
修羅場の侠たち 伝説の愚連隊・盟朋会
お前の母ちゃんBitch!
蒼い体験 わがままメイドの恋
美人女医の性感クリニック 淫靡な時間
ネトラレ ある夫婦の行動学


月城まゆ XOXO
安藤咲桜 サクライロ！
パチスロキャノンボールS16#1
極道 龍二
海賊王船長タックS8#19
標的 羊たちの哀しみ
パチマガギガウォーズDASH S5#6
インフォメーション
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 技 B卓
どうにか貧乏家族 #93
極道の紋章 レジェンド
修羅場の侠たち 伝説・河内十人斬り
Another XX ダブルエックス 狂愛
スケベ三兄妹 淫らなしきたり
わたしはわたし～OL葉子の深夜残業～
怪談旅館 #1
相談されても困るんですよ旅情編#19


足立華＞6:00葉月あや
海賊王船長タックS8#28
極道 龍二 ＰＡＲＴII
海賊王船長タックS8#20
男たちの墓標 事件屋稼業
パチンコキャノンボールＳ12#1
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 技 決勝卓


#317＞17:30 #318
どうにか貧乏家族 #94
織田同志会 織田征仁 第四章
極道の紋章 第十二章
映画版 ふたりエッチ ダブル・ラブ
モーレツ!透明変態人間＞1:20尼寺
吾妻橋ぱちプロダクション#19
吾妻橋ぱちプロダクション#20
相談されても困るんですよ旅情編#20


舞子 Maiko Diamond
山本ゆう ショートカットちゃん
パチスロキャノンボールS16#2
実録・暴走族 スペクター
海賊王船長タックS8#21
現金狩り 最終出口
パチマガギガウォーズDASH S5#7
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 熱 A卓
怪談旅館 #2
どうにか貧乏家族 #95
日本統一 エピソード集Ｉ 叔父貴ノ愛
むこうぶち7 筋殺し
映画版 ふたりエッチ ラブ・アゲイン
人妻家庭教師
雀神
嬢王ゲーム 女の下剋上決戦 第2章
相談されても困るんですよ旅情編#19
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怪談旅館 #1
相談されても困るんですよ旅情編#19
ツキとスッポンぽん #316
裏警察 BOX[私書箱]39 FILE.2 危険な主婦たち
麻雀最強戦2019 男子プロ
代表決定戦 悪魔の逆襲 A卓
筋モンリーグ 野球篇
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#27
海賊王船長タックS8#18
貧乏家族#92＞16:00タックS8#27
ツキとスッポンぽん #316
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 技 A卓
大阪風紀委員会
ミナミの帝王17 極道金融
美人女医の性感クリニック 淫靡な時間
山本ゆう ショートカットちゃん
相談されても困るんですよ旅情編#19


安藤咲桜 サクライロ！
怪談旅館 #2
相談されても困るんですよ旅情編#19
標的 羊たちの哀しみ
麻雀最強戦2019 男子プロ
代表決定戦 悪魔の逆襲 B卓
極道 龍二
凸凹戦隊ゼニゲバン #11
タックS8#19＞15:20貧乏家族#93
パチスロキャノンボールS16#1
ツキとスッポンぽん #317
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 技 B卓
極道の紋章 レジェンド
ミナミの帝王18 騙しの方程式
わたしはわたし～OL葉子の深夜残業～
葉月あや 秘密
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#1


沖田彩華 あなたに逢ったその日から・・・


epi7＞6:10 epi8
相談されても困るんですよ旅情編#20
男たちの墓標 事件屋稼業
麻雀最強戦2019 男子プロ
代表決定戦 悪魔の逆襲 決勝卓
極道 龍二 ＰＡＲＴII
男ともだち #9
タックS8#20＞16:30貧乏家族#94
海賊王船長タックS8#28
ツキとスッポンぽん #318
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 技 決勝卓
織田同志会 織田征仁 第四章
ミナミの帝王19 闇の裁き
尼寺＞1:20ちとせよしの
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#2


青山ひかる 僕の彼女はIカップ…
犬童美乃梨 好きです、みのり先輩
現金狩り 最終出口
八局麻雀FINAL #1
実録・暴走族 スペクター
凸凹戦隊ゼニゲバン #12
海賊王船長タックS8#21
どうにか貧乏家族 #95
パチスロキャノンボールS16#2
ツキとスッポンぽん #319
怪談旅館 #2
八局麻雀FINAL #2
日本統一 エピソード集Ｉ 叔父貴ノ愛
ミナミの帝王20 絆-KIZUNA-
雀神
舞子 Maiko Diamond
誘女、派遣します episode8
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#3


2020年 75分 TV初放送   7/18(日) 21：00～他
【出演】的場浩司  佐田正樹 火野正平 萩野崇  青木玄徳


1998年 94分 7/13(火) 22：40～他
【出演】坂上香織 真梨邑ケイ 片桐竜次 隆大介


織田同志会 織田征仁 第四章 Another XX ダブルエックス マトリの女


横浜を舞台に、ヤクザ、警察を相手に狂犬と呼ばれた男を描
く、大人気アクションシリーズ第４弾をTV初放送！織田征仁の
幼馴染、富士見会の元若頭補佐・柳慎吾が出所してきた。三島
会会長・三島剛三の勉強会で会った織田は柳の様子がおかし
いことが気になり・・・。


Ｖシネ界を代表するエロティック・アクションの名作『XX ダブ
ルエックス』シリーズ、ここに完結！麻薬取締官の葉子は潜入捜
査を任され、歌舞伎町の裏社会に身を投じ、城島という男が経
営するクラブのホステスとなった。ある日、情報収集中に見つ
かり、追われる身となる・・・。


©東映ビデオ©2020アドバンス


●狂犬たちの戦いを描いた任侠ドラマシリーズ最新作 ●エロティックVシネマの名作、いよいよラスト！


都合により番組を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
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６.455しあわせの百貨店へようこそ
８.458Dオルフェの遺言 
 私に何故と問い給うな
 ［HDレストア版］
10.15　哀しみのトリスターナ
０.00　サスペリア（1977）


［HDリマスター版］
１.50Dマンマ・ローマ
 ［HDレストア版］
３.405ゴースト／
 ニューヨークの幻
５.50　天地創造 Cあり
９.00　眼下の敵
10.45　ジェイン・オースティン 


秘められた恋
１.005プロヴァンスの贈りもの
３.00D黒い罠［ディレクターズ


・カット版］
５.00　チャイニーズ・ゴースト


・ストーリー


６.008Dレ・ミゼラブル
 ［第1部］（1933）
８.155愛しのローズマリー


ヒッチコック特集
10.155I AM アルフレッド・
 ヒッチコック
０.005めまい


特集：サメ！サメ！サメ！
２.20　ディープ・シャーク
 ディーン・コクランi
４.008D頭上の敵機
６.305キャスト・アウェイ
 トム・ハンクスi
９.005アポロ13
 トム・ハンクスi
11.305ワールド・トレード・ 


センター
１.45　シャンドライの恋
３.308D拳銃王
５.005ヴィランズ


６.408Dレ・ミゼラブル
 ［第2部］（1933）
８.10　天はすべて許し給う


ヒッチコック特集
９.50D海外特派員
０.00　裏窓（1954）


特集：サメ！サメ！サメ！
２.10　キラー・シャーク 
 殺人鮫
３.455デイ・アフター・
 トゥモロー
６.00　スターチャンネル 4Kスペシャル
 「Our Cinema Paradise」
６.305フォレスト・ガンプ／
 一期一会
９.005キャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン
11.30　勇気ある追跡
２.005恋するベーカリー
４.1552番目のキス


６.158Dレ・ミゼラブル
 ［第3部］（1933）
８.00　華やかな魔女たち


THE映画遺産
10.008Dジャンヌ・ダーク
０.00　ヴァージン・スーサイズ


特集：サメ！サメ！サメ！
１.45　シャーク・イン・ベニス
３.305ザ・コア
６.00　テス
 ナスターシャ・
 キンスキーi
９.005スクール・オブ・ロック
 ジャック・ブラックi
11.00　恍惚（2003）
０.50　IN FOCUS
１.005バッドボーイズ フォー・


ライフ
３.108D現金に手を出すな
４.505遠い空の向こうに


７.308D舞踏会の手帖
 ［HDレストア版］
10.005スクール・オブ・ロック
０.005遠い空の向こうに
２.005恋におちた
 シェイクスピア
４.20　Uターン
６.45　OK牧場の決斗
 バート・ランカスターi
９.00　バーバレラ
 ジェーン・フォンダi
10.508Dオルフェの遺言 
 私に何故と問い給うな
 ［HDレストア版］
 ジャン・コクトーi
０.20　群盗荒野を裂く
 ジャン・マリア・
 ヴォロンテi
２.30　華やかな魔女たち
４.305若草物語（1994）


６.30　狼の血族
８.155ファイティング・with・


ファイア
10.00D黒い罠［ディレクターズ


・カット版］
０.005ゴースト／
 ニューヨークの幻
２.208Dカビリアの夜
４.305ミッドナイト・ラン
６.455プロヴァンスの贈りもの
 ラッセル・クロウi
９.00　チャイニーズ・ゴースト


・ストーリー
 レスリー・チャンi
10.45　ウォーカー
 エド・ハリスi
０.30　ウィッカーマン（1973）
２.10　ブラインド・フューリー
３.45　ジェイン・オースティン 


秘められた恋


６.00　プレイス・イン・ザ・
 ハート
８.00　カラヴァッジオ
 ［HDリマスター版］
９.45　危険な情事


THE映画遺産
０.008Dナイト・オブ・ザ・リビ
 ング・デッド／ゾンビの誕生
１.45　襲われた幌馬車
３.308Dいとこ同志
５.30　マリリンと
 アインシュタイン
７.20　素直な悪女
９.005ダウンヒル
10.308さらばバルデス
０.155リズム・セクション


シリーズ：隠れた良作
２.10　最後のサムライ／
 ザ・チャレンジ
４.108D犯罪河岸


７.005トゥルーマン・ショー
８.45　秘録怪猫伝
10.155リズム・セクション
０.15　ウィッカーマン（1973）
２.008D現金に手を出すな


特集：サメ！サメ！サメ！
３.45　ディープ・シャーク
５.30　キラー・シャーク 
 殺人鮫
７.15　シャーク・イン・ベニス
 スティーヴン・
 ボールドウィンi


ヒッチコック特集
９.005I AM アルフレッド・
 ヒッチコック
10.458Dいとこ同志
 ジェラール・ブランi
０.455若草物語（1994）
２.455ミッドナイト・ラン
５.008D頭上の敵機


６.105遠い空の向こうに
８.005ゴースト／
 ニューヨークの幻
10.10　恍惚（2003）


THE映画遺産
０.008D拳銃王
１.405トゥルーマン・ショー
３.30　バーバレラ
５.20D黒い罠［ディレクターズ


・カット版］
７.155ファイティング・with・


ファイア
 ジョン・シナi
９.005チェイサー（2008）
 キム・ユンソクi
11.155ザ・コア
１.455ドゥ・ザ・ライト・
 シング
４.00Dマンマ・ローマ
 ［HDレストア版］


６.008Dオルフェの遺言 
 私に何故と問い給うな
 ［HDレストア版］
７.30　天地創造 Cあり
10.305ハイウェイの彼方に
０.00　ザ・クリーナー 
 消された殺人
１.40D密告（1943）
３.155ワールド・トレード・
 センター
５.30　ウォーカー
７.10　パラダイム
 ドナルド・プレゼンスi


ヒッチコック特集
９.00D海外特派員
 ジョエル・マクリーi
11.105フォレスト・ガンプ／
 一期一会
１.405十戒 Cあり
５.30528日後...


７.30　スターチャンネル 4Kスペシャル
 「Our Cinema Paradise」
８.005プロヴァンスの贈りもの
10.00　華やかな魔女たち
０.00　狼の血族
１.408さらばバルデス
３.20　チャイニーズ・ゴースト


・ストーリー
５.00　囚われの女
 ［HDレストア版］
７.005愛しのローズマリー


ヒッチコック特集
９.00　裏窓（1954）
 ジェームズ・
 スチュアートi
11.005アルフィー（2004）
１.00　サスペリア（1977）


［HDリマスター版］
２.50　素直な悪女
４.305トライアングルな夜


６.00　危険な情事
８.15　襲われた幌馬車


THE映画遺産
10.00　眼下の敵
11.45　Uターン
２.005アポロ13
４.308D舞踏会の手帖
 ［HDレストア版］
６.455チャーリーズ・
 エンジェル（2019）
８.45　『チャーリーズ・エンジェル（2019）』


監督・キャスト独占インタビュー
ヒッチコック特集


９.005めまい
シリーズ：隠れた良作


11.20　最後のサムライ／
 ザ・チャレンジ
１.20　OK牧場の決斗
３.308Dカビリアの夜
５.30　ブラインド・フューリー


７.00　牡丹燈籠
８.45　素直な悪女
10.30　ブラインド・フューリー
０.00　ジェイン・オースティン 


秘められた恋
２.158D頭上の敵機
４.455キャスト・アウェイ
 トム・ハンクスi
７.155ヒックとドラゴン
 gジェイ・バルシェルi


シリーズ：隠れた良作
９.00　最後のサムライ／
 ザ・チャレンジ
 スコット・グレンi
11.00　危険な情事
 マイケル・ダグラスi
１.105しあわせの百貨店へ
 ようこそ
３.108Dいとこ同志
５.10　OK牧場の決斗


７.305恋するベーカリー
９.45　勇気ある追跡
０.00　哀しみのトリスターナ
１.45　ヴァージン・スーサイズ
３.305ドラゴン／
 ブルース・リー物語
５.40　天はすべて許し給う
 ジェーン・ワイマンi
７.15　シャンドライの恋
 タンディ・ニュートンi
９.00　トレンチコートの女
 ミシェル・セローi
11.00　カラヴァッジオ
 ［HDリマスター版］
 ナイジェル・テリーi
０.4552番目のキス
２.30D巴里の屋根の下
 ［HDレストア版］
４.10　プレイス・イン・ザ・
 ハート


６.105トライアングルな夜
７.40D密告（1943）
９.205十戒 Cあり
１.10　赤い砂漠


特集：２０ＸＸ年の世界
３.205アイ，ロボット
５.205バトルランナー
 アーノルド・
 シュワルツェネッガーi
７.105アップグレード
 ローガン・マーシャル＝
 グリーンi
９.005アルフィー（2004）
 ジュード・ロウi
11.00　パラダイム
０.455ドゥ・ザ・ライト・
 シング
２.505ドラゴン／
 ブルース・リー物語
５.005ザ・コア


６.005ドラゴン／
 ブルース・リー物語
８.10　ウォーカー
９.505恋におちた
 シェイクスピア


THE映画遺産
０.00　眼下の敵
１.50　群盗荒野を裂く
４.105キャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン
６.45　ジェイン・オースティン 


秘められた恋
特集：２０ＸＸ年の世界


９.005バトルランナー
 アーノルド・
 シュワルツェネッガーi
10.45D密告（1943）
０.205キャスト・アウェイ
２.45　牡丹燈籠
４.205プロヴァンスの贈りもの


６.308Dカビリアの夜
８.30　ヴァージン・スーサイズ
10.155ダウンヒル
０.005恋するベーカリー
２.108Dレ・ミゼラブル
 ［第1部］（1933）
４.108Dレ・ミゼラブル
 ［第2部］（1933）
５.408Dレ・ミゼラブル
 ［第3部］（1933）
７.15　カラヴァッジオ
 ［HDリマスター版］
９.00　ファーゴ
10.45Dマンマ・ローマ
 ［HDレストア版］
０.30　シャーク・イン・ベニス
２.158D頭上の敵機
４.40　IN FOCUS
４.505バッドボーイズ フォー・


ライフ


７.005ヴィランズ
８.40　ブラインド・フューリー
10.10　マリリンと
 アインシュタイン
０.00　恍惚（2003）
１.50　プレイス・イン・ザ・
 ハート
３.45　哀しみのトリスターナ
５.305ロイ・コーンの真実
 ロイ・コーンi
７.1052番目のキス
 ドリュー・バリモアi
９.008D拳銃王
 グレゴリー・ペックi
10.405ゴースト／
 ニューヨークの幻
 パトリック・スウェイジi
０.50　ディープ・シャーク
２.305トゥルーマン・ショー
４.20　天はすべて許し給う


６.008D悪魔のような女（1955）
８.00　ルームメイト（1992）


THE映画遺産
10.008Dナイト・オブ・ザ・リビ
 ング・デッド／ゾンビの誕生
11.45　トレンチコートの女
１.45D邪魔者は殺せ
３.45　ザ・クリーナー 
 消された殺人
５.20D巴里の屋根の下
 ［HDレストア版］
７.00528日後...
９.00　サスペリア（1977）


［HDリマスター版］
 ジェシカ・ハーパーi
10.50　囚われの女
 ［HDレストア版］
０.455ハイウェイの彼方に
２.105クロッシング
４.305ヒックとドラゴン


７.205フォレスト・ガンプ／
 一期一会
９.455デイ・アフター・
 トゥモロー
０.00D巴里の屋根の下
 ［HDレストア版］
１.455クロッシング
４.15　勇気ある追跡
６.45　赤い砂漠
 モニカ・ヴィッティi


特集：２０ＸＸ年の世界
９.005アップグレード
 ローガン・マーシャル＝
 グリーンi
11.00D邪魔者は殺せ
１.00　ザ・クリーナー 消され


た殺人
２.40　トレンチコートの女
４.305ワールド・トレード・
 センター


７.00　テス
10.008D犯罪河岸
 ベルナール・ブリエi
０.005チェイサー（2008）
 キム・ユンソクi
２.205しあわせの百貨店へ
 ようこそ
 ジュリア・オーモンドi
４.305遠い空の向こうに
 ジェイク・
 ギレンホールi
６.305ザ・コア
 アーロン・エッカートi


特集：２０ＸＸ年の世界
９.005アイ，ロボット
 ウィル・スミスi
11.00　天地創造 Cあり
 ピーター・オトゥールi
２.10　バーバレラ
４.00　パラダイム


６.408さらばバルデス
８.20D密告（1943）


シリーズ：隠れた良作
10.00　最後のサムライ／
 ザ・チャレンジ
０.005アルフィー（2004）
２.005ハイウェイの彼方に
３.308D犯罪河岸
５.30　狼の血族
 アンジェラ・ランズベリーi
７.155I AM アルフレッド・
 ヒッチコック
 アルフレッド・
 ヒッチコックi
９.008Dいとこ同志
 ジェラール・ブランi
11.00　襲われた幌馬車
 リチャード・
 ウィドマークi


（1.00～7.00放送休止）


７.005めまい
９.305キャスト・アウェイ
０.005ドゥ・ザ・ライト・
 シング
２.15　囚われの女
 ［HDレストア版］
４.15　群盗荒野を裂く
６.305ワールド・トレード・
 センター
 ニコラス・ケイジi
９.00　ザ・クリーナー 
 消された殺人
 サミュエル・L・
 ジャクソンi
10.405クロッシング
 リチャード・ギアi
１.00　マリリンと
 アインシュタイン
２.505トライアングルな夜
４.20D邪魔者は殺せ


６.20　シャンドライの恋
８.00　裏窓（1954）
10.10　パラダイム


THE映画遺産
０.008Dジャンヌ・ダーク
１.50　華やかな魔女たち
 シルヴァーナ・
 マンガーノi
３.4552番目のキス
 ドリュー・バリモアi
５.30　トレンチコートの女
 ミシェル・セローi
７.30　秘録怪猫伝
 本郷功次郎i
９.005トゥルーマン・ショー
 ジム・キャリーi
10.45　赤い砂漠
０.50528日後...
２.45　勇気ある追跡
５.005ミッドナイト・ラン


７.15D海外特派員
９.305キャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン
０.00　OK牧場の決斗
 バート・ランカスターi
２.158D舞踏会の手帖
 ［HDレストア版］
 マリー・ベルi
４.30　危険な情事
 マイケル・ダグラスi
６.45　Uターン
 ショーン・ペンi
９.005デイ・アフター・
 トゥモロー
 デニス・クエイドi
11.105チェイサー（2008）
 キム・ユンソクi
１.20　テス
４.20D巴里の屋根の下
 ［HDレストア版］


６.005十戒 Cあり
10.00Dマンマ・ローマ
 ［HDレストア版］
０.00　天地創造 Cあり
３.005アポロ13
５.308D現金に手を出すな
７.105バトルランナー
 アーノルド・
 シュワルツェネッガーi
９.005チャーリーズ・
 エンジェル（2019）
 ナオミ・スコットi
11.00　『チャーリーズ・エンジェル（2019）』


監督・キャスト独占インタビュー
11.10　ヴァージン・スーサイズ
 キルスティン・ダンストi
０.50　眼下の敵
２.30　恍惚（2003）
４.205しあわせの百貨店へ
 ようこそ


６.205ロイ・コーンの真実
８.00　プレイス・イン・ザ・ハート


THE映画遺産
10.00Dモラン神父［HDレストア版］
０.10　カラヴァッジオ
 ［HDリマスター版］
２.005ダウンヒル
３.40　素直な悪女
５.205ファイティング・with・


ファイア
７.00　バーバレラ
９.008Dナイト・オブ・ザ・リビ
 ング・デッド／ゾンビの誕生
10.455アイ，ロボット
０.505恋におちた
 シェイクスピア
３.005フォレスト・ガンプ／
 一期一会
５.30　スターチャンネル 4Kスペシャル 


「Our Cinema Paradise」


６.15　マリリンと
 アインシュタイン
８.15528日後...
10.15　囚われの女
 ［HDレストア版］


ヒッチコック特集
０.155I AM アルフレッド・
 ヒッチコック
２.00D海外特派員
４.15　裏窓（1954）
 ジェームズ・
 スチュアートi
６.205めまい
 ジェームズ・
 スチュアートi
８.45　IN FOCUS
９.005バッドボーイズ フォー・


ライフ
11.155ダウンヒル


（1.00～7.00放送休止）


７.50　群盗荒野を裂く
THE映画遺産


10.008D拳銃王
11.40　ウォーカー
１.205キャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン
３.505アルフィー（2004）
５.458さらばバルデス
７.308Dオルフェの遺言 
 私に何故と問い給うな
 ［HDレストア版］


特集：サメ！サメ！サメ！
９.00　ディープ・シャーク
 ディーン・コクランi
10.458D犯罪河岸
０.45　狼の血族
２.30　チャイニーズ・ゴースト


・ストーリー
４.105デイ・アフター・
 トゥモロー


６.005ファイティング・with・
ファイア


７.458D現金に手を出すな
９.305クロッシング
０.00　天はすべて許し給う
１.455トライアングルな夜
３.155十戒 Cあり
７.10　サスペリア（1977）


［HDリマスター版］
 ジェシカ・ハーパーi


特集：サメ！サメ！サメ！
９.00　キラー・シャーク 
 殺人鮫
 ウィリアム・
 フォーサイスi
10.405ミッドナイト・ラン
 ロバート・デ・ニーロi
０.505愛しのローズマリー
２.45　哀しみのトリスターナ
４.30　襲われた幌馬車


６.15D黒い罠［ディレクターズ
・カット版］


８.155ドゥ・ザ・ライト・ 
シング


10.20　シャンドライの恋
０.00D邪魔者は殺せ
２.15　テス
５.155ハイウェイの彼方に
６.455恋におちた 


シェイクスピア
特集：サメ！サメ！サメ！


９.00　シャーク・イン・ベニス
 スティーヴン・
 ボールドウィンi
10.455アポロ13
 トム・ハンクスi
１.15　赤い砂漠
３.208D舞踏会の手帖
 ［HDレストア版］
５.40　Uターン
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『シャーク・イン・ベニス』 7/2・11・15・24
© 2008 Nu Image Films


『ディープ・シャーク』 7/3・11・16・22
Copyright 2003 Martien Holding A.V.V. All Rights Reserved


『キラー・シャーク　殺人鮫』 7/1・11・23
© 2004 Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co. KG II All Rights 
Reserved.


元祖サメ映画『ＪＡＷＳ／ジョー
ズ』の日本公開から46年。今や
一大ジャンルに成長したサメ映
画から、“Ｚ級”の人気を誇る３作
品を特集します。


7/1（木）〜7/3（土）
よる9:00〜 3日連続放送


7/11（日）午後3:45〜 
一挙放送 ほか


『キラー・シャーク 殺人鮫』
『シャーク・イン・ベニス』
『ディープ・シャーク』


全3作品


特集：サメ！サメ！
サメ！


時代を超えて愛される不朽の名
作、秀作を中心に、映画史に残る
クラシック作品をお届けします。


※リピート放送：翌週水曜 午後


『拳銃王』
『眼下の敵』
『ナイト・オブ・ザ・リビング・
デッド／ゾンビの誕生』


『ジャンヌ・ダーク』
『モラン神父［ＨＤレストア版］』


全5作品


THE映画遺産
毎週土曜午前


『I AM アルフレッド・ヒッチコック』 7/4・11・22・26
© MMXXI NETWORK FILMSEIGHTEEN INC， ・IMAGE COURTESY OF 
UNIVERSAL STUDIOS LICENSING LLC.


名匠アルフレッド・ヒッチコックの
人生を紐解くドキュメンタリー『Ｉ 
ＡＭ アルフレッド・ヒッチコック』
を独占日本初放送！あわせてヒッ
チコックが監督を務めた傑作サ
スペンスを特集放送します。


7/4（日）ひる12:15〜 一挙放送
7/8（木）〜7/11（日）


よる9:00〜 4日連続放送 ほか
『Ｉ ＡＭ アルフレッド・ヒッチコック』
『海外特派員』
『裏窓（１９５４）』
『めまい』


全4作品


ヒッチコック特集


※オールハイビジョン放送、ワイドスクリーン（4：3を除く）　C日本語吹替え映画　55.1chサラウンド　8画面比率4：3　Dモノクロ　Cインターミッション（途中休憩あり）
※放送時間・番組内容は変更する場合がございます。 ※ご視聴方法によっては、ハイビジョン放送と5.1chサラウンドステレオが適用されない場合がございますのでご了承ください。 ※ゴールドの番組は無料放送。


https://star-ch.jp


映画ファン必見の厳選作品を
お届けするセレクトチャンネル7 2021


JUL








(6/17 ver.6)


　●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。


6月28日(月) 6月29日(火) 6月30日(水) 7月1日(木) 7月2日(金) 7月3日(土) 7月4日(日)


6月28日(月) 6月29日(火) 6月30日(水) 7月1日(木) 7月2日(金) 7月3日(土) 7月4日(日)
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18


00 トリック（2002）


#4-6


30 韓国名作ドラマ


ごめん、愛してる


#7-9


18


00 水曜どうでしょうClassic #187


30 ★おにぎりあたためますか #153


16


24


22


14


27


00 神田伯山の“真”日本プロレス


#1


00 ぶらぶら町中華 #63


30 京都迷宮案内（2000）


#6-8


48 秘湯ロマン


#417▽栃木県 塩原元湯温泉「ゑびすや」／栃


木県 塩の湯温泉「明賀屋本館」


#433▽栃木県 芦野温泉／大網温泉「湯守 田


中屋」／幸乃湯温泉


#454▽栃木県 塩の湯温泉「柏屋旅館」／喜


連川早乙女温泉／馬頭温泉郷「元湯東家」


00 水曜どうでしょうClassic #184


30 ★おにぎりあたためますか #150


26


00 水曜どうでしょうClassic #186


30 ★おにぎりあたためますか #152


00 ぶらぶら町中華 #65


30 【マイナビオールスター2021 7.16第


1戦】あの試合をもう一度 2011年 第3


戦


00 ワールドプロレスリング


飯伏幸太 大特集！！


00 神田伯山の“真”日本プロレス


#3-5


00 ぶらぶら町中華 #66


30 【マイナビオールスター2021 7.16第


1戦】あの試合をもう一度 2015年 第1


戦


00 ★資生堂レディスオープン2021


初日 午後


＜生中継＞


00 ★資生堂レディスオープン2021


2日目 午後


＜生中継＞


14


26


17


13


16


15


00 [新]トリック（2002）


#1-3


30 韓国名作ドラマ


[新]ごめん、愛してる


#1-3


00 神田伯山の“真”日本プロレス


#2


00 ぶらぶら町中華 #64


30 [終]京都迷宮案内（2000）


#9


20 ★[新]京都地検の女（2003）


#1-3


00 水曜どうでしょうClassic #185


30 ★おにぎりあたためますか #151


00 女流雀士プロアマNo.1決定戦 てん


パイクイーン シーズン1


女流アマ予選2組目


【対局者】及川奈央・椿姫彩菜・森上南・


坪井安奈


00 女流雀士プロアマNo.1決定戦 てん


パイクイーン シーズン1


準決勝


【対局者】（プロ）高宮まり・石田亜沙


己・井上絵美子･大亀あすか


（アマ）宮城舞・由井香織・椿姫彩菜・


森上南


00 ★ワールドプロレスリング


2冠王者から統一王者へ


飯伏幸太大特集


00 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト エル・デスペラード


編


30 韓国名作ドラマ


ごめん、愛してる


#4-6


11


00 ★資生堂レディスオープン2021


最終日


＜録画＞


6


9


30 ショッピング情報


00 [新]京都迷宮案内（1999）


#1


30 ショッピング情報


00 ★人生の楽園 #1025


30 ショッピング情報


00 ★資生堂レディスオープン2021


最終日


＜生中継＞


[スカパー！無料除外]


00 ★資生堂レディスオープン2021


初日 午前


＜生中継＞


00 ★資生堂レディスオープン2021


2日目 午前


＜生中継＞


00 ★資生堂レディスオープン2021


3日目 午前


＜生中継＞


00 ★資生堂レディスオープン2021


3日目 午後


＜生中継＞


15


13


【テレ朝チャンネル2】 2021年7月第1週


5


4


8 8


7


4


7


6


5


00 [終]フクちゃん


#69-71


30 ショッピング情報


00 ★人生の楽園 #1023


30 ショッピング情報


00 プロゴルファー猿


#6-10


00 [新]プロゴルファー猿


#1-5


30 ショッピング情報


00 ★人生の楽園 #1024


30 ショッピング情報


10


11


00 プロゴルファー猿


#11-15
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　●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。


7月5日(月) 7月6日(火) 7月7日(水) 7月8日(木) 7月9日(金) 7月10日(土) 7月11日(日)


55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS


54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS


55 メンテナンスのため放送休止


7月5日(月) 7月6日(火) 7月7日(水) 7月8日(木) 7月9日(金) 7月10日(土) 7月11日(日)


6


【テレ朝チャンネル2】2021 年7月第2週


4 4


5 5


00 プロゴルファー猿


#16-20


30 ショッピング情報


00 ★人生の楽園 #1026


30 ショッピング情報


00 プロゴルファー猿


#21-25


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #912


30 ショッピング情報


00 プロゴルファー猿


#26-30


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #804


30 ショッピング情報


00 プロゴルファー猿


#31-35


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #805


30 ショッピング情報
6


（～引き続き）


麻雀最強戦2021


最強｢M｣トーナメント【B卓】【決勝卓】


10 10


11 11


12 12


00 路線バスで寄り道の旅


「八王子～福生～檜原村で初夏の～ん


びり旅！」


（2018年7月1日放送分）


「東京スカイツリー～浅草～銀座…“東京


の観光名所”を巡る旅！」


（2018年7月8日放送分）


「江の島～鎌倉～葉山で絶景穴場スポッ


トを巡る旅！」


（2018年7月15日放送分）


「山梨・本栖湖～河口湖～東京・六本木


で夏満喫SP」


（2018年7月22日放送分）


00 ★路線バスで寄り道の旅


「町屋～八重洲～新橋で猛暑しのぐ地下


巡りの旅！」


（2019年6月16日放送分）


「国分寺～府中～立川で社会科見学の


旅！」


（2019年6月30日放送分）


「埼玉・新座～浦和～赤羽で徳さんの母


校訪問の旅！」


（2019年7月14日放送分）


「六本木・テレ朝夏祭り～佃～柴又で夏の


風物詩を見つける旅！！！」


（2019年7月21日放送分）


00 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート女警視 新潟十日町


着物ショーに父娘潜入捜査！狙われた舞


台上の時限発射トリック！


7 7


8 8


9 9


00 激論！クロスファイア


40 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート女警視の父娘捜査


対決！飛騨高山～郡上八幡殺人ルート・


つぶれたタバコが暴いた殺意


40 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート女警視 父と娘の名


推理！！海面2メートル！時間差殺人の


謎 赤水門と西伊豆堂ヶ島の殺意


00 おかしな刑事


叩き上げ刑事とキャリア警視の父娘が挑


む連続殺人！伊勢志摩の真珠に秘められ


た謎の連鎖


00 路線バスで寄り道の旅


「町屋～八重洲～新橋で猛暑をしのぐ地


下巡りの旅！」


（2018年7月29日放送分）


「足立区・葛飾区の下町を巡る旅！」


（2018年8月5日放送分）


「“千葉のベイエリア”稲毛～幕張～船橋


を巡る旅！」


（2018年9月2日放送分）


「鎌倉～江の島～茅ヶ崎、徳さんの地元・


湘南の海を満喫する旅！！」


（2018年9月16日放送分）


00 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート女警視が、高級エス


テに父娘潜入捜査！美人モデル殺人・伊


香保温泉に金と愛欲の罠！


00 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 サ


クラソウは見ていた！死体に付いた花弁


と、女流画家の美しい罠


00 ★路線バスで寄り道の旅


「江の島～長谷～鎌倉で“路地裏ばかり”


めぐる旅！」


（2019年9月22日放送分）


「埼玉・北本～川越～大宮で“オトナ”社


会科見学旅」


（2019年9月29日放送分）


「千葉市の“千葉”と名の付く観光名所を


巡る旅！」


（2019年10月6日放送分）


「北千住～西新井～西川口で“運試し”


の旅！」


（2019年10月13日放送分）


00 ファンタジー・オン・アイス2018


金沢公演 初日


19


20 20


20 美味しんぼ #30


40 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 日


光鬼怒川明智伝説がつなぐ二つの転落


死体！光秀は生きていた？


20 美味しんぼ #31 20 美味しんぼ #32


00 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 鬼


女の絵馬がつなぐ二つの死体！商社連続


殺人・創業家一族と、美しきバレリーナの


秘密


55 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 花


笠まつり殺人事件・二つの死体と似顔絵


の美女・山形かみのやま温泉～楽焼絵皿


に謎


16 16


17 17


13


40 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 東


京タワーは見ていた！消えた少女の秘密・


血痕が描く謎のルート


14 1420 美味しんぼ #29


13


00 麻雀最強戦2020


最強の麻雀戦術本プロ決戦


【A卓】滝沢和典・勝又健志・渋川難波・


鈴木優


00 [新]じゃりン子チエ #1 00 じゃりン子チエ #3


54 麻雀最強戦2020


タイトルホルダーvsMリーガー 最強の女


流決戦


【A卓】古谷知美・西嶋千春・逢川恵夢・


日向藍子


00 麻雀最強戦2020


タイトルホルダーvsMリーガー 最強の女


流決戦


【B卓】高宮まり・黒沢咲・和久津晶・茅森


早香


27 27


30 韓国名作ドラマ


ごめん、愛してる


#13-15


30 韓国名作ドラマ


[終]ごめん、愛してる


#16


40 麻雀最強戦2020


最強｢M｣トーナメント


【A卓】


二階堂亜樹・内川幸太郎・小林剛・萩原


聖人


30 【エスパー魔美 一挙放送】


#88-95


22 22


23 23


24 24


00 トリック（2002）


#7-9


00 [終]トリック（2002）


#10-11


40 ★[新]南くんの恋人


#1


00 ★南くんの恋人


#2-4


00 ワールドプロレスリング オレのメモリア


ルバウト 永田裕志編


15 15


19


30 麻雀最強戦2020


最強｢M｣トーナメント


【B卓】


佐々木寿人・園田賢・多井隆晴・魚谷侑


未


【決勝卓】


（～4:42まで）


30 【エスパー魔美 一挙放送】


#96-103


25 25


30 韓国名作ドラマ


ごめん、愛してる


#10-12


26 26


21 21


00 水曜どうでしょうClassic #191


30 ★おにぎりあたためますか #157 30 ★おにぎりあたためますか #159


00 水曜どうでしょうClassic #193


00 【エスパー魔美 一挙放送】


#81-87


00 ワールドプロレスリング


蝶野正洋と武藤敬司が語る “橋本真也”


オレの激闘！ベスト5


00 ★南くんの恋人


#5-7


00 水曜どうでしょうClassic #192


30 ★おにぎりあたためますか #158


00 女流雀士プロアマNo.1決定戦 てん


パイクイーン シーズン1


決勝


【対局者】


高宮まり・石田亜沙己・椿姫彩菜・森上


南


10 ★ワールドプロレスリング完全版


#182 レスリングどんたく 2021


(2021年5月4日 福岡・福岡国際セン


ター)


15 ★オバケのQ太郎 #373


00 プロゴルファー猿


#39-43


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #979


30 ショッピング情報


00 美味しんぼ


#64-71


18 18


30 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト YOSHI-HASHI


編


00 秘湯ロマン


#418▽群馬県 猿ヶ京温泉「旅籠屋丸一」／群


馬県 尾瀬かまた宿温泉「水芭蕉乃湯 梅田屋旅


館」


#419▽群馬県 老神温泉「吟松亭あわしま」／


群馬県 湯宿温泉「太陽館」


30 ★相棒 Season5


#7-9


30 ★相棒 Season5


#10-11


42 プロゴルファー猿


#36-38


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #978


30 ショッピング情報


00 ★路線バスで寄り道の旅


「西日暮里～巣鴨～新宿で徳さん馴染み


の街を巡る旅！」


（2019年7月28日放送分）


「六本木夏祭り～新橋～金町花火大会で


夏の風物詩を巡る旅！」


（2019年8月11日放送分）


「新宿～霞が関～有楽町でビル内や地下


街を巡る旅！」


（2019年8月18日放送分）


「四谷～九段下～飯田橋で涼しく遊べる


スポットを巡る旅！」


（2019年9月1日放送分）


00 プロゴルファー猿


#44-48


30 ショッピング情報


00 京都迷宮案内（1999）


#2


00 ショッピング情報


30 ★おかずのクッキング #703


55 ファンタジー・オン・アイス2018


金沢公演 2日目


00 ★ワールドプロレスリングLIVE2021


SUMMER STRUGGLE in


SAPPORO


（北海道・真駒内セキスイハイムアイスア


リーナ）


＜生中継＞


※延長の場合あり


00 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト 後藤洋央紀編


00 ショッピング情報


30 [新]帰ってきた時効警察


#1


30 ショッピング情報


30 ★おにぎりあたためますか #160


00 ★[終]南くんの恋人


#8-10


00 水曜どうでしょうClassic #194


30 ★京都地検の女（2003）


#4-7


00 水曜どうでしょうClassic #188


30 ★おにぎりあたためますか #154


30 ★[終]京都地検の女（2003）


#8


20 ★[新]相棒 Season5


#1・2 30 【マイナビオールスター2021 7.16第


1戦】あの試合をもう一度 2017年 第2


戦


30 【マイナビオールスター2021 7.16第


1戦】あの試合をもう一度 2017年 第1


戦


00 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト SANADA編


30 神田伯山の“真”日本プロレス


#4


00 水曜どうでしょうClassic #189


30 ★おにぎりあたためますか #155


30 ★相棒 Season5


#3-6


00 水曜どうでしょうClassic #190


30 ★おにぎりあたためますか #156


00 麻雀最強戦2020


最強の麻雀戦術本プロ決戦


【B卓】白鳥翔・松本吉弘・石橋伸洋・朝


倉康心


00 じゃりン子チエ #2


00 麻雀最強戦2020


最強の麻雀戦術本プロ決戦


【決勝卓】
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　●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。


7月12日(月) 7月13日(火) 7月14日(水) 7月15日(木) 7月16日(金) 7月17日(土) 7月18日(日)


55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS


54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS


55 メンテナンスのため放送休止


7月12日(月) 7月13日(火) 7月14日(水) 7月15日(木) 7月16日(金) 7月17日(土) 7月18日(日)


6 6


【テレ朝チャンネル2】 2021年7月第3週


4 4


5 5


00 プロゴルファー猿


#49-53


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #980


30 ショッピング情報


00 プロゴルファー猿


#54-58


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #981


30 ショッピング情報


00 プロゴルファー猿


#59-63


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #806


30 ショッピング情報


00 プロゴルファー猿


#64-68


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #807


30 ショッピング情報


00 プロゴルファー猿


#79-83


10 10


11 11


12 12


00 [新]臨場 続章


#1-4


20 ★渡辺篤史の建もの探訪 #1615


00 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 女


性弁護士殺人・池袋23時～荒川水門


24時、空白の60分 彼女はなぜ、レンタ


ルＤＶＤを一週間延滞したのか？


00 臨場 続章


#5-8


20 ★渡辺篤史の建もの探訪 #1616


00 新・法医学教室の事件ファイル


（1994/7/9）


死体が嘘をついた！？女医が解剖する殺


人トリック


20 ★渡辺篤史の建もの探訪 #1617


00 ★再捜査刑事・片岡悠介


時効まであと10日！東京～山形天童、2


つの迷宮入り事件を結ぶ15年前の殺人


免許証


20 ★渡辺篤史の建もの探訪 #1618


00 森村誠一の終着駅シリーズ


砂漠の喫茶店 牛尾刑事の秘密…雷雨


の樹海で殺された女と失踪した女、愛犬


の接点が真犯人を解く！


7 7


8 8


9 9


00 ショッピング情報


30 帰ってきた時効警察


#2


13 13


14 14


15 15


00 法医学教室の事件ファイルスペシャル


（1993/4/8）


女医に届いた挑戦状！！レイプ・バラバラ


殺人死体の謎


35 超ゴルフ塾～プロをやっつけろ！ #19


40 ★新・法医学教室の事件ファイル


（1995/4/22）


死体が盗まれた！！女医が暴いた偽装殺


人のカルテ


20 美味しんぼ #33


40 ★鉄道おんな捜査官1


（2000年9月9日）


花村乃里子の大決断！東北新幹線やま


びこ、トンネル殺人7分の罠みちのく作並


温泉に危険な潜入


20 美味しんぼ #34


40 森村誠一の終着駅シリーズ


悪の条件 新宿発特急あずさ～謎の女と


消えた1億円！！欲望と殺人の罠に刑事


が墜ちた！?


35 超ゴルフ塾～プロをやっつけろ！ #21


00 ファンタジー・オン・アイス2018


金沢公演 最終日


25 神田伯山の“真”日本プロレス


#1-3


30 ★おにぎりあたためますか #162


30 ★[終]相棒 Season5


#20


15 ★[新]科捜研の女（2011）


#1


00 水曜どうでしょうClassic #197


30 ★おにぎりあたためますか #163


16 16


17 17


18 18


00 麻雀最強戦2020


タイトルホルダーvsMリーガー 最強の女


流決戦


【決勝卓】


00 麻雀最強戦2020


著名人超頭脳決戦


【A卓】広瀬章人・釼持丈・須貝駿貴・木


原直哉


00 じゃりン子チエ #5


00 麻雀最強戦2020


著名人超頭脳決戦


【B卓】香川愛生・片山まさゆき・福本伸


行・宮内悠介


18 ★オバケのQ太郎 #375


54 麻雀最強戦2020


著名人超頭脳決戦


【決勝卓】


32 ★科捜研の女（2011）


#2-4


25 スポーツセレクション


30 スポーツセレクション


15 ★オバケのQ太郎 #374


50 じゃりン子チエ #4


27 27


30 【エスパー魔美 一挙放送】


#104-111


30 【エスパー魔美 一挙放送】


#112-119[終]


00 神田伯山の“真”日本プロレス


#5


00 女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流プロ予選1組目


【対局者】二階堂亜樹・東城りお・菅原千


瑛・上野あいみ


00 スポーツセレクション


00 女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流プロ予選2組目


【対局者】宮内こずえ・小笠原奈央・大亀


あすか・都美


30 ★ウルトラB


#7・8


24 24


00 [新]時効警察


#1-3


00 時効警察


#4-6


00 [終]時効警察


#7-9


00 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト 柴田勝頼編


30 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト タイガーマスク編


00 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト 本間朋晃編


30 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト ジュース・ロビンソン


編


00 [新]帰ってきた時効警察


#1-3


30 【ドラえもん1979-80年一挙放送】


家がだんだん遠くなる


サハラ砂漠で勉強できない


なげーなげなわ


オトコンナを飲めば！


わらってくらそう


宇宙ターザン


たとえ胃の中、水の中


ウルトラよろい ほか


30 女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流プロ予選3組目


【対局者】黒沢咲・月江いくこ・山脇千文


美・足木優


30 【ドラえもん1979-80年一挙放送】


あいあいパラソル


おおかみ男クリーム


オールマイティパス


ロケットそうじゅうくんれん機


ホラふき御先祖


ハロー宇宙人


もどりライト


ネコが会社を作ったよ ほか


00 [終]臨場 続章


#9-11


20 [新]陽はまた昇る


#1


25 25


26 26


22 22


23 23


19 19


20 20


21 21


30 ★相棒 Season5


#12-15


00 水曜どうでしょうClassic #195


30 ★おにぎりあたためますか #161


30 ★相棒 Season5


#16-19


00 水曜どうでしょうClassic #196


50 渡辺篤史の建もの探訪


#1572-1574


00 水曜どうでしょうClassic #198


30 ★おにぎりあたためますか #164


00 陽はまた昇る


#2-5


00 ★神田伯山の“真”日本プロレス


#6


00 プロゴルファー猿


#74-78


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #867


30 ショッピング情報


00 美味しんぼ


#72-79


20 ★渡辺篤史の建もの探訪 #1619


00 森村誠一の終着駅シリーズ


殺人同盟～理科室の夜の秘密！？刑事


が追う3つの完全犯罪！！森村誠一の螺


旋状の垂訓


40 森村誠一の終着駅シリーズ


死差路 消えた1億円と孤独な死体！！


東京タワーに交錯した女二人の復讐の結


末


20 美味しんぼ #35


00 麻雀最強戦2020


次世代プロ集結 麻雀代理戦争 本戦


【A卓】三浦智博・岡崎涼太・岸赳生・河


野直也


00 プロゴルファー猿


#69-73


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #809


30 ショッピング情報


00 [終]陽はまた昇る


#6-9


30 ショッピング情報


00 京都迷宮案内（1999）


#3


00 ショッピング情報


30 ★おかずのクッキング #704


25 スポーツセレクション


30 スポーツセレクション


00 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト デビット・フィンレー


編


30 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト トーア・ヘナーレ編


30 ショッピング情報


00 ★新体操がおもしろくなるテレビ


～妖精たちの美しき戦い～


00 水曜どうでしょうClassic #199


30 ★おにぎりあたためますか #170


00 帰ってきた時効警察


#4-6


00 テレメンタリー


00 ワールドプロレスリング


オレたちの激闘！ベスト5～狼群団編～


30 剣道女子


平田奈々（亜細亜大学）


55 ワールドプロレスリング完全版 #165


WRESTLE KINGDOM14in東京ドー


ム（2020年1月4日 東京・東京ドー


ム）


40 剣道女子


河嶋香菜子（立教大学）
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 ●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。


7月19日(月) 7月20日(火) 7月21日(水) 7月22日(木) 7月23日(金) 7月24日(土) 7月25日(日)


55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS


54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS


7月19日(月) 7月20日(火) 7月21日(水) 7月22日(木) 7月23日(金) 7月24日(土) 7月25日(日)


6 6


【テレ朝チャンネル2】2021 年7月第4週


4 4


5 5


00 プロゴルファー猿


#84-88


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #868


30 ショッピング情報


00 プロゴルファー猿


#89-93


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #869


30 ショッピング情報


00 プロゴルファー猿


#94-98


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #870


30 ショッピング情報 30 ショッピング情報


00 プロゴルファー猿


#99-103


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #982


30 ショッピング情報


10 10


11 11


12 12


00 [新]タッチ


#1-8


00 森村誠一の終着駅シリーズ


終着駅 新宿着あずさ22号の殺人同乗


者・消えた姉と三千万の行方…顔のない


脅迫者を追う!!


00 タッチ


#9-16


00 ショッピング情報


30 帰ってきた時効警察


#3


30 ショッピング情報


7 7


8 8


9 9


00 タッチ


#17-24


00 タッチ


#33-40


00 タッチ


#25-32


13 13


14 14


15 15


40 森村誠一の終着駅シリーズ


途中下車する女 凶器のない密室殺人を


追う!!置き忘れた写真の中の殺人構図


20 美味しんぼ #37


00 森村誠一の終着駅シリーズ


殺意の奔流～ある退職刑事の死!!犯人


が遺した二重血痕の謎!?


55 森村誠一の終着駅シリーズ


“悪の魂”ベストセラー小説に仕組まれた


二重殺人の罠!!見知らぬ女が依頼する1


億の殺人!?


55 森村誠一の終着駅シリーズ


善意の傘 雨の夜の殺人者!!迎えに来る


はずの夫が殺された!!刑事が追う2組の


夫婦のアリバイと嘘!?


00 森村誠一の終着駅シリーズ


殺人の債権 死者が遺したパンドラの箱!!


信州長野の湖底に沈む未解決殺人…


55 森村誠一の終着駅シリーズ


殺人の花客 ランの花粉が暴くホテル密室


殺人!!


35 超ゴルフ塾～プロをやっつけろ！ #22


00 森村誠一の終着駅シリーズ


殺意を運ぶ鞄 取り違えた荷物で人生が


変わる!?万年係長の死に大きな秘密!!


30 ファンタジー・オン・アイス2018


静岡公演 2日目


16 16


17 17


00 森村誠一の終着駅シリーズ


残酷な視界 裏窓の女の完全犯罪!!エ


リート銀行員転落死の謎!?罠に落ちた脅


迫者と割れた爪の行方


00 麻雀最強戦2020


鉄壁のディフェンスマスター決戦


【A卓】村上淳・大和・鈴木達也・前田直


哉


00 じゃりン子チエ #7


00 麻雀最強戦2020


鉄壁のディフェンスマスター決戦


【B卓】近藤千雄・仲林圭・金太賢・


HIRO柴田


15 ★オバケのQ太郎 #377


00 神田伯山の“真”日本プロレス


#6


00 水曜どうでしょうClassic #205


30 ★警視庁・捜査一課長 Season1


#3-6


00 麻雀最強戦2020


次世代プロ集結 麻雀代理戦争 本戦


【決勝卓】


25


19


00 秘湯ロマン


#436▽新潟県 松之山温泉「凌雲閣」／関温


泉「中村屋旅館」／燕温泉「源泉の湯 花文」


#437▽新潟県の秘湯 貝掛温泉／浦佐温泉


「てじまや」／駒の湯温泉「駒の湯山荘」


00 麻雀最強戦2020


次世代プロ集結 麻雀代理戦争 本戦


【B卓】岩瀬航・櫛田利太・佐治敏哲・大


庭三四郎


50 じゃりン子チエ #6


15 ★オバケのQ太郎 #376


00 女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流アマ予選2組目


【対局者】浅香唯・宮城舞・森上南・篠原


冴美


00 [新]特命係長 只野仁（1stシーズ


ン）


#1-3


00 特命係長 只野仁（1stシーズン）


#4-6


25


26


30 【クレヨンしんちゃん1995年一挙放


送】


#112-119


26


00 特命係長 只野仁（1stシーズン）


#7-9


30 女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流プロ予選4組目


【対局者】和泉由希子・井上絵美子・中山


奈々美・塚田美紀


00 ★麻雀最強戦2021


男子プロ一撃必殺


【A卓】


村上淳・瀬戸熊直樹・萩原聖人・鈴木達


也


【B卓】


長村大・森山茂和・前田直哉・内川幸太


郎


【決勝卓】


（～4:30まで）


27 27


30 【ドラえもん1979-80年一挙放送】


人間あやつり機


化石大発見


人食いハウス


エスパーぼうし


名刀「電光丸」


にがてつくり機


階級ワッペン


石ころぼうし ほか


30 【ドラえもん1979-80年一挙放送】


ポータブル国会


こっそりカメラ


夢まくらのおじいさん


ウルトラミキサー


新種植物せいぞう機


ダイリガム


おすそわけガム


あやうし！ライオン仮面 ほか


30 【ドラえもん1979-80年一挙放送】


大むかし漂流記


のび太ののび太


小人ロボット


オールシーズンバッジ


立ちユメぼう


あらかじめ日記はおそろしい


ヤカンレコーダー


ないしょペン ほか


30 ★ウルトラB


#9・10


00 [終]特命係長 只野仁（1stシーズ


ン）


#10-11


40 [新]特命係長 只野仁（2ndシーズ


ン）


#1


00 女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流アマ予選1組目


 【対局者】及川奈央・椿姫彩菜・由井香


織・松本圭世


22 22


23 23


24 24


00 [終]帰ってきた時効警察


#7-9


19


20 20


21 21


00 水曜どうでしょうClassic #200


30 ★おにぎりあたためますか #171


30 ★科捜研の女（2011）


#9-12


00 水曜どうでしょうClassic #201


30 ★おにぎりあたためますか #172


30 ★[終]科捜研の女（2011）


#13-16


00 水曜どうでしょうClassic #202


30 ★おにぎりあたためますか #173


48 秘湯ロマン


#412▽山形県 肘折温泉「丸屋」／山形県 月


山志津温泉「変若水の湯 つたや」


#438▽富山県 黒部・宇奈月温泉「やまのは」


／黒薙温泉／山小屋 祖母谷温泉


#439▽富山県 鯰温泉／氷見温泉郷「うみあ


かり」／北山鉱泉「元祖 仁右衛門屋」／金太郎


温泉「カルナの館」


00 水曜どうでしょうClassic #203


30 ★おにぎりあたためますか #174


29 ★[新]警視庁・捜査一課長


Season1


#1・2


30 ★おにぎりあたためますか #175


00 水曜どうでしょうClassic #204


18 18


30 ★おにぎりあたためますか #176


00 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト 棚橋弘至編


30 ★科捜研の女（2011）


#5・7・8


30 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト ウィル・オスプレイ


編


55 韓国名作ドラマ


[新]ごめん、愛してる


全話一挙放送


#1-4


（～引き続き）


★麻雀最強戦2021 男子プロ一撃必殺


【A卓】【B卓】【決勝卓】


30 静かなレッスン～韓国美人女子ゴル


ファーの華麗なる技に学ぶ～ #1・2


00 韓国名作ドラマ


ごめん、愛してる


全話一挙放送


#5-9


00 ★ワールドプロレスリングLIVE2021


WRESTLE GRAND SLAM in


TOKYO DOME


＜生中継＞


※延長の場合あり


30 水曜どうでしょうClassic #206


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #984


30 ショッピング情報


00 美味しんぼ


#80-87


00 プロゴルファー猿


#109-113


30 ショッピング情報


00 京都迷宮案内（1999）


#4


00 ショッピング情報


30 ★おかずのクッキング #705


00 激論！クロスファイア


00 ファンタジー・オン・アイス2018


静岡公演 初日


00 プロゴルファー猿


#104-108


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #983


00 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト ジョン・モクスリー編


00 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト 高橋ヒロム編


30 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト 鷹木信悟編
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　●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。


7月26日(月) 7月27日(火) 7月28日(水) 7月29日(木) 7月30日(金) 7月31日(土) 8月1日(日)


55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS


54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS


30 フィギュアレジェンドプログラム▽樋口新葉


（国別対抗戦2017）


7月26日(月) 7月27日(火) 7月28日(水) 7月29日(木) 7月30日(金) 7月31日(土) 8月1日(日)


6 6


【テレ朝チャンネル2】2021 年7月第5週


4 4


5 5


7 7


8 8


9 9


10 10


32 ★[終]警視庁・捜査一課長


Season1


#11


10 [新]臨場


#1・3


30 [終]臨場


#8-10


55 ★森村誠一の終着駅シリーズ


雪の螢 信州諏訪～老舗料亭の跡目を狙


う女たちの争い！！疑惑の妻が夫の愛人


を殺した！？牛尾刑事が追う冬の日に飛


んだ螢の秘密


40 超ゴルフ塾～プロをやっつけろ！ #25


57 渡辺篤史の建もの探訪


#1575-1577


00 水曜どうでしょうClassic #210


17


18 18


19 19


00 韓国名作ドラマ


ごめん、愛してる


全話一挙放送


#10-16[終]


14 14


15 15


16 16


00 麻雀最強戦2020


ザ・リベンジ


【A卓】白鳥翔・堀慎吾・朝倉康心・鈴木た


ろう


20 美味しんぼ #38


11 11


12 12


13


00 森村誠一の終着駅シリーズ


鬼子母の末裔 妻殺し疑惑の夫が消え


た！！衝撃の一夜を目撃した家族写真の


謎…息子の罪を背負った母親は鬼になっ


た！？


00 温泉若おかみの殺人推理


四国香川～初夜に殺された瀬戸の花嫁


お遍路参りで完全犯罪トリック！?消えた


誘拐身代金の秘密…


50 じゃりン子チエ #8


15 ★オバケのQ太郎 #378


50 じゃりン子チエ #9


15 ★オバケのQ太郎 #379


25 25


00 特命係長 只野仁（2ndシーズン）


#2-4


30 【クレヨンしんちゃん1995年一挙放


送】


#120-127


00 特命係長 只野仁（2ndシーズン）


#5-7


30 【クレヨンしんちゃん1995年一挙放


送】


#128-135


00 [終]特命係長 只野仁（2ndシーズ


ン）


#8-10


30 【クレヨンしんちゃん1995年一挙放


送】


#136-143


00 女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流プロ準決勝1組目


【対局者】菅原千瑛・上野あいみ・小笠原


奈央・大亀あすか


00 女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流プロ準決勝2組目


【対局者】黒沢咲・山脇千文美・中山奈々


美・塚田美紀


30 ファンタジー・オン・アイス2018


静岡公演 最終日


15 フィギュアレジェンドプログラム▽三原舞依


（国別対抗戦2017）


20 20


21 21


22 22


00 水曜どうでしょうClassic #208


30 ★おにぎりあたためますか #178


30 臨場


#4-7


00 水曜どうでしょうClassic #209


45 フィギュアレジェンドプログラム▽坂本花織（グ


ランプリシリーズ2017アメリカ大会）


30 ★おにぎりあたためますか #179


00 プロゴルファー猿


#119-123


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #1023


30 ショッピング情報


00 タッチ


#49-56


26 26


27 27


00 プロゴルファー猿


#114-118


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #985


30 ショッピング情報


00 タッチ


#41-48


00 森村誠一の終着駅シリーズ


ガラスの密室 都会の中の孤独な死体それ


は冤罪の復讐の始まり！？真犯人に仕掛


けられた衝撃の罠！！


55 森村誠一の終着駅シリーズ


荒野の証明 牛尾VS敏腕女性刑事！！


背任告発、失踪殺人…１枚の写真が会


社を揺るがす！！5000万 と共に密室で


消えた告発者


40 超ゴルフ塾～プロをやっつけろ！ #23


30 ★警視庁・捜査一課長 Season1


#7-10


00 水曜どうでしょうClassic #207


30 ★おにぎりあたためますか #177


23 23


24 24


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #1025


30 ショッピング情報


00 タッチ


#65-72


00 プロゴルファー猿


#124-128


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #1024


30 ショッピング情報


00 タッチ


#57-64


00 女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流アマ準決勝


【対局者】浅香唯・椿姫彩菜・宮城舞・由


井香織


00 ワールドプロレスリング クラシックス


「1988年名勝負特集」


▽馳浩vs山田恵一


▽木戸修，藤原喜明，山崎一夫vsマサ斉


藤，ビッグバン・ベイダー


▽アントニオ猪木vs長州力


▽アントニオ猪木，藤波辰巳vsマサ斉藤，


長州力


▽アントニオ猪木，藤波辰巳vsマサ斉藤，


ビッグバン・ベイダー


▽藤波辰巳vsビッグバン・ベイダー


00 プロゴルファー猿


#139-143


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #912


30 ショッピング情報


00 美味しんぼ


#88・90-94・96・97


30 ★おにぎりあたためますか #180


00 [新]特命係長 只野仁（3rdシーズ


ン）


#1-3


30 【クレヨンしんちゃん1995年一挙放


送】


#144-151


00 プロゴルファー猿


#134-138


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #1026


30 ショッピング情報


00 タッチ


#73-80


00 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート女警視が、高級エス


テに父娘潜入捜査！美人モデル殺人・伊


香保温泉に金と愛欲の罠！


40 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート女警視 父と娘の名


推理！！海面2メートル！時間差殺人の


謎 赤水門と西伊豆堂ヶ島の殺意


20 美味しんぼ #39


00 麻雀最強戦2020


全日本プロ選手権


【A卓】木原翼・鈴木隆将・酒井俊晴・新


谷翔平


15 ★オバケのQ太郎 #380


30 [新]臨場 続章


#1-4


00 水曜どうでしょうClassic #211


30 ★おにぎりあたためますか #181


00 プロゴルファー猿


#129-133


00 麻雀最強戦2020


鉄壁のディフェンスマスター決戦


【決勝卓】


00 麻雀最強戦2020


ザ・リベンジ


【B卓】多井隆晴・矢島亨・仲田加南・井


出洋介


00 じゃりン子チエ #10


00 麻雀最強戦2020


ザ・リベンジ


【決勝卓】


13


55 温泉若おかみの殺人推理


～札幌定山渓温泉スイーツフェアで連続


殺人！！人気パティシエに二重殺人の容


疑が！?


40 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート女警視の父娘捜査


対決！飛騨高山～郡上八幡殺人ルート・


つぶれたタバコが暴いた殺意


00 おかしな刑事


叩き上げ刑事とキャリア警視の父娘が挑む


連続殺人！伊勢志摩の真珠に秘められた


謎の連鎖


17








THU FRI SAT SUN
06:00 ポエティック・ジャスティス／ 06:00 プロジェクトA2／史上最大の標的 06:00 パリ、テキサス 06:00 恋におちて


愛するということ［PG12］ 08:00 サボテン・ブラザース 08:45 キッズ・オールライト［R15+］ 08:15 ナチョ・リブレ　覆面の神様
08:00 アンフレンデッド：ダークウェブ 10:00 情報番組 10:45 情報番組 10:00 ヴェラクルス
09:45 情報番組 10:30 ミステリー・トレイン［PG12相当］ 11:15 エクストラクション 11:45 トレイン・ミッション
10:15 バック・トゥ・ザ・フューチャー 12:30 L.A.コンフィデンシャル［PG12相当］ 13:00 16ブロック 13:45 バンテージ・ポイント


［PG12］ 【BSテレ東版】 15:00 レプリカズ 15:00 インクレディブル・ハルク 15:30 五福星
12:30 バック・トゥ・ザ・フューチャー 17:00 レッド・エージェント　愛の亡命 17:00 ゴーストライダー 17:30 香港発活劇エクスプレス　大福星


PART2［PG12］ 【BSテレ東版】 18:45 U-571 19:00 マンマ・ミーア！ 19:15 七福星
14:30 ダウンサイズ［PG12］ 21:00 L.A.コンフィデンシャル［PG12相当］ 21:00 マンマ・ミーア！ ヒア・ウィー・ゴー 21:00 トレイン・ミッション
17:00 スリーピー・ホロウ［PG-12］ 23:30 ミラーズ［R-15］ 23:15 レジェンド／光と闇の伝説 23:00 サブウェイ123　激突
19:00 高慢と偏見とゾンビ 01:30 硝子の塔［R15相当］ 01:00 ラブリーボーン 01:00 評決のとき
21:00 バック・トゥ・ザ・フューチャー 03:30 マージン・コール 03:30 マザー！［R15相当］ 03:45 ルイスと不思議の時計


［PG12］ 05:30 情報番組
23:15 バック・トゥ・ザ・フューチャー


PART2［PG12］
01:15 フィフティ・シェイズ・フリード［R15+］
03:30 プロジェクトA
05:30 情報番組


MON TUE WED THU FRI SAT SUN
06:00 プロヴァンス物語／マルセルの夏 06:00 メンテナンスのため休止します 06:00 夕なぎ（1972） 06:00 西部の無頼人 06:00 キッズ・オールライト［R15+］ 06:00 ダンサー・イン・ザ・ダーク 06:00 モンスタートラック
08:00 プロヴァンス物語／マルセルのお城 07:00 評決のとき 08:00 タイ・カップ 07:45 ニューヨーク　最高の訳あり物件 08:00 君の名前で僕を呼んで［PG12］ 08:30 ボーイズ・ライフ 08:00 サイコ（1960）
10:00 フィッシャー・キング 09:45 情報番組 10:15 情報番組 09:45 情報番組 10:30 永遠に僕のもの［R15+］ 10:30 レボリューショナリー・ロード／ 10:00 大いなる西部
12:30 チェンジング・レーン 10:15 ボーイズ・ライフ 10:45 ヴェラクルス 10:15 ミスティック・ピザ 12:30 マンマ・ミーア！ ヒア・ウィー・ゴー 燃え尽きるまで 13:00 ファースト・マン
14:30 プラトーン［PG12］ 12:30 ステルス 12:30 グラディエーター 12:30 バック・トゥ・ザ・フューチャー 14:45 カリフォルニア（1993） 12:45 情報番組 15:30 情報番組
16:45 ダイアナ 14:45 マリアンヌ［PG12］ 15:30 ザ・バニシング－消失－ PART3 【BSテレ東版】 ［PG-12相当］ 13:15 秘密と嘘 16:00 トランスフォーマー／最後の騎士王
18:45 キング・オブ・エジプト 17:00 シングルマン 17:30 ナチョ・リブレ　覆面の神様 14:45 ゴーストライダー 17:00 16ブロック 16:00 デスペラード 18:45 U-571
21:00 刑事ジョン・ブック／目撃者 19:00 ロイヤル・ナイト 19:15 バンテージ・ポイント 16:45 L.A.コンフィデンシャル［PG12相当］ 19:00 トレイン・ミッション 18:00 ヒート 21:00 ファースト・マン
23:00 ノック・ノック［R15+］ 英国王女の秘密の外出［PG12］ 21:00 グラディエーター 19:15 シャッター（2008）［PG-12］ 21:00 マンマ・ミーア！ ヒア・ウィー・ゴー 21:00 ラ・ラ・ランド 23:30 アポロ11　完全版
01:00 メンテナンスのため休止します 21:00 サブウェイ123　激突 00:00 ノア　約束の舟 21:00 マンマ・ミーア！ 23:15 グリース［PG12］ 23:15 フットルース 01:15 バーティカル・リミット


23:00 ブレードランナー 2049［PG12］ 02:45 パリは燃えているか 23:00 バック・トゥ・ザ・フューチャー 01:15 奇跡の絆 01:15 8mm［PG-12］ 03:30 エディット・ピアフ　～愛の讃歌～
02:00 ポラロイド PART3 03:30 青春群像 03:30 テルマ＆ルイーズ
03:45 ミッドナイト・サン 01:15 マザー！［R15相当］ 05:30 情報番組


～タイヨウのうた～ 03:45 黒い絨氈
05:30 情報番組 05:30 情報番組


MON TUE WED THU FRI SAT SUN
06:00 うず潮（1975） 06:00 泥棒成金 06:00 ニア・ダーク／月夜の出来事 06:00 メンテナンスのため休止します 06:00 ムーミン谷とウィンターワンダーランド 06:00 ビリオネア・ボーイズ・クラブ 06:00 ザ・ウォール（2017）
08:00 ステルス 08:15 沈黙の傭兵 07:45 オリ・マキの人生で最も幸せな日 07:00 甘い生活 07:45 マージン・コール ［PG12］ 07:45 キング・オブ・エジプト
10:15 情報番組 10:00 情報番組 ［PG12］ 10:15 キラー・エリート（1975） 09:45 情報番組 08:00 マイ・ブルーベリー・ナイツ 10:00 荒野の七人
10:45 ストレンジャー・ザン・パラダイス 10:30 ダウン・バイ・ロー 09:30 大いなる西部 12:30 ヒート 10:15 ダイアナ 09:45 L.A.コンフィデンシャル［PG12相当］ 12:15 ゴースト・イン・ザ・シェル
12:30 ジャッキー・コーガン［R15+］ 12:30 マイレージ、マイライフ 12:30 アサシン クリード 15:30 トレイン・ミッション 12:30 ラ・ラ・ランド 12:15 情報番組 14:15 情報番組
14:30 バスケットボール・ダイアリーズ 14:30 インパクト・クラッシュ 14:45 ８ｍｍ［PG-12］ 17:30 七福星 14:45 月の輝く夜に 12:45 デッドマン［PG12相当］ 14:45 カリフォルニア（1993）
16:30 ナイト・オン・ザ・プラネット 16:45 仮面の男（1998） 17:15 五福星 19:15 エクストラクション 16:45 チェンジング・レーン 15:00 スリーピー・ホロウ［PG-12］ ［PG-12相当］
19:00 レプリカズ 19:15 ジョニー・イングリッシュ 19:15 香港発活劇エクスプレス　大福星 21:00 ヒート 18:30 ファースト・マン 17:00 誰よりも狙われた男 17:00 ゴーストライダー
21:00 トランスフォーマー／ロストエイジ アナログの逆襲 21:00 アサシン クリード 00:00 デスペラード 21:00 ラ・ラ・ランド 19:15 レッド・エージェント　愛の亡命 19:00 インクレディブル・ハルク
00:00 バンテージ・ポイント 21:00 トランスフォーマー／最後の騎士王 23:15 シャッター（2008）［PG-12］ 02:00 シンドラーのリスト 23:15 刑事ジョン・ブック／目撃者 21:00 ジャック・リーチャー 21:00 ゴースト・イン・ザ・シェル
01:45 硝子の塔［R15相当］ 23:45 ミラーズ［R-15］ 01:00 メンテナンスのため休止します 05:30 情報番組 01:15 ポエティック・ジャスティス／ NEVER GO BACK 23:00 ザ・バニシング－消失－
04:00 アンフレンデッド：ダークウェブ 01:45 コロンバス 愛するということ［PG12］ 23:15 フィッシャー・キング 01:00 ベルリン・天使の詩


03:45 複製された男［R15+］ 03:30 ニッケルオデオン 01:45 ビリーブ　未来への大逆転 03:15 時の翼にのって／
05:30 情報番組 04:00 サバイバル・オブ・ザ・デッド ファラウェイ・ソー・クロース！


（2009）［R15相当］


MON TUE WED THU FRI SAT SUN
06:00 続・荒野の七人 06:00 太陽のならず者 06:00 ミスティック・ピザ 06:00 マリアンヌ［PG12］ 06:00 トランスフォーマー／ロストエイジ 06:00 ジャッキー・コーガン［R15+］ 06:00 沈黙の傭兵
07:45 荒野の七人／真昼の決闘 08:00 恋におちて 08:00 ミッドナイト・サン 08:15 ミッション：インポッシブル 09:00 Ｍ：ｉ：ＩＩＩ 08:00 ミッション：インポッシブル／ 08:00 レプリカズ
09:45 情報番組 10:00 情報番組 ～タイヨウのうた～ 10:15 Ｍ：Ｉ-２ 11:30 ミッション：インポッシブル／ ローグ・ネイション 10:00 カットスロート・ナイン
10:15 ガガーリン　世界を変えた108分 10:30 キリング・フィールズ　失踪地帯 09:45 情報番組 12:30 RONIN 【ゴールデン洋画劇場版】 ゴースト・プロトコル 10:30 ミッション：インポッシブル／ 11:45 英国王のスピーチ
12:30 ファースト・マン 12:30 キング・オブ・エジプト 10:15 荒野の七人 14:30 ステルス 14:00 ジャック・リーチャー フォールアウト 14:00 情報番組
15:00 バーティカル・リミット 14:45 レボリューショナリー・ロード／ 12:30 ブレードランナー 2049［PG12］ 16:45 ミッション: インポッシブル NEVER GO BACK 13:15 ダウンサイズ［PG12］ 14:30 バック・トゥ・ザ・フューチャー
17:15 ボーイズ・ライフ 燃え尽きるまで 15:30 ニック・オブ・タイム 【日曜洋画劇場版】 16:15 Ｍ：ｉ：ＩＩＩ 15:45 ミッション：インポッシブル／ ［PG12］
19:15 レジェンド／光と闇の伝説 17:00 刑事ジョン・ブック／目撃者 17:15 ミラーズ［R-15］ 18:45 Ｍ：Ｉ-２ 【日曜洋画劇場版】 18:30 ミッション：インポッシブル／ ローグ・ネイション 16:45 バック・トゥ・ザ・フューチャー
21:00 サブウェイ123　激突 19:00 ザ・バニシング－消失－ 19:15 ポラロイド 21:00 RONIN ゴースト・プロトコル 18:15 ミッション：インポッシブル／ PART2［PG12］
23:00 白い暴動 21:00 インクレディブル・ハルク 21:00 ブレードランナー 2049［PG12］ 23:15 デュラン・デュラン：アンステージド 21:00 ジャック・リーチャー フォールアウト 18:45 バック・トゥ・ザ・フューチャー
00:45 サイコ（1960） 23:00 Tommy／トミー 00:00 レッキング・クルー 01:15 ノア　約束の舟 NEVER GO BACK 21:00 ふたりの女王　メアリーとエリザベス PART3
03:00 魂のジュリエッタ 01:00 プロジェクト・イーグル 伝説のミュージシャンたち 03:45 ザ・ファン 23:15 メイド・イン・アメリカ（2013） 23:15 ロイヤル・ナイト 21:00 英国王のスピーチ
05:30 情報番組 03:15 好奇心［R15相当］ 02:00 マイ・ブルーベリー・ナイツ 01:00 夢の涯てまでも 英国王女の秘密の外出［PG12］ 23:15 ダイアナ


05:30 情報番組 04:00 ザ・ウォール（2017） 【ディレクターズカット版】 01:15 高慢と偏見とゾンビ 01:15 仮面の男（1998）
03:30 君の名前で僕を呼んで［PG12］ 03:45 プラトーン［PG12］


MON TUE WED THU FRI SAT
06:00 ジョニー・イングリッシュ 06:00 メンテナンスのため休止します 06:00 月の輝く夜に 06:00 ブロンテ姉妹 06:00 チャイナ・ゲイト 06:00 バスケットボール・ダイアリーズ


アナログの逆襲 07:00 パリ、嘘つきな恋 08:15 デスペラード 08:15 13F 08:00 サマーフィーリング 08:00 チェンジング・レーン
08:00 アポロ11　完全版 09:00 情報番組 10:15 情報番組 10:00 情報番組 10:00 情報番組 10:00 情報番組
09:45 情報番組 09:30 グラディエーター 10:45 カットスロート・ナイン 10:30 コロンバス 10:30 ロイヤル・ナイト 10:30 グリース［PG12］
10:15 誰よりも狙われた男 12:30 キッズ・オールライト［R15+］ 12:30 レヴェナント：蘇えりし者［R15+］ 12:30 レジェンド／光と闇の伝説 英国王女の秘密の外出［PG12］ 12:30 フットルース
12:30 シングルマン 14:30 ナチョ・リブレ　覆面の神様 15:15 スリーピー・ホロウ［PG-12］ 【日曜洋画劇場版】 12:30 ふたりの女王　メアリーとエリザベス 14:30 マンマ・ミーア！
14:30 秘密と嘘 16:15 ヒート 17:15 複製された男［R15+］ 14:15 テルマ＆ルイーズ 14:45 エクストラクション 16:30 マンマ・ミーア！ ヒア・ウィー・ゴー
17:15 五福星 19:15 ニア・ダーク／月夜の出来事 19:00 デスペラード 16:45 ノック・ノック［R15+］ 16:30 シャッター（2008）［PG-12］ 18:45 ラ・ラ・ランド
19:15 香港発活劇エクスプレス　大福星 21:00 16ブロック 21:00 レヴェナント：蘇えりし者［R15+］ 18:45 U-571 18:15 トランスフォーマー／最後の騎士王 21:00 移動都市／モータル・エンジン
21:00 七福星 23:00 ダウン・バイ・ロー 23:45 ミステリー・トレイン［PG12相当］ 21:00 レジェンド／光と闇の伝説 21:00 ふたりの女王　メアリーとエリザベス 23:30 シングルマン
23:00 ストレンジャー・ザン・パラダイス 01:00 キッズ・オールライト［R15+］ 01:45 サバイバル・オブ・ザ・デッド 22:45 ナイト・オン・ザ・プラネット 23:15 デッドマン［PG12相当］ 01:30 マイレージ、マイライフ
01:00 メンテナンスのため休止します 03:00 華氏119 （2009）［R15相当］ 01:15 フィッシャー・キング 01:30 キャリー（1976）［R15+］ 03:45 命みじかし、恋せよ乙女


05:30 情報番組 03:30 ショック集団 04:00 裸のキッス 03:30 ニューヨーク　最高の訳あり物件
05:30 情報番組 05:30 情報番組


　 　 　 1 2 3 4


5 6 7 8 9 10 11


12 13 14 15 16 17 18


19 20 21 22 23 24 25


26 27 28 29 30 31








※外国語放送は字幕放送です。


※お役⽴ち情報・お知らせの詳細な時間は番組表をご覧ください。


5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #14 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #15 5:00 中国ドラマ「双程(そうてい) -A Round Trip to Love-」 後編 5:00 タイドラマ「2gether」2話連続 #13


5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #24 5:55 新作ステーション 〜「トップマネジメント」 6:15 「双程」ホワン・ジンシャン来⽇スペシャル 6:15 タイドラマ「SOTUS／ソータス」スペシャル編


6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #4 6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #5 7:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #24 7:25 新作ステーション 〜「トップマネジメント」 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 8:00 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #6 8:00 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #9


8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #54 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #55 9:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #7 9:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #10


9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 11:00 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #8 11:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


9:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #14 9:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #15 12:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 11:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #39


11:30 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #14 11:30 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #15 13:00 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #37 13:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


13:30 韓国ドラマ「錐（キリ）」 #3 13:30 韓国ドラマ「錐（キリ）」 #4 14:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #40


15:30 韓国ドラマ「⼀緒に暮らしませんか︖」 #42 15:30 韓国ドラマ「⼀緒に暮らしませんか︖」 #43 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #19 17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #20 15:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #38 15:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 17:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 16:00 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #18


19:30 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #77 19:30 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #79 17:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 18:00 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #19


20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 18:00 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #16 20:00 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #20


20:45 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #78 20:45 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #80 20:00 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #17 22:00 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #1


21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:55 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


22:00 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #13 22:00 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #14 22:30 中国映画「バウンティ・ハンターズ」 23:25 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #2


0:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #9 0:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #10 0:30 韓国映画「京城学校︓消えた少⼥たち」 0:20 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #3


1:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉運命の姫と仮⾯の王⼦」 #47 1:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉運命の姫と仮⾯の王⼦」 #48 2:25 韓国映画「江南ブルース」<R15＋指定> 1:15 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #51


2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #13 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #14 4:55 アジアドラマチックTVからのお知らせ 2:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #52


3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #24 3:25 新作ステーション 〜「トップマネジメント」 2:45 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #53


3:30 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 〜Hyde, Jekyll, Me〜」 #13 3:30 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 〜Hyde, Jekyll, Me〜」 #14 3:30 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #54


4:15 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #55


　　　　


2021/6/28（⽉） 2021/6/29（⽕） 2021/6/30（⽔）


2021/7/1（⽊） 2021/7/2（⽊） 2021/7/3（⼟） 2021/7/4（⽇）


7⽉
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表


公式Twitter
番組情報をお届け♪


結婚をせず⼦供だけを産みた
いアラフォー⼥性と、3⼈の
男性のロマンスを描く共感度
抜群ラブコメディ︕


★7/16（⾦）9:30〜 スタート


©STUDIO DRAGON CORPORATION


「命(いのち)」をかけて「⽣
命(いのち)」を救うメディカ
ル・ラブロマンスドラマ︕


★7/12（⽉）11:30〜スタート


ⓒ SBS


韓国ドラマ「オー!マイベイビー
〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」







5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #16 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #17 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #18


5:55 新作ステーション 〜「王の預⾔書」 5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #24 5:55 新作ステーション 〜「王の預⾔書」


6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #6 6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #7 6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #8


7:25 新作ステーション 〜「王の預⾔書」 7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #24 7:25 新作ステーション 〜「王の預⾔書」


7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #56 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #57 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #58


9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #2 9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #3 9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #4


11:00 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #2 11:00 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #3 11:00 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #4


11:30 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #16 11:30 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #17 11:30 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #18


13:30 韓国ドラマ「錐（キリ）」 #5 13:30 韓国ドラマ「錐（キリ）」 #6 13:30 韓国ドラマ「錐（キリ）」 #7


15:30 韓国ドラマ「⼀緒に暮らしませんか︖」 #44 15:30 韓国ドラマ「⼀緒に暮らしませんか︖」 #45 15:30 韓国ドラマ「⼀緒に暮らしませんか︖」 #46


17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #4 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #5 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #6


19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


19:30 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #81 19:30 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #83 19:30 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #85


20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


※外国語放送は字幕放送です。 20:45 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #82 20:45 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #84 20:45 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #86


※お役⽴ち情報・お知らせの詳細な時間は番組表をご覧ください。 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


22:00 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #16 22:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #1 22:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #2


0:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #11 23:30 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #1 23:30 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #2


1:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉運命の姫と仮⾯の王⼦」 #49 0:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #12 0:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #13


2:30 中国ドラマ「陳情令」 #34 1:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉運命の姫と仮⾯の王⼦」 #50 1:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉運命の姫と仮⾯の王⼦」 #51


3:25 新作ステーション 〜「王の預⾔書」 2:30 中国ドラマ「陳情令」 #35 2:30 中国ドラマ「陳情令」 #36


3:30 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 〜Hyde, Jekyll, Me〜」 #15 3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #24 3:25 新作ステーション 〜「王の預⾔書」
3:30 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 〜Hyde, Jekyll, Me〜」 #16 3:30 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 〜Hyde, Jekyll, Me〜」 #17


5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #19 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #20 5:00 タイドラマ「Still 2gether」2話連続 #1-2 5:00 タイドラマ「TharnType／ターン×タイプ」2話連続 #1-#2


5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #24 5:55 新作ステーション 〜「王の預⾔書」 7:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #9 6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #10 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #24 7:25 新作ステーション 〜「王の預⾔書」 8:00 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #11 8:00 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #14


7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #12 9:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #15


8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #59 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #60 11:00 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #13 11:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 12:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 11:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #41


9:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #16 9:30 タイドラマ「Still 2gether」第1話先⾏放送 13:00 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #39 13:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


11:30 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #19 11:30 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #20 14:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #42


13:30 韓国ドラマ「錐（キリ）」 #8 13:30 韓国ドラマ「錐（キリ）」 #9 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


15:30 韓国ドラマ「⼀緒に暮らしませんか︖」 #47 15:30 韓国ドラマ「⼀緒に暮らしませんか︖」 #48 15:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #40 15:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #21 17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #22 17:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 16:00 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #23


19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 17:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 18:00 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #24


19:30 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #87 19:30 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #89 18:00 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #21 20:00 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #25


20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:00 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #22 22:00 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #4


20:45 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #88 20:45 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #90 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:55 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:30 韓国映画「王の預⾔書」 23:25 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #5


22:00 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #15 22:00 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #16 0:30 韓国映画「Be With You 〜いま、会いにゆきます」 0:20 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #6


0:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #14 0:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #15 2:55 韓国映画「俺の⼼臓を撃て」 1:15 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #56


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #1 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #2 4:50 東北の海の幸 2:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #57


2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #15 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #16 2:45 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #58


3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #24 3:25 新作ステーション 〜「王の預⾔書」 3:30 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #59


3:30 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 〜Hyde, Jekyll, Me〜」 #18 3:30 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 〜Hyde, Jekyll, Me〜」 #19 4:15 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #60


　　　　


2021/7/5（⽉） 2021/7/6（⽕） 2021/7/7（⽔）


2021/7/8（⽊） 2021/7/9（⾦） 2021/7/10（⼟） 2021/7/11（⽇）


7⽉
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表


公式Twitter
番組情報をお届け♪


世界を魅了したイケメンカッ
プルが帰ってきた︕
⼤ヒット作「2gether」のス
ピンオフ特別編


★7/9（⾦）9:30〜スタート
©GMMTV Company Limited


⺠衆の⼼をつかむ者が、⺠乱
の世を動かす─
豪華俳優の競演による、壮⼤
かつ感涙のヒューマン史劇


★7/10 (⼟) 22 :30〜放送
© 2018 DAEMYUNG CULTURE FACTORY & 
LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.


タイドラマ「Still 2gether」2話連続 韓国映画「王の預⾔書」







5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #21 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #22 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #23


5:55 新作ステーション 〜「僕の中のあいつ」 5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #24 5:55 新作ステーション 〜「僕の中のあいつ」


6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #11 6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #12 6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #13


7:25 新作ステーション 〜「僕の中のあいつ」 7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #24 7:25 新作ステーション 〜「僕の中のあいつ」


7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #61 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #62 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #63


9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #5 9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #6 9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #7


11:00 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #5 11:00 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #6 11:00 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #7


11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #1 11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #2 11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #3


13:30 韓国ドラマ「錐（キリ）」 #10 13:30 韓国ドラマ「錐（キリ）」 #11 13:30 韓国ドラマ「錐（キリ）」 #12


15:30 韓国ドラマ「⼀緒に暮らしませんか︖」 #49 15:30 韓国ドラマ「⼀緒に暮らしませんか︖」 #50 15:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」第1話先⾏放送


17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #7 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #8 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #9


19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


19:30 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #91 19:30 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #93 19:30 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #95


20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


※外国語放送は字幕放送です。 20:45 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #92 20:45 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #94 20:45 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #96


※お役⽴ち情報・お知らせの詳細な時間は番組表をご覧ください。 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


22:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #3 22:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #4 22:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #5


23:30 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #3 23:30 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #4 23:30 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #5


0:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #16 0:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #17 0:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #18


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #3 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #4 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #5


2:30 中国ドラマ「陳情令」 #37 2:30 中国ドラマ「陳情令」 #38 2:30 中国ドラマ「陳情令」 #39


3:25 新作ステーション 〜「僕の中のあいつ」 3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #24 3:25 新作ステーション 〜「僕の中のあいつ」


3:30 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 〜Hyde, Jekyll, Me〜」 #20 3:30 韓国ドラマ「元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜」 #1 3:30 韓国ドラマ「元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜」 #2


5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #24 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #25 5:00 タイドラマ「Still 2gether」2話連続 #3-4 5:00 タイドラマ「TharnType／ターン×タイプ」2話連続 #3-#4


5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #24 5:55 新作ステーション 〜「僕の中のあいつ」 7:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #14 6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #15 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #24 7:25 新作ステーション 〜「僕の中のあいつ」 8:00 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #16 8:00 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #3


7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #1 9:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #4


8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #64 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #65 11:00 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #2 11:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 12:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 11:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #43


9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ２」第1話先⾏放送 9:30 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #1 13:00 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #41 13:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #4 11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #5 14:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #44


13:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #1 13:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #2 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


16:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」（⽇本語吹替カット版） #1 16:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」（⽇本語吹替カット版） #2 15:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #42 15:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #23 17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #24 17:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 16:00 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #28


19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 17:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 18:00 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #29


19:30 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #97 19:30 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #99 18:00 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #26 20:00 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #30


20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:00 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #27 22:00 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #7


20:45 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #98 20:45 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #100 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:55 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:30 韓国映画「僕の中のあいつ」 23:25 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #8


22:00 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」第1話先⾏放送 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ２」第1話先⾏放送 0:50 韓国映画「バトル・オーシャン／海上決戦」 0:20 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #9


0:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #19 0:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #20 2:55 中国映画「バウンティ・ハンターズ」 1:15 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #61


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #6 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #7 4:55 アジアドラマチックTVからのお知らせ 2:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #62


2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #17 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #18 2:45 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #63


3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #24 3:25 新作ステーション 〜「僕の中のあいつ」 3:30 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #64


3:30 韓国ドラマ「元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜」 #3 3:30 韓国ドラマ「元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜」 #4 4:15 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #65


　　　　


2021/7/12（⽉） 2021/7/13（⽕） 2021/7/14（⽔）


2021/7/15（⽊） 2021/7/16（⾦） 2021/7/17（⼟） 2021/7/18（⽇）


7⽉
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表


公式Twitter
番組情報をお届け♪


浪漫ドクターが帰ってきた︕
型破りな天才外科医と若⼿医
師たちの活躍を描くヒューマ
ンメディカルドラマ


★7/15（⽊）9:30〜スタート


©SBS


ジニョン 待望の初主演映
画︕︕ 弱⾍⾼校⽣と強⾯エ
リート社⻑の⼊れ替わりコメ
ディ︕


★7/17（⼟）22:30〜放送


©The Contents On All Rights Reserved


韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ２」
第1話先⾏放送 韓国映画「僕の中のあいつ」







5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #26 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #27 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #28


5:55 新作ステーション 〜「Be With You 〜いま、会いにゆきます」 5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #1 5:55 新作ステーション 〜「Be With You 〜いま、会いにゆきます」


6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #16 6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #17 6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #18


7:25 新作ステーション 〜「Be With You 〜いま、会いにゆきます」 7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #1 7:25 新作ステーション 〜「Be With You 〜いま、会いにゆきます」


7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #66 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #67 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #68


9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #8 9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #9 9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #10


11:00 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #8 11:00 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #9 11:00 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #10


11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #6 11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #7 11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #8


13:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #3 13:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #4 13:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #5


16:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」（⽇本語吹替カット版） #3 16:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」（⽇本語吹替カット版） #4 16:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」（⽇本語吹替カット版） #5


17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #10 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #11 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #12


19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


19:30 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #101 19:30 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #103 19:30 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #105


20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


※外国語放送は字幕放送です。 20:45 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #102 20:45 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #104 20:45 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #106


※お役⽴ち情報・お知らせの詳細な時間は番組表をご覧ください。 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


22:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #6 22:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #7 22:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #8


23:30 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #6 23:30 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #7 23:30 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #8


0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #1 0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #2 0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #3


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #8 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #9 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #10


2:30 中国ドラマ「陳情令」 #40 2:30 中国ドラマ「陳情令」 #41 2:30 中国ドラマ「陳情令」 #42


3:25 新作ステーション 〜「Be With You 〜いま、会いにゆきます」 3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #1 3:25 新作ステーション 〜「Be With You 〜いま、会いにゆきます」


3:30 韓国ドラマ「元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜」 #5 3:30 韓国ドラマ「元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜」 #6 3:30 韓国ドラマ「元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜」 #7


5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #29 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #30 5:00 タイドラマ「Still 2gether」2話連続 #5 22:55 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #1 5:55 新作ステーション 〜「Be With You 〜いま、会いにゆきます」 6:10 中国ドラマ「陳情令」スペシャル編 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #19 6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #20 7:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #1 7:25 新作ステーション 〜「Be With You 〜いま、会いにゆきます」 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 13:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 8:00 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #5 7:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #69 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #70 9:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #6 11:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 11:00 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #7 15:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


9:30 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #2 9:30 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #3 12:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 5:00 タイドラマ「TharnType／ターン×タイプ」2話連続 #5-#6


11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #9 11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #10 13:00 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #43 16:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #3


13:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #6 13:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #7 14:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 18:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #4


16:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」（⽇本語吹替カット版） #6 16:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」（⽇本語吹替カット版） #7 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #5


17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #25 17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #26 15:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #44 11:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #45


19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 17:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #46


19:30 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #107 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #1 17:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 1:15 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #66


20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 18:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #1 2:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #67


20:45 韓国ドラマ「これが⼈⽣︕ケ・セラ・セラ<カット版>」 #108 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #2 20:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #2 2:45 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #68


21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 3:30 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #69


22:00 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #1 22:00 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #2 22:30 韓国映画「Be With You 〜いま、会いにゆきます」 4:15 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #70


0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #4 0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #5 0:55 韓国映画「王の預⾔書」 8:00 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #8


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #11 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #12 2:55 韓国映画「バトル・オーシャン／海上決戦」 9:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #9


2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #19 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #20 22:00 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #10


3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #1 3:25 新作ステーション 〜「Be With You 〜いま、会いにゆきます」 23:25 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #11


3:30 韓国ドラマ「元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜」 #8 3:30 韓国ドラマ「元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜」 #9 0:20 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #12


　　　　


2021/7/19（⽉） 2021/7/20（⽕） 2021/7/21（⽔）


2021/7/22（⽊） 2021/7/23（⾦） 2021/7/24（⼟） 2021/7/25（⽇）


7⽉
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表


公式Twitter
番組情報をお届け♪


⼈気漫画原案︕クラシック⾳
楽の世界が舞台︕⼀流⾳楽ス
タッフが贈るロマンティック
な⻘春ドラマ︕


★7/14  (⽔)15:30〜スタート


©⼆ノ宮知⼦・講談社/ EE-Media Co., Ltd


中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」
第1話先⾏放送 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」


「命(いのち)」をかけて「⽣
命(いのち)」を救うメディカ
ル・ラブロマンスドラマ︕


★7/12（⽉）11:30〜スタート


ⓒ SBS







5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #31 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #32 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #33


5:55 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #1 5:55 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」


6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #21 6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #22 6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #23


7:25 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #1 7:25 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」


7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #71 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #72 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #73


9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #11 9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #12 9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #13


11:00 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #11 11:00 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #12 10:45 韓国ドラマ「イケメンアーチェリー部〜妄想⼥⼦のBL観察記〜」 #1


11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #11 11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #12 11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #13


13:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #8 13:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #9 13:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #10


16:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」（⽇本語吹替カット版） #8 16:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」（⽇本語吹替カット版） #9 16:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」（⽇本語吹替カット版） #10


17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #13 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #14 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEARTキミと、世界の果てまで」 #15


19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #3 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #5 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #7


20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


※外国語放送は字幕放送です。 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #4 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #6 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #8


※お役⽴ち情報・お知らせの詳細な時間は番組表をご覧ください。 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


22:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #9 22:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #10 22:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #11


23:30 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #9 23:30 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #10 23:30 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #11


0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #6 0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #7 0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #8


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #13 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #14 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #15


2:30 中国ドラマ「陳情令」 #43 2:30 中国ドラマ「陳情令」 #44 2:30 中国ドラマ「陳情令」 #45


3:25 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #1 3:25 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」


3:30 韓国ドラマ「元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜」 #10 3:30 韓国ドラマ「元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜」 #11 3:30 韓国ドラマ「元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜」 #12


5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #34 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #35 5:00 韓国映画「Be With You 〜いま、会いにゆきます」


5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #1 5:55 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


6:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル〜朝鮮伝説の科学者〜」 #24 6:00 タイドラマ「2gether」 #1 8:00 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #10


7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #1 7:25 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 9:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #11


7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 11:00 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #12


8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #74 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #75 12:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 13:00 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #45


9:30 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #4 9:30 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #5 14:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #14 11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #15 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


13:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #11 13:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #12 15:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #46


16:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」（⽇本語吹替カット版） #11 16:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」（⽇本語吹替カット版） #12 17:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #27 17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #28 17:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 18:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #6


19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #9 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #11 20:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #7


20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #10 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #12 22:30 韓国映画「⾵⽔師 王の運命を決めた男」


21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 0:50 韓国映画「僕の中のあいつ」


22:00 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #3 22:00 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #4 3:10 韓国映画「アンダードッグ ⼆⼈の男」


0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #9 0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #10


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #16 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #17


2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #21 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #22


3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #1 3:25 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」


3:30 韓国ドラマ「元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜」 #13 3:30 韓国ドラマ「元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜」 #14


2021/7/26（⽉） 2021/7/27（⽕） 2021/7/28（⽔）


2021/7/29（⽊） 2021/7/30（⾦） 2021/7/31（⼟） 2021/8/1（⽇）


7⽉
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表


公式Twitter
番組情報をお届け♪


結婚をせず⼦供だけを産みた
いアラフォー⼥性と、3⼈の
男性のロマンスを描く共感度
抜群ラブコメディ︕


★7/16（⾦）9:30〜 スタート


©STUDIO DRAGON CORPORATION


韓国ドラマ「オー!マイベイビー
〜私のトキメキ授かりロマンス〜」


ジニョン 待望の初主演映
画︕︕ 弱⾍⾼校⽣と強⾯エ
リート社⻑の⼊れ替わりコメ
ディ︕


★7/17（⼟）22:30〜放送


©The Contents On All Rights Reserved


韓国映画「僕の中のあいつ」








時代劇専門チャンネル　2021年7月編成表


スカパー！サービス(ch.292)、スカパー！プレミアムサービス(ch.662)、
スカパー！プレミアムサービス光(ch.662) でご視聴の方は
以下の番組を無料放送でお楽しみいただけます。


・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネル ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて
・生活情報の時間
・おひるの生活情報の時間


・7/4(日)午後2:00～よる7:00の番組 …


・毎週(月)～(金)午後2:00～午後4:00の番組 …


■＜4Kデジタルリマスター版＞の番組は2Kダウンコンバートにて放送いたします。


① <解>のついた作品は、スカパー！サービス(ch.292)、


スカパー！プレミアムサービス(ch.662)、


スカパー！プレミアムサービス光(ch.662)


でご視聴の方は、副音声にて解説放送をお楽しみいただけます。


・7/ 7(水) 午後 2:00 ～ ｢怪談 牡丹燈籠｣


・7/16(金) 午後 2:00 ～ ｢怪談 牡丹燈籠｣


・7/27(火) 午後 2:00 ～ ｢怪談 牡丹燈籠｣


② 【推】は、スカパー！Hybridcastサービス向けオススメ番組です。


…
7/30(金) 深夜3:00 ～ 翌あさ 4:00 (1時間)
放送機器メンテナンスのため、
スカパー！サービス(ch.292)、
スカパー！プレミアムサービス(ch.662)、
及び、スカパー！プレミアムサービス光(ch.662) 停波


編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については梗概をご確認ください。







時代劇専門チャンネル　2021年7月編成表


07/01(木) 07/02(金) 07/03(土) 07/04(日)
4:00 4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】  4:00  新番組スタート！！  4:00  新番組スタート！！


大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 [新] 江戸の渦潮 [新] 精霊の守り人　 終章
#20 #1


主演：加藤剛 #21 主演：小林桂樹 #1
5:00  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!2】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!2】  5:00 主演：綾瀬はるか


斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 江戸の渦潮  5:10
<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> #23 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> 精霊の守り人　 終章


主演：中村吉右衛門 #24 #2
6:00  6:00 【朝だよ！将軍家光忍び旅】  6:00 【朝だよ！将軍家光忍び旅】  6:00 #2


将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 江戸の渦潮  6:20
#19 歴史を訪ねて 日本の城


主演：三田村邦彦 #20 #3 九州・沖縄編
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】


大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 名奉行 遠山の金さん 第6部


#14 #12 ご存知！旗本退屈男　Ⅷ
主演：加藤剛 #15 主演：松方弘樹


8:00  8:00  8:00  新番組スタート！！  8:00
泥棒と若殿 [新] 螢草　菜々の剣 名奉行 遠山の金さん 第6部


#1 主演：北大路欣也
主演：田中邦衛 主演：清原果耶 #13  8:45 生活情報の時間


9:00  9:00  9:00  9:00  9:00【鬼平クラシックス】
闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 名奉行 遠山の金さん 第6部 鬼平犯科帳'69


#3 #8
主演：里見浩太朗 #4 #14 主演：初代 松本白鸚


10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】
新五捕物帳 新五捕物帳 鬼平犯科帳４


【セレクション放送】　#23 【セレクション放送】 剣客商売　辻斬り <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>　#16
主演：杉良太郎 #24 主演：中村吉右衛門


11:00 11:00 11:00 11:00
[終] 名奉行 遠山の金さん 天下の御意見番 罷り通る 剣客商売５


第2部　#23 彦左衛門外記 主演：加藤剛 #8
主演：松方弘樹 主演：三船敏郎 11:45 生活情報の時間 主演：藤田まこと


12:00 12:00　　はやと #6 12:00 12:00 12:00
主演:里見浩太郎(里見浩太朗) はやと　#7 続・三匹が斬る！
12:30おひるの生活情報の時間 12:30　 　調整中 #11 （映画）


【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 主演：高橋英樹 はやぶさ奉行
13:00 13:00  新番組スタート！！ 13:00　　　まっつぐ 13:00


[新] よろずや平四郎活人剣 ～鎌倉河岸捕物控～　#12 続・三匹が斬る！
#1 主演：橘慶太 主演：片岡千恵蔵


主演：中村俊介 13:45 生活情報の時間 #12 13:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて


14:00 14:00 14:00
14:00 14:00 続・三匹が斬る！


お助け信兵衛 喧嘩安兵衛 清水次郎長４
人情子守唄 決闘高田ノ馬場 #13 筑波おろし 義俠の仇討


15:00 15:00 【北大路欣也劇場】


主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 ご存知！旗本退屈男　Ⅸ 主演：西郷輝彦
15:45 生活情報の時間 15:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 15:40


16:00 16:00 16:00 名奉行 遠山の金さん
必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 大陰謀!天下分け目の桜吹雪


#34
主演：藤田まこと #35 主演：松方弘樹


17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 鬼平犯科帳４


#21 主演：北大路欣也 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>　#10
主演：加藤剛 #22 17:45 生活情報の時間 主演：中村吉右衛門


18:00 18:00 18:00 18:00 【池波正太郎劇場】 18:00
吉宗評判記 吉宗評判記 剣客商売５


暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 荒木又右衛門 #3
#19 #20 決闘鍵屋の辻 主演：藤田まこと


19:00 19:00 19:00 19:00
名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部


#16 #17 主演：高橋英樹 清水次郎長１
主演：松方弘樹 19:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 勢揃い清水港


20:00 20:00  新番組スタート！！ 20:00 20:00
[新] 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ チャンネル初放送！


（映画） 主演：西郷輝彦
#1 #2 引っ越し大名！ 20:45 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介


21:00 21:00 【時代劇専門chｵﾘｼﾞﾅﾙﾄﾞﾗﾏ祭り】


主演：三田村邦彦 若さま侍捕物帳　#6 21:00（オリジナルドラマ）
主演：田村正和 出演：星野源 小河ドラマ 織田信長


【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 ／高橋一生／高畑充希
22:00 22:00 22:00　[終] まっつぐ 出演:三宅弘城/松井玲奈/ﾛﾊﾞｰﾄ秋山


よろずや平四郎活人剣 ～鎌倉河岸捕物控～　#13 22:20 22:20
#2 主演：橘慶太


主演：中村俊介 22:45 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介 必殺スペシャル 右門捕物帖
23:00 恐怖の大仕事 （ＴＶ長編）


23:00 23:00 水戸・尾張・紀伊
（映画） 剣客商売スペシャル


いれずみ判官 決闘・高田の馬場 主演：杉良太郎
0:00 主演：藤田まこと  0:00


へそ曲がり新左
主演：鶴田浩二 主演：藤田まこと  0:30


主演：菅原文太
1:00  1:00  1:00 狐のくれた赤ん坊  1:00  新番組スタート！！


必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ [新] びんぼう同心御用帳
#19 #1


主演：藤田まこと #20 主演：古谷一行
2:00  2:00  新番組スタート！！  2:00 主演：田村高廣  2:00


[新] 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳  2:15 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介 びんぼう同心御用帳
#1  2:30


主演：林与一 #3 女ねずみ小僧スペシャル１ #2
3:00  3:00  3:00 いけないことだぞ！  3:00


人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 大江戸マラソン博奕地獄 びんぼう同心御用帳


#2 #4 主演：大地真央 #3
 4:00  4:00  4:00  4:00


【時代劇プレミアム23】


【午後のスペシャルアワー】


【推】


【推】


【推】


編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については梗概をご確認ください。
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4:00


5:00


6:00


7:00


8:00


9:00


10:00


11:00


12:00


13:00


14:00


15:00


16:00


17:00


18:00


19:00


20:00


21:00


22:00


23:00


0:00


1:00


2:00


3:00


07/05(月) 07/06(火) 07/07(水) 07/08(木) 07/09(金) 07/10(土) 07/11(日)
4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】  4:00  4:00


大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 江戸の渦潮 精霊の守り人　 終章


#22 #23 #24 #25 #26 #4 #3
 5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!2】  5:00  5:00  新番組スタート！！  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00


[終] 斬り捨て御免！２ 折鶴 [新] 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 江戸の渦潮  5:10
<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> 山本周五郎･作 ひやめし物語より <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> #1 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> 精霊の守り人　 終章


#25  主演：国広富之 主演：中村吉右衛門 #2 #3 #5
 6:00 【朝だよ！将軍家光忍び旅】  6:00 【朝だよ！将軍家光忍び旅】  6:00  新番組スタート！！  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 #4


将軍家光忍び旅 [終] 将軍家光忍び旅 【朝だよ！新・半七捕物帳】 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 江戸の渦潮  6:20 【北大路欣也劇場】
[新] 新・半七捕物帳 #1


#21 #22 主演：真田広之 #2 #3 #6 ご存知！旗本退屈男　Ⅸ
 7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00


大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 名奉行 遠山の金さん 第6部


#16 #17 #18 #19 #20 #15
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00


螢草　菜々の剣 螢草　菜々の剣 螢草　菜々の剣 螢草　菜々の剣 螢草　菜々の剣 名奉行 遠山の金さん 第6部


主演：北大路欣也
#2 #3 #4 #5 #6 #16


 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00【鬼平クラシックス】
闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 名奉行 遠山の金さん 第6部 鬼平犯科帳'69


#7
#5 #6  9:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて #8 #9 #17 #9


10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】
新五捕物帳 新五捕物帳 新五捕物帳 新五捕物帳 新五捕物帳 鬼平犯科帳４


【セレクション放送】 【セレクション放送】 【セレクション放送】 【セレクション放送】 【セレクション放送】 剣客商売　誘拐 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>
#25 #26 #27 #28 #29 #17


11:00  新番組スタート！！ 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
[新] 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 剣客商売５


第3部　#1 主演：加藤剛
主演：松方弘樹 #2 #3 #4 #5 11:45 生活情報の時間 #9


12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
はやと　#8 はやと　#9 はやと　#10 はやと　#11 はやと　#12 続・三匹が斬る！


12:30　 　調整中 12:30おひるの生活情報の時間 12:30おひるの生活情報の時間 12:30おひるの生活情報の時間 12:30　 　調整中 （映画）
【鬼平クラシックス】 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 #14 いれずみ判官


13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
鬼平犯科帳'69 竜馬がゆく 剣客商売４ よろずや平四郎活人剣 [終] まっつぐ 続・三匹が斬る！


#7 #8 #8 ～鎌倉河岸捕物控～　#13 主演：鶴田浩二
主演：初代 松本白鸚 主演:市川染五郎(現･松本幸四郎) 主演：藤田まこと #2 13:45 生活情報の時間 #15 13:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて


14:00 14:00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 続・三匹が斬る！ 名奉行 遠山の金さん
ひらり又四郎危機一髪！ 騎馬奉行がゆく <解>怪談　牡丹燈籠 江戸の用心棒スペシャル 金山大爆破 #16 江戸は燃えているか!


汝懐妊われ覚えあり 15:00  新番組スタート！！ 加賀百万石の陰謀
【北大路欣也劇場】


[新] 隠密奉行　朝比奈１ #1
主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：林与一 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：北大路欣也 主演：松方弘樹


15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 15:45 生活情報の時間 15:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 15:50 15:45 生活情報の時間
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 隠密奉行　朝比奈１ 16:00


必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ かあちゃん
#2


#36 #37 #38 #39 #40 16:45 生活情報の時間 主演：市原悦子
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00  新番組スタート！！ 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】


大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 [終] 大岡越前 第9部 [新] 大岡越前 第10部 鬼平犯科帳４
#1 剣客商売 御老中暗殺 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>


#23 #24 #25 #26 主演：加藤剛 #11
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00


吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 剣客商売５
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 主演：北大路欣也


#21 #22 #23 #24 #25 #4
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 【ｽﾀｱ大集合!ご存知ﾋｰﾛｰ劇場】 19:00
名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 19:00


（映画） 清水次郎長２
#18 #19 #20 #21 #22 丹下左膳(1953) 風雪流れ旅


20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ


主演：大河内傳次郎 主演：西郷輝彦
#3 #4 #5 #6 #7 20:45 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介 20:45 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介


21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 【時代劇専門chｵﾘｼﾞﾅﾙﾄﾞﾗﾏ祭り】


若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 必殺スペシャル 21:00（オリジナルドラマ）
#7 #8 #9 #10 #11 仕事人大集合 小河ドラマ 龍馬がくる


【華麗なる宝塚歌劇の世界～Season3～】 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 （全４話一挙放送）


22:00 22:00 22:00 22:00 22:00  新番組スタート！！
（舞台） 竜馬がゆく 剣客商売４ よろずや平四郎活人剣 [新] 吉原裏同心 出演：三宅弘城／武田鉄矢


花のいそぎ #9 #9 #1 主演：藤田まこと 22:40もっと小さな小河ドラマ THE劇中劇


主演:市川染五郎(現･松本幸四郎) 主演：藤田まこと #3 主演：小出恵介 『武田鉄矢主演 大型連続時代劇･坂本龍馬』


23:00 23:00
23:00 23:00 23:00 23:00


（映画） 必殺スペシャル 必殺スペシャル 剣客商売スペシャル 御用牙 （映画）
出演：真飛聖 利休 (秘)必殺現代版 仕事人アヘン戦争へ行く 女用心棒 はやぶさ奉行


／ 琴まりえ ほか 主水の子孫が京都に現われた 翔べ！熱気球よ香港へ
※前後解説付き 仕事人VS暴走族
ゲスト：真飛聖 主演：藤田まこと 主演：藤田まこと 主演：藤田まこと 主演：松方弘樹 主演：片岡千恵蔵


主演：三國連太郎  0:45 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介  0:45
 1:00  1:00  1:00  1:00  1:00


必殺仕事人Ⅳ  1:20 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 大奥犯科帳 びんぼう同心御用帳
必殺仕事人Ⅳ


#21 #22 #23 #24 #25 #4
 2:00  2:00  2:00  2:00  2:00


人形佐七捕物帳  2:10 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 主演：星野知子 びんぼう同心御用帳
人形佐七捕物帳  2:30


#5 #7 #9 #11 #13 女ねずみ小僧スペシャル２ #5
 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 ごめんじゃすまない  3:00


人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 美女奪回大博奕！ びんぼう同心御用帳


#6 #8 #10 #12 #14 主演：大地真央 #6
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00


【特選！日替り時代劇】


【午後のスペシャルアワー】


【時代劇プレミアム23】


【特選！日替り時代劇】


【推】


【推】 【推】


【推】


【推】


【推】


編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については梗概をご確認ください。
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13:00


14:00


15:00


16:00


17:00


18:00


19:00


20:00


21:00


22:00


23:00


0:00


1:00


2:00


3:00


07/12(月) 07/13(火) 07/14(水) 07/15(木) 07/16(金) 07/17(土) 07/18(日)
4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】  4:00  4:00


大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 江戸の渦潮 精霊の守り人　 終章


#27 #28 #29 #30 #31 #7
 5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 #5


斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 江戸の渦潮  5:10
<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> 精霊の守り人　 終章


#4 #5 #6 #7 #8 #8
 6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 #6


新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 江戸の渦潮  6:20
歴史を訪ねて 日本の城


#4 #5 #6 #7 #8 #9 関東・甲信越編
 7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  新番組スタート！！


大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 名奉行 遠山の金さん 第6部 【北大路欣也劇場】
[新] 隠密奉行　朝比奈１ #1


#21 #22 #23 #24 #25 #18 主演：北大路欣也
 8:00  8:00  8:00  新番組スタート！！  8:00  8:00  8:00  8:00


[終] 螢草　菜々の剣 国境を越えた男 [新] 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 名奉行 遠山の金さん 第6部 隠密奉行　朝比奈１
#7 #1


 8:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 主演：中村雅俊 主演：田村正和 #2 #3 #19 #2
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00【鬼平クラシックス】
闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 名奉行 遠山の金さん 第6部 鬼平犯科帳'69


#10 #11 #12 #13 #14 #20 #10
10:00 10:00  新番組スタート！！ 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】


[終] 新五捕物帳 [新] 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 鬼平犯科帳４
【セレクション放送】 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 堀部安兵衛 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>


#30 #1 #2 #3 10:45 生活情報の時間 #18
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 [終] 剣客商売５


主演：小澤征悦
#6 #7 #8 #9 #10 #10


12:00 12:00　てなもんや三度笠 12:00　てなもんや三度笠 12:00　てなもんや三度笠 12:00　てなもんや三度笠 12:00 12:00
[終] はやと　#13 第２５０話「深川の脱走」 第２５２話「柳橋の乱戦」 第２５３話「本願寺門前」 第２５４話「花の御殿山」 続・三匹が斬る！


12:30　 　調整中 12:30おひるの生活情報の時間 12:30おひるの生活情報の時間 12:30おひるの生活情報の時間 12:30　 　調整中 （映画）
【鬼平クラシックス】 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 #17 利休


13:00 13:00 13:00 13:00 13:00  新番組スタート！！ 13:00
鬼平犯科帳'69 竜馬がゆく 剣客商売４ よろずや平四郎活人剣 [新] 吉原裏同心 [終] 続・三匹が斬る！


#1
#8 #9 #9 #3 主演：小出恵介 #18


14:00 主演：三國連太郎
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 町奉行日記


お助け信兵衛 喧嘩安兵衛 ひらり又四郎危機一髪！ 騎馬奉行がゆく <解>怪談　牡丹燈籠 14:30
人情子守唄 決闘高田ノ馬場 主演：高橋英樹


15:00 【北大路欣也劇場】 運命峠
隠密奉行　朝比奈１


主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：林与一 #3
15:45 生活情報の時間 15:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 15:50
16:00 16:00 16:00 16:00  新番組スタート！！ 16:00 隠密奉行　朝比奈１


必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ [終] 必殺仕事人Ⅳ [新] 必殺仕切人 必殺仕切人
#1 #4 主演：松平健


#41 #42 #43 主演：京マチ子 #2 16:45 生活情報の時間
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】


大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 鬼平犯科帳４
剣客商売 剣の誓約 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>


#2 #3 #4 #5 #6 #12
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00


吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 剣客商売５
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍　#27 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 主演：北大路欣也


#26 18:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて #28 #29 #30 #5
19:00 19:00 19:00  新番組スタート！！ 19:00 19:00 【ｽﾀｱ大集合!ご存知ﾋｰﾛｰ劇場】 19:00
名奉行 遠山の金さん 第3部 [終] 名奉行 遠山の金さん [新] 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 19:00チャンネル初放送！


第3部 第4部　#1 （映画） 清水次郎長３
#23 #24 主演：松方弘樹 #2 #3 丹下左膳　飛燕居合斬り 男の涙 石松の 后


20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ


主演：中村錦之助 主演：西郷輝彦
#8 #9 #10 #11 #12 20:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 20:45 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介


21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 【時代劇専門chｵﾘｼﾞﾅﾙﾄﾞﾗﾏ祭り】


若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 必殺スペシャル 21:00（オリジナルドラマ）
#12 #13 #14 #15 #16 (秘)必殺現代版 小河ドラマ 徳川☆家康


【華麗なる宝塚歌劇の世界～Season3～】 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 主水の子孫が京都に現われた （全４話一挙放送）


22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 仕事人VS暴走族
（舞台） [終] 竜馬がゆく 剣客商売４ よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心


春麗の淡き光に 主演：藤田まこと 出演：三宅弘城／松平健
―朱天童子異聞― #10 #10 #4 #2 22:45 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介


【～夏の涼～怪奇時代劇】 23:00 ｢小河ドラマ 徳川☆家康｣特別編


出演：朝海ひかる 23:00（オリジナルドラマ） 23:00 23:00 23:00 23:00  新番組スタート！！ ｢大物時代劇俳優 白川新太郎が編集をしてみた｣


／ 舞風りら ほか 小河ドラマ 織田信長 名奉行  遠山の金さん チャンネル初放送！ 剣客商売スペシャル [新] 大江戸もののけ物語 出演:松平健/大水洋介(ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾙ)


※前後解説付き 出演:三宅弘城/松井玲奈/ﾛﾊﾞｰﾄ秋山 江戸城転覆！女忍者の復讐 （映画） 春の嵐 #1 23:40
 0:00 引っ越し大名！ 主演：岡田健史 （映画）


 0:10　 おんなの密書 夢ぞ見し 主演：松方弘樹  0:10 いれずみ判官
 0:30 主演：藤田まこと 大江戸もののけ物語


主演：古谷一行 主演： 岩下志麻 (映画) 北斎 出演：星野源
 1:00  1:00  1:00 ／高橋一生／高畑充希  1:00 #2 主演：鶴田浩二


必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ  1:10 必殺仕事人Ⅳ  1:20  1:20
必殺仕事人Ⅳ 大江戸もののけ物語 びんぼう同心御用帳


#26 #27 #28 #29 #30
 2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 #3 #7


人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳  2:10
 2:30 びんぼう同心御用帳


#15 #17 #19 #21 #23 女ねずみ小僧スペシャル３ #8
 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 狙われたからくり城！  3:00


人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 史上 悪のダイハード [終] びんぼう同心御用帳


#16 #18 #20 #22 #24 主演：大地真央 #9
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00


【特選！日替り時代劇】


【午後のスペシャルアワー】


【時代劇プレミアム23】


【特選！日替り時代劇】


【推】


【推】


【推】


編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については梗概をご確認ください。







時代劇専門チャンネル　2021年7月編成表


4:00


5:00


6:00


7:00


8:00


9:00


10:00


11:00


12:00


13:00


14:00


15:00


16:00


17:00


18:00


19:00


20:00


21:00


22:00


23:00


0:00


1:00


2:00


3:00


07/19(月) 07/20(火) 07/21(水) 7/22(木･祝) 7/23(金･祝) 07/24(土) 07/25(日)
4:00 【朝だよ！大岡越前】  4:00  新番組スタート！！ 4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】  4:00  4:00


[終] 大岡越前 第6部 [新] 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 江戸の渦潮 精霊の守り人　 終章
#1


#32 主演：加藤剛 #2 #3 #4 #10
 5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 #7


斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 江戸の渦潮  5:10
<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> 精霊の守り人　 終章


#9 #10 #11 #12 #13 #11
 6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 #8


新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 江戸の渦潮  6:20
歴史を訪ねて 日本の城


#9 #10 #11 #12 #13 #12 北陸・東海編
 7:00  7:00  新番組スタート！！  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】


[終] 大岡越前 第8部 [新] 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 名奉行 遠山の金さん 第6部 隠密奉行　朝比奈１
#1


#26 主演：加藤剛 #2 #3 #4 #21 #3
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00


若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 名奉行 遠山の金さん 第6部 隠密奉行　朝比奈１


#4 #5 #6 #7 #8 #22 #4
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00【鬼平クラシックス】
闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 [終] 名奉行 遠山の金さん 鬼平犯科帳'69


第6部
#15 #16 #17 #18 #19 #23 #11


10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】
吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 [終] 鬼平犯科帳４


暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 はぐれ狼 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>
#4 #5 #6 #7 #8 #19


11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00  新番組スタート！！
名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 [新] 剣客商売１


主演：中村梅之助
#11 #12 #13 #14 #15 11:45 生活情報の時間 #1


12:00　てなもんや三度笠 12:00　てなもんや三度笠 12:00　てなもんや三度笠 12:00　てなもんや三度笠 12:00　てなもんや三度笠 12:00  新番組スタート！！ 主演：藤田まこと
第２５５話「上野の戦争」 第２５８話「日野の悪玉」 第２５９話「八王子の女侠」 第２６８話「月の鰍沢」 第２６９話「身延の寄進」 [新] 続続・三匹が斬る！


12:30　 　調整中 12:30おひるの生活情報の時間 12:30おひるの生活情報の時間 12:30おひるの生活情報の時間 12:30　 　調整中 12:30
【鬼平クラシックス】 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 #1 チャンネル初放送！


13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 （映画）
鬼平犯科帳'69 [終] 竜馬がゆく 剣客商売４ よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 引っ越し大名！


主演：高橋英樹
#9 #10 #10 #4 #2


14:00 出演：星野源
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 続続・三匹が斬る！ ／高橋一生／高畑充希
江戸の用心棒スペシャル 金山大爆破 お助け信兵衛 喧嘩安兵衛 ひらり又四郎危機一髪！


汝懐妊われ覚えあり 人情子守唄 決闘高田ノ馬場 #2 14:45 生活情報の時間
15:00 【北大路欣也劇場】 15:00


隠密奉行　朝比奈１
主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 #5 名奉行  遠山の金さん


15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 15:45 生活情報の時間 15:50 美女の陰謀！関八州あばれ旅


16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 隠密奉行　朝比奈１
必殺仕切人 必殺仕切人 必殺仕切人 必殺仕切人 必殺仕切人


#7 #6 主演：松方弘樹
#3 #4 #5 #6 16:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 16:45 生活情報の時間


17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 鬼平犯科帳４


剣客商売 鬼熊酒屋 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>
#7 #8 #9 #10 #11 #13


18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 剣客商売５


暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 主演：北大路欣也
#31 #32 #33 #34 #35 #6


19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部


松本清張のかげろう絵図 清水次郎長４
#4 #5 #6 #7 #8 筑波おろし 義俠の仇討


20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ


#15 主演：古谷一行 主演：西郷輝彦
#13 #14 21:00  新番組スタート！！ #16 #17


21:00 21:00 [新] 壬生義士伝 21:00　壬生義士伝 21:00　壬生義士伝 21:00 【時代劇専門chｵﾘｼﾞﾅﾙﾄﾞﾗﾏ祭り】


若さま侍捕物帳 [終] 若さま侍捕物帳 新選組でいちばん強かった男 新選組でいちばん強かった男 新選組でいちばん強かった男 21:00（オリジナルドラマ）
#17 #18 #1　主演：渡辺謙 #2 #3 必殺スペシャル 天才脚本家 梶原金八


【華麗なる宝塚歌劇の世界～Season3～】 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 仕事人アヘン戦争へ行く
22:00 22:00  新番組スタート！！ 22:00 22:00 22:00 翔べ！熱気球よ香港へ 出演：ヨーロッパ企画


（舞台） [新] 陰陽師☆安倍晴明 [終] 剣客商売４ よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 22:20
燃ゆる風 ～王都妖奇譚～　#1 主演：藤田まこと ながさき幕末の女商人


—軍師･竹中半兵衛— 主演：三上博史 #11 #5 #3 大浦お慶
【～夏の涼～怪奇時代劇】


23:00（オリジナルドラマ） 23:00 23:00 23:00 23:00 23:20
小河ドラマ 龍馬がくる スローな武士にしてくれ （映画） 剣客商売スペシャル 大江戸もののけ物語


（全４話一挙放送） ～京都 撮影所ラプソディー～ 丹下左膳(1953) 道場破り #4 大江戸神仙伝
出演：七海ひろき  0:10


／真彩希帆　ほか 出演：三宅弘城／武田鉄矢 [終] 大江戸もののけ物語
※前後解説付き  0:40もっと小さな小河ドラマ THE劇中劇 主演：大河内傳次郎 主演：藤田まこと


ゲスト：七海ひろき 『武田鉄矢主演 大型連続時代劇･坂本龍馬』 主演：内野聖陽  0:45 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介 #5 主演：滝田栄
 1:00  1:00  1:00


 1:10 必殺仕事人Ⅳ  1:10 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ  1:20  1:10
必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ


#31 #32 #33 #34 #35 奉行暗殺始末
 2:00  2:00  新番組ｽﾀｰﾄ!!  2:00  2:00  2:00 松本清張の西海道談綺


人形佐七捕物帳 [新] 戦国炒飯ＴＶ　#1 戦国炒飯ＴＶ　#4 戦国炒飯ＴＶ　#7 戦国炒飯ＴＶ　#10
 2:30  2:30  2:30  2:30


#25 戦国炒飯ＴＶ　#2 戦国炒飯ＴＶ　#5 戦国炒飯ＴＶ　#8 戦国炒飯ＴＶ　#11 主演：林与一
 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00


[終] 人形佐七捕物帳 戦国炒飯ＴＶ　#3 戦国炒飯ＴＶ　#6 戦国炒飯ＴＶ　#9 戦国炒飯ＴＶ　#12
3:30 3:30 3:30 3:30 主演：松平健


#26
 4:00  4:00


【特選！日替り時代劇】


【午後のスペシャルアワー】


【時代劇プレミアム23】


【特選！日替り時代劇】


【推】


【推】


【推】


【推】


【推】


編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については梗概をご確認ください。







時代劇専門チャンネル　2021年7月編成表


4:00


5:00


6:00


7:00


8:00


9:00


10:00


11:00


12:00


13:00


14:00


15:00


16:00


17:00


18:00


19:00


20:00


21:00


22:00


23:00


0:00


1:00


2:00


3:00


07/26(月) 07/27(火) 07/28(水) 07/29(木) 07/30(金) 07/31(土)
4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】  4:00


大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 江戸の渦潮


#5 #6 #7 #8 #9 #13
 5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00


斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 江戸の渦潮
<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>


#14 #15 #16 #17 #18 #14
 6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00  新番組スタート！！  6:00 【朝だよ!闇を斬る!大江戸犯科帳】  6:00 【朝だよ!闇を斬る!大江戸犯科帳】  6:00


新・半七捕物帳 [終] 新・半七捕物帳 【朝だよ!闇を斬る!大江戸犯科帳】 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 江戸の渦潮
[新] 闇を斬る！大江戸犯科帳


#14 #15 #1　　主演：里見浩太朗 #2 #3 #15
 7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  新番組スタート！！


大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 [新] 名奉行 遠山の金さん
第7部　#1


#5 #6 #7 #8 #9 主演：松方弘樹
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00


若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 名奉行 遠山の金さん 第7部


#9 #10 #11 #12 #13 #2
 9:00  9:00  9:00  9:00  新番組スタート！！  9:00  9:00
闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 [終] 闇を斬る！大江戸犯科帳 [新] 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 名奉行 遠山の金さん 第7部


#20 #21 #22 #1 #2 #3
10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】


吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 主演：三田村邦彦 暴れん坊将軍 雲霧仁左衛門


#9 #10 10:45 生活情報の時間 #11
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部


#16 主演：萬屋錦之介
12:00  新番組スタート！！ #17 #18 #19 #20 11:45 生活情報の時間


[新] 隠密剣士 第二部 12:00 隠密剣士 第二部 12:00 隠密剣士 第二部 12:00 隠密剣士 第二部 12:00 隠密剣士 第二部 12:00
忍法甲賀衆 #1 主演:大瀬康一 忍法甲賀衆 #2 忍法甲賀衆 #3 忍法甲賀衆 #4 忍法甲賀衆 #5 続続・三匹が斬る！
12:30　 　調整中 12:30おひるの生活情報の時間 12:30おひるの生活情報の時間 12:30おひるの生活情報の時間 12:30　 　調整中


【鬼平クラシックス】 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 #3
13:00 13:00  新番組スタート！！ 13:00 13:00 13:00 13:00


鬼平犯科帳'69 [新] 陰陽師☆安倍晴明 [終] 剣客商売４ よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 続続・三匹が斬る！
～王都妖奇譚～　#1


#10 主演：三上博史 #11 #5 #3 #4
14:00


14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 続続・三匹が斬る！
騎馬奉行がゆく <解>怪談　牡丹燈籠 江戸の用心棒スペシャル 金山大爆破 喧嘩安兵衛


汝懐妊われ覚えあり 決闘高田ノ馬場 #5
15:00 【北大路欣也劇場】


隠密奉行　朝比奈１
主演：高橋英樹 主演：林与一 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 #7


15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:50
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 隠密奉行　朝比奈１


必殺仕切人 必殺仕切人 必殺仕切人 必殺仕切人 必殺仕切人
#8


#8 #9 #10 #11 #12 16:45 生活情報の時間
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】


大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部
剣客商売　陽炎の男


#12 #13 #14 #15 #16
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00


吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 主演：北大路欣也


#36 #37 #38 #39 #40
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 【特集･沢田研二】アンコール


名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 19:00
（映画）


#9 #10 #11 #12 #13 魔界転生(1981)
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00


将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ [終] 将軍家光忍び旅Ⅱ


#18 #19 #20 #21 #22
21:00　壬生義士伝 21:00　壬生義士伝 21:00　壬生義士伝 21:00　壬生義士伝 21:00　壬生義士伝 出演：千葉真一／沢田研二
新選組でいちばん強かった男 新選組でいちばん強かった男 新選組でいちばん強かった男 新選組でいちばん強かった男 新選組でいちばん強かった男 21:15 てなもんや三度笠


#4 #5 #6 #7 #8 第３０１話「長島の難船」
【華麗なる宝塚歌劇の世界～Season3～】 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 出演:藤田まこと/ザ･タイガース


22:00チャンネル初放送！ 22:00 22:00  新番組スタート！！ 22:00 22:00 22:00
（舞台）白鷺の城 陰陽師☆安倍晴明 [新] 剣客商売５ よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 折鶴


出演：真風涼帆／星風まどか ～王都妖奇譚～ #1 山本周五郎･作 ひやめし物語より


／芹香斗亜／松本悠里 ほか #2 主演：藤田まこと #6 #4  主演：国広富之
※前後解説付き 【～夏の涼～怪奇時代劇】


23:20 23:00（オリジナルドラマ） 23:00  BS･CS初放送！ 23:00 チャンネル初放送！ 23:00 23:00
小河ドラマ 徳川☆家康 （映画） （映画） 剣客商売　辻斬り 怪猫佐賀騒動


右門捕物帖 （全４話一挙放送） 関西ジャニーズJr.の 丹下左膳　飛燕居合斬り
（ＴＶ長編） 京都太秦行進曲！


出演：三宅弘城／松平健 主演：中村錦之助 主演：加藤剛 主演：池玲子
主演：杉良太郎  0:50


 1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 (映画) 北斎
必殺仕事人Ⅳ ｢小河ドラマ 徳川☆家康｣特別編 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ  1:20


｢大物時代劇俳優 白川新太郎が編集をしてみた｣


#36 出演:松平健/大水洋介(ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾙ) #37 #38 #39
 2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 運命峠


戦国炒飯ＴＶ　#13 戦国炒飯ＴＶ　#16 戦国炒飯ＴＶ　#19 戦国炒飯ＴＶ　#22 戦国炒飯ＴＶ　#25
 2:30  2:30  2:30  2:30  2:30


戦国炒飯ＴＶ　#14 戦国炒飯ＴＶ　#17 戦国炒飯ＴＶ　#20 戦国炒飯ＴＶ　#23 [終] 戦国炒飯ＴＶ #26
 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00


戦国炒飯ＴＶ　#15 戦国炒飯ＴＶ　#18 戦国炒飯ＴＶ　#21 戦国炒飯ＴＶ　#24
3:30 3:30 3:30 3:30 主演：松平健


 4:00


【特選！日替り時代劇】


【午後のスペシャルアワー】


【時代劇プレミアム23】


【特選！日替り時代劇】


【推】


【推】


【推】


編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については梗概をご確認ください。








月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
6/28 6/29 6/30 7/1 7/2 7/3 7/4


4: 00 4: 00


4: 30 4: 30


5: 00 5: 00


5: 30 5: 30


6: 00 6: 00


6: 30 6: 30


7: 00 7: 00


7: 30 7: 30


8: 00 8: 00


8: 30 8: 30


9: 00 9: 00


9: 30 9: 30


10: 00 10: 00


10: 30 10: 30


11: 00 11: 00


11: 30 11: 30


12: 00 12: 00


12: 30 12: 30


13: 00 13: 00


13: 30 13: 30


14: 00 14: 00


14: 30 14: 30


15: 00 ミ リ タ リ ーSP 15: 00


15: 30 15: 30


16: 00 16: 00


16: 30 16: 30


17: 00 17: 00


17: 30 17: 30


18: 00 18: 00


18: 30 18: 30


19: 00 19: 00


19: 30 19: 30


20: 00 日曜宇宙シアタ ー 20: 00
☆世界のモ ノ 作り  シ ーズン 16:
卓球台 ほか( 新) ( 字)


20: 30 20: 30


21: 00 21: 00


21: 30 21: 30


22: 00 22: 00


22: 30 22: 30


23: 00 23: 00


23: 30 23: 30


24: 00 ミ リ タ リ ーSP 24: 00


24: 30 24: 30


25: 00 25: 00


25: 30 25: 30


26: 00 26: 00


26: 30 26: 30


27: 00 27: 00


27: 30 27: 30
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モーガン ・ フ リ ーマン
時空の彼方 シーズン 7:
正当化する 心( 二)


起業チャ レ ン ジ！覆面ビ
リ オネア リ タ ーン ズ
シーズン 1:  Ep. 5 副業か
ら 第二のキャ リ アへ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ド リ ームカ ー誕生 S3:  ウルティ
マ・ エボリ ュ ーショ ン ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 12:  ベスト ・ オ
ブ・ USA( 二)


ミ リ タ リ ー・ モータ ーズ
シーズン 7:  希少！装甲車
ジャ ッ カ ル( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 14:  1977年式ポルシェ
924( 二)


Mot or Tr end


★ミ リ タ リ ー・ モータ ー
ズ シーズン 7:  希少！装
甲車ジャ ッ カ ル( 字)


★月へ！米ソ 開発競争の
舞台裏:  ジェ ミ ニ計画／
アポロ 計画( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ド リ ームカ ー誕生 S3:  BMW
M6( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 12:  アルフ ァ ロ メ オ・ アル
フ ァ スッ ド ( 二)


THE NAKED シーズン 6:
コ ロ ン ビ ア コ ウモリ の
洞窟( 二)


★ミ ステリ ー・ ミ ュ ージ
アム ホワイ ト ハウス
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ド リ ームカ ー誕生 S3:  ロ ール
ス・ ロ イ ス ド ーン ( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 12:  ケータ ハ
ム・ セブン ( 二)


世界のモノ 作り  シーズン 16:  手作
り ハン マー ほか( 字)


★タ イ ムワープ　 瞬間の世界:  日
本刀( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★戦火の鉄道大全:  第二
次世界大戦下の鉄道( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 2:  人力飛行機作り
に挑戦( 字)


★舞台裏のスーパーテク ノ ロ ジー
シーズン 10:  Ep. 2 サフ ラ ン ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


怪事件フ ァ イ ル シーズ
ン 2:  謎の人型ミ イ ラ
( 字)


地球叙事詩 宇宙から の
調べ:  後編 人類の時代
( 字)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン 3:  Ep. 1 バハ・ カ リ フ ォ ル
ニア( 字)


人気サバイ バルシリ ーズ一挙放送


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 2:  シボレ ー・ キン
グスウッ ド ( 字)


★シリ ーズ工場見学 シーズン 2:
スケート ボード /除雪機( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 2:  レ ン タ ル用シェ
ルビ ー・ マスタ ン グ
1( 字)


★まさ かの時のサバイ バル:  山で
滑落( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


怪事件フ ァ イ ル シーズ
ン 2:  ボスニアの巨大ピ
ラ ミ ッ ド ( 字)


怪し い伝説 シーズン 10:
やり 残し た実験SP( 二)


★サバイ バルゲーム
シーズン 3:  Ep. 3 アイ ル
ラ ン ド ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★怪事件フ ァ イ ル シーズン
2:  核兵器を 攻撃する UFO？
( 字)


★戦争秘話:  ラ マディ の
戦いと 米陸軍の戦略( 二)


★サバイ バルゲーム
シーズン 3:  Ep. 4 サウス
ダコ タ ( 字)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 2:  レ ン タ ル用
シェ ルビ ー・ マスタ ン グ
2( 字)


★Bi gド リ ームSmal l ハウス シーズ
ン 6:  お洒落モダン ハウス( 二)


★シフ ティ ン グ・ ギア:
キン グオブハマー2( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 12:
フ ォ ード ・ エスコ ート
RS2000( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 2:  フ ォ ード ・ フ ァ
ルコ ン ・ レ ースカ ー( 字)


戦火の鉄道大全:  第二次
世界大戦下の鉄道( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 14:
1977年式ポルシェ 924( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  1969年式オ
ペルGT( 二)


戦闘艦大全 シーズン 2:
不運の船舶( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ド リ ームカ ー誕生 S3:  フ ェ ラ ー
リ ・ カ リ フ ォ ルニアT( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 12:  ロ ーバー
P5B( 二)


★怪事件フ ァ イ ル シー
ズン 2:  日航機UFO遭遇事
件( 字)


サバイ バルゲーム シーズン
3:  Ep. 1 バハ・ カ リ フ ォ ルニ
ア( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 14:
1977年式ポルシェ 924( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 14:
1969年式オペルGT( 二)


★JDM！日本車カ スタ ム i n
US:  ダッ ト サン 510／1989年
式日産パオ( 二)


ディ スカ バリ ーチャ ン ネルのプ ラ イ ムタ イ ム


★ト ッ プ・ エン ジニア:
料理オート メ ーショ ン マ
シン 開発( 字)


DI SCO pr esent s テ ク ノ ロ ジー
アワー
★潜入！世界の巨大建造物:  巨
大建造物の共通項( 字)


☆起業チャ レ ン ジ！覆面ビ リ
オネア リ タ ーン ズ シーズン
1:  Ep. 6 大改革( 新) ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
ロ ーラ イ ダー i n イ ースト LA( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 12:  フ ォ ード ・ エスコ ート
RS2000( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 2:  フ ォ ード ・
フ ァ ルコ ン ・ レ ースカ ー
( 字)


☆ミ ステリ ー・ ミ ュ ー
ジアム ホワイ ト ハウス
( 新) ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 12:
メ ッ サーシュ ミ ッ ト
KR200( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 2:  マスタ ン グ・
フ ァ スト バッ ク ( 字)


兵器革命:  巨大兵器( 二)


ト ッ プ・ エン ジニア:  料
理オート メ ーショ ン マシ
ン 開発( 字)


放送休止


放送休止


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ド リ ームカ ー誕生 S3:  ジャ ガー
XF( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 12:  フ ィ アッ
ト ・ パン ダ4x4( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 2:  マスタ ン
グ・ フ ァ スト バッ ク ( 字)


★兵器革命:  巨大兵器
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★怪事件フ ァ イ ル シー
ズン 2:  ハイ チのゾン ビ
／臓器の記憶( 字)


サバイ バルゲーム シーズン
3:  Ep. 2 米南部・ 大湿地帯
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


怪事件フ ァ イ ル シーズ
ン 2:  海底の巨大UFO( 字)


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン 2:  鉄道( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン 3:  Ep. 2 米南部・ 大湿地帯
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
メ ルセデス・ ベン ツ  i n フ レ ズノ
( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 12:  メ ッ サーシュ ミ ッ ト
KR200( 二)


★怪事件フ ァ イ ル シー
ズン 2:  影人間／太陽の
奇跡( 字)


サバイ バルゲーム シーズン
3:  Ep. 3 アイ ルラ ン ド ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ミ リ タ リ ー・ モータ ーズ
シーズン 7:  M197ダン プ
車( 字)


☆ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～ シーズ
ン 11:  Ep. 5 再発掘への努力
( 新) ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
NHRAレ ーサー i n イ ン ディ アナポ
リ ス( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 12:  シト ロ エン
HYバン ( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 2:  ジープ・ ラ
ン グラ ー( 字)


★兵器革命:  ステルス性
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★怪し い伝説 シーズン
10:  ド ロ ーン の危険性
( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 12:  シト ロ エン
HYバン ( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 2:  ジープ・ ラ ン グ
ラ ー( 字)


兵器革命:  ステルス性
( 二)


JDM！日本車カ スタ ム i n
US:  ダッ ト サン 510／
1989年式日産パオ( 二)


☆ミ リ タ リ ー・ モータ ーズ
シーズン 7:  希少！装甲車
ジャ ッ カ ル( 新) ( 字)


★秘境ハン タ ー:  シベリ
ア 森の中の巨大ク レ ー
タ ー( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 12:
フ ォ ルク スワーゲン ・ コ ラ ー
ド VR6( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 2:  シボレ ー・ フ
リ ート ラ イ ン ( 字)


兵器革命:  防御( 二)


★ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人生
最後の一攫千金～ シーズン
11:  Ep. 5 再発掘への努力
( 二)


★怪事件フ ァ イ ル シー
ズン 2:  ミ ステリ ー総集
編( 字)


サバイ バルゲーム シーズン
3:  Ep. 4 サウスダコ タ ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


☆ベーリ ン グ海のゴ ールド
ラ ッ シュ  シーズン 8:  Ep. 4 金
の亡者たち ( 新) ( 字)


☆THE NAKED シーズン 6:  コ
ロ ン ビ ア コ ウモリ の洞窟
( 新) ( 二)


☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステ リ ー シーズン 3:  ピ サ
の斜塔( 新) ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
コ ーチビ ルダー i n シカ ゴ( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 12:  フ ォ ルク スワーゲン ・
コ ラ ード VR6( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 2:  シボレ ー・
フ リ ート ラ イ ン ( 字)


★兵器革命:  防御( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
マスタ ン グ GT350 i n デト ロ イ ト
( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 12:  ホン ダ
S2000( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 2:  ポン ティ
アッ ク ・ フ ァ イ ヤーバー
ド 1( 字)


★兵器革命:  兵站( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 2:  5台一挙放出
( 字)


★ク リ エイ タ ーと その愉快な仲間
たち :  高橋あず美・ 良波岳・ 宮下
祐介( 日)


☆おあそびマスタ ーズ:
Ep. 52( 新) ( 日)


★怪事件フ ァ イ ル シー
ズン 2:  巨人の谷( 字)


★戦闘艦大全 シーズン
2:  不運の船舶( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン 3:  Ep. 5 アラ スカ ・ ユーコ
ン ( 字)


☆解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  小宇宙の戦
い( 新) ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 12:  ホン ダ
S2000( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 2:  ポン ティ アッ
ク ・ フ ァ イ ヤーバード
1( 字)


兵器革命:  兵站( 二)


世界のモノ 作り  シーズン 16:  卓球
台 ほか( 字)


世界のモノ 作り  シーズン 16:  手作
り ハン マー ほか( 字)


★超能力者は存在する か
( 字)


サバイ バルゲーム シーズン
3:  Ep. 5 アラ スカ ・ ユーコ ン
( 字)


☆ク リ エ イ タ ーと その愉快な仲間
たち :  ゲスト ： 三澤彩奈( 新) ( 日)


☆世界のモ ノ 作り  シ ーズン 16:
手作り ハン マー ほか( 新) ( 字)


★激動 日本の半世紀:
1904-1936年( 二)


☆戦闘艦大全 シーズン 2:
駆逐艦( 新) ( 二)


★ミ リ タ リ ー大百科
シーズン 2:  アメ リ カ 海
兵隊( 二)


★ヒ スト リ ー・ オブ・
ウェ ポン :  スピ ード 勝負
( 字)


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン 2:  巨大航空機( 二)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  ピ
サの斜塔( 字)


★完全マニュ アル:  対爆スーツ の
作り 方( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


世界のモノ 作り  シーズン 16:  卓球
台 ほか( 字)


ミ ステリ ー・ ミ ュ ージア
ム ホワイ ト ハウス( 字)


秘境ハン タ ー:  シベリ ア
森の中の巨大ク レ ータ ー
( 字)


★怪し い伝説 シーズン
10:  ド ロ ーン の危険性
( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 1:  ポル
シェ 924 前編( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 1:  ポル
シェ 924 後編( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 1:  サーブ
900タ ーボ 前編( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ト ッ プギア シーズン
5:  ジャ ガーＳ タ イ プＲ /
ヴォ ク スホール・ モナー
ロ Ｖ Ｘ Ｒ ( 字)


★ト ッ プギア シーズン
5:  フ ェ ラ ーリ ・ エン
ツ ォ ( 字)


★ト ッ プギア シーズン
5:  ラ ン ド ク ルーザー・
ディ スカ バリ ー( 字)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  ピ
サの斜塔( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  小宇宙の戦
い( 二)


★モーガン ・ フ リ ーマン
時空の彼方 シーズン 7:
正当化する 心( 二)


★サバイ バルTOP 5 ～命を 守る 達
人技～:  衝撃サバイ バル術( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


THE NAKED シーズン 6:
コ ロ ン ビ ア コ ウモリ の
洞窟( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  1969年式オ
ペルGT( 二)


★シフ ティ ン グ・ ギア:
キン グオブハマー2( 字)


★JDM！日本車カ スタ ム
i n US:  ダッ ト サン 510／
1989年式日産パオ( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 1:  サーブ
900タ ーボ 後編( 二)


★ワールド ・ ト ッ プ5
シーズン 2:  巨大航空機
( 二)


戦闘艦大全 シーズン 2:
不運の船舶( 二)


★マジッ ク ・ オブ・ サイ エン ス:
空気砲( 字)


激動 日本の半世紀:
1904-1936年( 二)


★地球叙事詩 宇宙から
の調べ:  後編 人類の時
代( 字)


戦争秘話:  ラ マディ の戦
いと 米陸軍の戦略( 二)


★サバイ バルTOP 5 ～命を 守る 達
人技～:  忍耐力( 字)


★起業チャ レ ン ジ！覆面
ビ リ オネア リ タ ーン ズ
シーズン 1:  Ep. 6 大改革
( 二)


月へ！米ソ 開発競争の舞
台裏:  ジェ ミ ニ計画／ア
ポロ 計画( 字)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人生最
後の一攫千金～ シーズン 11:
Ep. 5 再発掘への努力( 二)


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 8:
Ep. 4 金の亡者たち ( 字)


怪し い伝説 シーズン 10:
ド ロ ーン の危険性( 二)


秘境ハン タ ー:  シベリ ア
森の中の巨大ク レ ータ ー
( 字)


★モーガン ・ フ リ ーマン
時空の彼方 シーズン 7:
地球ハッ ク ( 二)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  火星のス
ト ーン ヘン ジ( 二)


★ムーン ・ ウォ ーズ( 字)


★潜入！世界の巨大建造
物:  石油プラ ッ ト フ ォ ー
ム( 字)


★ト ッ プ・ エン ジニア:
料理オート メ ーショ ン マ
シン 開発( 字)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  地球上のエ
イ リ アン ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★完全マニュ アル:  惑星探査機の
作り 方( 字)


戦闘艦大全 シーズン 2:
駆逐艦( 二)


★ミ リ タ リ ー大百科
シーズン 2:  ナチス武装
親衛隊( 二)


★ヒ スト リ ー・ オブ・
ウェ ポン :  破壊力( 字)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11


4: 00 4: 00


4: 30 4: 30


5: 00 5: 00


5: 30 5: 30


6: 00 6: 00


6: 30 6: 30


7: 00 7: 00


7: 30 7: 30


8: 00 8: 00


8: 30 8: 30


9: 00 9: 00


9: 30 9: 30


10: 00 10: 00


10: 30 10: 30


11: 00 11: 00


11: 30 11: 30


12: 00 12: 00


12: 30 12: 30


13: 00 13: 00


13: 30 13: 30


14: 00 14: 00


14: 30 14: 30


15: 00 ミ リ タ リ ーSP 15: 00


15: 30 15: 30


16: 00 16: 00


16: 30 16: 30


17: 00 17: 00


17: 30 17: 30


18: 00 18: 00


18: 30 18: 30


19: 00 19: 00


19: 30 19: 30


20: 00 日曜宇宙シアタ ー 20: 00
☆世界のモ ノ 作り  シ ーズン 16:
ギタ ーピ ッ ク ア ッ プ  ほか
( 新) ( 字)


20: 30 20: 30


21: 00 21: 00


21: 30 21: 30


22: 00 22: 00


22: 30 22: 30


23: 00 23: 00


23: 30 23: 30


24: 00 ミ リ タ リ ーSP 24: 00


24: 30 24: 30


25: 00 25: 00


25: 30 25: 30


26: 00 26: 00


26: 30 26: 30


27: 00 27: 00


27: 30 27: 30
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モーガン ・ フ リ ーマン
時空の彼方 シーズン 7:
地球ハッ ク ( 二)


起業チャ レ ン ジ！覆面ビ
リ オネア リ タ ーン ズ
シーズン 1:  Ep. 6 大改革
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
ロ ーラ イ ダー i n イ ースト LA( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 12:  フ ォ ード ・ エスコ ート
RS2000( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  小宇宙の戦
い( 二)


激動 日本の半世紀:  1904-1936
年( 二)


★JDM！日本車カ スタ ム i n
US:  日産スカ イ ラ イ ン GT-X
エン ジン 交換( 二)


☆ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～ シーズ
ン 11:  Ep. 6 競争勃発
( 新) ( 二)


☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステ リ ー シーズン 3:  OK牧
場の決闘( 新) ( 字)


★シフ ティ ン グ・ ギア:
ト レ ーラ ー・ レ ース
1( 字)


★兵器革命:  機動性( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 2:  フ ォ ード ・
フ ァ ルコ ン ・ レ ースカ ー
( 字)


★舞台裏のスーパーテク ノ ロ ジー
シーズン 10:  Ep. 3 ト イ レ ッ ト ペー
パー( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★怪事件フ ァ イ ル シー
ズン 2:  日航機UFO遭遇事
件( 字)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  小宇宙の戦
い( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン 3:  Ep. 6 ト ラ ン シルバニア
の森( 字)


人気サバイ バルシリ ーズ一挙放送


★シリ ーズ工場見学 シーズン 2:
ド ラ イ ヤー/はし ご車( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★怪事件フ ァ イ ル シー
ズン 2:  ハイ チのゾン ビ
／臓器の記憶( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 12:  ノ ーブル
M12 GTO( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シーズン
2:  ポン ティ アッ ク ・ フ ァ イ
ヤーバード 2( 字)


兵器革命:  機動性( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  1969年式オ
ペルGT( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 14:
1972年式ラ ン チア・ フ ルヴィ
ア( 二)


戦闘艦大全 シーズン 2:
駆逐艦( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
メ ルセデス・ ベン ツ  i n フ レ ズノ
( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 12:  メ ッ サーシュ ミ ッ ト
KR200( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 2:  マスタ ン
グ・ フ ァ スト バッ ク ( 字)


★世にも 奇妙なUFO物語:
ロ ズウェ ル( 字)


サバイ バルゲーム シー
ズン 3:  Ep. 6 ト ラ ン シル
バニアの森( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 14:
1969年式オペルGT( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 14:  1972年式ラ ン チア・ フ
ルヴィ ア( 二)


ディ スカ バリ ーチャ ン ネルのプ ラ イ ムタ イ ム


サバイ バルゲーム シー
ズン 3:  Ep. 8 ベリ ーズの
ジャ ン グル( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ミ リ タ リ ー・ モータ ーズ
シーズン 7:  希少！装甲
車ジャ ッ カ ル( 字)


☆ミ リ タ リ ー・ モータ ーズ
シーズン 7:  ド イ ツ 軍と の絆
Par t 1( 新) ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
スト ッ ク カ ー i n シャ ーロ ッ ト
( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 12:  ノ ーブル M12 GTO( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 2:  ポン ティ
アッ ク ・ フ ァ イ ヤーバー
ド 2( 字)


☆ミ ステリ ー・ ミ ュ ー
ジアム リ ン カ ーン 暗殺
事件( 新) ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 12:  ベスト ・ オ
ブ・ UK( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シーズン
2:  未公開映像SP( 字)


兵器革命:  破壊力( 二)


ミ ステリ ー・ ミ ュ ージア
ム リ ン カ ーン 暗殺事件
( 字)


放送休止


放送休止


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
NHRAレ ーサー i n イ ン ディ アナポ
リ ス( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 12:  シト ロ エン
HYバン ( 二)


★兵器革命:  破壊力( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★世にも 奇妙なUFO物語:
遭遇と 交信( 字)


サバイ バルゲーム シー
ズン 3:  Ep. 7 ト ルコ ・ ア
ナト リ ア高原( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


DI SCO pr esent s テ ク ノ ロ ジー
アワー
☆ゲームチェ ン ジャ ー 未来を
創る 大変革:  太陽光( 新) ( 字)


☆起業チャ レ ン ジ！覆
面ビ リ オネア シーズン
2:  Ep. 1 300万ド ルの賭
け( 新) ( 二)


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン 2:  巨大航空機( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン 3:  Ep. 7 ト ルコ ・ アナト リ
ア高原( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
ラ ッ ト ロ ッ ド  i n レ イ ク タ ホ( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 12:  ベスト ・ オ
ブ・ UK( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 2:  未公開映像
SP( 字)


★怪し い伝説 シーズン
10:  ド ラ イ ビ ン グの真実
( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 13:  フ ォ ード ・
マスタ ン グ5. 0( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シーズン
2:  パン テーラ ( 字)


徹底検証 戦争の未来:
第一話( 二)


JDM！日本車カ スタ ム i n
US:  日産スカ イ ラ イ ン
GT-X エン ジン 交換( 二)


ミ リ タ リ ー・ モータ ーズ
シーズン 7:  ド イ ツ 軍と
の絆 Par t 1( 字)


ムーン ・ ウォ ーズ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
コ ーチビ ルダー i n シカ ゴ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 12:
フ ォ ルク スワーゲン ・ コ ラ ー
ド VR6( 二)


★マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
マッ ド ボッ ギン グ i n ヒ ュ ースト
ン ( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 13:  フ ォ ード ・ マスタ ン グ
5. 0( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 2:  パン テーラ
( 字)


★徹底検証 戦争の未来:
第一話( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★世にも 奇妙なUFO物語:
エイ リ アン ( 字)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 2:  ジープ・ ラ
ン グラ ー( 字)


★まさ かの時のサバイ バル:  火災
現場( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★怪事件フ ァ イ ル シー
ズン 2:  影人間／太陽の
奇跡( 字)


怪し い伝説 シーズン 10:
ド ロ ーン の危険性( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン 3:  Ep. 8 ベリ ーズのジャ ン
グル( 字)


★徹底検証 戦争の未来:
第二話( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★世にも 奇妙なUFO物語:
出現スポッ ト ( 字)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 2:  シボレ ー・ フ
リ ート ラ イ ン ( 字)


★Bi gド リ ームSmal l ハウス シーズ
ン 6:  アラ スカ の自然満喫ロ ッ ジ
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


怪事件フ ァ イ ル シーズ
ン 2:  ミ ステリ ー総集編
( 字)


激動 日本の半世紀:
1904-1936年( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン 3:  Ep. 9 ド ミ ニカ の無人島
( 字)


★マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
EV車の世界( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン 3:  Ep. 10 ヘルズ峡谷( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 13:  ホン ダ・ シビ ッ ク
CVCC( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 2:  フ ォ ード ・
モデルA 2( 字)


THE NAKED シーズン 6:
バミ ュ ーダト ラ イ アン グ
ル 広大な海の試練( 二)


↑


ミ ステリ ー・ ミ ュ ージア
ム リ ン カ ーン 暗殺事件
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
マスタ ン グ GT350 i n デト ロ イ ト
( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 12:  ホン ダ
S2000( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 2:  ポン ティ アッ
ク ・ フ ァ イ ヤーバード
1( 字)


ク リ エイ タ ーと その愉快な仲間た
ち :  ゲスト ： 三澤彩奈( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


超能力者は存在する か
( 字)


サバイ バルゲーム シー
ズン 3:  Ep. 9 ド ミ ニカ の
無人島( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


☆ベーリ ン グ海のゴ ールド
ラ ッ シュ  シーズン 8:  Ep. 5 嵐
到来( 新) ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 13:  メ ルセデ
ス・ ベン ツ 560SL( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シーズン
2:  フ ォ ード ・ モデルA 1( 字)


徹底検証 戦争の未来:
第二話( 二)


☆THE NAKED シーズン
6:  バミ ュ ーダト ラ イ ア
ン グル 広大な海の試練
( 新) ( 二)


★マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
カ スタ ム界の巨匠( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 13:  メ ルセデス・ ベン ツ
560SL( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 2:  フ ォ ード ・
モデルA 1( 字)


世界のモノ 作り  シーズン 16:  ギ
タ ーピ ッ ク アッ プ ほか( 字)


世界のモノ 作り  シーズン 16:  SUP
ボード  ほか( 字)


☆戦闘艦大全 シーズン 2:
海上のスパイ 活動( 新) ( 二)


☆解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  彗星探査機
「 ロ ゼッ タ 」 ( 新) ( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  彗星探査機
「 ロ ゼッ タ 」 ( 二)


モーガン ・ フ リ ーマン
時空の彼方 シーズン 7:
地球ハッ ク ( 二)


サバイ バルTOP 5 ～命を 守る 達人
技～:  忍耐力( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


怪し い伝説 シーズン 10:
ド ラ イ ビ ン グの真実( 二)


★マジッ ク ・ オブ・ サイ エン ス:
テスラ コ イ ル実験( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ト ッ プギア シーズン
5:  アスト ン ・ マーティ
ン ・ ヴァ ン キッ シュ Ｓ /
フ ェ ラ ーリ 575( 字)


★激動 日本の半世紀:  1937-
1945年( 二)


戦闘艦大全 シーズン 2:
駆逐艦( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 13:  ホン ダ・ シ
ビ ッ ク CVCC( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シーズン
2:  フ ォ ード ・ モデルA 2( 字)


徹底検証 戦争の未来:
第三話( 二)


★徹底検証 戦争の未来:
第三話( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★世にも 奇妙なUFO物語:
ピ ラ ミ ッ ド 伝説( 字)


サバイ バルゲーム シー
ズン 3:  Ep. 10 ヘルズ峡
谷( 字)


☆ク リ エ イ タ ーと その愉快な仲間
たち :  ゲスト ： 三澤彩奈・ 小泉文
明( 新) ( 日)


☆世界のモ ノ 作り  シ ーズン 16:
SUPボード  ほか( 新) ( 字)


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン 2:  大型運搬マシン
( 二)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  OK
牧場の決闘( 字)


完全マニュ アル:  惑星探査機の作
り 方( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


世界のモノ 作り  シーズン 16:  ギ
タ ーピ ッ ク アッ プ ほか( 字)


世界のモノ 作り  シーズン 16:  SUP
ボード  ほか( 字)


★タ イ ムワープ　 瞬間の世界:  フ
リ ーラ ン ナー( 字)


怪し い伝説 シーズン 10:
ド ラ イ ビ ン グの真実( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 1:  VW初代
ゴルフ GTI  前編( 二)


★サバイ バルTOP 5 ～命を 守る 達
人技～:  自然の恵み( 字)


起業チャ レ ン ジ！覆面ビ
リ オネア シーズン 2:
Ep. 1 300万ド ルの賭け
( 二)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～
シーズン 11:  Ep. 6 競争
勃発( 二)


ミ ステリ ー・ ミ ュ ージア
ム リ ン カ ーン 暗殺事件
( 字)


世界のモノ 作り  シーズン 16:  ギ
タ ーピ ッ ク アッ プ ほか( 字)


世界のモノ 作り  シーズン 16:  SUP
ボード  ほか( 字)


★ト ッ プギア シーズン
5:  ワン ボッ ク スカ ー・
レ ース選手権( 字)


★ト ッ プギア シーズン
5:  フ ォ ルク スワーゲ
ン ・ ゴルフ Ｇ Ｔ Ｉ ( 字)


ミ リ タ リ ー・ モータ ーズ
シーズン 7:  ド イ ツ 軍と の絆
Par t 1( 字)


Mot or Tr end


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  OK
牧場の決闘( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日) イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 14:
1972年式ラ ン チア・ フ ルヴィ
ア( 二)


シフ ティ ン グ・ ギア:  ト
レ ーラ ー・ レ ース1( 字)


JDM！日本車カ スタ ム i n
US:  日産スカ イ ラ イ ン
GT-X エン ジン 交換( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 14:
1969年式オペルGT( 二)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  火星のスト ーン
ヘン ジ( 二)


戦闘艦大全 シーズン 2:  駆逐
艦( 二)


ミ リ タ リ ー大百科 シー
ズン 2:  ナチス武装親衛
隊( 二)


ヒ スト リ ー・ オブ・ ウェ ポ
ン :  破壊力( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 1:  VW初代
ゴルフ GTI  後編( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 1:  初代ミ
ニ 前編( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 1:  初代ミ
ニ 後編( 二)


★ワールド ・ ト ッ プ5
シーズン 2:  大型運搬マ
シン ( 二)


怪し い伝説 シーズン 10:
ド ラ イ ビ ン グの真実( 二)


戦闘艦大全 シーズン 2:
海上のスパイ 活動( 二)


★ヒ スト リ ー・ オブ・
ウェ ポン :  海戦( 字)


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 8:
Ep. 5 嵐到来( 字)


★宇宙の解体新書:  ブ
ラ ッ ク ホールの秘密( 二)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  CI Aの秘密復
讐計画( 二)


★月面探査レ ース： イ ン
ド の挑戦( 字)


★完全マニュ アル:  オク ト コ プ
タ ーの作り 方( 字)


戦闘艦大全 シーズン 2:
海上のスパイ 活動( 二)


★ミ リ タ リ ー大百科
シーズン 2:  アメ リ カ 空
挺部隊( 二)


激動 日本の半世紀:
1937-1945年( 二)


★潜入！世界の巨大建造
物:  巨大建造物の共通項
( 字)


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン 2:  大型運搬マシン
( 二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18


4: 00 4: 00


4: 30 4: 30


5: 00 5: 00


5: 30 5: 30


6: 00 6: 00


6: 30 6: 30


7: 00 7: 00


7: 30 7: 30


8: 00 8: 00


8: 30 8: 30


9: 00 9: 00


9: 30 9: 30


10: 00 10: 00


10: 30 10: 30


11: 00 11: 00


11: 30 11: 30


12: 00 12: 00


12: 30 12: 30


13: 00 13: 00


13: 30 13: 30


14: 00 14: 00


14: 30 14: 30


15: 00 ミ リ タ リ ーSP 15: 00


15: 30 15: 30


16: 00 16: 00


16: 30 16: 30


17: 00 17: 00


17: 30 17: 30


18: 00 18: 00


18: 30 18: 30


19: 00 19: 00


19: 30 19: 30


20: 00 日曜宇宙シアタ ー 20: 00
☆世界のモノ 作り  シーズン 16:
金属用3Dプリ ン タ ー ほか
( 新) ( 字)


20: 30 20: 30


21: 00 21: 00


21: 30 21: 30


22: 00 22: 00


22: 30 22: 30


23: 00 23: 00


23: 30 23: 30


24: 00 ミ リ タ リ ーSP 24: 00


24: 30 24: 30


25: 00 25: 00


25: 30 25: 30


26: 00 26: 00


26: 30 26: 30


27: 00 27: 00


27: 30 27: 30


Di scover y Channel
2021年07月編成表


宇宙の解体新書:  ブラ ッ
ク ホールの秘密( 二)


ベーリ ング海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン8:
Ep. 5 嵐到来( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
スト ッ ク カ ー i n シャ ーロッ ト
( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン12:  ノ ーブル
M12 GTO( 二)


解明・ 宇宙の仕組み シーズ
ン9:  彗星探査機「 ロゼッ
タ 」 ( 二)


激動 日本の半世紀:  1937-1945
年( 二)


★JDM！日本車カ スタ ム
i n US:  1972年式日産ス
カ イ ラ イ ンGT-R( 二)


☆ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～ シーズ
ン 11:  Ep. 7 リ ッ ク の第六感
( 新) ( 二)


☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  バベ
ルの塔( 新) ( 字)


★シフ ティ ング・ ギア:
ト レーラ ー・ レース
2( 字)


★徹底検証 戦争の未来:
第四話( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン2:  ポンティ アッ
ク ・ フ ァ イ ヤーバード
2( 字)


★舞台裏のスーパーテク ノ ロジー
シーズン10:  Ep. 4 イ ンスリ ン( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


世にも 奇妙なUFO物語:
ロズウェ ル( 字)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン9:  彗星探査機
「 ロゼッ タ 」 ( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン3:  Ep. 11 サバイ バル術１
( 字)


人気サバイ バルシリ ーズ一挙放送


★シリ ーズ工場見学 シーズン2:
雑誌の印刷/Ｌ Ｅ Ｄ スク リ ーン( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


世にも 奇妙なUFO物語:
遭遇と 交信( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  ラ ンド ロー
バー・ シリ ーズI I A( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン2:  シボレー・ カ マ
ロSS 1( 字)


徹底検証 戦争の未来:
第四話( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン14:  1972年式ラ ンチア・
フ ルヴィ ア( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン14:  1972年式 日産・ 510
型系ダッ ト サン( 二)


戦闘艦大全 シーズン2:
海上のスパイ 活動( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
ラ ッ ト ロッ ド  i n レイ ク タ ホ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン12:  ベスト ・ オ
ブ・ UK( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン2:  未公開映像
SP( 字)


★世にも 奇妙なUFO物語:  吸
血エイ リ アン( 字)


サバイ バルゲーム シー
ズン3:  Ep. 11 サバイ バ
ル術１ ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン14:  1972年式ラ ンチア・
フ ルヴィ ア( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン14:
1972年式 日産・ 510型系ダッ ト
サン( 二)


ディ スカ バリ ーチャ ン ネルのプラ イ ムタ イ ム


サバイ バルゲーム シー
ズン4:  Ep. 1 アラ バマ
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ミ リ タ リ ー・ モータ ーズ
シーズン7:  ド イ ツ軍と
の絆 Par t 1( 字)


☆ミ リ タ リ ー・ モータ ーズ
シーズン 7:  ド イ ツ 軍と の絆
Par t 2( 新) ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
古き 良き イ ギリ ス車( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  ラ ンド ローバー・ シ
リ ーズI I A( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン2:  シボレー・
カ マロSS 1( 字)


☆ミ ステリ ー・ ミ ュ ー
ジアム アルカ ト ラ ズ
( 新) ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  ボルボ
PV544( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン2:  シボレー・ カ マ
ロSS 2( 字)


戦場の真実:  フ ァ ルー
ジャ の戦闘( 二)


ミ ステリ ー・ ミ ュ ージア
ム アルカ ト ラ ズ( 字)


ゲームチェ ンジャ ー 未
来を創る大変革:  電気
( 字)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン3:  CI Aの秘密復讐計
画( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
マッ ド ボッ ギング i n ヒ ュ ースト
ン( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  フ ォ ード ・
マスタ ング5. 0( 二)


★戦場の真実:  フ ァ ルー
ジャ の戦闘( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ミ ッ シング～迷宮事件の
謎～:  消えたマレーシア航
空370便( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン3:  Ep. 12 サバイ バ
ル術2( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


DI SCO pr esent s テク ノ ロ ジー
アワー
☆ゲームチェ ン ジャ ー 未来を
創る 大変革:  電気( 新) ( 字)


☆起業チャ レ ン ジ！覆
面ビ リ オネア シーズン
2:  Ep. 2 アイ ディ アの
ピ ッ チ( 新) ( 二)


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン2:  大型運搬マシン
( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン3:  Ep. 12 サバイ バル術
2( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
ク ラ シッ ク カ ーの救世主( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  ボルボ
PV544( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン2:  シボレー・
カ マロSS 2( 字)


★怪し い伝説 シーズン
10:  マシンガンの罠( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  シボレー
LUV( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン2:  パイ ク スピーク
参戦 1( 字)


戦場の真実:  ベト ナム・
フ エ攻防戦( 二)


JDM！日本車カ スタ ム i n
US:  1972年式日産スカ イ
ラ イ ンGT-R( 二)


ミ リ タ リ ー・ モータ ーズ
シーズン7:  ド イ ツ軍と
の絆 Par t 2( 字)


月面探査レース： イ ンド
の挑戦( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
カ スタ ム界の巨匠( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  メ ルセデ
ス・ ベンツ560SL( 二)


★ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  1958年式BMWイ セッ タ
300( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  シボレー
LUV( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン2:  パイ ク ス
ピーク 参戦 1( 字)


★戦場の真実:  ベト ナ
ム・ フ エ攻防戦( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ミ ッ シング～迷宮事件の
謎～:  アト ラ ンティ ス消失
( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン2:  パンテーラ ( 字)


★まさ かの時のサバイ バル:  有毒
ガス発生( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


世にも 奇妙なUFO物語:
エイ リ アン( 字)


怪し い伝説 シーズン10:
ド ラ イ ビングの真実( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン4:  Ep. 1 アラ バマ( 字)


★戦場の真実:  ベト ナ
ム・ ケサンの戦い( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ミ ッ シング～迷宮事件の
謎～:  砂漠の幽霊船( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン2:  フ ォ ード ・ モデ
ルA 1( 字)


★Bi gド リ ームSmal l ハウス シーズ
ン6:  豪華ハウスボート ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


世にも 奇妙なUFO物語:
出現スポッ ト ( 字)


激動 日本の半世紀:
1937-1945年( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン4:  Ep. 2 北極圏( 字)


★ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  1958年式サーブ
GT750( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン4:  Ep. 3 ベト ナム( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  シボレー・ コ ルベッ
ト C3( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン3:  フ ォ ルク ス
ワーゲン・ マイ ク ロバス
( 字)


THE NAKED シーズン6:
コ ロンビア 危険な恋愛
要素( 二)


↑


ミ ステリ ー・ ミ ュ ージア
ム アルカ ト ラ ズ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
EV車の世界( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  ホンダ・ シ
ビッ ク CVCC( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン2:  フ ォ ード ・ モデ
ルA 2( 字)


ク リ エイ タ ーと その愉快な仲間た
ち:  ゲスト ： 三澤彩奈・ 小泉文明
( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


世にも 奇妙なUFO物語:
ピラ ミ ッ ド 伝説( 字)


サバイ バルゲーム シー
ズン4:  Ep. 2 北極圏( 字)


☆明日への扉( 新) ( 日)


☆ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 8:  Ep. 6
たゆまぬ努力( 新) ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  シボレー・
コ ルベア( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン2:  パイ ク スピーク
参戦 2( 字)


戦場の真実:  ベト ナム・
ケサンの戦い( 二)


☆THE NAKED シーズン
6:  コ ロ ン ビ ア 危険な
恋愛要素( 新) ( 二)


★ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  1921年式スタ ッ ツ・ エ
アキャ ッ ト ( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  シボレー・
コ ルベア( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン2:  パイ ク ス
ピーク 参戦 2( 字)


世界のモノ 作り  シーズン16:  金属
用3Dプリ ンタ ー ほか( 字)


世界のモノ 作り  シーズン16:  圧縮
バネ ほか( 字)


☆戦闘艦大全 シーズン
2:  ガリ オン 船と 私掠船
( 新) ( 二)


☆解明・ 宇宙の仕組み シー
ズン 9:  モン スタ ーブラ ッ ク
ホールの誕生( 新) ( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン9:  モンスタ ー
ブラ ッ ク ホールの誕生
( 二)


宇宙の解体新書:  ブラ ッ
ク ホールの秘密( 二)


サバイ バルTOP 5 ～命を守る達人
技～:  自然の恵み( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


怪し い伝説 シーズン10:
マシンガンの罠( 二)


★マジッ ク ・ オブ・ サイ エンス:
バンパイ アは存在するのか( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ト ッ プギア シーズン5:
三菱・ ラ ンサー EVO8 対 ラ
ンボルギーニ・ ムルシエラ
ゴ( 字)


☆潜入！ロ シア軍のす
べて:  軍艦コ ルベッ ト
( 新) ( 二)


戦闘艦大全 シーズン2:
海上のスパイ 活動( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  シボレー・
コ ルベッ ト C3( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン3:  フ ォ ルク スワー
ゲン・ マイ ク ロバス( 字)


戦場の真実:  カ ンダハル
の戦い( 二)


★戦場の真実:  カ ンダハ
ルの戦い( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ミ ッ シング～迷宮事件の
謎～:  消えた黄金郷( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン4:  Ep. 3 ベト ナム
( 字)


☆ク リ エイ タ ーと その愉快な仲間
たち :  ゲスト ： 三澤彩奈
vol . 2( 新) ( 日)


☆世界のモノ 作り  シーズン 16:
圧縮バネ ほか( 新) ( 字)


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン2:  モンスタ ート
ラ ッ ク ( 二)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン3:  バ
ベルの塔( 字)


完全マニュ アル:  オク ト コ プタ ー
の作り 方( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


世界のモノ 作り  シーズン16:  金属
用3Dプリ ンタ ー ほか( 字)


世界のモノ 作り  シーズン16:  圧縮
バネ ほか( 字)


★タ イ ムワープ　 瞬間の世界:  打
上げ花火( 字)


怪し い伝説 シーズン10:
マシンガンの罠( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン1:  メ ルセ
デス・ ベンツW123 前編( 二)


★サバイ バルTOP 5 ～命を守る達
人技～:  危機一髪( 字)


起業チャ レンジ！覆面ビ
リ オネア シーズン2:
Ep. 2 アイ ディ アのピッ
チ( 二)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人生
最後の一攫千金～ シーズン
11:  Ep. 7 リ ッ ク の第六感
( 二)


ミ ステリ ー・ ミ ュ ージア
ム アルカ ト ラ ズ( 字)


世界のモノ 作り  シーズン16:  金属
用3Dプリ ンタ ー ほか( 字)


世界のモノ 作り  シーズン16:  圧縮
バネ ほか( 字)


★ト ッ プギア シーズン
5:  フ ェ ラ ーリ ・ 612 ス
カ リ エッ ティ ( 字)


★ト ッ プギア シーズン
5:  Ｂ ＭＷ・ １ シリ ーズ/
メ ルセデス・ Ｇ 55 Ａ Ｍ
Ｇ ( 字)


ミ リ タ リ ー・ モータ ーズ
シーズン7:  ド イ ツ軍と の絆
Par t 2( 字)


Mot or Tr end


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン3:  バ
ベルの塔( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン14:  1972年式 日産・ 510
型系ダッ ト サン( 二)


シフ ティ ング・ ギア:  ト
レーラ ー・ レース2( 字)


JDM！日本車カ スタ ム i n
US:  1972年式日産スカ イ
ラ イ ンGT-R( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン14:  1972年式ラ ンチア・
フ ルヴィ ア( 二)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン3:  CI Aの秘密復讐計
画( 二)


戦闘艦大全 シーズン2:  海
上のスパイ 活動( 二)


ミ リ タ リ ー大百科 シー
ズン2:  アメ リ カ 空挺部
隊( 二)


ヒ スト リ ー・ オブ・ ウェ
ポン:  海戦( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン1:  メ ルセ
デス・ ベンツW123 後編( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン1:  フ ォ ー
ド ・ カ プリ  前編( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン1:  フ ォ ー
ド ・ カ プリ  後編( 二)


★ワールド ・ ト ッ プ5
シーズン2:  モンスタ ー
ト ラ ッ ク ( 二)


怪し い伝説 シーズン10:
マシンガンの罠( 二)


戦闘艦大全 シーズン2:
ガリ オン船と 私掠船( 二)


★ヒ スト リ ー・ オブ・
ウェ ポン:  奇襲攻撃( 字)


ベーリ ング海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン8:
Ep. 6 たゆまぬ努力( 字)


★宇宙の解体新書:  太陽
の内部( 二)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン3:  月の奇妙な
秘密( 二)


★イ スラ エル 月面着陸
への挑戦( 字)


★完全マニュ アル:  宇宙服の作り
方( 字)


戦闘艦大全 シーズン2:
ガリ オン船と 私掠船( 二)


★ミ リ タ リ ー大百科
シーズン2:  アメ リ カ 陸
軍レンジャ ー( 二)


潜入！ロシア軍のすべ
て:  軍艦コ ルベッ ト ( 二)


ゲームチェ ンジャ ー 未
来を創る大変革:  太陽光
( 字)


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン2:  モンスタ ート
ラ ッ ク ( 二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25


4: 00 4: 00


4: 30 4: 30


5: 00 5: 00


5: 30 5: 30


6: 00 6: 00


6: 30 6: 30


7: 00 7: 00


7: 30 7: 30


8: 00 8: 00


8: 30 8: 30


9: 00 9: 00


9: 30 9: 30


10: 00 10: 00


10: 30 10: 30


11: 00 11: 00


11: 30 11: 30


12: 00 12: 00


12: 30 12: 30


13: 00 13: 00


13: 30 13: 30


14: 00 14: 00


14: 30 14: 30


15: 00 ミ リ タ リ ーSP 15: 00


15: 30 15: 30


16: 00 16: 00


16: 30 16: 30


17: 00 17: 00


17: 30 17: 30


18: 00 18: 00


18: 30 18: 30


19: 00 19: 00


19: 30 19: 30


20: 00 日曜宇宙シアタ ー 20: 00
☆世界のモノ 作り  シーズン 16:
フ ェ ン シン グ用マスク  ほか
( 新) ( 字)


20: 30 20: 30


21: 00 21: 00


21: 30 21: 30


22: 00 22: 00


22: 30 22: 30


23: 00 23: 00


23: 30 23: 30


24: 00 ミ リ タ リ ーSP 24: 00


24: 30 24: 30


25: 00 25: 00


25: 30 25: 30


26: 00 26: 00


26: 30 26: 30


27: 00 27: 00


27: 30 27: 30


Di scover y Channel
2021年07月編成表


宇宙の解体新書:  太陽の
内部( 二)


ベーリ ング海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン8:
Ep. 6 たゆまぬ努力( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
古き 良き イ ギリ ス車( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  ラ ンド ローバー・ シ
リ ーズI I A( 二)


ディ ーゼル・ ブラ ザーズ:
大会用究極ディ ーゼルト
ラ ッ ク ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン14:  1972年
式 日産・ 510型系ダッ ト サン( 二)


Mot or Tr end


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  大会用究極ディ ーゼ
ルト ラ ッ ク ( 字)


イ スラ エル 月面着陸へ
の挑戦( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  1921年式スタ ッ ツ・ エ
アキャ ッ ト ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  シボレー・
コ ルベア( 二)


THE NAKED シーズン6:
バハマ サメ の大群( 二)


ミ ステリ ー・ ミ ュ ージア
ム リ ンド バーグ愛児誘
拐事件( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  1958年式サーブ
GT750( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  シボレー・
コ ルベッ ト C3( 二)


世界のモノ 作り  シーズン16:  角製
品 ほか( 字)


★タ イ ムワープ　 瞬間の世界:  ム
チの威力( 字)


明日への扉( 日)


★戦場の真実:  バグダッ
ド 侵攻( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン2:  シボレー・ カ マ
ロSS 1( 字)


★舞台裏のスーパーテク ノ ロジー
シーズン10:  Ep. 5 ディ ーゼル機関
車( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


世にも 奇妙なUFO物語:
吸血エイ リ アン( 字)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン9:  モンスタ ー
ブラ ッ ク ホールの誕生
( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン4:  Ep. 4 テキサスの砂漠
( 字)


人気サバイ バルシリ ーズ一挙放送


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン2:  シボレー・ カ マ
ロSS 2( 字)


★シリ ーズ工場見学 シーズン2:
繊維ガラ ス/電動歯ブラ シ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン2:  パイ ク スピーク
参戦 1( 字)


★まさ かの時のサバイ バル:  強盗
の襲撃( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ミ ッ シング～迷宮事件の
謎～:  アト ラ ンティ ス消
失( 二)


怪し い伝説 シーズン10:
マシンガンの罠( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン4:  Ep. 6 撮影秘話1( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ミ ッ シング～迷宮事件の
謎～:  砂漠の幽霊船( 二)


潜入！ロシア軍のすべ
て:  軍艦コ ルベッ ト ( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン4:  Ep. 7 太平洋の無人島
( 字)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン2:  パイ ク スピーク
参戦 2( 字)


マジッ ク ・ オブ・ サイ エンス:  バ
ンパイ アは存在するのか( 字)


★シフ ティ ング・ ギア:
レース開幕( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  振り 返り ス
ペシャ ル( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン3:  ク ールなイ ンパ
ラ ( 字)


戦場の真実:  バグダッ ド
侵攻( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン14:  1972年式 日産・ 510
型系ダッ ト サン( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン14:  2004年式 ミ ニ・ ク ー
パーS MC40( 二)


戦闘艦大全 シーズン2:
ガリ オン船と 私掠船( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


マイ ク の深掘り ク ルマワールド :
ク ラ シッ ク カ ーの救世主( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  ボルボ
PV544( 二)


★ミ ッ シング～迷宮事件の
謎～:  バミ ュ ーダト ラ イ ア
ングル( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン4:  Ep. 4 テキサスの
砂漠( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン14:  1972年式 日産・ 510
型系ダッ ト サン( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン14:  2004年式 ミ ニ・ ク ー
パーS MC40( 二)


☆カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  1966年式コ
ルベッ ト ( 新) ( 二)


ディ スカ バリ ーチャ ン ネルのプラ イ ムタ イ ム


★ト ッ プ・ エンジニア:
暴走車を止めるシステム
開発( 字)


DI SCO pr esent s テク ノ ロ ジー
アワー
☆ゲームチェ ン ジャ ー 未来を
創る 大変革:  宇宙( 新) ( 字)


☆起業チャ レ ン ジ！覆面ビ リ
オネア シーズン 2:  Ep. 3 再起
までの道のり ( 新) ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  フ ォ ード G40対フ ェ
ラ ーリ ( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  振り 返り ス
ペシャ ル( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン3:  ク ールなイ
ンパラ ( 字)


☆ミ ステリ ー・ ミ ュ ー
ジアム リ ン ド バーグ愛
児誘拐事件( 新) ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  サンビー
ム・ アルパイ ン( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン3:  シボレーC10パー
ト 1( 字)


戦場の真実:  レイ テ沖海
戦( 二)


ト ッ プ・ エンジニア:  暴
走車を止めるシステム開
発( 字)


ゲームチェ ンジャ ー 未
来を創る大変革:  宇宙
( 字)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン3:  月の奇妙な秘密
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  1958年式BMWイ セッ タ
300( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  シボレー
LUV( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン3:  シボレーC10
パート 1( 字)


★戦場の真実:  レイ テ沖
海戦( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ミ ッ シング～迷宮事件の
謎～:  ロアノ ーク 植民地
( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン4:  Ep. 5 アラ スカ ・
チュ ガッ チ山地( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ミ ッ シング～迷宮事件の謎
～:  消えたマレーシア航空
370便( 二)


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン2:  モンスタ ート
ラ ッ ク ( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン4:  Ep. 5 アラ スカ ・ チュ
ガッ チ山地( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  スタ ンゲリ ーニ( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  サンビーム・ アルパ
イ ン( 二)


★ミ ッ シング～迷宮事件の
謎～:  アルカ ト ラ ズ脱走犯
( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン4:  Ep. 6 撮影秘話
1( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ミ リ タ リ ー・ モータ ーズ
シーズン7:  ド イ ツ軍と
の絆 Par t 2( 字)


☆ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～ シーズ
ン 11:  Ep. 8 過去から の贈り
物( 新) ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  フ ォ ルク スワーゲン・
カ ルマンギア( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  1992年式ハンヴィ ー
( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン3:  シボレーC10
パート 2( 字)


★戦場の真実:  ミ ッ ド
ウェ ー海戦( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★怪し い伝説 シーズン
10:  ダク ト テープ再び
( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  1992年式ハ
ンヴィ ー( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン3:  シボレーC10パー
ト 2( 字)


戦場の真実:  ミ ッ ド
ウェ ー海戦( 二)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン7:  1966年式コ
ルベッ ト ( 二)


★ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  大会用究極ディ ーゼ
ルト ラ ッ ク ( 字)


★秘境ハンタ ー:  エチオ
ピア 砂漠の幾何学模様
( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  メ ルセデ
ス・ ベンツ500SEC( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン3:  ピンク のキャ デ
ラ ッ ク  1( 字)


戦場の真実:  沖縄戦( 二)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人生
最後の一攫千金～ シーズン
11:  Ep. 8 過去から の贈り 物
( 二)


★ミ ッ シング～迷宮事件の
謎～:  エールフ ラ ンス447便
( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン4:  Ep. 7 太平洋の無
人島( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


☆ベーリ ン グ海のゴー
ルド ラ ッ シュ  シーズン
8:  Ep. 7 一攫千金の代
償( 新) ( 字)


☆THE NAKED シーズン
6:  バハマ サメ の大群
( 新) ( 二)


☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  ト ロ
イ の考古遺跡( 新) ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  アルフ ァ ロメ オ
6C2500( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  メ ルセデス・ ベンツ
500SEC( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン3:  ピンク の
キャ デラ ッ ク  1( 字)


★戦場の真実:  沖縄戦
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  1920年式リ ヴィ ア・
デュ ーセンバーグ( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  マセラ ティ ・ ビト ゥ
ルボ( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン3:  ピンク の
キャ デラ ッ ク  2( 字)


★戦場の真実:  長津湖の
戦い( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン3:  フ ォ ルク スワー
ゲン・ マイ ク ロバス( 字)


ク リ エイ タ ーと その愉快な仲間た
ち:  ゲスト ： 三澤彩奈 vol . 2( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ミ ッ シング～迷宮事件の
謎～:  消えた黄金郷( 二)


戦闘艦大全 シーズン2:
ガリ オン船と 私掠船( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン4:  Ep. 8 モンタ ナ( 字)


☆解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  太陽の秘密
( 新) ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  マセラ
ティ ・ ビト ゥ ルボ( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン3:  ピンク のキャ デ
ラ ッ ク  2( 字)


戦場の真実:  長津湖の戦
い( 二)


世界のモノ 作り  シーズン16:  フ ェ
ンシング用マスク  ほか( 字)


世界のモノ 作り  シーズン16:  角製
品 ほか( 字)


★発明家テスラ ： 謎の死と
殺人光線SP( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン4:  Ep. 8 モンタ ナ
( 字)


☆ク リ エイ タ ーと その愉快な仲間
たち :  ゲスト ： 三澤彩奈・ 石田博
( 新) ( 日)


☆世界のモノ 作り  シーズン 16:
角製品 ほか( 新) ( 字)


☆潜入！ロ シア軍のす
べて:  主力戦車「 T-
90M」 ( 新) ( 二)


☆戦闘艦大全 シーズン
2:  レ イ テ沖海戦
( 新) ( 二)


ミ リ タ リ ー大百科 シー
ズン2:  アメ リ カ 陸軍レ
ンジャ ー( 二)


ヒ スト リ ー・ オブ・ ウェ
ポン:  奇襲攻撃( 字)


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン2:  巨大ク レーン
( 二)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン3:  ト
ロイ の考古遺跡( 字)


完全マニュ アル:  宇宙服の作り 方
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


世界のモノ 作り  シーズン16:  フ ェ
ンシング用マスク  ほか( 字)


ミ ステリ ー・ ミ ュ ージアム
リ ンド バーグ愛児誘拐事件
( 字)


秘境ハンタ ー:  エチオピ
ア 砂漠の幾何学模様
( 字)


怪し い伝説 シーズン10:
ダク ト テープ再び( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン2:  ト ヨ
タ ・ 初代MR2 前編( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン2:  ト ヨ
タ ・ 初代MR2 後編( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン2:  プ
ジョ ー205GTi  前編( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ト ッ プギア シーズン6:
覆面ド ラ イ バー“ スティ
グ” ( 字)


★ト ッ プギア シーズン6:
マセラ ティ ・ ＭＣ 12( 字)


★ト ッ プギア シーズン6:
マセラ ティ ・ ボーラ ( 字)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン3:  ト
ロイ の考古遺跡( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン9:  太陽の秘密
( 二)


宇宙の解体新書:  太陽の
内部( 二)


サバイ バルTOP 5 ～命を守る達人
技～:  危機一髪( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


THE NAKED シーズン6:
バハマ サメ の大群( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン14:  2004年式 ミ ニ・ ク ー
パーS MC40( 二)


シフ ティ ング・ ギア:  レー
ス開幕( 字)


カ スタ ム・ マスタ ー シーズ
ン7:  1966年式コ ルベッ ト
( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン2:  プ
ジョ ー205GTi  後編( 二)


★ワールド ・ ト ッ プ5
シーズン2:  巨大ク レー
ン( 二)


戦闘艦大全 シーズン2:
ガリ オン船と 私掠船( 二)


★マジッ ク ・ オブ・ サイ エンス:
まじ ないの威力( 字)


潜入！ロシア軍のすべ
て:  主力戦車「 T-90M」
( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン9:  モンスタ ー
ブラ ッ ク ホールの誕生
( 二)


潜入！ロシア軍のすべ
て:  軍艦コ ルベッ ト ( 二)


★サバイ バルTOP 5 ～命を守る達
人技～:  達人の極意( 字)


起業チャ レンジ！覆面ビ
リ オネア シーズン2:
Ep. 3 再起までの道のり
( 二)


イ スラ エル 月面着陸へ
の挑戦( 字)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人生
最後の一攫千金～ シーズン
11:  Ep. 8 過去から の贈り 物
( 二)


ベーリ ング海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン8:
Ep. 7 一攫千金の代償
( 字)


怪し い伝説 シーズン10:
ダク ト テープ再び( 二)


秘境ハンタ ー:  エチオピ
ア 砂漠の幾何学模様
( 字)


★宇宙の解体新書:  危険
な小惑星( 二)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン3:  土星を巡る
デススタ ー( 二)


★人類は火星に行く べき
か( 字)


ゲームチェ ンジャ ー 未
来を創る大変革:  電気
( 字)


ト ッ プ・ エンジニア:  暴
走車を止めるシステム開
発( 字)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン3:  月の奇妙な秘密
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★完全マニュ アル:  航空母艦の作
り 方( 字)


戦闘艦大全 シーズン2:
レイ テ沖海戦( 二)


★ミ リ タ リ ー大百科
シーズン2:  グリ ーン・
ベレー( 二)


★ヒ スト リ ー・ オブ・
ウェ ポン:  危険な発明
( 字)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1


4: 00 4: 00


4: 30 4: 30


5: 00 5: 00


5: 30 5: 30


6: 00 6: 00


6: 30 6: 30


7: 00 7: 00


7: 30 7: 30


8: 00 8: 00


8: 30 8: 30


9: 00 Mot or Tr end 9: 00


9: 30 9: 30


10: 00 10: 00


10: 30 10: 30


11: 00 11: 00


11: 30 11: 30


12: 00 12: 00


12: 30 12: 30


13: 00 13: 00


13: 30 13: 30


14: 00 14: 00


14: 30 14: 30


15: 00 15: 00


15: 30 15: 30


16: 00 16: 00


16: 30 16: 30


17: 00 17: 00


17: 30 17: 30


18: 00 18: 00


18: 30 18: 30


19: 00 19: 00


19: 30 19: 30


20: 00 20: 00


20: 30 20: 30


21: 00 21: 00


21: 30 21: 30


22: 00 22: 00


22: 30 22: 30


23: 00 23: 00


23: 30 23: 30


24: 00 24: 00


24: 30 24: 30


25: 00 25: 00


25: 30 25: 30


26: 00 26: 00


26: 30 26: 30


27: 00 27: 00


27: 30 27: 30


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  GMCデナリ ( 字)


ディ スカ バリ ーチャ ン ネルのプラ イ ムタ イ ム
☆カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  緑色の魅力
( 新) ( 二)


☆起業チャ レ ン ジ！覆面ビ
リ オネア シーズン 2:  Ep. 4
困難の資金調達( 新) ( 二)


☆ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人生最後
の一攫千金～ シーズン 11:  Ep. 9
アラ スカ への帰還( 新) ( 二)


☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  ラ
シュ モア山( 新) ( 字)


☆世界のモノ 作り  シー
ズン 16:  バイ ク 用ゴー
グル ほか( 新) ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  1987年式BMW・ M6ク ー
ペ( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  ポルシェ
912E( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ミ ッ シング～迷宮事件の
謎～:  バミ ュ ーダト ラ イ
アングル( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン9:  太陽の秘密
( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン4:  Ep. 9 中国( 字)


人気サバイ バルシリ ーズ一挙放送


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン2:  巨大ク レーン
( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン4:  Ep. 10 グアテマラ ( 字)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン4:  Ep. 11 廃墟の街( 字)


潜入！ロシア軍のすべ
て:  主力戦車「 T-90M」
( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン4:  Ep. 12 カ ナディ アン・
ロッ キー( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★歴史に残る空中戦:  P-51
と Me-109( 二)


起業チャ レンジ！覆面ビ
リ オネア シーズン2:
Ep. 4 困難の資金調達
( 二)


人類は火星に行く べき か
( 字)


Di scover y Channel
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宇宙の解体新書:  危険な
小惑星( 二)


起業チャ レンジ！覆面ビ
リ オネア シーズン2:
Ep. 3 再起までの道のり
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  フ ォ ード G40対フ ェ
ラ ーリ ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  振り 返り ス
ペシャ ル( 二)


放送休止


放送休止


放送休止


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  1992年式ハ
ンヴィ ー( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン14:  2004年式 ミ ニ・ ク ー
パーS MC40( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン14:  1970年式 スカ ウト
800A( 二)


戦闘艦大全 シーズン2:
レイ テ沖海戦( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  スタ ンゲリ ーニ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  サンビー
ム・ アルパイ ン( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン3:  シボレーC10パー
ト 1( 字)


★シリ ーズ工場見学 シーズン2:
ド ラ ム/Ｌ Ｅ Ｄ 電球( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ミ ッ シング～迷宮事件の
謎～:  ロアノ ーク 植民地
( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン14:  2004年式 ミ ニ・ ク ー
パーS MC40( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン14:
1970年式 スカ ウト 800A( 二)


★シフ ティ ング・ ギア:
ラ リ ー参戦1( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  ポルシェ 912E( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン3:  ダッ ジ・ チャ レ
ンジャ ーR/T 1( 字)


戦場の真実:  バルジの戦
い( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン3:  ダッ ジ・
チャ レンジャ ーR/T
1( 字)


★戦場の真実:  バルジの戦
い( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★発明家テスラ ： 謎の死
と 殺人光線:  調査チーム
( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン4:  Ep. 9 中国( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン3:  ク ールなイ ンパ
ラ ( 字)


★舞台裏のスーパーテク ノ ロジー
シーズン10:  Ep. 6 組み立て玩具
( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  1970年式フ ォ ード ・
ブロンコ ( 二)


ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  1990年式マツダ・ ロー
ド スタ ー( 二)


放送休止


放送休止


放送休止


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン3:  シボレーC10パー
ト 2( 字)


★NOBU' S JAPAN:  北海道の味覚
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ミ ッ シング～迷宮事件の
謎～:  アルカ ト ラ ズ脱走
犯( 二)


怪し い伝説 シーズン10:
ダク ト テープ再び( 二)


★発明家テスラ ： 謎の死
と 殺人光線:  失われた研
究所( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン4:  Ep. 10 グアテマ
ラ ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ト ッ プ・ エンジニア:
最高の橋開発( 字)


DI SCO pr esent s テク ノ ロ ジー
アワー
☆ゲームチェ ン ジャ ー 未来を
創る 大変革:  流線形( 新) ( 字)


★アダムの怪し い実験:
アイ アンマンスーツ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  1990年式マツダ・ ロー
ド スタ ー( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  1970年式フ ォ ード ・
ブロンコ ( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン3:  ダッ ジ・
チャ レンジャ ーR/T
2( 字)


★歴史に残る空中戦:  ミ グ
15と F-86( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン3:  ダッ ジ・ コ ロ
ネッ ト ( 字)


歴史に残る空中戦:  零戦
と F4F( 二)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン7:  緑色の魅力
( 二)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  GMCデナリ ( 字)


人類は火星に行く べき か
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  アルフ ァ ロメ オ
6C2500( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  メ ルセデス・ ベンツ
500SEC( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン3:  ピンク のキャ デ
ラ ッ ク  1( 字)


★発明家テスラ ： 謎の死
と 殺人光線:  よみがえる
殺人光線( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン4:  Ep. 11 廃墟の街
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  大会用究極ディ ーゼ
ルト ラ ッ ク ( 字)


★ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  GMCデナリ ( 字)


★怪し い伝説 シーズン
10:  ３ 秒ク ッ キング( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  1929年式スタ ッ ツ・
ロード スタ ー( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  2代目シボレー・ カ マ
ロ( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン3:  ダッ ジ・ コ
ロネッ ト ( 字)


★歴史に残る空中戦:  零戦
と F4F( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★発明家テスラ ： 謎の死
と 殺人光線:  消えた極秘
資料( 二)


★Bi gド リ ームSmal l ハウス シーズ
ン7:  南部の魅力満載ハウス( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ミ ッ シング～迷宮事件の
謎～:  エールフ ラ ンス
447便( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  2代目シボレー・ カ マ
ロ( 二)


戦闘艦大全 シーズン2:
レイ テ沖海戦( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン4:  Ep. 13 撮影秘話2( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  ヴィ ンテージバイ ク 3
台 一挙放出( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン3:  バレッ ト ジャ ク
ソ ンへの道 パート 1( 字)


歴史に残る空中戦:  P-51
と Me-109( 二)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人生
最後の一攫千金～ シーズン
11:  Ep. 9 アラ スカ への帰還
( 二)


THE NAKED シーズン6:
アマゾン 小人症のサバ
イ バリ スト ( 二)


アダムの怪し い実験:  ア
イ アンマンスーツ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  1920年式リ ヴィ ア・
デュ ーセンバーグ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン13:  マセラ
ティ ・ ビト ゥ ルボ( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン3:  ピンク のキャ デ
ラ ッ ク  2( 字)


ク リ エイ タ ーと その愉快な仲間た
ち:  ゲスト ： 三澤彩奈・ 石田博
( 日)


サバイ バルゲーム シー
ズン4:  Ep. 12 カ ナディ
アン・ ロッ キー( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


☆ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 8:  Ep. 8 行
方不明な仲間( 新) ( 字)


☆THE NAKED シーズン 6:  ア
マゾン  小人症のサバイ バリ
スト ( 新) ( 二)


★秘境ハンタ ー:  アマゾン
密林の青い湖( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  1916年式キャ デラ ッ
ク ・ タ イ プ53( 二)


★ク ラ シッ ク カ ー・ コ レク ショ ン
シーズン9:  旧車ヒ ルク ラ イ ム( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  1916年式キャ デラ ッ
ク ・ タ イ プ53( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン3:  バレッ ト
ジャ ク ソ ンへの道 パー
ト 1( 字)


歴史に残る空中戦:  零戦
と P-38( 二)


世界のモノ 作り  シーズン16:  バイ
ク 用ゴーグル ほか( 字)


世界のモノ 作り  シーズン16:  フ ェ
ンシング用の剣 ほか( 字)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン9:  ミ ク ロコ ス
モスの謎の生物( 二)


宇宙の解体新書:  危険な
小惑星( 二)


サバイ バルTOP 5 ～命を守る達人
技～:  達人の極意( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


THE NAKED シーズン6:
アマゾン 小人症のサバ
イ バリ スト ( 二)


★マジッ ク ・ オブ・ サイ エンス:
ド ラ イ アイ ス爆弾( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


☆ク リ エイ タ ーと その愉快な仲間
たち :  茂木健一郎・ ト ラ ウデン 直
美( 新) ( 日)


☆潜入！ロ シア軍のす
べて:  カ ラ シニコ フ 製
ラ イ フ ル「 AK-12」
( 新) ( 二)


☆戦闘艦大全 シーズン 2:
水陸両用車( 新) ( 二)


☆解明・ 宇宙の仕組み シー
ズン 9:  ミ ク ロ コ スモスの謎
の生物( 新) ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  振り 返り スペシャ ル
2( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン3:  バレッ ト ジャ ク
ソ ンへの道 パート 2( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン13:  振り 返り スペシャ ル
2( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン3:  バレッ ト
ジャ ク ソ ンへの道 パー
ト 2( 字)


★歴史に残る空中戦:  零戦
と P-38( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★発明家テスラ ： 謎の死
と 殺人光線:  死の真相
( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン4:  Ep. 13 撮影秘話
2( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


発明家テスラ ： 謎の死と
殺人光線SP( 二)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人生
最後の一攫千金～ シーズン
11:  Ep. 9 アラ スカ への帰還
( 二)


アダムの怪し い実験:  ア
イ アンマンスーツ( 二)


秘境ハンタ ー:  アマゾン
密林の青い湖( 字)


怪し い伝説 シーズン10:
３ 秒ク ッ キング( 二)


★ト ッ プギア シーズン
6:  キャ デラ ッ ク CTS-
V( 字)


★ト ッ プギア シーズン
6:  アスト ン・ マーティ
ンＤ Ｂ ５ /ジャ ガーＥ タ
イ プ( 字)


★ト ッ プギア シーズン
6:  メ ルセデス・ ベン
ツ・ SLRマク ラ ーレン
( 字)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン3:  ラ
シュ モア山( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★サバイ バルTOP 5 ～命を守る達
人技～:  過酷な現実( 字)


戦闘艦大全 シーズン2:
レイ テ沖海戦( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン2:  スズキ
SJ410 前編( 二)


ミ リ タ リ ー大百科 シー
ズン2:  グリ ーン・ ベ
レー( 二)


ヒ スト リ ー・ オブ・ ウェ
ポン:  危険な発明( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン2:  スズキ
SJ410 後編( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン2:  BMW
325i ツーリ ング 前編( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン2:  BMW
325i ツーリ ング 後編( 二)


★ワールド ・ ト ッ プ5
シーズン2:  究極のヘリ
コ プタ ー( 二)


潜入！ロシア軍のすべ
て:  主力戦車「 T-90M」
( 二)
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日本映画専門チャンネル 2021年7月


6/28(月) 6/29(火) 6/30(水) 7/1(木) 7/2(金) 7/3(土) 7/4(日)


5:15 5:15
5:30 5:30
5:45 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:15 [字]あいつと俺  #4 [字]あいつと俺  #5 [字]あいつと俺  #6 [字]あいつと俺  #7 [字]あいつと俺  #8 倉本聰劇場 ミナミの帝王劇場 6:15
6:30 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 [字]前略おふくろ様Ⅱ #12 [字]難波金融伝 ミナミの帝王　 6:30
6:45 (47分) 差分: 13 劇場版14　 6:45
7:00 7:00　おとな旅あるき旅 #31 7:00　おとな旅あるき旅 #32 7:00　おとな旅あるき旅 #33 7:00 7:00 7:00 借金極道 7:00
7:15 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 (23分) 差分: 7 日曜劇場 #65　 [字]兄弟（ＴＶドラマ・全26話） [字]悪徳 (88分) 差分: 12 7:15
7:30 7:30　Dearボス #2 7:30　Dearボス #3 7:30　Dearボス #4 あぁ、転勤家族（脚本/池端俊策)  #1-6 (102分) 差分: 8 7:40　[字]男おばさん!! #220 7:30
7:45 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (47分) 差分: 13 7:45
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00　おとな旅あるき旅 #34 8:00 8:00
8:15 [字]木下惠介アワー　兄弟 #17-20 [字]木下惠介アワー　兄弟 #21-26（終） おとなの2時間サスペンス (25分) 差分: 5 倉本聰劇場 8:15
8:30 松本清張　溺れ谷 8:30 [字]前略おふくろ様Ⅱ #13 8:30
8:45 （主演：近藤正臣） おとなの2時間サスペンス 8:50 (47分) 差分: 13 8:45
9:00 新・赤かぶ検事奮戦記１ [字]ときめきに死す 9:00 9:00
9:15 （主演・橋爪功） (105分) 差分: 15 このドキュメンタリーがすごい！ 9:15
9:30 [字]NO SMOKING 9:30
9:45 9:55　時代劇専門チャンネルのすべて 9:50　時代劇専門チャンネルのすべて (96分) 差分: 14 9:45
10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 女優競演サスペンス　別れの予感 10:25　時代劇専門チャンネルのすべて おとなの2時間サスペンス 10:15
10:30 （主演・秋吉久美子） 10:30 松本清張　わるいやつら 10:30
10:45 (46分) 差分: 14 10:55　時代劇専門チャンネルのすべて 10:50　時代劇専門チャンネルのすべて おとなの2時間サスペンス （主演・古谷一行） 10:50 10:50 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 新・赤かぶ検事奮戦記２ [字]エイプリルフールズ [字]北の国から '98 11:00
11:15 おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス （主演・橋爪功） (119分) 差分: 11  時代 前編 11:15
11:30 美人殺しシリーズ１３　 美人殺しシリーズ１４ 女の中の二つの顔 (144分) 差分: 16 11:30
11:45 美人ＯＬ殺し 女教師殺し （主演・余貴美子） 11:45
12:00 （主演・愛川欽也） （主演・愛川欽也） 12:00
12:15 12:20　時代劇専門チャンネルのすべて 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 書道教授 恐喝者 13:00 13:00
13:15 おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス （原作・松本清張/主演・近藤正臣） （原作・松本清張/主演・古谷一行） 綾瀬はるか主演『ホタルノヒカリ』 13:15
13:30 探偵神津恭介の殺人推理9 探偵神津恭介の殺人推理11 歪んだ星座 TVシリーズ・映画 完全放送！ 13:30 13:30
13:45 （主演・近藤正臣） （主演・近藤正臣） （原作／小林久三・主演／緒形拳） [字]ホタルノヒカリ２ [字]三匹のおっさん 13:45
14:00  #1-5 ～正義の味方、見参!!～ 14:00
14:15 14:25　時代劇専門チャンネルのすべて #1-#4 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:55　時代劇専門チャンネルのすべて 14:55　時代劇専門チャンネルのすべて 14:55　時代劇専門チャンネルのすべて 女優競演サスペンス　タフガイが死んだ日 おとなの2時間サスペンス 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 （主演・樋口可南子） 松本清張　事故 15:00
15:15 おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス (46分) 差分: 14 （主演・古谷一行） 15:15
15:30 探偵神津恭介の殺人推理10 [字]火の坂道 嫉妬　 15:30 15:30
15:45 （主演・近藤正臣） 東京、土・日妻VS仙台、月～金妻 大空港（主演・鶴田浩二）  #1 15:45
16:00 （主演・市原悦子） (46分) 差分: 14 16:00
16:15 16:15
16:30 16:30　Dearボス #5 16:30
16:45 (24分) 差分: 6 16:50 16:45
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 [字]ホワイトアウト 17:00
17:15 [字]姉ちゃんの恋人 [字]姉ちゃんの恋人 [字]姉ちゃんの恋人 [字]映画「架空ＯＬ日記」 (129分) 差分: 11 17:25 17:15
17:30 #1-3 #4-6  #7-9（終） (101分) 差分: 9 [字]ホタルノヒカリ２ 17:40 17:30
17:45 #6-11（終） [字]記憶にございません！ 17:45
18:00 (127分) 差分: 13 18:00
18:15 18:15
18:30 18:30
18:45 18:50 18:45
19:00 [字]アイネクライネナハトムジーク 19:10 19:00
19:15 (120分) 差分: 10 [字]memo 19:15
19:30 19:40 19:30 (104分) 差分: 16 日曜邦画劇場ＳＰ 19:30
19:45 19:45 高倉健劇場 [字]ONE PIECE ワンピース 放送開始20周年・1000回記念 19:45
20:00 [字]一度死んでみた [字]日本俠客伝　 THE MOVIE 20:00 20:00
20:15 (93分) 差分: 12 血斗神田祭り オマツリ男爵と秘密の島 [字]日曜邦画劇場 20:15
20:30 (95分) 差分: 15 (92分) 差分: 8 1000回記念特別番組 20:30
20:45 20:45
21:00 21:10 21:00 21:10 21:00 21:00
21:15 [字]ルパン三世　カリオストロの城 『ゴジラ』シリーズ 4Kデジタルリマスター　最恐画質　8ヶ月連続放送 [字]ミックス。 [字]人情紙風船 21:15
21:30 21:30 21:30 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 [字]怪獣大戦争 (119分) 差分: 11 ＜４Kデジタル修復版＞ 21:30
21:45 [字]北の国から '83 冬 [字]北の国から '84 夏 ※2Kダウンコンバートにて放送 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 　※2Kダウンコンバートにて放送 21:45
22:00 ＜デジタルリマスター版＞ ＜デジタルリマスター版＞ (100分) 差分: 10 ※2Kダウンコンバートにて放送 (86分) 差分(解説含む): 49 22:00
22:15 (92分) 差分: 8 (92分) 差分: 8 (95分) 差分: 10 22:15
22:30 22:40 【音声ゲスト：山下達郎】 22:30
22:45 22:45 綾瀬はるか主演『ホタルノヒカリ』 22:45
23:00 23:10　[字]闇金ウシジマくん Season3 #5 23:10　[字]闇金ウシジマくん Season3 #7 23:00 日曜邦画劇場 TVシリーズ・映画 完全放送！ 23:00
23:15 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 [字]映画　闇金ウシジマくん [字]一度死んでみた 23:20 [字]映画 ホタルノヒカリ 23:15 23:15
23:30 23:40　[字]闇金ウシジマくん Season3 #6 23:40　[字]闇金ウシジマくん Season3 #8  Part3＜PG-12＞ (93分) 差分(解説含む): 22 ミナミの帝王劇場 (110分) 差分: 10 [字]風に濡れた女（R-15版） 23:30
23:45 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (131分) 差分: 9 [字]難波金融伝 ミナミの帝王　 ＜R-15＞ 23:45
0:00 0:10 0:10　[字]闇金ウシジマくん Season3 #9（終） 劇場版14　 (78分) 差分: 7 0:00
0:15 [字]牝猫たち（R-15版） (24分) 差分: 6 借金極道 0:15
0:30 ＜R-15＞ 0:40 0:40 (88分) 差分: 12 0:40 0:40 0:30
0:45 (85分) 差分: 10 オトナのしおり　 Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 月イチ衝撃作 エロティカクイーン　 0:45
1:00 とじて、ひらいて 仁義４３ 1:00 [字]花芯＜R-15＞ アララト＜R-15＞ 1:00
1:15 ＜R-15＞ 1:20 (83分) 差分: 7 エロティカクイーン　 (96分) 差分: 9 (120分) 差分: 10 1:15
1:30 (67分) 差分: 8 童貞さん いらっしゃ～い！ あざみさんのこと 1:30
1:45 1:45 1:55 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 1:45
2:00 女占い師と美人OL　 超・時空変態人間 (75分) 差分: 10 2:10 (116分) 差分: 14 2:00
2:15 W巨尻で狂わせて バック・トゥ・エクスタシー!! エロティカクイーン　 2:25 2:15
2:30 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 悲しき天使 日本統一劇場 2:30
2:45 (82分) 差分: 8 (74分) 差分: 6 2:45 ＜R-15＞ [字]日本統一３０ 2:50 2:45
3:00 エロティカクイーン　 (91分) 差分: 9 3:10 (77分) 差分: 8 ダブル・エクスタシー　 3:00
3:15 3:15 3:15 悲しき天使 バージン協奏曲 美女刑事コンビの快感大捜査線 3:15
3:30 つれこむ女　 エクスタシー刑事 ＜R-15＞ それゆけ純白パンツ! ＜R-15＞ 3:30
3:45 ハレンチ異空間 ～特殊能力捜査官 冴子～ (91分) 差分: 9 3:50 ＜R-15＞ 3:50 (74分) 差分: 6 3:45
4:00 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 女占い師と美人OL　 (71分) 差分: 9 幼なじみ　発情てんこ盛り 4:10 4:00
4:15 (81分) 差分: 9 (75分) 差分: 10 4:25 W巨尻で狂わせて ＜R-15＞ セックス依存症　 4:15
4:30 4:40 花咲く部屋、昼下がりの蕾 ＜R-15＞ 4:30 (81分) 差分: 9 漫才師の濡れた毎日 4:30
4:45 4:45 女闇金ユリ ＜R-15＞ (82分) 差分: 8 ブラコン！ ＜R-15＞ 4:45
5:00 エロティカクイーン　 ～恥辱に悶える夜の花園～ (71分) 差分: 9 僕と妹のノゾミ (68分) 差分: 12 5:00
5:15 メビウスの悪女　赤い部屋 ＜R-15＞ 5:20 ＜R-15＞ 5:20 5:15
5:30 ＜R-15＞ (74分) 差分: 6 うさぎ島日和① (66分) 差分: 14 うさぎ島日和② 5:30　[字]男おばさん!! #220 5:30
5:45 (67分) 差分: 8 5:45 (35分) 差分: 5 5:50 (34分) 差分: 6 5:50 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:15 6:15
6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00
7:15 7:15
7:30 7:30
7:45 7:45


※編成は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。







日本映画専門チャンネル 2021年7月


7/5(月) 7/6(火) 7/7(水) 7/8(木) 7/9(金) 7/10(土) 7/11(日)


5:15 5:15
5:30 5:30
5:45 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:15 [字]あいつと俺  #9 [字]あいつと俺  #10 [字]あいつと俺  #11 [字]あいつと俺  #12（終） [字]魂の試される時 #1 6:15 6:20 6:15
6:30 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (47分) 差分: 13 倉本聰劇場 ソロデビュー50周年記念　3ヶ月連続 特集・沢田研二 6:30
6:45 [字]前略おふくろ様Ⅱ #13 [字]ザ・タイガース 6:45
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 (47分) 差分: 13 世界はボクらを待っている 7:00
7:15 日曜劇場 #66　 日曜劇場 #67　 日曜劇場 #68　 日曜劇場 #69　 [字]兄弟（ＴＶドラマ・全26話） 7:15 (88分) 差分: 12 7:15
7:30 シューベルトの微笑（脚本/ジェームス・三木) 愛、風のように（脚本/金子成人) 天使を乗せたタクシー（脚本/市川森一) 日曜のいちごジュース（脚本/平田明廣) #7-12 『ゴジラ』シリーズ 4Kデジタルリマスター　最恐画質　8ヶ月連続放送 7:30
7:45 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 [字]怪獣大戦争 7:45
8:00 8:00 8:00　Dearボス #22 8:00　Dearボス #23 8:00　Dearボス #24 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 8:00 8:00
8:15 おとなの2時間サスペンス (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 ※2Kダウンコンバートにて放送 倉本聰劇場 8:15
8:30 松本清張の知られざる動機 8:30 8:30 8:30 (95分) 差分: 10 [字]前略おふくろ様Ⅱ #14 8:30
8:45 （主演・藤真利子） おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス (47分) 差分: 13 8:45
9:00 新・赤かぶ検事奮戦記３ 新・赤かぶ検事奮戦記５ 新・赤かぶ検事奮戦記７ 9:00 9:00 9:00
9:15 （主演・橋爪功） （主演・橋爪功） （主演・橋爪功） [字]哀川翔 俺たちのキャンプ [字]続兵隊やくざ 9:15
9:30 (92分) 差分: 13 (92分) 差分: 18 9:30
9:45 9:55　時代劇専門チャンネルのすべて 9:55　時代劇専門チャンネルのすべて 9:45
10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 おとなの2時間サスペンス 10:25　時代劇専門チャンネルのすべて 10:25　時代劇専門チャンネルのすべて 10:25　時代劇専門チャンネルのすべて びったれ!!!（主演・田中圭） 10:15
10:30 松本清張　風の息 10:30 10:30 10:30  #1-10（終） 10:30
10:45 おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス 10:45 10:50 10:45
11:00 新・赤かぶ検事奮戦記４ 新・赤かぶ検事奮戦記６ 新・赤かぶ検事奮戦記８ [字]幼獣マメシバ [字]北の国から '98 11:00
11:15 （主演・橋爪功） （主演・橋爪功） （主演・橋爪功） (107分) 差分: 8 時代 後編 11:15
11:30 (167分) 差分: 13 11:30
11:45 11:45
12:00 12:00
12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:40 12:30
12:45 12:50　時代劇専門チャンネルのすべて (5分) 差分: 5 おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス 週末“イッキミ”ドラマ 12:45
13:00 13:00 京都妖怪地図１　 京都妖怪地図２　 京都妖怪地図３　 [字]探偵・由利麟太郎 13:00
13:15 愛と死の砂漠 嵯峨野に生きる900歳の新妻 きらら坂に住む400歳の氷女 鳥辺山に棲む八百歳の女子大生  #1-5（終） 13:15
13:30 （原作・松本清張/主演・小川真由美） 13:30
13:45 #1-4 13:50 13:45
14:00 [字]三匹のおっさん 14:00
14:15 14:25　時代劇専門チャンネルのすべて 14:25　時代劇専門チャンネルのすべて 14:25　時代劇専門チャンネルのすべて ～正義の味方、見参!!～ 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 #5-#8（終） 14:30
14:45 女優競演サスペンス　女と男 京都サスペンス　柩の中に藤の花を 京都サスペンス　芙蓉の花は血の色 [字]劇場版 びったれ!!! 14:45
15:00 （主演・樋口可南子） （主演・藤真利子） （主演・大場久美子） (100分) 差分: 10 15:00
15:15 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 大空港（主演・鶴田浩二）  #2 大空港（主演・鶴田浩二）  #3 大空港（主演・鶴田浩二）  #4 15:45
16:00 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 16:00
16:15 16:20 16:20　[字]男おばさん!! #220 16:15
16:30 [字]漫才ギャング 16:30　Travel Salad #40 16:30　Travel Salad #41 16:30　Travel Salad #42 16:40 16:30
16:45 (138分) 差分: 12 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 [字]エイプリルフールズ 16:45
17:00 17:00 17:00 17:00 (119分) 差分: 11 ソロデビュー50周年記念 17:00
17:15 [字]男女７人夏物語　#1-3 [字]男女７人夏物語　#4-6 [字]男女７人夏物語　#7-10（終） ３ヶ月連続 特集・沢田研二 17:15
17:30 17:00 17:30
17:45 [字]ザ・タイガース 17:45
18:00 世界はボクらを待っている 18:00
18:15 (88分) 差分: 17 18:15 18:15
18:30 [字]動乱 18:30
18:45 18:50　[字]男おばさん!! #220 18:50 18:45 第１部海峡を渡る愛／第２部雪降り止まず 18:45
19:00 19:10 [字]半世界 [字]ザ・タイガース ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 19:00
19:15 [字]幼獣マメシバ (120分) 差分: 10 華やかなる招待 ※2Kダウンコンバートにて放送 19:15
19:30 (107分) 差分: 13 19:40 19:40 (88分) 差分: 17 (151分) 差分: 14 19:30
19:45 [字]ときめきに死す 『ゴジラ』シリーズ 4Kデジタルリマスター　最恐画質　8ヶ月連続放送 19:45
20:00 (105分) 差分: 10 [字]怪獣大戦争 20:00
20:15 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 20:15
20:30 ※2Kダウンコンバートにて放送 20:30 20:30 20:30
20:45 (95分) 差分: 10 日曜邦画劇場ＳＰ [字]ザ・タイガース 20:45
21:00 21:10 [字]日曜邦画劇場 21:00 ハーイ！ロンドン 日曜邦画劇場ＳＰ 21:00
21:15 [字]アイネクライネナハトムジーク 21:25 1000回記念特別番組 [字]記憶にございません！ (83分) 差分: 7 放送開始20周年・1000回記念 21:15
21:30 (120分) 差分: 10 21:35 [字]一度死んでみた 21:30 (127分) 差分: 8 21:00 21:30
21:45 [字]ホワイトアウト (93分) 差分: 12 日曜邦画劇場ＳＰ [字]夜叉 21:45
22:00 (129分) 差分: 6 [字]人情紙風船 22:00 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 22:00
22:15 ＜４Kデジタル修復版＞ [字]交渉人 真下正義 ※2Ｋダウンコンバートにて放送 22:15
22:30 　※2Kダウンコンバートにて放送 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ (127分) 差分(解説含む): 83 22:30
22:45 (86分) 差分(解説含む): 49 ※2Kダウンコンバートにて放送 22:45
23:00 23:10 (127分) 差分: 8 23:00
23:15 23:20 [字]シグナル　長期未解決事件捜査班 #5 【音声ゲスト：山下達郎】 23:15 【ゲスト：高倉健】 23:15
23:30 [字]シグナル　長期未解決事件捜査班 #1 (46分) 差分: 9 ミナミの帝王劇場 23:30
23:45 (57分) 差分: 8 23:50 23:45 [字]難波金融伝 ミナミの帝王 23:45
0:00 [字]シグナル　長期未解決事件捜査班 #3 0:05 このドキュメンタリーがすごい！  劇場版15 0:00
0:15 0:25 (46分) 差分: 9 [字]シグナル　長期未解決事件捜査班 #6 [字]NO SMOKING 商工ローン―保証人の落とし穴 0:15 0:15
0:30 [字]シグナル　長期未解決事件捜査班 #2 (46分) 差分: 9 (96分) 差分: 9 (91分) 差分: 14 月イチ衝撃作 0:30 0:30
0:45 (46分) 差分: 9 0:45 [字]風に濡れた女（R-15版） [字]花芯＜R-15＞ 0:45
1:00 [字]シグナル　長期未解決事件捜査班 #4 1:00 1:00 ＜R-15＞ (96分) 差分: 9 1:00
1:15 1:20 (46分) 差分: 9 優しいおしおき　 女占い師と美人OL　 (78分) 差分: 7 1:15
1:30 農家に嫁いだ女　 1:40 おやすみ、ご主人様 1:30 W巨尻で狂わせて 1:40 1:30
1:45 熟れた果実 [字]龍虎の理 ＜R-15＞ 闇金ドッグス５ ＜R-15＞ 日本統一劇場 1:45
2:00 ＜R-15＞ (71分) 差分: 9 (70分) 差分: 10 ＜R-15＞ (82分) 差分: 8 [字]日本統一３１ 2:00
2:15 (79分) 差分: 6 2:20 (81分) 差分: 9 (73分) 差分: 7 2:15 2:15
2:30 Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 2:30　うさぎ島日和① エロティカクイーン　 2:30
2:45 2:45 仁義４５ (35分) 差分: 5 あざみさんのこと 2:45
3:00 Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 3:00 (81分) 差分: 9 3:00 3:10 3:00 ＜R-15＞ 3:00
3:15 仁義４４ 風俗秘話　 ツンデレ娘 奥手な初体験 団地妻は、わけあってヤリました。＜R-15＞ 東京の恋人＜R-15＞ (116分) 差分: 9 3:15
3:30 (81分) 差分: 9 時代に抱かれた女たち ＜R-15＞ ＜R-15＞ (81分) 差分: 9 3:30
3:45 ＜R-15＞ 3:50 (71分) 差分: 9 (87分) 差分: 8 3:45
4:00 (85分) 差分: 10 美容室へイクっ！ 4:00
4:15 4:15 ～童貞卒業物語～ 4:20 4:20 4:15
4:30 オトナのしおり　 4:35 ＜R-15＞ 花咲く部屋、昼下がりの蕾 4:30 花咲く部屋、昼下がりの蕾 4:30
4:45 とじて、ひらいて 童貞さん いらっしゃ～い！ (72分) 差分: 8 ＜R-15＞ 4:45 夫婦のカタチ　 ＜R-15＞ 4:45
5:00 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 5:10 (71分) 差分: 9 エロティカクイーン　 夫に覗かれて・・・ (71分) 差分: 9 5:00
5:15 (67分) 差分: 8 (75分) 差分: 10 [字]NHKスペシャル　 メビウスの悪女　赤い部屋 ＜R-15＞ 5:15
5:30 5:30　[字]男おばさん!! #220 樺太地上戦 終戦後7日間の悲劇 5:40 ＜R-15＞ (75分) 差分: 15 5:40　[字]男おばさん!! #220 5:30
5:45 5:50 (44分) 差分: 6 (67分) 差分: 8 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:15 6:15
6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00
7:15 7:15
7:30 7:30
7:45 7:45


※編成は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。







日本映画専門チャンネル 2021年7月


7/12(月) 7/13(火) 7/14(水) 7/15(木) 7/16(金) 7/17(土) 7/18(日)


5:15 5:15
5:30 5:30
5:45 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:15 [字]魂の試される時 #2 [字]魂の試される時 #3 [字]魂の試される時 #4 [字]魂の試される時 #5 [字]魂の試される時 #6 6:20 6:15
6:30 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 倉本聰劇場 6:30 6:30
6:45 [字]前略おふくろ様Ⅱ #14 [字]NHKスペシャル　 6:45
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 (47分) 差分: 13 沖縄戦 全記録 7:00
7:15 日曜劇場 #70　 日曜劇場 #71　 日曜劇場 #72　 日曜劇場 #73　 [字]兄弟（ＴＶドラマ・全26話） 7:20 (59分) 差分: 11 7:15
7:30 サハリンの薔薇（脚本/市川森一) 夫婦の行進曲（脚本/横光晃) たぬきの休日（脚本/金子成人) 手のひらの雪（脚本/横光晃) #13-18 蔵出し名画座 7:40　[字]男おばさん!! #221 7:30
7:45 (51分) 差分: 9 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 [字]地獄の波止場 7:45
8:00 8:00 8:00　Travel Salad #43 8:00　Travel Salad #44 8:00　Travel Salad #45 (87分) 差分(解説含む): 18 8:00 8:00
8:15 おとなの2時間サスペンス (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 倉本聰劇場 8:15
8:30 松本清張の老春 8:30 8:30 8:30 [字]前略おふくろ様Ⅱ #15 8:30
8:45 （主演・井上順） おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス (47分) 差分: 13 8:45
9:00 新・赤かぶ検事奮戦記９ 新・赤かぶ検事奮戦記１１ 新・赤かぶ検事奮戦記１３ 9:05 9:00 9:00
9:15 （主演・橋爪功） （主演・橋爪功） （主演・橋爪功） うさぎ島日和① [字]新・兵隊やくざ 9:15
9:30 (35分) 差分: 5 (86分) 差分: 14 9:30
9:45 9:55　時代劇専門チャンネルのすべて 9:50　時代劇専門チャンネルのすべて 9:45 9:45
10:00 10:00 10:00　Dearボス #13 ミナミの帝王劇場 10:00
10:15 おとなの2時間サスペンス 10:25　時代劇専門チャンネルのすべて 10:25　時代劇専門チャンネルのすべて 10:25　時代劇専門チャンネルのすべて (24分) 差分: 6 [字]難波金融伝 ミナミの帝王　 10:15
10:30 松本清張　帝銀事件 10:30 10:30 10:30 10:30 劇場版14　 10:40 10:30
10:45 （主演・仲谷昇）　 おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス 借金極道 [字]北の国から 2002 10:45
11:00 新・赤かぶ検事奮戦記１０ 新・赤かぶ検事奮戦記１２ 新・赤かぶ検事奮戦記１４ 松本清張　霧の旗 (88分) 差分: 7 遺言 前編 11:00
11:15 （主演・橋爪功） （主演・橋爪功） （主演・橋爪功） （主演・大竹しのぶ） 11:20 (128分) 差分: 12 11:15
11:30 ミナミの帝王劇場 11:30
11:45 [字]難波金融伝 ミナミの帝王 11:45
12:00  劇場版15 12:00
12:15 商工ローン―保証人の落とし穴 12:15
12:30 12:40 12:30 12:30 12:30 (91分) 差分: 9 12:30
12:45 愛と死の砂漠 おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス 12:55　時代劇専門チャンネルのすべて 12:45
13:00 （原作・松本清張/主演・小川真由美） 京都妖怪地図４　 京都妖怪地図５　 京都妖怪地図６　 13:00 13:00 13:00
13:15 #5-8 河原町に棲む四百歳の不倫女医 嵯峨野に生きた900歳の美人能面師 時空を超えて時代祭に甦る愛の伝説！ 大空港（主演・鶴田浩二） [字]三匹のおっさん2 13:15
13:30 1200歳の美女 VS 霊感デカ #1-4 13:00 ～正義の味方、ふたたび!!～ 13:30
13:45 [字]Mother #1-#4 13:45
14:00  #1-#5 14:00
14:15 14:25　時代劇専門チャンネルのすべて 14:25　時代劇専門チャンネルのすべて 14:25　時代劇専門チャンネルのすべて 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 京都サスペンス　妻たちのパスポート 京都サスペンス　嵯峨野の月が死を誘う 女性作家サスペンス　蔵の中 14:45
15:00 （主演・藤真利子） （主演・秋野暢子） （主演・太地喜和子） 15:00
15:15 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 大空港（主演・鶴田浩二）  #5 大空港（主演・鶴田浩二）  #6 大空港（主演・鶴田浩二）  #7 15:45
16:00 16:10 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 16:00
16:15 [字]漫才ギャング 16:20 16:15
16:30 (138分) 差分: 7 16:30　森崎博之の あぐり王国 北海道 #38 16:30　森崎博之の あぐり王国 北海道 #39 16:30　森崎博之の あぐり王国 北海道 #40 [字]映画「架空ＯＬ日記」 16:40 16:30
16:45 (26分) 差分: 4 (26分) 差分: 4 (26分) 差分: 4 (101分) 差分: 14 うさぎ島日和② 16:45
17:00 17:00　うさぎ島日和① 17:00 17:00 (34分) 差分: 16 17:00
17:15 (35分) 差分: 5 [字]夜叉 [字]デイアンドナイト 17:15
17:30 17:40 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 (135分) 差分: 10 17:35 17:30 17:30
17:45 ミナミの帝王劇場 ※2Ｋダウンコンバートにて放送 [字]Mother 日曜邦画劇場SP 17:45
18:00 [字]難波金融伝 ミナミの帝王 (127分) 差分: 13 #6-#11（終） [字]夜叉 18:00
18:15  劇場版15 18:15 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 18:15
18:30 18:35　[字]男おばさん!! #220 商工ローン―保証人の落とし穴 [字]ひるなかの流星 ※2Ｋダウンコンバートにて放送 18:30
18:45 (91分) 差分: 9 (119分) 差分: 16 (127分) 差分(解説含む): 83 18:45
19:00 19:00 19:00
19:15 このドキュメンタリーがすごい！ 19:20 19:20 19:25 19:15
19:30 [字]NO SMOKING ソロデビュー50周年記念　3ヶ月連続 特集・沢田研二 蔵出し名画座 [字]兵隊やくざ★強奪 【ゲスト：高倉健】 19:30
19:45 (96分) 差分: 14 [字]ザ・タイガース 華やかなる招待 [字]地獄の波止場 (80分) 差分: 15 19:45
20:00 (88分) 差分: 12 (87分) 差分(解説含む): 13 20:00
20:15 20:15
20:30 20:30 20:30
20:45 20:50 [字]ミックス。 20:45
21:00 [字]エイプリルフールズ 21:00 21:00 21:00 (119分) 差分: 11 日曜邦画劇場ＳＰ 21:00
21:15 (119分) 差分: 11 [字]心が叫びたがってるんだ。 [字]記憶にございません！ 『ゴジラ』シリーズ 4Kデジタルリマスター　最恐画質　8ヶ月連続放送 放送開始20周年・1000回記念 21:15
21:30 (119分) 差分: 11 (127分) 差分: 8 [字]怪獣大戦争 21:00 21:30
21:45 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 [字]いつかギラギラする日 21:45
22:00 ※2Kダウンコンバートにて放送 (109分) 差分(解説含む): 51 22:00
22:15 (95分) 差分: 10 22:15
22:30 22:40 【ゲスト：萩原健一】 22:30
22:45 22:45 ミナミの帝王劇場 22:45 22:45
23:00 23:00 23:10 [字]映画 ホタルノヒカリ [字]難波金融伝 ミナミの帝王　 [字]さよならぼくたちのようちえん 23:00
23:15 [字]シグナル　長期未解決事件捜査班 #7 [字]シグナル　長期未解決事件捜査班 #9 23:15 (110分) 差分: 10 劇場版14　 (106分) 差分: 14 23:15
23:30 (46分) 差分: 9 (46分) 差分: 9 [字]シグナル 借金極道 23:40 23:30
23:45 23:55 長期未解決事件捜査班 スペシャル (88分) 差分: 12 日本統一劇場SP 23:45
0:00 [字]シグナル　長期未解決事件捜査班 #8 0:05 (90分) 差分: 10 [字]田村悠人　日本統一外伝 0:00
0:15 (46分) 差分: 9 [字]シグナル　長期未解決事件捜査班 #10（終） 0:20 (81分) 差分: 9 0:15
0:30 (57分) 差分: 8 女闇金ユリ 0:30
0:45 0:50 0:55 0:45 ～恥辱に悶える夜の花園～ 0:45 0:45
1:00 童貞さん いらっしゃ～い！ 1:10 Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 ＜R-15＞ [字]サーキット・ナース 1:10 1:00
1:15 ＜R-15＞ 美容室へイクっ！ 仁義４６ 仁義４５ (74分) 差分: 6 (49分) 差分: 6 日本統一劇場SP 1:15
1:30 (75分) 差分: 10 ～童貞卒業物語～ (83分) 差分: 7 (81分) 差分: 9 1:40 1:40 [字]田村悠人　日本統一外伝２ 1:30
1:45 ＜R-15＞ つれこむ女　 月イチ衝撃作 (72分) 差分: 8 1:45
2:00 (72分) 差分: 8 ハレンチ異空間 [字]完全なる飼育 etude 2:00
2:15 2:15 2:25 2:15 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 2:15
2:30 友達のお母さん　魅惑の香り 2:30 エロティカクイーン　 淫ら温泉　 (81分) 差分: 9 (82分) 差分: 8 2:30 2:30
2:45 ＜R-15＞ エロティカクイーン　 愛の小さな歴史 揉みがえりの湯 エクスタシー刑事 2:45
3:00 (80分) 差分: 10 アララト＜R-15＞ ＜R-15＞ ＜R-15＞ 3:10 3:10 ～特殊能力捜査官 冴子～ 3:00
3:15 (120分) 差分: 10 (106分) 差分: 9 (81分) 差分: 9 超・時空変態人間 ツンデレ娘 奥手な初体験 ＜R-15＞ 3:15
3:30 バック・トゥ・エクスタシー!! ＜R-15＞ (75分) 差分: 15 3:30
3:45 3:45 3:45 ＜R-15＞ (71分) 差分: 9 3:45
4:00 女占い師と美人OL　 夫婦のカタチ　 (74分) 差分: 6 4:00 4:00
4:15 W巨尻で狂わせて 4:20 夫に覗かれて・・・ 団地妻は、わけあってヤリました。＜R-15＞ 4:15
4:30 ＜R-15＞ 4:40 ツンデレ娘 奥手な初体験 ＜R-15＞ 4:30 4:30 ＜R-15＞ 4:30
4:45 (82分) 差分: 8 オトナのしおり　 ＜R-15＞ (75分) 差分: 10 セックス依存症　 えろぼん！ (87分) 差分: 8 4:45
5:00 とじて、ひらいて (71分) 差分: 9 5:10 漫才師の濡れた毎日 オヤジとムスコの性春日記 5:00
5:15 5:15 ＜R-15＞ うさぎ島日和① ＜R-15＞ ＜R-15＞ 5:15
5:30 うさぎ島日和② (67分) 差分: 13 5:40　[字]男おばさん!! #220 (35分) 差分: 15 (68分) 差分: 22 (74分) 差分: 16 5:35　[字]男おばさん!! #221 5:30
5:45 (34分) 差分: 11 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:15 6:15
6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00
7:15 7:15
7:30 7:30
7:45 7:45


脚本家・坂元裕二劇場


※編成は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。







日本映画専門チャンネル 2021年7月


7/19(月) 7/20(火) 7/21(水) 7/22(木) 7/23(金) 7/24(土) 7/25(日)


5:15 5:15
5:30 5:30
5:45 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00　[字]男おばさん!! #221 6:00 6:00 6:00
6:15 [字]魂の試される時 #7 [字]魂の試される時 #8 [字]魂の試される時 #9 6:20 6:20 倉本聰劇場 [字]NHKスペシャル　 6:15
6:30 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 [字]キューポラのある街 [字]人情紙風船 [字]前略おふくろ様Ⅱ #15 鬼太郎が見た玉砕～水木しげるの戦争～ 6:30
6:45 (100分) 差分: 10 ＜４Kデジタル修復版＞ (47分) 差分: 13 (90分) 差分: 10 6:45
7:00 7:00 7:00 7:00 　※2Kダウンコンバートにて放送 7:00 7:00
7:15 [字]二人の世界  #1-2 [字]二人の世界  #3-4 [字]二人の世界  #5-6 (86分) 差分: 14 ソロデビュー50周年記念　3ヶ月連続 特集・沢田研二 7:15
7:30 [字]ザ・タイガース ハーイ！ロンドン 7:40　[字]男おばさん!! #222 7:30
7:45 (83分) 差分: 7 7:45
8:00 8:00 8:00　森崎博之の あぐり王国 北海道 #41 8:00　森崎博之の あぐり王国 北海道 #42 8:10 8:00 8:00 8:00
8:15 おとなの2時間サスペンス (26分) 差分: 4 (26分) 差分: 4 [字]小河ドラマ 徳川☆家康　劇場版 [字]小河ドラマ　龍馬がくる　劇場版 倉本聰劇場 8:15
8:30 松本清張　鬼畜 8:30 8:30 (100分) 差分: 10 (105分) 差分: 15 8:30 [字]前略おふくろ様Ⅱ #16 8:30
8:45 （主演・ビートたけし） おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス [字]兵隊やくざ★強奪 (47分) 差分: 13 8:45
9:00 新・赤かぶ検事奮戦記１５ 京都・女性記者シリーズ１ (80分) 差分: 10 9:00 9:00
9:15 （主演・橋爪功） 京都周山殺人街道 [字]兵隊やくざ 脱獄 9:15
9:30 （主演・坂口良子） (86分) 差分: 14 9:30
9:45 9:45
10:00 10:00
10:15 10:25　時代劇専門チャンネルのすべて 10:25　時代劇専門チャンネルのすべて 10:25　時代劇専門チャンネルのすべて 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:00 10:00 10:00 10:40 10:30
10:45 おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス [字]警部補・古畑任三郎 [字]巡査 今泉慎太郎 [字]古畑任三郎（第３シリーズ） [字]北の国から 2002 10:45
11:00 松本清張　殺人行おくのほそ道 新・赤かぶ検事奮戦記１６ 京都・女性記者シリーズ２ （第１シリーズ） （全12話） 　#1-#5 遺言 後編 11:00
11:15 （主演・竹下景子） （主演・橋爪功） 京都鞍馬殺人街道  #1-#6 (87分) 差分: 8 (156分) 差分: 9 11:15
11:30 （主演・坂口良子） 11:35 11:30
11:45 [字]古畑任三郎（第２シリーズ） 11:45
12:00  #1-#5 12:00
12:15 　※#4は放送なし 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス 12:45
13:00 真夏の恐怖劇場　 真夏の恐怖劇場　 13:00
13:15 13:15 ファミリー 　呪いの５キャラットダイヤ 13:25 13:15
13:30 愛と死の砂漠 （主演・とよた真帆） （主演・田中美里） [字]三匹のおっさん2 13:30
13:45 （原作・松本清張/主演・小川真由美） ～正義の味方、ふたたび!!～ 13:45
14:00 #9-12 #5-#8（終） 14:00
14:15 14:25　時代劇専門チャンネルのすべて 14:25　時代劇専門チャンネルのすべて 14:20 14:15
14:30 14:30 14:30 [字]古畑任三郎（第３シリーズ） 14:30
14:45 女性作家サスペンス　晩餐会 山村美紗サスペンス　殺意の河 #6-#11 14:45
15:00 （主演・栗原小巻）　 （主演・松方弘樹） 15:00 15:00
15:15 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 [字]警部補・古畑任三郎 15:25 15:15
15:30 15:30 15:30 （第１シリーズ） [字]古畑任三郎（第２シリーズ） 15:30
15:45 大空港（主演・鶴田浩二）  #8 大空港（主演・鶴田浩二）  #9 #7-#12（終） #6-#10　 15:45
16:00 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 ※#9は放送なし 16:00
16:15 16:15
16:30 16:40　[字]男おばさん!! #221 16:30　おとな旅あるき旅 #35 16:30　おとな旅あるき旅 #21 16:30
16:45 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 16:45
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
17:15 『ゴジラ』シリーズ 4Kデジタルリマスター　最恐画質　8ヶ月連続放送 [字]ホワイトアウト このドキュメンタリーがすごい！ 17:15
17:30 [字]怪獣大戦争 (129分) 差分: 6 [字]NO SMOKING 17:30 17:30
17:45 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 (96分) 差分: 19 うさぎ島日和① 17:45
18:00 ※2Kダウンコンバートにて放送 (35分) 差分: 15 18:00
18:15 (95分) 差分: 15 18:20 18:15
18:30 日曜邦画劇場SP 18:30
18:45 18:50 18:55 18:50 [字]いつかギラギラする日 18:45
19:00 [字]心が叫びたがってるんだ。 [字]映画 ホタルノヒカリ [字]古畑任三郎スペシャル (109分) 差分(解説含む): 51 19:00
19:15 (119分) 差分: 11 19:15 (110分) 差分: 15 黒岩博士の恐怖 19:15 19:15
19:30 ミナミの帝王劇場 (110分) 差分: 10 [字]古畑任三郎ファイナル　 19:30
19:45 [字]難波金融伝 ミナミの帝王 19:55 今、甦る死 【ゲスト：萩原健一】 19:45
20:00  劇場版15 [字]警部補・古畑任三郎スペシャル (106分) 差分: 9 20:00
20:15 商工ローン―保証人の落とし穴 　笑うカンガルー 20:15
20:30 (91分) 差分: 14 (97分) 差分: 8 20:30
20:45 20:50 20:45
21:00 21:00 21:00 21:00 [字]古畑任三郎スペシャル 21:10 日曜邦画劇場ＳＰ 21:00
21:15 [字]漫才ギャング [字]北の国から '87 初恋 [字]北の国から '89 帰郷 すべて閣下の仕業 [字]古畑任三郎ファイナル　 放送開始20周年・1000回記念 21:15
21:30 (138分) 差分: 12 ＜デジタルリマスター版＞ ＜デジタルリマスター版＞ 21:40 (122分) 差分: 8 ラスト・ダンス 21:00 21:30
21:45 (120分) 差分: 10 (134分) 差分: 16 [字]古畑任三郎スペシャル (101分) 差分: 9 [字]キューポラのある街 21:45
22:00 　しばしのお別れ (100分) 差分(解説含む): 35 22:00
22:15 (70分) 差分: 10 22:15
22:30 【ゲスト：吉永小百合】 22:30
22:45 22:45
23:00 23:10 23:00
23:15 [字]いつかギラギラする日 23:15 23:15
23:30 23:30 (109分) 差分: 11 23:30 23:00 23:00 23:00 日本統一劇場 23:30
23:45 [字]牝猫たち（R-15版） [字]花芯＜R-15＞ [字]踊る大捜査線 THE MOVIE [字]交渉人 真下正義 [字]踊る大捜査線 THE MOVIE3 [字]日本統一３０ 23:45
0:00 ＜R-15＞ (96分) 差分: 9 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ ヤツらを解放せよ！ (77分) 差分: 13 0:00
0:15 (85分) 差分: 10 ※2Kダウンコンバートにて放送 ※2Kダウンコンバートにて放送 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ 0:15
0:30 (120分) 差分: 10 (127分) 差分: 8 ※2Kダウンコンバートにて放送 0:30
0:45 (142分) 差分: 8 0:45 0:45
1:00 1:05 1:10 1:10 日本統一劇場 1:00
1:15 友達のお母さん　魅惑の香り エロティカクイーン　 1:15 [字]踊る大捜査線 THE MOVIE2 1:15 [字]日本統一３１ 1:15
1:30 ＜R-15＞ 愛の小さな歴史 つれこむ女　 レインボーブリッジを封鎖せよ！ [字]容疑者　室井慎次 1:30 (73分) 差分: 12 1:30
1:45 (80分) 差分: 10 ＜R-15＞ ハレンチ異空間 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ [字]踊る大捜査線 THE FINAL 1:45
2:00 (106分) 差分: 14 ＜R-15＞ ※2Kダウンコンバートにて放送 ※2Kダウンコンバートにて放送 新たなる希望 2:10 2:00
2:15 (81分) 差分: 9 (139分) 差分: 11 (118分) 差分: 12 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ 東京の恋人＜R-15＞ 2:15
2:30 2:35 　※2Kダウンコンバートにて放送 (81分) 差分: 9 2:30
2:45 女闇金ユリ 2:45 (127分) 差分: 8 2:45
3:00 ～恥辱に悶える夜の花園～ 3:10 エロティカクイーン　 3:00
3:15 ＜R-15＞ ツンデレ娘 奥手な初体験 メビウスの悪女　赤い部屋 3:25 3:15
3:30 (74分) 差分: 6 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 3:40 バージン協奏曲 3:40 3:30
3:45 3:55 (71分) 差分: 9 (67分) 差分: 8 幼なじみ　発情てんこ盛り それゆけ純白パンツ! 3:45 夫婦のカタチ　 3:45
4:00 東京の恋人＜R-15＞ 4:00 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 月イチ衝撃作 夫に覗かれて・・・ 4:00
4:15 (81分) 差分: 14 えろぼん！ (81分) 差分: 9 (71分) 差分: 9 [字]牝猫たち（R-15版） ＜R-15＞ 4:15
4:30 4:30 オヤジとムスコの性春日記 ＜R-15＞ (75分) 差分: 15 4:30
4:45 淫ら温泉　 ＜R-15＞ 4:45 (85分) 差分: 10 4:45
5:00 揉みがえりの湯 (74分) 差分: 16 5:10 ブラコン！ 5:10 5:00
5:15 ＜R-15＞ うさぎ島日和② 僕と妹のノゾミ 5:20 うさぎ島日和① 5:15
5:30 5:30　[字]男おばさん!! #221 (81分) 差分: 9 5:30 (34分) 差分: 6 ＜R-15＞ うさぎ島日和② (35分) 差分: 5 5:30
5:45 うさぎ島日和① 5:50 (66分) 差分: 9 (34分) 差分: 6 5:50 5:45
6:00 6:00 6:00 (35分) 差分: 15 6:00 6:00 6:00
6:15 6:20 6:15
6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00
7:15 7:15
7:30 7:30
7:45 7:45


夏の一挙放送3DAYS


「古畑任三郎」シリーズ＆ＳＰ


「踊る大捜査線」４Kデジタルリマスター


劇場版全6作品一挙放送！


※編成は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。







日本映画専門チャンネル 2021年7月


7/26(月) 7/27(火) 7/28(水) 7/29(木) 7/30(金) 7/31(土) 8/1(日)


5:15 5:15
5:30 5:30
5:45 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:15 [字]魂の試される時 #10 [字]魂の試される時 #11 [字]魂の試される時 #12 [字]魂の試される時 #13 [字]魂の試される時 #14 [字]前略おふくろ様Ⅱ #16 6:15
6:30 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (46分) 差分: 14 (47分) 差分: 13 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
7:15 [字]二人の世界  #7-8 [字]二人の世界  #9-10 [字]二人の世界  #11-12 [字]二人の世界  #13-14 [字]兄弟（ＴＶドラマ・全26話） #19-22 [字]夜叉 7:15
7:30 (100分) 差分: 15 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 7:30
7:45 ※2Ｋダウンコンバートにて放送 7:45
8:00 8:00 8:00　おとな旅あるき旅 #22 8:00　おとな旅あるき旅 #23 8:00　おとな旅あるき旅 #24 (127分) 差分: 13 8:00
8:15 松本清張の黒革の手帖 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 8:15
8:30 （主演・山本陽子） #1 8:30 8:30 8:30 8:30
8:45 (47分) 差分: 13 おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス 8:55　時代劇専門チャンネルのすべて 8:45
9:00 9:00 京都・女性記者シリーズ３ 京都・女性記者シリーズ５ 京都・女性記者シリーズ７ 9:00 9:00
9:15 松本清張の黒革の手帖 京都物集女殺人街道 京都大石殺人街道 京都北国殺人街道 おとなの2時間サスペンス 9:20 9:15
9:30 （主演・山本陽子） #2 （主演・坂口良子） （主演・坂口良子） （主演・坂口良子） 松本清張スペシャル うさぎ島日和② 9:30
9:45 (46分) 差分: 14 やさしい地方 (34分) 差分: 6 9:45
10:00 10:00 （主演・古谷一行） 10:00 10:00
10:15 松本清張の黒革の手帖 10:25　時代劇専門チャンネルのすべて 10:25　時代劇専門チャンネルのすべて 10:25　時代劇専門チャンネルのすべて [字]小河ドラマ 織田信長 10:15
10:30 （主演・山本陽子） #3 10:30 10:30 10:30 (57分) 差分: 13 10:30
10:45 (46分) 差分: 14 おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス 10:45
11:00 11:00 京都・女性記者シリーズ４ 京都・女性記者シリーズ６ 京都・女性記者シリーズ８ 11:00 11:10 11:00
11:15 松本清張の黒革の手帖 京都大原殺人街道 京都吉野殺人街道 京都丹後殺人街道 おとなの2時間サスペンス [字]関西ジャニーズJr.の 11:15
11:30 （主演・山本陽子） #4 （主演・坂口良子） （主演・坂口良子） （主演・坂口良子） 松本清張スペシャル 目指せ♪ドリームステージ! 11:30
11:45 (46分) 差分: 14 捜査圏外の条件 (94分) 差分: 16 11:45
12:00 12:00 （主演・古谷一行） 12:00
12:15 松本清張の黒革の手帖 12:25　時代劇専門チャンネルのすべて 12:15
12:30 （主演・山本陽子） #5 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 (46分) 差分: 14 おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス おとなの2時間サスペンス 12:55　時代劇専門チャンネルのすべて 12:45
13:00 13:00 伊勢志摩　密封死体の女 十年　妻が夫を裏切った日 父からの手紙 13:00 13:00 13:00
13:15 松本清張の黒革の手帖 （主演・西郷輝彦） （主演・大杉漣） （檀れい・大杉漣） 大空港（主演・鶴田浩二） 週末“イッキミ”ドラマ 13:15
13:30 （主演・山本陽子） #6（終）  #5-8 [字]青のSP 13:30
13:45 (45分) 差分: 15 －学校内警察・嶋田隆平－ 13:45
14:00 14:00 #1-5 14:00
14:15 愛と死の砂漠 14:25　時代劇専門チャンネルのすべて 14:25　時代劇専門チャンネルのすべて 14:25　時代劇専門チャンネルのすべて (5分) 差分: 0 14:15
14:30 （原作・松本清張/主演・小川真由美） 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 #13-15 山村美紗サスペンス　長い髪の女 山村美紗サスペンス　京菓子殺人事件 山村美紗サスペンス 　虹への疾走 14:45
15:00 （主演・松方弘樹） （主演・松方弘樹） （主演・松方弘樹） 15:00
15:15 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 大空港（主演・鶴田浩二）  #10 大空港（主演・鶴田浩二）  #11 大空港（主演・鶴田浩二）  #12 15:45
16:00 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 16:00
16:15 16:20 16:15
16:30 16:40　[字]男おばさん!! #222 16:30　Dearボス #6 16:30　Dearボス #7 16:30　Dearボス #8 うさぎ島日和② 16:30
16:45 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (34分) 差分: 6 16:45
17:00 17:10 17:00 17:00 17:00 夏バテを笑い飛ばせ！ 17:00
17:15 [字]半世界 [字]Woman #1-3 [字]Woman #4-7 [字]Woman #8-11（終） 真夏の大人気コメディ映画祭り 17:20 17:15
17:30 (120分) 差分: 10 17:00 [字]青のSP 17:30
17:45 [字]漫才ギャング －学校内警察・嶋田隆平－ 17:45
18:00 (138分) 差分: 7 #6-10（終） 18:00
18:15 18:15
18:30 18:30
18:45 18:45
19:00 19:00
19:15 19:20 19:25 19:15
19:30 [字]GTOドラマスペシャル　 [字]ミックス。 19:30
19:45 (92分) 差分: 8 (119分) 差分: 6 19:45
20:00 20:00 20:00
20:15 [字]サーキット・ナース 20:20 20:15
20:30 (49分) 差分: 11 うさぎ島日和② 20:30　[字]男おばさん!! #222 20:30
20:45 (34分) 差分: 6 20:45
21:00 21:00 21:00 日本映画専門チャンネル・時代劇専門チャンネル共同企画 21:00 21:00
21:15 [字]北の国から '92 巣立ち 前編 [字]北の国から '92 巣立ち 後編 7/28 (なにわの日)　特集・関西ジャニーズ [字]北の国から '95 秘密 21:15
21:30 ＜デジタルリマスター版＞ ＜デジタルリマスター版＞ 21:00 (184分) 差分: 6 21:30 21:30 21:30
21:45 (120分) 差分: 10 (149分) 差分: 6 [字]関西ジャニーズJr.の [字]一度死んでみた [字]踊る大捜査線 THE MOVIE2 21:45
22:00 目指せ♪ドリームステージ! (93分) 差分: 12 レインボーブリッジを封鎖せよ！ 22:00
22:15 (94分) 差分: 16 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ 22:15
22:30 ※2Kダウンコンバートにて放送 22:30
22:45 22:50　[字]闇金ウシジマくん #5 (139分) 差分: 11 22:45
23:00 23:10　[字]闇金ウシジマくん #1 (24分) 差分: 11 23:00
23:15 (24分) 差分: 6 23:25 23:15 23:15
23:30 23:40　[字]闇金ウシジマくん #2 23:35　[字]闇金ウシジマくん #3 [字]闇金ウシジマくん #6 [字]記憶にございません！ 23:30
23:45 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 11 (127分) 差分: 8 23:45
0:00 0:10 0:05　[字]闇金ウシジマくん #4 0:00 0:10 0:00 0:00
0:15 人妻の湿地帯　 (24分) 差分: 6 日本統一劇場SP 日本統一劇場SP 月イチ衝撃作 0:15
0:30 舌先に乱されて 0:35 [字]田村悠人　日本統一外伝 [字]田村悠人　日本統一外伝２ [字]二十六夜待ち＜R-15＞ 0:30
0:45 ＜R-15＞ 超・時空変態人間 (81分) 差分: 9 (72分) 差分: 8 (124分) 差分: 6 0:45
1:00 (68分) 差分: 7 バック・トゥ・エクスタシー!! 1:00
1:15 1:25 ＜R-15＞ 1:15
1:30 Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 (74分) 差分: 6 1:30 1:30 1:30 1:30
1:45 仁義４６ 1:55 風俗秘話　 [字]龍虎の理2 東京の恋人＜R-15＞ 1:45
2:00 (83分) 差分: 7 農家に嫁いだ女　 時代に抱かれた女たち (78分) 差分: 7 (81分) 差分: 9 2:10 2:00
2:15 熟れた果実 ＜R-15＞ 人妻の湿地帯　 2:15
2:30 ＜R-15＞ (85分) 差分: 10 舌先に乱されて 2:30
2:45 2:55 (79分) 差分: 6 2:55 ＜R-15＞ 2:45
3:00 エロティカクイーン　 3:05 優しいおしおき　 3:00 (68分) 差分: 7 3:00
3:15 悲しき天使 3:20 団地妻は、わけあってヤリました。＜R-15＞ おやすみ、ご主人様 幼なじみ　発情てんこ盛り 3:25 3:15
3:30 ＜R-15＞ ブラコン！ ＜R-15＞ ＜R-15＞ ＜R-15＞ 花咲く部屋、昼下がりの蕾 3:30
3:45 (91分) 差分: 14 僕と妹のノゾミ (87分) 差分: 8 (70分) 差分: 10 (81分) 差分: 9 ＜R-15＞ 3:45
4:00 ＜R-15＞ (71分) 差分: 9 4:00
4:15 (66分) 差分: 9 4:15 4:15
4:30 4:40 4:35 4:40 女闇金ユリ 4:30 4:30
4:45 セックス依存症　 エクスタシー刑事 バージン協奏曲 ～恥辱に悶える夜の花園～ えろぼん！ 4:45 4:45
5:00 漫才師の濡れた毎日 ～特殊能力捜査官 冴子～ それゆけ純白パンツ! ＜R-15＞ オヤジとムスコの性春日記 エロティカクイーン　 5:00
5:15 ＜R-15＞ ＜R-15＞ ＜R-15＞ (74分) 差分: 6 ＜R-15＞ メビウスの悪女　赤い部屋 5:15
5:30 (68分) 差分: 12 (75分) 差分: 10 (71分) 差分: 9 5:35　[字]男おばさん!! #222 (74分) 差分: 6 ＜R-15＞ 5:30
5:45 5:55 5:50 (67分) 差分: 8 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:15 6:15
6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00
7:15 7:15
7:30 7:30
7:45 7:45


※編成は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。







日本映画専門チャンネル 2021年7月


8/2(月) 8/3(火) 8/4(水) 8/5(木) 8/6(金) 8/7(土) 8/8(日)


5:15 5:15
5:30 5:30
5:45 5:45
6:00 6:00
6:15 6:15
6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00
7:15 7:15
7:30 7:30
7:45 7:45
8:00 8:00
8:15 8:15
8:30 8:30
8:45 8:45
9:00 9:00
9:15 9:15
9:30 9:30
9:45 9:45
10:00 10:00
10:15 10:15
10:30 10:30
10:45 10:45
11:00 11:00
11:15 11:15
11:30 11:30
11:45 11:45
12:00 12:00
12:15 12:15
12:30 12:30
12:45 12:45
13:00 13:00
13:15 13:15
13:30 13:30
13:45 13:45
14:00 14:00
14:15 14:15
14:30 14:30
14:45 14:45
15:00 15:00
15:15 15:15
15:30 15:30
15:45 15:45
16:00 16:00
16:15 16:15
16:30 16:30
16:45 16:45
17:00 17:00
17:15 17:15
17:30 17:30
17:45 17:45
18:00 18:00
18:15 18:15
18:30 18:30
18:45 18:45
19:00 19:00
19:15 19:15
19:30 19:30
19:45 19:45
20:00 20:00
20:15 20:15
20:30 20:30
20:45 20:45
21:00 21:00
21:15 21:15
21:30 21:30
21:45 21:45
22:00 22:00
22:15 22:15
22:30 22:30
22:45 22:45
23:00 23:00
23:15 23:15
23:30 23:30
23:45 23:45
0:00 0:00
0:15 0:15
0:30 0:30
0:45 0:45
1:00 1:00
1:15 1:15
1:30 1:30
1:45 1:45
2:00 2:00
2:15 2:15
2:30 2:30
2:45 2:45
3:00 3:00
3:15 3:15
3:30 3:30
3:45 3:45
4:00 4:00
4:15 4:15
4:30 4:30
4:45 4:45
5:00 5:00
5:15 5:15
5:30 5:30
5:45 5:45
6:00 6:00
6:15 6:15
6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00
7:15 7:15
7:30 7:30
7:45 7:45


スカパー！（ｃｈ.255）、スカパー！プレミアムサービス（ｃｈ.634）及び


スカパー！プレミアムサービス光（ｃｈ.634）でご視聴の方は、
以下の番組を無料放送でお楽しみいただけます。


・時代劇専門チャンネルのすべて


※編成表上の尺表記は、プロモやＣＭ、ジングル等を含まない本編のみの尺です


※［字］マークつきのタイトルはクローズドキャプション付きの作品です


※編成は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。








2021


7  
July


吉 幾三特集
I K U Z O  Y O S H I


Photo:西岡浩記


熱唱！うた道
〈出演〉細川たかし／彩青 ほか


〈ナレーター〉中澤卓也


昌子・淳子・百恵  涙の卒業式
たびだち出発







老若男女問わず、多くの世代に支持される希代のエンターテイナー吉幾三！ 
6月9日に『吉幾三のおもちゃ箱〜令和エディション〜』、7月28日に『おとこ・達へ』と、
特徴的な2枚のコンピレーションアルバムをリリースする等、
幅広い音楽性を持つ吉幾三の魅力を、5時間に渡りお届けします。


熱唱！うた道


吉 幾三特集
吉幾三のデビュー40周年記念コンサート。「雪國」「酒よ」などのオリジ
ナル曲や名曲カバーもたっぷりお届けします。
＜歌唱曲＞
♪と・も・子・・・  ♪俺はぜったい！プレスリー  
♪春夏秋冬 ♪三味線が渡った町がある  ♪四季～津軽～ 
♪男酔い  ♪涙そうそう ほか


2018年に東京・ティアラこうとうで開催された芸能生活45周年記念ライ
ブ。構成・演出から歌唱曲まですべて吉幾三が作り上げた“吉幾三の集大
成”を放送。演奏は20名強のバンドに三味線や二胡、尺八が加わった迫
力の大編成でお届けします。 ＜歌唱曲＞ ♪酒よ  ♪雪國  ♪酔歌  ♪津軽平野 ほか


午後4時7/10（土） 


午後5時30分7/10（土） 


吉幾三コンサート  支えられて４０年


独占放送 吉幾三 ４５年間、ありがとう
～ファイナルコンサート～


Photo：中村吉伸


Photo：西岡浩記


ヒット曲をミュージックビデオでお届けします。
＜紹介曲＞♪俺ら東京さ行ぐだ ♪海峡 ♪酒よ ♪情炎 ♪ららばい 
 ♪男うた ♪人生 ♪TSUGARU ♪百年桜 ほか


吉幾三特集 ベストヒット演歌
よる7時30分 ほか7/10（土） 


＜出演＞ 吉幾三／五木ひろし
＜歌唱曲＞♪酒よ／吉幾三、五木ひろし 
 ♪酔歌 ♪女のかぞえ唄／吉幾三


演歌の花道
よる8時30分7/10（土） 


#216


「ぬくもり秋ふたり」
（テレビ東京放送日： 1991年10月6日)


よる7時15分7/17（土） 


昌子・淳子・百恵 涙の卒業式


よる7時30分7/23（金・祝） 


細川たかし特集 ベストヒット演歌


ヒット曲をミュージックビデオで紹介。最新曲「風雪よされ」もお届けします！
＜紹介曲＞♪艶歌船 ♪北岳 ♪新・応援歌、いきます ♪冬嵐 ♪2020 イヨマンテの夜 ほか


午後6時7/30（金） 


歌うことが大好きな演歌ファンを
応援する音楽番組。ゲストに細川
たかしを迎え、大ヒット曲「北酒
場」のほか、歌い継ぎたい名曲をフ
ルコーラスで披露します。
＜出演＞細川たかし／彩青　
＜ナレーター＞中澤卓也
＜MC＞ミッツ・マングローブ


（BSスカパー！放送日：2021年3月22日）


宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星
コンサート2016
～演歌ちょいワルおやじスペシャル～


細川たかし、堀内孝雄、鳥羽一郎、角川博ら演歌界の“ちょいワルおやじ”たち
が集結！生演奏による豪華歌唱ステージと、素顔に迫る爆笑トークを繰り広
げます。（2016年10月放送番組）
＜細川たかし歌唱曲＞♪浪花節だよ人生は ♪北酒場 ♪矢切の渡し ほか


午後5時15分7/17（土） 


70年代女性アイドルソング 山口百恵ベストテン
＜紹介曲＞♪ひと夏の経験 ♪秋桜 
 ♪いい日 旅立ち ほかよる9時30分7/23（金・祝） 


70年代女性アイドルソング 桜田淳子ベストテン
＜紹介曲＞♪気まぐれヴィーナス 
 ♪しあわせ芝居 ♪リップスティック ほかよる10時30分7/23（金・祝） 


（NHK放送日：1979年2月13日）


ビッグショー 桜田淳子


当時20歳の桜田淳子が登場。デビュー初期の楽曲をメド
レーで歌うほか、中島みゆきの「化粧」のカバーも披露。


よる8時30分7/23（金・祝） 


出発 たびだち


スター誕生！でデビューし、1973年に「花の中3トリオ」と命名された、森昌子・ 
桜田淳子・山口百恵。1977年3月に日本武道館で開催されたトリオでの最後の
ジョイントコンサートの模様をおさめた1977年公開の映画作品。
＜歌唱曲＞♪せんせい ♪おかあさん／森昌子
 ♪わたしの青い鳥 ♪夏にご用心／桜田淳子
 ♪ひと夏の経験 ♪横須賀ストーリー／山口百恵 ほか　　　


ⒸNHK







番組の放送日時や内容は、予告なく変更される場合がございます。


「ぬくもり秋ふたり」
（テレビ東京放送日： 1991年10月6日)


アーティストの「いま」をライブパフォー
マンスとして「リアル」に切り取りお届け
する 『WOW!iSM ―L!VE― 』唯一無
二の歌、演奏、グルーヴ…。パフォー
マンスそのものの魅力を「リアル」に伝
えるWOW!iSMオリジナルライブ。


NHK歌謡コンサート 藤あや子特集 
ベストヒット演歌演歌歌謡曲の話題曲


をゲストのおしゃべりと
ともにお届け。


毎回人気のアーティストにスポットを
あて、ミュージックビデオを紹介する
特集番組。今回は、艶やかで華やか
な歌世界を表現する藤あや子を特集。
南こうせつプロデュースによる、最新曲
「夢のまにまに」もお届け。


歌謡ポップスチャンネル開局25周年記念


聴きたい歌いたい名曲300選！
宮本隆治が相田翔子とお届けする演歌・歌謡曲情報バラエティ番組


7月14日に作詞生活50周年
トリビュートアルバムをリリースする松本隆を特集


ロサンゼルス在住、21歳のシンガーソングライター。14歳からYouTubeで動画
を配信。撮影も自ら手掛ける一方、その清廉な歌声は瞬く間に世界中の多くの音
楽ファンの心を癒し、虜にした。次世代の音楽シーンを席巻するDedachiKenta
のパフォーマンスを東京・御茶ノ水RITTOR BASEからお届けます。


宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星


～演歌・歌謡曲情報バラエティ～


アリス 3606日 
ファイナル・ライブ・アット・後楽園


７月13日の誕生日に出演番組を3時間連続放送


今回は2021年1月～6月までに番組出演した豪華歌手た
ちのトークや歌唱をダイジェストでお届けします。


#212  7/9（金） 午後6時 ほか
2021年上半期総集編


＜歌唱曲＞
♪夢去りし街角　
♪秋止符
♪帰らざる日々　
♪狂った果実
♪エスピオナージ－Espionage－
♪遠くで汽笛を聞きながら
♪チャンピオン ほか


1981年8月31日、後楽園球場にて行われた
アリス・ファイナル・ライブ。


「チャンピオン」「遠くで汽笛を聞きながら」「秋止符」など、
ヒット曲を完全網羅した伝説の公演。


7/3（土） よる7時 30分


7/30（金） よる10時 15分 


ⒸNHK


Ⓒ NHK


松本隆特集


中森明菜


＜出演＞氷川きよし／竹島宏 ほか
（NHK放送日：2003年1月14日）


#23  7/4（日） 午後1時 ほか


＜出演＞坂本冬美／竹島宏 ほか （NHK放送日：2004年1月13日）


#49  7/11（日） 午後1時 ほか


＜出演＞八代亜紀／島津亜矢 ほか （NHK放送日：2011年3月1日）


#166  7/18（日） 午後1時 ほか


＜出演＞氷川きよし／五木ひろし ほか （NHK放送日：2011年4月5日）


#167  7/28（水） 午後5時 ほか
＜出演＞加山雄三／丘みどり／竹島宏 ほか


（NHK放送日：2018年10月19日）#1 7/22（木・祝） ひる0時


＜出演＞千昌夫／氷川きよし／竹島宏 ほか
（NHK放送日：2019年9月27日）#2  7/29（木） ひる0時


DedachiKenta  
WOW!iSM―L!VE― 
from RITTOR BASE
7/31（土） 深夜0時 


80年代に隆盛したジャパンロックバンドを大特集


80'sジャパンロックバンドスペシャル


レッツゴーヤング


ヤングスタジオ101


POPS & ROCK 
1988ライブスペシャル


＜出演＞小林幸子／鳥羽一郎／市川由紀乃／川中美幸
椎名佐千子／松原のぶえ／石川さゆり／岩崎宏美
山川豊／中村美律子／原田悠里 ＜特別出演＞竜徹日記


「オリコン演歌＆歌謡TOP30」のスペシャル版！
演歌・歌謡曲ジャンルの2021年上半期のオリコンシングル
ランキングTOP30をカウントダウン形式で発表！ミュー
ジックビデオを全曲フルコーラスでお届けします。
（集計期間：2021年1月4日付～2021年7月5日付）


7/25（日） 午後6時 ほか3時間特番


7/2（金）
午後6時 ほか


ごごナマ　ごごウタ新番組


LARGE


紺色：C100M90


オレンジ：M85Y100


SMALL


歌謡ポップスチャンネル開局25周年を記念しお届けする
スペシャルプログラム。
日本の歴史に燦然と輝く名曲の数 を々、演歌・歌謡曲・
J-POPなどジャンルを問わず25時間の超ボリュームで
お届けします。


＜紹介曲＞
♪夜桜お七／坂本冬美　♪雪國／吉幾三
♪ハナミズキ／一青窈　
♪箱根八里の半次郎／氷川きよし
♪珍島物語／天童よしみ　
♪レイニー ブルー／德永英明　♪Jupiter／平原綾香　
♪言葉にできない／小田和正
♪オリビアを聴きながら／杏里
♪夜明けのブルース／五木ひろし
♪千の風になって／秋川雅史　♪Everything／MISIA
♪春よ、来い／松任谷由実 ほか


（NHK放送日：1989年1月21日）


#16  7/30（金） よる9時30分
♪KISS YOU／TM NETWORK 　
♪ICONOCLASM／BUCK-TICK


（NHK放送日：1988年6月18日）


#5  7/30（金） よる8時
♪HEAVIER THAN HELL
♪SO LONELY／LOUDNESS


（NHK放送日：1988年7月16日）


#7  7/30（金） よる8時45分
♪チェルノブイリ／
THE BLUE HEARTS


ジャストポップアップ
1988年から1991年までNHKで放送された
若者向けの音楽番組。


1988年、クリスマスイブの夜に
放送された豪華スタジオライブ！
当時を代表するアーティストが
次々登場し、生バンド演奏による
名曲・ヒット曲を披露。


＜出演＞爆風スランプ／BARBEE BOYS／
PRINCESS PRINCESS／REBECCA／
TM NETWORK／聖飢魔Ⅱ／米米CLUB／
BUCK-TICK ほか （NHK放送日：1988年12月24日）


ⒸNHK


Ⓒ NHK


Ⓒ NHK


Ⓒ NHK


Ⓒ NHK


Ⓒ NHK


Ⓒホリプロ


祝！
バースデー 7/13（火）


（NHK放送：1983年7月24日）


♪スマイル・フォー・ミー
♪トワイライト－夕暮れ便り－


よる8時#8


中森明菜スペシャル回。


（NHK放送日：1986年9月7日）


♪LA BOHEME（ラ・ボエーム）
♪ロンリー・ジャーニー ♪DREAMING 
♪予感 ♪ジプシークイーン ほか


よる8時45分#12


（NHK放送日：1986年12月7日）♪いっそセレナーデ ♪夢の中へ ♪Ｆｉｎ
よる9時30分#11


（NHK放送日：1987年4月5日）♪TANGO NOIR


よる10時15分#2


7/16（金） よる9時 


松本隆 原作・音楽・監督映画
『微熱少年』


7/16（金） よる11時 
松本隆コレクション


 7/24（土）  午後5時  7/25（日）  午後6時～


DVD「アリス3606日FINAL LIVE at KORAKUEN」より
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[  番組表  ]


月
5・12・19・26


火
6・13・20・27


水
7・14・21・28


木
1・8・15・22・29


金
2・9・16・23・30


 土
3・10・17・24・31


 日
4・11・18・25


6
うた紀行


～懐かしい歌 彩る情景～ 知里のミュージックエッセンスPartII 70's 80's JUKEBOX　
～私たちが選ぶこの10曲～


列車で旅する歌謡曲～
TRAIN and RAILWAY 


MUSIC


ミュージック・シャワー OKINAWA MONDE W・ALKER
※⑰政経マネジメント塾 （～7:00） 政経マネジメント塾


車で旅する歌謡曲 わが心の演歌 煌く日本の歌手
～わが心の演歌～


さつま狂句 6:45～山日和 
6:50～世界ローカルナビ


7
オリコン


演歌＆歌謡
TOP30


⑥ ザ・スター 内山田洋とク
ール・ファイブ
⑬演歌新曲ファイル
⑳聴かせて！あなたのリクエスト　
新曲・名曲・ヒット曲
㉗歌謡決定版 歌謡決定版


①関東義兄弟
8:30～ 演歌の花道（～9:00）
⑧関東無宿 ⑮「無頼」より大
幹部 ㉒男の紋章
㉙演歌新曲ファイル（～9:00）


USEN
演歌ベスト20


若っ人ランド
④増位山太志郎特集（～8:00）⑪歌謡決定版


（～8:00）⑱OKINAWA MONDE W・ALKE
さつま狂句◇山日和◇ローカルナビ


8 歌謡決定版 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星特選！ ヒット演歌ミニ


9
ベストヒット演歌 ⑥山内惠介
⑬香西かおり ⑳藤あや子
※㉗きよしとこの夜


歌謡パレード
※①きよしとこの夜 ※⑧藤あ
や子特集 ベストヒット演歌


時代を映す名曲アルバム
インフォメーション


歌謡決定版
オリコン


演歌＆歌謡
TOP30


10 インフォメーション
NHK歌謡コンサート


歌謡決定版
11 演歌新曲ファイル


※⑬歌謡決定版
※㉗聴かせて！あなたのリクエ
スト　新曲・名曲・ヒット曲


USEN
演歌ベスト20


 ベストヒット演歌
①三山ひろし ⑮川中美幸
㉙吉幾三 ※⑧㉒歌謡決定版 歌謡決定版


※②男の紋章
12:45～ 特選！ヒット演歌ミニ12


①⑮宮本隆治の歌謡ポップス
☆一番星 
㉒㉙ごごナマ ごごウタ
※⑧演歌の花道 インフォメーション


1 インフォメーション


オリコン
演歌＆歌謡
TOP30


NHK歌謡コンサート
⑤歌謡決定版 ⑫インフォメー
ション 2:00～ 鉄道歌浪漫
⑲インフォメーション
2:00～ 鉄道歌浪漫 ２　
㉖丘みどり リサイタル2018
～演魅（えんび）～


USEN
演歌ベスト20 オリコン


演歌＆歌謡
TOP30


歌謡決定版


演歌新曲ファイル
※②㉚歌謡決定版
※⑯聴かせて！あなたのリクエ
スト　新曲・名曲・ヒット曲


2 USEN
演歌ベスト203 インフォメーション インフォメーション


4


オリコン
演歌＆歌謡
TOP 30


歌謡決定版


USEN
演歌ベスト20


③坂本冬美「リサイタル’94 ずっと、あなたの冬美で
す」（～5:15） ⑩吉幾三コンサート 支えられて40年


（～5:30） ⑰宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星コン
サート （～5:15）㉔艶歌 -ENKA- <60分>㉛オリコ
ン演歌＆歌謡　2021年上半期TOP30 （～7:00） 演歌新曲ファイル


※⑪聴かせて！あなたのリクエ
スト　新曲・名曲・ヒット曲


インフォメーション


5
歌謡パレード


※⑦ビッグショー 八代亜紀
※㉘NHK歌謡コンサート


（～6:00）
①⑧⑮歌謡決定版
㉒歌手生活20周年記念 
石川さゆりリサイタル 道
6:45～ テレサ・テン 
コンサート・ライブ （～7:45）
㉙オリコン演歌＆歌謡　
2021年上半期TOP30


（～8:00）


③5:15～ 坂本冬美「～歌の夢　
歌の旅～Fuyumi Sakamoto 
25th Anniversary Live -My 
Favorite Songs-」
⑩5:30～ 独占放送 吉幾三 
45年間、ありがとう～ファイ
ナルコンサート～（～7:30）
⑰5:15～ 宮本隆治の歌謡ポッ
プス☆一番星コンサート2016
㉔歌謡ポップスチャンネル開局
25周年記念　聴きたい歌いたい
名曲300選！（～7/25 6:00）
㉛7:00～ 三山ひろし×純烈
LIVE （～8:30）


⑦ふたりのビッグショー 青江三奈＆
八代亜紀 ⑭歌謡パレード ㉑ふたり
のビッグショー 谷村新司＆西城秀樹
㉘6:00～ 本人歌唱セレクション～
宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星～6


②藤あや子特集 ベストヒット演歌 
⑨宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星 
⑯本人歌唱セレクション
～宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星～ 
㉓特集 歌のビッグステージ（～7:30） 
㉚細川たかし特集 ベストヒット演歌


④艶歌 -ENKA- <60分>
7:00～ 神野美伽 35周年記念
コンサート MIKA SHINNO FEST.
⑪⑱MV特集
㉕オリコン演歌＆歌謡　
2021年上半期TOP30


演歌の花道
※㉑僕たちの青春ソングス


7 列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 


MUSIC 
懐メロ♪ ドライブミュージック


※㉒7:45～ 僕たちの青春ソングス ミニ


列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 


MUSIC 
※㉓7:30～ 昌子・淳子・百恵 
涙の卒業式 出発（～8:30）


③僕たちの青春ソングス ミニ
7:30～ アリス 3606日 ファイナル・
ライブ・アット・後楽園 （～9:00） 
⑩7:30～ 吉幾三特集 ベストヒット
演歌 ⑰熱唱！うた道 
8:15～ 僕たちの青春ソングス ミニ


8


MV特集
MV特集


※⑬レッツゴーヤング
8:45～ ヤングスタジオ１０１ 


（～11：00）


MV特集
⑦MISIA ⑭松任谷由実 
8:30～ ゴスペラーズ
㉑TUBE 
8:30～ 松任谷由実 
㉘THE ALFEE 


MV特集


②ポップジャム ⑨レッツゴーヤング 
⑯ヤングスタジオ１０１ ㉓8:30～ 
ビッグショー 桜田淳子（～9:30） 
㉚ジャストポップアップ（～10:15）


③9:00～ 野口五郎 50th 
Anniversary 『GO ROAD 光
の道へ』
⑩演歌の花道
9:00～ MV特集（～11:00）
⑰鉄道歌浪漫　
㉛鉄道歌浪漫 ２　


MV特集


9
MV特集


②あなたが選ぶ 女性アイドル
ソング・ベスト１００
⑨工藤静香「静香のコンサート
'90春」
11:00～ ツメ折り！カセットソ
ング
⑯松本隆 原作・音楽・監督映画


『微熱少年』
11:00～ 松本隆コレクション
0:00～ 80年代女性アイドル
ソングSP 松田聖子（～1:30）
㉓9:30～ 70年代女性アイド
ルソング 山口百恵 ベストテン
10:30～ 70年代女性アイドル
ソング 桜田淳子ベストテン
11:30～ MV特集（～1:30）
㉚10:15～ POPS & ROCK 
1988ライブスペシャル
0:00～ポップジャム（～1:30）


レッツゴーヤング
※④ジャストポップアップ
※㉕ヤングスタジオ１０１


MV特集※④ポップジャム（～10:30）
※⑱及川光博 踊っていただけますか？（～10:30）


10 ③㉛MV特集
⑩11:00～ ツメ折り！カセット
ソング（～1:00）
⑰布施明 デビュー50周年記
念コンサート～次の一歩～ 
Live at 東京国際フォーラム 


（～0:15）


④10:30～MV特集
⑪藤井フミヤ ミュージックビ
デオ特集
11:00～ MV特集（～1:00）
⑱10:30～MV特集
㉕NAONのYAON 2021　
第一部


11 70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ CAR and DRIVE MUSIC ⑦㉘ツメ折り！カセットソング


⑭㉑J-POP ライブラリー
70's80's JUKEBOX　


～私たちが選ぶこの10曲～
※㉙MV特集（～1:00）


④MV特集
⑪1:00～ 渡辺美里 ミュージ
ックビデオ特集
1:30～ Boom Trigger vs 
WATWING「ワトトリガー！」◇
WOW!iSM―SPEC!AL―
⑱MV特集
㉕NAONのYAON 2021　
第二部
1:00～ WORLD GUITAR 
GIRLS COLLECTION －女
子メタルの響宴－
2:00～ 懐メロ♪ ドライブミュ
ージック


0 CAR and DRIVE MUSIC


ツメ折り！カセットソング
※⑥永遠のロッカーたち
0:30～ 永遠のロッカーたち
～名曲プレイリスト～
上田正樹特集


J-POP ライブラリー


①⑮しゃべくりDJ 平松愛理の
ミュージックアワー！！
⑧㉒しゃべくりDJ 
ダイアモンド☆ユカイのミュー
ジックアワー！！


MV特集
※⑰0:15～MV特集
2:15～ 70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリス
ト～（～3:15）
※㉛DedachiKenta◇
WOW!iSM―L!VE―
1:00～MV特集（～4:00）


1
懐メロ♪ ドライブミュージック


※㉖SHOW-YA ミュージックビデオ特集


ぐっ！ジョブ ナンデモ特命係 
発見らくちゃく！


⑦㉑政経マネジメント塾
⑭㉘郷土劇場「芸能の広場」 きらり九州 絶景ニッポン


～四季彩パレット～


2 雨ニモマケズ、 OKINAWA MONDE 
 W・ALKER


絶景ニッポン
～四季彩パレット～ Ｕ字工事の旅！発見 さつま狂句 


2:15～世界ローカルナビ 2:25～山日和


インフォメーション インフォメーション3
③70's80's JUKEBOXシリーズ Ｂ面
コレクション⑰3:15～ 永遠のロッカー
たち～名曲プレイリスト～桑名正博特
集 3:45～ 僕たちの青春ソングス ミニ


マークは同時に複数の音声を放送している音
声多重の番組です。※番組は深夜3時にて放送
終了します。※番組は予告無く変更、または休
止する場合がございます。予めご了承ください。
※停波 7/5・14 深夜3時55分～4時 スカパー！
(CS110）329ch


特番・新番組
PHS・IP電話のお客様は、
045-522-6648
受付時間:午前9時～午後6時


（年中無休※年末年始を除く）


歌謡ポップスチャンネル カスタマーセンター
おー いいな ミュージック


0570-017-329
https://www.kayopops.jp/


お問い合わせ
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2021.07 番 組 表


※「PGAツアーハイライト」（PGA_HL）は番組を変更
　して放送する場合がありますのでご了承ください。


※都合により、番組タイトル、番組内容および放送日時が
　変更になることがありますのでご了承ください。
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海外メジャー


国内ツアー ニュース・レッスン・情報番組


PGAツアー チャンピオンズ


その他の競技


PGAツアー


国内女子ツアー


特集・おすすめ番組 海外女子メジャー
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4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #5
5:30
二


PGAツアー 2019-20
ロケットモーゲージ
クラシック
最終日
優勝者 :ブライソン・デシャンボー


8:30インフォメーション
9:00 プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2
9:30 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4
10:00インフォメーション
10:30ひとりゴルフ
林菜乃子


11:30インフォメーション
0:00ゴルトレ！ジュラシック木澤
～飛距離アップへの挑戦～


1:00インフォメーション
1:30
二


PGAツアー
トラベラーズ
チャンピオンシップ
最終日


4:30インフォメーション
5:00
二


PGAツアー チャンピオンズ
ブリヂストンシニアプレーヤーズ
チャンピオンシップ 2日目


6:30インフォメーション
7:00
二


★PGAツアー チャンピオンズ
ブリヂストンシニアプレーヤーズ
チャンピオンシップ 
3日目


9:00
二


★PGAツアー チャンピオンズ
ブリヂストンシニアプレーヤーズ
チャンピオンシップ 
最終日


11:00 あすゴル！170 ▽11:15 限定！ ギアMAX
11:30海外女子メジャー


1時間で振り返る2021全米女子オープン
0:30ゴルフのたすき2021 #1
1:00ひとりゴルフ
林菜乃子


2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2
3:30 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4


4:00
二


PGAツアー
衛星生中継
ロケットモーゲージ
クラシック
1日目


7:00海外男子メジャー
1時間で振り返る2021全米オープン


8:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #89
8:30インフォメーション
9:00 プレメン！3 土手陸編 #1＆2
9:30 プレメン！3 土手陸編 #3＆4
10:00インフォメーション
10:30ひとりゴルフ
進藤大典


11:30インフォメーション
0:00ゴルトレ！山本邦子


～イメージ通りのスイングへの挑戦～
1:00インフォメーション
1:30ゴルフのたすき2021 #1
2:00 PGA_HL ▽2:15 Giver ゴルフの息吹
2:30インフォメーション
3:00
二


PGAツアー チャンピオンズ
ブリヂストンシニアプレーヤーズ
チャンピオンシップ 
3日目


5:00インフォメーション
5:30ひとりゴルフ
進藤大典


6:30インフォメーション
7:00 あすゴル！170 ▽7:15 PGA_HL
7:30
二


PGAツアー
ロケットモーゲージ
クラシック
1日目


10:30 限定！ ギアMAX ▽10:45 PGA_HL
11:00★ギア猿


～華丸工場長の検証スペシャル（1）
0:00
二


PGAツアー チャンピオンズ
ブリヂストンシニアプレーヤーズ
チャンピオンシップ 
最終日


2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 土手陸編 #1＆2
3:30 プレメン！3 土手陸編 #3＆4


4:00
二


PGAツアー
衛星生中継
ロケットモーゲージ
クラシック
2日目


7:00 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー
～ 25years of Tiger ～


8:00 限定！ ギアMAX ▽8:15 あすゴル！170
8:30 橋本マナミのリーダーズ#137
9:00国内男子ツアー
PLAYBACK
JAPAN
PLAYERS
CHAMPIONSHIP
by サトウ食品
3日目


2:00 PGA_HL ▽2:15 限定！ ギアMAX
2:30ゴルフのたすき2021 #1
3:00
二


PGAツアー
ロケットモーゲージ
クラシック
2日目


6:00銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲストRED RICE（湘南乃風）】


7:00 Golf Link #6
7:30 PGA_HL ▽7:45 限定！ ギアMAX
8:00海外女子メジャー


1時間で振り返る2021全米女子オープン
9:00海外男子メジャー


1時間で振り返る2021全米オープン
10:00


二


PGAツアー
ロケットモーゲージ
クラシック
2日目


1:00牧野裕のEnjoy Golf
1:30 PGA_HL ▽1:45 限定！ ギアMAX
2:00
二


PGAツアー 
衛星生中継
ロケットモーゲージ
クラシック 3日目


（2:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
ロケットモーゲージ
クラシック
3日目


※最大延長 午前 8:00
▽7:15 インフォメーション
▽7:45 限定！ ギアMAX


8:00ギア猿
～華丸工場長の検証スペシャル（1）


9:00国内男子ツアー
PLAYBACK
JAPAN
PLAYERS
CHAMPIONSHIP
by サトウ食品
最終日


2:00 PGA_HL ▽2:15 限定！ ギアMAX
2:30 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2
3:00 TEAM SERIZAWA 404
3:30★2021 年度 第 62回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技


5:00
二


PGAツアー
ロケットモーゲージ
クラシック
3日目


10:00★あすゴル！171 ▽10:15 PGA_HL
10:30


二


PGAツアー チャンピオンズ
ブリヂストンシニアプレーヤーズ
チャンピオンシップ 
最終日


0:30 PGA_HL ▽0:45 限定！ ギアMAX
1:00ひとりゴルフ
ゴルフタレントなみき


2:00
二


PGAツアー
衛星生中継
ロケットモーゲージ
クラシック 最終日


（2:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
ロケットモーゲージ
クラシック
最終日


※最大延長 午前 11:00
▽7:15 限定！ ギアMAX


7:30 PGAツアー プレーヤーズ #6
8:00ゴルフのたすき2021 #1
8:30インフォメーション
9:00 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2
9:30 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4
10:00インフォメーション
10:30イメージスイング
11:00 PGAツアー プレーヤーズ #1
11:30インフォメーション
0:00ひとりゴルフ
古閑美保


1:00インフォメーション
1:30 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー
～ 25years of Tiger ～


2:30インフォメーション
3:00牧野裕のEnjoy Golf
3:30 PGA_HL ▽3:45 Giver ゴルフの息吹
4:00インフォメーション
4:30ギア猿


～華丸工場長の検証スペシャル（1）
5:30インフォメーション
6:00
二


PGAツアー
ロケットモーゲージ
クラシック
最終日


11:00★ぎゅっと週刊国内ツアー #182 ▽11:15 あすゴル！171
11:30★稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #64


0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #182 ▽0:45 PGA_HL
1:00ひとりゴルフ
古閑美保


2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2
3:30 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #7
5:30
二


PGAツアー
ロケットモーゲージ
クラシック
3日目


8:30インフォメーション
9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #182 ▽9:15 Giver ゴルフの息吹
9:30 プレメン！3 田島創志編 #3＆4
10:00インフォメーション
10:30ひとりゴルフ
野澤真央


11:30インフォメーション
0:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #182 ▽0:15 PGA_HL
0:30ゴルフのたすき2021 #1
1:00インフォメーション
1:30海外女子メジャー


1時間で振り返る2021全米女子オープン
2:30インフォメーション
3:00
二


PGAツアー
ロケットモーゲージ
クラシック
最終日


6:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #182 ▽6:15 あすゴル！171
6:30インフォメーション
7:00 PGAツアー プレーヤーズ #6
7:30
二


★PGAツアー チャンピオンズ
ディックススポーティンググッズ
オープン 1日目


9:00★ EVER GREEN CLUB #1 ▽9:15 限定！ ギアMAX
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #89
10:00★らく･ごる #39
10:30ゴルフのたすき2021 #1
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★藤田光里 向上委員会 #38 ▽11:45 ★Turf＆Trip  2
0:00★橋本マナミのリーダーズ#138
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #182 ▽0:45 限定！ ギアMAX
1:00 あすゴル！171 ▽1:15 PGA_HL
1:30イメージスイング
2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 田島創志編 #1＆2
3:30 プレメン！3 田島創志編 #3＆4


4:00機器メンテナンス


6:00 PGAツアー プレーヤーズ #8
6:30
二


PGAツアー チャンピオンズ
ブリヂストンシニアプレーヤーズ
チャンピオンシップ 
最終日


8:30インフォメーション
9:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
9:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4
10:00インフォメーション
10:30ひとりゴルフ
石坂友宏


11:30インフォメーション
0:00ゴルトレ！山本邦子


～イメージ通りのスイングへの挑戦～
1:00インフォメーション
1:30海外男子メジャー


1時間で振り返る2021全米オープン
2:30インフォメーション
3:00
二


PGAツアー チャンピオンズ
ディックススポーティンググッズ
オープン 1日目


4:30インフォメーション
5:00 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー
～ 25years of Tiger ～


6:00インフォメーション
6:30
二


★PGAツアー チャンピオンズ
ディックススポーティンググッズ
オープン 2日目


8:00銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲストRED RICE（湘南乃風）】


9:00★ゴルフ真剣勝負
the MATCH #63
イ・ミニョン×ペ・ヒギョン


10:30 PGAツアー プレーヤーズ #1
11:00★ゴルフ★パラダイス ＃７４
11:30★プレメン！3 #1 ▽11:45 あすゴル！171
0:00ゴルフのたすき2021 #1
0:30
二


PGAツアー チャンピオンズ
ディックススポーティンググッズ
オープン 2日目


2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
3:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #9
5:30
二


PGAツアー 2018-19
ジョンディア
クラシック
最終日
優勝者 :ディラン・フリテッリ


8:30インフォメーション
9:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2
9:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4
10:00インフォメーション
10:30ひとりゴルフ
木下稜介


11:30インフォメーション
0:00ゴルトレ！ジュラシック木澤
～飛距離アップへの挑戦～


1:00インフォメーション
1:30
二


海外シニアメジャー 2019
全米シニアオープン
ゴルフ選手権
最終日
優勝者 :スティーブ・ストリッカー


4:30インフォメーション
5:00 あすゴル！171 ▽5:15 プレメン！3 #1
5:30ゴルフのたすき2021 #1
6:00インフォメーション
6:30
二


★PGAツアー チャンピオンズ
ディックススポーティンググッズ
オープン 最終日


8:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #64


9:00★debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
9:30ギア猿


～華丸工場長の検証スペシャル（1）
10:30海外男子メジャー


1時間で振り返る2021全米オープン
11:30


二


PGAツアー チャンピオンズ
ディックススポーティンググッズ
オープン 最終日


1:00
二


海外シニアメジャー
衛星生中継
全米シニアオープン
ゴルフ選手権
1日目 前半


4:00
二


PGAツアー
衛星生中継
ジョンディア
クラシック
1日目


7:00
二


海外シニアメジャー
衛星生中継
全米シニアオープン
ゴルフ選手権 1日目 後半


9:00 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
9:30 橋本マナミのリーダーズ#138
10:00インフォメーション
10:30ひとりゴルフ
宮本勝昌


11:30インフォメーション
0:00ゴルフのたすき2021 #1
0:30 PGA_HL ▽0:45 プレメン！3 #1
1:00インフォメーション
1:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #64


2:30インフォメーション
3:00 2021 年度 第 62回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技


4:30インフォメーション
5:00スター☆ゴルフマッチⅡ #89
5:30 PGA_HL ▽5:45 プレメン！3 #1
6:00インフォメーション
6:30
二


PGAツアー
ジョンディア
クラシック
1日目


9:30あすゴル！171
二▽9:45


海外シニアメジャー
全米シニアオープン
ゴルフ選手権
1日目
▽0:45 ＰＧＡツアーハイライト


1:00
二


海外シニアメジャー
衛星生中継
全米シニアオープン
ゴルフ選手権
2日目


4:00
二


PGAツアー
衛星生中継
ジョンディア
クラシック
2日目


7:00らく･ごる #39
7:30ゴルフのたすき2021 #1
8:00★国内女子ツアー
とことん1番ホール生中継
ニッポンハム
レディス
クラシック
3日目


1:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #63
イ・ミニョン×ペ・ヒギョン


2:30 あすゴル！171 ▽2:45 PGA_HL
3:00ギア猿


～華丸工場長の検証スペシャル（1）
4:00海外男子メジャー


1時間で振り返る2021全米オープン
5:00限定！ ギアMAX
▽5:15 
国内女子ツアー
PLAYBACK1番ホール
ニッポンハム
レディス
クラシック
3日目
▽9:15 ＰＧＡツアーハイライト


9:30
二


PGAツアー
ジョンディア
クラシック
2日目


0:30 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
1:00牧野裕のEnjoy Golf
1:30 PGA_HL ▽1:45 限定！ ギアMAX
2:00
二


PGAツアー
衛星生中継
ジョンディア
クラシック 3日目


（2:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
ジョンディア
クラシック
3日目


※最大延長 午前 7:30
▽7:15 限定！ ギアMAX


7:30★国内女子ツアー
とことん1番ホール生中継
ニッポンハム
レディスクラシック
最終日 ※最大延長 午前 10:30


10:00インフォメーション
10:30ラキールカップ 第 7回


日本クラブチームゴルフ選手権
▽11:45 ＰＧＡツアーハイライト


0:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #64


1:00 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
1:30国内女子ツアー
PLAYBACK1番ホール
ニッポンハム
レディスクラシック
最終日


4:00銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲストRED RICE（湘南乃風）】


5:00
二


PGAツアー
ジョンディア
クラシック
3日目


10:00★あすゴル！172 ▽10:15 PGA_HL
10:30


二


★海外シニアメジャー
全米シニアオープン
ゴルフ選手権
3日目


1:30 PGA_HL ▽1:45 限定！ ギアMAX
2:00
二


PGAツアー
衛星生中継
ジョンディア
クラシック 最終日


（2:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
ジョンディア
クラシック
最終日


※最大延長 午前 11:30
▽7:15 限定！ ギアMAX


7:30 PGAツアー プレーヤーズ #10
8:00ゴルフのたすき2021 #1
8:30インフォメーション
9:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2
9:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4
10:00インフォメーション
10:30ひとりゴルフ
ゴルフタレントなみき


11:30インフォメーション
0:00海外男子メジャー


1時間で振り返る2021全米オープン
1:00インフォメーション
1:30 PGA_HL ▽1:45 プレメン！3 #1
2:00牧野裕のEnjoy Golf
2:30インフォメーション
3:00
二


★海外シニアメジャー
全米シニアオープン
ゴルフ選手権
最終日


6:00インフォメーション
6:30 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
7:00
二


PGAツアー
ジョンディア
クラシック
最終日


11:00★ぎゅっと週刊国内ツアー #183 ▽11:15 あすゴル！172
11:30ゴルフ真剣勝負
the MATCH #63
イ・ミニョン×ペ・ヒギョン


1:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #183 ▽1:15 PGA_HL
1:30イメージスイング
2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2
3:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #1
5:30
二


海外シニアメジャー
全米シニアオープン
ゴルフ選手権
2日目


8:30インフォメーション
9:00 プレメン！3 大西翔太編 #1＆2
9:30 プレメン！3 大西翔太編 #3＆4
10:00インフォメーション
10:30ひとりゴルフ
横田真一


11:30インフォメーション
0:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #183 ▽0:15 プレメン！3 #1
0:30ゴルフのたすき2021 #1
1:00インフォメーション
1:30ゴルトレ！山本邦子


～イメージ通りのスイングへの挑戦～
2:30インフォメーション
3:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #183 ▽3:15 あすゴル！172
3:30 PGA_HL ▽3:45 プレメン！3 #1
4:00インフォメーション
4:30 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
5:00
二


PGAツアー
ジョンディア
クラシック
最終日


8:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #64


9:00★EVER GREEN CLUB #2 ▽9:15 ぎゅっと#183
9:30★スター☆ゴルフマッチⅡ #90
10:00★TEAM SERIZAWA 405
10:30★Golf Link #7
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★藤田光里 向上委員会 #39 ▽11:45 ★Turf＆Trip  2
0:00★橋本マナミのリーダーズ#139
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #183 ▽0:45 PGA_HL
1:00 あすゴル！172 ▽1:15 プレメン！3 #1
1:30イメージスイング
2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 大西翔太編 #1＆2
3:30 プレメン！3 大西翔太編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #2
5:30
二


海外シニアメジャー
全米シニアオープン
ゴルフ選手権
3日目


8:30インフォメーション
9:00 プレメン！3 勝又優美編 #1＆2
9:30 プレメン！3 勝又優美編 #3＆4
10:00インフォメーション
10:30ひとりゴルフ
照山亜寿美


11:30インフォメーション
0:00
二


PGAツアー
ジョンディア
クラシック
最終日


3:00インフォメーション
3:30らく･ごる #39
4:00 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
4:30インフォメーション
5:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #63
イ・ミニョン×ペ・ヒギョン


6:30インフォメーション
7:00ギア猿


～華丸工場長の検証スペシャル（1）
8:00海外男子メジャー


1時間で振り返る2021全米オープン
9:00★debut！ロマロ10年の結晶 RayVシリーズ
9:30ゴルフのたすき2021 #1
10:00★ひとりゴルフ
石井理緒


11:00★ゴルフ★パラダイス #75
11:30★プレメン！3 #2 ▽11:45 あすゴル！172
0:00 2021 年度 第 62回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技


1:30イメージスイング
2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 勝又優美編 #1＆2
3:30 プレメン！3 勝又優美編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #3
5:30
二


海外シニアメジャー
全米シニアオープン
ゴルフ選手権
最終日


8:30インフォメーション
9:00 あすゴル！172 ▽9:15 プレメン！3 #2
9:30ゴルフのたすき2021 #1
10:00インフォメーション
10:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #64


11:30インフォメーション
0:00 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
0:30牧野裕のEnjoy Golf
1:00インフォメーション
1:30銀座ゴルフ倶楽部


【MCヒロミ×ゲストRED RICE（湘南乃風）】
2:30
二


海外男子メジャー
衛星生中継
全英オープン
ゴルフ選手権
1日目


※最大延長 午前 5:00


4:00インフォメーション


5:00 橋本マナミのリーダーズ#139
5:30 PGAツアー プレーヤーズ #4
6:00ギア猿


～華丸工場長の検証スペシャル（1）
7:00
二


海外男子メジャー
全英オープン
ゴルフ選手権
1日目


2:00インフォメーション
2:30
二


海外男子メジャー
衛星生中継
全英オープン
ゴルフ選手権
2日目


※最大延長 午前 5:00


4:00インフォメーション


5:00スター☆ゴルフマッチⅡ #90
5:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #64


6:30 debut！ロマロ10年の結晶 RayVシリーズ
7:00
二


海外男子メジャー
全英オープン
ゴルフ選手権
2日目


4:00★グラスホッパーズ
4:30 Golf Link #7
5:00 あすゴル！172 ▽5:15 限定！ ギアMAX
5:30 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
6:00
二


海外男子メジャー
衛星生中継
全英オープン
ゴルフ選手権
3日目


※最大延長 午前 5:00


4:00インフォメーション


5:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #63
イ・ミニョン×ペ・ヒギョン


6:30 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
7:00
二


海外男子メジャー
全英オープン
ゴルフ選手権
3日目


3:00 あすゴル！172 ▽3:15 ★あすゴル！173
3:30 TEAM SERIZAWA 405
4:00らく･ごる #39
4:30 debut！ロマロ10年の結晶 RayVシリーズ
5:00
二


海外男子メジャー
衛星生中継
全英オープン
ゴルフ選手権
最終日


※最大延長 午前 7:00
3:00 プレメン！3 重田栄作編 #1＆2
3:30 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #5
5:30 2021 年度 第 62回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技


7:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2
7:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4
8:00インフォメーション
8:30牧野裕のEnjoy Golf
9:00 あすゴル！173 ▽9:15 プレメン！3 #2
9:30インフォメーション
10:00


二


海外男子メジャー
全英オープン
ゴルフ選手権
最終日


8:00 debut！ロマロ10年の結晶 RayVシリーズ
8:30グラスホッパーズ
9:00海外男子メジャー


1時間で振り返る2021全米オープン
10:00海外女子メジャー


1時間で振り返る2021全米女子オープン
11:00★ぎゅっと週刊国内ツアー #184 ▽11:15 限定！ ギアMAX
11:30 2021 年度 第 62回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技


1:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #184 ▽1:15 プレメン！3 #2
1:30ゴルフのたすき2021 #1
2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2
3:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #6
5:30
二


PGAツアー チャンピオンズ
ディックススポーティンググッズ
オープン 最終日


7:00 2021 年度 第 62回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技


8:30インフォメーション
9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #184 ▽9:15 プレメン！3 #2
9:30 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4
10:00インフォメーション
10:30ひとりゴルフ
塚田好宣


11:30インフォメーション
0:00ゴルフのたすき2021 #1
0:30グラスホッパーズ
1:00インフォメーション
1:30 debut！ロマロ10年の結晶 RayVシリーズ
2:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #184 ▽2:15 あすゴル！173
2:30インフォメーション
3:00
二


★PGAツアー
バーバソル
チャンピオンシップ
1日目


6:00
二


★PGAツアー
バーバソル
チャンピオンシップ
2日目


9:00★EVER GREEN CLUB #3 ▽9:15 ぎゅっと #184
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #90
10:00 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
10:30ゴルフのたすき2021 #1
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★藤田光里 向上委員会 #40 ▽11:45 ★Turf＆Trip  2
0:00★橋本マナミのリーダーズ#140
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #184 ▽0:45 あすゴル！173
1:00ひとりゴルフ
石井理緒


2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2
3:30 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #7
5:30
二


PGAツアー 2018-19
3Mオープン
最終日
優勝者 :マシュー・ウルフ


8:30インフォメーション
9:00 プレメン！3 土手陸編 #1＆2
9:30 プレメン！3 土手陸編 #3＆4
10:00インフォメーション
10:30ひとりゴルフ
宮田成華


11:30インフォメーション
0:00イメージスイング
0:30 あすゴル！173 ▽0:45 プレメン！3 #2
1:00インフォメーション
1:30 Golf Link #7
2:00グラスホッパーズ
2:30インフォメーション
3:00
二


★PGAツアー
バーバソル
チャンピオンシップ
3日目


6:00インフォメーション
6:30
二


★PGAツアー
バーバソル
チャンピオンシップ
最終日


9:30 debut！ロマロ10年の結晶 RayVシリーズ
10:00★銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲストすみれ】


11:00★ゴルフ★パラダイス  #76
11:30★プレメン！3 吉本巧編 #3


▽11:45 ラキールカップ 第 7回
日本クラブチームゴルフ選手権


1:00 TEAM SERIZAWA 405
1:30 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 土手陸編 #1＆2
3:30 プレメン！3 土手陸編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00海外男子メジャー
1時間で振り返る2021全米オープン


6:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #90
6:30 debut！ロマロ10年の結晶 RayVシリーズ
7:00
二


PGAツアー
バーバソル
チャンピオンシップ
1日目


10:00 2021 年度 第 62回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技


11:30 プレメン！3 #2 ▽11:45 限定！ ギアMAX
0:00★2021 年度 第 105回
日本アマチュア
ゴルフ選手権競技


1:30ゴルフ真剣勝負
the MATCH #63
イ・ミニョン×ペ・ヒギョン


3:00 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
3:30 あすゴル！173 ▽3:45 限定！ ギアMAX
4:00
二


PGAツアー
バーバソル
チャンピオンシップ
2日目


7:00ひとりゴルフ
石井理緒


8:00
二


海外シニアメジャー
衛星生中継
全英シニアオープン
ゴルフ選手権
presented by ロレックス1日目 前半


10:30ギア猿
～華丸工場長の検証スペシャル（1）


11:30グラスホッパーズ
0:00 限定！ ギアMAX ▽0:15 ★オンデマンドでみよう！7月号
0:30
二


海外シニアメジャー
衛星生中継
全英シニアオープン
ゴルフ選手権
presented by ロレックス 1日目 後半


3:00 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2
3:30 二 3Mオープン1日目


（3:30~）
二


PGAツアー
衛星生中継
3Mオープン
1日目


7:00 2021 年度 第 105回
日本アマチュア
ゴルフ選手権競技


8:30 プレメン！3 #3 ▽8:45 限定！ ギアMAX
9:00
二


PGAツアー
バーバソル
チャンピオンシップ
3日目


0:00 TEAM SERIZAWA 405
0:30ＰＧＡツアーハイライト


二▽0:45
PGAツアー
3Mオープン
1日目


▽3:45 ＰＧＡツアーハイライト
4:00 限定！ ギアMAX ▽4:15 プレメン！3 #3
4:30
二


PGAツアー
バーバソル
チャンピオンシップ
最終日


7:30 ゴルフのたすき2021 #1
8:00
二


海外シニアメジャー
衛星生中継
全英シニアオープン
ゴルフ選手権
presented byロレックス 2日目 前半


10:30銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲストRED RICE（湘南乃風）】


11:30 debut！ロマロ10年の結晶 RayVシリーズ
0:00 PGA_HL ▽0:15 あすゴル！173
0:30
二


海外シニアメジャー
衛星生中継
全英シニアオープン
ゴルフ選手権
presented byロレックス 2日目 後半


3:00 プレメン！3 田島創志編 #1＆2
3:30 二 3Mオープン ２日目


 


（3:30~）
二


PGAツアー
衛星生中継
3Mオープン
2日目


7:00国内男子ツアー
PLAYBACK
JAPAN
PLAYERS
CHAMPIONSHIP
by サトウ食品
3日目


0:00 あすゴル！173 ▽0:15 PGA_HL
0:30グラスホッパーズ
1:00ひとりゴルフ
石井理緒


2:00
二


PGAツアー
3Mオープン
2日目


5:00 PGA_HL ▽5:15 限定！ ギアMAX
5:30 2021 年度 第 62回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技


7:00
二


海外シニアメジャー
全英シニアオープン
ゴルフ選手権
presented by ロレックス
2日目 後半


9:30 限定！ ギアMAX ▽9:45 PGA_HL
10:00


二


海外シニアメジャー
衛星生中継
全英シニアオープン
ゴルフ選手権
presented by
ロレックス
3日目


2:00
二


PGAツアー
衛星生中継
3Mオープン
3日目


（2:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
3Mオープン
3日目


7:00国内男子ツアー
PLAYBACK
JAPAN
PLAYERS
CHAMPIONSHIP
by サトウ食品
最終日


0:00 ゴルフのたすき2021 #1
0:30 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー
～ 25years of Tiger ～


1:30 PGA_HL ▽1:45 限定！ ギアMAX
2:00銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲストすみれ】


3:00 debut！ロマロ10年の結晶 RayVシリーズ
3:30 ゴルフのたすき2021 #1
4:00ひとりゴルフ
石井理緒


5:00 PGA_HL ▽5:15 限定！ ギアMAX
5:30 2021 年度 第 105回
日本アマチュア
ゴルフ選手権競技


7:00
二


海外シニアメジャー
全英シニアオープンゴルフ選手権
presented by
ロレックス
3日目


10:00★あすゴル！174 ▽10:15 PGA_HL
10:30


二


PGAツアー
3Mオープン
3日目


1:30 牧野裕のEnjoy Golf
2:00
二


PGAツアー
衛星生中継
3Mオープン
最終日


（2:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
3Mオープン
最終日


※最大延長 午前 11:30
▽7:15 限定！ ギアMAX


7:30 PGAツアー プレーヤーズ #8
8:00 ゴルフのたすき2021 #1
8:30インフォメーション
9:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
9:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4
10:00インフォメーション
10:30ひとりゴルフ
佐藤信人


11:30インフォメーション
0:00 牧野裕のEnjoy Golf
0:30 橋本マナミのリーダーズ#140
1:00インフォメーション
1:30 ゴルフのたすき2021 #1
2:00グラスホッパーズ
2:30インフォメーション
3:00 debut！ロマロ10年の結晶 RayVシリーズ
3:30
二


★海外シニアメジャー
全英シニアオープン
ゴルフ選手権
presented by
ロレックス
最終日


6:30インフォメーション
7:00
二


PGAツアー
3Mオープン
最終日


11:00★ぎゅっと週刊国内ツアー #185 ▽11:15 PGA_HL
11:30銀座ゴルフ倶楽部


【MCヒロミ×ゲストすみれ】
0:30 限定！ ギアMAX ▽0:45 あすゴル！174
1:00 Golf Link #7
1:30 PGA_HL ▽1:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #185
2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
3:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #9
5:30
二


PGAツアー
バーバソル
チャンピオンシップ
1日目


8:30インフォメーション
9:00 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2
9:30 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4
10:00インフォメーション
10:30ひとりゴルフ
北田瑠衣


11:30インフォメーション
0:00 debut！ロマロ10年の結晶 RayVシリーズ
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #185 ▽0:45 PGA_HL
1:00インフォメーション
1:30ひとりゴルフ
石井理緒


2:30インフォメーション
3:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #185 ▽3:15 あすゴル！174
3:30グラスホッパーズ
4:00インフォメーション
4:30ゴルフ真剣勝負
the MATCH #63
イ・ミニョン×ペ・ヒギョン


6:00
二


PGAツアー
3Mオープン
最終日


9:00★ EVER GREEN CLUB #4 ▽9:15 ぎゅっと #185
9:30★スター☆ゴルフマッチⅡ #91
10:00★TEAM SERIZAWA 406
10:30★Golf Link #8
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★藤田光里 向上委員会 #41 ▽11:45 ★Turf＆Trip  2
0:00★橋本マナミのリーダーズ#141
0:30 PGA_HL ▽0:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #185
1:00 ゴルフのたすき2021 #1
1:30機器メンテナンス


（1:30~）機器メンテナンス


7:00
二


PGAツアー
バーバソル
チャンピオンシップ
2日目


10:00インフォメーション
10:30ひとりゴルフ
小鯛竜也


11:30インフォメーション
0:00 あすゴル！174 ▽0:15 プレメン！3 #3
0:30 ゴルフのたすき2021 #1
1:00インフォメーション
1:30 ゴルトレ！ジュラシック木澤


～飛距離アップへの挑戦～
2:30インフォメーション
3:00 2021 年度 第 62回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技


4:30インフォメーション
5:00グラスホッパーズ
5:30 PGA_HL ▽5:45 プレメン！3 #3
6:00 debut！ロマロ10年の結晶 RayVシリーズ
6:30インフォメーション
7:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #64


8:00ひとりゴルフ
石井理緒


9:00 2021 年度 第 105回
日本アマチュア
ゴルフ選手権競技


10:30 ゴルフのたすき2021 #1
11:00★ゴルフ★パラダイス  #77
11:30★プレメン！3 #4 ▽11:45 あすゴル！174
0:00海外男子メジャー


1時間で振り返る2021全米オープン
1:00ギア猿


～華丸工場長の検証スペシャル（1）
2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2
3:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #10
5:30
二


PGAツアー
バーバソル
チャンピオンシップ
3日目


8:30インフォメーション
9:00グラスホッパーズ
9:30らく･ごる #39
10:00インフォメーション
10:30


二


海外男子メジャー
全米プロ
ゴルフ選手権
1日目


1:30インフォメーション
2:00
二


海外男子メジャー
全米プロ
ゴルフ選手権
2日目


5:00インフォメーション
5:30
二


海外男子メジャー
全米プロ
ゴルフ選手権
3日目


8:30 あすゴル！174 ▽8:45 限定！ ギアMAX
9:00
二


海外男子メジャー
全米プロ
ゴルフ選手権
最終日


0:00 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー
～ 25years of Tiger ～


1:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #64


2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 大西翔太編 #1＆2
3:30 プレメン！3 大西翔太編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #1
5:30
二


PGAツアー
バーバソル
チャンピオンシップ
最終日


8:30インフォメーション
9:00 あすゴル！174 ▽9:15 プレメン！3 #4
9:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4
10:00インフォメーション
10:30


二


海外女子メジャー
全米女子オープン
ゴルフ選手権
1日目


1:30インフォメーション
2:00
二


海外女子メジャー
全米女子オープン
ゴルフ選手権
2日目


5:00インフォメーション
5:30
二


海外女子メジャー
全米女子オープン
ゴルフ選手権
3日目


8:30グラスホッパーズ
9:00
二


海外女子メジャー
全米女子オープン
ゴルフ選手権
最終日


0:00海外女子メジャー
1時間で振り返る2021全米女子オープン


1:00 ゴルフのたすき2021 #1
1:30 debut！ロマロ10年の結晶 RayVシリーズ
2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 勝又優美編 #1＆2
3:30 プレメン！3 勝又優美編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #2
5:30 ゴルフのたすき2021 #1
6:00
二


海外男子メジャー
全米オープン
ゴルフ選手権
1日目


9:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #64


10:00
二


海外男子メジャー
全米オープン
ゴルフ選手権
2日目


1:00 あすゴル！174 ▽1:15 限定！ ギアMAX
1:30
二


海外男子メジャー
全米オープン
ゴルフ選手権
3日目


4:30ゴルフ真剣勝負
the MATCH #63
イ・ミニョン×ペ・ヒギョン


6:00
二


海外男子メジャー
全米オープン
ゴルフ選手権
最終日


9:00海外男子メジャー
1時間で振り返る2021全米オープン


10:00銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲストすみれ】


11:00グラスホッパーズ
11:30ギア猿


～華丸工場長の検証スペシャル（1）
0:30らく･ごる #39
1:00 牧野裕のEnjoy Golf
1:30 オンデマンドでみよう！7月号 ▽1:45 プレメン！3 #4
2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 重田栄作編 #1＆2
3:30 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4


お申し込み、お問い合わせは


403chデジタル 428chデジタルコンパクト


J:COM
カスタマーセンター TEL:0120-999-000


ひかりTV カスタマーセンター


TEL:009192-144


Ch.754


※上記の電話番号がご利用になれない場合
   TEL:0120-001144 
         （通話無料・携帯電話不可）


（通話無料 / 年中無休 / 受付時間10：00～19：00）


TEL:0120-039-888スカパー! カスタマーセンター
（総合窓口）
スカパー！カスタマーセンターへお電話の際には、予め有料放送契約約款
（https://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/)とプライバシーポリシー
（https://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/）の内容をご確認頂き、 
同意のうえご連絡下さい。


お 近くの ケ ーブ ル 局


KDDI お客さまセンター
Ch.403


TEL:0077-777


ゴルフ を見よう


ゴルフネットワークカスタマーセンター


 0120 - 562- 034


ゴルフネットワーク


最新番組情報はゴルフネットワークHPへ


 （受付時間10：00～18：00 年中無休）








【音声】


30


古代の宇宙人 S6～S8 [二]


情報番組


30


00


00


13


00


摂氏２度 ～人類滅亡のカ
ウントダウン [字]


ロスト・ピラミッド [二] 他


アメリカお宝鑑定団 ポーン・ス
ターズ  [二] 他


アメリカお宝鑑定団 ポーン・ス
ターズ  [二]


古代の宇宙人 決定的証拠を探せ！ [二] / 古代からの発見 S2～S4 [二] 他


30


【にっぽんの歴史】日本史探究スペシャル  ライバルたちの光芒 / THE 歴史列伝 /
THEナンバー2 ～歴史を動かした陰の主役たち～  *金曜のみ（19:55～）ルネサンス新世界


30


30


30


16


14


15


17


12


30


23
00


00


18


22


30


30


30


00


30


00


00


30


20
30


30


30


00


00


00


00


ザ・歴史食堂 [字] 他


情報番組


. 真相！北朝鮮のダーク
な国家秘密 [字] 他


18
00


30


00


00


00


情報番組


ザ・歴史食堂 [字] 他


【週末一挙マラソン】


古代の宇宙人
S10～S12 [二]


情報番組


19


古代の宇宙人 決定的証拠を探せ！ [二] / 古代からの発見 S2～S3 [二] / にっぽん！歴史鑑定 出演：田辺誠一 他


00


●メインテナンス停波
7月5日（月）深3:55～翌前4:00
7月14日（水）深3:55～翌前4:00


●放送日時・番組内容は変更になる場合があります。


古代の宇宙人 S10～S12 [二] / 古代の宇宙人 決定的証拠を探せ！ [二]


古代の宇宙人 決定的証拠を探せ！ [二] / 古代からの発見 S2～S3 [二] / ザ・山男 S4 [二] 他


[二]･･･二カ国語放送
[字]・・・字幕放送
表記なし・・・日本語放送


00


30


5
00


00


2


00


4古代の宇宙人 決定的証拠を探せ！ [二] / 中世ヨーロッパの謎 伝説の騎士と聖杯 [字] / 古代からの発見 S2～S4 [二] 他


【にっぽんの歴史】
THE 歴史列伝


日本史探究スペシャ
ル  ライバルたちの光


芒


THEナンバー2 ～歴史
を動かした陰の主役


たち～


週末一挙マラソン
30


30


30


1
30


00


5
00


4


30


30


3


00


30


00


2


30


00


1


24


21
30


古代の宇宙人 S6～S8 [二]


24


23
00


30
22


00


30


30


00


30


00


00


【週末一挙マラソン】


古代の宇宙人
S10～S12 [二]


古代の宇宙人 決定的
証拠を探せ！ [二]


【週末一挙マラソン】


古代の宇宙人
S10～S12 [二]


密着：ザヒ・ハワス博士の
ミイラ発掘 [二]


古代の宇宙人 決定的証
拠を探せ！ [二]


中世ヨーロッパの謎 伝説
の騎士と聖杯 [字]


古代からの発見 S2 S3
[二]


週末一挙マラソン


古代の宇宙人 S10～S12 [二]


古代の宇宙人 S10～S12 [二] / 古代の宇宙人 決定的証拠を探せ！ [二]


3


21


13


16


情報番組


まんが日本史


1.～7. 解禁！米政府UFO機密調査ファイル S1 [字] 8.～19.解禁！米政府UFO機密調査ファイル S2 [字]
20.～29. 古代の宇宙人 S2 [二] 30. タイムトラベル陰謀説 [字]


30


00


00


30


00


ザ・歴史食堂 [字] 他


00


30
15


【週末一挙マラソン】


古代の宇宙人
S10～S12 [二]


古代の宇宙人 決定的
証拠を探せ！ [二]


1.～16. 解読！MANKIND／人間史 ～歴史をつくった12のテーマ～ [二] 19.～30. BIG HISTORY ～科学の眼でみる壮大な歴史～ [二]


情報番組


アメリカお宝鑑定団 ポーン・ス
ターズ  [二]


真相！北朝鮮のダー
クな国家秘密 [字]


ロスト・ピラミッド [二]
他


ザ・山男 S4 [二]  /
ローマ ～古代帝国の先端技術 [二] 他


古代の宇宙人 S10～S12 [二]


【にっぽんの歴史】日本史探究スペシャル  ライバルたちの光芒 / THE 歴史列伝 /
THEナンバー2 ～歴史を動かした陰の主役たち～


30


【にっぽんの歴史】日本史探究スペシャル  ライバルたちの光芒 / THE 歴史列伝 /
THEナンバー2 ～歴史を動かした陰の主役たち～


17


30


アメリカお宝鑑定団 ポーン・スターズ [二]


【にっぽんの歴史】
THE 歴史列伝


日本史探究スペシャ
ル  ライバルたちの光


芒


THEナンバー2 ～歴史
を動かした陰の主役


たち～


週末一挙マラソン


00 情報番組


アメリカお宝鑑定団 ポーン・ス
ターズ  [二]


古代の宇宙人 S6～S8 [二]
30


14


30


まんが日本史


00


土曜日金曜日木曜日火曜日曜日


00


水曜日月曜日


1.～7. 解禁！米政府UFO機密調査ファイル S1 [字] 8.～19.解禁！米政府UFO機密調査ファイル S2 [字]
20.～29. 古代の宇宙人 S2 [二] 30. タイムトラベル陰謀説 [字]


5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24.31


9


19


20


   ヒストリーチャンネル™ 日本・世界の歴史＆エンタメ   基本編成表  2021年7月


曜日日曜日


6


30


30


00


30


00


30


10


7
情報番組 情報番組


8


00


解禁！米政府UFO機密調
査ファイル S1 [字]　他


古代の宇宙人 S11 [二]
6：50～WALK3000


9


30


00


00


4.11.18.25


1.～16. 解読！MANKIND／人間史 ～歴史をつくった12のテーマ～ [二] 19.～30. BIG HISTORY ～科学の眼でみる壮大な歴史～ [二]


情報番組


6
30


7


8


30


30


00


30
11


00


00


摂氏２度 ～人類滅亡のカ
ウントダウン [字]


中世ヨーロッパの謎 伝説
の騎士と聖杯 [字] 他


10


11
30


00


12


00


情報番組


30








35


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #1-12【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ


vs
浦和ﾚｯｽﾞ


08:15 #2-7【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
ｻｶﾞﾝ鳥栖


50
ラーメンWalker TV2 埼玉屈指の名店に駆け上がった今が旬の行列店！


狭山ヶ丘『自家製手もみ麺 鈴ノ木』
 #275-28【HD】【字】 


00PR 2021年7月 #21-3【HD】 


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「箱根登山鉄道」
#15-7【HD】


10


2021 FORMULA 1


12:00 #39-5【HD】
【第8戦ｼｭﾀｲﾔｰﾏﾙｸGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS DER 
STEIERMARK 2021


予選
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二
13:40 #40-5【HD】
【第8戦ｼｭﾀｲﾔｰﾏﾙｸGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS DER 
STEIERMARK 2021


決勝
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二


30
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <ホリエアツシ
(STRAIGHTENER/ent)> #84-40 【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「挽肉と米」


#76-45【HD】【字】


00


パチンコLAB～9th 
season～
#13-11【HD】


00


パチスロ(旅)  18:00 #260-
16【HD】 滋賀編2⑧(福井観
光) 18:30 #261-21【HD】 
6thシーズン総集編① 


00


西川貴教の僕らの音楽
SURFACE×武部聡志/清塚信
也×今井マサキ/mihoro*


#22-14【HD】


00


NSP 中村貴之 平賀
和人へきくちから
#86-1【HD】


30


KiramuneカンパニーR
SparQlewから千葉・保住・堀江社員が


登場!
社外ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの予行演習と称して、巨
大ﾓﾆﾀｰやｽﾃｰｼﾞを使った爆笑新企画盛


りだくさん!
MC：Uncle Bomb（浪川大輔・吉野裕


行）
ｹﾞｽﾄ：千葉翔也・保住有哉・堀江瞬


#51-4【HD】


00


FIVBﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰ2019
4-star 東京大会
【完全版】
男女準決勝
#1-10【HD】


40


FIVBﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰ2019
4-star 東京大会


男女
3位決定戦
決勝
表彰式


#2-12【HD】


00
純喫茶に恋をして ～築地・マコ 


#13-32【HD】【字】 


05


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #3-7【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
FC東京
vs


徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ
08:10 #4-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡
vs


北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌
10:35 #5-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
大分ﾄﾘﾆｰﾀ
vs


ｳﾞｨｯｾﾙ神戸
12:50 #6-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
柏ﾚｲｿﾙ
vs


横浜FC


35


フジサンケイレディ
スクラシック黄金伝
説 2006年 第25回大
会 大山志保 プレー
オフを制し劇的逆転
優勝 #11-6【HD】 


50
ラーメンWalker TV2 饗 くろ? x ソラノイロ 1日限定奇跡のコラボ密着リ


ポート!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


50


パチンコLAB～9th 
season～


#14-12【HD】


20


パチスロ(旅) 6thシーズン
総集編② #262-21【HD】 


40


2021 FORMULA 1
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】


FORMULA 1 BWT GROSSER 
PREIS VON OSTERREICH 2021


金曜ﾌﾘｰ走行1
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ
Ｓ二 生 #41-1【HD】


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <ホリエアツシ
(STRAIGHTENER/ent)> #84-41 【HD】


50


ジェフ・ベック 
Live At The 
Hollywood Bowl
#1-1【HD】


10


2021 FORMULA 1
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】


FORMULA 1 BWT GROSSER 
PREIS VON OSTERREICH 2021


金曜ﾌﾘｰ走行2
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ
Ｓ二 生 #42-1【HD】


10


U2「ヨシュア・トゥ
リー」Classic 
Albums


#1-15【HD】


00


東京マラソン2020


24:10 #3-16【HD】
エリートマラソン
大迫傑vs設楽悠太vs


井上大仁
東京五輪出場枠をか
けた戦いをノーカッ


トで放送!
26:50 #1-16【HD】
車いすマラソン


世界屈指の顔ぶれが
集結!


車いすならではのス
ピード感と駆け引き


に注目!


00


鎧美女  29:00 #71-18
【HD】【字】 甲冑:豊臣秀
吉 美女:松嶋えいみ 29:30 
#72-21【HD】【字】 甲冑:
前田利家 美女:相沢菜々子 


40


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #7-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
横浜F・ﾏﾘﾉｽ


vs
ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台


08:15 #8-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


vs
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ


10:25 #9-8【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
浦和ﾚｯｽﾞ
vs


柏ﾚｲｿﾙ


00


ラーメンWalker TV2
サニーデイ・サービス田中貴イチオシ!


日本各地の美味い一杯！未公開編 #273-27【HD】【字】 


40


2021 FORMULA 1


13:00 #41-2【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】


FORMULA 1 BWT GROSSER 
PREIS VON OSTERREICH 2021


金曜ﾌﾘｰ走行1
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ Ｓ二
14:20 #42-2【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】


FORMULA 1 BWT GROSSER 
PREIS VON OSTERREICH 2021


金曜ﾌﾘｰ走行2
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ Ｓ二


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <ホリエアツシ
(STRAIGHTENER/ent)> #84-42 【HD】


00


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村NEXT
#24-3【HD】


30


SELECTRAVEL 関東 山梨編 
Ｓ二 #29-1【HD】 


50


ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2019年優勝 申ｼﾞｴ
全英女王 渋野日向子は
2位Tﾌｨﾆｯｼｭ! #6-41【HD】 


10


2021 FORMULA 1
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】


FORMULA 1 BWT GROSSER 
PREIS VON OSTERREICH 2021


土曜ﾌﾘｰ走行
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ
Ｓ二 生 #43-1【HD】


30
純喫茶に恋をして ～蔵前・らい 


#10-33【HD】【字】 


30


スパイストラベラー  20:30 #27-2【HD】 第
27話「神、宿る」
名店紹介:Bli Made


ゲスト:TAKUMA(10-FEET) 21:00 #28-1【HD】 
第28話「明日には」


名店紹介:Japanese Spice Curry wacca
ゲスト:TAKUMA(10-FEET) ※京都大作戦用編成


なので動かす場合はご相談ください 


50


ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2007年優勝 谷原秀人


15歳石川遼がﾛｰｱﾏ獲得 #6-22【HD】 


00


2021 FORMULA 1
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


予選
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ
Ｓ二 生 #44-1【HD】


00


新・みんなの鉄道


24:00 #41-14【HD】
北海道旅客鉄道・留


萌本線
25:00 #43-13【HD】
西日本旅客鉄道・氷


見線


40


FIVBﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰ2019
4-star 東京大会


男女
3位決定戦
決勝
表彰式


#2-13【HD】


00


春の高校ﾊﾞﾚｰ
ﾊｲﾗｲﾄ 2003年女子決勝
成徳学園vs文京学院女大


木村沙織 春高連覇へ! #3-34【HD】 


05


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #10-5【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
FC東京
vs


ｳﾞｨｯｾﾙ神戸
08:20 #11-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｻｶﾞﾝ鳥栖
vs


北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌
10:35 #12-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡


vs
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


12:50 #13-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ


vs
大分ﾄﾘﾆｰﾀ


20
ラーメンWalker TV2 異なる3つのラーメンをハイブリッドした最先端ガッツ


リ系ラーメン!
小伝馬町『中華そば たた味』


50


SELECTRAVEL 九州 鹿児島・
熊本編 Ｓ二 #10-34【HD】 
00PR 2021年7月 #21-12【HD】 


00


新・みんなの鉄道
十和田観光電鉄
#4-16【HD】


30


2021 FORMULA 1


17:00 #43-2【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT GROSSER 
PREIS VON OSTERREICH 2021


土曜ﾌﾘｰ走行
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二
18:20 #44-2【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT GROSSER 
PREIS VON OSTERREICH 2021


予選
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「M2」


#77-34【HD】【字】


20
純喫茶に恋をして
#15-10【HD】【字】


00


2021 FORMULA 1
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


決勝
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ
Ｓ二 生 #45-1
【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  25:00 #23-57【HD】
【字】 滋賀編 Ｓ二 25:30 
#24-54【HD】【字】 愛知編 


Ｓ二 


00


鎧美女  26:00 #71-19
【HD】【字】 甲冑:豊臣秀
吉 美女:松嶋えいみ 26:30 
#72-22【HD】【字】 甲冑:
前田利家 美女:相沢菜々子 


10


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第113夜


「ダウンタウンしお
こうじストリング
ス」 #16-5【HD】 


40


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット


#54-7【HD】


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <ホリエアツシ
(STRAIGHTENER/ent)> #84-43 【HD】


55


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #14-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ


vs
横浜FC


08:15 #15-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
横浜F・ﾏﾘﾉｽ


vs
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


10:35 #16-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台


vs
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ


30


ラーメンWalker TV2  12:55 #281-19【HD】【字】 次世代の才能溢れる店主
発掘企画第一弾「新潟ハルヤ」特集!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


出演：伊藤かりん 阪田博昭 13:10 #282-20【HD】【字】 ラーメンWalkerグ
ランプリ千葉第2位!超ストロングな家系ラーメンの行列店! 


柏『王道家』
出演：田中貴（サニーデイ・サービス） 田中真琴 赤池洋文 


50


フジサンケイクラ
シック黄金伝説  


13:30 #41-20【HD】 
2014年 第42回大会


岩田寛
プロ11年目で
悲願の頂点へ! 


15:10 #42-19【HD】 
2018年 第46回大会
22歳の新星登場!
星野陸也が


最後までﾄｯﾌﾟを守り
ﾌﾟﾛ初優勝! 


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #15-8【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


#15-13【HD】


00


パチスロ(旅)  18:00 #263-
19【HD】 6thシーズン総集
編③ 18:30 #264-19【HD】 
6thシーズン総集編④ 


50


2021 FORMULA 1


19:00 #44-3【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


予選
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二
21:10 #45-2【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


決勝
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二


00


The Who 
Live at Kilburn 


1977
#1-3【HD】


00


西川貴教の僕らの音楽
SURFACE×武部聡志/清塚信
也×今井マサキ/mihoro*


#22-15【HD】


10


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第114夜


「ダウンタウンしお
こうじ合唱団」
#17-4【HD】


40


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット


#55-7【HD】


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <ホリエアツシ
(STRAIGHTENER/ent)> #84-44 【HD】


35


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #17-6【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第3節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌
08:15 #18-7【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第3節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
横浜FC
vs


浦和ﾚｯｽﾞ


50
ラーメンWalker TV2


名店やまぐちの3号店は小麦の真髄が詰まった新食感つけ麺!
西早稲田『つけ麺 麦の香』 #272-37【HD】【字】 


10
純喫茶に恋をして ～吉祥寺・ウッド
ストック #11-37【HD】【字】 


00


2021 FORMULA 1


11:10 #44-4【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


予選
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二
13:20 #45-3【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


決勝
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二


00


パチンコLAB～9th 
season～


#16-12【HD】


00


パチスロ(旅)  18:00 
#265-17【HD】 埼玉編
2① 18:30 #266-17
【HD】 埼玉編2② 


00


田原俊彦 DOUBLE ‘T’ 
TOUR 2020 Love Paradise
“トシちゃん”こと田原俊
彦の最新ツアーの東京公演
を独占初放送！会場に来ら
れなかったファンも放送を
録画して圧倒的パフォーマ
ンスを永久保存版に！


#1-4【HD】


20


U-24国際親善試合
日本
vs


ガーナ
#1-5【HD】


50


オレたち
カーリングシトーンズ


出演：カーリングシトーン
ズ（寺岡呼人､奥田民生､斉
藤和義､浜崎貴司､YO-KING､
トータス松本） VTR出演：


ミルクボーイ
#1-6【HD】


20


クレイジーケンバン
ド ビルボードライ
ブ横浜のクレイジー


ケンバンド
#1-4【HD】


40


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第115夜


「松本隆×筒美京平
縛り フNs音楽祭」
#18-4【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル【ミニ】  29:40 #10-4
【HD】 「とんかつ七井戸」 29:50 #11-4【HD】 「新井


屋 渋谷」 


20


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #19-5【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第3節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ


vs
横浜F・ﾏﾘﾉｽ


08:20 #20-6【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第3節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
大分ﾄﾘﾆｰﾀ
vs


FC東京
10:45 #21-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第3節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｻｶﾞﾝ鳥栖
vs


ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡
13:05 #22-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第3節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｳﾞｨｯｾﾙ神戸


vs
徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ


50


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「焼肉ケニヤ」


#82-19【HD】【字】
00PR 2021年7月 #21-27【HD】 


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「銚子電鉄」
#18-12【HD】


00


パチンコLAB～9th 
season～


#17-10【HD】


00


パチスロ(旅)  18:00 
#267-17【HD】 埼玉編
2③ 18:30 #268-17
【HD】 埼玉編2④ 


00


木村カエラ KAELA 
LIVE 2020 
“NEVERLAND" 
Special Edition
出演者:木村カエ
ラ、BIM(ゲスト)
Ｓ二 #1-5【HD】


20


ｷﾘﾝﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ2021
日本
vs


セルビア
#1-5【HD】


50


SKY EYE～空からのメッセージ～
広島編


Ｓ二 #7-67【HD】【字】
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #15-9【HD】 


40


2021 FORMULA 1
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


決勝
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ
Ｓ二 #45-4【HD】


00


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第116夜


「フォーク村 新年
大反省会」
#19-3【HD】


40


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #23-2【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第3節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
柏ﾚｲｿﾙ
vs


湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ
08:20 #24-2【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第3節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


vs
ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台


40


SELECTRAVEL  10:40 #7-37
【HD】 九州 福岡・大分編 
Ｓ二 11:10 #8-49【HD】 九
州 大分・宮崎編 Ｓ二 


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <ホリエアツシ
(STRAIGHTENER/ent)> #84-45 【HD】


10


2021 FORMULA 1


12:00 #44-5【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


予選
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二
13:40 #45-5【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


決勝
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二


40


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ロウリーズ・ザ・プライムリブ 恵比寿ガー


デンプレイス店」
#80-25【HD】【字】


00


ラーメンWalker TV2
九段 斑鳩x麺や七彩 スペシャル競演!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


出演：日比野芽奈（青春高校3年C組） #278-29【HD】【字】 


00


パチンコLAB～9th 
season～
#18-9【HD】


00


パチスロ(旅)  18:00 
#269-19【HD】 栃木編
2① 18:30 #270-19
【HD】 栃木編2② 


00


西川貴教の僕らの音楽
『僕らの音楽』 presents
武部聡志 ピアノデイズ 前


編
#23-11【HD】


00


宗本康兵へきくちか
ら


#83-4【HD】


20


FIFAﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｶﾀｰﾙ
2022 ｱｼﾞｱ2次予選


日本
vs


キルギス
#1-4【HD】


30


キミは=LOVEを愛せるか!


23:20 #1-7【HD】
指原莉乃ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽで注目を
集める「ｲｺﾗﾌﾞ」こと「＝
LOVE」のﾒｼﾞｬｰﾃﾞﾋﾞｭｰ3周年
を記念した「王道ｱｲﾄﾞﾙ」ﾊﾞ
ﾗｴﾃｨを3か月連続放送決定!
24:20 #2-6【HD】


指原莉乃ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽで注目を
集める「ｲｺﾗﾌﾞ」こと「＝
LOVE」の「王道ｱｲﾄﾞﾙ」ﾊﾞﾗｴ


ﾃｨの第2回放送!
25:20 #3-6【HD】


過去2回分の放送に未公開映
像をプラスしたディレク
ターズカット完全版！
さらに番組内で重大発表ア


リ！！


40


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第117夜


「Dearest BEATLES
無観客生配信」
#20-3【HD】


00
純喫茶に恋をして
#16-8【HD】


05


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #25-6【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
浦和ﾚｯｽﾞ
vs


湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ
08:15 #26-2【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


vs
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡


10:45 #27-2【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｻｶﾞﾝ鳥栖
vs


鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


50


フジサンケイクラ
シック黄金伝説
2009年 第37回大会 
石川遼が4日間トッ
プで大会初優勝!
#13-22【HD】


50


みんなの鉄道リター
ンズ


「函館市交通局」
#20-4【HD】【字】


00


2021 FORMULA 1


15:50 #44-6【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


予選
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二
17:30 #45-6【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


決勝
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二


00


2021 F1 GPニュース
第7戦ﾌﾗﾝｽGP・第8戦ｼｭﾀｲﾔｰﾏ
ﾙｸGP・第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP特集
FORMULA 1 EMIRATES GRAND 


PRIX DE FRANCE 
2021/FORMULA 1 BWT 
GROSSER PREIS DER 


STEIERMARK 2021/FORMULA 1 
BWT GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021
生 #7-1【HD】


30


KiramuneカンパニーR
八代水産の八代社長がｶﾝﾊﾟ
ﾆｰの社食ﾒﾆｭｰの売り込みに!
得意のあの方の物ﾏﾈも披露!


笑
MC：Uncle Bomb（浪川大
輔・吉野裕行）


ｹﾞｽﾄ：八代拓 #62-2【HD】 


30


2021 F1 GPニュース
第7戦ﾌﾗﾝｽGP・第8戦ｼｭﾀｲﾔｰﾏ
ﾙｸGP・第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP特集
FORMULA 1 EMIRATES GRAND 


PRIX DE FRANCE 
2021/FORMULA 1 BWT 
GROSSER PREIS DER 


STEIERMARK 2021/FORMULA 1 
BWT GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021
#7-2【HD】


20


GRANRODEO Live 
Session "Rodeo Note" 
vol.1  声優系・アニ
ソン系アーティストと
して不動の人気を誇る
GRANRODEO初の無観客
ライブを放送！ #1-5


【HD】 
30PR 2021年7月 #21-34【HD】 


50


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第118夜


「フォーク村 ライ
ブ！ライブ！」
#21-2【HD】


00PR 2021年7月 #21-36【HD】 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #28-2【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｳﾞｨｯｾﾙ神戸
vs


大分ﾄﾘﾆｰﾀ
08:20 #29-2【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ


vs
FC東京


10:40 #30-2【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
横浜FC
vs


柏ﾚｲｿﾙ


30


SELECTRAVEL 九州 宮崎・鹿
児島編 Ｓ二 #9-40【HD】 


40


2021 FORMULA 1


13:30 #44-7【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 
GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


予選
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二
15:10 #45-7【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


決勝
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二


40


2021 F1 GPニュース
第7戦ﾌﾗﾝｽGP・第8戦ｼｭﾀｲﾔｰﾏ
ﾙｸGP・第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP特集
FORMULA 1 EMIRATES GRAND 


PRIX DE FRANCE 
2021/FORMULA 1 BWT 
GROSSER PREIS DER 


STEIERMARK 2021/FORMULA 1 
BWT GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021
#7-3【HD】


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <ホリエアツシ
(STRAIGHTENER/ent)> #84-46 【HD】


00


オダイバ！！超次元音楽祭
－ヨコハマからハッピーバ
レンタインフェス2021－
ディレクターズカット版


20:00 #1-3【HD】
Day1


藍井エイル/オーイシマサヨ
シOxT/GRANRODEO


/仲村宗悟/Poppin'Party/
ミュージカル『刀剣乱舞』


刀剣男士
21:30 #2-3【HD】


Day2
Aqours/TRUE/早見沙
織/ReoNa/Roselia


40


小野賢章と花江夏樹の見切り発
車!(仮)


昼公演フジテレビTWO完全生中継
黒子のﾊﾞｽｹの黒子ﾃﾂﾔ役など多く
の人気ｱﾆﾒｷｬﾗｸﾀｰを演じてきた小
野賢章と2020年大ﾋｯﾄ映画鬼滅の
刃主人公竈門炭治郎役で大ﾌﾞﾚｲｸ
中の花江夏樹。超人気声優2人の
ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄを録画して永久保存版


に！ #1-5【HD】 


40


小野賢章と花江夏樹の見切り発
車!(仮)夜公演


フジテレビTWO特別版
黒子のﾊﾞｽｹ、文豪ｽﾄﾚｲﾄﾞｯｸﾞｽな
ど多くの人気ｱﾆﾒｷｬﾗｸﾀｰを演じて
きた小野賢章と鬼滅の刃竈門炭
治郎役で大ﾌﾞﾚｲｸ中の花江夏樹。
超人気声優2人のﾁｹｯﾄ即完ﾄｰｸｲﾍﾞ
ﾝﾄの夜公演の模様にこの番組だ
けの独占映像を盛り込んだ特別


版を放送。
#1-5【HD】


50


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第119夜


「高田渡に会いに行
く」


#22-2【HD】


50


28:50 #54-8【HD】
コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット
29:20 #55-8【HD】


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #17-5【HD】 


35


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #31-2【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台


vs
横浜F・ﾏﾘﾉｽ


08:20 #32-2【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ


vs
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


40
ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ


10


フジサンケイクラ
シック黄金伝説


10:40 #1-22
1987年 第15回大会 
ジャンボ尾崎 奇跡
の連続チップイン
12:00 #4-31【HD】
2010年 第38回大会 
大会史上に残る石川
vs薗田の激闘 すべ
て見せます！


14:10 #40-28【HD】
2013年 第41回大会


松山英樹
国内ﾂｱｰ復帰戦


ﾌﾟﾚｰｵﾌ制し大会初優
勝!


20 寺門ジモンの肉専門チャンネル【ミニ】
「新井屋 渋谷」 #11-5【HD】 


30


2021 FORMULA 1


16:20 #44-8【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 
GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


予選
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二
18:10 #45-8【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


決勝
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二


30


2021 F1 GPニュース
第7戦ﾌﾗﾝｽGP・第8戦ｼｭﾀｲﾔｰﾏ
ﾙｸGP・第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP特集
FORMULA 1 EMIRATES GRAND 


PRIX DE FRANCE 
2021/FORMULA 1 BWT 
GROSSER PREIS DER 


STEIERMARK 2021/FORMULA 1 
BWT GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021
#7-4【HD】


00


Hello! Project Year-End Party 
2020 ～GOOD BYE & HELLO!～
最終公演となる第三部を独占放
送!【出演】モーニング
娘。'20、アンジュルム、
Juice=Juice、つばきファクト
リー、BEYOOOOONDS、ハロプロ研


修生選抜
#1-4【HD】


30


私立恵比寿中学 バンドのみ
んなと大学芸会2020 エビ中
とニューガムラッド 再編集


完全版
ﾗｲﾌﾞ全編ｴﾋﾞ中の「ﾆｭｰｶﾞﾑﾗｯ
ﾄﾞ(新しい仲間)」新生ｶﾞｰﾙ
ｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞによる生演奏で構成
され、ｴﾋﾞ中にまつわるｽﾍﾟ
ｼｬﾙｹﾞｽﾄも続々登場した2020
年を締めくくる最高のﾗｲﾌﾞ
に番組独占ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ映像が加
わった完全版を放送！


#1-2【HD】


30


26:30 #76-4【HD】
武部聡志ときくちか


ら
27:30 #77-6【HD】
武部聡志ときくちか


ら 続篇
28:30 #78-6【HD】
武部聡志ときくちか


ら 完結篇?


00


鎧美女
甲冑:前田利家 美女:相沢菜々子


#72-23【HD】【字】


25


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #33-7【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
柏ﾚｲｿﾙ
vs


浦和ﾚｯｽﾞ
08:25 #34-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


vs
ｻｶﾞﾝ鳥栖


10:45 #35-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡


13:05 #36-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ 第5節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
大分ﾄﾘﾆｰﾀ
vs


徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ


40
ラーメンWalker TV2 異なる3つのラーメンをハイブリッドした最先端ガッツ


リ系ラーメン!
小伝馬町『中華そば たた味』


00
純喫茶に恋をして ～西荻窪・ダ
ンテ #9-46【HD】【字】 


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「釧網本線」
#2-16【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「エヴァ
ンゲリヲン超暴走」
前編 #1-30【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#271-17【HD】 栃木編
2③ 18:30 #272-17
【HD】 栃木編2④ 


00


TOKYO IDOL FESTIVAL 
2020  19:00 #1-6
【HD】 この指と～ま
れ!season4 TIFオンラ
イン2020直前SP 20:00 
#2-7【HD】 TOKYO 
IDOL FESTIVAL 2020
生中継!!～でんぱ
組.inc@HOT STAGE～ 
21:00 #3-6【HD】 こ
の指と～まれ! 


season4 in TIFオンラ
イン2020 


00


キミは=LOVEを愛せるか!!


22:00 #1-4【HD】
指原莉乃ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽで注目を集める「ｲｺ
ﾗﾌﾞ」こと「＝LOVE」の初の冠「王道ｱ
ｲﾄﾞﾙ」ﾊﾞﾗｴﾃｨ番組がﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ!ｽﾀｼﾞｵﾗｲ
ﾌﾞでは「青春"ｻﾌﾞﾘﾐﾅﾙ"」とｸﾘｽﾏｽらし


いあの曲をﾌﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝで披露!
23:00 #2-3【HD】


「＝LOVE」の初の冠「王道ｱｲﾄﾞﾙ」ﾊﾞﾗ
ｴﾃｨ番組がﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ!大喜利は珍解答も
ｶﾜｲｲ!ｽﾀｼﾞｵﾗｲﾌﾞでは「しゅきぴ」と異
色なあの楽曲をﾌﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝで披露!


00


ダイヤモンドグローブ
黄金伝説タイトルマッ


チ名勝負特選
'10③


OPBF東洋太平洋S･バン
タム級タイトルマッチ
和氣慎吾vs菊地永太
OPBF東洋太平洋フェ
ザー級タイトルマッチ
李冽理vs天笠尚 ほか


#25-35【HD】


10PR 2021年7月 #21-44【HD】 


00


ダイヤモンドグローブ
黄金伝説タイトルマッ
チ名勝負特選 '10④
日本S・フェザー級王


座決定戦
内藤律樹vs松崎博保


OPBF東洋太平洋S・ラ
イト級王座決定戦


小原佳太vsジェイ・ソ
ルミアノ ほか #26-


17【HD】 


15


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #37-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｳﾞｨｯｾﾙ神戸


vs
FC東京


08:20 #38-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
横浜FC
vs


湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ
10:40 #39-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ


vs
ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台


12:55 #40-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


vs
横浜F・ﾏﾘﾉｽ


30
ラーメンWalker TV2 スーパーフードを練り込んだ世界基準のチリトマラー


メン!
大門『チリトマラーメン THANK』


00


SELECTRAVEL 北海道 稚内・
利尻島編 Ｓ二 #3-51【HD】 


00


新・みんなの鉄道
長野電鉄・屋代線
#24-13【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「エヴァ
ンゲリヲン超暴走」
後編 #2-30【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#273-17【HD】 兵庫編
3① 18:30 #274-17
【HD】 兵庫編3② 


00


TOKYO IDOL 
FESTIVAL 2020


19:00 #4-6【HD】
TOKYO IDOL 
FESTIVAL 2020


密着!!スペシャルド
キュメンタリー
21:00 #5-5【HD】
TOKYO IDOL 


FESTIVAL オンライ
ン2020 初日ステー
ジ&バックステージ


00


24:00 #64-3【HD】
コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット
24:30 #65-3【HD】


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット


20


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
#24-1【HD】


20


『僕らの音楽』
presents 武部聡志 
ピアノデイズ


27:20 #1-9【HD】
前篇


28:20 #2-10【HD】
後篇


50


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「M2」


#77-37【HD】【字】
00PR 2021年7月 #21-49【HD】 


20


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #41-5【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第6節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


vs
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


08:20 #42-7【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第6節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
浦和ﾚｯｽﾞ
vs


横浜FC
10:40 #43-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第6節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡


vs
ｻｶﾞﾝ鳥栖


13:00 #44-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第6節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
FC東京
vs


大分ﾄﾘﾆｰﾀ


20


寺門ジモンの肉専門チャンネル


15:20 #78-36【HD】【字】 「と
んかつ けい太」 15:50 #79-35
【HD】【字】 牛角「ジモン流美


味しい肉の焼き方編」 


00


ラーメンWalker TV2


16:20 #289-10【HD】
「二郎」「さぶちゃん」偉大なる遺伝子を継承する伝説店


大井町『のスた』
出演：伊藤かりん  赤池洋文 16:40 #290-9【HD】


「ラーメン凪 × ムタヒロ」師弟コラボで放つ凪の創業味!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


出演：田中貴（サニーデイ・サービス）  伊藤えみ 


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「フィー
バー蒼穹のファフナー
2」前編 #3-34【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#275-17【HD】 兵庫編
3③ 18:30 #276-17
【HD】 兵庫編3④ 


00


西川貴教の僕らの音楽
『僕らの音楽』 presents
武部聡志 ピアノデイズ 後


編
#24-10【HD】


00


きくちから
『しおこうじフォー
ク村』入門篇
#84-3【HD】


50


キミは=LOVEを愛せ
るか!!


過去2回分の放送に
オフショット映像や
未公開コントをプラ
スしたディレクター
ズカット完全版！青
春"サブリミマル"特
別1ショットバー
ジョンも必見！
 #3-4【HD】 


00 寺門ジモンの肉専門チャンネル【ミニ】
「ウルフギャング・ステーキハウス 六本木店」 #9-3【HD】 


00


「キミの音楽」powered by 
smash. 【出演者】


武部聡志、クレイ勇輝、秋
本帆華


武部聡志音楽団：遠山哲朗/
浜崎賢太/藤原佑介//宗本康


兵
ゲスト：miwa/井上苑子/川
崎鷹也/足立佳奈/さなり/崎
山蒼志/當山みれい/もさ
を。 #1-6【HD】 


30


ジミ・ヘンドリック
ス


Blue Wild Angel
～ワイト島ライブ～
#1-13【HD】


00


鎧美女
甲冑:真田幸村 美女:星乃まみ


#73-15【HD】【字】


00


いいすぽ！
王道格闘ゲームNo.1
決定戦『鉄拳』
Ｓ二 #54-17【HD】


20


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #45-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第6節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ


vs
ｳﾞｨｯｾﾙ神戸


08:20 #46-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第6節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ
vs
柏ﾚｲｿﾙ


10:40 #47-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第6節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台
vs


ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島
13:00 #48-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第6節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
横浜F・ﾏﾘﾉｽ


vs
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ


30PR 2021年7月 #21-56【HD】 


30


みんなの鉄道リター
ンズ


「石山坂本線」
#40-4【HD】【字】


00


ラーメンWalker TV2  16:30 #280-25【HD】【字】 我武者羅 × 麺や七彩 
人気実力店豪華競演スペシャル!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


出演：田中真琴 16:45 #281-20【HD】【字】 次世代の才能溢れる店主発掘
企画第一弾「新潟ハルヤ」特集!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』
出演：伊藤かりん 阪田博昭 


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「フィー
バー蒼穹のファフナー
2」後編 #4-32【HD】 


00


18:00 #66-2【HD】
コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット
18:30 #67-1【HD】


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット


00


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村NEXT
生 #25-1【HD】


10


2021 FORMULA 1


21:00 #44-9【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


予選
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二
22:40 #45-9【HD】
【第9戦ｵｰｽﾄﾘｱGP】
FORMULA 1 BWT 


GROSSER PREIS VON 
OSTERREICH 2021


決勝
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ


Ｓ二


30
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <ホリエアツシ
(STRAIGHTENER/ent)> #84-47 【HD】


30


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村NEXT
#25-2【HD】


00


ジョン・レノン&オ
ノ・ヨーコ 


ABOVE US ONLY SKY
#1-6【HD】


00


あなたと温泉に行ったら・・・  
29:00 #35-11【HD】【字】 「湯河原
温泉編」前篇 29:15 #36-11【HD】
【字】 「湯河原温泉編」後篇 29:30 
#37-10【HD】【字】 「いわき湯本温
泉編」前篇 29:45 #38-10【HD】
【字】 「いわき湯本温泉編」後篇 


15


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ


vs
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ
#49-5【HD】


20 ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ


25


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


08:20 #50-5【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦


FC東京
vs


湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ
10:40 #51-3【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


vs
横浜F・ﾏﾘﾉｽ


13:05 #52-4【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦
ｳﾞｨｯｾﾙ神戸


vs
浦和ﾚｯｽﾞ


55


SELECTRAVEL 北海道 帯広・
釧路編 Ｓ二 #4-48【HD】 


10
ラーメンWalker TV2 ラーメンWalkerGP 殿堂入り『金色不如帰』スペシャル


出店!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


30
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <ホリエアツシ
(STRAIGHTENER/ent)> #84-48 【HD】


00


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット


#61-6【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「CRター
ミネーター2」前編 
#5-36【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#277-18【HD】 兵庫編
3⑤ 18:30 #278-18
【HD】 兵庫編3⑥ 


00


ブラック・サバス 
Classic Albums
～Paranoid～
#2-9【HD】


40


ジェフ・ベック 
Live in Tokyo 2014


#1-2【HD】


10


SKY EYE～空からのメッセージ～
佐賀編


Ｓ二 #29-45【HD】【字】
20 寺門ジモンの肉専門チャンネル【ミニ】


「ステーキハウス リベラ 目黒店」 #8-2【HD】 


40


2021 FORMULA 1
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ
Ｓ二 生 #46-1【HD】


40


アンスラックス
ベルリンLive 2017
#1-8【HD】


30


メタリカ Classic Albums


～ﾌﾞﾗｯｸ･ｱﾙﾊﾞﾑの誕生～
 #1-8【HD】 


50
純喫茶に恋をして ～大森・ルア


ン #14-32【HD】【字】 


00


2021 FORMULA 1
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】
FORMULA 1 PIRELLI 
BRITISH GRAND PRIX 


2021
予選


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ
Ｓ二 生 #47-1【HD】


50


ディープ・パープル 
Live at モントルー


2006
#3-7【HD】


00PR 2021年7月 #21-64【HD】 
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28


29


6
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8
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10


11
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2021/06/22 15:58


（1／2）


放送内容、時間は都合により変更になることがあります。＃のあとの左の数字は話数を、右の数字は放送回数を示しています。また送出形態は、生放送の場合のみ【生】と表示しています。音声は【5.1ch】5.1chサラウンド、【S二】はステレオ二音声、その他はステレオです。※一部のケーブル局では、5.1chサラ
ウンド、ステレオ二音声はご利用いただけません。※ケーブルテレビでご視聴の方は、お近くのケーブル局へお問い合わせ下さい。※フジテレビNEXTsmartの放送内容は一部フジテレビNEXT ライブ・プレミアムと異なる場合がございます。







30


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #53-3【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ


08:20 #54-5【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦


浦和ﾚｯｽﾞ
vs


ｳﾞｨｯｾﾙ神戸


50


ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2009年優勝 石川遼


4日間ﾄｯﾌﾟを守り完全優勝! #2-43【HD】 


20


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「羊サンライズ」
#73-41【HD】【字】


00


ラーメンWalker TV2


12:20 #277-32【HD】【字】 五福星x我武者羅スペシャルコラボ!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


出演：田中 貴（サニーデイ・サービス）・伊藤かりん
SPゲスト：春日俊彰（オードリー） 12:40 #278-31【HD】【字】 九段 斑鳩


x麺や七彩 スペシャル競演!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』
出演：日比野芽奈（青春高校3年C組） 


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「黒部峡谷鉄道」
#30-3【HD】


20


2021 FORMULA 1
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ
Ｓ二 #46-2【HD】


30PR 2021年7月 #21-66【HD】 


30


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村NEXT
#25-3【HD】


40 寺門ジモンの肉専門チャンネル【ミニ】
「ミート矢澤 五反田本店」 #6-6【HD】 


10


2021 FORMULA 1


17:40 #47-2【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021


予選
開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ


Ｓ二
19:50 #48-1【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021
土曜ﾌﾘｰ走行


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ
Ｓ二 生


50


クイーン Rock 
Montreal1981
#1-4【HD】


20


実話怪談倶楽部
The LIVE!春の特別版
主宰：兵動大樹
ゲスト：倉田瑠夏


怪員：住倉カオス／村上
ロック／大トニー（マテン


ロウ）
 #1-5【HD】 


00


2021 FORMULA 1
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ予選


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ
Ｓ二 生 #49-1【HD】


00


26:00 #60-7【HD】
コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット
26:30 #61-7【HD】


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット
27:00 #62-3【HD】


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット
27:30 #63-3【HD】


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット


00


西川貴教の僕らの音楽


28:00 #23-12【HD】
『僕らの音楽』 presents
武部聡志 ピアノデイズ 前


編
29:00 #24-11【HD】


『僕らの音楽』 presents
武部聡志 ピアノデイズ 後


編


35


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #55-5【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
横浜F・ﾏﾘﾉｽ


vs
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌
09:10 #56-2【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ
vs


FC東京


05


ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ


2010年優勝 石川遼
薗田峻輔との対決はﾌﾟﾚｰｵﾌ決着! #3-52【HD】 


20
ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ


ﾊｲﾗｲﾄ 2013年優勝 佐伯三貴
大会記録14アンダーの圧勝劇! #11-15【HD】 


30PR 2021年7月 #21-68【HD】 


00


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット


#56-6【HD】


00


コアラモード.小幡康
裕のガチンコスターダ
ストプラネットへきく
ちから #73-8【HD】 


00


新・みんなの鉄道


14:00 #39-7【HD】
東日本旅客鉄道・寝
台特急北斗星編
16:00 #40-7【HD】
東日本旅客鉄道・北
海道旅客鉄道「寝台
特急カシオペア」


30


SELECTRAVEL 北海道 札幌編 
Ｓ二 #5-40【HD】 


30


2021 FORMULA 1


18:30 #48-2【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021
土曜ﾌﾘｰ走行


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


19:50 #49-2【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ予選


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


50
純喫茶に恋をして ～大森・ルア


ン #14-33【HD】【字】 


20


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ロウリーズ・ザ・プライムリブ 恵比寿ガー


デンプレイス店」
#80-29【HD】【字】


00


2021 FORMULA 1
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】
FORMULA 1 PIRELLI 
BRITISH GRAND PRIX 


2021
決勝


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰ
ｷｯﾄ


Ｓ二 生 #50-1
【HD】


00


鎧美女  26:00 #73-16
【HD】【字】 甲冑:真田幸
村 美女:星乃まみ 26:30 
#74-13【HD】【字】 甲冑:
足利尊氏 美女:茜紬うた 


00


あなたと温泉に行ったら・・・  
27:00 #41-12【HD】【字】 「飯坂温
泉編」前篇 27:15 #42-12【HD】
【字】 「飯坂温泉編」後篇 27:30 
#43-13【HD】【字】 「磐梯熱海温泉
編」前篇 27:45 #44-13【HD】【字】 


「磐梯熱海温泉編」後篇 


00


西川貴教の僕らの音楽


28:00 #25-9【HD】
武部聡志特別編


祭nine./日和ゆず/有澤百華
29:00 #26-11【HD】
武部聡志特別編


森口博子/原田珠々華/やま
もとひかる


40


アクサレディス
ゴルフトーナメント
in MIYAZAKI 2021


06:00 #1-5【HD】 
初日


注目選手中心にお届
け! 07:00 #2-6
【HD】 2日目


最終日へのｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ!
抜け出すのは? 
08:30 #3-4【HD】 
最終日1H中継


緊迫のｽﾀｰﾄﾎｰﾙをお
届け! 09:32 #4-5
【HD】 最終日


ついに第8代女王が
決定! 


40


39thフジサンケイレ
ディスクラシック


10:40 #1-4【HD】
第1日


12:40 #2-2【HD】
第2日 注目組を生中


継
15:50 #3-5【HD】


第2日


00


ラーメンWalker TV2
サニーデイ・サービス田中貴イチオシ!


日本各地の美味い一杯！未公開編 #273-29【HD】【字】 


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「CRター
ミネーター2」後編 
#6-36【HD】 


00


パチスロ(旅)


18:00 #279-20【HD】 兵庫
編3⑦ 18:30 #280-20【HD】 
兵庫編3⑧(京都観光) 


20


2021 FORMULA 1


19:00 #49-3【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】
FORMULA 1 PIRELLI 
BRITISH GRAND PRIX 


2021
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ予選


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰ
ｷｯﾄ
Ｓ二


20:40 #50-2【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】
FORMULA 1 PIRELLI 
BRITISH GRAND PRIX 


2021
決勝


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰ
ｷｯﾄ
Ｓ二


40
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <ホリエアツシ
(STRAIGHTENER/ent)> #84-49 【HD】


50


Rage Against The 
Machine


Live at フィンズベ
リーパーク
#1-11【HD】


20


実話怪談倶楽部
The Secret～第三十五怪～


主宰：兵動大樹
ｹﾞｽﾄ：安倍乙


怪員：西浦和也／ＢＢゴ
ロー／スズサク


#35-17【HD】


00


ラーメンWalker TV2  27:20 #274-28【HD】【字】 七百
年の時を超えて蘇った伝説の翡翠麺！


一橋学園『中国宮廷麺 なにや』 27:40 #275-30【HD】
【字】 埼玉屈指の名店に駆け上がった今が旬の行列店！


狭山ヶ丘『自家製手もみ麺 鈴ノ木』


00


いいすぽ！
ハイスピード将棋対
戦ゲーム「リアルタ
イムバトル将棋」
No.1決定戦


Ｓ二 #55-15【HD】


00


フジサンケイレディ
スクラシック黄金伝


説
2016年 第35回大会
大山志保 第二の故
郷に捧げる逆転V
#15-6【HD】


30


SELECTRAVEL
北海道 旭川・美瑛・富良野編


Ｓ二 #2-60【HD】


00


2021 FORMULA 1


09:30 #47-3【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】
FORMULA 1 PIRELLI 
BRITISH GRAND PRIX 


2021
予選


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰ
ｷｯﾄ
Ｓ二


11:40 #49-4【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】
FORMULA 1 PIRELLI 
BRITISH GRAND PRIX 


2021
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ予選


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰ
ｷｯﾄ
Ｓ二


13:20 #50-3【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】
FORMULA 1 PIRELLI 
BRITISH GRAND PRIX 


2021
決勝


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰ
ｷｯﾄ
Ｓ二


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「ぱちん
こ GANTZ:2」前編 
#7-39【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#281-17【HD】 愛知実
戦編① 18:30 #282-17
【HD】 愛知実戦編② 


30


ビバラ!オンライン2020


19:00 #1-7【HD】
DAY1
＜出演＞


FAB!!～Frederic Acoustic 
Band～/秋山黄色/Awesome 
City Club/大森靖子/スガ 
シカオ/ネクライトー
キー/KEYTALK


20:50 #2-7【HD】
DAY2


＜出演者＞
Novelbright/ニガミ17
才/Saucy Dog/フレンズ/マ
カロニえんぴつ/大木伸夫
(ACIDMAN)/田島貴男/BLUE 
ENCOUNT/赤い公園/東京スカ
パラダイスオーケストラ


20


AAA FAN MEETING ARENA 
TOUR 2019 ～FAN FUN FAN～
ﾃﾞﾋﾞｭｰ15周年を迎え、2020
年いっぱいでの活動休止を
発表したAAAの2019年のﾌｧﾝｸ
ﾗﾌﾞ放送をﾃﾚﾋﾞ初放送！


#1-5【HD】


20


スパイストラベラー


25:20 #15-6【HD】 第15話「始まりの呼吸」
名店紹介：新宿中村屋Manna


ゲスト：大木伸夫(ACIDMAN) 25:50 #16-6
【HD】 第16話「スプーンおじさん」


名店紹介：カシュク
ゲスト：大木伸夫(ACIDMAN) 


20


真心ブラザーズへき
くちから
#66-9【HD】


50


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ミートカイザー」
#83-13【HD】


00PR 2021年7月 #21-77【HD】 


00


いいすぽ！
世界的人気サッカー
ゲーム「ウイニング
イレブン2021」
#56-9【HD】


15


39thフジサンケイレ
ディスクラシック


06:00 #6-4【HD】
最終日


07:14 #5-5【HD】
大会ハイライト


00


宮里藍サントリーレ
ディスオープン2021


08:15 #1-3【HD】
第1日


10:45 #2-3【HD】
第2日


13:15 #3-4【HD】
第3日トップ中継
16:10 #4-3【HD】


第3日


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「ぱちん
こ GANTZ:2」後編 
#8-39【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#283-17【HD】 静岡観
光編① 18:30 #284-17
【HD】 静岡観光編② 


00


ビバラ!オンライン2020
DAY3


＜出演者＞
the band 


apart/teto/GEZAN/LOW IQ 
01 & THE RHYTHM 


MAKERS/Dizzy Sunfist/VIVA 
LA J-ROCK 


ANTHEMS/ROTTENGRAFFTY/
バックドロップシンデレ
ラ/Dragon Ash/Creepy 
Nuts/the telephones


#3-7【HD】


00


次ナルTV-S超特急タカシ初の特番やで
SP


ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ深夜放送中の次ﾅﾙTV-Sに出演
する超特急のNG集やｵﾌｼｮｯﾄ映像を集め
た8号車(ﾌｧﾝ)必見の貴重映像を集めた


ｽﾍﾟｼｬﾙ番組！
 #1-7【HD】 


50


a-nation 2019 AAA 完全版
デビュー15周年を迎え、2020年いっぱ
いでの活動休止を発表したAAAの最後
となった2019年開催のa-naiton出演部
分を未放送部分も含め完全放送!


#1-5【HD】
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #13-23【HD】 


40


2021 FORMULA 1
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】
FORMULA 1 PIRELLI 
BRITISH GRAND PRIX 


2021
決勝


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰ
ｷｯﾄ


Ｓ二 #50-4【HD】


00


ラーメンWalker TV2
コクとキレを併せ持つ東京豚骨醤油のパイオニア!


中目黒『百麺 中目黒店』
出演：田中 貴（サニーデイ・サービス） 田中真琴 #286-18【HD】【字】 


00


いいすぽ！
話題のプロリーグ目
前!「ビートマニア


IIDX」
Ｓ二 #57-10【HD】


50


宮里藍サントリーレ
ディスオープン2021


06:00 #5-3【HD】
最終日


1番ホール生中継
07:30 #6-4【HD】


最終日


00 ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2017年優勝 吉田弓美子


00


フジサンケイレディスクラ
シック黄金伝説
1996年 第15回大会


岡本綾子 ツアー通算60勝達
成 #7-14【HD】 


00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  10:00 #39-30【HD】
【字】 長野編 Ｓ二 10:30 
#40-34【HD】【字】 茨城編 


Ｓ二 


10


2021 FORMULA 1


11:00 #47-4【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021


予選
開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ


Ｓ二
12:40 #49-5【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ予選


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


13:40 #50-5【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021


決勝
開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ


Ｓ二


40


SKY EYE～空からのメッセージ～
静岡編


Ｓ二 #6-61【HD】【字】
50 寺門ジモンの肉専門チャンネル【ミニ】


「新井屋 渋谷」 #11-6【HD】 


00PR 2021年7月 #21-82【HD】 


00


パチンコLAB～8th 
season～


社員旅行SP鹿児島編
① #9-26【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#285-16【HD】 山梨観
光編① 18:30 #286-16
【HD】 山梨観光編② 


00


西川貴教の僕らの音楽
武部聡志特別編


祭nine./日和ゆず/有
澤百華 #25-10【HD】 


00


ほのさきちぃへきく
ちから


#85-2【HD】


20
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <ホリエアツシ
(STRAIGHTENER/ent)> #84-50 【HD】


40
純喫茶に恋をして ～町屋・はま
ゆう #12-36【HD】【字】 


00


次ナルTV-S50回記念！超特急タ
カシMC就任1年たったで！スペ


シャル
ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ深夜放送中の次ﾅﾙTV-Sに
出演する超特急のNG集やｵﾌｼｮｯﾄ
映像を集めた8号車必見の貴重映


像を集めたｽﾍﾟｼｬﾙ番組!
 #1-4【HD】 


30


調整中


00


超特急の撮れ高足り
てますか?生放送に
も完全版とかあるん
だ!スペシャル


生放送中の舞台裏映
像やお年玉買い物ロ
ケの未公開映像、生
放送後の反省会など
を追加した永久保存
版！ #1-3【HD】 


00


27:00 #68-10【HD】
石田弘へきくちから 


前篇
28:00 #69-11【HD】
石田弘へきくちから 


後篇


00


29:00 #44-10【HD】
コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット
29:30 #45-8【HD】


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット


20
純喫茶に恋をして
#15-12【HD】【字】


50


フジサンケイレディ
スクラシック黄金伝


説


06:20 #11-7【HD】
2006年 第25回大会 
大山志保 プレーオ
フを制し劇的逆転優


勝
07:50 #14-11【HD】
2015年 第34回大会
藤田光里 18番で決
めた!涙のツアー初


優勝
11:50 #16-5【HD】
2018年 第37回大会
永峰咲希 悲願のプ


ロ初優勝


00


2021 FORMULA 1


14:50 #47-5【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021


予選
開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ


Ｓ二
16:30 #49-6【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ予選


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


17:30 #50-6【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021


決勝
開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ


Ｓ二


00


2021 F1 GPニュース
第10戦ｲｷﾞﾘｽGP特集


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021
生 #8-1【HD】


00


オアシス Live at 
ブラックアイラン
ド・スタジオ2008
#1-6【HD】


30


Kiramuneカンパニー
R


#63-1【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「シャンウェイ フライドマスター
店」/「美会」 #81-23【HD】【字】 


00


2021 F1 GPニュース
第10戦ｲｷﾞﾘｽGP特集


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021
#8-2【HD】


00


Glastonbury Festival 2019


25:00 #1-17【HD】 <ep.1>
STORMZY, THE COMET IS 
COMING, LIAM GALLAGHER, 
MICHAEL KIWANUKA, THE 
CHEMICAL BROTHERS ほか 
26:00 #2-16【HD】 <ep.2>
THE KILLERS, ANNE-MARIE, 
BILLIE EILISH, VAMPIRE 
WEEKEND, PALE WAVES, HOT 
CHIP ほか 27:00 #3-16


【HD】 <ep.3>
SHERYL CROW, JOHNNY MARR, 
THE GOOD,THE BAD & THE 
QUEEN, TAME IMPALA, 


INTERPOL, THE CURE ほか 
28:00 #4-16【HD】 <ep.4>
KYLIE MINOGUE, YEARS & 
YEARS, BASTILLE, FRIENDLY 
FIRES, THE CHARLATANS, 
MILEY CYRUS ほか 29:00 
#5-16【HD】 <ep.5>
LUMINEERS, JUNGLE, 
JANELLE MONAE, THE 
STREETS, CHRISTINE AND 
THE QUEENS ほか 


00


大学女子駅伝
日本一決定戦


2018富士山女子駅伝 
特別版


青春が完結する
4年生のﾗｽﾄﾗﾝ!


最後のﾐｰﾃｨﾝｸﾞまで
網羅した


CSｵﾘｼﾞﾅﾙの3時間
#1-10【HD】


30


SELECTRAVEL


09:00 #19-14【HD】 東海・
北信越 静岡編 Ｓ二


09:30 #20-15【HD】 東海・
北信越 愛知・三重編 Ｓ二
10:00 #21-12【HD】 東海・
北信越 富山編 Ｓ二


50
純喫茶に恋をして
#15-14【HD】【字】


00


2021 FORMULA 1


10:50 #47-6【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021


予選
開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ


Ｓ二
12:30 #49-7【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ予選


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


13:30 #50-7【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021


決勝
開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ


Ｓ二


00


2021 F1 GPニュース
第10戦ｲｷﾞﾘｽGP特集


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021
#8-3【HD】


00


新・みんなの鉄道
えちぜん鉄道・勝山


永平寺線編
#28-11【HD】


00


渡辺貞夫70周年記念
ベストライブ
#1-3【HD】


00


Glastonbury Festival 2019
ハイライト版
＜出演＞


BILLIE EILISH，LIAM GALLAGHER，
MILEY CYRUS，SHERYL CROW，


STORMZY，THE CURE，THE KILLERS ほ
か #6-20【HD】 


30


VIVA LA ROCK 2021
【DAY1】


インナージャーニー、THE 
ORAL CIGARETTES、KANA-
BOON、KEYTALK、King Gnu、
SHISHAMO、sumika、
Nothing's Carved In 
Stone、Novelbright、
Hakubi、ハンブレッダー
ズ、04 Limited Sazabys、


BLUE ENCOUNT
#1-1【HD】


30


FACTORY ARCHIVES
HY


#12-1【HD】


40


ズームイン!!SMA!
#1-6【HD】


00


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第98夜


「Re:Re:Re:」
#1-12【HD】


00


コアラモード.小幡
康裕のガチンコス
ターダストプラネッ
ト #48-8【HD】 


00


大学女子駅伝
日本一決定戦


2019富士山女子駅伝 
完全版


中継所やフィニッ
シュ後のドラマを網
羅したCSオリジナル


の3時間
#1-10【HD】


50


大学女子駅伝日本一
決定戦


2020富士山女子駅伝 
完全版


#1-3【HD】


30


第30回出雲全日本
大学選抜駅伝競走
学生三大駅伝開幕戦
中継所やﾌｨﾆｯｼｭ後の
ﾄﾞﾗﾏも完全網羅!
地上波では


見られなかった
出雲がここに!
#1-12【HD】


20


第31回出雲全日本大
学選抜駅伝
【完全版】


学生三大駅伝開幕戦
白熱ﾚｰｽの舞台裏を


完全網羅!
中継所やﾌｨﾆｯｼｭ後の
ﾄﾞﾗﾏなど知られざる
出雲がここにある!
#3-16【HD】


40
純喫茶に恋をして ～築地・マコ 


#13-35【HD】【字】 


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <ホリエアツシ
(STRAIGHTENER/ent)> #84-51 【HD】


00


My Dear Life 70th 
渡辺貞夫 70周年記
念コンサートJAZZ & 
BOSSA with STRINGS


#1-1【HD】


30


VIVA LA ROCK 2021
【DAY2】


アイナ・ジ・エンド、
indigo la End、


WOMCADOLE、小林私、コレサ
ワ、Saucy Dog、SUPER 
BEAVER、ニガミ17才、ネク
ライトーキー、BIGMAMA、
FOMARE、フレデリック、
UNISON SQUARE GARDEN


#2-1【HD】


30


FACTORY ARCHIVES
andymori
#11-2【HD】


30


スパイストラベラー  23:30 #21-6【HD】 第
21話「これが私の生きる道」
名店紹介:kitchen and CURRY


ゲスト:小宮山雄飛(ホフディラン) 24:00 #22
-4【HD】 第22話「君の虜に」
名店紹介:カレーノトリコ


ゲスト:小宮山雄飛(ホフディラン) 


40


2021 FORMULA 1


24:30 #47-7【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021


予選
開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ


Ｓ二
26:10 #49-8【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ予選


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


27:10 #50-8【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021


決勝
開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ


Ｓ二


00


2021 F1 GPニュース 第10戦ｲｷﾞﾘｽGP特集
FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2021 #8-4


【HD】 


40


2021 F1 GPニュース
第10戦ｲｷﾞﾘｽGP特集


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021 #8-4【HD】 


40


SELECTRAVEL  06:40 #22-13
【HD】 東海・北信越 新潟
編 Ｓ二 07:10 #23-12
【HD】 東海・北信越 長
野・岐阜編 Ｓ二 


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <ホリエアツシ
(STRAIGHTENER/ent)> #84-52 【HD】


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


08:00 #49-6【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ
vs


鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ
10:15 #50-6【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦


FC東京
vs


湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ
12:35 #51-4【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


vs
横浜F・ﾏﾘﾉｽ


30


SKY EYE～空からのメッセージ～
東京編


Ｓ二 #36-45【HD】【字】
40PR 2021年7月 #21-90【HD】 


00
純喫茶に恋をして ～町屋・はま
ゆう #12-37【HD】【字】 


00


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル  16:00 #82-23【HD】
【字】 「焼肉ケニヤ」 
16:30 #83-15【HD】 「ミー


トカイザー」 


00


パチンコLAB～8th 
season～


社員旅行SP鹿児島編
② #10-27【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#287-19【HD】 東京実
戦編① 18:30 #288-19
【HD】 東京実戦編② 


00


TOKYO SESSION -Rockin' Gambler-
第十夜 【出演者】鮎川誠fromシーナ&
ロケッツ、シシド・カフカ、中島美
嘉、NAOKIfromLOVEPSYCHEDELICO、池
畑潤二、大久保初夏、TOKIE、堀江博


久
#10-4【HD】


30


VIVA LA ROCK 2021
【DAY3】


秋山黄色、Awesome 
City Club、ORANGE 
RANGE、Creepy Nuts、
Kroi、スガ シカオ、
the telephones、


TENDRE、XIIX、BBHF、
Base Ball Bear、レキ


シ
#3-1【HD】


40


Smile Count Down 
Live in OKINAWA 
2020-2021
【出演】


かりゆし58、HY、
DIAMANTES、


MONGOL800、ネー
ネーズほか


MC：きいやま商店


#1-5【HD】


40


みんなの鉄道リター
ンズ


「函館市交通局」
#20-5【HD】【字】


00


ラーメンWalker TV2
ラーメンWalkerGP 殿堂入り『金色不如帰』スペシャル出店!


東所沢『ラーメンWalkerキッチン』
出演：伊藤かりん #285-20【HD】【字】 


00


いいすぽ！
大人気競馬育成シ
ミュレーションゲー
ム「ダービースタリ


オン」
Ｓ二 #58-11【HD】


00


SELECTRAVEL  06:00 #24-12
【HD】 東海・北信越 石
川・福井編 Ｓ二 06:30 #25
-11【HD】 関東 栃木編 Ｓ


二 


00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  07:00 #6-62【HD】
【字】 静岡編 Ｓ二 07:30 
#7-68【HD】【字】 広島編 


Ｓ二 


10


アクサレディス
ゴルフトーナメント
in MIYAZAKI 2021


最終日
ついに第8代女王が決定!


#4-7【HD】


30


宮里藍サントリーレ
ディスオープン2021


最終日
#6-5【HD】


40PR 2021年7月 #21-93【HD】 


20


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


10:40 #52-5【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦
ｳﾞｨｯｾﾙ神戸


vs
浦和ﾚｯｽﾞ


13:00 #53-4【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ


50


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「M2」


#77-38【HD】【字】
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #15-10【HD】 


00


新・みんなの鉄道
弘南鉄道・大鰐線
#22-15【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～


社員旅行SP鹿児島編
③ #11-24【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#289-16【HD】 富山観
光編① 18:30 #290-16
【HD】 富山観光編② 


00


スパイストラベラー


19:00 #27-3【HD】 第27話「神、宿る」
名店紹介:Bli Made


ゲスト:TAKUMA(10-FEET) 19:30 #28-2【HD】 
第28話「明日には」


名店紹介:Japanese Spice Curry wacca
ゲスト:TAKUMA(10-FEET) 


30


VIVA LA ROCK 2021
【DAY4】


大森靖子、ORIGINAL 
LOVE、10-FEET、東京
スカパラダイスオーケ
ストラ、Dragon Ash、
Maki、MONOEYES、LOW 
IQ 01 & THE RHYTHM 


MAKERS、
ROTTENGRAFFTY
#4-1【HD】


30


Dragon Ash Live 
Archives 01→02
#1-6【HD】


30


スパイストラベラー


24:30 #11-9【HD】
第11話「夜王子と月の姫」


名店紹介：ダルバートShanti神田鍛冶町
ゲスト：モモコグミカンパニー(BiSH)/ハシヤスメ・アツ


コ(BiSH) 25:00 #12-8【HD】
第12話「団地と伝書鳩」


名店紹介：スープカレー鳩時計
ゲスト：モモコグミカンパニー(BiSH)/ハシヤスメ・アツ


コ(BiSH) 


30


西川貴教の僕らの音楽
武部聡志特別編


堀江美都子/大原ゆい子/高
橋李依


#27-12【HD】


30


林青空へきくちから
#70-9【HD】


00


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第99夜


「8月15日 あの人の
手紙」


#2-12【HD】


00


SELECTRAVEL


06:00 #26-10【HD】 関東 
神奈川編 Ｓ二 06:30 #27-4
【HD】 関東 茨城編 Ｓ二 


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「秩父鉄道」
#48-16【HD】【字】


40


フジサンケイクラシック黄
金伝説


2018年 第46回大会
22歳の新星登場!
星野陸也が


最後までﾄｯﾌﾟを守り
ﾌﾟﾛ初優勝!
#42-20【HD】


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


09:40 #54-6【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦


浦和ﾚｯｽﾞ
vs


ｳﾞｨｯｾﾙ神戸
12:50 #55-6【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
横浜F・ﾏﾘﾉｽ


vs
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
牛角「ジモン流美味しい肉の焼
き方編」 #79-37【HD】【字】 


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
滋賀編


Ｓ二 #23-58【HD】【字】


00


パチンコLAB～8th 
season～


社員旅行SP鹿児島編
④ #12-24【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#291-19【HD】 石川実
戦編① 18:30 #292-19
【HD】 石川実戦編② 


00


コールドプレイ 
Live at La Cigale 


2012
#1-4【HD】


30


VIVA LA ROCK 2021
【DAY5】


打首獄門同好会、オメでた
い頭でなにより、キュウソ
ネコカミ、SiM、SPARK!!
SOUND!!SHOW!!、セックスマ
シーン!!、Dizzy Sunfist、
teto、バックドロップシン
デレラ、Panorama Panama 
Town、HEY-SMITH、マカロニ
えんぴつ、ヤバイTシャツ屋


さん
#5-1【HD】


20


DISH// TOUR CIRCLE特別編
集版


若手俳優としても大ﾌﾞﾚｲｸを
果たした北村匠海がﾎﾞｰｶﾙを
務めるﾀﾞﾝｽﾛｯｸﾊﾞﾝﾄﾞDISH//
の春ﾂﾀｰを再現した一夜限り
のｽﾀｼﾞｵﾗｲﾌﾞの番組ｵﾘｼﾞﾅﾙの


特別編集版!
#1-7【HD】


20


スパイストラベラー


24:20 #13-9【HD】
第13話「Anything Goes」
名店紹介：SPICE FORCE
ゲスト：北村匠海


講師：稲田俊輔(エリックサウス総料理長)
24:50 #14-9【HD】


第14話「伝えたいことがあるんだ」
名店紹介：インディアンレストラン アールティ和泉町店


ゲスト：北村匠海


20


西川貴教の僕らの音
楽 斉藤由貴/森保ま
どか/ukka #28-12


【HD】 


20


杉真理へきくちから
#71-6【HD】


00


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第100夜


『ももいろフォーク
村』5周年「お台場
フォーク村」第100


夜！
#3-10【HD】


00


SELECTRAVEL  06:00 #13-36
【HD】 四国 徳島・高知編 
Ｓ二 06:30 #14-28【HD】 
四国 香川・愛媛編 Ｓ二 


00


新・みんなの鉄道
西日本旅客鉄道・SL


やまぐち号
#44-18【HD】


10


39thフジサンケイレ
ディスクラシック


08:00 #1-6【HD】
第1日


10:00 #3-7【HD】
第2日


10:50 #6-6【HD】
最終日


12:04 #5-7【HD】
大会ハイライト


35


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ


vs
FC東京


#56-3【HD】


20


春の高校ﾊﾞﾚｰ
ﾊｲﾗｲﾄ  15:35 #8-34【HD】 2017年男子決勝
駿台学園vs東亜学園 白熱の東京対決 16:05 


#6-20【HD】 2019年男子決勝
洛南vs清風


前年のﾘﾍﾞﾝｼﾞへ!洛南ｴｰｽ大塚が躍動! 


30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #12-24【HD】 


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
石川編


Ｓ二 #9-59【HD】【字】


00


パチンコLAB～8th season～
「PF機動戦士ガンダム 逆襲


のシャア」前編
#13-30【HD】


00


パチスロ(旅)  18:00 
#293-15【HD】 石川実
戦編③ 18:30 #294-15
【HD】 石川実戦編④ 


00


西川貴教の僕らの音楽
武部聡志特別編


森口博子/原田珠々華/やま
もとひかる
#26-12【HD】


00


NSP 中村貴之 平賀
和人へきくちから
#86-2【HD】


30


2021 FORMULA 1


21:00 #49-9【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ予選


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


22:00 #50-9【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021


決勝
開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ


Ｓ二


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「雪月花 銀座」
#84-10【HD】


10PR 2021年7月 #21-105【HD】 


10


スパイストラベラー


25:10 #17-6【HD】 第17話「未知との遭遇」
名店紹介：Curry Spice Gelateria KALPASI
ゲスト：黒沢薫(ゴスペラーズ) 25:40 #18-5
【HD】 第18話「路地裏のランタン」


名店紹介：SOI 7
ゲスト：黒沢薫(ゴスペラーズ) 26:10 #19-7
【HD】 第19話「プロミスザスター」
名店紹介：Curry & Cafe Afterglow


ゲスト：松隈ケンタ
リポーター：田中真琴 26:40 #20-7【HD】 第


20話「6つのスパイス」
名店紹介：Spice & Dining KALA


ゲスト：松隈ケンタ 


50


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第101夜


「真心ブラザーズの
お台場フォーク村」
#4-11【HD】


00PR 2021年7月 #21-108【HD】 


35


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #1-13【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ


vs
浦和ﾚｯｽﾞ


08:15 #2-8【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
ｻｶﾞﾝ鳥栖


00


純喫茶に恋をして
#15-15【HD】【字】


10


2021 FORMULA 1


11:00 #47-8【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021


予選
開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ


Ｓ二
12:40 #49-10【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ予選


開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


13:40 #50-10【HD】
【第10戦ｲｷﾞﾘｽGP】


FORMULA 1 PIRELLI BRITISH 
GRAND PRIX 2021


決勝
開催地:ｼﾙﾊﾞｰｽﾄﾝｻｰｷｯﾄ


Ｓ二


40


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「シャンウェイ フライドマスター
店」/「美会」 #81-24【HD】【字】 


50 寺門ジモンの肉専門チャンネル【ミニ】
「新井屋 渋谷」 #11-7【HD】 


50


パチンコLAB～8th season～
「PF機動戦士ガンダム 逆襲


のシャア」後編
#14-31【HD】


20


パチスロ(旅) 石川観
光編① #295-15【HD】 


40


2021 FORMULA 1
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】


FORMULA 1 MAGYAR NAGYDIJ 
2021


金曜ﾌﾘｰ走行1
開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ
Ｓ二 生 #51-1【HD】


40


プリンス没後5年企
画


RaveUN2 the Year 
2000


#1-3【HD】


50PR 2021年7月 #21-110【HD】 


10


2021 FORMULA 1
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】


FORMULA 1 MAGYAR NAGYDIJ 
2021


金曜ﾌﾘｰ走行2
開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ
Ｓ二 生 #52-1【HD】


30


U-24国際親善試合
日本
vs


ガーナ
#1-6【HD】


50


ｷﾘﾝﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ2021
日本
vs


セルビア
#1-6【HD】


00


FIFAﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｶﾀｰﾙ
2022 ｱｼﾞｱ2次予選


日本
vs


キルギス
#1-5【HD】


10 FIFAﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｶﾀｰﾙ2022 ｱｼﾞｱ2次予選 日本
vs


20


春の高校バレー
第73回


全日本バレーボール
高等学校選手権大会


男女決勝


第1試合 男子決勝
東福岡（福岡）


vs駿台学園（東京）


第2試合 女子決勝
大阪国際滝井（大


阪）
vs就実（岡山）
#16-6【HD】


55


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


10:20 #3-8【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
FC東京
vs


徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ
12:30 #4-5【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡
vs


北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「五能線」
#43-8【HD】【字】


40


2021 FORMULA 1


16:00 #51-2【HD】
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】


FORMULA 1 MAGYAR NAGYDIJ 
2021


金曜ﾌﾘｰ走行1
開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ Ｓ二
17:20 #52-2【HD】
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】


FORMULA 1 MAGYAR NAGYDIJ 
2021


金曜ﾌﾘｰ走行2
開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ Ｓ二


50純喫茶に恋をして(10分だけver.) #14-23【HD】 


10


2021 FORMULA 1
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】


FORMULA 1 MAGYAR NAGYDIJ 
2021


土曜ﾌﾘｰ走行
開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ


Ｓ二 生 #53-1【HD】


50


アリス・クーパー 
Live at モントルー


2005
#4-8【HD】


00


2021 FORMULA 1
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】
FORMULA 1 MAGYAR 
NAGYDIJ 2021
予選


開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ
Ｓ二 生 #54-1
【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  24:00 #26-53【HD】
【字】 三重編 Ｓ二 24:30 
#27-53【HD】【字】 青森編 


Ｓ二 


00


鎧美女  25:00 #76-12
【HD】【字】 甲冑:徳川家
康 美女:村上りいな 25:30 
#77-8【HD】 甲冑:石田三成 


美女:海里 


30


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第102夜


「デビュー45周年 
同期のオトナゲス


ト」
#5-12【HD】


00


実話怪談倶楽部
The Secret 春の特別版
主宰：兵動大樹
ゲスト：相沢菜々子


怪員：西浦和也／山口綾子
／伊山亮吉


#2-5【HD】


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


2021/06/22 15:58


（2／2）


放送内容、時間は都合により変更になることがあります。＃のあとの左の数字は話数を、右の数字は放送回数を示しています。また送出形態は、生放送の場合のみ【生】と表示しています。音声は【5.1ch】5.1chサラウンド、【S二】はステレオ二音声、その他はステレオです。※一部のケーブル局では、5.1chサラ
ウンド、ステレオ二音声はご利用いただけません。※ケーブルテレビでご視聴の方は、お近くのケーブル局へお問い合わせ下さい。※フジテレビNEXTsmartの放送内容は一部フジテレビNEXT ライブ・プレミアムと異なる場合がございます。
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J SPORTS 4 2021.06.28-2021.07.04
2021.06.28 2021.06.29 2021.06.30 2021.07.01 2021.07.02 2021.07.03 2021.07.04


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


04:00


04:30 04:30 30[S][休][HD]
Cycle*2021　全日本自転車
競技選手権大会 ロードレー
ス
ハイライト


(2021/06/20)
(休止の場合あり)


04:30


05:00 05:00 05:00
15[S]
休止05:30


04:00 00[S]
休止


～[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
ボルダリング 第4戦
『インスブルック(オーストリ
ア)』


04:00 ～[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021


～[S][L][初][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第2戦
『ヴィラール(スイス)』


(2021/07/03　ヴィラール, ス
イス)


※放送開始時刻未定


05:30 05:30


06:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


06:00 00[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第7ステージ
(2021/07/02)


06:00


06:30 06:30 06:30


07:00 00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1465
(休止の場合あり)


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


07:00 00[S][休][字][HD][F]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー
(休止の場合あり)


07:00


07:30 07:30 07:30


08:00 08:00 00[二][L][初][HD][F]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/03)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00


08:30 08:30 08:30


09:00 00[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


09:00 09:00


09:30 30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第9戦・予選
『プエブラ(メキシコ)』
(2021/06/20)


09:30 09:30
45[S][休][HD]MLBミュー
ジック #2610:00 00[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第8戦・予選
『プエブラ(メキシコ)』
(2021/06/19)
(休止の場合あり)


10:00 10:00


10:30


11:30


12:00 12:00 12:00


12:30 12:30 12:30


10:30 30[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第1戦
『インスブルック(オーストリ
ア)』


(2021/06/25　インスブルッ
ク, オーストリア)
(休止の場合あり)


10:30


11:00 00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第9戦・決勝
『プエブラ(メキシコ)』
(2021/06/20)


11:00 11:00


11:30 30[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第8戦・決勝
『プエブラ(メキシコ)』
(2021/06/19)
(休止の場合あり)


11:30


13:00 00[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第6ステージ
(2021/07/01)


13:00 13:00


13:30 30[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第5ステージ
(2021/06/30)


13:30 30[S][休][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー
(休止の場合あり)


13:30


14:00


15:30 15:30 15:30


16:00 16:00 16:00


14:00 14:00


14:30 14:30 30[S][同][休][HD]
WWE スマックダウン #1141
【英語版】
(休止の場合あり)


14:30


15:00 15:00 00[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第8ステージ
(2021/07/03)


15:00


16:30 16:30 30[S][休][HD]
スーパーフォーミュラ 2021


16:30


50[S][L][初][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第9節-1
『京都サンガF.C. U-18 vs.
名古屋グランパスU-18』
(2021/07/03, 京都サンガ
F.C. 東城陽グラウンド)


17:00 17:00 17:00


17:30 17:30 17:30
45[S][HD]MLBミュージック
#2618:00 00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1140


18:00 18:00


18:30 18:30 18:30


19:00


20:00 20:00
10[S][HD]
MLBミュージック #26


20:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


20:30 20:30


19:00 19:00
15[S][休][HD]MLBミュー
ジック #2619:30 19:30 30[S][休][HD]
Cycle*2021　全日本自転車
競技選手権大会 ロードレー
ス
ハイライト


(2021/06/20)
(休止の場合あり)


19:3035[多][L][初][HD][F]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第9ステージ
(2021/07/04)


20:00 00[S][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
『Zwift presents　J
SPORTS CUP出演者対抗


22:00 22:00


22:30 22:30 22:30


23:00 23:00 23:00


21:00 00[多][L][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第6ステージ
(2021/07/01)


00[多][L][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第7ステージ
(2021/07/02)


21:00 00[多][L][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第8ステージ
(2021/07/03)


21:00


21:30 21:30 21:30


22:00


24:30 24:30 24:30


25:00 25:00 25:00


23:30 23:30 23:30


24:00 24:00 24:00


25:30 30[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第1戦
『インスブルック(オーストリ
ア)』


(2021/06/25　インスブルッ
ク, オーストリア)


25:30 30[S][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
『Zwift presents　J
SPORTS CUP出演者対抗


25:30
45[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
ボルダリング 第4戦
『インスブルック(オーストリ
ア)』


(2021/06/27　インスブルッ
ク, オーストリア)


26:00 26:00 00[S][同][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第9節-2
『浦和レッドダイヤモンズ
ユース vs. 大宮アルディー
ジャU18』
(2021/07/04, 浦和駒場スタ
ジアム)


26:00


27:30


26:30 26:30 30[S][休][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


26:30


27:00 27:00 00[S][L][初][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第2戦
『ヴィラール(スイス)』


27:00


27:30 27:30







週 間 番 組 表 Page：2/5
出力：2021/6/23  10:02


J SPORTS 4 2021.07.05-2021.07.11
2021.07.05 2021.07.06 2021.07.07 2021.07.08 2021.07.09 2021.07.10 2021.07.11


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


04:00 ～[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第1ステージ
(2021/05/08)


～[S][休][HD]
Cycle*2021　全日本自転車
競技選手権大会 ロードレー


04:00


25[S]
休止


04:30 30[S]
休止


04:30 30[二][L][初][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第10戦・決勝
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/10)


04:30


04:00 00[S]
休止


～[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ


00[S]
機器メンテナンス


00[S]
休止


～[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021


05:00 05:00 05:00


05:30 30[S][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第1ステージ～第9ステージ


05:30 05:30
45[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


06:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ライオンズ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/03　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


08:00


08:30 08:30 08:30


00[S][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第9節-1
『京都サンガF.C. U-18 vs.
名古屋グランパスU-18』
(2021/07/03, 京都サンガ
F.C. 東城陽グラウンド)
(休止の場合あり)


07:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NBA デニス・ロッドマン特
集】


07:00


07:30 07:30 07:30


08:00 00[二][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/02)』


00[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第2戦
『ヴィラール(スイス)』


(2021/07/03　ヴィラール, ス
イス)
(休止の場合あり)


00[S][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第9節-2
『浦和レッドダイヤモンズ
ユース vs. 大宮アルディー
ジャU18』
(2021/07/04, 浦和駒場スタ
ジアム)
(休止の場合あり)


00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『シャークス vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/07　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


06:00 06:00
15[S][字][HD]
WWE ロウ #146606:30 30[S][HD]


J SPORTS セレクション
06:30 06:30


07:00


09:00 00[S][L][初][HD]
WWE スマックダウン #1142
【英語版】


30[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


10:30


11:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【海外ラグビー特集】
『パシフィックラグビーの光と


08:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NBA デニス・ロッドマン特
集】


10:30


11:00 00[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第9節-2
『浦和レッドダイヤモンズ
ユース vs. 大宮アルディー
ジャU18』
(2021/07/04, 浦和駒場スタ
ジアム)


00[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第11ステージ
(2021/07/07)


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


11:00 00[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #4
(休止の場合あり)


11:00
15[S][休][HD]スーパー
フォーミュラ 2021 ダイジェス11:30


00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1141


09:00


09:30 09:30 09:30


10:00 10:00 10:00
15[S][HD]スーパーフォー
ミュラ 2021 ダイジェスト10:30


09:00 00[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第9ステージ
(2021/07/04)


00[S][L][初][HD]
WWE ロウ #1467
【英語版】


00[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第9節-2
『浦和レッドダイヤモンズ
ユース vs. 大宮アルディー
ジャU18』
(2021/07/04, 浦和駒場スタ
ジアム)


11:30


12:00 12:00 00[S][HD]
フィギュアスケート セレク
ション


00[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第2戦
『ヴィラール(スイス)』


(2021/07/03　ヴィラール, ス
イス)
(休止の場合あり)


12:00
15[S][休][HD]スーパー
フォーミュラ 2021 ダイジェス12:30 30[S][HD]
Cycle*2021　全日本自転車
競技選手権大会 ロードレー
ス
ハイライト


(2021/06/20)


12:30


00[S][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第1ステージ～第9ステージ


14:00


12:30


13:00 00[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第10ステージ
(2021/07/06)


00[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第12ステージ
(2021/07/08)


13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


14:00


15:00 00[S][HD]
フィギュアスケート セレク
ション


15:00 00[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第13ステージ
(2021/07/09)


00[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第14ステージ
(2021/07/10)


15:00


25[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


15:30 15:30 15:30


00[S][同][HD]
WWE ロウ #1467
【英語版】


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1141


18:00 18:0005[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


10[S][字][HD]
WWE ロウ #1466


18:30


14:00


14:30 14:30 14:30


30[S][初][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


20:30
45[S][HD]MLBミュージック
#25


45[S][HD]スーパーフォー
ミュラ 2021 ダイジェスト21:00 00[S][L][初][HD]


Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第1ステージ～第9ステージ


00[多][L][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第10ステージ
(2021/07/06)


16:00 00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1140
(休止の場合あり)


16:00 16:00


16:30 16:30 16:30


17:00 17:00 17:00


17:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


17:30 17:30


50[S][HD]スーパーフォー
ミュラ 2021 ダイジェスト18:00 00[S][初][字][HD]


WWE ロウ #1466


24:00


22:00


22:30 22:30 22:30


23:00 23:00


18:30 18:3035[多][L][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第11ステージ
(2021/07/07)


19:00 19:00 00[二][同][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第10戦・決勝
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/10)
(休止の場合あり)


19:00


19:30 19:30 30[S][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
『Zwift presents　J
SPORTS CUP出演者対抗


19:30


20:00 00[S][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
『Zwift presents　J
SPORTS CUP出演者対抗


20:00 20:00


20:30 20:30


00[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第9節-1
『京都サンガF.C. U-18 vs.
名古屋グランパスU-18』
(2021/07/03, 京都サンガ
F.C. 東城陽グラウンド)


26:00 00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/11)』


※前番組延長の場合、録画
の可能性あり
※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


26:00


26:30 26:30 26:30


00[多][L][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第12ステージ
(2021/07/08)


00[多][L][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第13ステージ
(2021/07/09)


21:00 00[多][L][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第14ステージ
(2021/07/10)


00[多][L][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第15ステージ
(2021/07/11)


21:00


21:30 21:30 21:30


22:00 00[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第9ステージ
(2021/07/04)


22:00


23:30 23:30 23:30


24:00 24:00


27:00 27:00 00[S][休][HD]
Cycle*2021　全日本自転車
競技選手権大会 ロードレー
ス
ハイライト


27:00


27:30 27:30 27:30


23:00


24:30 24:30 24:30


25:00 25:00 00[S][同][HD]
WWE スマックダウン #1142
【英語版】


25:00


25:30 30[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第4戦
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/03-04)


30[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第1ステージ
(2021/05/08)


25:30 25:30
45[S][休][HD]スーパー
フォーミュラ 2021 ダイジェス


45[S][HD]MLBミュージック
#2626:00 00[多][休][HD]


FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第2戦 ヴィラ・レアル(ポルト
ガル)
『決勝』
(2021/06/27)
(休止の場合あり)







週 間 番 組 表 Page：3/5
出力：2021/6/23  10:02


J SPORTS 4 2021.07.12-2021.07.18
2021.07.12 2021.07.13 2021.07.14 2021.07.15 2021.07.16 2021.07.17 2021.07.18


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


04:00 ～[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第5ステージ
(2021/05/12)


～[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第2戦
『ヴィラール(スイス)』


04:00
15[S]
休止04:30 04:30 04:30


05:00 00[S]
休止


04:00 ～[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/11)』


※前番組延長の場合、録画
の可能性あり
※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


～[多][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第15ステージ
(2021/07/11)


～[S][同][HD]WWE ロウ
#1468


～[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第2ステージ
(2021/05/09)


～[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第3ステージ
(2021/05/10)
00[S]
休止


06:00 00[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第9節-1
『京都サンガF.C. U-18 vs.
名古屋グランパスU-18』
(2021/07/03, 京都サンガ
F.C. 東城陽グラウンド)


00[二][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/09)』


05:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


05:00
15[S]
休止05:30 05:30 30[S][休][HD]


Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


05:30


55[S][HD][F]ジェイ・スポー


06:30 06:30 06:30


07:00 07:00 07:00


00[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第9節-2
『浦和レッドダイヤモンズ
ユース vs. 大宮アルディー
ジャU18』
(2021/07/04, 浦和駒場スタ
ジアム)


00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『南アフリカA vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/14　ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


06:00 00[S][HD]MLBミュージック
#26


00[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第20ステージ
(2021/07/17)


06:00
15[S][字][HD]
WWE ロウ #1467


09:00


10:30


07:30 07:30 07:30


08:00 00[S][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第10ステージ～第15ステー
ジ


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第3戦
『シャモニー(フランス)』


(2021/07/13　シャモニー, フ
ランス)


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


08:00 08:00
15[S][HD]MLBミュージック
#2608:30 30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第11戦・予選
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/11)


08:30 08:30


09:00 00[二][休][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ブルズ vs. B&Iライオンズ』


(2021/07/10　ロフタス・
ヴァースフェルド・スタジア
ム, プレトリア, 南アフリカ)
(休止の場合あり)


00[S][L][初][HD]
WWE ロウ #1468
【英語版】


00[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


09:00 00[S][L][初][HD]
WWE スマックダウン #1143
【英語版】


09:30 30[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第4ステージ
(2021/05/11)


09:30 09:30


10:00 00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第11戦・決勝
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/11)


10:00 10:00


10:30 10:30


11:00 00[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第15ステージ
(2021/07/11)


00[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第17ステージ
(2021/07/14)


11:00 11:00
15[S][休][HD]MLBミュー
ジック #2611:30 11:30 30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


11:30


12:00 00[S][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第1ステージ～第9ステージ


12:00 00[S][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
『Zwift presents　J
SPORTS CUP出演者対抗


12:00
15[S][休][HD]MLBミュー
ジック #26


20[S][HD]MLBミュージック
12:30 30[二][HD]


FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第10戦・予選
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/10)


12:30


13:30


14:00 00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第10戦・決勝
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/10)


00[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第16ステージ
(2021/07/13)


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


15:00


30[多][L][初][HD]
SUPER GT 2021
第4戦 ツインリンクもてぎ
『決勝』
(2021/07/18)


※放送開始時刻未定


12:30


13:00 00[S][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第10ステージ～第15ステー
ジ


13:00 00[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第19ステージ
(2021/07/16)


13:00


13:30 30[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第18ステージ
(2021/07/15)


13:30


15:00 15:00


15:30 15:30 15:30


16:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1141


00[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


16:00 16:00


16:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第1戦 ヴァレルンガ(イタリ


16:30 16:30


17:00 00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第2戦
『ヴィラール(スイス)』


(2021/07/03　ヴィラール, ス
イス)


17:00 17:00


17:30 17:30


18:00


18:30 30[多][L][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第17ステージ
(2021/07/14)


18:30 18:30
45[S]インフォメーション


19:00 19:00 00[S][HD]
MLBミュージック #26


19:00


30[S][同][HD]
WWE スマックダウン #1143
【英語版】


30[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


17:30
45[S][HD]スーパーフォー
ミュラ 2021 ダイジェスト18:00 00[S][初][字][HD]


WWE ロウ #1467
00[S][字][HD]
WWE ロウ #1467


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1142


18:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #16


20:00 20:00


20:30 20:30 20:30
45[S][HD]スーパーフォー
ミュラ 2021 ダイジェスト


45[S][HD]MLBミュージック
#26


20[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


19:30 19:30 30[S][HD]MLBミュージック 19:30
40[多][L][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第20ステージ
(2021/07/17)


50[多][同][HD]
SUPER GT 2021
第4戦 ツインリンクもてぎ
『決勝』
(2021/07/18)


20:00 00[S][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第10ステージ～第15ステー
ジ


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


21:00


21:30 21:30 21:30


22:00 00[S][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第1ステージ～第9ステージ


22:00 22:00


22:30 22:30


21:00 00[S][L][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第10ステージ～第15ステー
ジ


00[多][L][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第16ステージ
(2021/07/13)


00[多][L][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第18ステージ
(2021/07/15)


00[多][L][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第19ステージ
(2021/07/16)


21:00


00[多][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第15ステージ
(2021/07/11)


24:00


30[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第3ステージ
(2021/05/10)


30[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第5ステージ
(2021/05/12)


22:30


25:00 25:00
15[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第2ステージ
(2021/05/09)


25:30 30[S][同][HD]
WWE ロウ #1468
【英語版】


27:00 27:00


27:30 27:30 27:30


25:30 25:30


26:00 26:00 00[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第2戦
『ヴィラール(スイス)』


(2021/07/03　ヴィラール, ス
イス)
(休止の場合あり)


26:00


26:30 26:30 26:30


27:00


50[多][L][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第21ステージ
(2021/07/18)


23:00 00[S][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第10ステージ～第15ステー
ジ


23:00 23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 24:00


24:30 24:30 24:30


25:00







週 間 番 組 表 Page：4/5
出力：2021/6/23  10:02


J SPORTS 4 2021.07.19-2021.07.25
2021.07.19 2021.07.20 2021.07.21 2021.07.22 2021.07.23 2021.07.24 2021.07.25


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


04:00 ～[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第7ステージ
(2021/05/14)


00[多][休][HD]
SUPER GT 2021
第4戦 ツインリンクもてぎ
『予選』
(2021/07/18)
(休止の場合あり)


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 05:00


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


00[多][休][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第3戦 アラゴン(スペイン)
『決勝』
(2021/07/11)
(休止の場合あり)


～[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第4戦
『ブリアンソン(フランス)』


(2021/07/18　ブリアンソン,
フランス)
(休止の場合あり)05:30 05:30 30[多][休][HD]


SUPER GT 2021
第4戦 ツインリンクもてぎ
『決勝』
(2021/07/18)
(休止の場合あり)


05:30
45[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


06:00 00[多][HD]
SUPER GT 2021
第4戦 ツインリンクもてぎ
『予選』
(2021/07/18)


00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ストーマーズ vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/17 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


00[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第10戦・決勝
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/10)
(休止の場合あり)


00[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第11戦・決勝
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/11)
(休止の場合あり)


00[二][休][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ストーマーズ vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/17 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


06:00 06:00
15[S][字][HD]
WWE ロウ #146806:30 06:30 06:30


07:00 07:00 07:00


07:30


09:00


09:30 09:30 09:30


10:00 10:00 10:00


08:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


08:30 30[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


08:30


09:00 00[S][L][初][HD]
WWE ロウ #1469
【英語版】


09:00 00[S][L][初][HD]
WWE スマックダウン #1144
【英語版】


00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1143
(休止の場合あり)


30[多][同][HD]
SUPER GT 2021
第4戦 ツインリンクもてぎ
『決勝』
(2021/07/18)


07:30 07:30


08:00 00[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/20)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/21)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


10:30 30[多][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第21ステージ
(2021/07/18)


10:30 10:30


11:00 11:00 00[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


11:00
15[S][休][HD]MLBミュー
ジック #2711:30


00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/22)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00 08:00


12:30 12:30


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


11:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


30[S][HD]
J SPORTS セレクション


11:30


12:00 12:00 12:00
15[S][休][HD]MLBミュー
ジック #2612:30 30[多][HD]
SUPER GT 2021
第4戦 ツインリンクもてぎ
『予選』
(2021/07/18)


15:30 15:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン 特別編
映画「侍の名のもとに～野
球日本代表 侍ジャパンの
800日～」


15:30
40[S][HD]
スーパーフォーミュラ 2021


16:00


14:00 00[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第6ステージ
(2021/05/13)


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 00[多][休][HD]
SUPER GT 2021
第4戦 ツインリンクもてぎ
『決勝』
(2021/07/18)
(休止の場合あり)


00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1142
(休止の場合あり)


17:00 00[S][HD]
フィギュアスケート セレク
ション


17:00


17:30 17:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


17:30


18:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1468


00[S][HD]
フィギュアスケート セレク
ション


00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1142


16:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #17


16:00


16:30 16:30 16:30
45[S]インフォメーション


17:00 00[多][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第2ステージ
(2021/06/27)


00[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第4戦
『ブリアンソン(フランス)』


(2021/07/18　ブリアンソン,
フランス)
(休止の場合あり)


15:00 00[S][休][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


15:00


19:30 19:30 19:30


20:00 00[多][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第3ステージ
(2021/06/28)


20:00 00[S][休][HD]
J SPORTS セレクション


(休止の場合あり)


20:00


20:30 20:30


00[多][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第1ステージ
(2021/06/26)


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1143


18:00 18:00


18:30 18:30 18:30


19:00 19:00 19:00


20:30
45[S][HD]MLBミュージック
#2721:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][初][HD]
町田樹のスポーツアカデミア
#6
【Dialogue：研究者、スポー
ツを斬る①】


30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


24:30 24:30
45[S][HD]スーパーフォー
ミュラ 2021 ダイジェスト


21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


22:00


22:30 22:30 22:30


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


00[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第4戦
『ブリアンソン(フランス)』


27:00 27:00


23:00 23:00 00[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


23:00


45[S][HD]MLBミュージック
#2722:00 00[S][HD]


J SPORTS セレクション
00[S][字][HD]
WWE ロウ #1468


22:00 00[S][休][HD]
町田樹のスポーツアカデミア
#6
【Dialogue：研究者、スポー
ツを斬る①】


23:30 23:30 30[二][L][初][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第12戦・決勝
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/24)


※放送開始時刻未定


30[二][L][初][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第13戦・決勝
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/25)


※放送開始時刻未定


23:30


24:00 00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第4戦
『ブリアンソン(フランス)』


(2021/07/18　ブリアンソン,
フランス)


24:00 24:00


24:30


27:30 27:30 27:30
45[S][HD]MLBミュージック
#26


25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


26:00 00[S][同][HD]
WWE スマックダウン #1144
【英語版】


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


26:00


45[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第7ステージ
(2021/05/14)


25:00 00[S][同][HD]
WWE ロウ #1469
【英語版】


00[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第4戦
『ブリアンソン(フランス)』


(2021/07/18　ブリアンソン,
フランス)
(休止の場合あり)


00[S][HD]
町田樹のスポーツアカデミア
#6
【Dialogue：研究者、スポー
ツを斬る①】


25:00


26:30 26:30 26:30


27:00







週 間 番 組 表 Page：5/5
出力：2021/6/23  10:02


J SPORTS 4 2021.07.26-2021.08.01
2021.07.26 2021.07.27 2021.07.28 2021.07.29 2021.07.30 2021.07.31 2021.08.01


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


04:00 ～[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第10ステージ


04:00


04:30 30[S]
休止


04:30 04:30
45[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


05:00 05:00


04:00 ～[S][HD]
J SPORTS セレクション


～[S][HD]
J SPORTS セレクション


～[S]
機器メンテナンス


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S][休][HD]
第8回全国高等学校7人制ラ
グビーフットボール大会
ダイジェスト
(休止の場合あり)


07:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


05:00
15[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


05:30 30[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


05:30 05:30


06:00 00[S][HD]
第8回全国高等学校7人制ラ
グビーフットボール大会
ダイジェスト


00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征 テストマッチ
第1戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/24 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


00[二][休][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第2戦 決勝
『ラウジッツリンク(ドイツ)』


(2021/07/25)
(休止の場合あり)


06:00 06:00
15[S][字][HD]
WWE ロウ #146906:30 06:30 06:30


07:00 00[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第1戦 ヴァレルンガ(イタリ


07:00 07:00


07:30 07:30


08:00 00[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第8ステージ
(2021/05/15)


00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/27)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/28)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/29)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00 08:00
15[S][HD]MLBミュージック
#27


09:30 09:30


10:00 10:00 10:00


10:30 10:30 10:30


08:30 30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


08:30 08:30


09:00 00[S][L][初][HD]
WWE ロウ #1470
【英語版】


09:00 00[S][L][初][HD]
WWE スマックダウン #1145
【英語版】


09:00


09:30


11:00 11:00 11:00
15[S][休][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


11:30 11:30 11:30
45[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第11ステージ
(2021/05/19)


12:00 00[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


12:00 12:00
15[S][休][HD]MLBミュー
ジック #2612:30 30[S][HD]


J SPORTS セレクション
30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


12:30 12:30


13:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 00[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第1戦 ヴァレルンガ(イタリ


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』
(休止の場合あり)


00[二][休][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第2戦 決勝
『ラウジッツリンク(ドイツ)』


(2021/07/25)
(休止の場合あり)


15:00 15:00


15:30 30[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第5戦
『アッセン(オランダ)』


(2021/07/24-25)
(休止の場合あり)


15:30 15:30


16:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1143


00[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


16:00 16:00


16:30 30[多][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第5ステージ
(2021/06/30)


16:30 16:30


17:00 00[S][HD]
町田樹のスポーツアカデミア
#6
【Dialogue：研究者、スポー
ツを斬る①】


17:00 00[多][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第7ステージ
(2021/07/02)


17:00


17:30 30[S][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


17:30 17:30


18:00


18:30 18:30 18:30


19:00 00[S][HD]MLBミュージック
#27


19:00 19:00
15[S][同][HD]
WWE ロウ #1470
【英語版】


19:30


18:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1469


00[S][HD]
町田樹のスポーツアカデミア
#6
【Dialogue：研究者、スポー
ツを斬る①】


00[多][HD]
SUPER GT 2021
第4戦 ツインリンクもてぎ
『決勝』
(2021/07/18)


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1144


18:00


19:30 19:30


20:00 00[多][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第6ステージ
(2021/07/01)


20:00 20:00


20:30 20:30 20:30
45[S][HD]MLBミュージック
#2721:00


22:00 22:00


22:30 22:30 22:30


23:00 23:00 23:00
15[S][字][HD]
WWE ロウ #146923:30


00[多][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第4ステージ
(2021/06/29)


00[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第9ステージ
(2021/05/16)


21:00 21:00


21:30 21:30 30[多][L][初][HD]
Cycle*2021　クラシカ・サン
セバスティアン
(2021/07/31)


21:30


22:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


23:30 23:30


24:00 24:00 24:00


24:30 24:30 24:30
45[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第10ステージ
(2021/05/17)


25:00


27:30 27:30


26:00 00[S][同][休][HD]
WWE スマックダウン #1145
【英語版】
(休止の場合あり)


26:00


26:30 26:30 26:30


27:00 27:00 27:00


27:30


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


25:00 25:00


25:30 30[S]
機器メンテナンス


25:30 25:30


26:00 00[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第12戦・決勝
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/24)
(休止の場合あり)


00[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第13戦・決勝
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/25)
(休止の場合あり)








0120-039-888
最寄りのケーブルテレビ局までお問い合わせくだ
さい。（地域によって東映チャンネルを視聴できな
い局がございます。あらかじめご了承ください)


ひかりＴＶで視聴可能です。
ご視聴になる場合はホームページを
ご覧ください。


●受付時間10：00～20：00〈年中無休〉（番号はお間違いのないようお願いいたします）●お電話いただく前に、プライバシーポリシー（http://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/privacy.html）の内容をご確認いただき、同意の上ご連絡ください。


★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 　 東 映 チ ャ ン ネ ル は 、以 下 の サ ー ビ ス で ご 覧 い た だ け ま す 。　★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
スカパー！ カスタマーセンター（総合窓口）


その他


TV初放送　　　TVシリーズスタート　　　TVシリーズ終了　　　モノクロ放送終新
字


HD放送（東映チャンネルHDでは、ハイビジョンでご視聴いただけます）
字幕放送（スカパー！、スカパープレミアムサービス、一部ケーブルTV局にてご覧いただけます）
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字


字
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字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


昭和残俠伝 人斬り唐獅子


昭和残俠伝 死んで貰います


昭和残俠伝 吼えろ唐獅子


昭和残俠伝 破れ傘


新幹線大爆破 4Kリマスター版


ごろつき無宿


冬の華


望郷子守唄


博徒一家


飢餓海峡


新仁義なき戦い


新仁義なき戦い 組長の首


新仁義なき戦い 組長最後の日


その後の仁義なき戦い


新・仁義なき戦い。


新 仁義なき戦い／謀殺


劇場版 ドラゴンボールZ 地球まるごと超決戦


劇場版 ドラゴンボールZ 超サイヤ人だ孫悟空


劇場版 ドラゴンボールZ とびっきりの最強対最強


劇場版 ドラゴンボールZ 激突!!100億パワーの戦士たち


シアターGロッソ 魔進戦隊キラメイジャーショー シリーズ第3弾


シアターGロッソ 魔進戦隊キラメイジャーショー シリーズ第4弾


宇宙戦隊キュウレンジャー ファイナルライブツアー2018


快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー ファイナルライブツアー2019


仮面ライダージオウ ファイナルステージ＆番組キャストトークショー


仮面ライダービルド スペシャルイベント


仮面ライダービルド ファイナルステージ＆キャストトークショー


劇場版 超・仮面ライダー電王&ディケイド NEOジェネレーションズ


仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション


劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer


仮面ライダージオウ スピンオフ RIDER TIME 仮面ライダー龍騎


仮面ライダージオウ スピンオフ RIDER TIME 仮面ライダーシノビ


仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ


騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE タイムスリップ!恐竜パニック!!


超・少年探偵団NEO -Beginning-


少年探偵団 第一部 妖怪博士


江戸川乱歩シリーズ 明智小五郎 #1、26


新 極道の妻たち


新 極道の妻たち 覚悟しいや


警視庁物語 顔のない女


警視庁物語 一〇八号車


麻薬売春Gメン 恐怖の肉地獄


麻薬売春Gメン


忍者武芸帖 百地三太夫


直撃！地獄拳


現代神秘サスペンス 六本木メランコリー


傑作推理劇場 死ぬより辛い


傑作推理劇場 ラスト・チャンス


向田邦子の鮒


レベル7 空白の90日


水戸黄門漫遊記 天下の副将軍


黒の盗賊


水戸黄門漫遊記 火牛坂の悪鬼


血槍富士


木枯し紋次郎


継承盃


唐獅子警察


血染の代紋


花札渡世


日本暴力列島 京阪神殺しの軍団


総長の首


暴力街(1974)


DEAD OR ALIVE 犯罪者[R15+]


キングダム6 ～首領になった男～


織田同志会 織田征仁


織田同志会 織田征仁 第二章


織田同志会 織田征仁 第三章


日本極道戦争 第七章


キングダム5 ～首領になった男～


陽暉楼


櫂


桜の樹の下で［R15+］


肉体の門


吉原炎上


湯殿山麓呪い村


犬神の悪霊


化身［R15+］


CUTIE HONEY -TEARS-


北の螢


馬喰一代


・ふ・た・り・ぼ・っ・ち・


六本木バナナ・ボーイズ


OL日記 牝猫の情事［R15+版］


嗚呼！おんなたち 猥歌［R15+版］


東雲うみ 恋人になってあげる


桜田愛音 Cherry


伊織いお いおりに萌


モンブランの女［R15+］


ミッドナイト・シンデレラ キュートで淫らな夜の妖艶美女［R15+］


淫霊の館　～手ごめにされた新妻～［R15+］


おっさんとわたし［R15+］


暴行魔真珠責め［R15+］


乾いて候（1984） #3～6


乾いて候（1993） 


赤穂浪士（1979・TV） #1～2


柳生あばれ旅 #13～22


はぐれ刑事純情派（第11シリーズ） #9～16


さすらい刑事旅情編 #1～8


キイハンター #179～186


はぐれ刑事純情派（第12シリーズ） #4～13


プレイガール #237～248


新選組（1973） #11～19


特別機動捜査隊 #675～684、711～720、739～748


非情のライセンス 第3シリーズ #9～18


バーディー大作戦 #9～18


アイフル大作戦 #11～18


地獄の辰捕物控 #19～26


非情のライセンス 第2シリーズ #83～90


 


人造人間キカイダー #43


仮面ライダーエグゼイド #1～6


イナズマン #11～22


仮面ライダー（新） #11～22


仮面ライダー剣（ブレイド） 超解像版 #11～18、47～49


仮面ライダーゴースト #9～16


仮面ライダー555（ファイズ） 超解像版 #41～50


 


仮面の忍者 赤影 #5～16


ジャイアントロボ #1～2


刑事くん第二部 #35～42


超人バロム・1 #5～14


 


動物戦隊ジュウオウジャー #29～36


バトルフィーバーJ #15～26


手裏剣戦隊ニンニンジャー #3～10


ジャッカー電撃隊 #15～22


 


宇宙刑事シャイダー #5～14


 


美少女戦士セーラームーンS #1～4


魔女っ子メグちゃん #3～10、57～68


美少女戦士セーラームーンSuperS #17～28


ゲゲゲの鬼太郎(第4期) #43～50、59～66


SF西遊記 スタージンガー #23～32


デジモンテイマーズ #9～18、47～51


マジンガーZ #23～32


T O E I  C H A N N E L  P R O G R A M  G U I D E  2 0 2 1


監）原田雄一 他　出）田村正和／田村高廣／田村亮


監）井上昭　出）田村正和／田村高廣／田村亮


監）沢島正継 他　出）萬屋錦之介／松平健


監）松尾昭典 他　出）千葉真一／勝野洋


監）吉川一義 他　出）藤田まこと／城島茂／梅宮辰夫


監）村川透 他　出）宇津井健／三浦洋一


監）深作欣二 他　出）丹波哲郎／野際陽子 


監）吉川一義 他　出）藤田まこと／ケイン・コスギ


監）鷹森立一 他　出）沢たまき／桑原幸子


監）小沢茂弘 他　出）鶴田浩二／栗塚旭


監）関川秀雄 他　出）波島進／中山昭二


監）永野靖忠 他　出）天知茂／左とん平


監）深作欣二 他　出）丹波哲郎／谷隼人／沖雅也


監）佐藤純弥 他　出）小川真由美／谷隼人／松岡きっこ


監）松尾正武 他　出）北大路欣也／大原麗子／田中邦衛


監）永野靖忠 他　出）天知茂／山村聡／渡辺文雄


 


監）北村秀敏 他　出）伴大介／水の江じゅん


監）中澤祥次郎 他　出）飯島寛騎／瀬戸利樹


監）田口勝彦 他　出）伴直弥／北村晃一


監）山田稔 他　出）村上弘明／田畑孝


監）石田秀範 他　出）椿隆之／森本亮治


監）諸田敏 他　出）西銘駿／山本涼介／磯村勇斗


監）田﨑竜太 他　出）半田健人／芳賀優里亜／溝呂木賢


 


監）倉田準二 他　出）坂口祐三郎／牧冬吉


監）山田稔　出）金子光伸／伊東昭夫


監）富田義治 他　出）桜木健一／三浦友和


監）田口勝彦 他　出）高野浩幸／飯塚仁樹


 


監）柴﨑貴行 他　出）中尾暢樹／柳美稀／南羽翔平


監）竹本弘一 他　出）谷岡弘規／倉地雄平


監）中澤祥次郎 他　出）西川俊介／松本岳


監）竹本弘一 他　出）丹波義隆／伊藤平山


 


監）澤井信一郎 他　出）円谷浩／森永奈緒美


 


監）佐藤順一 他　声)三石琴乃／久川綾


監）芹川有吾 他　声)吉田理保子


監）幾原邦彦 他　声)三石琴乃／荒木香恵


監）西尾大介 他　声)松岡洋子／田の中勇


監）芹川有吾 他　声)石丸博也／富田耕生


監）貝沢幸男 他　声)津村まこと


監）芹川有吾 他　声)石丸博也／松島トモ子


1984年　60分


1993年　95分


1979年　60分


1980年　60分


1998年　60分


1988年　60分


1968年　60分


1999年　60分


1969年　60分


1973年　60分


1961年　60分


1980年　60分


1974年　60分


1973年　60分


1973年　60分


1974年　60分


 


1972年　30分


2016年　30分


1973年　30分


1979年　30分


2004年　30分


2015年　30分


2003年　30分


 


1967年　30分


1967年　30分


1973年　30分


1972年　30分


 


2016年　30分


1979年　30分


2015年　30分


1977年　30分


 


1984年　30分


 


1994年　30分


1974年　30分


1995年　30分


1996年　30分


1978年　30分


2001年　30分


1972年　30分


INDEX7


放送日★毎週(月)


放送日★19


放送日★毎週(月)・26日スタート


放送日★毎週(月)【再放送】(月)


放送日★毎週(火)


放送日★毎週(火)【再放送】(火)・6日スタート


放送日★毎週(水)


放送日★毎週(水)【再放送】(水)


放送日★毎週(木)【再放送】(木)


放送日★毎週(金)


放送日★毎週(金)／毎週(金)／毎週(木)


放送日★毎週(土)


放送日★毎週(土)


放送日★毎週(日)


放送日★毎週(日)


放送日★毎週(日)


放送日★毎週(月)


放送日★毎週(月)・12日スタート


放送日★毎週(月)【再放送】(金)


放送日★毎週(火)【再放送】(土)


放送日★毎週(水)／毎週(月)


放送日★毎週(水)


放送日★毎週(木)


放送日★毎週(月)【再放送】(金)


放送日★毎週(火)・27日スタート


放送日★毎週(火)


放送日★毎週(木)


放送日★毎週(火)


放送日★毎週(火)【再放送】(土)


放送日★毎週(水)


放送日★毎週(水)


放送日★毎週(木)


放送日★毎週(月)・19日スタート


放送日★毎週(月)／毎週(火)【再放送】(土)


放送日★毎週(月)【再放送】(金)


放送日★毎週(水)／毎週(水)


放送日★毎週(木)


放送日★毎週(木)／毎週(火)


放送日★毎週(木)


メタルヒーロータイム


わくわく!!アニメタイム


石ノ森章太郎劇場


名作ドラマアワー


スーパー戦隊ワールド


GO！GO！ヒーローズ


ザ・娼年倶楽部 愛と快楽を与える魅惑のテクニシャン［R15+］


オーガズムリポートⅡ 更なる快楽を求めて［R15+］


嬢王輪舞曲　時をかけるキャバ嬢と極上の一夜［R15+］


未亡人のピンクサロン よりどりみどりの熟女たち［R15+］


夜の歌謡シリーズ なみだ恋


夜の歌謡シリーズ 女のみち


五月みどりの かまきり夫人の告白


シネマ☆チョップ！


監）石井輝男　出）千葉真一／倉田保昭／西城正三


 


監）吉川一義　出）岩下志麻／原田芳雄／高橋ひとみ


監）佐藤肇　出）秋野暢子／河原崎建三／松尾嘉代


監）小澤啓一　出）原田芳雄／大谷直子／尾藤イサオ


監）吉川一義　出）井上順／香山美子／沖直美


監）谷口俊哉　出）浅野ゆう子／風間トオル／平幹二朗


 


監）渡辺邦男　出）市川右太衛門／大友柳太朗／徳大寺伸


監）井上梅次　出）大川橋蔵／大友柳太朗／千秋実


監）伊賀山正徳　出）月形龍之介／三条雅也／加賀邦男


監）内田吐夢　出）片岡千恵蔵／月形龍之介／喜多川千鶴


監）中島貞夫　出）菅原文太／山本麟一／伊吹吾郎


 


監）大森一樹　出）真田広之／古手川祐子／緒形拳


監）中島貞夫　出）小林旭／渡瀬恒彦／安藤昇


監）深作欣二　出）梅宮辰夫／菅原文太／鶴田浩二


監）成沢昌茂　出）梅宮辰夫／鰐渕晴子／伴淳三郎


監）山下耕作　出）小林旭／梅宮辰夫／伊吹吾郎


監）中島貞夫　出）菅原文太／鶴田浩二／ジョニー大倉


監）五社英雄　出）安藤昇／菅原文太／小林旭


監）三池崇史　出）哀川翔／竹内力／寺島進


 


監）港雄二　出）本宮泰風／小沢仁志／山口祥行


監）藤原健一　出）的場浩司／萩野崇／青木玄徳


監）藤原健一　出）的場浩司／萩野崇／青木玄徳


監）藤原健一　出）的場浩司／萩野崇／青木玄徳


監）港雄二　出）小沢仁志／阿部亮平／螢雪次朗


監）港雄二　出）本宮泰風／小沢仁志／山口祥行


 


監）五社英雄　出）緒形拳／池上季実子／浅野温子


監）五社英雄　出）緒形拳／十朱幸代／石原真理子


監）鷹森立一　出）岩下志麻／七瀬なつみ／津川雅彦


監）五社英雄　出）かたせ梨乃／名取裕子／渡瀬恒彦


監）五社英雄　出）名取裕子／二宮さよ子／藤真利子


 


監）池田敏春　出）永島敏行／織本順吉／岩崎加根子


監）伊藤俊也　出）大和田伸也／泉じゅん／岸田今日子


監）東陽一　出）黒木瞳／藤竜也／阿木燿子／梅宮辰夫


監）A.T.／ヒグチリョウ　出）西内まりや／石田ニコル／三浦貴大


監）五社英雄　出）仲代達矢／岩下志麻／露口茂


監）瀬川昌治　出）三國連太郎／新珠三千代／金子吉延


監）榎戸耕史　出）古村比呂／近藤敦／玉置浩二


監）成田裕介　出）仲村トオル／清水宏次朗／森川由加里


 


監）加藤彰　出）中川梨絵／宮下順子／山田克明


監）神代辰巳　出）内田裕也／角ゆり子／中村れい子


 


監）安倍雄治　出）東雲うみ


監）橋本修一　出）桜田愛音


監）YAJIROBE-　出）伊織いお


 


監）髙原秀和　出）奥田咲／涼南佳奈


監）カワノゴウシ　出）松本菜奈実／きみと歩実


監）深町章　出）山口玲子／水原香菜恵


監）山内大輔　出）佐倉絆／桜木優希音


監）井筒和生　出）池内琢磨／岡本麗


1969年　105分


1970年　93分


1971年　97分


1972年　94分


1975年　152分


1971年　111分


1978年　122分


1972年　99分


1970年　117分


1965年　183分


 


1974年　98分


1975年　94分


1976年　92分


1979年　129分


2000年　110分


2003年　111分


 


1990年　61分


1991年　52分


1991年　47分


1992年　46分


 


2021年　36分


2021年　36分


2018年　140分


2019年　118分


2020年　150分


2018年　201分


2019年　172分


 


2010年　86分


2020年　99分


2019年　67分


2019年　79分


2019年　49分


2020年　64分


2019年　33分


 


2019年　93分


1956年　58分


1970年　60分


 


1991年　113分


1993年　115分


 


1959年　84分


1959年　55分


 


1972年　88分


1972年　83分


1980年　117分


放送日★5・12・23


放送日★6・12・23


放送日★7・13・23


放送日★8・13・23


放送日★17・25


放送日★1・14・24


放送日★9・15・25


放送日★5・15・25


放送日★2・14・24


放送日★16・24・30


放送日★1・19・31


放送日★2・20・31


放送日★3・21・31


放送日★4・22・31


放送日★5・23・31


放送日★6・23・31


放送日★10・18


放送日★18・24


放送日★3・17・18


放送日★3・18・31


放送日★2・16・18


放送日★2・18・25


放送日★9


放送日★16


放送日★24


放送日★17


放送日★17・30


放送日★4・18・25


放送日★11・18


放送日★4・18


放送日★11・25


放送日★11・25


放送日★11・25


放送日★4・18


放送日★3・8・30


放送日★7・12・28


放送日★7、13、29


放送日★3・7・20・26


放送日★3・8・21・27


放送日★10・22


放送日★2・10・28


放送日★3・12・30


放送日★4・29


放送日★1・27


1974年　87分


 


1989年　47分


1981年　44分


1982年　44分


1987年　51分


1994年　80分


 


1952年　100分


1964年　96分


1955年　88分


1955年　95分


1972年　92分


 


1992年　119分


1974年　91分


1970年　88分


1967年　93分


1975年　94分


1979年　138分


1974年　97分


1999年　106分


 


2020年　71分


2020年　66分


2020年　65分


2020年　73分


2020年　71分


2020年　73分


 


1983年　145分


1985年　135分


1989年　110分


1988年　119分


1987年　133分


 


1984年　112分


1977年　104分


1986年　106分


2016年　92分


1984年　125分


1963年　104分


1988年　91分


1989年　90分


 


1972年　76分


1981年　83分


 


2021年　117分


2021年　116分


2021年　97分


 


2020年　80分


2021年　72分


2005年　57分


2020年　79分


1979年　59分


2021年　71分


2005年　61分


2020年　74分


1995年　56分


1973年　74分


1973年　80分


1975年　66分


 


2021年　30分


放送日★8


放送日★13


放送日★14


放送日★21


放送日★10・23


放送日★10


放送日★10・30


放送日★4・6・10・18・25・31


監）貝原クリス亮　出）架乃ゆら／並木塔子


監）的場ちせ　出）北川絵美／佐々木麻由子


監）吉行由実　出）真木今日子／西村ニーナ


監）新田栄　出）田口あゆみ／冴木直


監）斉藤武市　出）中島ゆたか／八代亜紀／佐々木功


監）山口和彦　出）梅宮辰夫／中島ゆたか／賀川雪絵


監）牧口雄二　出）五月みどり／山城新伍／伊吹吾郎


 一挙放送！ 新仁義なき戦い


 生誕90年 高倉健特集 Final


 8か月連続企画【劇場版 ドラゴンボールスペシャル Vol.4】


 スーパーヒーロー ライブスペシャル


 少年探偵団スペシャル


 連続放送！ 極妻スペシャル


 スーパーヒーロースペシャル


 連続放送！ 警視庁物語


 東映アクションスターファイル


 オリジナル番組


 違いのわかる傑作サスペンス劇場


 東映チャンネル名画館


 傑作時代劇スペシャル


 傑作任俠スペシャル


 俠のVシネ劇場


 アイドル☆パラダイス


 おんなの情念スペシャル


 ロマンポルノ傑作選


 ミッドナイトシアター


監）山下耕作　出）高倉健／池部良／片岡千恵蔵


監）マキノ雅弘　出）高倉健／池部良／藤純子


監）佐伯清　出）高倉健／池部良／鶴田浩二


監）佐伯清　出）高倉健／鶴田浩二／池部良


監）佐藤純彌　出）高倉健／宇津井健／千葉真一


監）降旗康男　出）高倉健／奈美悦子／志村喬


監）降旗康男　出）高倉健／北大路欣也／池上季実子


監）小沢茂弘　出）高倉健／池部良／山城新伍


監）小沢茂弘　出）高倉健／鶴田浩二／若山富三郎


監）内田吐夢　出）三國連太郎／左幸子／高倉健


 


監）深作欣二　出）菅原文太／若山富三郎／松方弘樹


監）深作欣二　出）菅原文太／梶芽衣子／山﨑努


監）深作欣二　出）菅原文太／松原智恵子／和田浩治


監）工藤栄一　出）根津甚八／宇崎竜童／松崎しげる


監）阪本順治　出）豊川悦司／布袋寅泰／佐藤浩市


監）橋本一　出）高橋克典／渡辺謙／小林稔侍


 


監）西尾大介　声)野沢雅子／田中真弓／古川登志夫


監）橋本光夫　声)野沢雅子／田中真弓／古川登志夫


監）橋本光夫　声)野沢雅子／田中真弓／古川登志夫


監）西尾大介　声)野沢雅子／田中真弓／古川登志夫


 


出）小宮璃央／木原瑠生／新條由芽／水石亜飛夢


出）小宮璃央／木原瑠生／新條由芽／水石亜飛夢


出）岐洲匠／岸洋佑／山崎大輝／大久保桜子


出）伊藤あさひ／結木滉星／濱正悟／横山涼


出）奥野壮／押田岳／大幡しえり／渡邊圭祐


出）犬飼貴丈／赤楚衛二／高田夏帆／武田航平


出）犬飼貴丈／赤楚衛二／高田夏帆／武田航平


 


監）田﨑竜太　出）桜田通／井上正大／戸谷公人


監）杉原輝昭　出）高橋文哉／奥野壮／岡田龍太郎


監）田﨑竜太　出）奥野壮／押田岳／大幡しえり


監）柴崎貴行　出）須賀貴匡／松田悟志／高野八誠


監）柴崎貴行　出）多和田任益／華村あすか／財木琢磨


監）諸田敏　出）押田岳／奥野壮／大幡しえり／渡邊圭祐


監）上堀内佳寿也　出）一ノ瀬颯／綱啓永／尾碕真花


 


監）芦塚慎太郎　出）高杉真宙／佐野岳／堀田真由


監）小林恒夫　出）岡田英次／南原伸二／中原ひとみ


監）工藤栄一 他　出）滝俊介／橘ますみ／岡田裕介


 


監）中島貞夫　出）岩下志麻／かたせ梨乃／高嶋政宏


監）山下耕作　出）岩下志麻／北大路欣也／かたせ梨乃


 


監）村山新治　出）堀雄二／神田隆／花沢徳衛


監）村山新治 他　出）堀雄二／南廣／神田隆


 


監）高桑信　出）千葉真一／渡瀬恒彦／郷鍈治


監）高桑信　出）千葉真一／中村敦夫／武原英子


監）鈴木則文　出）真田広之／千葉真一／蜷川有紀


放送日★17・28


放送日★2・16・26


放送日★10


放送日★2


放送日★3・16


放送日★9・30


放送日★8・13・26


放送日★6・14・19


放送日★4・12・29


放送日★15・21


放送日★6・16・22


放送日★1・9・27


放送日★8・26


放送日★3・12・28


放送日★2・14・27


放送日★7・13・24


放送日★5・11・29


放送日★1・17・30


放送日★20


放送日★5・22


放送日★9


放送日★9


放送日★9


放送日★15


放送日★21


放送日★10・20


放送日★10・21


放送日★11・19


放送日★11・19


放送日★11・22


放送日★26


放送日★27


放送日★2・18


放送日★19


放送日★4・28


放送日★6・20


放送日★14・28


放送日★15・29


放送日★7・16・26


放送日★12


放送日★3・16・25


放送日★4・17・24


放送日★6・18・31


放送日★2・11・29


放送日★9・22・28


放送日★10・15・27


放送日★1


放送日★5


TVシリーズ好評放送中！


鬼ヶ島の戦艦　
ディレクターズカット版







番組を詳しく知るならwebで！
東映チャンネル　　　　　　検索


w w w . t o e i c h . j p045-330-2273
カスタマーセンター


● お 問 い 合 わ せ は 、こ ち ら ！   


受付時間10：00～18：00（土・日・祝日を除く）


東映チャンネルプログラムガイド 7月


3 ５ 6 7


22 23 24 27 28


15 16 17 20 21


８ 9 10 11 12 13 14


1（木）　　　　　　　　　　　（金）　　　　　　　　　　  （土）　　　　　　　　　　   （日） 　 　　　                   （月）　　　　　              　 （火）　　　　　              　（水）　　　　　　　　　　  


（木）　　　　　　　　　　　（金）　　　　　　　　　　  （土）　　　　　　　　　　   （日） 　 　　　                   （月）　　　　　              　 （火）　　　　　              　（水）　　　　　　　　　　  


（木）　　　　　　　　　　　（金）　　　　　　　　　　  （土）　　　　　　　　　　   （日） 　 　　　                   （月）　　　　　              　 （火）　　　　　              　（水）　　　　　　　　　　  


（木）　　　　　　　　　　　（金）　　　　　　　　　　  （土）　　　　　　　　　　   （日） 　 　　　                   （月）　　　　　              　 （火）　　　　　              　（水）　　　　　　　　　　  


2
4:00
6:00


7:00
8:00


9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
0:00
2:00
3:30


特別機動捜査隊#739―740
仮面ライダー555 
超解像版#41―42
超人バロム・1#5―6
SF西遊記 
スタージンガー#23―24
プレイガール#237―238
ごろつき無宿
暴力街(1974)
プレイガール#239―240
デジモンテイマーズ#9―10
宇宙刑事シャイダー#5―6
マジンガーZ#23―24
新仁義なき戦い
継承盃
忍者武芸帖 百地三太夫
おっさんとわたし［R15+］
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00


9:00
11:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
0:00
2:00
3:30


特別機動捜査隊#711―712
イナズマン#11―12
仮面の忍者 赤影#5―6
美少女戦士セーラームーン
SuperS#17―18
新選組（1973）#11―12
博徒一家
傑作推理劇場 ラスト・チャンス
警視庁物語 一〇八号車
特別機動捜査隊#675―676
魔進戦隊キラメイジャーショー 第3弾
魔進戦隊キラメイジャーショー 第4弾
現代神秘サスペンス 六本木メランコリー
新仁義なき戦い 組長の首
花札渡世
化身［R15+］
モンブランの女［R15+］
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00
9:00


11:00


12:00


13:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
23:30
1:00
3:00


非情のライセンス 第3シリーズ#9―10
魔女っ子メグちゃん#57―58
バトルフィーバーJ#15―16
仮面ライダー（新）#11―12
バーディー大作戦#9―10
劇場版 ドラゴンボールZ 
とびっきりの最強対最強
劇場版 ドラゴンボールZ 
激突!!100億パワーの戦士たち
向田邦子の鮒
超・少年探偵団NEO -Beginning-
新 極道の妻たち
新 極道の妻たち 覚悟しいや
新仁義なき戦い 組長最後の日
血染の代紋
麻薬売春Gメン 恐怖の肉地獄
東雲うみ 恋人になってあげる
放送終了


4:00
6:00
8:00


10:00


11:30
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
17:00
18:30
20:00
22:30


1:00
3:00


アイフル大作戦#11―12
地獄の辰捕物控#19―20
非情のライセンス 第2シリーズ#83―84
劇場版 超・仮面ライダー電王
&ディケイド DC版
劇場版 仮面ライダージオウ
騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE
仮面ライダーエグゼイド#1
美少女戦士セーラームーンS#1
ジャイアントロボ#1
シネマ☆チョップ！
さすらい刑事旅情編#1
水戸黄門漫遊記 火牛坂の悪鬼
麻薬売春Gメン
その後の仁義なき戦い
北の螢
桜田愛音 Cherry
放送終了


4:00
6:00


7:00
8:00
9:00


11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00


20:00
22:00


0:30
2:00
3:00


乾いて候（1984）#3―4
仮面ライダー剣 
超解像版#47―48
人造人間キカイダー#43
魔女っ子メグちゃん#3―4
柳生あばれ旅#13―14
昭和残俠伝 人斬り唐獅子
望郷子守唄
柳生あばれ旅#15―16
イナズマン#15―16
仮面の忍者 赤影#9―10
美少女戦士セーラームーン
SuperS#21―22
新・仁義なき戦い。
総長の首
キングダム6
暴行魔真珠責め［R15+］
放送終了


4:00


6:00


7:00
8:00
9:00


11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00


0:00
0:30
2:30


はぐれ刑事純情派
（第11シリーズ）#9―10
動物戦隊ジュウオウジャー
#29―30
デジモンテイマーズ#47―48
刑事くん第二部#35―36
馬喰一代
昭和残俠伝 死んで貰います
木枯し紋次郎
　さすらい刑事旅情編#1―2
魔女っ子メグちゃん#61―62
バトルフィーバーJ#19―20
仮面ライダー（新）#15―16
新 仁義なき戦い／謀殺
黒の盗賊
シネマ☆チョップ！
伊織いお いおりに萌
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00
9:00


11:00
13:00
15:00


17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
23:00


1:00
2:30


キイハンター#179―180
手裏剣戦隊ニンニンジャー#3―4
ゲゲゲの鬼太郎（第4期）#43―44
仮面ライダー剣 超解像版#11―12
はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#4―5
昭和残俠伝 吼えろ唐獅子
日本暴力列島 京阪神殺しの軍団
はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#6―7
ジャッカー電撃隊#15―16
ゲゲゲの鬼太郎（第4期）#59―60
仮面ライダーゴースト#9―10
新 極道の妻たち
少年探偵団 第一部 妖怪博士
江戸川乱歩シリーズ 
明智小五郎#1、26
OL日記 牝猫の情事［R15+版］
放送終了


4:00


6:00


7:00
8:00
9:00


11:00


12:00


15:00


17:00
19:00
22:30
0:30
2:30


4:00
6:00


7:00
8:00


9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:30
0:30
2:00
3:00


特別機動捜査隊#743―744
仮面ライダー555 
超解像版#45―46
超人バロム・1#9―10
SF西遊記 
スタージンガー#27―28
プレイガール#241―242
血槍富士
六本木バナナ・ボーイズ
プレイガール#243―244
デジモンテイマーズ#13―14
宇宙刑事シャイダー#9―10
マジンガーZ#27―28
冬の華
望郷子守唄
日本極道戦争 第七章
淫霊の館［R15+］
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00


9:00
11:00
13:00


14:00
15:00
17:00


19:00
20:00
23:30
1:00
3:00


特別機動捜査隊#715―716
イナズマン#15―16
仮面の忍者 赤影#9―10
美少女戦士セーラームーン
SuperS#21―22
新選組（1973）#15―16
木枯し紋次郎
現代神秘サスペンス 
六本木メランコリー
向田邦子の鮒
特別機動捜査隊#679―680
ルパンレンジャーVS
パトレンジャー ファイナルライブ
魔進戦隊キラメイジャーショー 第3弾
飢餓海峡
OL日記 牝猫の情事［R15+版］
東雲うみ 恋人になってあげる
放送終了


4:00


6:00
7:00
8:00
9:00


11:00


12:00


15:30


18:30
20:00


23:00
1:00
3:00


非情のライセンス 
第3シリーズ#13―14
魔女っ子メグちゃん#61―62
バトルフィーバーJ#19―20
仮面ライダー(新)#15―16
バーディー大作戦#13―14
劇場版 ドラゴンボールZ 
とびっきりの最強対最強
仮面ライダービルド 
SPイベント
仮面ライダービルド 
ファイナルステージ
直撃！地獄拳
新幹線大爆破 
4Kリマスター版
暴力街（1974）
桜田愛音 Cherry
放送終了


アイフル大作戦#15―16
地獄の辰捕物控#23―24
非情のライセンス 第2シリーズ#87―88
劇場版 超・仮面ライダー電王&ディケイド DC版
仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
劇場版 仮面ライダージオウ
騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE
魔進戦隊キラメイジャーショー 第3弾
魔進戦隊キラメイジャーショー 第4弾
シネマ☆チョップ！
劇場版 ドラゴンボールZ 地球まるごと超決戦
劇場版 ドラゴンボールZ 超サイヤ人だ孫悟空
劇場版 ドラゴンボールZ とびっきりの最強対最強
劇場版 ドラゴンボールZ 
激突!!100億パワーの戦士たち
化身［R15+］
伊織いお いおりに萌
放送終了


4:00
6:00


7:00
8:00
9:00


11:00
13:00
15:00
17:00
18:00


19:00


20:00
22:30


0:30
2:30


乾いて候（1993）
　美少女戦士
セーラームーンS#1―2
仮面ライダーエグゼイド#3―4
魔女っ子メグちゃん#7―8
柳生あばれ旅#17―18
新仁義なき戦い
黒の盗賊
柳生あばれ旅#19―20
イナズマン#19―20
仮面の忍者 
赤影#13―14
美少女戦士セーラームーン
SuperS#25―26
肉体の門
桜の樹の下で［R15+］
CUTIE HONEY -TEARS-
放送終了


4:00


6:00


7:00
8:00
9:00


11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:30


0:30


2:30


はぐれ刑事純情派
（第11シリーズ）#13―14
動物戦隊ジュウオウジャー
#33―34
デジモンテイマーズ#51
刑事くん第二部#39―40
さすらい刑事旅情編#3―4
新仁義なき戦い 組長の首
馬喰一代
さすらい刑事旅情編#5―6
魔女っ子メグちゃん#65―66
バトルフィーバーJ#23―24
仮面ライダー（新）#19―20
陽暉楼
新 極道の妻たち
DEAD OR ALIVE 
犯罪者［R15+］
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00
9:00


11:00
13:00
15:00


17:00
18:00
19:00
20:00
22:30


0:30
2:00
3:00


4:00
6:00


7:00
8:00
9:00


11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
0:00


2:00
3:30


特別機動捜査隊#741―742
仮面ライダー555 
超解像版#43―44
超人バロム・1#7―8
SF西遊記 スタージンガー#25―26
プレイガール#239―240
昭和残俠伝 破れ傘
唐獅子警察
プレイガール#241―242
デジモンテイマーズ#11―12
宇宙刑事シャイダー#7―8
マジンガーZ#25―26
新 極道の妻たち 覚悟しいや
水戸黄門漫遊記 天下の副将軍
超・少年探偵団NEO 
-Beginning-
ザ・娼年倶楽部［R15+］
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00


9:00
11:00
13:30
15:00
17:00


19:30
21:00
22:30
0:00
2:00


3:30


特別機動捜査隊#713―714
イナズマン#13―14
仮面の忍者 赤影#7―8
美少女戦士セーラームーン
SuperS#19―20
新選組（1973）#13―14
冬の華
レベル7 空白の90日
特別機動捜査隊#677―678
宇宙戦隊キュウレンジャー 
ファイナルライブ
織田同志会 織田征仁
織田同志会 織田征仁 第二章
織田同志会 織田征仁 第三章
継承盃
ミッドナイト・
シンデレラ［R15+］
放送終了


4:00


6:00
7:00
8:00
9:00


11:00


12:30
14:00
15:00
16:00
18:30
21:00
22:30
0:00
0:30
1:30
3:00


非情のライセンス 
第3シリーズ#11―12
魔女っ子メグちゃん#59―60
バトルフィーバーJ#17―18
仮面ライダー（新）#13―14
バーディー大作戦#11―12
劇場版 ドラゴンボールZ 
地球まるごと超決戦
警視庁物語 顔のない女
警視庁物語 一〇八号車
傑作推理劇場 死ぬより辛い
陽暉楼
櫂
夜の歌謡シリーズ 女のみち
夜の歌謡シリーズ なみだ恋
シネマ☆チョップ！
淫霊の館［R15+］
五月みどりの かまきり夫人の告白
放送終了


4:00
6:00
8:00


10:00


12:00


13:30


14:30


16:00
18:30
21:00
23:00


1:30
3:00


アイフル大作戦#13―14
地獄の辰捕物控#21―22
非情のライセンス 
第2シリーズ#85―86
仮面ライダー 令和 ザ・ファースト
・ジェネレーション
RIDER TIME 
仮面ライダー龍騎
RIDER TIME 
仮面ライダーシノビ
仮面ライダージオウ 
NEXT TIME
吉原炎上
肉体の門
桜の樹の下で［R15+］
総長の首
モンブランの女［R15+］
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00
9:00


11:00
12:00
13:30
15:00
17:00
18:00
19:00


20:00
22:00


0:00
1:30
3:00


乾いて候（1984）#5―6
仮面ライダー剣 超解像版#49
　仮面ライダーエグゼイド#1―2
魔女っ子メグちゃん#5―6
柳生あばれ旅#15―16
少年探偵団 第一部 妖怪博士
水戸黄門漫遊記 火牛坂の悪鬼
麻薬売春Gメン 恐怖の肉地獄
柳生あばれ旅#17―18
イナズマン#17―18
仮面の忍者 赤影#11―12
美少女戦士セーラームーン
SuperS#23―24
昭和残俠伝 人斬り唐獅子
昭和残俠伝 死んで貰います
血染の代紋
嗚呼！おんなたち 猥歌［R15+版］
放送終了


4:00


6:00
7:00
8:00
9:00


11:00


13:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00


0:00
2:00
3:30


はぐれ刑事純情派
（第11シリーズ）#11―12
動物戦隊ジュウオウジャー#31―32
デジモンテイマーズ#49―50
刑事くん第二部#37―38
　さすらい刑事旅情編#1―2
江戸川乱歩シリーズ 
明智小五郎#1、26
水戸黄門漫遊記 天下の副将軍
さすらい刑事旅情編#3―4
魔女っ子メグちゃん#63―64
バトルフィーバーJ#21―22
仮面ライダー(新)#17―18
昭和残俠伝 吼えろ唐獅子
昭和残俠伝 破れ傘
日本暴力列島 京阪神殺しの軍団
オーガズムリポートⅡ［R15+］
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00
9:00


11:00
13:00
15:00


17:00
18:00
19:00
20:00
22:00


0:00
2:00
3:30


キイハンター#181―182
手裏剣戦隊ニンニンジャー#5―6
ゲゲゲの鬼太郎（第4期）#45―46
仮面ライダー剣 超解像版#13―14
はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#6―7
黒の盗賊
・ふ・た・り・ぼ・っ・ち・
はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#8―9
ジャッカー電撃隊#17―18
ゲゲゲの鬼太郎（第4期）#61―62
仮面ライダーゴースト#11―12
ごろつき無宿
博徒一家
花札渡世
嬢王輪舞曲［R15+］
放送終了


4:00
6:00
8:00


10:00
11:30
13:30
15:00
16:00
17:00
18:00
18:30
20:00
21:00
22:00


23:00
1:00
3:00


8月の先取り情報！
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4


18


25


©スーパーヒーロープロジェクト
©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映


伊織いお 
いおりに萌


【アイドル☆パラダイス】


0 8 6


4:00
6:00


7:00
8:00


9:00
11:00
13:30
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:30
0:30
2:00
3:30


特別機動捜査隊#745―746
仮面ライダー555 
超解像版#47―48
超人バロム・1#11―12
SF西遊記 スタージンガー
#29―30
プレイガール#243―244
その後の仁義なき戦い
警視庁物語 顔のない女
プレイガール#245―246
デジモンテイマーズ#15―16
宇宙刑事シャイダー#11―12
マジンガーZ#29―30
吉原炎上
木枯し紋次郎
キングダム6
ミッドナイト・シンデレラ［R15+］
放送終了


4:00


6:00
7:00


8:00


9:00
11:00
13:00
15:00


17:00
19:00
21:00
23:00
1:00
2:30


特別機動捜査隊
#717―718
イナズマン#17―18
仮面の忍者 
赤影#11―12
美少女戦士セーラームーン
SuperS#23―24
新選組（1973）#17―18
新・仁義なき戦い。
新 仁義なき戦い／謀殺
特別機動捜査隊
#681―682
昭和残俠伝 人斬り唐獅子
昭和残俠伝 死んで貰います
昭和残俠伝 吼えろ唐獅子
昭和残俠伝 破れ傘
夜の歌謡シリーズ なみだ恋
放送終了


非情のライセンス 
第3シリーズ#15―16
魔女っ子メグちゃん
#63―64
バトルフィーバーJ#21―22
仮面ライダー(新)#17―18
バーディー大作戦#15―16
劇場版 ドラゴンボールZ 
超サイヤ人だ孫悟空
仮面ライダージオウ 
ファイナルステージ
日本暴力列島 
京阪神殺しの軍団
博徒一家
飢餓海峡
ごろつき無宿
桜田愛音 Cherry
放送終了


29 30 31（木）　　　　　　　　　　　（金）　　　　　　　　　　  （土）
4:00
6:00


7:00
8:00
9:00


11:00
12:30
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00


22:00
23:30
1:30
3:00


特別機動捜査隊#747―748
仮面ライダー555 
超解像版#49―50
超人バロム・1#13―14
SF西遊記 スタージンガー#31―32
プレイガール#245―246
水戸黄門漫遊記 火牛坂の悪鬼
総長の首
プレイガール#247―248
デジモンテイマーズ#17―18
宇宙刑事シャイダー#13―14
マジンガーZ#31―32
江戸川乱歩シリーズ 
明智小五郎#1、26
麻薬売春Gメン
六本木バナナ・ボーイズ
モンブランの女［R15+］
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00


9:00
10:00
13:30
15:00
17:00


20:00


22:00
23:30
1:30


3:00


4:00


6:00
7:00
8:00
9:00


11:00


12:00
14:00
16:00
18:00
20:30
22:30
0:30
1:00
3:00


特別機動捜査隊#719―720
イナズマン#19―20
仮面の忍者 赤影#13―14
美少女戦士セーラームーン
SuperS#25―26
新選組（1973）#19
飢餓海峡
レベル7 空白の90日
特別機動捜査隊#683―684
仮面ライダービルド 
ファイナルステージ
超・少年探偵団NEO 
-Beginning-
麻薬売春Gメン 恐怖の肉地獄
暴力街（1974）
五月みどりの 
かまきり夫人の告白
放送終了


非情のライセンス 
第3シリーズ#17―18
魔女っ子メグちゃん#65―66
バトルフィーバーJ#23―24
仮面ライダー（新）#19―20
バーディー大作戦
#17―18
劇場版 ドラゴンボールZ 
激突!!100億パワーの戦士たち
新仁義なき戦い
新仁義なき戦い 組長の首
新仁義なき戦い 組長最後の日
その後の仁義なき戦い
新・仁義なき戦い。
新 仁義なき戦い／謀殺
シネマ☆チョップ！
伊織いお いおりに萌
放送終了


4:00
6:00
8:00


10:00


11:30


12:30
14:00


15:30
16:30
17:00
19:00
22:00


0:30
2:30


アイフル大作戦#17―18
地獄の辰捕物控#25―26
非情のライセンス 
第2シリーズ#89―90
RIDER TIME 
仮面ライダー龍騎
RIDER TIME 
仮面ライダーシノビ
仮面ライダージオウ NEXT TIME
劇場版 超・仮面ライダー電王
&ディケイド DC版
魔進戦隊キラメイジャーショー 第4弾
シネマ☆チョップ！
望郷子守唄
新幹線大爆破 4Kリマスター版
冬の華
東雲うみ 恋人になってあげる
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00
9:00


11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00


20:00


21:00
23:00


1:00
2:30


　赤穂浪士（1979・TV）#1―2
美少女戦士セーラームーンS#3―4
仮面ライダーエグゼイド#5―6
魔女っ子メグちゃん#9―10
柳生あばれ旅#19―20
水戸黄門漫遊記 天下の副将軍
新 極道の妻たち
柳生あばれ旅#21―22
イナズマン#21―22
仮面の忍者 赤影#15―16
美少女戦士セーラームーン
SuperS#27―28
現代神秘サスペンス 
六本木メランコリー
唐獅子警察
湯殿山麓呪い村
OL日記 牝猫の情事［R15+版］
放送終了


4:00


6:00


7:00
8:00
9:00


11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00


0:00
2:00
3:00


はぐれ刑事純情派
（第11シリーズ）#15―16
動物戦隊ジュウオウジャー
#35―36
 　ジャイアントロボ#1―2
刑事くん第二部#41―42
さすらい刑事旅情編#5―6
花札渡世
新 極道の妻たち 覚悟しいや
さすらい刑事旅情編#7―8
魔女っ子メグちゃん#67―68
バトルフィーバーJ#25―26
仮面ライダー(新)#21―22
継承盃
忍者武芸帖 百地三太夫
犬神の悪霊
淫霊の館［R15+］
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00
9:00


11:00
12:30
15:00


17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:30


1:30
3:00


キイハンター#185―186
手裏剣戦隊ニンニンジャー#9―10
ゲゲゲの鬼太郎（第4期）#49―50
仮面ライダー剣 超解像版#17―18
はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#10―11
血染の代紋
北の螢
はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#12―13
ジャッカー電撃隊#21―22
ゲゲゲの鬼太郎（第4期）#65―66
仮面ライダーゴースト#15―16
少年探偵団 第一部 妖怪博士
警視庁物語 一〇八号車
直撃！地獄拳
・ふ・た・り・ぼ・っ・ち・
ミッドナイト・シンデレラ［R15+］
放送終了


©東映
10（土）22：30より放送ほか
「夜の歌謡シリーズ なみだ恋」


※構成内容は予告なく変更となる場合があります。あらかじめ御了承下さい。


「夜の新宿 裏通り…♪」
八代亜紀の大ヒット曲で贈る
『夜の歌謡シリーズ』第10弾！


中島ゆたか初主演
作。夜の街で生き
る生娘が、ある日、
瀕死のヤクザと恋
に落ちる…。野球
場での思い出に
日々草の髪飾り。
女優八代亜紀にも
チュ～もく‼（む）
※未パッケージ©2021 AiconiQ Pictures


6（火）深夜0：30より放送ほか


『劇場版 仮面ライダー
ゼロワン 
REAL×TIME』
早くもＴＶ初放送！


キイハンター#183―184
手裏剣戦隊ニンニンジャー#7―8
ゲゲゲの鬼太郎(第4期)#47―48
仮面ライダー剣 超解像版#15―16
はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#8―9
新仁義なき戦い 組長最後の日
血槍富士
はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#10―11
ジャッカー電撃隊#19―20
ゲゲゲの鬼太郎（第4期）#63―64
仮面ライダーゴースト#13―14
櫂
新 極道の妻たち 覚悟しいや
キングダム5
未亡人のピンクサロン［R15+］
放送終了


迫力満点の大カップバスト
で世を席巻するグラビア界
のスーパールーキー伊織
いおのイメージ映像。








 2021年 7月　日テレジータス月間番組表
日テレG+　7月 月間番組表 2021/6/10版　　　　　　※番組放送スケジュールは予告なしに変更される場合があります。　※生中継・生放送…（生）


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木・祝 金・祝 土 日 月 火 水 木 金 土


プロ野球熱ケツ情報 2021 日テレゴルフ中継 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ 15 Gベスト！


５ DRAMATIC 30 635（再） 甦る名勝負 ５ DRAMATIC DRAMATIC 2021 2021 ５ DRAMATIC DRAMATIC ５ NFL on ５ 2021 2021 2021 ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ５


BASEBALL G+ゴルフアワー ④（再） ジャイアンツ ジャイアンツ DRAMATIC BASEBALL BASEBALL MotoGP MotoGP BASEBALL BASEBALL NFL on NFL on NFL on NFL on NFL on NFL on 日テレジータス MotoGP MotoGP MotoGP ヴィンテージ ヴィンテージ ヴィンテージ


2021 ㊲（再） 巨人 1991年 イースタン イースタン BASEBALL 2021 2021 第1戦 第2戦 NFL on NFL on 2021 2021 NFL on NFL on 日テレジータス NFL on 日テレジータス 日テレジータス 日テレジータス 日テレジータス 日テレジータス 2020 第3戦 第4戦 第5戦 ④（再） ⑤（再） ⑥（再）


1985年 × ゴルフ リーグ リーグ 2021 カタールGP ドーハGP 日テレジータス 日テレジータス 日テレジータス 日テレジータス 2020 日テレジータス 2020 2020 2020 2020 2020 ポルトガルGP スペインGP フランスGP


６ 日本プロ 広島 日本シリーズ ６ 2021 2021 編集版 編集版 ６ 2020 2020 2020 2020 ６ 2020 ６ 編集版 編集版 編集版 江川卓特集 江川卓特集 原 辰徳 ６


巨人 尾崎健優勝 ～東京ドーム～ 尾崎優勝 巨人 巨人 (再) （再） 巨人 巨人 ワイルドカード ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ （再） （再） （再） ① ② 特集


× 00 00 巨人 巨人 巨人 × × ワイルドカード ワイルドカード × × ワイルドカード ワイルドカード プレーオフ ワイルドカード ディビジョナル ディビジョナル ディビジョナル ディビジョナル ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ 00 00 00


広島 プロ野球熱ケツ情報 × × × 中日 中日 プレーオフ プレーオフ ヤクルト ヤクルト プレーオフ プレーオフ ⑤ プレーオフ プレーオフ プレーオフ プレーオフ プレーオフ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ ② 2021 MotoGP 2021 MotoGP 2021 MotoGP


７ ～東京ドーム～ 日本 （再） 30 637 ７ 千葉ロッテ 千葉ロッテ 中日 ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ Moto3 Moto3 ７ ① ② ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ③ ④ 編集版 ７ ⑥ ① ② ③ ④ ① 編集版 ７ Moto3 Moto3 Moto3 ハイライト ハイライト ハイライト ７


プロゴルフ 7/1開催 ジータスモール ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～前橋～ Moto2 Moto2 編集版 編集版 編集版 編集版 （再） 編集版 編集版 編集版 編集版 編集版 編集版 （再） MotoGP Moto2 Moto2 ⑦カタルーニャ ⑧ドイツ（再） ⑨オランダ


選手権 00 球場～ 球場～ MotoGP MotoGP （再） （再） （再） （再） ベアーズ （再） （再） （再） （再） （再） （再） ビルズ Moto2 MotoGP MotoGP 00 （再） 00 00 （再）


（再） 2021 （再） （再） （再） （再） （再） コルツ ラムズ （再） （再） バッカニアーズ レイブンズ ＠ ブラウンズ ラムズ バッカニアーズ ＠ ジータスモール ジータスモール ジータスモール


８ 6/30開催 30 ８ 6/29開催 6/30開催 7/6開催 7/7開催 7/8開催 ８ ＠ ＠ 7/13開催 7/14開催 ＠ ＠ セインツ ８ ＠ ＠ レイブンズ ブラウンズ バッカニアーズ ＠ チーフス ８ 30 30 30 ８
ジータスモール ※雨天中止の ※雨天中止の ※Bプロ ビルズ シーホークス ワシントン タイタンズ スティーラーズ パッカーズ ＠ ＠ ＠ パッカーズ


00 日本 場合番組変更 場合番組変更 早終了アリ 00 ビルズ チーフス セインツ 00 ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ


15 2日目 プロゴルフ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ジータスモール 15 15 15 15 15 15 ジータスモール 15 15 15 イースタン イースタン イースタン


９ ジータスモール １番・９番 日本 選手権 ９ ジータスモール ジータスモール ジータスモール ジータスモール ジータスモール ジータスモール ジータスモール ９ ジータスモール ジータスモール ジータスモール ジータスモール ジータスモール ジータスモール 30 ９ ジータスモール ジータスモール ジータスモール ジータスモール ジータスモール ジータスモール 30 ９ ジータスモール ジータスモール ジータスモール リーグ リーグ リーグ ９


45 ホール プロゴルフ 2021 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 プロ野球熱ケツ情報 45 45 45 45 45 45 プロ野球熱ケツ情報 45 45 45 2021 2021 2021


G+ゴルフアワー 選手権 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ プロ野球熱ケツ情報 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 639 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 640 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！


㊱（再） (生） 2021 日本 戦略のゴルフ 2021 MotoGP 日本テレビ 祝2000安打！ 15 638 日本 戦略のゴルフ サッカー・ 巨人 巨人 巨人


１０ 1984年 最終日 １０ プロゴルフ 55 56 57 ハイライト ジャイアンツ ゴルフ 坂本勇人 30 Gベスト！ １０ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ １０ プロゴルフ 日本 MotoGP MotoGP MotoGP MotoGP １０ 55 56 57 ジャイアンツ キリンチャレンジ × × × １０


日本プロ 3日目 １番・９番 選手権2021 藤田寛之 ⑨オランダ イースタン メジャー 激動の 戦略のゴルフ イースタン イースタン イースタン イースタン イースタン イースタン イースタン 選手権 プロゴルフ アーカイブ アーカイブ アーカイブ アーカイブ 藤田寛之 ヴィンテージ カップ2021 西武 西武 西武


中嶋優勝 １番・９番 ホール 最終日 栗田貫一 00 （再） リーグ 00 （再） 2020年 55 56 57 リーグ リーグ リーグ リーグ リーグ リーグ リーグ 2021 選手権 日本 セレクション セレクション セレクション セレクション 栗田貫一 ⑧（再） U-24日本 ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ


15 ホール ９番ホール 2021 DC版 藤田寛之 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021  1日目9番H 2021 プロゴルフ （再） × 球場～ 球場～ 球場～


１１ ジータスモール (生） １１ 後半ホール 30 ジャイアンツ ジャイアンツ 30 （再） 栗田貫一 １１ １１ 30（再） 選手権 V・ロッシ V・ロッシ V・ロッシ V・ロッシ １１ 30 助っ人外国人 U-24スペイン （再） （再） （再） １１


45 (生） 日本テレビ イースタン 巨人 イースタン G+マーケット （再） 巨人 巨人 巨人 巨人 巨人 巨人 巨人 G+マーケット 3日目 2021 伝説の記憶 伝説の記憶 伝説の記憶 伝説の記憶 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 特集 （再） 7/23開催 7/24開催 7/25開催


00 Gベスト！ 00 ゴルフ リーグ × リーグ 00 00 × × × × × × × 00 １番・９番 00 リーグ773（再） 00 00　7/17開催 ※雨天中止の ※雨天中止の ※雨天中止の


日本プロゴルフ G+マーケット メジャー 2021 千葉ロッテ 2021 ゴルフ革命α 千葉ロッテ 楽天 楽天 楽天 日本ハム 日本ハム 日本ハム ホール ヤマハ移籍 雨のドニントン 天国の シーズン ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 場合番組変更 場合番組変更 場合番組変更


１２ 特別編 １２ 30 30 （再） ～ジャイアンツ ジャイアンツ Season3 １２ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ １２ 日本 最終日 涙の優勝 英国の死闘 ノリックへ 初優勝 １２ 30 リーグ774（再） 30 リーグ789（再） 30 リーグ790（再） 30 30 30 １２


ＢＩＲＤＩＥ G+マーケット 巨人 球場～ 巨人 イースタン ① 球場～ 球場～ 球場～ 球場～ 球場～ 球場～ 球場～ プロゴルフ （再） １番・９番 2004 2005 2007 2009 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ G+マーケット G+マーケット G+マーケット G+マーケット G+マーケット


for JAPAN 00 00 日本 00 × × リーグ 00 （再） （再） （再） （再） （再） （再） （再） 選手権 ホール MotoGP MotoGP MotoGP MotoGP 00 リーグ775（再） 00 00 00 00 00


チャリティーマッチ G+マーケット G+マーケット プロゴルフ 祝2000安打！ 楽天 7/1開催 日本ハム 2021 G+マーケット 7/1開催 7/5開催 7/6開催 7/7開催 7/9開催 7/10開催 7/11開催 2021 第1戦 第9戦 第16戦 第3戦 G+マーケット プロ野球熱ケツ情報 ゴルフ革命α


１３ 30 （再） 30 30 １３ 選手権 坂本勇人 ～ジャイアンツ ※雨天中止の ～ジャイアンツ 30 １３ ※雨天中止の ※雨天中止の ※雨天中止の ※雨天中止の ※雨天中止の ※雨天中止の ※雨天中止の １３ （再） 南アフリカGP イギリスGP オーストラリアGP スペインGP １３ 30 30 638（再） Season3 １３


G+マーケット 日テレゴルフ中継 G+ゴルフアワー 2021 激動の 球場～ 場合番組変更 球場～ 巨人 女子サッカー 場合番組変更 場合番組変更 場合番組変更 場合番組変更 場合番組変更 場合番組変更 場合番組変更 （再） （再） （再） （再） 野球 野球 野球 ②


00 甦る名勝負 ㊹（再） 最終日 2020年 （生） 00 （生） × 日本代表戦 00 00 00 00 00 00 00 2日目 00 NFL on 関連番組 関連番組 関連番組 ジャイアンツ 00


⑥（再） 1992年 DC版 ※Bプロアリ ※Bプロアリ 楽天 2021 祝2000安打！ G+マーケット G+マーケット G+マーケット G+マーケット １番・９番 日本テレビ 15 15 15 日テレジータス ヴィンテージ 祝2000安打！


１４ 巨人練習中 1983年 日本プロ １４ 地上波 30 （再） 延長ナシ 巨人練習中 延長ナシ ～ジャイアンツ なでしこジャパン １４ 坂本勇人 巨人練習中 巨人練習中 30 30 30 30 １４ ホール ゴルフ 30 Gベスト！ 30 Gベスト！ 30 Gベスト！ １４ 2020 ①（再） 坂本勇人 １４


「直生」 日本プロ 倉本優勝 ＋ ジャイアンツ 「直生」 球場～ ｘ 激動の 「直生」 「直生」 ～全英への道～ 日本テレビ ワールドレディス メジャー 2021 MotoGP ゴルフ革命α ゴルフ革命α 第55回 激動の


ゴルフ選手権 00 00 リレー フラッシュバック 00 00 パナマ 2020年 ミズノオープン ゴルフ チャンピオンシップ 体操 （再） 00 00 （再） ハイライト Season3 Season3 スーパーボウル 長嶋茂雄 2020年


中島優勝 G+マーケット G+ゴルフアワー 2019 ② G+マーケット G+マーケット 7/6開催 DC版 2021 メジャー サロンパス 第75回 G+マーケット G+マーケット ⑥イタリア ①（再） ①（再） 引退試合 DC版


１５ 30 30 30 ㊺（再） １５ 30 30 30 30 ※雨天中止の 30 4/11開催 １５ 30 （再） 30 30 30　2日目（再） 30 （再） カップ2021 全日本 １５ 30 30 30 （再） 30 30 １５ 特別編 30 30 （再） １５


日本 日本テレビ 日テレゴルフ中継 1993年 ショップ 阿部慎之助 プロ野球熱ケツ情報 G+マーケット 祝2000安打！ 場合番組変更 ショップ G+マーケット プロ野球熱ケツ情報 徳光和夫の 最終日地上波 種目別 日本 G+マーケット G+マーケット G+マーケット （再） ショップ ショップ


プロゴルフ ゴルフ 甦る名勝負 日本プロ 00 引退SP 00 637（再） 00 坂本勇人 00 00 00 00 636（再） 週刊 ～全英 ～全英 00 （再） 00 プロゴルフ 2020 00 00 30 00 00


選手権 メジャー ①（再） 尾崎将司優勝 （再） 徳光和夫の プロ野球熱ケツ情報 激動の プロ野球熱ケツ情報 ジャイアンツ への道～ への道～ U-24 女子決勝 G+マーケット 選手権2021 MotoGP チーフス


１６ 2021 30 （再） 1986年 30 １６ ジャイアンツ 30 週刊 30 635（再） 2020年 ジャイアンツ ジャイアンツ １６ 30 638（再） 30 468（再） ミズノオープン ミズノオープン 日本代表 トランポリン １６ 30 最終日 ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ １６ x ジャイアンツ ジャイアンツ １６


 1日目9番H 日本プロ ショップ イースタン ショップ ジャイアンツ プロ野球熱ケツ情報 DC版 イースタン イースタン ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ G+マーケット G+マーケット 2021 2021 国際親善試合 （再） 日本 ９番ホール 第14戦 イースタン イースタン イースタン バッカニアーズ イースタン イースタン


00　(生） ゴルフ選手権 00 リーグ 00 00 467（再） 00 637（再） 00 （再） リーグ リーグ P☆リーグ 00 00 3日目 U-24日本代表 00 プロゴルフ 後半ホール バレンシアGP リーグ リーグ リーグ 00 00 00 リーグ リーグ


GIANTS ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ 青木優勝 2021 プロ野球熱ケツ情報 GIANTS GIANTS プロ野球熱ケツ情報 2021 2021 GIANTS GIANTS １番ホール 最終日 x 15 Gベスト！ 選手権 （再） 2021 2021 2021 ハーフタイム ショップ ショップ ショップ 2021 2021


１７ プレゲームショー P☆リーグ 30 １７ 30 636（再） プレゲームショー プレゲームショー 30 633（再） １７ プレゲームショー プレゲームショー （再） １番ホール ジャマイカ １７ 2021 30 編集版 １７ ショー 30 30 30 １７


45　（生） 45 Gベスト！ 巨人 45　（生） 45　（生） 45 Gベスト！ 巨人 巨人 第16シーズン 45　（生） 45　（生） （再） 3日目 （再） 巨人 巨人 巨人 ザ・ウィークエンド プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 45 Gベスト！ 巨人 巨人


シリーズ NFL on × × × 第2戦 00 00 6/12開催 体操 00 後半ホール 日本 × × × 00 00 638（再） 00 640（再） × ×


DRAMATIC 2021 日テレジータス 楽天 DRAMATIC DRAMATIC DRAMATIC DRAMATIC 日本ハム 日本ハム 一挙放送 DRAMATIC DRAMATIC 15 ～全英 15 Gベスト！ 第75回 ショップ （再） プロゴルフ 西武 西武 西武 DeNA DeNA


１８ BASEBALL 第1戦 2021 １８ ～ジャイアンツ BASEBALL BASEBALL BASEBALL BASEBALL ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ １８ BASEBALL BASEBALL 30 Gベスト！ への道～ バスケット 全日本 １８ 30 30 選手権 ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ １８ MotoGP ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ １８


2021 一挙放送 ダイナミック 球場～ 2021 2021 2021 2021 球場～ 球場～ 1回戦〜 2021 2021 ～全英への道～ ミズノオープン ボール 種目別 日本 ショップ 2021 Moto3 球場～ 球場～ 球場～ MotoGP MotoGP MotoGP アーカイブ 球場～ 球場～


グローブSP NFL （生） （生） （生） シーズン ミズノオープン 2021 日本代表 プロゴルフ 00 最終日 Moto2 （生） （生） （生） アーカイブ アーカイブ アーカイブ セレクション （生） （生）


（再） ドラフト ※Bプロアリ ※Bプロアリ ※Bプロアリ チャンピオン 2021 最終日地上波 国際強化試合 選手権2021 プロ野球熱ケツ情報 MotoGP ※Bプロアリ ※Bプロアリ ※Bプロアリ セレクション セレクション セレクション ※Bプロアリ ※Bプロアリ


１９ 巨人 2021 １９ 延長ナシ 巨人 巨人 巨人 阪神 延長ナシ 延長ナシ １９ 決定戦 巨人 巨人 30　3日目（再） 30 （再） １９ 2日目 30 639（再） 地上波 延長ナシ 延長ナシ 延長ナシ １９ ロッシ 延長ナシ 延長ナシ １９


× 325 スペシャル！ × × × × × × ～全英への道～ ～全英 対戦カード未定 男子決勝 後半ホール 戦略のゴルフ ＋ 45 ロッシ ロッシ ロッシ 最高峰


広島 （再） 00 中日 中日 中日 巨人 00 00 （再） ヤクルト ヤクルト ミズノオープン2021 への道～ 55 56 57 リレー 00 Gベスト！ 00 00 00 最高峰 最高峰 最高峰 クラス 00 00


～東京ドーム～ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ～前橋～ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ～甲子園～ ショップ ショップ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ 3日目地上波 ミズノオープン 7/16開催 （再） 藤田寛之 （再） インサイドスズキ インサイドスズキ インサイドスズキ インサイドスズキ クラス クラス クラス 五連覇！ ショップ ショップ


２０ （生） (生） ２０ 30 リーグ786（再） （生） （生） （生） （生） 30 30 ２０ （生） （生） 30（再） 2021 30 ２０ 30 栗田貫一 30 30  第１章（再） 30  第２章（再） 30  第３章（再） 30  第４章（再） ２０ 二連覇！ 三連覇！ 四連覇！ 30 30 ２０
＊試合終了 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ＊Ｂプロ ＊試合終了 ＊試合終了 ＊Ｂプロ レース・トゥ・ ＊試合終了 ＊試合終了 ショップ 最終日BS ショップ ショップ （再） ショップ ショップ ショップ ショップ ショップ 2005年


まで放送 第604回 00 リーグ787 早終了アリ まで放送 まで放送 早終了アリ パーフェクション 00 まで放送 まで放送 00 00 （再） 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2002年 2003年 2004年 第13戦


徳光和夫の ＊試合終了 ＊試合終了 ダイナミック ⑤（再） 徳光和夫の ショップ ショップ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ バスケット バスケット 第12戦 第14戦 第15戦 マレーシアGP MotoGP MotoGP


２１ 30 30 ２１ 週刊 まで放送 まで放送 グローブSP 30 ２１ 週刊 30 ダイナミック 30 ２１ 30 リーグ789 30 リーグ786（再） 30 リーグ787（再） 30 リーグ788（再） ジャイアンツ ボール ボール ２１ ブラジルGP マレーシアGP オーストラリアGP (再) アーカイブ アーカイブ ２１


ショップ ショップ ジャイアンツ 45 Gベスト！ ジャイアンツ 体操 戦略のゴルフ グローブSP バスケット 女子サッカー U-24 祝2000安打！ ヴィンテージ 日本代表 日本代表 (再) (再) (再) セレクション セレクション


00 00 00 00 00 467 00 00 00 00 レース・トゥ・ 00 468 00 00 第75回 52 53 54 ボール ダイナミック 日本代表戦 日本代表 坂本勇人 ⑨（再） 国際強化試合 国際強化試合 00 00 00 00


ショップ 15 Gベスト！ ショップ 日本テレビ ショップ ショップ ショップ ショップ ショップ 321 パーフェクション ショップ ショップ ショップ 全日本 芹澤信雄 322 日本代表 グローブSP 2021 国際親善試合 激動の ショップ ショップ ショップ ショップ ロッシ ロッシ


２２ 30 プロレス 30 ゴルフ ２２ 30 30 30 30 30 （再） ⑥ ２２ 30 30 30 種目別 池上季実子 （再） 国際強化試合 ２２ なでしこジャパン U-24日本代表 2020年 V9戦士 対戦カード未定 日本ｘフランス ２２ 30 30 30 30 キャリア キャリア ２２


45 Gベスト！ クラシック プロ野球熱ケツ情報 メジャー 45 Gベスト！ プロ野球熱ケツ情報 45 Gベスト！ 45 Gベスト！ プロ野球熱ケツ情報 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 45 Gベスト！ 45 Gベスト！ （再） 323 ｘ x DC版 特集 （再） （再） ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 通算 通算


52（再） 00 633（再） 00 （再） 00 637（再） 00 636（再） 開催600回 00 00 リーグ788 00 第601回 日本ｘフランス （再） パナマ ジャマイカ 00 （再） 00 7/16開催 7/18開催 00 リーグ789（再） 00 636（再） 00 638（再） 00 640（再） 8度目の 9度目の


DRAMATIC '82世界最強 日本 DRAMATIC DRAMATIC 記念大会 日本テレビ プロレス DRAMATIC DRAMATIC 月刊プロ野球！ ダイナミック （再） （再） プロ野球熱ケツ情報 サッカー・ 15 15 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ プロレス プロレス プロレス 年間王者 年間王者


２３ BASEBALL タッグ プロゴルフ 2021 ２３ DRAMATIC BASEBALL BASEBALL DRAMATIC 5/20開催 ゴルフ ２３ クラシック BASEBALL BASEBALL 男女予選 さまぁ～ず グローブ 7/18開催 ２３ 第602回 30 4/11開催 30 6/12開催 30 639（再） キリンチャレンジ 30 Gベスト！ 30 Gベスト！ ２３ 30 リーグ790 クラシック クラシック クラシック 2008年 2009年 ２３


2021 決定リーグ戦 選手権 MotoGP ダイナミック BASEBALL 2021 2021 BASEBALL メジャー 60（再） 2021 2021 スタジアム 45 ダイナミック プロレス プロレス プロレス カップ2021 プロレス プロレス ジャイアンツ 69（再） 71（再） ～伝承～ 第15戦 第16戦


Part 3 2021 第9戦 グローブSP 2021 2021 00 00 （再） ジャンボ鶴田 （再） 00 28 00 00 Gベスト！ グローブ クラシック クラシック クラシック U-24日本 クラシック クラシック フラッシュバック AWA世界王者 新設PWF 9 日本GP マレーシアGP


15 3日目 オランダGP プロレス プロレス UN王座返上へ 日本テレビ 祝2000安打！ プロ野球熱ケツ情報 5/19開催 64（再） 65（再） 66（再） × 67（再） 68（再） 2017① ジャンボ鶴田 世界タッグ (再) (再)


0 巨人 プロレス 後半ホール 予選 0 巨人 巨人 巨人 阪神 クラシック クラシック 0 巨人 巨人 ゴルフ 坂本勇人 30 639（再） 0 30 スタン・ハンセン '83世界最強 '83世界最強 U-24スペイン '83最強タッグ ジャンボ鶴田 0 阿部慎之助 防衛ロード 王座 30 0


× クラシック 編集版 325 × × × × 58（再） 59（再） × × メジャー 激動の ゴルフ革命α プロ野球熱ケツ情報 全日本制圧 タッグ タッグ 夢の対決！ 悲願の 2000安打の Part1 プロレス 45 45


広島 53（再） 00 中日 中日 中日 巨人 世界最強 鶴田最大の 00 ヤクルト ヤクルト 00 00 （再） 2020年 Season3 00 637（再） Part1 Part2 00　7/17開催 世界王座奪取 00　軌跡（再） 00 00 クラシック 00 Gベスト！ 00 Gベスト！


～東京ドーム～ 至宝奪還へ！ プロレス ～前橋～ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ～甲子園～ タッグ決定 チャンス！ プロレス ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ プロレス プロレス DC版 ①（再） プロ野球熱ケツ情報 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ プロレス プロレス 73（再） プロレス プロレス


1 馬場 クラシック Moto3 1 （再） （当日放送） リーグ戦 初の世界 1 クラシック クラシック クラシック 30 （再） 30 1 30 639（再） 30 30 30 プロレス 30 30 1 プロ野球熱ケツ情報 クラシック クラシック 引退覚悟！ クラシック クラシック 1


アメリカ出撃!! 54（再） MotoGP リマッチ 奪取なるか？ 61（再） 62（再） 63（再） プロレス プロレス 45 Gベスト！ プロレス プロレス プロレス クラシック プロレス プロレス 45 640（再） 70（再） 72（再） ジャイアント馬場 74（再） 75（再）


（当日放送） 三沢光晴 Moto2 第604回 （当日放送） （当日放送） （当日放送） ＊Ｂプロ 00 00 グランド （当日放送） （当日放送） 日本の頂点・ テリー・ファンク クラシック クラシック クラシック クラシック クラシック ～伝承～ クラシック クラシック AWA世界王者 なるか？ 2代目 激動の


15 デビュー 7/3開催 ＊Ｂプロ 早終了アリ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ チャンピオン ジャンボ鶴田 引退 ～伝承～ ～伝承～ ジャイアンツ ～伝承～ ～伝承～ ～伝承～ 6（再） ～伝承～ ～伝承～ ジャイアンツ ジャンボ鶴田 ダブル世界戦 タイガーマスク 全日本プロレス


2 25周年 30 2 早終了アリ 30 リーグ786（再） 30 リーグ787（再） 2 カーニバル 1（再） 2（再） 2 タイムマシーン 3（再） 4（再） 5（再） 7（再） 8（再） 2 タイムマシーン 防衛ロード in JAPAN 30 誕生！ 2


ジャイアンツ 記念特集 プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 海外シリーズ 13（再） 45 26（再） Part2 プロ野球熱ケツ情報


00 タイムマシーン 00 00 637（再） 00 00 00 00 00 00 633（再） 00 635（再） 00 00 00 00 00 00 00 1989年 00 00 00 00 Gベスト！ 00 00 巨人VS大洋・ 00 00 00 639（再） 00 00


1（再） 藤田巨人特集 横浜特集


3 ジャイアンツ 1983年 ジャイアンツ ジャイアンツ 3 ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ 3 ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ 3 ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ 3 Part1 ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ 3


タイムマシーン 藤田巨人特集 タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン 45 タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン 45 タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン


38 Part1 2（再） 3（再） 4（再） 36 37 38 36 6（再） 7（再） 8（再） 36 37 9（再） 10（再） 11（再） 12（再） 00 Gベスト！ 14（再） 15（再） 16（再） 17（再） 18（再） 19（再） 00 Gベスト！ 27（再） 28（再） 29（再） 30（再） 31（再）


(再) 15 1983年 1987年 1993年 (再) (再) (再) (再) 1982年 1985年 1986年 (再) (再) 1984年 1987年 1988年 1988年 日本テレビ 1983年 1987年 1992年 1994年 日本テレビ 巨人vs 巨人VS広島 巨人 vs 中日 巨人VS阪神 巨人VSヤクルト


4 ※放送時間 藤田巨人特集 王巨人特集 4 長嶋巨人 ※放送時間 ※放送時間 ※放送時間 ※放送時間 藤田巨人特集 王巨人特集 4 王巨人特集 ※放送時間 ※放送時間 王巨人特集 王巨人特集 王巨人特集 王巨人特集 4 ゴルフ 藤田巨人特集 王巨人特集 藤田巨人特集 長嶋巨人特集 1995年 1996年 4 ゴルフ ヤクルト 特集 特集 特集 特集 特集 4


短縮アリ DRAMATIC Part2 Part1 短縮アリ 短縮アリ 短縮アリ 短縮アリ 短縮アリ 短縮アリ (後楽園映像) Part2 Part1 Part2 メジャー Part3 Part3 メジャー Part1 Part1  Part1 Part1  Part2


00 BASEBALL 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (後楽園映像) 00 00 00 （再） 00 00 00 00 00 00 00 （再） 00 00 00 00 00


Copyright©2021 日テレジータス








7 月 の 企 画 番 組
前夜版SPEED展望
翌日放送する日中の開催を中心に、毎晩レー
ス展望をお送りします。解説者や専門紙記
者の推奨レース等、翌日の車券攻略に役立
つ情報が盛り沢山です。
放送日・時間　▲


６９０ｃｈ　後９：００～/深０：００～▲


６９１ｃｈ　後１０：００～
※翌日朝に６９０ｃｈと６９２ｃｈで再放
送致します。
※第１７回サマーナイトフェスティバルGⅡ
１５日▲


６９０ｃｈ　後９：００～/深０：００～▲


６９１ｃｈ　後８：００～/後１１：００～
１６日、１７日▲


６９０ｃｈ　深０：００～▲


６９１ｃｈ　後１１：００～
“同期＝最高の仲間＆最
高のライバル”その同
期が集まり繰り広げる
トーク番組。まだ何者で
もなかった彼らが、脇
目も振らずに駆け抜けたデビュー前のエピ
ソード、今だから言える本音を語る３０分。
初回放送日・時間　７月２０日（火）▲


６９０ｃｈ　後１１：００～


チェック＆チェック　＃３８０
サマーナイトフェスティ
バルを振り返ります。展
開や選手の心理を鋭く分
析するとともに、今後の
開催において活躍が期待
される注目選手情報などをお伝えします。
出演：中野浩一、山口幸二
初回放送日・時間　７月２２日（木・祝）▲


６９０ｃｈ　後１０：３０～
真券！競輪魂 ＃２４
北関東Ｎｏ１の漫才師Ｕ字工事と、競輪大好
き！青山りょうが進行を務め、全国の競輪
ファンである番組視聴者と車券勝負！番組か
ら提供された３万円で目指せ大金ゲット！
初回放送日・時間　７月１５日（木）▲


６９０ｃｈ　後１１：００～▲


６９２ｃｈ　後６：３０～
マンスリープレイバック（６月開催分）
あの感動をもう一度！前月に開催された記念
競輪（ＧⅢ）以上のレースをダイジェスト版
にして一挙にプレイバック！３０分間に凝縮
して振り返ります。
初回放送日・時間　７月５日（月）▲


６９０ｃｈ　後１１：００～▲


６９３ｃｈ　後７：００～


GⅡ明日への激闘
第１７回サマーナイトフェスティバル


「ＧⅠ激闘シリーズ」がＧ
Ⅱの舞台にも完全密着。
期待の地元選手や、大会
前から好調を維持し優勝
候補となっている選手等
にスポットをあて、全力をかけて戦う選手
たちの姿に迫ります。
初回放送日・時間　７月２８日（水）▲


６９０ｃｈ　後１０：３０～
競輪Ｓｈｉｎ発見！ ＃１２
競輪界に存在する様々な
言葉やルール。その中か
ら毎回一つのテーマを決
め、そのテーマについて
多種多様な角度から『深』
掘りします。そこには『新』しい発見や意
外な『真』実があるかもしれません。
初回放送日・時間　７月１６日（金）▲


６９０ｃｈ　後９：００～


KEIRIN PRIDE
～自転車トラックナショナルチーム飛躍への最終章～
５月に香港で行われた
UCIトラックネーショ
ンズカップで最高の結
果を出した自転車ト
ラックナショナルチー
ム。様々な困難、制限を乗り越えてきた
代表選手たちの、自国開催オリンピック
へ向けた飛躍への最終章。
初回放送日・時間　7月1日（木）　
６９０ｃｈ　後１１：００～


新番組新番組　同期のチカラ


日 付 モーニング競輪 690CH ナイター競輪 691CH ナイター競輪 692CH ミッドナイト競輪 693CH ミッドナイト競輪 694CH


1 木 小松島 ＧⅢ 第１日 ♥小倉 ＦⅠ ① ♥前橋 ＦⅠ 第１日 川 崎 ＦⅡ ② 小松島 ＧⅢ(オッズ) 第１日 松 阪 ＦⅡ ② ♥小倉 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00) 京都向日町 ＦⅡ ② 川　崎 ＦⅡ 第２日


(後3:00～後5:00)


2 金 佐世保 ＦⅡ ① 小松島 ＧⅢ 第２日 ♥小倉 ＦⅠ ② ♥前橋 ＦⅠ 第２日 川 崎 ＦⅡ ③ 佐世保 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


♥小倉 ＦⅠ ②
(後3:00～後5:00)


ナイター競輪
♥京王閣 ＦⅡ ①
(後5:00～後7:45)


松阪 ＦⅡ ③ 小松島 ＧⅢ(オッズ) 第２日 京都向日町 ＦⅡ ③
ナイター競輪


♥京王閣 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後9:00)


3 土 佐世保 ＦⅡ ② 小松島 ＧⅢ 第３日 ♥小倉 ＦⅠ ③ ♥前橋 ＦⅠ 第３日 青 森 ＦⅠ ① 佐世保 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


♥小倉 ＦⅠ ③
(後3:00～後5:00)


ナイター競輪
♥京王閣 ＦⅡ ②
(後5:00～後8:00)


弥彦 ＦⅡ ① 小松島 ＧⅢ(オッズ) 第３日
ナイター競輪


♥京王閣 ＦⅡ ②
(後5:00～後9:00)


青　森 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00)


4 日 佐世保 ＦⅡ ③ 小松島 ＧⅢ 第４日 青 森 ＦⅠ ② 佐世保 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


♥京王閣 ＦⅡ 第３日
(後3:00～後9:00) 小松島 ＧⅢ(オッズ) 第４日 弥 彦 ＦⅡ ② 青　森 ＦⅠ 第２日


(後3:00～後5:00) 奈 良 ＦⅡ ①


5 月 ♥名古屋 ＦⅠ 第１日 青 森 ＦⅠ ③ ♥取手 ＦⅡ 第１日 ♥久留米 ＦⅡ ① 青　森 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) 弥 彦 ＦⅡ ③ ♥久留米 ＦⅡ 第１日


(後3:00～後5:00) 奈 良 ＦⅡ ②


6 火 ♥名古屋 ＦⅠ 第２日 静 岡 ＦⅠ ① ♥取手 ＦⅡ 第２日 ♥久留米 ＦⅡ ② 静　岡 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00) 奈 良 ＦⅡ ③ ♥久留米 ＦⅡ 第２日


(後3:00～後5:00)


7 水 ♥名古屋 ＦⅠ 第３日 静 岡 ＦⅠ ② ♥取手 ＦⅡ 第３日 ♥久留米 ＦⅡ ③ 静　岡 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 高 知 ＦⅡ ① ♥久留米 ＦⅡ 第３日


(後3:00～後5:00) 函 館 ＦⅡ ①


8 木 福　井 ＧⅢ 第１日 ♥佐世保 ＦⅠ ① 立　川 ＦⅠ 第１日 静 岡 ＦⅠ ③ ♥佐世保 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00) 高 知 ＦⅡ ② 静　岡 ＦⅠ 第３日


(後3:00～後5:00) 函 館 ＦⅡ ②


9 金 福　井 ＧⅢ 第２日 ♥佐世保 ＦⅠ ② 立　川 ＦⅠ 第２日 ♥佐世保 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 高 知 ＦⅡ ③ 函 館 ＦⅡ ③


10 土 福　井 ＧⅢ 第３日 ♥佐世保 ＦⅠ ③ 立　川 ＦⅠ 第３日 ♥いわき平 ＦⅡ ① ♥佐世保 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) 大 垣 ＦⅡ ① ♥いわき平 ＦⅡ 第１日


(後3:00～後5:00) 西武園 ＦⅡ ①


11 日 ♥青森 ＦⅡ ① 福　井 ＧⅢ 第４日 松 山 ＦⅠ ① ♥青森 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


♥いわき平 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後9:00)


松　山 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00) 大 垣 ＦⅡ ② 西武園 ＦⅡ ②


12 月 ♥青森 ＦⅡ ② 富　山 ＦⅠ 第１日 松 山 ＦⅠ ② ♥青森 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


♥いわき平 ＦⅡ 第３日
(後3:00～後9:00)


松　山 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 大 垣 ＦⅡ ③ 西武園 ＦⅡ ③


13 火 ♥青森 ＦⅡ ③ 富　山 ＦⅠ 第２日 松 山 ＦⅠ ③ ♥和歌山 ＦⅠ 第１日 宇都宮 ＦⅠ ① ♥青森 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


松山 ＦⅠ ③
(後3:00～後5:00) 武 雄 ＦⅡ ①


宇都宮 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00)


14 水 富　山 ＦⅠ 第３日 宇都宮 ＦⅠ ② ♥和歌山 ＦⅠ 第２日 宇都宮 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 武 雄 ＦⅡ ② 伊東温泉 ＦⅡ ①


15 木 ♥和歌山 ＦⅠ 第３日 宇都宮 ＦⅠ ③ 宇都宮 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) 武 雄 ＦⅡ ③ 伊東温泉 ＦⅡ ②


16 金 小田原 ＦⅠ ①
(前10:00～後2:15)


♥函館 ＧⅡ（ｻﾏｰﾅｲﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ） 第１日
(後2:15～後9:00) 小田原 ＦⅠ 第１日 ♥函館 ＧⅡ


(オッズ) ①
♥函館 ＧⅡ(オッズ) 第１日
(後2:30～後5:00) 伊東温泉 ＦⅡ ③


17 土 小田原 ＦⅠ ②
(前10:00～後2:30)


♥函館 ＧⅡ（ｻﾏｰﾅｲﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ） 第２日
(後2:30～後9:00) 小田原 ＦⅠ 第２日 ♥函館 ＧⅡ


(オッズ) ②
♥函館 ＧⅡ(オッズ) 第２日
(後2:30～後5:00) 弥 彦 ＦⅡ ① ♥松山 ＦⅡ ①


18 日 小田原 ＦⅠ ③
(前10:00～後2:30)


♥函館 ＧⅡ（ｻﾏｰﾅｲﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ） 第３日
(後2:30～後9:00) 小田原 ＦⅠ 第３日 ♥函館 ＧⅡ


(オッズ) ③
♥函館 ＧⅡ(オッズ) 第３日
(後2:30～後5:00) 弥 彦 ＦⅡ ② ♥富山 ＦⅡ 第１日 ♥松山 ＦⅡ ②


19 月 岐　阜 ＦⅠ 第１日 奈 良 ＦⅠ ① ♥武雄 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後9:00)


奈　良 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00) 弥 彦 ＦⅡ ③ ♥富山 ＦⅡ 第２日 ♥松山 ＦⅡ ③


20 火 岐　阜 ＦⅠ 第２日 奈 良 ＦⅠ ② ♥武雄 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後9:00)


奈　良 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 青 森 ＦⅡ ① ♥富山 ＦⅡ 第３日 ♥伊東温泉 ＦⅡ ①


21 水 岐　阜 ＦⅠ 第３日 奈 良 ＦⅠ ③ 高　松 ＦⅠ 第１日 ♥武雄 ＦⅡ ③
ナイター競輪


函　館 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後7:45)


青 森 ＦⅡ ② 奈　良 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) ♥伊東温泉 ＦⅡ ②


ナイター競輪
函　館 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後9:00)


22 木 高　松 ＦⅠ 第２日 ♥松戸 ＦⅠ ① 函　館 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後9:00)


♥松戸 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00) 青 森 ＦⅡ ③ ♥伊東温泉 ＦⅡ ③


23 金 佐世保 ＦⅡ ① 富　山 ＧⅢ 第１日 ♥松戸 ＦⅠ ② 高　松 ＦⅠ 第３日 函 館 ＦⅡ ③ ♥立川 ＦⅡ 第１日 ♥大垣 ＦⅡ ① 佐世保 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00) 


♥松戸 ＦⅠ ②
(後3:00～後5:00)


函　館 ＦⅡ 第３日
(後3:00～後5:00)


24 土 佐世保 ＦⅡ ② 富　山 ＧⅢ 第２日 ♥松戸 ＦⅠ ③ ♥立川 ＦⅡ 第２日 松 山 ＦⅡ ① 佐世保 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


♥松戸 ＦⅠ ③
(後3:00～後5:00) ♥大垣 ＦⅡ ②


松　山 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後5:00) 別 府 ＦⅡ ①


25 日 佐世保 ＦⅡ ③ 富　山 ＧⅢ 第３日 函 館 ＦⅠ ① 岸和田 ＦⅠ 第１日 松 山 ＦⅡ ② ♥立川 ＦⅡ 第３日 ♥大垣 ＦⅡ ③ 佐世保 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


函館 ＦⅠ ①
(後3:00～後5:00) 別 府 ＦⅡ ②


松　山 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後5:00)


26 月 富　山 ＧⅢ 第４日 函 館 ＦⅠ ② 岸和田 ＦⅠ 第２日 松 山 ＦⅡ ③ 函　館 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 別 府 ＦⅡ ③ 松　山 ＦⅡ 第３日


(後3:00～後5:00)


27 火 岸和田 ＦⅠ 第３日 函 館 ＦⅠ ③ ♥平塚 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後9:00)


函　館 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) 前 橋 ＦⅡ ① ♥豊橋 ＦⅡ ①


28 水 弥　彦 ＦⅠ 第１日 久留米 ＦⅠ ① ♥平塚 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後9:00)


久留米 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00) 前 橋 ＦⅡ ② ♥豊橋 ＦⅡ ②


29 木 高　知 ＧⅢ 第１日 久留米 ＦⅠ ② 弥　彦 ＦⅠ 第２日 ♥平塚 ＦⅡ ③ ♥静岡 ＦⅡ 第１日 前 橋 ＦⅡ ③ 高知 ＧⅢ(オッズ) 第１日 ♥豊橋 ＦⅡ ③ 久留米 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00)


30 金 高　知 ＧⅢ 第２日 久留米 ＦⅠ ③ 弥　彦 ＦⅠ 第３日 ♥静岡 ＦⅡ 第２日 佐世保 ＦⅡ ① 高知 ＧⅢ(オッズ) 第２日 久留米 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00)


31 土 高　知 ＧⅢ 第３日 ♥松阪 ＦⅠ ① ♥静岡 ＦⅡ 第３日 高知 ＧⅢ(オッズ) 第３日 佐世保 ＦⅡ ② ♥松阪 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00) 青 森 ＦⅡ ①


スピードプラスワン695（前10:00～後5:00）
SPEEDチャンネルご契約者は追加料金なしでご覧になれます。


7/2（金） 川　崎 ＦⅡ 第３日
（後3:00～後5:00） 7/21（水） ♥武雄 ＦⅡ 第３日


（後3:00～後5:00）


7/3（土） ♥京王閣 ＦⅡ 第２日
（後3:00～後5:00） 7/29（木） ♥平塚 ＦⅡ 第３日


（後3:00～後5:00）


注）1.　♥印は、ガールズケイリンを含む開催です。（16～18日の函館はガールズケイリンフェスティバル2021）
注）2.　モーニング競輪の放送時間は前8：00～後3：00です。また、前10：00以降はチャンネルを変更して放


　送しますのでご注意ください。佐世保ＦⅡ＜7/2～ 4、7/23～ 25＞、青森ＦⅡ＜7/11～ 13＞は７レー
　ス制です。


注）3.　ナイター競輪の放送時間は後5：00～後9：00です ｡尚、ナイターは昼間場の中継終了直後より放送開始
　となりますので通常、後5：00からの放送が早まる場合もございます。また、後3：00からのナイターも
　放送開始が早まる場合がございます。


注）4.　ミッドナイト競輪の放送時間は後8：00～深0：00です ｡
注）5.　番組の内容は都合により変更となる場合があります。ご了承ください。


番組内容についてのお問い合わせ


0120-344-864
スピードチャンネルカスタマーセンタースピードチャンネル番組表スピードチャンネル番組表 2021年　7月2021年　7月 https：//www.speedchannel.co.jp







SPEEDチャンネルのご視聴⽅法
SPEEDチャンネルは、下記のいずれかの⽅法でご視聴いただくことができます。


▶既にCATVにご加⼊の⽅


受付時間 10:00~18:00
（⼟・⽇・祝⽇も受付）携帯もOK0120-344-864


▶スピードチャンネルカスタマーセンター


▶CATVに新規ご加⼊する⽅
お近くのケーブルテレビ局にお問い合わせいただくか、
下記までお問い合わせください。


ケーブルテレビ局にSPEEDチャンネルを加⼊追加した
い旨をお申し出下さい。
※ケーブルテレビ局によって視聴できない場合があります。


▶詳しくはご加⼊のケーブルテレビ局へお問い合わせ
ください。


円に！円に！円に！


▼


お申込みは電話一本で簡単！


https://www.speedchannel.co.jp


▶既にスカパー︕にご加⼊の⽅
下記の⽅法から簡単にSPEEDチャンネルを追加契約することができます。


（webか電話のどちらかを選択）
▶WEBで変更 「Myスカパー !」にログイン後、契約内容を変更


受付時間
10:00~20:00（年中無休）0120-039-888▶お電話で変更


▶スカパー︕にご加⼊する⽅
下記新規加⼊受付センターへ
お電話でお申し込みください。


▶既にJ:COMにご加⼊の⽅
ご契約のサービスにSPEEDチャンネルを追加できます。
▶WEBで変更


▶WEBでお申し込みの場合
「MY J:COM」にログイン後、
契約内容を変更


受付時間 9:00~18:00（年中無休）
受付時間
9:00~18:00（年中無休）


0120-999-000▶お電話で変更


▶J:COMに新規ご加⼊する⽅
電話番号、郵便番号などからサービスエリアを確認後、その
ままお申し込みができます。


0120-989-989
▶お電話でお申し込みの場合


▶既にひかりTVにご加⼊の⽅
テレビ画⾯からお申し込みください。 ご加⼊についての詳細は、下記ひかりTVへお問い合わせください。
▶ひかりTVカスタマーセンター


上記の電話番号がご利⽤になれない場合


▶ひかりTVホームページ
受付時間
10:00~19:00（年中無休）


携帯電話不可
受付時間
10:00~19:00（年中無休）


009192-144
0120-001144


▶ひかりTVに新規ご加⼊する⽅


0120-555-468
http://www.hikaritv.net/
▶ひかりTV申込受付センター


SPBC限定 プレミアム
 はじめるサポート
SPBC限定 プレミアム
 はじめるサポート
SPBC限定 プレミアム
 はじめるサポートスカパー！プレミアムサー
ビスに新規ご加入頂き、ス
カパーのチャンネルを1年
以上ご契約していただける
お客様


429円／月
（税込）


円／月
（税込）


円／月
（税込）1,320 1,749


プレミアムサービス対応
チューナー


1年以上のご契約を前提とさせていた
だきます。工事完了後3週間以内にご
加入されなかったお客様、ご加入後1
年未満でご解約されたお客様は違約
金として20,000円をご請求させてい
ただきます。詳細はカスタマーセン
ターへお問い合わせください。違約金
は変更になる場合もあります。


最新モデル／
スカパー！ハイブリッド対応／
コンパクトデザイン／Wi-fi搭載


4K・8K対応
スカパー！マルチアンテナ


標準取付工事
込み


サービ
ス


開始！
サービ


ス


開始！
サービ


ス


開始！
サービ


ス


開始！
スマホ・パソコン・タブレットで SPEED
チャンネルを視聴できるサービスが始ま
りました。   スカパー︕ SPEED チャンネ
ルにご加⼊の⽅は無料︕


20カ ス タ マ ー セ ン タ ー





		2021年7月_表面

		【校正用】2021年7月号裏面（2c）











1週目 1週目 1週目 1週目


7月1日(木) 7月2日(金) 7月3日(土) 7月4日(日)


04:00 FS0214010R0C FS8420510R0C FS0214220R0C FS0312960R0C 04:00
Osprey's EYE 45 魚種格闘技戦！ 219 バスギャラリー RUN＆GUN SALT 2


梅雨の神奈川県津久井湖 日本最西端熱烈バトル！与那国島のカジキ 初夏の霞ケ浦水系を徹底攻略 伊豆ロックフィッシュゲーム
04:30 並木敏成・金井俊介 村田 基 赤松 健 ハンター塩津 04:30


05:00 FS0312900R0C FS0214120R0C FS0314880R0C FS6209570R0C 05:00
POWER FIGHT 2 テッペンDASH！ 22 Splash！アラソルト 1 鮎2020


鹿児島県・野間岬沖 スローピッチジャーク初夏のリザーバー 大減水で全力大冒険！ 千葉県飯岡でライトジギング 友釣りレジェンドが北関東の清流大芦川を釣る
05:30 東村真義 大西健太 井上直美・大澤康広 鈴木康友・関谷忠一 05:30


06:00 FS0314870R0C FS0105000R0C FS0315830R0C FS6102530R0C 06:00
やっぱりシー研 海洋生物研究所 1 ハイパーエキスパート RUN＆GUN SALT 21 釣りたガール！5


神戸湾岸生態調査 千葉 房総サーフゲーム兵庫県を満喫！家島のシロギス／明石のマダコとジギング
06:30 藤澤周郷・久保浩一 杉坂研治 宮本欣也 村西利恵・井阪祐子 06:30


07:00 FS0314960R0C FS6209580R0C FS0315800R0C FS0313969R0C 07:00
Seabass Journey 36 鮎2020 Dz SALT 128 Azing Lab.2nd 42


秋田県雄物川 ～瀬田匡志・鳥取県日野川～ 愛媛県由良半島 レンタルボートでタイラバ！風と流れを読むアジングテクニック
07:30 村岡昌憲 瀬田匡志 中井一誠 富永 敦 07:30


08:00 FS6306200R0C FS9600140R0C FS0507029R0C FS6209140R0C 08:00
北海道つり部 3 釣り百景 ＃295 ITT 16 ヘラブナギャラリー


然別湖のトラウトフィッシング 滋賀県安曇川の鮎の友釣り 宮城県大倉ダム 東北随一の美ベラに魅せられて
08:30 佐藤悦子・輪島 悟 島 啓悟・秦 拓馬 田中 貴 萩野孝之 08:30


09:00 FS6306190R0C FS0409780R0C FS0104670R0C FS6209830R0C 09:00
関西発！海釣り派 173 チヌ道一直線 102 フライギャラリー △わくわくテナガフィッシング 1


七代目卒業！聖地 武庫川一文字でタコ大逆転！in大阪湾産卵直後の食い渋り期に大チヌを求める！ Hunt Down Blind＆sight


09:30 北垣有唯・南 勇太 山本太郎 渋谷直人 09:30


10:00 FS0506590R0C FS0314950R0C FS6206870R0C FS0316990R0C 10:00
Oh！エド釣り日記 Rock'n Fish 69 TROUT QUEST 6 △ヒラメイト 29


関西遠征！兵庫県武庫川一文字 長崎五島灘ショアロックゲーム 北海道阿寒湖 金色の宝石をクエスト
10:30 エド山口 折本隆由 吉田和展 堀田光哉 10:30


11:00 FS6209830R0C FS0409389R0C FS0214100R0C FS0214090R0C 11:00
△わくわくテナガフィッシング 1 なるほど！沖釣りマスター 2 バーニング帝国 39 MEGA UP！ 5


外房のヒラメ釣りでなるほど！ 初夏の青蓮寺ダム 梅雨の霞ヶ浦水系攻略！
11:30 松本圭一・鈴木新太郎 清水盛三 疋田星奈 11:30


12:00 FS6307060R0C FS0409410R0C FS6307050R0C FS0316970R0C 12:00
☆こちら東海です。 186 目指せ！竿頭 2 △せとうち！ツリキャス 5 △SALT X 18


阪本智子・藁田信明


12:30 人見 音ほか FS6104130 田村優季・池田茂生 赤澤康弘 12:30
△J LAND 8


大野雄大(Da-iCE)ほか
13:00 FS0316990R0C FS8421090R0C FS0316980R0C FS8421080R0C 13:00


△ヒラメイト 29 ☆釣りの革新者 Megacomplex 3 △とことんエギパラダイス 144 △伝心伝承 217


13:30 堀田光哉 伊東由樹ほか 片山愛海ほか 松田 稔 13:30


14:00 FS6207999R0C FS6209180R0C FS0314950R0C FS1101050 14:00
鮎2017 ヘラブナギャラリー Rock'n Fish 69 ☆釣りうぇ～ぶ 102


引き釣りの極意 岐阜県白川 夏のチョウチン 伊藤宏二の両ダンゴ 長崎五島灘ショアロックゲーム
14:30 小澤 剛 伊藤宏二 折本隆由 井手大介・英玲奈ほか 14:30


15:00 FS0409009R0C FS6206790R0C FS6909600R0C FS6103590R0C 15:00
大漁！関東沖釣り爆釣会 160 ENJOY FISHING 14 参るぞ狼 24 休日は釣りに夢中！ 11


東京湾のカサゴ 初夏の里川をナマズでエンジョイ 多摩川の未来は次世代が担う 渕上万莉・西田直恵
15:30 太田 唯・川添法臣 ローザ ユリ・野呂昌明 菅原正志・菖蒲理乃・山崎充哲 FS6104130 15:30


△J LAND 8
大野雄大(Da-iCE)ほか


16:00 FS6206850R0C FS0314960R0C FS0316990R0C FS6307060R0C 16:00
ヘラブナギャラリー Seabass Journey 36 △ヒラメイト 29 ☆こちら東海です。 186


横浜市 熊の池 夏のカッツケ釣り 秋田県雄物川
16:30 浜田 優 村岡昌憲 堀田光哉 人見 音ほか 16:30


17:00 FS8421080R0C FS6306200R0C FS8421090R0C FS8419949R0C 17:00
△伝心伝承 217 北海道つり部 3 ☆釣りの革新者 Megacomplex 3 Go for it！ 165


然別湖のトラウトフィッシング 兵庫県 生野銀山湖
17:30 松田 稔 佐藤悦子・輪島 悟 伊東由樹ほか 田辺哲男 17:30


18:00 FS0315820R0C FS0214010R0C FS6305259R0C FS0316090R0C 18:00
SALT X 9 Osprey's EYE 45 関西発！海釣り派 138 ソルトギャラリー 31


和歌山県串本！デイゲームのランガンエギング 梅雨の神奈川県津久井湖 ムコイチの夏！六代目タコ釣りに初挑戦！手軽に尺アジ狙い！田辺湾のボートアジング
18:30 湯川マサタカ 並木敏成・金井俊介 日向瑠菜・森 正志 家邊克己 18:30


19:00 FS0506810R0C FS0314970R0C FS0410210R0C FS0314960R0C 19:00
楽釣楽磯宣言 53 Dz SALT 119 ☆チヌ道一直線 108 Seabass Journey 36
高知県柏島エリア 伊良湖水道 真夏のタイラバゲーム 秋田県雄物川


19:30 城本尚史 中井一誠 山本太郎 村岡昌憲 19:30


20:00 FS0104830R0C FS0104260R0C FS0215020R0C FS6909710R0C 20:00
ハイパーエキスパート フライギャラリー ☆テッペンDASH！ 26 ☆参るぞ狼 34


ヘンリーズフォーク＆ミズーリ On the Flat 2 浜名湖のクロダイ
20:30 杉坂研治 杉浦雄三 大西健太 菅原正志ほか 20:30


21:00 FS6909710R0C FS1101050 FS8421100R0C FS8421040R0C 21:00
☆参るぞ狼 34 ☆釣りうぇ～ぶ 102 ☆魚種格闘技戦！ 231 ☆第20回トラウトキング選手権大会


石川県七尾湾 タイラバ エキスパートシリーズ 前編
21:30 菅原正志ほか 井手大介・英玲奈ほか 村田 基 21:30


22:00 FS0214220R0C FS0316090R0C FS0215039R0C FS8421050R0C 22:00
バスギャラリー ソルトギャラリー 31 ☆モンドリアンファイター 27 ☆第20回トラウトキング選手権大会


初夏の霞ケ浦水系を徹底攻略手軽に尺アジ狙い！田辺湾のボートアジング 大阪府淀川 エキスパートシリーズ 後編
22:30 赤松 健 家邊克己 伊豫部 健 22:30


23:00 【7夜連続！梅雨のバステク特集 】 【7夜連続！梅雨のバステク特集 】 【7夜連続！梅雨のバステク特集 】 【7夜連続！梅雨のバステク特集 】 23:00
敏腕黒鱒仕事人 1 Go for it！ 159 follow my F 10 バスギャラリー
千葉県亀山ダム 6月の岐阜・愛知県境 奥矢作湖 山口県・小野湖を歩く オリジナル カスミ スティーロ ’18 Happy ツーユー


23:30 折金一樹 田辺哲男 川村光大郎 吉田 遊 23:30


24:00 FS0313930R0C FS0214090R0C FS1101050 FS0214100R0C 24:00
ソルトギャラリー 16 MEGA UP！ 5 ☆釣りうぇ～ぶ 102 バーニング帝国 39


京都舞鶴 タイラバゲーム 梅雨の霞ヶ浦水系攻略！ 初夏の青蓮寺ダム
24:30 庄山英伸 疋田星奈 井手大介・英玲奈ほか 清水盛三 24:30


25:00 FS0311909R0C FS6102530R0C FS0506810R0C FS9600140R0C 25:00
アジングへ行こう！2 釣りたガール！5 楽釣楽磯宣言 53 釣り百景 ＃295
観光！アジング！兵庫県を満喫！家島のシロギス／明石のマダコとジギング高知県柏島エリア 滋賀県安曇川の鮎の友釣り


25:30 家邊克己 村西利恵・井阪祐子 城本尚史 島 啓悟・秦 拓馬 25:30


26:00 FS8421090R0C FS8418180R0C FS6207400R0C FS0104830R0C 26:00
☆釣りの革新者 Megacomplex 3 魚種格闘技戦！184 トラウトギャラリー ハイパーエキスパート


愛媛松山・クログチって知ってる？ 渇水期の山形県荒川 ヘンリーズフォーク＆ミズーリ
26:30 伊東由樹ほか 村田 基 飯田重祐 杉坂研治 26:30


27:00 FS0213140R0C FS6909710R0C FS8415330R0C FS6306500R0C 27:00
INCREDIBASS 10 ☆参るぞ狼 34 夏の南津軽を彩る祭りと渓流釣りの旅 北海道つり部 6


奈良県津風呂湖 クリアレイクの表層パターン炸裂！ 日高のマツカワカレイ
27:30 青木大介 菅原正志ほか 大槻典子・里見栄正 佐藤悦子・高畑智志 27:30







2週目 2週目 2週目 2週目 2週目 2週目 2週目


7月5日(月) 7月6日(火) 7月7日(水) 7月8日(木) 7月9日(金) 7月10日(土) 7月11日(日)


04:00 FS6305870R0C FS0312970R0C FS0311829R0C FS8420499R0C FS0213950R0C FS0214150R0C FS8419930R0C 04:00
こちら東海です。 155 突撃！SEAソルジャー 42 Dz SALT 82 BIG BITE 147 モンドリアンファイター 25 敏腕黒鱒仕事人 5 LURE FREAK 95


都田川のテナガエビ＆ハゼ 鹿児島で干潟マゴチゲーム！ 高知県沖ノ島のヒラスズキ 番組記録更新！梅雨の池原モンスター攻略新章スタート！フリーダムに楽しむぜ～福岡県遠賀川を6分×6回で攻略せよ～梅雨の霞ケ浦水系 オカッパリ＆バスボート攻略
04:30 吉村 唯・大橋 厚 福島和可菜・じょーじ山本 山本典史 菊元俊文 伊豫部 健 折金一樹 加藤誠司・馬場拓也 04:30


05:00 FS0506810R0C FS6305259R0C FS0213160R0C FS0316000R0C FS8415370R0C FS0214210R0C FS0312889R0C 05:00
楽釣楽磯宣言 53 関西発！海釣り派 138 本気でオカッパリ 98 BinBinソルト 51 森のチカラ 10 ガチコン 26 POWER FIGHT 1
高知県柏島エリア ムコイチの夏！六代目タコ釣りに初挑戦！ カスミに愛されていますか？ 兵庫県明石海峡 激流ブランドマダイ 都会を流れる多摩川の秘密 梅雨の早明浦ダムを攻略せよ！ 奄美大島カンパチジギング


05:30 城本尚史 日向瑠菜・森 正志 関和 学 田中亜衣 仲川希良・渡邉佐智 大仲正樹 小野 誠 05:30


06:00 FS0316990R0C FS6102980 FS6206250R0C FS6206880R0C FS6209830R0C FS6208610R0C FS0310790R0C 06:00
ヒラメイト 29 釣りたガール！ 33 トラウトギャラリー 鮎2015 わくわくテナガフィッシング 1 ヘラブナギャラリー ソルトギャラリー


鳥取県弓ヶ浜で初めての投げキッス ナチュラルミノーイング 群馬県神流川 関東随一の鮎を釣る 円良田湖 真夏の両ダンゴ スローピッチジャーク 北海道網走
06:30 堀田光哉 FS6102990 飯田重祐 井川弘二郎 杉山達也 東村真義 06:30


釣りたガール！ 34
村西利恵・福島和可菜・日置 淳


07:00 FS0316970R0C FS0316980R0C FS0315940R0C FS0314910R0C FS6305210R0C FS0313970R0C FS0316110R0C 07:00
SALT X 18 とことんエギパラダイス 144 ドラゴン8 ＃22 SALTY TRIBE 2 こちら東海です。 131 SALT Dreamer 71 Seabass Journey 39


テンヤ一本勝負で東京湾のドラゴンを狙え！多摩川河口域のウェーディングゲームサーフ天国・伊良湖で爽快投げキス！ 東京都御蔵島 ビッグゲーム 岩手県大船渡
07:30 赤澤康弘 片山愛海ほか 吉岡 進 荻野憲司 中条友莉・日置 淳 鈴木 斉 村岡昌憲 07:30


08:00 FS0316090R0C FS6209180R0C FS6307050R0C FS6909440R0C FS8421080R0C FS0316060R0C FS0316070R0C 08:00
ソルトギャラリー 31 ヘラブナギャラリー せとうち！ツリキャス 5 参るぞ狼 8 伝心伝承 217 Rock'n Fish 75 BinBinソルト 52


手軽に尺アジ狙い！田辺湾のボートアジング夏のチョウチン 伊藤宏二の両ダンゴ 西伊豆町へ参るぞ 平戸BASE Rock'n GAME 福井県三国沖 ディープタイラバ
08:30 家邊克己 伊藤宏二 田村優季・池田茂生 菅原正志・柳野玲子・鷹野純也 松田 稔 折本隆由 田中亜衣 08:30


09:00 FS0310780R0C FS0506780R0C FS6305520R0C FS8421040R0C FS0408570R0C FS0104820R0C FS8421100R0C 09:00
突撃！SEAソルジャー 28 Oh！エド釣り日記 関西発！海釣り派 149 △第20回トラウトキング選手権大会 オフショアレボリューションNEXT 111 フライギャラリー △魚種格闘技戦！ 231


福井県小浜湾 ギガアジング 神奈川県三浦をぶらり。時々釣り。 岡山のご当地釣り アナジャコ名人 エキスパートシリーズ 前編 北海道のヒラメ＆カレイ ～島毛ばり～ 石川県七尾湾 タイラバ


09:30 福島和可菜・清水智一 エド山口 日向瑠菜・石原幸比古 高橋哲也・松田竜也 牟田口崇・小倉隆平 村田 基 09:30


10:00 FS0315999R0C FS0104830R0C FS0409409R0C FS8421050R0C FS6209170R0C FS6307060R0C FS6103050R0C 10:00
Splash！アラソルト 5 ハイパーエキスパート 大漁！関東沖釣り爆釣会 171 △第20回トラウトキング選手権大会 鮎2019 △こちら東海です。 186 衝撃！噂のタンコブゲーム 1


東京湾のタチウオジギング ヘンリーズフォーク＆ミズーリ 相模湾のライトタックル五目 エキスパートシリーズ 後編 古座川の美女鮎求める女子鮎旅 センドウタカシ・西浦伸至
10:30 井上直美・北村秀行 杉坂研治 太田 唯・近藤加津哉 島田細香 人見 音ほか FS6103060R0C 10:30


衝撃！噂のタンコブゲーム 2
センドウタカシ・西浦伸至


11:00 FS0313990R0C FS0409390R0C FS6209850R0C FS8421100R0C FS6209610R0C FS0313980R0C FS0215020R0C 11:00
POWER FIGHT 10  オフショアレボリューションNEXT 134 ☆鮎2021 △魚種格闘技戦！ 231 トラウトギャラリー ソルトギャラリー 17 △テッペンDASH！ 26


三重県熊野灘 夏のキハダ オフレボ波照間島初上陸！ 石川県七尾湾 タイラバ 道具と愉しむ鱒釣旅 新潟県魚野川水系進化系タイラバで挑む瀬戸内マダイゲーム
11:30 小野 誠 高橋哲也・松田竜也 松田克久 村田 基 やまけん 田辺哲男・折本隆由 大西健太 11:30


12:00 FS0104260R0C FS1101050 FS6209150R0C FS0214190R0C FS6103029R0C FS6909710R0C FS8421090R0C 12:00
フライギャラリー △釣りうぇ～ぶ 102 エリアトラベラーズ 98 トップ道 57 つりメガミ 5 △参るぞ狼 34 △釣りの革新者 Megacomplex 3


On the Flat 2 浜名湖のクロダイ 蔵王フォレストスプリングス 山口トッパー天国・阿武川ダム湖 釣りガールYouTuber バッキー降臨！
12:30 杉浦雄三 井手大介・英玲奈ほか 村田 基・利水 翔 荒井謙太 魚住つばき（ばっきー） 菅原正志ほか 伊東由樹ほか 12:30


13:00 FS6209600R0C FS6208570R0C FS0104090R0C FS6207420R0C FS0317000R0C FS0409810R0C FS0410210R0C 13:00
ヘラブナギャラリー 鮎2018 花鳥風月…そして魚10 ヘラブナギャラリー ☆やっぱりシー研 海洋生物研究所 13 なるほど！沖釣りマスター 8 △チヌ道一直線 108


最盛期の管理釣り場を楽しもう 地元の視点で読み解く狩野川 北関東のヤマメ 夏の管理釣り場を楽しむ 伊勢湾タコエギ 豊後水道のテンヤタチウオでなるほど！
13:30 熊谷 充 三嶋英明 伊勢正三・嶋崎 了 稲村順一 藤澤周郷ほか 富所 潤・吉田昇平 山本太郎 13:30


14:00 FS0407370R0C FS8421100R0C FS0312870R0C FS0317010R0C FS9600150R0C FS0214230R0C FS1101060 14:00
沖釣りギャラリー △魚種格闘技戦！ 231 BinBinソルト 39 ☆Splash！アラソルト 9 釣り百景 ＃297 俺たちのバスフィッシングR 67 ☆釣りうぇ～ぶ 103


外房 夏のライトヒラメ 石川県七尾湾 タイラバ 広島県瀬戸内エリア 激流マダイ 宮古島の泳がせ釣り 友情パワー全開！夏のR攻略法
14:30 北本茂照 村田 基 中島成典 井上直美 高橋哲也 ダウザー俺達。・水野浩聡 井手大介・英玲奈ほか 14:30


15:00 FS6209170R0C FS0316110R0C FS0311800R0C FS0314899R0C FS8419190R0C FS8421040R0C FS6209199R0C 15:00
鮎2019 Seabass Journey 39 Azing lab.2nd 30 Dz SALT 118 魚種格闘技戦！ 197 △第20回トラウトキング選手権大会 鮎2019


古座川の美女鮎求める女子鮎旅 岩手県大船渡 瀬戸内海の離島 初夏のデカアジ 和歌山県・初夏のリバーシーバスゲーム続・世界の果てパタゴニア グレイシャーキング エキスパートシリーズ 前編 3世代鮎師・鷲見親子 郡上鮎を紡ぐ
15:30 島田細香 村岡昌憲 富永 敦 藤田知洋 村田 基 鷲見冬彦・鷲見夏生・鷲見冬馬 15:30


16:00 FS6909710R0C FS0315880R0C FS8421040R0C FS0316100R0C FS6209590R0C FS8421050R0C FS0215039R0C 16:00
△参るぞ狼 34 Dz SALT 129 △第20回トラウトキング選手権大会 Rock'n Fish 76 鮎2020 △第20回トラウトキング選手権大会 △モンドリアンファイター 27


熊本県球磨川シーバスフィッシング エキスパートシリーズ 前編 屋久島 スジアラGAME 井川弘二郎が釣る 和良川 エキスパートシリーズ 後編 大阪府淀川


16:30 菅原正志ほか 藤田知洋 折本隆由 井川弘二郎 伊豫部 健 16:30


17:00 FS1101050 FS0409409R0C FS8421050R0C FS0410210R0C FS6209600R0C FS0317000R0C FS9600150R0C 17:00
△釣りうぇ～ぶ 102 大漁！関東沖釣り爆釣会 171 △第20回トラウトキング選手権大会 △チヌ道一直線 108 ヘラブナギャラリー ☆やっぱりシー研 海洋生物研究所 13 釣り百景 ＃297


相模湾のライトタックル五目 エキスパートシリーズ 後編 最盛期の管理釣り場を楽しもう 伊勢湾タコエギ 宮古島の泳がせ釣り
17:30 井手大介・英玲奈ほか 太田 唯・近藤加津哉 山本太郎 熊谷 充 藤澤周郷ほか 高橋哲也 17:30


18:00 FS0314950R0C FS8421090R0C FS8421100R0C FS0215039R0C FS6307060R0C FS6104130 FS0317010R0C 18:00
Rock'n Fish 69 △釣りの革新者 Megacomplex 3 △魚種格闘技戦！ 231 △モンドリアンファイター 27 △こちら東海です。 186 J LAND 8 ☆Splash！アラソルト 9


長崎五島灘ショアロックゲーム 石川県七尾湾 タイラバ 大阪府淀川 大野雄大(Da-iCE)ほか
18:30 折本隆由 伊東由樹ほか 村田 基 伊豫部 健 人見 音ほか FS6104140 井上直美 18:30


☆J LAND 9
大野雄大(Da-iCE)ほか


19:00 FS6209610R0C FS6909710R0C FS0214210R0C FS8420010R0C FS8421040R0C FS6209850R0C FS0215050R0C 19:00
トラウトギャラリー △参るぞ狼 34 ガチコン 26 BIG BITE 144 △第20回トラウトキング選手権大会 ☆鮎2021 ☆Are you mad？ 11


道具と愉しむ鱒釣旅 新潟県魚野川水系 梅雨の早明浦ダムを攻略せよ！ フル満水の早明浦攻略＋α エキスパートシリーズ 前編 千葉県亀山ダム
19:30 やまけん 菅原正志ほか 大仲正樹 菊元俊文 松田克久 Satanシマダ 19:30


20:00 FS6103029R0C FS0316070R0C FS6103600R0C FS0409390R0C FS8421050R0C FS0215040R0C FS0410229R0C 20:00
つりメガミ 5 BinBinソルト 52 休日は釣りに夢中！12  オフショアレボリューションNEXT 134 △第20回トラウトキング選手権大会 ☆トップ道 61 ☆なるほど！沖釣りマスター 14


釣りガールYouTuber バッキー降臨！ 福井県三国沖 ディープタイラバ 渕上万莉・西田直恵 オフレボ波照間島初上陸！ エキスパートシリーズ 後編 しまなみ海道　ひとつテンヤマダイ


20:30 魚住つばき（ばっきー） 田中亜衣 FS6104130 高橋哲也・松田竜也 荒井謙太 折本隆由・鈴木新太郎 20:30
J LAND 8


大野雄大(Da-iCE)ほか
21:00 FS6209850R0C FS0215040R0C FS0317000R0C FS0410229R0C FS1101060 FS6104150R0C FS8421110R0C 21:00


☆鮎2021 ☆トップ道 61 ☆やっぱりシー研 海洋生物研究所 13 ☆なるほど！沖釣りマスター 14 ☆釣りうぇ～ぶ 103 ☆G WORLD 9 ☆KEIファクトリー 1
伊勢湾タコエギ しまなみ海道　ひとつテンヤマダイ 利根川 サクラマス


21:30 松田克久 荒井謙太 藤澤周郷ほか 折本隆由・鈴木新太郎 井手大介・英玲奈ほか 長谷川哲哉 馬路久史 21:30


22:00 FS9600150R0C FS0215050R0C FS0317010R0C FS0316110R0C FS0409409R0C FS6209199R0C FS6103010R0C 22:00
釣り百景 ＃297 ☆Are you mad？ 11 ☆Splash！アラソルト 9 Seabass Journey 39 大漁！関東沖釣り爆釣会 171 鮎2019 釣りのある人生 


宮古島の泳がせ釣り 千葉県亀山ダム 岩手県大船渡 相模湾のライトタックル五目 3世代鮎師・鷲見親子 郡上鮎を紡ぐ ～2ndLife Part.1 三重県尾鷲市
22:30 高橋哲也 Satanシマダ 井上直美 村岡昌憲 太田 唯・近藤加津哉 鷲見冬彦・鷲見夏生・鷲見冬馬 杉浦悦雄 22:30


23:00 【特集：トロフィーサイズを求める男たち】【特集：トロフィーサイズを求める男たち】【特集：トロフィーサイズを求める男たち】【特集：トロフィーサイズを求める男たち】【特集：トロフィーサイズを求める男たち】【特集：トロフィーサイズを求める男たち】【特集：トロフィーサイズを求める男たち】 23:00
 オフショアレボリューションNEXT 134 魚種格闘技戦！ 197 Rock'n Fish 76 衝撃！噂のタンコブゲーム 1 オフショアレボリューションNEXT 140 トラウトギャラリー ソルトギャラリー


オフレボ波照間島初上陸！ 続・世界の果てパタゴニア グレイシャーキング 屋久島 スジアラGAME センドウタカシ・西浦伸至 宮古島のキハダ 怪魚ハンター北海道ワイルドレインボー 沖縄県・久米島 パワースロー
23:30 高橋哲也・松田竜也 村田 基 折本隆由 FS6103060R0C 高橋哲也・松田竜也 赤塚ケンイチ 西本康生 23:30


衝撃！噂のタンコブゲーム 2
センドウタカシ・西浦伸至


24:00 FS0214210R0C FS0104260R0C FS0215039R0C FS0214230R0C FS0316070R0C FS1101060 FS6103029R0C 24:00
ガチコン 26 フライギャラリー △モンドリアンファイター 27 俺たちのバスフィッシングR 67 BinBinソルト 52 ☆釣りうぇ～ぶ 103 つりメガミ 5


梅雨の早明浦ダムを攻略せよ！ On the Flat 2 浜名湖のクロダイ 大阪府淀川 友情パワー全開！夏のR攻略法 福井県三国沖 ディープタイラバ 釣りガールYouTuber バッキー降臨！
24:30 大仲正樹 杉浦雄三 伊豫部 健 ダウザー俺達。・水野浩聡 田中亜衣 井手大介・英玲奈ほか 魚住つばき（ばっきー） 24:30


25:00 FS8421100R0C FS8420010R0C FS6209610R0C FS6306210R0C FS0215020R0C FS8419190R0C FS0213270R0C 25:00
△魚種格闘技戦！ 231 BIG BITE 144 トラウトギャラリー こちら東海です。 167 △テッペンDASH！ 26 魚種格闘技戦！ 197 Osprey's EYE 42
石川県七尾湾 タイラバ フル満水の早明浦攻略＋α 道具と愉しむ鱒釣旅 新潟県魚野川水系人気の釣りべキューでシロギス釣り！ 続・世界の果てパタゴニア グレイシャーキング宮崎のメジャーレイク 真夏の野尻湖


25:30 村田 基 菊元俊文 やまけん 吉村 唯・大田 海 大西健太 村田 基 並木敏成・見上祥太 25:30


26:00 FS8421040R0C FS9600150R0C FS0314970R0C FS0317000R0C FS0317010R0C FS0315880R0C FS0316100R0C 26:00
△第20回トラウトキング選手権大会 釣り百景 ＃297 Dz SALT 119 ☆やっぱりシー研 海洋生物研究所 13 ☆Splash！アラソルト 9 Dz SALT 129 Rock'n Fish 76


エキスパートシリーズ 前編 宮古島の泳がせ釣り 伊良湖水道 真夏のタイラバゲーム 伊勢湾タコエギ 熊本県球磨川シーバスフィッシング 屋久島 スジアラGAME
26:30 高橋哲也 中井一誠 藤澤周郷ほか 井上直美 藤田知洋 折本隆由 26:30


27:00 FS8421050R0C FS6209850R0C FS0215040R0C FS0215050R0C FS0410229R0C FS0213280R0C FS0310809R0C 27:00


△第20回トラウトキング選手権大会 ☆鮎2021 ☆トップ道 61 ☆Are you mad？ 11 ☆なるほど！沖釣りマスター 14 BBブラザーズ 28 ソルトギャラリー
エキスパートシリーズ 後編 千葉県亀山ダム しまなみ海道　ひとつテンヤマダイ 静かなるデカバスハンター スロージギング 石川県能登半島


27:30 松田克久 荒井謙太 Satanシマダ 折本隆由・鈴木新太郎 松田悟志・奥村和正 山本啓人 27:30







3週目 3週目 3週目 3週目 3週目 3週目 3週目


7月12日(月) 7月13日(火) 7月14日(水) 7月15日(木) 7月16日(金) 7月17日(土) 7月18日(日)


04:00 FS6305850R0C FS9600150R0C FS0214170R0C FS0315980R0C FS0213990R0C FS0104920R0C FS0214090R0C 04:00
関西発！海釣り派 161 釣り百景 ＃297 本気でオカッパリ 102 やっぱりシー研 海洋生物研究所 7 バスギャラリー フライギャラリー MEGA UP！ 5


夏休み！家族と五目釣り！ 宮古島の泳がせ釣り れんこんで釣るっ！ 伊勢湾 夏のハチャメチャ生態調査！フィッシングマシーン福島健・亀山湖攻略 岩井渓一郎 今なお、最先端。 梅雨の霞ヶ浦水系攻略！
04:30 北垣有唯・宇賀恒雄 高橋哲也 関和 学 藤澤周郷・新 拓也 福島 健 岩井渓一郎 疋田星奈 04:30


05:00 FS0214189R0C FS0215039R0C FS0407780R0C FS0214160R0C FS0315750R0C FS0213210R0C FS0213300R0C 05:00
follow my F 14 モンドリアンファイター 27 沖釣りギャラリー 俺たちのバスフィッシングR 66 SALTY TRIBE 5 GAN's GANGS 66 熱血！ミラクル道 2


山梨のクリアレイク・西湖と河口湖を歩く 大阪府淀川 神奈川県茅ヶ崎沖 夏のスルメイカ梅雨？夏？季節を感じてRを狙ってやるぜ！東京湾のボートルアー五目ゲーム 夏のリザーバーをビッグベイトで釣れ！ 地元福岡県遠賀川で夏の50UP
05:30 川村光大郎 伊豫部 健 田渕雅生 ダウザー俺達。・水野浩聡 荻野憲司 平岩孝典 酒井俊信 05:30


06:00 FS8421090R0C FS8421040R0C FS6207970R0C FS0213180R0C FS8421100R0C FS6206240R0C FS6305190R0C 06:00
釣りの革新者 Megacomplex 3 第20回トラウトキング選手権大会 ヘラブナギャラリー 敏腕黒鱒仕事人 1 魚種格闘技戦！ 231 ヘラブナギャラリー 投げ釣りギャラリー


エキスパートシリーズ 前編 夏の精進湖チョーチン両ダンゴ 千葉県亀山ダム 石川県七尾湾 タイラバ 初夏の両ダンゴ 北陸デ 我 砂浜ヲ 探索ス
06:30 伊東由樹ほか 保科健二 折金一樹 村田 基 内島康之 高橋明彦 06:30


07:00 FS0314990R0C FS8421050R0C FS0314030R0C FS6206850R0C FS6306510R0C FS0312890R0C FS6103640R0C 07:00
SALT X 3 第20回トラウトキング選手権大会 Rock’n Fish 63 ヘラブナギャラリー 関西発！RASHIKU派 4 Azing lab.2nd 36 第2回 釣りうま女王決定戦 夏の陣 前編


静岡県伊豆半島 エギング エキスパートシリーズ 後編 新潟県粟島 沖磯ロックゲーム 横浜市 熊の池 夏のカッツケ釣り 京都府北部で投げ釣りに挑戦！ 初夏のアジング in 山口県 夏のクイーンに輝くのは誰だ！？
07:30 湯川マサタカ 折本隆由 浜田 優 星崎柑那・美波千尋・中本嗣通 富永 敦井手大介・井阪祐子・岡田万里奈・片山愛海・菖蒲理乃・末川かおり・田村優季・西田直恵・ペルビー貴子・美07:30


08:00 FS0408610R0C FS6307060R0C FS6909710R0C FS6209160R0C FS0410210R0C FS9600150R0C FS6103650R0C 08:00
大漁！関東沖釣り爆釣会 149 こちら東海です。 186 参るぞ狼 34 鮎2019 チヌ道一直線 108 釣り百景 ＃297 第2回 釣りうま女王決定戦 夏の陣 後編


夏休みだ！親子でアジ釣りに行こう！ 若手鮎師・井川弘二郎 地元・狩野川と共に生きる 宮古島の泳がせ釣り 遂に夏のクイーンが決まる！！
08:30 小野瀬みらい・佐藤保成 人見 音ほか 菅原正志ほか 井川弘二郎 山本太郎 高橋哲也井手大介・井阪祐子・岡田万里奈・片山愛海・菖蒲理乃・末川かおり・田村優季・西田直恵・ペルビー貴子・美08:30


09:00 FS0317010R0C FS6209199R0C FS8420540R0C FS8420020R0C FS6208010R0C FS0312900R0C FS6104150R0C 09:00
△Splash！アラソルト 9 鮎2019 魚種格闘技戦！ 220 伝心伝承 199 ヘラブナギャラリー POWER FIGHT 2 △G WORLD 9


3世代鮎師・鷲見親子 郡上鮎を紡ぐ 夏の東京湾キビレ＆クロダイ 宮崎県一ツ瀬川 山梨県西湖 夏のチョウチン両ダンゴ鹿児島県・野間岬沖 スローピッチジャーク 利根川 サクラマス


09:30 井上直美 鷲見冬彦・鷲見夏生・鷲見冬馬 村田 基 松田 稔 野島 孝 東村真義 長谷川哲哉 09:30


10:00 FS9600150R0C FS0314980R0C FS0506350R0C FS8421110R0C FS6207969R0C FS6103620R0C FS6103010R0C 10:00
釣り百景 ＃297 アジングへ行こう！ 17 ITT 4 △KEIファクトリー 1 鮎2017 つりメガミ 8 釣りのある人生 


宮古島の泳がせ釣り 夏のアジング 兵庫県坊勢島の旅 梅雨時の大分県 深島 和歌山県有田川 天然の追いを楽しむ噂のビッグベイトガール・レイラ降臨！ ～2ndLife Part.1 三重県尾鷲市
10:30 高橋哲也 家邊克己 田中 貴 馬路久史 井川弘二郎 レイラ 杉浦悦雄 10:30


11:00 FS6209590R0C FS0408180R0C FS0507030R0C FS6104150R0C FS6306790R0C FS0215050R0C FS0215040R0C 11:00
鮎2020 沖釣りギャラリー ☆Oh！エド釣り日記 △G WORLD 9 こちら東海です。 181 △Are you mad？ 11 △トップ道 61


井川弘二郎が釣る 和良川 中深場の爆釣美味ターゲット 川崎市 東扇島西公園 利根川 サクラマス イカメタル＆バチコンにいざ挑戦！！ 千葉県亀山ダム
11:30 井川弘二郎 テル岡本 エド山口 長谷川哲哉 吉村 唯・村上晴彦 Satanシマダ 荒井謙太 11:30


12:00 FS8419150R0C FS1101060 FS0314900R0C FS6209870R0C FS6103040 FS0410229R0C FS0317000R0C 12:00
伝心伝承 186 △釣りうぇ～ぶ 103 Azing lab.2nd 48 ☆エリアトラベラーズ 110 釣りたガール！ 36 玄界灘のタイラバゲーム△なるほど！沖釣りマスター 14 △やっぱりシー研 海洋生物研究所 13


四万十川水系北川 ～解禁日の鮎釣り～ 梅雨でもやっぱりアジング＆キャンプ 長野 白馬八方ニレ池フィッシングセンター 村西利恵・エミリー しまなみ海道　ひとつテンヤマダイ 伊勢湾タコエギ


12:30 松田 稔 井手大介・英玲奈ほか 富永 敦 村田 基 FS6104140 折本隆由・鈴木新太郎 藤澤周郷ほか 12:30
△J LAND 9


大野雄大(Da-iCE)ほか
13:00 FS0408980R0C FS6209500R0C FS6102590R0C FS0408580R0C FS0317020R0C FS0317010R0C FS6209850R0C 13:00


チヌ道一直線 90 エリアトラベラーズ 103 誰でも簡単！はじめてのジギング 大漁！関東沖釣り爆釣会 148 ☆Dz SALT 2ND 11 △Splash！アラソルト 9 △鮎2021
下津井沖のウキフカセ釣りに挑む！会津高原アングラーズエリア・ロストルアーズ 玄界灘 大原沖のLTキントキ五目


13:30 山本太郎 村田 基 太田武志・あぜっち 小野瀬みらい・川添法臣 鳴瀬雄太 井上直美 松田克久 13:30


14:00 FS6208610R0C FS6104150R0C FS0314920R0C FS0317030R0C FS6103640R0C FS9500150 FS1101070 14:00
ヘラブナギャラリー △G WORLD 9 SALT Dreamer 75 ☆ソルトギャラリー 36 第2回 釣りうま女王決定戦 夏の陣 前編THEフィッシング ＃1750 マゴチ・ヒラメ ☆釣りうぇ～ぶ 104


円良田湖 真夏の両ダンゴ 利根川 サクラマス 沖縄県沖縄本島 ジギングゲーム 兵庫県明石 タコエギ 夏のクイーンに輝くのは誰だ！？ 高橋慶朗・山脇愛子
14:30 杉山達也 長谷川哲哉 鈴木 斉 宮地寿人・井阪祐子井手大介・井阪祐子・岡田万里奈・片山愛海・菖蒲理乃・末川かおり・田村優季・西田直恵・ペルビー貴子・美FS9500160 井手大介・英玲奈ほか 14:30


THEフィッシング ＃1801 東京湾タチウオ


15:00 FS8420540R0C FS6306539R0C FS6103610R0C FS0315820R0C FS6103650R0C FS8421110R0C FS6103590R0C 15:00
魚種格闘技戦！ 220 関西発！RASHIKU派 5 もう一人で夜釣りはいけません SALT X 9 第2回 釣りうま女王決定戦 夏の陣 後編 △KEIファクトリー 1 休日は釣りに夢中！ 11


夏の東京湾キビレ＆クロダイ 大阪府・岬町 真夏の海釣り公園 最恐！怪談 釣り場の都市伝説和歌山県串本！デイゲームのランガンエギング遂に夏のクイーンが決まる！！ 渕上万莉・西田直恵
15:30 村田 基 星崎柑那・美波千尋・岡崎桃子 吉岡 進・田村優季・松居泉典 湯川マサタカ井手大介・井阪祐子・岡田万里奈・片山愛海・菖蒲理乃・末川かおり・田村優季・西田直恵・ペルビー貴子・美馬路久史 FS6104140 15:30


△J LAND 9
大野雄大(Da-iCE)ほか


16:00 FS0410229R0C FS0316010R0C FS8419960R0C FS0312930R0C FS6909610R0C FS6306539R0C FS6209870R0C 16:00
△なるほど！沖釣りマスター 14 イカ魂 12 伝心伝承 198 あっぱれ！FLAT大将 1 参るぞ狼 25 関西発！RASHIKU派 5 ☆エリアトラベラーズ 110


しまなみ海道　ひとつテンヤマダイ大人の夜遊び！ジャンボ連発のイカメタルゲーム高知県四万十川水系 ～令和元年、鮎釣り開幕～静岡県・遠州サーフゲーム カツオ博士に会いに行こう！ 大阪府・岬町 真夏の海釣り公園 長野 白馬八方ニレ池フィッシングセンター


16:30 折本隆由・鈴木新太郎 氏家 隆・美波千尋 松田 稔 近藤清之 菅原正志・菖蒲理乃・嘉山定晃 星崎柑那・美波千尋・岡崎桃子 村田 基 16:30


17:00 FS1101060 FS0317000R0C FS8421110R0C FS6209850R0C FS0314030R0C FS0317020R0C FS0316149R0C 17:00
△釣りうぇ～ぶ 103 △やっぱりシー研 海洋生物研究所 13 △KEIファクトリー 1 △鮎2021 Rock’n Fish 63 ☆Dz SALT 2ND 11 SALT X 10


伊勢湾タコエギ 新潟県粟島 沖磯ロックゲーム 福井越前沖！SLJ＆メタルスッテゲーム
17:30 井手大介・英玲奈ほか 藤澤周郷ほか 馬路久史 松田克久 折本隆由 鳴瀬雄太 富所 潤 17:30


18:00 FS6909610R0C FS0213270R0C FS6104150R0C FS8420540R0C FS0506140R0C FS8420020R0C FS0317030R0C 18:00
参るぞ狼 25 Osprey's EYE 42 △G WORLD 9 魚種格闘技戦！ 220 本流のライセンス 伝心伝承 199 ☆ソルトギャラリー 36


カツオ博士に会いに行こう！ 宮崎のメジャーレイク 真夏の野尻湖 利根川 サクラマス 夏の東京湾キビレ＆クロダイ 夏の新潟県村上・寝屋釣行 宮崎県一ツ瀬川 兵庫県明石 タコエギ
18:30 菅原正志・菖蒲理乃・嘉山定晃 並木敏成・見上祥太 長谷川哲哉 村田 基 鵜澤政則 松田 稔 宮地寿人・井阪祐子 18:30


19:00 FS6306790R0C FS0410229R0C FS6103640R0C FS6103010R0C FS8421110R0C FS0507030R0C FS0215070R0C 19:00
こちら東海です。 181 △なるほど！沖釣りマスター 14 第2回 釣りうま女王決定戦 夏の陣 前編 釣りのある人生 △KEIファクトリー 1 ☆Oh！エド釣り日記 ☆follow my F 18


イカメタル＆バチコンにいざ挑戦！！ しまなみ海道　ひとつテンヤマダイ 夏のクイーンに輝くのは誰だ！？ ～2ndLife Part.1 三重県尾鷲市 川崎市 東扇島西公園 茨城県霞ケ浦水系
19:30 吉村 唯・村上晴彦 折本隆由・鈴木新太郎井手大介・井阪祐子・岡田万里奈・片山愛海・菖蒲理乃・末川かおり・田村優季・西田直恵・ペルビー貴子・美杉浦悦雄 馬路久史 エド山口 川村光大郎 19:30


20:00 FS6103620R0C FS6103610R0C FS6103650R0C FS6102560R0C FS0408610R0C FS0215060R0C FS0215080R0C 20:00
つりメガミ 8 もう一人で夜釣りはいけません 第2回 釣りうま女王決定戦 夏の陣 後編 海上釣堀DEポン2018夏 大漁！関東沖釣り爆釣会 149 ☆本気でオカッパリ 106 ☆バスギャラリー


噂のビッグベイトガール・レイラ降臨！ 最恐！怪談 釣り場の都市伝説 遂に夏のクイーンが決まる！！ 釣りはじ女王＆ダウザー参戦！ 夏休みだ！親子でアジ釣りに行こう！ 茨城県霞ケ浦水系 千葉県亀山ダム


20:30 レイラ 吉岡 進・田村優季・松居泉典井手大介・井阪祐子・岡田万里奈・片山愛海・菖蒲理乃・末川かおり・田村優季・西田直恵・ペルビー貴子・美ダウザー俺達。・太田英里 小野瀬みらい・佐藤保成 関和 学  草深幸範 20:30


21:00 FS0507030R0C FS0215060R0C FS0317020R0C FS0215080R0C FS1101070 FS0317049R0C FS0410230R0C 21:00
☆Oh！エド釣り日記 ☆本気でオカッパリ 106 ☆Dz SALT 2ND 11 ☆バスギャラリー ☆釣りうぇ～ぶ 104 ☆RAD SALT 6 ☆TSURI na KIBUN 15


川崎市 東扇島西公園 茨城県霞ケ浦水系 千葉県亀山ダム
21:30 エド山口 関和 学 鳴瀬雄太  草深幸範 井手大介・英玲奈ほか 高橋優介 利水つばさ 21:30


22:00 FS6209870R0C FS0215070R0C FS0317030R0C FS6103580R0C FS9500150 FS0313030R0C FS6307070R0C 22:00
☆エリアトラベラーズ 110 ☆follow my F 18 ☆ソルトギャラリー 36 ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 2THEフィッシング ＃1750 マゴチ・ヒラメ Seabass Journey 28 ☆投げ釣りギャラリー


長野 白馬八方ニレ池フィッシングセンター 茨城県霞ケ浦水系 兵庫県明石 タコエギ 夏のバスはドラマティック！ 高橋慶朗・山脇愛子 山形県・最上川
22:30 村田 基 川村光大郎 宮地寿人・井阪祐子 井阪祐子・片山愛海・美波千尋・平岩孝典 FS9500160 村岡昌憲 伊藤幸一 22:30


THEフィッシング ＃1801 東京湾タチウオ


23:00 【7夜連続！バーチカルメソッド特集 】 【7夜連続！バーチカルメソッド特集 】 【7夜連続！バーチカルメソッド特集 】 【7夜連続！バーチカルメソッド特集 】 【7夜連続！バーチカルメソッド特集 】 【7夜連続！バーチカルメソッド特集 】 【7夜連続！バーチカルメソッド特集 】 23:00
誰でも簡単！はじめてのジギング 目指せ！竿頭 1 タチウオ 前編 SALT X 10 釣りたガール！ 濃いめ 3 イカメタル Dz SALT 83 魚種格闘技戦！173 ソルトギャラリー 18


玄界灘 阪本智子・藁田信明 福井越前沖！SLJ＆メタルスッテゲーム 村西利恵・島田細香 秋田県男鹿半島・タイラバ 深いよー暗いよーデカイよー！ スローピッチジギング 新潟県 アラ
23:30 太田武志・あぜっち FS0409410R0C 富所 潤 FS6103570R0C 中井一誠 村田 基 山本啓人 23:30


目指せ！竿頭 2 タチウオ 後編 釣りたガール！ 濃いめ 4 バチコン
阪本智子・藁田信明 村西利恵・島田細香


24:00 FS6103030 FS0314990R0C FS6306790R0C FS0314980R0C FS6103610R0C FS1101070 FS0314930R0C 24:00
釣りたガール！ 35 玄界灘でSLJ SALT X 3 こちら東海です。 181 アジングへ行こう！ 17 もう一人で夜釣りはいけません ☆釣りうぇ～ぶ 104 突撃！SEAソルジャー 51


村西利恵・エミリー 静岡県伊豆半島 エギング イカメタル＆バチコンにいざ挑戦！！ 夏のアジング 兵庫県坊勢島の旅 最恐！怪談 釣り場の都市伝説 北九州響灘 タイラバゲームの魅力
24:30 FS6104140 湯川マサタカ 吉村 唯・村上晴彦 家邊克己 吉岡 進・田村優季・松居泉典 井手大介・英玲奈ほか 福島和可菜・北出弘紀 24:30


△J LAND 9
大野雄大(Da-iCE)ほか


25:00 FS0215050R0C FS0213280R0C FS0213290R0C FS0313030R0C FS0215040R0C FS0213220R0C FS8419970R0C 25:00
△Are you mad？ 11 BBブラザーズ 28 ガチコン 22 Seabass Journey 28 △トップ道 61 バスギャラリー SUGOIアワー 205


千葉県亀山ダム 静かなるデカバスハンター レンタルボートフィールドで50UPを釣れ！ 山形県・最上川 桧原湖ビッグクローラーベイト戦略 スゴフェッショナル～バスプロの流儀～
25:30 Satanシマダ 松田悟志・奥村和正 大仲正樹 村岡昌憲 荒井謙太 渡部圭一郎 河辺裕和・市村直之・小池貴幸 25:30


26:00 FS6104150R0C FS0213300R0C FS6209870R0C FS0317020R0C FS0317030R0C FS0408990R0C FS6103620R0C 26:00
△G WORLD 9 熱血！ミラクル道 2 ☆エリアトラベラーズ 110 ☆Dz SALT 2ND 11 ☆ソルトギャラリー 36 オフショアレボリューションNEXT 123 つりメガミ 8


利根川 サクラマス 地元福岡県遠賀川で夏の50UP 長野 白馬八方ニレ池フィッシングセンター 兵庫県明石 タコエギ 小田原のスルメイカ 噂のビッグベイトガール・レイラ降臨！
26:30 長谷川哲哉 酒井俊信 村田 基 鳴瀬雄太 宮地寿人・井阪祐子 高橋哲也・松田竜也 レイラ 26:30


27:00 FS8421110R0C FS0507030R0C FS0215060R0C FS0215070R0C FS0215080R0C FS0409800R0C FS8419129R0C 27:00


△KEIファクトリー 1 ☆Oh！エド釣り日記 ☆本気でオカッパリ 106 ☆follow my F 18 ☆バスギャラリー TSURI na KIBUN 3 魚種格闘技戦！ 196
川崎市 東扇島西公園 茨城県霞ケ浦水系 茨城県霞ケ浦水系 千葉県亀山ダム TACHIUO na KIBUN 幻の大魚イトウ


27:30 馬路久史 エド山口 関和 学 川村光大郎  草深幸範 利水つばさ・はるな愛 村田 基 27:30







4週目 4週目 4週目 4週目 4週目 4週目 4週目


7月19日(月) 7月20日(火) 7月21日(水) 7月22日(木) 7月23日(金) 7月24日(土) 7月25日(日)


04:00 FS0104540R0C FS0213200R0C FS8420550R0C FS0211210R0C FS6103460R0C FS0213190R0C FS0214270R0C 04:00
フライギャラリー モンドリアンファイター 22 LURE FREAK 99 follow my F 2 ASHIYAガールズフィッシングクラブExh1 トップ道 53 バスギャラリー


HIROSHIMA GRAND SLAM 激濁りリザーバーを攻略せよ！初夏のパターンフィッシング＆最新サイト術を大公開！難攻不落・印旛沼水系を歩く 夏の夜はイカメタルゲームで猛特訓 群馬ツートップ・多々良沼＆榛名湖 怪物ルーキーが挑む千葉県高滝ダム
04:30 牟田口崇・小倉隆平 伊豫部健 小野俊郎・加藤誠司 川村光大郎 小浜 弥・井阪祐子・片山愛海・美波千尋 荒井謙太 藤田京弥 04:30


05:00 FS0214010R0C FS0316030R0C FS0316130R0C FS0311850R0C FS6306780R0C FS0313949R0C FS0312910R0C 05:00
Osprey's EYE 45 SALT Dreamer 80 アジングへ行こう！ 23 SALT Dreamer 63 北海道つり部 10 POWER FIGHT 9 Dz SALT 94


梅雨の神奈川県津久井湖 島根県隠岐 磯キャスティングゲーム 瀬戸内海で夏アジング教室！ 鹿児島県・佐多岬 ショアゲーム 夏の積丹沖でブリジギング 屋久島海域の巨大カンパチ！ 宮城県石巻の磯マルゲーム
05:30 並木敏成・金井俊介 鈴木 斉 家邊克己・りのぴこ 鈴木 斉 佐藤悦子・矢野愛実 弘田一博 山本典史 05:30


06:00 FS6208550R0C FS8421110R0C FS6103090R0C FS8417300R0C FS0316080R0C FS0313930R0C FS9500150 06:00
鮎2018 KEIファクトリー 1 釣りとナニスル？ 1 魚種格闘技戦！173 ソルトギャラリー 32 ソルトギャラリー 16 THEフィッシング ＃1750 マゴチ・ヒラメ


中国地方の隠れた銘川を遊ぶ シーカヤックフィッシング×キャンプ 深いよー暗いよーデカイよー！ 伊勢志摩のライトジギング 京都舞鶴 タイラバゲーム 高橋慶朗・山脇愛子
06:30 瀬田匡志 馬路久史 井手大介 村田 基 井入宏之・飯田育也 庄山英伸 FS9500160 06:30


THEフィッシング ＃1801 東京湾タチウオ


07:00 FS0317000R0C FS0317010R0C FS6102580R0C FS6306220R0C FS6104150R0C FS0316050R0C FS6909450R0C 07:00
やっぱりシー研 海洋生物研究所 13 Splash！アラソルト 9 釣りたガール！ 6 すごかby九州 45 G WORLD 9 RAD SALT 2 参るぞ狼 9


伊勢湾タコエギ 女子だらけのイカメタル＆ライトジギング五目 夏の砂浜 投げ釣りに挑戦 利根川 サクラマス 静岡浜名湖ウェーディングゲーム アクアマリンふくしまへ参るぞ
07:30 藤澤周郷ほか 井上直美 村西利恵・あぜっち 美舞・日置 淳 長谷川哲哉 高橋優介 菅原正志・柳野玲子・安部義孝・岩田雅光 07:30


08:00 FS9500150 FS6208000R0C FS0410229R0C FS0408620R0C FS0506600R0C FS6209850R0C FS6306520R0C 08:00
THEフィッシング ＃1750 マゴチ・ヒラメ 鮎2017 なるほど！沖釣りマスター 14 東北つれつれ団 51 楽釣楽磯宣言 47 鮎2021 すごかby九州 51


高橋慶朗・山脇愛子 高知県奈半利川 しまなみ海道　ひとつテンヤマダイ 地元仙宮城県仙台港のシャコ釣り愛媛県下灘湾エリア マンモスチヌで磯命名宣言！ 福岡県宗像沖！イカメタルでデカイカ
08:30 FS9500160 有岡只祐 折本隆由・鈴木新太郎 星 礼美・針生秀一 城本尚史 松田克久 美舞・小濱 弥 08:30


THEフィッシング ＃1801 東京湾タチウオ


09:00 FS0316120R0C FS0104930R0C FS0409849R0C FS6208580R0C FS8420000R0C FS0104930R0C FS0317049R0C 09:00
Dz SALT 130 フライギャラリー 大漁！関東沖釣り爆釣会 177 ヘラブナギャラリー 魚種格闘技戦！ 209 フライギャラリー △RAD SALT 6


大分県臼杵湾 タイラバ＆幻のシロアマダイ Brotherhood3 源流イワナ 東京湾で高級魚アカムツを狙う！ 深宙 神秘の湖 青森十二湖・王池 南国パラオ釣行！G.Tトップゲーム Brotherhood3 源流イワナ


09:30 中井一誠 杉坂友大郎・杉坂渓亮 太田 唯・松本秀夫 石井旭舟 村田 基 杉坂友大郎・杉坂渓亮 高橋優介 09:30


10:00 FS0317030R0C FS6208620R0C FS0314940R0C FS0410230R0C FS0409009R0C FS6209870R0C FS6307070R0C 10:00
△ソルトギャラリー 36 トラウトギャラリー BinBinソルト 47 △TSURI na KIBUN 15 大漁！関東沖釣り爆釣会 160 △エリアトラベラーズ 110 △投げ釣りギャラリー
兵庫県明石 タコエギ 夏の九頭竜川水系 愛媛県松山沖 東京湾のカサゴ 長野 白馬八方ニレ池フィッシングセンター


10:30 宮地寿人・井阪祐子 やまけん 田中亜衣 利水つばさ 太田 唯・川添法臣 村田 基 伊藤幸一 10:30


11:00 FS0316040R0C FS6307070R0C FS8421120R0C FS0317049R0C FS6209880R0C FS0215070R0C FS0215060R0C 11:00
とことんエギパラダイス 136 △投げ釣りギャラリー ☆伝心伝承 218 △RAD SALT 6 ☆鮎2021 △follow my F 18 △本気でオカッパリ 106


愛媛由良半島の旅 ついに悲願のキロアップ！？ 茨城県霞ケ浦水系 茨城県霞ケ浦水系
11:30 片山愛海・木下大介 伊藤幸一 松田 稔 高橋優介 川村光大郎 関和 学 11:30


12:00 FS0506600R0C FS1101070 FS8419920R0C FS0311950R0C FS6306520R0C FS0215080R0C FS0317020R0C 12:00
楽釣楽磯宣言 47 △釣りうぇ～ぶ 104 魚種格闘技戦！ 208 ソルトギャラリー すごかby九州 51 △バスギャラリー △Dz SALT 2ND 11


愛媛県下灘湾エリア マンモスチヌで磯命名宣言！ ニューヨーク・ストライパー釣行！Part‐2（大会編）沖縄県・久米島 パワースロー 福岡県宗像沖！イカメタルでデカイカ 千葉県亀山ダム


12:30 城本尚史 井手大介・英玲奈ほか 村田 基 西本康生 美舞・小濱 弥  草深幸範 鳴瀬雄太 12:30


13:00 FS0316130R0C FS0316149R0C FS6208000R0C FS6208620R0C FS0317050R0C FS0317030R0C FS0507030R0C 13:00
アジングへ行こう！ 23 SALT X 10 鮎2017 トラウトギャラリー ☆とことんエギパラダイス 145 △ソルトギャラリー 36 △Oh！エド釣り日記


瀬戸内海で夏アジング教室！ 福井越前沖！SLJ＆メタルスッテゲーム 高知県奈半利川 夏の九頭竜川水系 福井県若狭湾 兵庫県明石 タコエギ 川崎市 東扇島西公園
13:30 家邊克己・りのぴこ 富所 潤 有岡只祐 やまけん 片山愛海 宮地寿人・井阪祐子 エド山口 13:30


14:00 FS6306730R0C FS0315859R0C FS6208010R0C FS0104930R0C FS9600160R0C FS8420000R0C FS1101080 14:00
関西発！RASHIKU派 14 Let's try ソルトゲーム 5 ヘラブナギャラリー フライギャラリー 釣り百景 ＃293 魚種格闘技戦！ 209 ☆釣りうぇ～ぶ 105


雨のムコイチ タコジグ奮闘記 北陸のメタルティップランにトライ！ 山梨県西湖 夏のチョウチン両ダンゴ Brotherhood3 源流イワナ 五島の磯でショアゲーム 南国パラオ釣行！G.Tトップゲーム
14:30 美波千尋・沖一文字 太田武志・あぜっち 野島 孝 杉坂友大郎・杉坂渓亮 辺見哲也・松岡豪之 村田 基 井手大介・英玲奈ほか 14:30


15:00 FS6307070R0C FS0317049R0C FS0408590R0C FS6909450R0C FS0314940R0C FS0410230R0C FS6209880R0C 15:00
△投げ釣りギャラリー △RAD SALT 6 沖釣りギャラリー 参るぞ狼 9 BinBinソルト 47 △TSURI na KIBUN 15 ☆鮎2021


東京湾 LTタチウオ アクアマリンふくしまへ参るぞ 愛媛県松山沖 
15:30 伊藤幸一 高橋優介 高槻 慧 菅原正志・柳野玲子・安部義孝・岩田雅光 田中亜衣 利水つばさ 15:30


16:00 FS0215080R0C FS9500150 FS0506600R0C FS6209130R0C FS0214270R0C FS0409849R0C FS8420570R0C 16:00
△バスギャラリー THEフィッシング ＃1750 マゴチ・ヒラメ 楽釣楽磯宣言 47 The Long Arms 2 バスギャラリー 大漁！関東沖釣り爆釣会 177 BIG BITE 148
千葉県亀山ダム 高橋慶朗・山脇愛子 愛媛県下灘湾エリア マンモスチヌで磯命名宣言！千葉県江戸川のテナガエビ 怪物ルーキーが挑む千葉県高滝ダム 東京湾で高級魚アカムツを狙う！ 真夏の七川ダムを攻略せよ


16:30  草深幸範 FS9500160 城本尚史 荻野貴生・沖田 護 藤田京弥 太田 唯・松本秀夫 菊元俊文 16:30
THEフィッシング ＃1801 東京湾タチウオ


17:00 FS1101070 FS8420520R0C FS0410230R0C FS0507030R0C FS6103090R0C FS0317050R0C FS9600160R0C 17:00
△釣りうぇ～ぶ 104 Go for it！ 171 △TSURI na KIBUN 15 △Oh！エド釣り日記 釣りとナニスル？ 1 ☆とことんエギパラダイス 145 釣り百景 ＃293


6月のバスポンド・兵庫県鴨池 川崎市 東扇島西公園 シーカヤックフィッシング×キャンプ 福井県若狭湾 五島の磯でショアゲーム
17:30 井手大介・英玲奈ほか 田辺哲男 利水つばさ エド山口 井手大介 片山愛海 辺見哲也・松岡豪之 17:30


18:00 FS8417300R0C FS6103580R0C FS0317049R0C FS6102580R0C FS6209870R0C FS6104140 FS8419990R0C 18:00
魚種格闘技戦！173 ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 2 △RAD SALT 6 釣りたガール！ 6 △エリアトラベラーズ 110 J LAND 9 Fishing Cafe 68


深いよー暗いよーデカイよー！ 夏のバスはドラマティック！ 女子だらけのイカメタル＆ライトジギング五目長野 白馬八方ニレ池フィッシングセンター 大野雄大(Da-iCE)ほか 北海道朱鞠内湖 秋・春編 イトウ
18:30 村田 基 井阪祐子・片山愛海・美波千尋・平岩孝典 高橋優介 村西利恵・あぜっち 村田 基 FS6104160 中野信之 18:30


☆J LAND 10
大野雄大(Da-iCE)ほか


19:00 FS0409849R0C FS0317020R0C FS0214270R0C FS6307070R0C FS0410230R0C FS8421120R0C FS0215100R0C 19:00
大漁！関東沖釣り爆釣会 177 △Dz SALT 2ND 11 バスギャラリー △投げ釣りギャラリー △TSURI na KIBUN 15 ☆伝心伝承 218 ☆Osprey's EYE 50


東京湾で高級魚アカムツを狙う！ 怪物ルーキーが挑む千葉県高滝ダム
19:30 太田 唯・松本秀夫 鳴瀬雄太 藤田京弥 伊藤幸一 利水つばさ 松田 稔 並木敏成 19:30


20:00 FS0316080R0C FS8420000R0C FS0316120R0C FS0213230R0C FS0316130R0C FS0215090R0C FS6307080R0C 20:00
ソルトギャラリー 32 魚種格闘技戦！ 209 Dz SALT 130 Make？！ 25 アジングへ行こう！ 23 ☆GAN’s GANGS 74 ☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！3


伊勢志摩のライトジギング 南国パラオ釣行！G.Tトップゲーム大分県臼杵湾 タイラバ＆幻のシロアマダイ 夏・カレント・遠賀川の法則 瀬戸内海で夏アジング教室！ 広島県八田原ダム 瀬戸もも


20:30 井入宏之・飯田育也 村田 基 中井一誠 金森隆志 家邊克己・りのぴこ 平岩孝典 FS6307090R0C 20:30
☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！4


21:00 FS8421120R0C FS0215090R0C FS0317050R0C FS6307080R0C FS1101080 FS0215110R0C FS6209860R0C 21:00
☆伝心伝承 218 ☆GAN’s GANGS 74 ☆とことんエギパラダイス 145 ☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！3 ☆釣りうぇ～ぶ 105 ☆Dz BASS 6 ☆わくわくキャンプフィッシング 1


広島県八田原ダム 福井県若狭湾 瀬戸もも
21:30 松田 稔 平岩孝典 片山愛海 FS6307090R0C 井手大介・英玲奈ほか 藤田京弥 森 風美ほか 21:30


☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！4


22:00 FS9600160R0C FS0215100R0C FS6306520R0C FS6209880R0C FS6102090R0C FS0105010R0C FS6209620R0C 22:00
釣り百景 ＃293 ☆Osprey's EYE 50 すごかby九州 51 ☆鮎2021 釣戦 ～IKUSA～ 1 ☆フライギャラリー 鮎2020


五島の磯でショアゲーム 福岡県宗像沖！イカメタルでデカイカ 霞ヶ浦水系オカッパリ対決 静岡県浜名湖　クロダイほか 型にはまらず、自由に遊ぶ。
22:30 辺見哲也・松岡豪之 並木敏成 美舞・小濱 弥 川村光大郎・伊豫部健 丸橋英三・杉浦雄三 桑原 健 22:30


23:00 【特集：夏のソトアソビ7選】 【特集：夏のソトアソビ7選】 【特集：夏のソトアソビ7選】 【特集：夏のソトアソビ7選】 【特集：夏のソトアソビ7選】 【特集：夏のソトアソビ7選】 【特集：夏のソトアソビ7選】 23:00
釣りとナニスル？ 1 やってみよう！アクアリウムのススメ ぶらりバスの旅 16 BLACKBASSTAR 6 森のチカラ 14 高橋哲也の釣り、行きませんか？ 5 釣りとナニスル？ 3


シーカヤックフィッシング×キャンプ ～ガサガサしてみよう～ 讃岐エリアで観光＆グルメ満載！キャンプとバスフィッシングとEGU'sキッチン！！ 山形県大鳥池のタキタロウ 夏休み・子供たちと海に行こう！ 東京BAYSIDEたこ焼きキャンプ
23:30 井手大介 彼方茜香ほか センドウタカシ 吉田 遊・江口俊介 仲川希良・渡辺佐智 高橋哲也ほか 井手大介・吉野七宝実 23:30


24:00 FS6103600R0C FS8419990R0C FS8420570R0C FS8415330R0C FS6305540R0C FS1101080 FS6206279R0C 24:00
休日は釣りに夢中！12 Fishing Cafe 68 BIG BITE 148 夏の南津軽を彩る祭りと渓流釣りの旅 こちら東海です。143 ☆釣りうぇ～ぶ 105 TROUT QUEST 2
渕上万莉・西田直恵 北海道朱鞠内湖 秋・春編 イトウ 真夏の七川ダムを攻略せよ 女子2人の夏休み！木曽川でテナガエビ＆ハゼ！ 木曽川源流のイワナ


24:30 FS6104140 中野信之 菊元俊文 大槻典子・里見栄正 吉村 唯・吉川麻帆 井手大介・英玲奈ほか 吉田和展 24:30
J LAND 9


大野雄大(Da-iCE)ほか


25:00 FS0215070R0C FS0314940R0C FS6307070R0C FS9500150 FS0215060R0C FS0104100R0C FS6102090R0C 25:00
△follow my F 18 BinBinソルト 47 △投げ釣りギャラリー THEフィッシング ＃1750 マゴチ・ヒラメ △本気でオカッパリ 106 ハイパーエキスパート 釣戦 ～IKUSA～ 1


茨城県霞ケ浦水系 愛媛県松山沖 高橋慶朗・山脇愛子 茨城県霞ケ浦水系 宮川でウェット入門 霞ヶ浦水系オカッパリ対決
25:30 川村光大郎 田中亜衣 伊藤幸一 FS9500160 関和 学 杉坂研治 川村光大郎・伊豫部健 25:30


THEフィッシング ＃1801 東京湾タチウオ


26:00 FS0317049R0C FS9600160R0C FS0316080R0C FS0317050R0C FS0316120R0C FS0213230R0C FS0408620R0C 26:00
△RAD SALT 6 釣り百景 ＃293 ソルトギャラリー 32 ☆とことんエギパラダイス 145 Dz SALT 130 Make？！ 25 東北つれつれ団 51


五島の磯でショアゲーム 伊勢志摩のライトジギング 福井県若狭湾 大分県臼杵湾 タイラバ＆幻のシロアマダイ 夏・カレント・遠賀川の法則 地元仙宮城県仙台港のシャコ釣り
26:30 高橋優介 辺見哲也・松岡豪之 井入宏之・飯田育也 片山愛海 中井一誠 金森隆志 星 礼美・針生秀一 26:30


27:00 FS0410230R0C FS8421120R0C FS0215090R0C FS0215100R0C FS6307080R0C FS0309760R0C FS6102580R0C 27:00


△TSURI na KIBUN 15 ☆伝心伝承 218 ☆GAN’s GANGS 74 ☆Osprey's EYE 50 ☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！3 SALT Dreamer 50 釣りたガール！ 6
広島県八田原ダム 瀬戸もも 相模湾 キハダ＆シイラ 女子だらけのイカメタル＆ライトジギング五目


27:30 利水つばさ 松田 稔 平岩孝典 並木敏成 FS6307090R0C 鈴木 斉 村西利恵・あぜっち 27:30


☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！4







特別編成 特別編成 特別編成 特別編成 特別編成 特別編成


7月26日(月) 7月27日(火) 7月28日(水) 7月29日(木) 7月30日(金) 7月31日(土)


04:00 FS0314070R0C FS9600160R0C FS9500150 FS0213960R0C FS0104410R0C FS6305559R0C 04:00
アジングへ行こう！ 11 釣り百景 ＃293 THEフィッシング ＃1750 マゴチ・ヒラメ GAN's GANGS 69 ハイパーエキスパート すごかby九州 33


真夏のアジング 豆アジ攻略の旅 五島の磯でショアゲーム 高橋慶朗・山脇愛子 初夏の池原ダムでモンスターバスを釣れ！ 北海道阿寒湖2016 夏の夜遊び！
04:30 家邊克己 辺見哲也・松岡豪之 FS9500160 平岩孝典 杉坂研治 美舞・薗田隆次 04:30


THEフィッシング ＃1801 東京湾タチウオ


05:00 FS6208590R0C FS0311960R0C FS6307070R0C FS0312920R0C FS0213150R0C FS0214290R0C 05:00
トラウトギャラリー ソルトギャラリー 投げ釣りギャラリー とことんエギパラダイス 122 テッペンDASH！ 18 BASS SESSION 7 愛媛県金砂湖


怪魚ハンター北海道ワイルドレインボー 大阪府・大阪湾 スロージギング 鹿児島県甑島の旅 愛媛県減水リザーバー冒険 奥田 学
05:30 赤塚ケンイチ 山本啓人 伊藤幸一 彼方茜香・河野 誠 大西健太 FS0214300R0C 05:30


BASS SESSION 8 愛媛県金砂湖
黒田健史


06:00 FS8420570R0C FS0410230R0C FS6909430R0C FS6306490R0C FS0317049R0C FS0314869R0C 06:00
BIG BITE 148 TSURI na KIBUN 15 参るぞ狼 7 こちら東海です。 174 RAD SALT 6 ドラゴン8 #18


真夏の七川ダムを攻略せよ 稲敷バス大会に参るぞ 巨大マダイを狙え！伊勢湾タイラバゲーム 東京湾開幕！ジグ勝負＆テンヤチャレンジ
06:30 菊元俊文 利水つばさ 菅原正志・柳野玲子・関和 学 吉村 唯・伊豫部巧 高橋優介 吉岡 進 06:30


07:00 FS0317020R0C FS0317030R0C FS6306200R0C FS0409850R0C FS6209620R0C FS0312949R0C 07:00
Dz SALT 2ND 11 ソルトギャラリー 36 北海道つり部 3 東北つれつれ団 66 鮎2020 POWER FIGHT3


兵庫県明石 タコエギ 然別湖のトラウトフィッシング新応援団長就任！地元の海でカレイ五目釣り！型にはまらず、自由に遊ぶ。 トカラの巨大カンパチ
07:30 鳴瀬雄太 宮地寿人・井阪祐子 佐藤悦子・輪島 悟 青木悠奈・千葉めぐみ 桑原 健 弘田一博 07:30


08:00 FS8419990R0C FS6103100R0C FS6209870R0C FS0505660R0C FS0507030R0C FS9600160R0C 08:00
Fishing Cafe 68 高橋哲也の釣り、行きませんか？ 5 エリアトラベラーズ 110 本流のライセンス Oh！エド釣り日記 釣り百景 ＃293


北海道朱鞠内湖 秋・春編 イトウ 夏休み・子供たちと海に行こう！ 長野 白馬八方ニレ池フィッシングセンター 梅雨の新潟県笹川流れ釣行 川崎市 東扇島西公園 五島の磯でショアゲーム
08:30 中野信之 高橋哲也ほか 村田 基 鵜澤政則 エド山口 辺見哲也・松岡豪之 08:30


09:00 FS0214310R0C FS6306829R0C FS6206909R0C FS1003430R0C FS0214290R0C FS6209880R0C 09:00
BLACKBASSTAR 6 関西発！RASHIKU派 15 ヘラブナギャラリー トップウォーターの真実 BASS SESSION 7 愛媛県金砂湖 △鮎2021


キャンプとバスフィッシングとEGU'sキッチン！！虫エサ克服！淀川河口で投げキビレ！ 筑波湖 夏の両ダンゴ 奥田 学


09:30 吉田 遊・江口俊介 美波千尋・鈴記 徹 杉山和由荒井謙太・伊豫部健・奥村和正・加藤誠司・菊元俊文・田辺哲男・並木敏成・吉田 撃ほかFS0214300R0C 09:30
BASS SESSION 8 愛媛県金砂湖


黒田健史
10:00 FS6103660R0C FS8420589R0C FS0213240R0C FS6209860R0C FS6207450R0C FS0409820R0C 10:00


熱愛！サカナ図鑑 1 伝心伝承 207 D-IMPACT 68 △わくわくキャンプフィッシング 1 トラウトギャラリー TSURI na KIBUN 4
～アジ～ 特別編 ～リクエストスペシャル～ モンスター出現！梅雨の池原ダム 怪魚ハンター登場！北海道 初体験のマダコ釣りでツリジョ2人が大興奮！


10:30 菅原正志・高橋宏司・神山克也・家邊克己 松田 稔 奥村和正 森 風美ほか 赤塚ケンイチ 利水つばさ・白姫あかり 10:30


11:00 FS9600160R0C FS6209580R0C FS0409370R0C FS0214110R0C FS0105010R0C FS6307080R0C 11:00
釣り百景 ＃293 鮎2020 チヌ道一直線 96 INCREDIBASS 14 △フライギャラリー △関西発めちゃめちゃ釣りたい！3


五島の磯でショアゲーム ～瀬田匡志・鳥取県日野川～ いざ、尾鷲湾の大チヌに挑む！ 奈良県七色ダム 夏の虫パターンが炸裂！ 静岡県浜名湖　クロダイほか 瀬戸もも
11:30 辺見哲也・松岡豪之 瀬田匡志 山本太郎 青木大介 丸橋英三・杉浦雄三 FS6307090R0C 11:30


△関西発めちゃめちゃ釣りたい！4


12:00 FS6306220R0C FS1101080 FS6103000R0C FS6102600R0C FS6103570R0C FS0215100R0C 12:00
すごかby九州 45 △釣りうぇ～ぶ 105 戦慄！釣り場の心霊スポット巡り 2019 つりメガミ 1 釣りたガール！ 濃いめ 4 バチコン △Osprey's EYE 50


夏の砂浜 投げ釣りに挑戦 でかバスあいどる りんか降臨 村西利恵・島田細香


12:30 美舞・日置 淳 井手大介・英玲奈ほか 星崎柑那・美波千尋・松居泉典 りんか FS6104160 並木敏成 12:30
△J LAND 10


大野雄大(Da-iCE)ほか
13:00 FS0213240R0C FS0314020R0C FS0214280R0C FS6207450R0C FS0214320R0C FS0214110R0C 13:00


D-IMPACT 68 突撃！SEAソルジャー 46 ランガンパニック 42 トラウトギャラリー Osprey's EYE 46 INCREDIBASS 14
モンスター出現！梅雨の池原ダム 能登半島タイラバゲームの魅力 撃釣！雨の濁りは反転流を狙え！ 怪魚ハンター登場！北海道 夏の津風呂湖 奈良県七色ダム 夏の虫パターンが炸裂！


13:30 奥村和正 福島和可菜・北出弘紀 吉田 撃 赤塚ケンイチ 並木敏成・阿部貴樹 青木大介 13:30


14:00 FS0105010R0C FS0215110R0C FS0214310R0C FS6104170R0C FS6104180R0C FS8418250R0C 14:00
△フライギャラリー △Dz BASS 6 BLACKBASSTAR 6 ☆釣りとナニスル？ 5 ☆帰ってきた5L ton 1 魚種格闘技戦！185


静岡県浜名湖　クロダイほか キャンプとバスフィッシングとEGU'sキッチン！！三重県銚子川で鮎とキャンプ タク石黒 極信！神々の国インド
14:30 丸橋英三・杉浦雄三 藤田京弥 吉田 遊・江口俊介 井手大介ほか FS6104190R0C 村田 基 14:30


☆帰ってきた5L ton 2


15:00 FS6103100R0C FS0409850R0C FS0311970R0C FS6209620R0C FS8420589R0C FS6209860R0C 15:00
高橋哲也の釣り、行きませんか？ 5 東北つれつれ団 66 RUN&GUN SALT 鮎2020 伝心伝承 207 △わくわくキャンプフィッシング 1


夏休み・子供たちと海に行こう！新応援団長就任！地元の海でカレイ五目釣り！ 宮城・デイリバーシーバス 型にはまらず、自由に遊ぶ。 特別編 ～リクエストスペシャル～
15:30 高橋哲也ほか 青木悠奈・千葉めぐみ 佐藤雄一 桑原 健 松田 稔 森 風美ほか 15:30


16:00 FS6307080R0C FS6206310R0C FS6208620R0C FS0409820R0C FS6103660R0C FS6104219R0C 16:00
△関西発めちゃめちゃ釣りたい！3 ENJOY FISHING 9 トラウトギャラリー TSURI na KIBUN 4 熱愛！サカナ図鑑 1 ☆ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 5


瀬戸もも 江戸川放水路のハゼ 夏の九頭竜川水系 初体験のマダコ釣りでツリジョ2人が大興奮！ ～アジ～ 東京湾タコジグ


16:30 FS6307090R0C ローザ ユリ・長谷文彦 やまけん 利水つばさ・白姫あかり 菅原正志・高橋宏司・神山克也・家邊克己 片山愛海ほか 16:30
△関西発めちゃめちゃ釣りたい！4


17:00 FS1101080 FS0213230R0C FS6209860R0C FS8421120R0C FS0314070R0C FS6206909R0C 17:00
△釣りうぇ～ぶ 105 Make？！ 25 △わくわくキャンプフィッシング 1 △伝心伝承 218 アジングへ行こう！ 11 ヘラブナギャラリー


夏・カレント・遠賀川の法則 真夏のアジング 豆アジ攻略の旅 筑波湖 夏の両ダンゴ
17:30 井手大介・英玲奈ほか 金森隆志 森 風美ほか 松田 稔 家邊克己 杉山和由 17:30


18:00 FS6209880R0C FS0317050R0C FS0215110R0C FS0105010R0C FS0214280R0C FS6104180R0C 18:00
△鮎2021 △とことんエギパラダイス 145 △Dz BASS 6 △フライギャラリー ランガンパニック 42 ☆帰ってきた5L ton 1


静岡県浜名湖　クロダイほか 撃釣！雨の濁りは反転流を狙え！ タク石黒
18:30 片山愛海 藤田京弥 丸橋英三・杉浦雄三 吉田 撃 FS6104190R0C 18:30


☆帰ってきた5L ton 2


19:00 FS0409820R0C FS6307080R0C FS6102970R0C FS0104110R0C FS6209860R0C FS6208590R0C 19:00
TSURI na KIBUN 4 △関西発めちゃめちゃ釣りたい！3 高橋哲也の釣り、行きませんか？ 4 フライギャラリー △わくわくキャンプフィッシング 1 トラウトギャラリー


初体験のマダコ釣りでツリジョ2人が大興奮！ 瀬戸もも 釣具屋さんの入り口付近にある道具を持って！ BASSゲーム@芦ノ湖 怪魚ハンター北海道ワイルドレインボー
19:30 利水つばさ・白姫あかり FS6307090R0C 高橋哲也 岩井渓一郎 森 風美ほか 赤塚ケンイチ 19:30


△関西発めちゃめちゃ釣りたい！4


20:00 FS0409850R0C FS0214280R0C FS0214240R0C FS6207470R0C FS6306829R0C FS6104170R0C 20:00
東北つれつれ団 66 ランガンパニック 42 5L ton32 ヘラブナギャラリー 関西発！RASHIKU派 15 ☆釣りとナニスル？ 5


新応援団長就任！地元の海でカレイ五目釣り！撃釣！雨の濁りは反転流を狙え！ 『ラーメンを食べると釣れるってホント？』 長竿で楽しむ夏の芦ノ湖 虫エサ克服！淀川河口で投げキビレ！ 三重県銚子川で鮎とキャンプ


20:30 青木悠奈・千葉めぐみ 吉田 撃 タク石黒 石井忠相 美波千尋・鈴記 徹 井手大介ほか 20:30


21:00 FS8420589R0C FS6104170R0C FS6104180R0C FS6104200R0C FS6104219R0C FS0215120R0C 21:00
伝心伝承 207 ☆釣りとナニスル？ 5 ☆帰ってきた5L ton 1 ☆つりメガミ 11 ☆ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 5 ☆ぶらりバスの旅 19


特別編 ～リクエストスペシャル～ 三重県銚子川で鮎とキャンプ タク石黒 東京湾タコジグ 北陸福井県エリア
21:30 松田 稔 井手大介ほか FS6104190R0C 片山愛海ほか センドウタカシ 21:30


☆帰ってきた5L ton 2


22:00 FS6102600R0C FS6103000R0C FS8418250R0C FS0407420R0C FS0311960R0C FS6103660R0C 22:00
つりメガミ 1 戦慄！釣り場の心霊スポット巡り 2019 魚種格闘技戦！185 沖釣りギャラリー ソルトギャラリー 熱愛！サカナ図鑑 1


でかバスあいどる りんか降臨 極信！神々の国インド 真夏のキンメダイ 大阪府・大阪湾 スロージギング ～アジ～
22:30 りんか 星崎柑那・美波千尋・松居泉典 村田 基 岡本光央 山本啓人 菅原正志・高橋宏司・神山克也・家邊克己 22:30


23:00 【特集：サーフェスタクティクス７選】 【特集：サーフェスタクティクス７選】 【特集：サーフェスタクティクス７選】 【特集：サーフェスタクティクス７選】 【特集：サーフェスタクティクス７選】 【特集：サーフェスタクティクス７選】 23:00
トップウォーターの真実 トラウトギャラリー INCREDIBASS 14 トップ道 58 フライギャラリー Counter 18


怪魚ハンター登場！北海道 奈良県七色ダム 夏の虫パターンが炸裂！ 梅雨ノ晴レ間ノ高知県大渡ダム 木曽の渓歩き～タナビラとイワナ 野尻湖フィッシュを捕獲せよ！！
23:30荒井謙太・伊豫部健・奥村和正・加藤誠司・菊元俊文・田辺哲男・並木敏成・吉田 撃ほか赤塚ケンイチ 青木大介 荒井謙太 里見栄正 木村建太 23:30


24:00 FS6103560R0C FS0213240R0C FS0105010R0C FS0311970R0C FS0213140R0C FS1004270R0C 24:00
釣りたガール！ 濃いめ 3 イカメタル D-IMPACT 68 △フライギャラリー RUN&GUN SALT INCREDIBASS 10 Bass Fishing Trip in America


村西利恵・島田細香 モンスター出現！梅雨の池原ダム 静岡県浜名湖　クロダイほか 宮城・デイリバーシーバス奈良県津風呂湖 クリアレイクの表層パターン炸裂！
24:30 FS6104160 奥村和正 丸橋英三・杉浦雄三 佐藤雄一 青木大介 ブレット ハイト・清水盛三 24:30


△J LAND 10
大野雄大(Da-iCE)ほか


25:00 FS0215100R0C FS6209880R0C FS6102600R0C FS8416310R0C FS0215090R0C FS6103000R0C 25:00
△Osprey's EYE 50 △鮎2021 つりメガミ 1 魚種格闘技戦！163 △GAN’s GANGS 74 戦慄！釣り場の心霊スポット巡り 2019


でかバスあいどる りんか降臨 八重山ブルー石垣島旅 広島県八田原ダム
25:30 並木敏成 りんか 村田 基 平岩孝典 星崎柑那・美波千尋・松居泉典 25:30


26:00 FS0215110R0C FS0214290R0C FS6208590R0C FS6104180R0C FS6102570R0C FS0214260R0C 26:00
△Dz BASS 6 BASS SESSION 7 愛媛県金砂湖 トラウトギャラリー ☆帰ってきた5L ton 1 やってみよう！アクアリウムのススメ トップ道 58


奥田 学 怪魚ハンター北海道ワイルドレインボー タク石黒 ～ガサガサしてみよう～ 梅雨ノ晴レ間ノ高知県大渡ダム
26:30 藤田京弥 FS0214300R0C 赤塚ケンイチ FS6104190R0C 彼方茜香ほか 荒井謙太 26:30


BASS SESSION 8 愛媛県金砂湖 ☆帰ってきた5L ton 2
黒田健史


27:00 FS6209860R0C FS0214320R0C FS6104170R0C FS0213170R0C FS6104200R0C FS8415380R0C 27:00


△わくわくキャンプフィッシング 1 Osprey's EYE 46 ☆釣りとナニスル？ 5 follow my F 10 ☆つりメガミ 11 DAZZLE！ 2
夏の津風呂湖 三重県銚子川で鮎とキャンプ 山口県・小野湖を歩く 新たなるビッグベイトの可能性


27:30 森 風美ほか 並木敏成・阿部貴樹 井手大介ほか 川村光大郎 平岩孝典・吉田 撃・大仲正樹 27:30
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 ●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。


6月28日(月) 6月29日(火) 6月30日(水) 7月1日(木) 7月2日(金) 7月3日(土) 7月4日(日)


10 CSテレ朝ナビ！！


00 囲碁将棋の山はなんでも知っている[標高0ｍ]


05 DJ KOOのココDO KOO!? #1


25 CSテレ朝ナビ！！


50 [字]韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #7（～5:00ま


で）


50 [字]韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #8（～5:00ま


で）


6月28日(月) 6月29日(火) 6月30日(水) 7月1日(木) 7月2日(金) 7月3日(土) 7月4日(日)


30 ドラえもん #210


00 おにぎりあたためますか #697


30 ★おにぎりあたためますか


#698


00 ドラえもん #92


30 ドラえもん #93


00 [字]韓国ドラマ


「私の恋したテリウス～A LOVE


MISSION～」


#3


#4


10 DJ KOOのココDO KOO!? #2


00 [字]韓国ドラマ


「私の恋したテリウス～A LOVE


MISSION～」


#5


#6


10 DJ KOOのココDO KOO!? #3


00 ドラえもん #479


30 ドラえもん #480


00 [新]おっさんずラブ #1


00 上田ちゃんネル #317


00 ★別冊ももクロChan #243


30 囲碁将棋の山はなんでも知っ


ている #1 #2


00 番組未定


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #36


00 パーマン #113 #114


30 チンプイ #7-9


（～5:00まで）


40 SUPER SHIRO


#1-11


00 [終][副]バトルアスリーテス大


運動会ReSTART! #12


30 ★[新]RE-MAIN #1


00 囲碁将棋の山はなんでも知っ


ている #5 #6[終]


30 ゲキレア珍百景 #40


00 東京お笑いライブマニア


ママタルト単独ライブ「まーごめ拳


法豚キムチ」（前編）


00 [終]時効警察はじめました


#8


30 チンプイ #4-6


（～5:00まで）


00 ドラえもん #94


30 ドラえもん #95


00 クレヨンしんちゃん #583


30 クレヨンしんちゃん #584


00 クレヨンしんちゃん #957


30 クレヨンしんちゃん #958


30 電脳少女シロのアレコレ挑戦


バラエティ 超サイキ道DX #14


10 【新シーズンスタート直前！】


緊急取調室（2017）#7


10 [字]韓国ドラマ


「刑務所のルールブック」


#3


#4


30 [新]チンプイ #1-3


（～5:00まで）


30 団地ともお #36


00 おっさんずラブ #2


＜副音声あり＞


00 ドラえもん #209


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #23


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #24


00 仮面ライダーゼロワン #23


30 仮面ライダーゼロワン #24


00 警視庁･捜査一課長


Season3 #6


00 警視庁･捜査一課長


Season3 #7


00 相棒Season5 #13


「Ｗの悲喜劇」


00 【夏のスポーツアニメ一挙放


送！】ユーリ!!! on ICE


#1-12[終]


（～引き続き）チンプイ


#4-6


00 私のおじさん～WATAOJI～


#5


00 私のおじさん～WATAOJI～


#6


00 おみやさん（2008-2009）


#13


00 おみやさん（2008-2009）


#14


00 相棒Season5 #14


「貢ぐ女」


00 【夏のスポーツアニメ一挙放


送！】


バトルアスリーテス大運動会


#1-20


[スカパー！無料除外]


10 囲碁将棋の山はなんでも知っ


ている


#1-6[終]


7


8 8


11


24 24


25


22


00 べしゃり暮らし #7


00 あたしンち #166


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #26


00 クレヨンしんちゃん #346


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #35


00 仮面ライダービルド #24


30 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2019）#7


12


13


14


18


9


10


15


16


【CSテレ朝チャンネル1 】2021年7月第1週


4


12


16


11


5


6


7


30 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2019）#8


10 ★[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#12


#13


【推】


30 あたしンち #181


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」 #8


00 [終]べしゃり暮らし #8


14


15


10


30 警視庁･捜査一課長


Season1 #2


30 警視庁･捜査一課長


Season1 #3


30 番組未定


20 【新シーズンスタート直前！】


緊急取調室（2014）#2


00 あたしンち #167


30 ワールドトリガー #24


00 クレヨンしんちゃん #347


（～引き続き）[新]チンプイ


#1-3


27


20


26


23


25


21 21


22


23


00 幻想魔伝 最遊記 #17


30 幻想魔伝 最遊記 #18


00 ★上田ちゃんネル #349


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#1


#2


#3


30 DJ KOOのココDO KOO!? #12


00 ワールドトリガー #37


30 ワールドトリガー #38


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2013）#6


00 となりの関くん


#10 #11 #12


30 となりの関くん


#13 #14 #15


00 ドォーモ 真夜中のウワサ話


#45


30 ゲキレア珍百景 #96


45 囲碁将棋の山はなんでも知っている #3


00 [新][字]韓国ドラマ


「私の恋したテリウス～A LOVE


MISSION～」


#1


#2


10 DJ KOOのココDO KOO!? #1


00 番組未定


4


5


6


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」 #7


9


19


18


13


00 魔進戦隊キラメイジャー #24


30 仮面ライダーゼロワン #24


00 ★新あたしンち #9


30 ★新あたしンち #10


30 ★ドクター彦次郎4


人気病院ランキング連続殺人!?何で


も治す大病院VS薬も出さない町の


医院…衝撃の医療トリックを元たこ焼


き職人の名医が解く!!


20 【新シーズンスタート直前！】


[新]緊急取調室（2014）#1


初回SP


22 【新シーズンスタート直前！】


緊急取調室（2017）#6


17 17


19


20


26


27
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 ●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。


7月5日(月) 7月6日(火) 7月7日(水) 7月8日(木) 7月9日(金) 7月10日(土) 7月11日(日)


00 囲碁将棋の山はなんでも知っている[標高0ｍ]


30 DJ KOOのココDO KOO!? #1


50 CSテレ朝ナビ！！


50 CSテレ朝ナビ！！


50 CSテレ朝ナビ！！


55 メンテナンスのため放送休止 50 [字]韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #9（～5:00ま


で）


50 [字]韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #10（～5:00ま


で）


50 [字]韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #11（～5:00ま


で）


7月5日(月) 7月6日(火) 7月7日(水) 7月8日(木) 7月9日(金) 7月10日(土) 7月11日(日)


00 [字]韓国ドラマ


「私の恋したテリウス～A LOVE


MISSION～」


#11


#12


10 DJ KOOのココDO KOO!? #3


00 [終]おみやさん（2008-


2009）#15


最終回SP


40 DJ KOOのココDO KOO!? #3


30 DJ KOOのココDO KOO!? #13


30 科捜研の女（2011）#15


30 おかしな刑事13


居眠り刑事とエリート警視の父娘捜


査


美しき女流作家の死～消えた殺害現


場と、空き巣の手口“三角破り”の接


点・那須塩原～向島を結ぶ運命の紅


い帯


30 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2019）#9


30 [終]ドクターX～外科医・大


門未知子～（2019）#10


35 おかしな刑事15


居眠り刑事とエリート警視の父娘捜


査


消えた遺言書・内縁の夫が次々と死


ぬ…疑惑の女と娘の遺産争い・婚活


パーティー潜入捜査！


00 クレヨンしんちゃん #731


30 警視庁・捜査一課長


Season1 #5


30 おかしな刑事16


居眠り刑事とエリート警視の父娘


捜査 蕎麦職人が狙われた 8対2


の殺人


20 【新シーズンスタート記念】


緊急取調室（2014）#7


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #26


20 【新シーズンスタート直前！】


緊急取調室（2014）#4


10 【新シーズンスタート直前！】


[終]緊急取調室（2017）#9


10 【新シーズンスタート記念】


緊急取調室（2019）#3


10 [字]韓国ドラマ


「刑務所のルールブック」


#5


#6


30 団地ともお #37


00 [字]韓国ドラマ


「私の恋したテリウス～A LOVE


MISSION～」


#7


#8


10 DJ KOOのココDO KOO!? #1


00 [終]BORDER #9


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #25


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2014）#5


00 ドラえもん #96


30 ドラえもん #97


35 ★魔進戦隊キラメイジャー


#27


00 クレヨンしんちゃん #348


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #37


00 仮面ライダーゼロワン #25


30 相棒Season5 #6


「ツキナシ」


30 科捜研の女（2011）#14


30 おかしな刑事12


居眠り刑事とエリート警視の父娘


捜査


美しき死体～ゴミ屋敷殺人事件・


幻の将棋の駒と消えた数億円の


財産の謎


30 あたしンち #185


10 【新シーズンスタート直前！】


緊急取調室（2019）#2


20 【新シーズンスタート直前！】


緊急取調室（2014）#3


10 【新シーズンスタート直前！】


緊急取調室（2017）#8


10 [字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」


#11


#12


【推】


30 あたしンち #182


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #25


30 仮面ライダービルド #25


00 ドラえもん #398


30 ドラえもん #399


00 クレヨンしんちゃん #822


30 あたしンち #184


00 番組未定


30 カミナリのトーク番組 カミナリ／


10 #7 #8


00 [新]BORDER #1


初回SP


00 ドラえもん #98


30 ドラえもん #99


00 クレヨンしんちゃん #585


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2013）#7


00 ワールドトリガー #39


30 ワールドトリガー #40


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2013）#8


30 クレヨンしんちゃん #586


00 [新]RE-MAIN #1


30 ★RE-MAIN #2


00 上田ちゃんネル #318


00 番組未定


00 東京お笑いライブマニア


ママタルト単独ライブ「まーごめ拳


法豚キムチ」（後編）


00 警視庁･捜査一課長


Season1 #2


00 あたしンち #168


30 ★魔進戦隊キラメイジャー


#28


00 クレヨンしんちゃん #349


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #38


20 【新シーズンスタート直前！】


緊急取調室（2014）#6


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」 #9


00 警視庁･捜査一課長


Season1 #3


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」 #10


00 警視庁･捜査一課長


Season1 #4


00 仮面ライダーゼロワン #26


30 相棒Season5 #7


「剣聖」


（～引き続き）チンプイ


#12-14


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー#25


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #26


00 仮面ライダーゼロワン #25


30 仮面ライダーゼロワン #26


00 警視庁･捜査一課長


Season3 #8


00 警視庁･捜査一課長


Season3 #9


00 相棒Season5 #15


「裏切者」


00 【夏のスポーツアニメ一挙放


送！】


バトルアスリーテス大運動会


#21-26[終]


00 あたしンち #171


30 ワールドトリガー #25


00 クレヨンしんちゃん #352


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #41


00 パーマン #115 #116


30 警視庁･捜査一課長


Season1 #4


00 あたしンち #169


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #27


00 クレヨンしんちゃん #350


00 あたしンち #170


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #28


00 クレヨンしんちゃん #351


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #40


00 仮面ライダービルド #26


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #39


00 仮面ライダービルド #25


13 13


20 【新シーズンスタート直前！】


緊急取調室（2014）#5


10 【新シーズンスタート直前！】


[新]緊急取調室（2019）#1


14 14


30 おかしな刑事14


居眠り刑事とエリート警視の父娘


捜査


完全密室の劇場でスポットライト


を浴びた死体！女優が残した文


字“ス1755”の謎とは？


00 【夏のスポーツアニメ一挙放


送！】


[副]バトルアスリーテス大運動会


ReSTART!


#1-12[終]


00 あたしンち


#86-91


15 15


10 [字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」


#13


#14


【推】


10 ★[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#14


#15


【推】


12


10 10


11 11


12


10 ★[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#16


#17


【推】


16 16
30 あたしンち #183


00 番組未定


【CSテレ朝チャンネル1 】2021年7月第2週


4


00 チンプイ


#10 #11


7 7


8 8


9 9


4


5 5


6 6


30 相棒Season5 #8


「赤いリボンと刑事」


30 [終]科捜研の女（2011）


#16


（～引き続き）チンプイ


#15-17


00 私のおじさん～WATAOJI～


#7


00 [終]私のおじさん～


WATAOJI～ #8


00 相棒Season5 #16


「イエスタデイ」


（～引き続き）


チンプイ #7-9


00 [新]警視庁･捜査一課長


Season1 #1


初回SP


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」 #11


00 警視庁･捜査一課長


Season1 #5


22 22


00 相棒Season4 #5


「悪魔の囁き」


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2014）#6


17 17


00 魔進戦隊キラメイジャー #26


18 18


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #26


30 仮面ライダービルド #26


00 ドラえもん #246


30 ドラえもん #247


00 魔進戦隊キラメイジャー #25


30 仮面ライダーゼロワン #25


00 ドラえもん #141


30 ドラえもん #142


00 ドラえもん #192


30 ドラえもん #193


00 ドラえもん #211


30 ドラえもん #212


30 仮面ライダーゼロワン #26
40 SUPER SHIRO


#12-23


10 囲碁将棋の山はなんでも知っ


ている


#1-6[終]


19 19


20 20


00 クレヨンしんちゃん #920


30 クレヨンしんちゃん #921


00 科捜研の女（2009）#8


00 ★クレヨンしんちゃん #990


30 クレヨンしんちゃん #700


00 番組未定


30 クレヨンしんちゃん #732


00 ★新あたしンち #11


30 ★新あたしンち #12


21 21


00 おにぎりあたためますか #698


30 ★おにぎりあたためますか


#699


00 おっさんずラブ #3


00 おっさんずラブ #4


30 クレヨンしんちゃん #823


00 科捜研の女（2009）#7


00 相棒Season4 #4


「密やかな連続殺人」


23 23


24 24


00 [新]東野圭吾「秘密」 #1


00 ＜夜の集中放送＞


団地ともお


#1


#2


#3


#4


00 団地ともお #37


30 団地ともお #38


00 [副]バトルアスリーテス大運動


会 ReSTART! #10


30 [副]バトルアスリーテス大運動


会 ReSTART! #11


00 別冊ももクロChan #243


30 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #6


00 となりの関くん


#16 #17 #18


30 となりの関くん


#19 #20 #21[終]


00 幻想魔伝 最遊記 #19


30 幻想魔伝 最遊記 #20


00 上田ちゃんネル #349


00 ドォーモ 真夜中のウワサ話


#46


30 ゲキレア珍百景 #97


00 別冊ももクロChan #243


30 ★フィロのス亭 #40


00 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #1


30 ゲキレア珍百景 #41


00 バトルアスリーテス大運動会


#6


27 27


25 25


26 26


00 仮面ライダービルド #25


30 仮面ライダービルド #26


00 おぼっちゃまくん #50


30 DJ KOOのココDO KOO!? #14


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#4


#5


#6


30 DJ KOOのココDO KOO!? #1 30 DJ KOOのココDO KOO!? #2


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#7


#8


#9


30 チンプイ #12-14


（～5:00まで）


30 チンプイ #15-17


（～5:00まで）


30 チンプイ #18-20


（～5:00まで）


00 仮面ライダーゼロワン #25


30 仮面ライダーゼロワン #26


00 魔進戦隊キラメイジャー #25


30 魔進戦隊キラメイジャー #26


00 おぼっちゃまくん #48


00 [字]韓国ドラマ


「私の恋したテリウス～A LOVE


MISSION～」


#9


#10


10 DJ KOOのココDO KOO!? #2
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 ●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。


7月12日(月) 7月13日(火) 7月14日(水) 7月15日(木) 7月16日(金) 7月17日(土) 7月18日(日)


10 CSテレ朝ナビ！！


50 CSテレ朝ナビ！！


00 囲碁将棋の山はなんでも知っている［標高0ｍ］


50 [字]韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #12（～5:00ま


で）


50 [字]韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #13（～5:00ま


で）
55 メンテナンスのため放送休止 50 [字]韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #14（～5:00ま


で）


7月12日(月) 7月13日(火) 7月14日(水) 7月15日(木) 7月16日(金) 7月17日(土) 7月18日(日)


10 科捜研の女（2013）#2


00 [終]警視庁･捜査一課長


Season3 #10


最終回SP


40 DJ KOOのココDO KOO!? #4


30 団地ともお #38


30 [新]科捜研の女（2013）


#1


初回SP


50 [終]ドクターX～外科医・大


門未知子～（2013）#9


最終回SP


00 おっさんずラブ #6


＜副音声あり＞


45 囲碁将棋の山はなんでも知っている #3


00 [字]韓国ドラマ


「私の恋したテリウス～A LOVE


MISSION～」


#13


#14


00 クレヨンしんちゃん #733


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#13


#14


#15


00 相棒Season5 #17


「女王の宮殿」


00 番組未定


30 ★おにぎりあたためますか


#700


00 おっさんずラブ #5


00 上田ちゃんネル #319


00 ドラえもん #213


30 クレヨンしんちゃん #960


30 おかしな刑事20


鴨さんが華麗に舞う!? 社交ダンス


殺人とカード詐欺！父娘捜査動く


消えた容疑者!!修善寺堂ヶ島…


沖縄三線が奏でる親子涙の真


相!!


20 遺留捜査（2012）#3


00 ★上田ちゃんネル #350


00 ★新あたしンち #13


30 [新]遺留捜査（2012）#1


初回SP


30 おかしな刑事19


父娘捜査最大の危機!!娘が撃た


れた！消えた猟銃…大臣狙撃計


画!! 都心3キロ大警戒!!秋田犬


…ギャル農家…カンチ？点と線を


結ぶ親子人情大捜査


30 チンプイ #23-25


（～5:00まで）


00 【夏のスポーツアニメ一挙放


送！】


体操ザムライ＆世界体操


presents 体操ザムライのミカタ


00 ドラえもん #481


30 ドラえもん #482


00 クレヨンしんちゃん #959


00 ★続・裏あのちゃんねる #3


30 チンプイ #26-28


（～5:00まで）


00 BORDER #2


30 ゲキレア珍百景 #98


00 ★別冊ももクロChan #244


10 【新シーズンスタート記念】


緊急取調室（2019）#7


30 チンプイ #29-31


（～5:00まで）


30 カミナリのトーク番組　カミナリ／10


#7 #8


00 あたしンち


#92-100


30 ゲキレア珍百景 #42


30 クレヨンしんちゃん #588


00 番組未定


30 番組未定


00 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #2


00 [新][字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#1


#2


10 DJ KOOのココDO KOO!? #6


30 DJ KOOのココDO KOO!? #6


00 [新]ジャングルはいつもハレの


ちグゥ #1


30 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#2


00 幻想魔伝 最遊記 #21


30 幻想魔伝 最遊記 #22


（～引き続き）チンプイ


#26-28


00 [新]ナサケの女～国税局査察


官～ #1 初回SP


00 ナサケの女～国税局査察官～


#2


00 相棒Season5 #18


「殺人の資格」


00 ドラえもん #100


30 ドラえもん #101


00 ドラえもん #102


30 ドラえもん #103


00 クレヨンしんちゃん #587


00 [新]遺留捜査（2011）#1


00 遺留捜査（2011）#2


00 【もうすぐ夏のRIF！アンコー


ル放送！】GWだよ！六本木アイ


ドルフェスティバル Vol.2


00 【もうすぐ夏のRIF！アンコー


ル放送！】GWだよ！六本木アイ


ドルフェスティバル Vol.3


00 【もうすぐ夏のRIF！アンコー


ル放送！】GWだよ！六本木アイ


ドルフェスティバル Vol.4


（～引き続き）チンプイ


#23-25


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #27


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #28


00 仮面ライダーゼロワン #27


30 仮面ライダーゼロワン #28


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」 #14


00 警視庁･捜査一課長


Season1 #10


00 あたしンち #176


30 ワールドトリガー #26


00 クレヨンしんちゃん #357


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #46


00 パーマン #117 #118


30 警視庁・捜査一課長


Season1 #6


30 警視庁・捜査一課長


Season1 #7


20 遺留捜査（2012）#2


10 【新シーズンスタート記念】


緊急取調室（2019）#6


05 [終]団地ともお#39


33 [新]体操ザムライ #1


00 [終][副]バトルアスリーテス大


運動会 ReSTART! #12


30 [新]バトルアスリーテス大運動


会 #1


00 ドラえもん #143


30 ドラえもん #144


00 ★クレヨンしんちゃん #991


30 ★新あたしンち #14


00 ワールドトリガー #41


30 ワールドトリガー #42


00 [新]ドクターX～外科医・大


門未知子～(2016）#1


30 仮面ライダーゼロワン #28


00 ドラえもん #194


30 ドラえもん #195


30 クレヨンしんちゃん #734


45 おかしな刑事18


父娘コンビ人情捜査！段ボール4


箱分の凶器と印籠の謎…水戸黄


門が巨悪を暴く!? 妻殺し疑惑の


男 有罪率99％裁判からの不器


用すぎる大逆転


00 チンプイ


#21 #22


00 警視庁･捜査一課長


Season1 #9


00 あたしンち #175


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #30


00 クレヨンしんちゃん #356


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #45


00 仮面ライダービルド #28


30 [新]ドクターX～外科医・大


門未知子～（2012）#1


初回SP


30 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2012）#2


30 DJ KOOのココDO KOO!? #4


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」 #13


00 警視庁･捜査一課長


Season1 #8


00 あたしンち #174


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #29


00 クレヨンしんちゃん 355


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #44


00 仮面ライダービルド #27


10 ★[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#18


#19


【推】


00 相棒Season4 #7


「波紋」


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2014）#8


00 東野圭吾「秘密」 #3


00 ＜夜の集中放送＞


団地ともお


#5


#6


#7


#8


00 仮面ライダービルド #27


00 ドラえもん #248


00 別冊ももクロChan #243


30 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #7


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#10


#11


#12


30 DJ KOOのココDO KOO!? #5


00 あたしンち #173


30 ★魔進戦隊キラメイジャー


#30


00 クレヨンしんちゃん #354


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #43


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」 #12


00 警視庁･捜査一課長


Season1 #7


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #27


30 ドラえもん #249


00 クレヨンしんちゃん #922


（～引き続き）チンプイ


#18-20


00 あたしンち #172


30 ★魔進戦隊キラメイジャー


#29


00 クレヨンしんちゃん #353


00 警視庁･捜査一課長


Season1 #6


20 【新シーズンスタート記念】


[終]緊急取調室（2014）#9


10 【新シーズンスタート記念】


緊急取調室（2019）#5


10 [終][字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」


#17


#18


【推】


30 あたしンち #187


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #28


00 仮面ライダーゼロワン #27


30 相棒Season5 #9


「殺人ワインセラー」


00 仮面ライダーゼロワン #28


30 相棒Season5 #10


「名探偵登場」


30 科捜研の女（2013）#3


30 おかしな刑事17


健診でまさかの告知!? 凸凹父娘


コンビが挑む誘拐犯VS猪突猛進


社長 東京王子～埼玉～千葉 孫


の為1億円を運べ!! 泣き笑い人情


捜査！


20 【新シーズンスタート記念】


緊急取調室（2014）#8


10 【新シーズンスタート記念】


緊急取調室（2019）#4


10 [字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」


#15


#16


【推】


30 あたしンち #186


6


【CSテレ朝チャンネル1 】2021年7月第3週


4


6


5


13


14


11


4


5


77


88


9 9


10


12


13


14


11


12


10


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #42


20


15 15


16 16


1717
30 仮面ライダービルド #27 30 仮面ライダービルド #28


30 あたしンち #188


00 魔進戦隊キラメイジャー #27


30 仮面ライダーゼロワン #27


10 ★[終][字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#20


【推】


20 [新][字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」 #1


30 あたしンち #189


00 魔進戦隊キラメイジャー #28


30 クレヨンしんちゃん #923


00 [終]科捜研の女（2009）


#10


10 [字]韓国ドラマ


「刑務所のルールブック」


#7


#8


00 おぼっちゃまくん #52


21 21


20


00 ドラえもん #400


30 ドラえもん #401


00 クレヨンしんちゃん #824


30 クレヨンしんちゃん #825


00 科捜研の女（2009）#9


00 相棒Season4 #6


「殺人ヒーター」


30 クレヨンしんちゃん #701


00 番組未定


30 ドラえもん #214


00 おにぎりあたためますか #699


1818


30 ★フィロのス亭 #41


00 ドォーモ 真夜中のウワサ話


#47


10 DJ KOOのココDO KOO!? #4


00 [終][字]韓国ドラマ


「私の恋したテリウス～A LOVE


MISSION～」


#15


#16


10 DJ KOOのココDO KOO!? #5


10 囲碁将棋の山はなんでも知っ


ている


#1-3


1919


30 相棒Season5 #11


元日SP


「バベルの塔～史上最悪のカウン


トダウン！ 爆破予告ホテルの罠」


22


24


26


24


25 25


27 27


26


22


23 23


30 魔進戦隊キラメイジャー #28


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2014）#7


00 東野圭吾「秘密」 #2


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #27


00 おぼっちゃまくん #51


30 DJ KOOのココDO KOO!? #3


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #28


00 仮面ライダーゼロワン #27


30 仮面ライダーゼロワン #28


00 魔進戦隊キラメイジャー #27


30 仮面ライダービルド #28







（6/3 ver.2)


 ●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。


7月19日(月) 7月20日(火) 7月21日(水) 7月22日(木) 7月23日(金) 7月24日(土) 7月25日(日)


50 CSテレ朝ナビ！！


45 CSテレ朝ナビ！！


50 [字]韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #15（～5:00ま


で）


50 [終][字]韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #16（～


5:00まで）


50 [新][字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #1（～


5:00まで）


50 [字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #2（～5:00


まで）


7月19日(月) 7月20日(火) 7月21日(水) 7月22日(木) 7月23日(金) 7月24日(土) 7月25日(日)


30 仮面ライダービルド #30


00 おぼっちゃまくん #54


30 DJ KOOのココDO KOO!? #8


10 【新シーズンスタート記念】


緊急取調室（2019）#8


10 DJ KOOのココDO KOO!? #7


00 [字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#5


#6


10 DJ KOOのココDO KOO!? #8


00 [字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#7


#8


10 DJ KOOのココDO KOO!? #9


30 チンプイ #35-37


（～5:00まで）


00 ドォーモ 真夜中のウワサ話


#48


30 ゲキレア珍百景 #99


00 AKB48チーム8のあんた、ロ


ケロケ！ターボ #55


00 囲碁将棋の山はなんでも知っ


ている


#4-6[終]


30 チンプイ #38-40


（～5:00まで）


00 [新]時効警察はじめました


#1


00 おにぎりあたためますか #700


30 ★おにぎりあたためますか


#701


00 [終]おっさんずラブ #7


00 ドラえもん #483


00 [字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#3


#4


30 ドラえもん #251


00 クレヨンしんちゃん #924


30 クレヨンしんちゃん #925


（～引き続き）[終][字]韓国ドラ


マ「ただひとつの愛」 #16


00 おみやさん（2008-2009）


#2


00 仮面ライダービルド #29


30 ドラえもん #484


00 ★マカロニえんぴつ「マカロック


ツアーvol.11～いま会いに行くを


する篇～」＜完全版＞


30 チンプイ #32-34


（～5:00まで）


30 DJ KOOのココDO KOO!? #7


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」 #15


00 [新]おみやさん（2008-


2009）#1


00 仮面ライダーゼロワン #30


30 相棒Season5 #13


「Ｗの悲喜劇」


30 科捜研の女（2013）#5


30 おかしな刑事22


居眠り刑事映画デビュー!?昭和名女


優殺人…1億円の幻絵画40年間の


秘密!!盗難美術品の闇ルートを追


え!!父娘初めての東京～京都大捜


査!!


20 遺留捜査（2012）#5


10 【新シーズンスタート記念】


緊急取調室（2019）#9


10 ★[字]韓国ドラマ


「真心が届く～僕とスターのオフィ


ス・ラブ!?～」


#3


#4


【推】


30 あたしンち #191


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #30


30 仮面ライダービルド #30


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2014）#10


00 東野圭吾「秘密」 #5


00 ＜夜の集中放送＞


団地ともお


#9


#10


#11


#12


00 仮面ライダービルド #29


30 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #8


（～引き続き）チンプイ


#29-31


10 おみやさん（2006）#2


00 仮面ライダーゼロワン #29


30 相棒Season5 #12


「狼の行方」


30 科捜研の女（2013）#4


00 別冊ももクロChan #244


30 ワールドトリガー #27


00 クレヨンしんちゃん #362


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #51


00 パーマン #119 #120


30 仮面ライダーゼロワン #29


00 番組未定


20 遺留捜査（2012）#7


00 クレヨンしんちゃん #735


10 [新]おみやさん（2006）#


１


10 [字]韓国ドラマ


「刑務所のルールブック」


#9


#10


30 [終]団地ともお #39


00 [終]警視庁･捜査一課長


Season1 #11


最終回SP


00 [新]科捜研の女（2011）


#1


初回SP


40 DJ KOOのココDO KOO!? #1


30 ドラえもん #146


30 バトルアスリーテス大運動会


#3


30 あたしンち #192


00 魔進戦隊キラメイジャー #29


00 ★クレヨンしんちゃん #992


30 クレヨンしんちゃん #702


30 体操ザムライ #3


00 バトルアスリーテス大運動会


#2


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～(2016）#2


00 体操ザムライ #2


00 科捜研の女（2011）#2


00 相棒Season4 #8


「監禁」


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2014）#9


00 魔進戦隊キラメイジャー #29


30 魔進戦隊キラメイジャー #30


10 ★[新][字]韓国ドラマ


「真心が届く～僕とスターのオフィ


ス・ラブ!?～」


#1


#2


【推】


30 あたしンち #190


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #29


30 仮面ライダービルド #29


00 ドラえもん #402


30 ドラえもん #403


00 クレヨンしんちゃん #826


30 クレヨンしんちゃん #827


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #29


00 東野圭吾「秘密」 #4


30 仮面ライダーゼロワン #30


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #30


00 仮面ライダーゼロワン #29


25


27


25


24


22


23


00 上田ちゃんネル #350


00 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#3


30 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#4


00 幻想魔伝 最遊記 #23


30 幻想魔伝 最遊記 #24


30 ★RE-MAIN #3


00 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #3


30 ★ゲキレア珍百景 #156
23


00 BORDER #3


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#19


#20


#21


30 DJ KOOのココDO KOO!? #10


00 おぼっちゃまくん #53


30 DJ KOOのココDO KOO!? #9


2626


27


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#16


#17


#18


【CSテレ朝チャンネル1 】2021年7月第4週


4


6


11


（～引き続き）[新][字]韓国ドラ


マ「雲が描いた月明り」 #1


10


00 おみやさん（2008-2009）


#3


00 あたしンち #179


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #32


00 クレヨンしんちゃん #361


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #50


00 仮面ライダービルド #30


8


9


30 ★魔進戦隊キラメイジャー


#31


00 クレヨンしんちゃん #358


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #47


00 あたしンち #178


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #31


00 クレヨンしんちゃん #360


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #49


（～引き続き）チンプイ


#32-34


7


5


20


9


19


8


10


30 ★新あたしンち #16


00 あたしンち #180


00 ★新あたしンち #15


00 ドラえもん #215


30 仮面ライダーゼロワン #30


00 ドラえもん #196


30 ドラえもん #197 30 ドラえもん #216
18


00 [新]警視庁・捜査一課長


Season2 #1


初回SP


40 DJ KOOのココDO KOO!? #5


00 [終]相棒Season5 #20


最終回SP


「サザンカの咲く頃」


30 警視庁・捜査一課長


Season1 #8


30 警視庁・捜査一課長


Season1 #9


30 警視庁・捜査一課長 スペシャル5


最強の刑事VS疑惑の女性宇宙飛行


士候補！会見で嘘をつくと爆破する!?


姿なき殺人犯の“大名行列トリック”を


巨大隕石が解く!!


20 [終]遺留捜査（2012）#812


00 あたしンち #177


30 ★魔進戦隊キラメイジャー


#32


00 クレヨンしんちゃん #359


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #48


00 ドラえもん #250


13


14


12


16


15


30 おかしな刑事21


アポ電強盗撃退 居眠り刑事VS特殊


詐欺 20才サバ読む死体!?房総20億


サギ!!美魔女イヤーゴは誰だ!?


防犯カメラに映らない犯人 娘の誤解


…愚父の後悔 人生逆転の大勝負!!


20 遺留捜査（2012）#4


00 ドラえもん #145


30 相棒Season5 #14


「貢ぐ女」


30 科捜研の女（2013）#6


30 警視庁・捜査一課長 スペシャル3


東京～ニューヨーク 同日に同姓同名


日本人連続殺人!?カンガルーが見た


犯人…世界一周アリバイトリック!!


20 遺留捜査（2012）#6


10 【新シーズンスタート記念】


[終]緊急取調室（2019）#10


10 [字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」


#2


#3


4


00 ワールドトリガー #43


30 ワールドトリガー #44


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～(2016）#3


21


6


10 [字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」


#4


#5


30 あたしンち #193


00 魔進戦隊キラメイジャー #30


5


7


17


11


30 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2012）#4


30 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2012）#5


30 警視庁・捜査一課長 スペシャル4


最強の刑事VS屋形船爆弾!?隅田川


～奥多摩美女の濡れた腕時計が操る


遠隔殺人トリックと瞬間移動する遺体


…女刑事に衝撃ラスト


30 クレヨンしんちゃん #736


30 カミナリのトーク番組 カミナリ／


10


#3 #4


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」 #2


00 おみやさん（2008-2009）


#4


14


15


16


13


20


19


17


21


18


22


24


（～引き続き）チンプイ


#35-37


00 ナサケの女～国税局査察官～


#3


00 ナサケの女～国税局査察官～


#4


30 カミナリのトーク番組 カミナリ／


10


#9 #10


00 相棒Season5 #19


「殺人シネマ」


00 クレヨンしんちゃん #961


00 ドラえもん #104


30 ドラえもん #105


00 ドラえもん #106


30 ドラえもん #107


00 クレヨンしんちゃん #589


30 クレヨンしんちゃん #590


00 RE-MAIN # 2


30 クレヨンしんちゃん #962


00 遺留捜査（2011）#3


00 遺留捜査（2011）#4


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #29


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #30


00 仮面ライダーゼロワン #29


30 仮面ライダーゼロワン #30


00 ★SUPER☆GiRLS 11th


Anniversary&渡邉幸愛卒業ラ


イブ はじまりエール5時間SP


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／


10


#1 #2


00 番組未定


00 ★＜独占放送＞PUFFY


25th Anniversary『LIVE!


PUFFY! LIVE!』Special


Edition


00 あたしンち


#101ー115


30 カミナリのトーク番組 カミナリ／


10


#9 #10


45 あたしンち


#116-121







（6/3 ver.2)


 ●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。


7月26日(月) 7月27日(火) 7月28日(水) 7月29日(木) 7月30日(金) 7月31日(土) 8月1日(日)


50 CSテレ朝ナビ！！


50 CSテレ朝ナビ！！


50 [字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #3（～5:00


まで）


50 [字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #4（～5:00


まで）


50 [字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #5（～5:00


まで）


50 [字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #6（～5:00


まで）


7月26日(月) 7月27日(火) 7月28日(水) 7月29日(木) 7月30日(金) 7月31日(土) 8月1日(日)


30 仮面ライダービルド #32


00 ドラえもん #252


30 ドラえもん #253


30 警視庁・捜査一課長


Season1 #10


15 [終]警視庁･捜査一課長


Season1 #11


最終回SP


45　ドラマスペシャル 遺留捜査③


あの風変わりな刑事が帰ってきた!!連続


バックドラフト殺人事件発生!!疑惑の女社


長と燃えた1億円…絶体絶命!!猛火が刑


事を襲う日月星の香炉に3分間の涙の真


実


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～(2016）#4


30 バトルアスリーテス大運動会


#5


00 別冊ももクロChan #244


30 囲碁将棋の山はなんでも知っ


ている#3 #4


00 時効警察はじめました #3


30 あたしンち #196


25 おみやさん（2006）#7


35 DOCTORS 最強の名医 #5


00 [字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#9


#10


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#25


#26


#27


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #53


30 ★魔進戦隊キラメイジャー


#34


20 DOCTORS 最強の名医 #2


30 警視庁・捜査一課長 スペシャル7


最強の刑事VS3人のカリスマ美女！


ミニマリストVSリサイクル女VSアンコウ


鍋の看板娘…食い逃げ大富豪殺人を


暴く歯磨き粉の謎


00 クレヨンしんちゃん #364


10 おみやさん（2006）#4


10 ★[字]韓国ドラマ


「真心が届く～僕とスターのオフィ


ス・ラブ!?～」


#7


#8


【推】


30 あたしンち #195


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #32


4


7


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」 #5


00 おみやさん（2008-2009）


#8


（～引き続き）チンプイ


#41-43


00 ドラえもん #198


8


00 警視庁・捜査一課長


Season2 #2


10


（～引き続き）チンプイ


#44-46


13


6


5


00 クレヨンしんちゃん #366


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #55


30 仮面ライダーゼロワン #32


30 あたしンち #197


00 ドラえもん #217


00 パーマン #121 #122


00 あたしンち #184


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #34


00 仮面ライダービルド #32


11


16


30 チンプイ #44-46


（～5:00まで）


30 仮面ライダーゼロワン #32


00 あたしンち #185


30 ワールドトリガー #28


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #31


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #32


00 警視庁・捜査一課長


Season2 #3


15 [字]韓国ドラマ


「刑務所のルールブック」


#11


#12


35 [新]幻想魔伝 最遊記 #1


30 クレヨンしんちゃん #964


10 DJ KOOのココDO KOO!? #10


00 ドラえもん #485


00 番組未定


00 バトルアスリーテス大運動会


#7


30 ★電脳少女シロのアレコレ挑戦バ


ラエティ 超サイキ道DX #15


00 上田ちゃんネル #320


00 別冊ももクロChan #244


00 番組未定


00 [字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#11


#12


10 DJ KOOのココDO KOO!? #11


00 クレヨンしんちゃん #963


15


16


00 仮面ライダーゼロワン #31


30 仮面ライダーゼロワン #32


00 魔進戦隊キラメイジャー #31


30 魔進戦隊キラメイジャー #32


00 仮面ライダービルド #31


30 仮面ライダービルド #32


00 おぼっちゃまくん #55


00 ＜夜の集中放送＞


団地ともお


#13


#14


#15


#16


27


26


25


00 BORDER #4


2730 DJ KOOのココDO KOO!? #13


00 バトルアスリーテス大運動会


#4


30 幻想魔伝 最遊記 #26


00 おぼっちゃまくん #56


25


30 DJ KOOのココDO KOO!? #1230 DJ KOOのココDO KOO!? #11


00 ゲキレア珍百景100回記念ス


ペシャル


30 チンプイ #41-43


（～5:00まで）


24


22


23 23


21


22


21


30 体操ザムライ #5 30 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#6


00 体操ザムライ #4 00 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#5


30 ワールドトリガー #46


05 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #31


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #32


00 相棒Season4 #10


「殺人生中継」


00 [新]ドクターX～外科医・大


門未知子～（2012）#1


初回SP


26


24


30 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #9


30 ★おにぎりあたためますか


#702


00 魔進戦隊キラメイジャー #31


30 仮面ライダーゼロワン #31


00 ドラえもん #147


30 ドラえもん #199


30 クレヨンしんちゃん #738


20


19


18


17


00 番組未定


00 時効警察はじめました #2


00 おにぎりあたためますか #701


30 ドラえもん #486


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#22


#23


#24


00 ドラえもん #404


00 魔進戦隊キラメイジャー #32


30 ドラえもん #148 30 ドラえもん #218


30 仮面ライダービルド #31


30 ドラえもん #405


00 仮面ライダーゼロワン #31


8


12


30 警視庁・捜査一課長 スペシャル8


最強の刑事…最後の捜査へ！辞職し


た美人刑事が殺人犯!?北海道～九


州1500キロ瞬間移動トリックを暴い


た弾丸シュートと詰将棋!!


10 おみやさん（2006）#3


20 [新]DOCTORS 最強の名医


#1


20 DOCTORS 最強の名医 #3


13


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #31


14


20 DOCTORS 最強の名医 #4


10 [字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」


#8


#9


18


17


15


30 あたしンち #194


10 おみやさん（2006）#5


10 [字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」


#6


#7


19


20


30 相棒Season5 #16


「イエスタデイ」


30 [終]科捜研の女（2013）


#9


30 相棒Season5 #15


「裏切者」


30 科捜研の女（2013）#7


【CSテレ朝チャンネル1 】2021年7月第5週


4


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」 #4


00 おみやさん（2008-2009）


#7


00 おみやさん（2008-2009）


#9


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」 #3


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」 #6


6


5


00 おみやさん（2008-2009）


#5


00 あたしンち #181


30 ★魔進戦隊キラメイジャー


#33


00 あたしンち #183


30 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #33


（～引き続き）チンプイ


#38-40


00 おみやさん（2008-2009）


#6


00 あたしンち #182 00 仮面ライダーゼロワン #31


9


30 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2012）#6


10


7


9


00 クレヨンしんちゃん #363


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #52


00 クレヨンしんちゃん #367


30 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2012）#7


00 クレヨンしんちゃん #365


00 仮面ライダーゼロワン #32


30 ドラマスペシャル 探偵物語


崖っぷち探偵＆お嬢様が推理!!


密会のホテル…殺した記憶を消す


トリック!?衝撃の結末!!11


30 警視庁・捜査一課長 スペシャル6


東京おもてなし殺人行き先不明の暴


走バスツアー!?容疑者は乗員乗客


夏に売れる甘い凶器の謎


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #54


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #56


30 相棒Season5 #18


「殺人の資格」


30 相棒Season5 #17


「女王の宮殿」


00 番組未定


10 ★[字]韓国ドラマ


「真心が届く～僕とスターのオフィ


ス・ラブ!?～」


#5


#6


【推】


12


10 おみやさん（2006）#6


00 仮面ライダービルド #31


14


30 DJ KOOのココDO KOO!? #14


05 東野圭吾「秘密」 #7


00 クレヨンしんちゃん #828


30 クレヨンしんちゃん #829


00 ★クレヨンしんちゃん #993


30 クレヨンしんちゃん #703


00 科捜研の女（2011）#3 00 科捜研の女（2011）#4


00 クレヨンしんちゃん #73700 クレヨンしんちゃん #926


30 クレヨンしんちゃん #927


00 ★上田ちゃんネル #351


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～(2016）#5


00 ワールドトリガー #45


00 幻想魔伝 最遊記 #25


00 相棒Season4 #9


「冤罪」


00 [終]ドクターX～外科医・大


門未知子～（2014）#11


最終回SP


15 東野圭吾「秘密」 #6


00 ★新あたしンち #17


30 ★新あたしンち #18


00 番組未定
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DATE: 2021/04/30 Grid: #


(ET) 月曜日 2021/06/28 火曜日 2021/06/29 水曜日 2021/06/30 木曜日 2021/07/01 金曜日 2021/07/02 土曜日 2021/07/03 日曜日 2021/07/04 (ET)


注：　　　【二】二カ国語　　　【字】字幕　　　【吹】吹替　　　【日】日本語


※【】はHD放送作品、（）はSD放送素材、『』はSD素材をアップコンバートした作品です。


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン2）
第5～6話


(二)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン2）
第7～8話


(二)


17:00
ナイトライダー（シーズン3）


第14～15話
【二】


17:00
ナイトライダー（シーズン3）


第16～17話
【二】


10:00
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン11）


第1～4話
【字】


14:25
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン11）


第5～7話
【字】


17:50
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン11）
第8～11話


【字】


09:55 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


7
【二】


11:00 シカゴ・ジャスティス
6


【字】


12:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン11）


22(終)
【二】


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


830-900a


900-930a


930-1000a


1000-1030a


1030-1100a


1100-1130a


1130-000p


000-030p


030-100p


100-130p


130-200p


200-230p


230-300p


300-330p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


300-330a


330-400a


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


11:30
シカゴ・ジャスティス
キャッチアップ放送


第1～3話
【字】


14:45
シカゴ・ジャスティス
キャッチアップ放送


第4～6話
【字】


00:00
バイオニック・ジェミー


第7～12話
(二)


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 かんたん健康トレーニング 6【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
9


(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


13:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


1
【二】


14:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


2
【二】


15:30 HAWAII FIVE-0
（シーズン9）


23
【二】


19:00 CSI : マイアミ（シーズン8）
3


【二】


20:05 CSI : マイアミ（シーズン8）
4


【二】


21:00 シカゴ・ジャスティス
6


【字】


22:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
7


【字】


23:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


8
【字】


00:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン11）


22(終)
【二】


01:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


1
【二】


02:25 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


2
【二】


03:30 ナイトライダー（シーズン3）
14


【二】


04:30 ナイトライダー（シーズン3）
15


【二】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 かんたん健康トレーニング 7【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
10
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 シカゴ P.D.（シーズン7）
7


【二】


11:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


8
【二】


12:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


3
【二】


13:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


4
【二】


14:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


5
【二】


15:30 HAWAII FIVE-0
（シーズン9）


24
【二】


19:00 CSI : マイアミ（シーズン8）
5


【二】


20:05 CSI : マイアミ（シーズン8）
6


【二】


21:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


8
【二】


22:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


10
【字】


23:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
8


【字】


00:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


3
【二】


01:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


4
【二】


02:25 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


5
【二】


03:30 ナイトライダー（シーズン3）
16


【二】


04:30 ナイトライダー（シーズン3）
17


【二】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


06:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン3）


11
【二】


07:10 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン3）


12
【二】


08:20 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン3）


13(終)
【二】


09:45 かんたん健康トレーニング 7【日】


13:55 ショッピング・
インフォメーション(日)


17:20 ショッピング・
インフォメーション(日)


22:00
SUPERGIRL / スーパーガール


（シーズン5）
15


【二】


23:00
ARROW / アロー（シーズン8）


5
【字】


00:00
【土夜激アワー：オトナのシネマ】


≪映画≫
デッドセクシー


（R15相当）
(字)


02:00
LUCIFER / ルシファー


（シーズン2）
第1～4話


【字】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


06:00 ジェシカおばさんの事件簿
（シーズン3）


8
【二】


07:10 ジェシカおばさんの事件簿
（シーズン3）


9
【二】


08:20 ジェシカおばさんの事件簿
（シーズン3）


10
【二】


09:45 かんたん健康トレーニング 8【日】


10:00 アウトランダー（シーズン4）
6


【字】


11:10 ショッピング・インフォメーション(日)


11:25 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


14:15 ショッピング・
インフォメーション(日)


17:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


18:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


第1話お試し放送
私立探偵マグナム


1【二】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


第1話お試し放送
HAWAII FIVE-0（シーズン8）


1【二】


20:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


第1話お試し放送
CSI : マイアミ


1【二】


21:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


第1話お試し放送
マイアミ・バイス


1(二)


22:00 HAWAII FIVE-0
（シーズン10）


2
【字】


23:00 HAWAII FIVE-0
（シーズン10）


3
【字】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


830-900a


900-930a


930-1000a


1000-1030a


1030-1100a


1100-1130a


1130-000p


000-030p


030-100p


100-130p


130-200p


200-230p


230-300p


300-330p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


1100-1130p


1130-000a


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


AXN


MONTH: 6月 2021


300-330a


330-400a


400-430a


430-500a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p
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DATE: 2021/04/30 Grid: #


(ET) 月曜日 2021/07/05 火曜日 2021/07/06 水曜日 2021/07/07 木曜日 2021/07/08 金曜日 2021/07/09 土曜日 2021/07/10 日曜日 2021/07/11 (ET)


注：　　　【二】二カ国語　　　【字】字幕　　　【吹】吹替　　　【日】日本語


※【】はHD放送作品、（）はSD放送素材、『』はSD素材をアップコンバートした作品です。


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン2）
第11～12話


(二)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン2）
第13～14話


(二)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン2）
第15～16話


(二)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン2）
第17～18話


(二)


17:00
ナイトライダー（シーズン3）


第18～19話
【二】


10:00
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン11）
第12～15話


【字】


14:25
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン11）
第16～18話


【字】


17:50
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン11）


第19～22話(終)
【字】


11:00 シカゴ・ジャスティス
7


【字】


12:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


15
【二】


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


AXN


MONTH: 7月 2021


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


300-330a


330-400a


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


000-030a


030-100a


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


900-930p


930-1000p


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


600-630p


630-700p


100-130p


130-200p


200-230p


230-300p


300-330p


330-400p


1000-1030a


1030-1100a


1100-1130a


1130-000p


000-030p


030-100p


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


830-900a


900-930a


930-1000a


23:00 HAWAII FIVE-0
（シーズン10）


5
【字】


00:00
バイオニック・ジェミー


第13～14話(終)
(二)


02:00
バイオニック・ジェミー


（シーズン2）
第1～4話


(二)


22:00 HAWAII FIVE-0
（シーズン10）


4
【字】


17:50
アンフォゲッタブル


完全記憶捜査
一挙放送
第7～11話


【二】


14:10 ショッピング・
インフォメーション(日)


17:20 ショッピング・
インフォメーション(日)


11:30
アンフォゲッタブル


完全記憶捜査
一挙放送
第1～3話


【二】


14:40
アンフォゲッタブル


完全記憶捜査
一挙放送
第4～6話


【二】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


06:00 ジェシカおばさんの事件簿
（シーズン3）


11
【二】


07:10 ジェシカおばさんの事件簿
（シーズン3）


12
【二】


08:20 ジェシカおばさんの事件簿
（シーズン3）


13
【二】


09:45 かんたん健康トレーニング 10(終)【日】


10:00 アウトランダー（シーズン4）
7


【字】


11:10 ショッピング・インフォメーション(日)


11:25 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


23:00
ARROW / アロー（シーズン8）


6
【字】


00:00
【土夜激アワー：オトナのシネマ】


≪映画≫
欲巣


（R15相当）
(字)


02:00
LUCIFER / ルシファー


（シーズン2）
第5～8話


【字】


17:20 ショッピング・
インフォメーション(日)


22:00
SUPERGIRL / スーパーガール


（シーズン5）
16


【二】


13:55 ショッピング・
インフォメーション(日)


02:25 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


20
【二】


03:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン2）


17
(二)


04:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン2）


18
(二)


05:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


05:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


06:00 ナイトライダー（シーズン4）
1


【二】


08:15 ナイトライダー（シーズン4）
2


【二】


09:45 かんたん健康トレーニング 9【日】


20:05 CSI : マイアミ（シーズン8）
17


【二】


21:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


9
【二】


22:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


11
【字】


23:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
9


【字】


00:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


18
【二】


01:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


19
【二】


13:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


19
【二】


14:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


20
【二】


15:30 ザ・プレイヤー
～究極のゲーム～


7
【二】


17:00 ザ・プレイヤー
～究極のゲーム～


8
【二】


18:00 ザ・プレイヤー
～究極のゲーム～


9(終)
【二】


19:00 CSI : マイアミ（シーズン8）
16


【二】


05:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ 2【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


1
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 シカゴ P.D.（シーズン7）
8


【二】


11:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


9
【二】


12:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


18
【二】


00:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


15
【二】


01:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


16
【二】


02:25 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


17
【二】


03:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン2）


15
(二)


04:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン2）


16
(二)


05:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


18:00 ザ・プレイヤー
～究極のゲーム～


6
【二】


19:00 CSI : マイアミ（シーズン8）
14


【二】


20:05 CSI : マイアミ（シーズン8）
15


【二】


21:00 シカゴ・ジャスティス
7


【字】


22:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
8


【字】


23:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


9
【字】


13:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


16
【二】


14:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


17
【二】


15:30 ザ・プレイヤー
～究極のゲーム～


4
【二】


17:00 ザ・プレイヤー
～究極のゲーム～


5
【二】


04:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン2）


14
(二)


05:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


02:25 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


14
【二】


03:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン2）


13
(二)


15:30 ザ・プレイヤー
～究極のゲーム～


1
【二】


17:00 ザ・プレイヤー
～究極のゲーム～


2
【二】


05:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ 1【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
14(終)
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


8
【二】


22:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


8
【字】


23:00 シカゴ・ジャスティス
7


【字】


00:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


12
【二】


01:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


13
【二】


18:00 ザ・プレイヤー
～究極のゲーム～


3
【二】


19:00 CSI : マイアミ（シーズン8）
12


【二】


20:05 CSI : マイアミ（シーズン8）
13


【二】


21:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


6
【二】


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 シカゴ・ジャスティス
6


【字】


11:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


6
【二】


12:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


12
【二】


13:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


13
【二】


14:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


14
【二】


02:25 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


11
【二】


03:30 ナイトライダー（シーズン3）
20(終)
【二】


04:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン2）


12
(二)


05:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


05:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 かんたん健康トレーニング 10(終)【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
13
(二)


20:05 CSI : マイアミ（シーズン8）
11


【二】


21:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


11
【二】


22:00 シカゴ・ジャスティス
6


【字】


23:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


6
【字】


00:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


9
【二】


01:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


10
【二】


13:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


10
【二】


14:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


11
【二】


15:30 ドクター・クイン 大西部の女
医物語（シーズン2）


11
(二)


17:00 ナイトライダー（シーズン3）
第20話(終)


【二】


18:00 バイオニック・ジェミー
12
(二)


19:00 CSI : マイアミ（シーズン8）
10


【二】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 かんたん健康トレーニング 9【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
12
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


5
【二】


11:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


11
【二】


12:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


9
【二】


23:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


11
【字】


00:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


6
【二】


01:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


7
【二】


02:25 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


8
【二】


03:30 ナイトライダー（シーズン3）
18


【二】


04:30 ナイトライダー（シーズン3）
19


【二】


19:00 CSI : マイアミ（シーズン8）
8


【二】


20:05 CSI : マイアミ（シーズン8）
9


【二】


21:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
8


【二】


22:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


5
【字】


09:55 私立探偵マグナム
（シーズン2）


10
【二】


11:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
8


【二】


12:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


6
【二】


13:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


7
【二】


14:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


8
【二】


15:30 HAWAII FIVE-0
（シーズン9）


25(終)
【二】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 かんたん健康トレーニング 8【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
11
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン2）
第9～10話


(二)


300-330a


230-300a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


330-400a


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


300-330p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


000-030p


030-100p


100-130p


130-200p


200-230p


230-300p


900-930a


930-1000a


1000-1030a


1030-1100a


1100-1130a


1130-000p


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


830-900a







Page 3 of 5


DATE: 2021/04/30 Grid: #


(ET) 月曜日 2021/07/12 火曜日 2021/07/13 水曜日 2021/07/14 木曜日 2021/07/15 金曜日 2021/07/16 土曜日 2021/07/17 日曜日 2021/07/18 (ET)


注：　　　【二】二カ国語　　　【字】字幕　　　【吹】吹替　　　【日】日本語


※【】はHD放送作品、（）はSD放送素材、『』はSD素材をアップコンバートした作品です。


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン2）
第21～22話


(二)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン2）
第23～24話


(二)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン2）
第25～26話


(二)


11:00
<クロスオーバー>


HAWAII FIVE-0（シーズン10）
第12話


×
私立探偵マグナム（シーズン2）


第12話
【二】


23:00
<クロスオーバー>


HAWAII FIVE-0（シーズン10）
第12話


 ×
私立探偵マグナム（シーズン2）


第12話
【字】


05:30 とっても！かんたん
健康ストレッチ


#6-7【日】


10:00
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


第1～4話
【字】


14:25
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


第5～7話
【字】


17:50
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン12）
第8～11話


【字】


17:20 ショッピング・
インフォメーション(日)


MONTH: 7月 2021


330-400a


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


300-330a


1130-000a


000-030a


630-700p


AXN


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


900-930p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


1100-1130a


1130-000p


000-030p


600-630p


030-100p


100-130p


130-200p


200-230p


230-300p


300-330p


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


830-900a


900-930a


23:00 HAWAII FIVE-0
（シーズン10）


7
【字】


00:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


12
【二】


01:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


7
【字】


02:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


7
【二】


03:00 シカゴ・ジャスティス
8


【字】


14:10 ショッピング・
インフォメーション(日)


930-1000a


1000-1030a


1030-1100a


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


06:00 ジェシカおばさんの事件簿
（シーズン3）


14
【二】


07:10 ジェシカおばさんの事件簿
（シーズン3）


15
【二】


08:40 ジェシカおばさんの事件簿
（シーズン3）


16
【二】


10:00 アウトランダー（シーズン4）
8


【字】


11:05 ショッピング・インフォメーション(日)


22:00 HAWAII FIVE-0
（シーズン10）


6
【字】


02:00
LUCIFER / ルシファー


（シーズン2）
第9～12話


【字】


23:00
ARROW / アロー（シーズン8）


7
【字】


00:00
【土夜激アワー：オトナのシネマ】


≪映画≫
淫欲


（R15相当）
【字】


04:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


10
【字】


04:55 ショッピング・
インフォメーション(日)


05:25 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


17:20 ショッピング・
インフォメーション(日)


22:00
SUPERGIRL / スーパーガール


（シーズン5）
17


【二】


13:55 ショッピング・
インフォメーション(日)


06:00 ナイトライダー（シーズン4）
3


【二】


07:10 ナイトライダー（シーズン4）
4


【二】


08:20 ナイトライダー（シーズン4）
5


【二】


09:45 かんたん健康トレーニング 1【日】


00:00
アブセンシア～FBIの疑心～


10(終)
【字】


01:00
≪映画≫


ハード・テクニック
（R15相当）


【字】


11:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


10
【二】


12:00 新チャーリーズ・エンジェル
7


【二】


13:00 新チャーリーズ・エンジェル
8(終)
【二】


14:00 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


6
(二)


03:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン2）


27(終)
(二)


04:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン3）


1
(二)


05:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


05:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


18:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


10
【二】


19:00 新チャーリーズ・エンジェル
7


【二】


20:05 新チャーリーズ・エンジェル
8(終)
【二】


21:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


10
【二】


22:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


12
【字】


23:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
10


【字】


15:30
トリック


難事件はオレにお任せ
13(終)
【二】


17:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
9


【二】


04:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン2）


26
(二)


05:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


05:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


06:00 ≪懐かしの名作劇場≫
ドクター・クイン


大西部の女医物語
（シーズン2）


第27話(終)(二)


07:05 ≪懐かしの名作劇場≫
ドクター・クイン


大西部の女医物語（シーズン3）
第1話(二)


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ 7【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


6
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 シカゴ P.D.（シーズン7）
9


【二】


22:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
9


【字】


23:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


10
【字】


00:00
アブセンシア～FBIの疑心～


7
【字】


01:00
アブセンシア～FBIの疑心～


8
【字】


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 シカゴ・ファイア（シーズン8）
9


【二】


11:00 シカゴ・ジャスティス
8


【字】


12:00 新チャーリーズ・エンジェル
4


【二】


02:25
アブセンシア～FBIの疑心～


9
【字】


03:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン2）


25
(二)


15:30
トリック


難事件はオレにお任せ
10


【二】


17:00
トリック


難事件はオレにお任せ
11


【二】


18:00
トリック


難事件はオレにお任せ
12


【二】


19:00 CSI : マイアミ（シーズン8）
24(終)
【二】


20:05 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


9
【二】


21:00 シカゴ・ジャスティス
8


【字】


13:00 新チャーリーズ・エンジェル
5


【二】


14:00 新チャーリーズ・エンジェル
6


【二】


02:25
アブセンシア～FBIの疑心～


6
【字】


03:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン2）


23
(二)


04:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン2）


24
(二)


05:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


13:00 新チャーリーズ・エンジェル
2


【二】


14:00 新チャーリーズ・エンジェル
3


【二】


15:30
トリック


難事件はオレにお任せ
7


【二】


17:00
トリック


難事件はオレにお任せ
8


【二】


05:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ 6【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


5
(二)


20:05 CSI : マイアミ（シーズン8）
23


【二】


21:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


7
【二】


22:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


9
【字】


23:00 シカゴ・ジャスティス
8


【字】


00:00
アブセンシア～FBIの疑心～


4
【字】


01:00
アブセンシア～FBIの疑心～


5
【字】


18:00
トリック


難事件はオレにお任せ
9


【二】


19:00 CSI : マイアミ（シーズン8）
22


【二】


05:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ 5【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


4
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 シカゴ・ジャスティス
7


【字】


11:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


7
【二】


12:00 新チャーリーズ・エンジェル
1


【二】


00:00
アブセンシア～FBIの疑心～


1
【字】


01:05
アブセンシア～FBIの疑心～


2
【字】


02:25
アブセンシア～FBIの疑心～


3
【字】


03:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン2）


21
(二)


04:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン2）


22
(二)


05:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


18:00
トリック


難事件はオレにお任せ
6


【二】


19:00 CSI : マイアミ（シーズン8）
20


【二】


20:05 CSI : マイアミ（シーズン8）
21


【二】


21:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


12
【二】


22:00 シカゴ・ジャスティス
7


【字】


23:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


7
【字】


13:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


6
【二】


14:00 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


3
(二)


15:30
トリック


難事件はオレにお任せ
4


【二】


17:00
トリック


難事件はオレにお任せ
5


【二】


04:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン2）


20
(二)


05:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


17:00
トリック


難事件はオレにお任せ
2


【二】


18:00
トリック


難事件はオレにお任せ
3


【二】


19:00 CSI : マイアミ（シーズン8）
18


【二】


20:05 CSI : マイアミ（シーズン8）
19


【二】


05:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ 4【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


3
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


6
【二】


00:55 [CC]CSI : 科学捜査班（シー
ズン12）


21
【二】


01:55 [CC]CSI : 科学捜査班（シー
ズン12）
22(終)
【二】


03:25 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


03:30 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン2）


19
(二)


21:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
9


【二】


22:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


6
【字】


09:55 私立探偵マグナム
（シーズン2）


11
【二】


11:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
9


【二】


12:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


21
【二】


13:00 [CC]CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


22(終)
【二】


14:00 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


2
(二)


15:30
トリック


難事件はオレにお任せ
1


【二】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ 3【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


2
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン2）
第19～20話


(二)


300-330a


230-300a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


330-400a


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


300-330p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


000-030p


030-100p


100-130p


130-200p


200-230p


230-300p


900-930a


930-1000a


1000-1030a


1030-1100a


1100-1130a


1130-000p


11:20 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


11:30
アンフォゲッタブル


完全記憶捜査
一挙放送


第12～14話
【二】


14:40
アンフォゲッタブル


完全記憶捜査
一挙放送


第15～17話
【二】


17:50
アンフォゲッタブル


完全記憶捜査
一挙放送


第18～22話(終)
【二】


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


830-900a
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DATE: 2021/04/30 Grid: #


(ET) 月曜日 2021/07/19 火曜日 2021/07/20 水曜日 2021/07/21 木曜日 2021/07/22 金曜日 2021/07/23 土曜日 2021/07/24 日曜日 2021/07/25 (ET)


注：　　　【二】二カ国語　　　【字】字幕　　　【吹】吹替　　　【日】日本語


※【】はHD放送作品、（）はSD放送素材、『』はSD素材をアップコンバートした作品です。


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン3）
第4～5話


(二)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン3）
第6～7話


(二)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン3）
第8～9話


(二)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン3）
第10～11話


(二)


17:00(新)
≪熱中！夢中！マイアミ＆ハワイ≫


マイアミ・バイス
第1～2話


(二)


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス
第3～4話


(二)


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス
第5～6話


(二)


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス
第7～8話


(二)


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス
第9～10話


(二)


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
5


【二】


530-600a


AXN


MONTH: 7月 2021


230-300a


300-330a


330-400a


400-430a


430-500a


500-530a


1130-000a


200-230a


830-900p


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


730-800p


800-830p


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


300-330p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


1100-1130p


530-600p


600-630p


630-700p


700-730p


000-030p


030-100p


100-130p


130-200p


200-230p


230-300p


900-930a


930-1000a


1000-1030a


1030-1100a


1100-1130a


1130-000p


17:20 ショッピング・
インフォメーション(日)


22:00 HAWAII FIVE-0
（シーズン10）


8
【字】


23:00 HAWAII FIVE-0
（シーズン10）


9
【字】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


830-900a


00:00
【土夜激アワー：オトナのシネマ】


≪映画≫
メリッサ・P 青い蕾


（R15相当）
【字】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


06:00 ジェシカおばさんの事件簿
（シーズン3）


17
【二】


07:10 ジェシカおばさんの事件簿
（シーズン3）


18
【二】


08:20 ジェシカおばさんの事件簿
（シーズン3）


19
【二】


09:45 かんたん健康トレーニング 3【日】


10:00 アウトランダー（シーズン4）
9


【字】


11:10 ショッピング・インフォメーション(日)


11:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


14:55 ショッピング・
インフォメーション(日)


04:30 マイアミ・バイス
10
(二)


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


06:00 ナイトライダー（シーズン4）
6


【二】


07:10 ナイトライダー（シーズン4）
7


【二】


08:20 ナイトライダー（シーズン4）
8


【二】


09:45 かんたん健康トレーニング 2【日】


13:55 ショッピング・
インフォメーション(日)


17:20 ショッピング・
インフォメーション(日)


22:00
SUPERGIRL / スーパーガール


（シーズン5）
18


【二】


23:00
ARROW / アロー（シーズン8）


8
【字】


22:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


11
【字】


23:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
11


【字】


00:00 CSI : マイアミ
13


【二】


01:00 CSI : マイアミ
14


【二】


02:25 CSI : マイアミ
15


【二】


03:30 マイアミ・バイス
9


(二)


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


5
【字】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン8）
第9～10話


【二】


09:55 シカゴ・ジャスティス
9


【字】


11:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


11
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
13【二】


12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ 5【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
14


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
15


【二】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ
12(終)【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


11
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン8）
第1～2話


【二】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン8）
第3～4話


【二】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン8）
第5～6話


【二】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン8）
第7～8話


【二】


09:55 私立探偵マグナム
（シーズン2）


13
【二】


11:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


8
【二】


00:00 CSI : マイアミ
10


【二】


01:00 CSI : マイアミ
11


【二】


02:25 CSI : マイアミ
12


【二】


03:30 マイアミ・バイス
7


(二)


04:30 マイアミ・バイス
8


(二)


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


4
【字】


22:00 シカゴ・ジャスティス
9


【字】


23:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


11
【字】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
10【二】


12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ 4【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
11


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
12


【二】


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
4


【二】


04:30 マイアミ・バイス
6


(二)


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ 11
【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


10
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


8
【二】


11:00 シカゴ・ジャスティス
9


【字】


22:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


8
【字】


23:00 シカゴ・ジャスティス
9


【字】


00:00 CSI : マイアミ
7


【二】


01:00 CSI : マイアミ
8


【二】


02:25 CSI : マイアミ
9


【二】


03:30 マイアミ・バイス
5


(二)


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
3


【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


3
【字】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
7【二】


12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ 3【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
8


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
9


【二】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ 10
【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


9
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


00:00 CSI : マイアミ
4


【二】


01:00 CSI : マイアミ
5


【二】


02:25 CSI : マイアミ
6


【二】


03:30 マイアミ・バイス
3


(二)


04:30 マイアミ・バイス
4


(二)


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


2
【字】


22:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


13
【字】


23:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


8
【字】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
4【二】


12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ 2【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
5


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
6


【二】


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
2


【二】


04:00 マイアミ・バイス
1


(二)


05:00 マイアミ・バイス
2


(二)


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ 9
【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


8
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 シカゴ P.D.（シーズン7）
10


【二】


11:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


13
【二】


22:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
10


【字】


23:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


13
【字】


00:00 CSI : マイアミ
1


【二】


01:00 CSI : マイアミ
2


【二】


02:25 CSI : マイアミ
3


【二】


03:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
1


【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


1
【字】


09:55 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


10
【二】


11:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
10


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
1【二】


12:58(新)  熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ 1【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
2


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
3


【二】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ 8
【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


7
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン3）
第2～3話


(二)


300-330a


230-300a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


330-400a


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


300-330p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


000-030p


030-100p


100-130p


130-200p


200-230p


230-300p


900-930a


930-1000a


1000-1030a


1030-1100a


1100-1130a


1130-000p


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


830-900a


21:50 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～#1-5【日】


10:00
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン12）
第12～15話


【字】


14:25
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン12）
第16～18話


【字】


17:50
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン12）


第19～22話(終)
【字】


02:00
LUCIFER / ルシファー


（シーズン2）
第13～16話


【字】


11:25 かんたん健康トレーニング
#4-5【日】


12:00
アンフォゲッタブル


完全記憶捜査
（シーズン2）
一挙放送
第1～3話


【二】


15:25
アンフォゲッタブル


完全記憶捜査
（シーズン2）
一挙放送
第4～5話


【二】


17:50
アンフォゲッタブル


完全記憶捜査
（シーズン2）
一挙放送
第6～9話


【二】


00:00
バイオニック・ジェミー


（シーズン2）
第5～10話


(二)
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DATE: 2021/04/30 Grid: #


(ET) 月曜日 2021/07/26 火曜日 2021/07/27 水曜日 2021/07/28 木曜日 2021/07/29 金曜日 2021/07/30 土曜日 2021/07/31 日曜日 2021/08/01 (ET)


注：　　　【二】二カ国語　　　【字】字幕　　　【吹】吹替　　　【日】日本語


※【】はHD放送作品、（）はSD放送素材、『』はSD素材をアップコンバートした作品です。


MONTH: 7月 2021


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


030-100a


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


800-830p


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


1130-000a


330-400a


AXN


830-900p


900-930p


930-1000p


300-330a


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


000-030a


530-600p


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


030-100p


100-130p


130-200p


200-230p


230-300p


300-330p


830-900a


1000-1030a


1030-1100a


1100-1130a


1130-000p


000-030p


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン3）
第12～13話


(二)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン3）
第14～15話


(二)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン3）
第16～17話


(二)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン3）
第18～19話


(二)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン3）
第20～21話


(二)


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス
第11～12話


(二)


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス
第13～14話


(二)


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
10


【二】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 かんたん健康トレーニング 5【日】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン8）
第17～18話


【二】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン8）
第19～20話


【二】


900-930a


930-1000a


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


04:40 CSI : 科学捜査班
（シーズン13）


11
【字】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


22:00
SUPERGIRL / スーパーガール


（シーズン5）
19


【二】


23:00 ARROW / アロー
（シーズン8）


9
【字】


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス
第15～16話


(二)


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス
第17～18話


(二)


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス
第19～20話


(二)


04:30 マイアミ・バイス
20
(二)


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


03:50 CSI : 科学捜査班
（シーズン13）


10
【字】


06:00 ナイトライダー（シーズン4）
9


【二】


07:10 ナイトライダー（シーズン4）
10


【二】


08:20 ナイトライダー（シーズン4）
11


【二】


09:45 かんたん健康トレーニング 4【日】


00:00
【土夜激アワー：オトナのシネマ】


≪映画≫
8ｍｍ. Ⅱ


（R15相当）
【字】


13:55 ショッピング・
インフォメーション(日)


17:20 ショッピング・
インフォメーション(日)


10:00
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン13）


第1～4話
【字】


14:25
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン13）


第5～7話
【字】


17:50
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン13）
第8～11話


【字】


22:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


12
【字】


23:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
12


【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン2）
4


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン2）
5


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン2）
6


【二】


03:30 マイアミ・バイス
19
(二)


09:55 シカゴ・ジャスティス
10


【字】


11:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


12
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
 4【二】


12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ 10【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
 5


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
6


【二】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


16
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


00:00 CSI : マイアミ（シーズン2）
1


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン2）
2


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
 1【二】


12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ 9【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
 2


【二】


14:00
 ≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
 3


【二】


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
9


【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


10
【字】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン2）
3


【二】


03:30 マイアミ・バイス
17
(二)


04:30 マイアミ・バイス
18
(二)


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


9
【字】


22:00 シカゴ・ジャスティス
10


【字】


23:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


12
【字】


04:30 マイアミ・バイス
16
(二)


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 かんたん健康トレーニング 4【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


15
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


9
【二】


11:00 シカゴ・ジャスティス
10


【字】


22:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


9
【字】


23:00 シカゴ・ジャスティス
10


【字】


00:00 CSI : マイアミ
22


【二】


01:00 CSI : マイアミ
23


【二】


02:25 CSI : マイアミ
24(終)
【二】


03:30 マイアミ・バイス
15
(二)


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
8


【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


8
【字】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン8）
第15～16話


【二】


12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ 7【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
20


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
21


【二】


09:55 私立探偵マグナム
（シーズン2）


14
【二】


11:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


9
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
22【二】


12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ 8【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
23


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
24(終)
【二】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


7
【字】


22:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


14
【字】


23:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


9
【字】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 かんたん健康トレーニング 3【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


14
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


00:00 CSI : マイアミ
19


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
19【二】


05:00 マイアミ・バイス
12
(二)


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 かんたん健康トレーニング 2【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


13
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 シカゴ P.D.（シーズン7）
11


【二】


11:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


14
【二】


22:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
11


【字】


02:25 CSI : マイアミ
21


【二】


04:30 マイアミ・バイス
14
(二)


02:25 CSI : マイアミ
18


【二】


03:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
6


【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


6
【字】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン8）
第11～12話


【二】


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
7


【二】


03:30 マイアミ・バイス
13
(二)


01:00 CSI : マイアミ
20


【二】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン8）
第13～14話


【二】


04:00 マイアミ・バイス
11
(二)


330-400a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


09:55 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


11
【二】


11:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
11


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
16【二】


12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ 6【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
17


【二】


230-300a


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 かんたん健康トレーニング 1【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


12
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


300-330a


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ
18


【二】


23:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


14
【字】


00:00 CSI : マイアミ
16


【二】


01:00 CSI : マイアミ
17


【二】


830-900p


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


430-500p


500-530p


530-600p


1100-1130p


1130-000a


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


130-200p


200-230p


230-300p


300-330p


330-400p


400-430p


1030-1100a


1100-1130a


1130-000p


000-030p


030-100p


100-130p


02:00
LUCIFER / ルシファー


（シーズン2）
第17～18話(終)


【字】


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


830-900a


900-930a


930-1000a


1000-1030a





		1W

		2W

		3W

		4W

		5W
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(ET) 月曜日 2021/06/28 火曜日 2021/06/29 水曜日 2021/06/30 木曜日 2021/07/01 金曜日 2021/07/02 土曜日 2021/07/03 日曜日 2021/07/04 (ET)


※最新の番組表はこちら


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


700-730


730-800


800-830


830-900


900-930


930-1000


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


2130-2200


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


2700-2730


2730-2800


04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#6 専
門課程訓練（HD）」(字)


05:00 UFO：欧州未解決事件簿「イタリ
アの宇宙人（HD）」(二)


06:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２
「BMW対ベンツ（HD）」(二)


07:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「ブリティッシュ･エアツアーズ28便


(HD)」(二)


08:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「シルクエアー185便（HD）」(二)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「海と森と生きる術（HD）」(字)


10:00 獣医ミシェルの日常 3「クマさんのお
引越し（HD）」(字)


11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「戦地生まれの問題犬（HD）」(字)


12:00 ホッキョクグマと白銀の世界「子グマ
の成長（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故
（HD）」(二)


14:00 都市伝説：キリストの謎（HD）(二)


15:00 都市伝説～超常現象を解明せ
よ！３～「バミューダ・トライアングル（HD）」


(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「明日への希望 シトロエン2CV（HD）」


(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「名車を訪ね、イギリス縦断（HD）」(二)


18:00 世界の巨大工場７「テスラ・モデル
S（HD)」(二)


19:00 ナチス政権 最後の日々（HD）(字)


20:00 サベージ・キングダム 2：新たな支配
者「#3 反逆者の台頭（HD）」(二)


21:00 サベージ・キングダム 2：新たな支配
者「#4 王のプライド（HD）」(二)


22:00 大型ネコ科：驚愕の能力(HD)(二)


23:00 スネーク・シティ 5「マンバ・ママ
（HD）」(二)


24:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「バリュージェット航空592便


（HD）」(二)


25:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 3
「パイロットの勇気（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間４「テキサス石油工場
爆発事故」(二)


27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#7 選
ばれし精鋭たち（HD）」(字)


04:00 潜入！巨大空母アイゼンハワー
（HD）(二)


05:00 解明！聖書に秘められた太古の
謎「創世記：滅びの街ソドムとゴモラ


（HD）」(二)


06:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２
「リムジン対タクシー（HD）」(二)


07:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「ノースウエスト航空255便 (HD)」


(二)


08:00 【中国を知る】
検証！中国の歴史ミステリー「万里の長


城の謎（HD）」(字)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「運の尽き（HD）」(字)


10:00 獣医ミシェルの日常 3「守るべきバ
イソン（HD）」(字)


11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「家畜荒らしの牧場犬（HD）」(字)


12:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 3
「パイロットの勇気（HD）」(二)


13:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨大嵐
「日本を襲った台風 ハギビス（HD）」(二)


14:00 禁断の聖書：ユダが残した福音書
の衝撃！(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「伝説のスポーツカー ポルシェ356（HD）」


(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」(二)


18:00 世界の巨大工場４「BMW
X3(HD)」(二)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 戦争
への備え 2「太平洋に散った日本軍


（HD）」(二)


20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「農業を変えた名機 ファーガソン･トラク


ター（HD）」(二)


21:00 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「カナダ名物ピーミールベーコン


（HD）」(二)
21:30 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「バーベキューの救世主（HD）」(二)


22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「夫婦の絆 日産スカイライン（HD）」(二)


23:00 密着！伝説のスーパーカー誕生の
秘密「ランボルギーニ・アヴェンタドール


SVJ（HD）」(二)


24:00 メーデー！８：航空機事故の真実
と真相「スカンジナビア航空751便(HD)」


(二)


25:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「ウエスト・カリビアン航空708便


(HD)」(二)


26:00 衝撃の瞬間４「スペースシャトル・
チャレンジャー爆発事故（HD）」(二)


27:00 潜入！アメリカ連邦捜査局（HD）
(二)


04:00 世界大自然紀行：イエローストーン
「凍った大地（HD）」(二)


05:00 世界大自然紀行：イエローストーン
「恵みと試練の季節（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「幻の美しきACアシーカ（HD）」(二)


07:00 サベージ・キングダム 2：新たな支配
者「#3 反逆者の台頭（HD）」(二)


08:00 サベージ・キングダム 2：新たな支配
者「#4 王のプライド（HD）」(二)


09:00 大型ネコ科：驚愕の能力(HD)(二)


10:00 スネーク・シティ 5「マンバ・ママ
（HD）」(二)


11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 2
「舞え、漆黒の鳥！ コクチョウを救え


（HD）」(字)


12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 2
「喧嘩の果てに！ フクロモモンガを救え


（HD）」(字)


13:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「紛争地域での墜落（HD）」(二)


14:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 3
「離陸失敗（HD）」(二)


15:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「コパ航空２０１便（HD）」(二)


16:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「フェデラルエクスプレス８０便


（HD）」(二)


17:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「ケネディ家の悲劇（HD）」(二)


18:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「父と息子のMGAロードスター（HD）」(二)


19:00 【中国を知る】
検証！中国の歴史ミステリー「巨大都市


の謎（HD）」(字)


20:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！世界の遺跡まる見え検証「テンプ


ル騎士団の隠された財宝（HD）」(二)


21:00 仰天！世界の遺跡まる見え検証
「黄金郷伝説と失われた都市（HD）」(二)


22:00 仰天！世界の遺跡まる見え検証
「太平洋に浮かぶ石の古代都市（HD）」


(二)


23:00 仰天！世界の遺跡まる見え検証
「古代都市ペトラの起源（HD）」(二)


24:00 仰天！世界の遺跡まる見え検証
「インカの空中都市 マチュピチュの起源


（HD）」(二)


25:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「謎の食品パッケージ（HD）」(二)


26:00 密着！ドバイ国際空港「差し迫る
VIPの到着（HD）」(二)


27:00 密着！ドバイ国際空港「欠航便で
トラブル発生（HD）」(二)


04:00 密着！ドバイ国際空港「定時運
航への挑戦（HD）」(二)


05:00 密着！ドバイ国際空港「黄金をド
バイ土産に（HD）」(二)


06:00 廃車復活！ジャンクヤード・チャレ
ンジ「ベントレー･ベンテイガと対決（HD）」


(二)


07:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「超重
戦車 マウス（HD）」(二)


08:00 ホット・ゾーン「第四話 犠牲（HD）」
(二)


09:00 ホット・ゾーン「第五話 隔離（HD）」
(二)


10:00 ホット・ゾーン「最終話 機密（HD）」
(二)


11:00【ナショジオ オープンキャンパス
～明日の地球を守るプロジェクト～】


 ホスタイル・プラネット 非情の惑星「極地
（HD）」(二)


12:00 ホスタイル・プラネット 非情の惑星
「砂漠（HD）」(二)


13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「父と息子のMGAロードスター（HD）」(二)


14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「獣医が"治せなかった"プジョー205GTI


（HD）」(二)


15:00 ジャガー：海岸での闘い（HD）(二)


16:00 ヒョウの棲む岩山（HD）(二)


17:00 【新】ライオン：プライドの誕生（HD）
(二)


18:00 ベンガルトラ:王者が巡る旅（HD）
(二)


19:00 小型ネコの仲間たち（HD）(二)


20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！６：航空機事故の真実と真相


「チャイナエアライン611便（ＨＤ）」(二)


21:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「謎の炎（ＨＤ）」(二)


22:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨大嵐
「メキシコ湾に迫る嵐（HD）」(二)


23:00 衝撃の瞬間 巨大災害「最悪の山
火事 ポルトガル（HD）」(字)


24:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！１１：航空機事故の真実と真
相「ヒューズ・エア・ウエスト706便（HD）」


(二)


25:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「USエアー1493便 (HD)」(二)


26:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「誤解の悲劇（HD）」(二)


27:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「人的要因（HD）」(二)


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


700-730


730-800


800-830


830-900


900-930


930-1000


1000-1030


1730-1800


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


1300-1330


2000-2030


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


2100-2130


1530-1600


1600-1630


1630-1700


1700-1730


2700-2730


1800-1830


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


1830-1900


1900-1930


1930-2000


2130-2200


2030-2100


2730-2800


NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 7月


2430-2500


2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


特集：＃ビッグキャット番付


特集：目撃証言：大災害


ワイルド ネイチャー：サマーSP



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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2730-2800


NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 7月


2430-2500


2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


2700-2730


2130-2200


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


1830-1900


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


1530-1600


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1230-1300


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


930-1000


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


630-700


700-730


730-800


800-830


830-900


900-930


23:00 衝撃の瞬間 巨大災害「大雪崩
発生 その時エベレストでは（HD）」(字)


24:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！１１：航空機事故の真実と真


相「クロスエア498便（HD）」(二)


25:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「大韓航空007便 (HD)」(二)


26:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「機長の活躍（HD）」(二)


27:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「操縦不能（HD）」(二)


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


17:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野生に
帰るまで (HD)(二)


18:00 気高きインドのワイルドキャット「大
型ネコ科の王国（HD）」(二)


19:00 気高きインドのワイルドキャット「カモ
フラージュの能力（HD）」(二)


20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！６：航空機事故の真実と真相


「パンナム103便（ＨＤ）」(二)


21:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「ウェイト・オーバー（HD）」(二)


22:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨大嵐
「台風街道の脅威（HD）」(二)


11:00 【ナショジオ オープンキャンパス
～明日の地球を守るプロジェクト～】
ホスタイル・プラネット 非情の惑星「海


（HD）」(二)


12:00 ホスタイル・プラネット 非情の惑星
「山地（HD）」(二)


13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「人生をともに歩んだシトロエンDS（HD）」


(二)


14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「パズル同然のトライアンフGT6（HD）」


(二)


15:00 世界の巨大工場７「パガーニ
（HD)」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「運に見放されたダイムラー・ダート（HD）」


(二)


25:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「不自然なガードル（HD）」(二)


26:00 密着！ドバイ国際空港 2「緊急着
陸に備えよ（HD）」(二)


27:00 密着！ドバイ国際空港 2「サッカー
の神 来訪（HD）」(二)


04:00 密着！ドバイ国際空港 2「大量の
ヘロイン押収（HD）」(二)


05:00 密着！ドバイ国際空港 2「乗り継
ぎパニック（HD）」(二)


06:00 廃車復活！ジャンクヤード・チャレ
ンジ「ランボルギーニ･ウラカン・ペルフォルマ


ンテと対決（HD）」(二)


07:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「ジェッ
ト戦闘機地下工場（HD）」(二)


08:00 地球最後の日を生きる「ゾンビと化
した人類（HD）」(字)


09:00 地球最後の日を生きる「ナノ・テク
ノロジーの反乱（HD）」(字)


10:00 地球最後の日を生きる「水が敵と
なる（HD）」(字)


19:00 【中国を知る】
 検証！中国の歴史ミステリー「伝説の都


市 上都の謎（HD）」(字)


20:00 【土曜 ミステリーファイル】
発掘！マヤの失われた秘宝「太陽神の


謎（HD）」(二)


21:00 発掘！マヤの失われた秘宝「生贄
の謎（HD）」(二)


22:00 発掘！マヤの失われた秘宝「蛇王
朝の謎（HD）」(二)


23:00 発掘！マヤの失われた秘宝「古代
都市の謎（HD）」(二)


24:00 UFOと宇宙人：エリア51機密解除
（HD）(二)


13:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「方向感覚の喪失」(二)


14:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「エールフランス４５９０便 コンコ


ルド炎上（HD）」(二)


15:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「政府チャーター機　暗殺疑惑


（HD）」(二)


16:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「マンクス２　霧の７１００便


（HD）」(二)


17:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「ファーストエア６５６０便（HD）」


(二)


18:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「獣医が"治せなかった"プジョー205GTI


（HD）」(二)


27:00 潜入！イラク危険地帯(二)


04:00 世界大自然紀行：オーストラリア
「砂漠のカンガルー（HD）」(二)


05:00 世界大自然紀行：オーストラリア
「世界最古の熱帯雨林（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「幻の美しきACアシーカ（HD）」(二)


07:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「母の覚悟（HD）」(二)


08:00 世界大自然紀行：スカンジナビア
半島「ノルウェー沿岸部（HD）」(二)


09:00 世界大自然紀行：ハワイ「炎の島
（HD）」(二)


10:00 スネーク・シティ 5「襲われた家族
（HD）」(二)


11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 2
「食べ過ぎ注意！ オキナインコを救え


（HD）」(字)


12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 2
「水がたまってひと悶着！ ウサギを救え


（HD）」(字)


21:30 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「ストロベリーショートケーキ（HD）」


(二)
22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３


「アルファロメオに賭けた夢（HD）」(二)


23:00 密着！伝説のスーパーカー誕生の
秘密「パガーニ・ウアイラ・ロードスター


（HD）」(二)


24:00 メーデー！８：航空機事故の真実
と真相「コンチネンタル航空3407便(HD)」


(二)


25:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「アロー航空1285便(HD)」(二)


26:00 衝撃の瞬間５「アルプスでの衝突
(HD)」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「錆び付いたフィアット・ディーノ（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「幸せを運ぶジャガー･マーク２（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・パナ
メーラ（HD）」(二)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 戦争
への備え 2「ヒトラーと4人の側近（HD）」


(二)


20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「伝説のボンドカー、ロータス・エスプリＳ１


（HD）」(二)


21:00 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「やわらかバター（HD）」(二)


10:00 獣医ミシェルの日常 3「危険な兄
弟喧嘩（HD）」(字)


11:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「母の覚悟（HD）」(字)


12:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 3
「整備不良（HD）」(二)


13:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨大嵐
「メキシコ湾に迫る嵐（HD）」(二)


14:00 仰天！世界の遺跡まる見え検証
「インカの空中都市 マチュピチュの起源


（HD）」(二)


15:00 都市伝説～超常現象を解明せ
よ！３～「幽霊船（HD）」(二)


04:00 ロング・ロード・ホーム「#8 夢を見て
（HD）」(二)


05:00 仰天！海の底まる見え検証 3「バ
イキングが制した北の荒海（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「愛され続けたMG・ミジェット（HD）」(二)


07:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「エールアンテール148便 (HD)」


(二)


08:00 【中国を知る】
検証！中国の歴史ミステリー「巨大都市


の謎（HD）」(字)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「失敗から学ぶもの（HD）」(字)


22:00 世界大自然紀行：ハワイ「炎の島
（HD）」(二)


23:00 スネーク・シティ 5「襲われた家族
（HD）」(二)


24:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「シンガポール航空006便


（HD）」(二)


25:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 3
「整備不良（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃(HD)」
(二)


27:00 ロング・ロード・ホーム「#7 消え行く
希望（HD）」(二)


16:00 サベージ・キングダム 3：戦乱の幕
開け「#3 放浪者の出現（HD）」(二)


17:00 サベージ・キングダム 3：戦乱の幕
開け「#4 戦争ゲーム（HD）」(二)


18:00 サベージ・キングダム 3：戦乱の幕
開け「#5 歩く亡霊（HD）」(二)


19:00 サベージ・キングダム 3：戦乱の幕
開け「#6 王座の一手（HD）」(二)


20:00 【新】サベージ・キングダム 4：残酷
の帝国「母の覚悟（HD）」(二)


21:00 【新】世界大自然紀行：スカンジナ
ビア半島「ノルウェー沿岸部（HD）」(二)


10:00 獣医ミシェルの日常 3「空飛ぶ馬
（HD）」(字)


11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「犬の殺処分を減らすため（HD）」(字)


12:00 ジーニアス：アレサ「
第一話 リスペクト（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間４「コメット墜落の謎
（HD）」(二)


14:00 サベージ・キングダム 3：戦乱の幕
開け「#1 闇来たる（HD）」(二)


15:00 サベージ・キングダム 3：戦乱の幕
開け「#2 恐怖支配（HD）」(二)


04:00 ロング・ロード・ホーム「#6 天国と呼
ばれた場所（HD）」(二)


05:00 仰天！海の底まる見え検証 3「英
国VSドイツ 世界を変えた航空戦（HD）」


(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「フォード・コルチナの抜け殻（HD）」(二)


07:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「オンタリオ航空1363便 (HD)」(二)


08:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「ユナイテッド航空173便（HD）」


(二)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「木 vs.トラック（HD）」(字)


22:00 【新】第二次世界大戦の潜水艦３
「U-47：奇襲作戦（HD）」(二)


23:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3「日
本の巨大戦艦、大和と武蔵（HD）」(字)


24:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「奇跡の大脱出（HD）」(二)


25:00 メーデー！１１：航空機事故の真
実と真相「ハリケーン観測機 NOAA42


（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発
(HD)」(字)


27:00 ロング・ロード・ホーム「#5 選択
（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「美しきイタリア車 ランチア･フルヴィア


（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「伝説のモーガン・スリーホイラー（HD）」


(二)


18:00 ジーニアス：アレサ「第三話 正しい
行い（HD）」(二)


19:00 ジーニアス：アレサ「第四話 忘れら
れなくて（HD）」(二)


20:00 第二次世界大戦の潜水艦２「ヴェ
ンチャラー：カエサル作戦を阻止せよ


（HD）」(二)


21:00 第二次世界大戦の潜水艦２「ソ
連潜水艦：冷戦最大の危機（HD）」(二)


10:00 獣医ミシェルの日常 3「ヒグマにご
注意（HD）」(字)


11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「音を怖がる逃走犬（HD）」(字)


12:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 戦争
への備え 2「ヒトラーと4人の側近（HD）」


(二)


13:00 衝撃の瞬間４「ポトマック川墜落事
故」(二)


14:00 仰天！世界の遺跡まる見え検証
「太平洋に浮かぶ石の古代都市（HD）」


(二)


15:00 都市伝説～超常現象を解明せ
よ！３～「キング・アーサー（HD）」(二)


24:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「名古屋空港の悲劇（HD）」


(二)


25:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「大韓航空007便 (HD)」(二)


26:00 衝撃の瞬間５「9.11(HD)」(二)


27:00 ロング・ロード・ホーム「#3 未知の領
域（HD）」(二)


04:00 ロング・ロード・ホーム「#4 死の谷
（HD）」(二)


05:00 仰天！海の底まる見え検証 3「伝
説の古代都市 ヘラクレイオン（HD）」(二)


06:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２
「カスタムカー対決（HD）」(二)


07:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「大韓航空007便 (HD)」(二)


08:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「アメリカン航空191便（HD）」


(二)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「森に潜む危険（HD）」(字)


18:00 スーパーカー大改造「レンジロー
バー・イヴォーク（HD）」(二)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 アメリ
カの戦い「D-Day（HD）」(二)


20:00 ジーニアス：アレサ「
第一話 リスペクト（HD）」(字)


21:00 ジーニアス：アレサ「
第二話 いつの日か（HD）」(字)


22:00 ジーニアス：アレサ「第三話 正しい
行い（HD）」(字)


23:00 ジーニアス：アレサ「第四話 忘れら
れなくて（HD）」(字)


12:00 エジプト空中散歩「古代エジプトの
鍵（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間４「スマトラ沖大津波
（HD）」(二)


14:00 仰天！世界の遺跡まる見え検証
「黄金郷伝説と失われた都市（HD）」(二)


15:00 都市伝説～超常現象を解明せ
よ！３～「野生児（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「母へ贈る ヒルマン･インプ（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「スターリング･モス現る（HD）」(二)


26:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨大嵐
「メキシコ湾に迫る嵐（HD）」(二)


27:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争へ
（HD）」(二)


04:00 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌
（HD）」(二)


05:00 仰天！海の底まる見え検証 3「ビ
キニ環礁に沈む被爆艦（HD）」(二)


06:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２
「フランス車対決（HD）」(二)


07:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「USエアー1493便 (HD)」(二)


08:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「グランドキャニオン空中衝突事


故（HD）」(二)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「枯れ木（HD）」(字)


10:00 獣医ミシェルの日常 3「ウシたちの
逆襲（HD）」(字)


11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「船の上に暮らす犬（HD）」(字)


20:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケル・
ウェアが見た世界「アフリカ大陸 最後の王


（HD）」(字)


21:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケル・
ウェアが見た世界「ファッションウィーク戦争


（HD）」(字)


22:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「不自然なガードル（HD）」(二)


23:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「意外な容疑者（HD）」(二)


24:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「LAMモザンビーク航空470便


（HD）」(二)


25:00 メーデー！１４：航空機事故の真
実と真相「コンチネンタル・エクスプレス


2286便（HD）」(二)


14:00 仰天！世界の遺跡まる見え検証
「テンプル騎士団の隠された財宝（HD）」


(二)


15:00 都市伝説～超常現象を解明せ
よ！３～「火星人（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「珠玉のオースチン・ヒーレー3000（HD）」


(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「革命児アウディUr-クワトロ（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造「アストンマー
ティン・ヴァンテージ（HD）」(二)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 アメリ
カの戦い「ヒトラー 最後の大攻勢（HD）」


(二)


11:00 スネーク・シティ 5「マンバ・ママ
（HD）」(二)


12:00 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「カナダ名物ピーミールベーコン


（HD）」(二)
12:30 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「バーベキューの救世主（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間４「ソウル・スーパー
マーケット崩壊」(二)


10:00 獣医ミシェルの日常 3「ミシェルの
出張（HD）」(字)


10:50 気候変動を止めるためにナショジオ
オープンキャンパス　～ゼロエミッション東京


戦略とは～（HD）


04:00 ナチスに残る都市伝説の真相「消
えた黄金列車（HD）」(二)


05:00 UFO：欧州未解決事件簿「宇宙
人と消えた操縦士（HD）」(二)


06:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２
「スーパーカー対決（HD）」(二)


07:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「エールフランス296便 (HD)」(二)


08:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「タンス航空204便（HD）」(二)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「オノを操る男（HD）」(字)


2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


2700-2730


2730-2800


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


2130-2200


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


700-730


730-800


800-830


830-900


900-930


930-1000


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


特集：第二次世界大戦


サベージ・キングダム 3一挙放送


特集：目撃証言：大災害


ワイルド ネイチャー：サマーSP



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf





Page 3 of 5


(ET) 月曜日 2021/07/12 火曜日 2021/07/13 水曜日 2021/07/14 木曜日 2021/07/15 金曜日 2021/07/16 土曜日 2021/07/17 日曜日 2021/07/18 (ET)


※最新の番組表はこちら


2730-2800


NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 7月


2430-2500


2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


2700-2730


2130-2200


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


1830-1900


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


1530-1600


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1230-1300


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


930-1000


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


630-700


700-730


730-800


800-830


830-900


900-930


23:00 衝撃の瞬間 巨大災害「大型ハリ
ケーン エルファロ号沈没の謎（HD）」(字)


24:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！１１：航空機事故の真実と真


相「エア・フロリダ90便（HD）」(二)


25:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「オンタリオ航空1363便 (HD)」(二)


26:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「撃墜（HD）」(二)


27:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「コックピットの殺人者（HD）」(二)


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


17:00 キングダム・オブ・チャイナ：隠された
大自然「山で生き残る術（HD）」(二)


18:00 キングダム・オブ・チャイナ：隠された
大自然「ジャングルに潜む動物たち


（HD）」(二)


19:00 キングダム・オブ・チャイナ：隠された
大自然「パンダが住む森（HD）」(二)


20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
 メーデー！６：航空機事故の真実と真相


「オスロ発　チャーター機（ＨＤ）」(二)


21:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「暴風雨の中へ（HD）」(二)


22:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨大嵐
「迫りくる温帯低気圧（HD）」(二)


11:00 【ナショジオ オープンキャンパス
～明日の地球を守るプロジェクト～】


世界遺産「ロシア：サンクト・ペテルブルグ
（HD）」(字)


12:00 世界遺産「スペイン：サグラダ・ファミ
リア（HD）」(字)


13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「幻のトヨタFJ40ランドクルーザー（HD）」


(二)


14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「インプレッサよ、不死鳥のごとく蘇れ！


（HD）」(二)


15:00 世界の巨大工場７「ランボルギー
ニ・アヴェンタドール（HD)」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「息子に贈るモーリス・トラベラー（HD）」


(二)


25:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「イルカ印のコカイン（HD）」(二)


26:00 密着！ドバイ国際空港 2「１時間
で修理せよ（HD）」(二)


27:00 密着！ドバイ国際空港 2「迅速な
判断とチームワーク（HD）」(二)


04:00 密着！ドバイ国際空港 2「偽造パ
スポート（HD）」(二)


05:00 密着！ドバイ国際空港 2「過酷な
パイロット・トレーニング（HD）」(二)


06:00 廃車復活！ジャンクヤード・チャレ
ンジ「ランドローバー･ディスカバリーと対決


（HD）」(二)


07:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「ベルリ
ン防衛網（HD）」(二)


08:00 地球最後の日を生きる「モンス
ター・ストーム（HD）」(字)


09:00 地球最後の日を生きる「火山一斉
噴火（HD）」(字)


10:00 地球最後の日を生きる「氷の惑星
（HD）」(字)


19:00 【中国を知る】
中国と海洋文化「#1（HD）」(字)


20:00 【土曜 ミステリーファイル】
【新】マヤ文明 地下洞窟の謎（HD）(二)


21:00 解明！聖書に秘められた太古の
謎「出エジプト記：割れた海（HD）」(二)


22:00 解明！聖書に秘められた太古の
謎「創世記：滅びの街ソドムとゴモラ


（HD）」(二)


23:00 ペトラ：バラ色に輝く古代遺跡
（HD）(二)


24:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人（HD）
(二)


13:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「ゴースト」(二)


14:00 メーデー！１１：航空機事故の真
実と真相「英国欧州航空548便（HD）」


(二)


15:00 メーデー！１１：航空機事故の真
実と真相「ヒューズ・エア・ウエスト706便


（HD）」(二)


16:00 メーデー！１１：航空機事故の真
実と真相「クロスエア498便（HD）」(二)


17:00 メーデー！１１：航空機事故の真
実と真相「エア・フロリダ90便（HD）」(二)


18:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「人生をともに歩んだシトロエンDS（HD）」


(二)


27:00 ヒトラーを欺いた英国王（HD）(二)


04:00 世界大自然紀行：オーストラリア
「ウォンバットの王国（HD）」(二)


05:00 世界大自然紀行：オーストラリア
「コアラの棲む森（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「幻の美しきACアシーカ（HD）」(二)


07:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「若者たちの反乱（HD）」(二)


08:00 世界大自然紀行：スカンジナビア
半島「天空の王国（HD）」(二)


09:00 世界大自然紀行：ハワイ「波の下
の世界（HD）」(二)


10:00 スネーク・シティ 5「運命のトンネル
（HD）」(二)


11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 2
「排尿トラブル！ ヤギを救え（HD）」(字)


12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 2.5
「痩せすぎ注意！ フェレットを救え（HD）」


(字)


21:30 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「極上の牛乳（HD）」(二)


22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「ドイツ工学の結晶ゴルフGTIマーク1


（HD）」(二)


23:00 密着！伝説のスーパーカー誕生の
秘密「ポルシェ・タイカン（HD）」(二)


24:00 メーデー！８：航空機事故の真実
と真相「トルコ航空1951便(HD)」(二)


25:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「コンチネンタル・エクスプレス2574


便(HD)」(二)


26:00 衝撃の瞬間５「ビスマルク艦船の運
命(HD)」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「愛され続けたMG・ミジェット（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「約束のロータス・エリーゼ（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造「シボレー・カマ
ロ（HD）」(二)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4「プロ
パガンダ・マシーン（HD）」(二)


20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「三菱ランエボIVと第二の人生を（HD）」


(二)


21:00 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「バッファローウィングの正体（HD）」


(二)


10:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「母の覚悟（HD）」(字)


11:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「若者たちの反乱（HD）」(字)


12:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 3
「離陸失敗（HD）」(二)


13:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨大嵐
「台風街道の脅威（HD）」(二)


14:00 UFOと宇宙人：エリア51機密解除
（HD）(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 2「冷
戦期の失われた核兵器（HD）」(二)


04:00 第一次世界大戦：決死の坑道戦
（HD）(二)


05:00 仰天！海の底まる見え検証 3「ミ
シガン湖に眠るシカゴの秘密（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「息子に贈るモーリス・トラベラー（HD）」


(二)


07:00 メーデー！８：航空機事故の真実
と真相「コンチネンタル航空3407便(HD)」


(二)


08:00 【中国を知る】
検証！中国の歴史ミステリー「伝説の都


市 上都の謎（HD）」(字)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「命を頂く（HD）」(字)


22:00 世界大自然紀行：ハワイ「波の下
の世界（HD）」(二)


23:00 スネーク・シティ 5「運命のトンネル
（HD）」(二)


24:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「シルクエアー185便（HD）」(二)


25:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 3
「離陸失敗（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間５「ボパールの化学工
場事故(HD)」(二)


27:00 第一次世界大戦 アメリカ参戦の
真実（HD）(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「フォード・コルチナの抜け殻（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「オーナーの笑顔を願うシトロエン（HD）」


(二)


18:00 スーパーカー大改造「ジープ・ラング
ラー（HD）」(二)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4「ル
フトバッフェ（HD）」(二)


20:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「若者たちの反乱（HD）」(二)


21:00 世界大自然紀行：スカンジナビア
半島「天空の王国（HD）」(二)


10:00 獣医ミシェルの日常 4「クマの調査
（HD）」(字)


11:00 気高きインドのワイルドキャット「カモ
フラージュの能力（HD）」(二)


12:00 ジーニアス：アレサ「
第二話 いつの日か（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間４「テキサス石油工場
爆発事故」(二)


14:00 発掘！マヤの失われた秘宝「古代
都市の謎（HD）」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 2「南
北戦争の海戦（HD）」(二)


24:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「謎の白い光（HD）」(二)


25:00 メーデー！１１：航空機事故の真
実と真相「イタビア航空870便（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間５「上空での大惨事
(HD)」(二)


27:00 戦場の記録「#5 ルールなき戦闘
（HD）」(二)


04:00 戦場の記録「#6 爆発物を踏んだ
兵士（HD）」(二)


05:00 仰天！海の底まる見え検証 3「カ
リブ海 消えた海賊船（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「運に見放されたダイムラー・ダート（HD）」


(二)


07:00 メーデー！８：航空機事故の真実
と真相「スカンジナビア航空751便(HD)」


(二)


08:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「タン航空3054便(HD)」(二)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「迫り来る暗い冬（HD）」(字)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「憧れのコルベット・スティングレイ（HD）」


(二)


18:00 ジーニアス：アレサ「第五話 プロテス
ト（HD）」(二)


19:00 ジーニアス：アレサ「第六話 アメイジ
ング・グレイス（HD）」(二)


20:00 ヒトラーの教皇　闇の真実（HD）
(二)


22:00 第二次世界大戦の潜水艦３「U-
110：暗号機エニグマ（HD）」(二)


23:00 戦火の記憶「初期（HD）」(二)


11:00 気高きインドのワイルドキャット「大
型ネコ科の王国（HD）」(二)


12:00 第二次世界大戦の潜水艦３「U-
47：奇襲作戦（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間４「モントセラト島の大
噴火」(二)


14:00 発掘！マヤの失われた秘宝「蛇王
朝の謎（HD）」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 2
「ゴールドラッシュ 知られざる物語（HD）」


(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「名もなき名車キャノン・ゴールドフィンガー


（HD）」(二)


25:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「オンタリオ航空1363便 (HD)」(二)


26:00 衝撃の瞬間５「パディントン駅の列
車事故(HD)」(二)


27:00 戦場の記録「#3 死と隣り合わせの
渓谷（HD）」(二)


04:00 戦場の記録「#4 戦友の絆（HD）」
(二)


05:00 仰天！海の底まる見え検証 3「ア
メリカ南北戦争 海戦の実態（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「母の形見のランドローバー（HD）」(二)


07:00 メーデー！８：航空機事故の真実
と真相「ブリティッシュ・エアウェイズ38便


(HD)」(二)


08:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「ハドソン川の奇跡(HD)」(二)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「クマの血痕はどこに？（HD）」(字)


10:00 獣医ミシェルの日常 4「ヤマアラシ
のトゲ（HD）」(字)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4「イタ
リア防衛線（HD）」(二)


20:00 ジーニアス：アレサ「第三話 正しい
行い（HD）」(字)


21:00 ジーニアス：アレサ「第四話 忘れら
れなくて（HD）」(字)


22:00 ジーニアス：アレサ「第五話 プロテス
ト（HD）」(字)


23:00 ジーニアス：アレサ「第六話 アメイジ
ング・グレイス（HD）」(字)


24:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「コンチネンタル航空1713便


（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間４「合衆国を襲った大
竜巻」(二)


14:00 発掘！マヤの失われた秘宝「生贄
の謎（HD）」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 2「殺
人兵器 Uボート（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「初恋のオースチン７・チャミー（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「イタリアの名車ランチア･フラヴィア（HD）」


(二)


18:00 スーパーカー大改造「メルセデス・ベ
ンツGクラス ワゴン（HD）」(二)


27:00 戦場の記録「#1 アフガニスタン 混
乱といら立ち（HD）」(二)


04:00 戦場の記録「#2 メディバックの決
意（HD）」(二)


05:00 仰天！海の底まる見え検証 3「ア
メリカ奴隷貿易 最後の船（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「ヘラルドを一から組み直せ！（HD）」(二)


07:00 メーデー！８：航空機事故の真実
と真相「クロス航空3597便(HD)」(二)


08:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「大統領の死（HD）」(二)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「捕食動物の撃退法（HD）」(字)


10:00 獣医ミシェルの日常 4「クズリ捕獲
大作戦（HD）」(字)


11:00 世界大自然紀行：スカンジナビア
半島「ノルウェー沿岸部（HD）」(二)


12:00 エジプト空中散歩「エジプトの未来
（HD）」(二)


21:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケル・
ウェアが見た世界「キューバ革命の光と影


（HD）」(字)


22:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「イルカ印のコカイン（HD）」(二)


23:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「高齢の運び屋（HD）」(二)


24:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「ケニア航空507便（HD）」(二)


25:00 メーデー！１４：航空機事故の真
実と真相「ジャーマンウイングス9525便


（HD）」(二)


26:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨大嵐
「台風街道の脅威（HD）」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 2
「ニューヨークに眠る謎（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「三菱ランエボIVと第二の人生を（HD）」


(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「ドイツ工学の結晶ゴルフGTIマーク1


（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造「ベントレー・
ミュルザンヌ（HD）」(二)


19:00 第二次世界大戦の潜水艦３「U-
47：奇襲作戦（HD）」(二)


20:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケル・
ウェアが見た世界「ロシアのバイカー･ギャン


グ（HD）」(字)


10:00 獣医ミシェルの日常 4「野生のイノ
シシを追え！（HD）」(字)


11:00 スネーク・シティ 5「襲われた家族
（HD）」(二)


12:00 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「やわらかバター（HD）」(二)


12:30 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「ストロベリーショートケーキ（HD）」


(二)
13:00 衝撃の瞬間４「シカゴ航空機事


故」(二)


14:00 発掘！マヤの失われた秘宝「太陽
神の謎（HD）」(二)


04:00 ナチスに残る都市伝説の真相「番
外編:日本軍731部隊の謎（HD）」(二)


05:00 仰天！海の底まる見え検証 3「ア
メリカ独立戦争 勝敗を分けた水上戦


（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「ポルシェ911、奇跡のレストア（HD）」(二)


07:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「チョークス･オーシャン･エアウェイズ


101便 (HD)」(二)


08:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「ホッケーチームの悲劇（HD）」


(二)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「薬草と軟膏（HD）」(字)


2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


2700-2730


2730-2800


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


2130-2200


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


700-730


730-800


800-830


830-900


900-930


930-1000


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


特集：第二次世界大戦


特集：目撃証言：大災害


ワイルド ネイチャー：サマーSP



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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2730-2800
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2430-2500


2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


2700-2730


2130-2200


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


1830-1900


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


1530-1600


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1230-1300


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


930-1000


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


630-700


700-730


730-800


800-830


830-900


900-930


23:00 実録：自然災害(HD)(字)


24:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！１１：航空機事故の真実と真


相「アメリカン航空587便（HD）」(二)


25:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「エールアンテール148便 (HD)」


(二)


26:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「見えない手がかり（HD）」(二)


27:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「事故か陰謀か（HD）」(二)


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


17:00 キングダム・オブ・チャイナ：隠された
大自然「高原で育まれる命（HD）」(二)


18:00 キングダム・オブ・チャイナ：隠された
大自然「森で生きるキンシコウ（HD）」(二)


19:00 ヒョウ：王家の一族（HD）(二)


20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！６：航空機事故の真実と真相
「サウジアラビア航空763便（ＨＤ）」(二)


21:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「持ち込まれた小型爆弾（HD）」


(二)


22:00 【新】捜索！嵐に挑むテキサス救
助隊（HD）(二)


11:00 【ナショジオ オープンキャンパス
～明日の地球を守るプロジェクト～】


世界遺産「ブラジル：アマゾンの熱帯雨林
（HD）」(字)


12:00 世界遺産「インド：タージマハル
（HD）」(字)


13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「タンデム式の超小型車メッサーシュミット


KR200（HD）」(二)


14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「散り散りになったフォード・カプリ（HD）」


(二)


15:00 世界の巨大工場７「ポルシェ911
（HD)」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「デンマークのボルボ・アマゾン（HD）」(二)


25:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「帰国した妊婦の謎（HD）」(二)


26:00 密着！ドバイ国際空港 2「密輸ダ
イヤモンド（HD）」(二)


27:00 密着！ドバイ国際空港 2「飛び立
て新米パイロット（HD）」(二)


04:00 密着！ドバイ国際空港 3「ドローン
侵入（HD）」(二)


05:00 密着！ドバイ国際空港 3「71人の
怒れる乗客（HD）」(二)


06:00 廃車復活！ジャンクヤード・チャレ
ンジ「ジャガーFタイプと対決（HD）」(二)


07:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁王朝
「金王朝（HD）」(字)


08:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「備えなければ勝利なし（HD）」


(二)


09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「まともなのは私だ！（HD）」(二)


10:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「新妻の覚悟（HD）」(二)


19:00 【中国を知る】
中国と海洋文化「#2（HD）」(字)


20:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証「ナチスの秘


密兵器（HD）」(二)


21:00 仰天！海の底まる見え検証「沈ん
だ財宝（HD）」(二)


22:00 仰天！海の底まる見え検証「古
代エジプトの謎（HD）」(二)


23:00 仰天！海の底まる見え検証「メキ
シコ湾に眠る遺物（HD）」(二)


24:00 仰天！海の底まる見え検証「失わ
れた軍艦（HD）」(二)


13:00 メーデー！１１：航空機事故の真
実と真相「アメリカン航空587便（HD）」


(二)


14:00 メーデー！１１：航空機事故の真
実と真相「ハリケーン観測機 NOAA42


（HD）」(二)


15:00 メーデー！１１：航空機事故の真
実と真相「イタビア航空870便（HD）」(二)


16:00 メーデー！１１：航空機事故の真
実と真相「ドイツXL航空888T便（HD）」


(二)


17:00 メーデー！１１：航空機事故の真
実と真相「エア・モーレア1121便（HD）」


(二)


18:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「パズル同然のトライアンフGT6（HD）」


(二)


27:00 戦士たちの墓場「蘇るサムライ
(HD)」(二)


04:00 世界大自然紀行：モンゴル「ゴビ砂
漠の動物たち（HD）」(二)


05:00 世界大自然紀行：モンゴル「広大
な草原地帯（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「幻の美しきACアシーカ（HD）」(二)


07:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「夢の終焉（HD）」(二)


08:00 世界大自然紀行：スカンジナビア
半島「氷と雪の地（HD）」(二)


09:00 世界大自然紀行：オーストラリア
「砂漠のカンガルー（HD）」(二)


10:00 スネーク・シティ 5「高所恐怖症
（HD）」(二)


11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 2.5
「心肺停止！ マーモセットを救え（HD）」


(字)


12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 2.5
「気管に異変！ ボールニシキヘビを救え


（HD）」(字)


21:30 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「冷凍の本格クロワッサン（HD）」


(二)
22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「イタリアの名車ランチア･フラヴィア（HD）」


(二)


23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「伝説のスポーツカー ポルシェ356（HD）」


(二)


24:00 メーデー！１７：航空機事故の真
実と真相「キャセイパシフィック航空780便


（HD）」(二)


25:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「ミュンヘンの悲劇(HD)」(二)


26:00 衝撃の瞬間５「ムンバイの同時多
発テロ(HD)」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「息子に贈るモーリス・トラベラー（HD）」


(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「超レアものタルボ・サンビーム・ロータス


（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造「レンジロー
バー・イヴォーク（HD）」(二)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4「死
の鉄道（HD）」(二)


20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「初恋のオースチン７・チャミー（HD）」(二)


21:00 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「昔ながらのパン作り（HD）」(二)


10:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「若者たちの反乱（HD）」(字)


11:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「夢の終焉（HD）」(字)


12:00 クジラたちの深海への旅（HD）(二)


13:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨大嵐
「迫りくる温帯低気圧（HD）」(二)


14:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人（HD）
(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 2「ヒ
トラーの軍艦（HD）」(二)


04:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁王朝
「ロケットマン（HD）」(字)


05:00 都市伝説～超常現象を解明せ
よ！３～「アトランティス（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」(二)


07:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「操縦不能（HD）」(二)


08:00【中国を知る】
中国と海洋文化「#1（HD）」(字)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「衝撃が潜む森（HD）」(字)


22:00 世界大自然紀行：ブラジル「踊る
熱帯雨林（HD）」(二)


23:00 スネーク・シティ 5「高所恐怖症
（HD）」(二)


24:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「タンス航空204便（HD）」(二)


25:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「ノースウエスト・エアリンク5719


便（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間５「石油掘削基地の
爆発炎上(HD)」(二)


27:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁王朝
「核家族（HD）」(字)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「運に見放されたダイムラー・ダート（HD）」


(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「歴史を刻むフォード･モデルA（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造「アストンマー
ティン・ヴァンテージ（HD）」(二)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4「ヒト
ラーの巨大鉄道網（HD）」(二)


20:00サベージ・キングダム 4：残酷の帝国
「夢の終焉（HD）」(二)


21:00 世界大自然紀行：スカンジナビア
半島「氷と雪の地（HD）」(二)


10:00 獣医ミシェルの日常 4「アルパカの
幸せ（HD）」(字)


11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「チワワたちの大騒動（HD）」(字)


12:00 ジーニアス：アレサ「第三話 正しい
行い（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間３「セントヘレンズ山の
猛威」(二)


14:00 ペトラ：バラ色に輝く古代遺跡
（HD）(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 2「タ
イ洞窟 世紀の救出劇（HD）」(二)


04:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁王朝
「神の子（HD）」(字)


05:00 都市伝説～超常現象を解明せ
よ！３～「悪霊（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「悩めるエスコートRS（HD）」(二)


07:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「機長の活躍（HD）」(二)


08:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「ミュンヘンの悲劇(HD)」(二)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「長き道のり（HD）」(字)


22:00 第二次世界大戦の潜水艦３「U-
862：極東へ物資を輸送せよ（HD）」(二)


23:00 戦火の記憶「中期（HD）」(二)


24:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「機内炎上（HD）」(二)


25:00 メーデー！１１：航空機事故の真
実と真相「ドイツXL航空888T便（HD）」


(二)


26:00 衝撃の瞬間５「カルト集団の悲劇
(HD)」(二)


27:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁王朝
「金王朝（HD）」(字)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 2「太
平洋戦争の残骸（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「母の形見のランドローバー（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「70年代の象徴トヨタ･セリカ（HD）」(二)


18:00 ジーニアス：アレサ「第七話 チェイ
ン・オブ・フールズ（HD）」(二)


19:00 ジーニアス：アレサ「最終話 誰も眠
らずに（HD）」(二)


20:00 【新】無敵の翼：アメリカ第８航空
軍（HD）(二)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「受け継がれる知恵（HD）」(字)


10:00 獣医ミシェルの日常 4「コヨーテとの
知恵比べ（HD）」(字)


11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「最強の頑固者（HD）」(字)


12:00 第二次世界大戦の潜水艦３「U-
110：暗号機エニグマ（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間３「高速道路への墜
落」(二)


14:00 解明！聖書に秘められた太古の
謎「創世記：滅びの街ソドムとゴモラ


（HD）」(二)


23:00 ジーニアス：アレサ「最終話 誰も眠
らずに（HD）」(字)


24:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「ブリティッシュミッドランド航空９


２便（HD）」(二)


25:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「エールアンテール148便 (HD)」


(二)


26:00 衝撃の瞬間５「ダム津波の脅威
(HD)」(二)


27:00 潜入！北朝鮮：サイバー攻撃
（HD）(二)


04:00 潜入！北朝鮮：国家犯罪（HD）
(二)


05:00 都市伝説～超常現象を解明せ
よ！３～「吸血鬼（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「愛する祖父のVWキャンピングカー（HD）」


(二)


07:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「人的要因（HD）」(二)


08:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「コンチネンタル・エクスプレス2574


便(HD)」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「青春を駆け抜けたトライアンフTR4


（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造「アウディ・A8
（HD）」(二)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4「北
極圏の守り（HD）」(二)


20:00 ジーニアス：アレサ「第五話 プロテス
ト（HD）」(字)


21:00 ジーニアス：アレサ「第六話 アメイジ
ング・グレイス（HD）」(字)


22:00 ジーニアス：アレサ「第七話 チェイ
ン・オブ・フールズ（HD）」(字)


11:00 世界大自然紀行：スカンジナビア
半島「天空の王国（HD）」(二)


12:00 マヤ文明 地下洞窟の謎（HD）
(二)


13:00 衝撃の瞬間３「アルプスの大雪崩」
(二)


14:00 解明！聖書に秘められた太古の
謎「出エジプト記：割れた海（HD）」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 2「D-
Dayの秘密（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「ヘラルドを一から組み直せ！（HD）」(二)


21:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケル・
ウェアが見た世界「知られざるパパラッチの


世界（HD）」(字)


22:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「帰国した妊婦の謎（HD）」(二)


23:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「電光石火の自白（HD）」(二)


24:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「リーブ・アリューシャン航空8便


（HD）」(二)


25:00 休止


04:00 休止


07:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「誤解の悲劇（HD）」(二)


08:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「アロー航空1285便(HD)」(二)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「大荒れの海（HD）」(字)


10:00 獣医ミシェルの日常 4「ラクダの去
勢手術（HD）」(字)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 2「ス
ペイン無敵艦隊の秘密（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「ポルシェ911、奇跡のレストア（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「美しきプジョー504カブリオレ（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造「日産・GT-R
（HD）」(二)


19:00 第二次世界大戦の潜水艦３「U-
110：暗号機エニグマ（HD）」(二)


20:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケル・
ウェアが見た世界「米国南部 本当の真


実（HD）」(字)


10:00 獣医ミシェルの日常 4「ミニチュア
ホースの治療（HD）」(字)


11:00 スネーク・シティ 5「運命のトンネル
（HD）」(二)


12:00 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「バッファローウィングの正体（HD）」


(二)
12:30 工場ケンガク！～たべものが出来


るまで「極上の牛乳（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間３「コロンビア号、最後
の飛行（HD）」(二)


14:00 マヤ文明 地下洞窟の謎（HD）
(二)


04:00 黙示録：冷戦時代「東西の対立
（HD）」(二)


05:00 仰天！海の底まる見え検証 3「終
戦の年、1945年の真実（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「デンマークのボルボ・アマゾン（HD）」(二)


07:00 メーデー！８：航空機事故の真実
と真相「トルコ航空1951便(HD)」(二)


08:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「ウエスト・カリビアン航空708便


(HD)」(二)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「森に潜む影（HD）」(字)


2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


2700-2730


2730-2800


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


2130-2200


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


700-730


730-800


800-830


830-900


900-930


930-1000


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


特集：第二次世界大戦


特集：目撃証言：大災害


ワイルド ネイチャー：サマーSP



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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2530-2600


2600-2630


2630-2700


2700-2730


2730-2800


2500-2530


2130-2200


2200-2230


1630-1700
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2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1900-1930


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


1600-1630


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


1300-1330


730-800


800-830


830-900


900-930


930-1000


1000-1030


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


700-730


22:00 世界大自然紀行：ブラジル「珍獣
のご馳走（HD）」(二)


22:50 気候変動を止めるためにナショジオ オープンキャ
ンパス　～ゼロエミッション東京戦略とは～（HD）


22:00 仰天！海の底まる見え検証「マ
レーシア航空370便（HD）」(二)


23:00 仰天！海の底まる見え検証「東シ
ナ海に眠る巨大戦艦（HD）」(二)


24:00 仰天！海の底まる見え検証「アト
ランティス伝説（HD）」(二)


25:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「ハネムーン密輸（HD）」(二)


26:00 密着！ドバイ国際空港 3「クリスマ
ス直前のエンジントラブル（HD）」(二)


27:00 密着！ドバイ国際空港 3「生か死
か（HD）」(二)


16:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「シンガポール航空006便


（HD）」(二)


17:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「シルクエアー185便（HD）」(二)


18:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「幻のトヨタFJ40ランドクルーザー（HD）」


(二)


19:00 【中国を知る】
中国と海洋文化「#3（HD）」(字)


20:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証「太平洋に


潜む脅威（HD）」(二)


21:00 仰天！海の底まる見え検証「地
中海に眠る古代世界（HD）」(二)


10:00 スネーク・シティ 6「汚物まみれのヘ
ビ（HD）」(二)


11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 2.5
「犬にかまれた甲羅！ ケヅメリクガメを救


え （HD）」(字)


12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 2.5
「CTスキャンで一騒動！ マーモセットを救


え（HD）」(字)


13:00 メーデー！１１：航空機事故の真
実と真相「カンタス航空32便（HD）」(二)


14:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「リーブ・アリューシャン航空8便


（HD）」(二)


15:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「バリュージェット航空592便


（HD）」(二)


24:00 メーデー！１７：航空機事故の真
実と真相「ギャロッピング・ゴースト（HD）」


(二)


25:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「ノースウエスト航空85便(HD)」


(二)


26:00 衝撃の瞬間６「日本航空123便墜
落事故（HD)」(二)


27:00 エアフォースワン:大統領専用機の
秘密（HD）(二)


04:00 世界大自然紀行：モンゴル「雲の
上の王国（HD）」(二)


05:00 世界大自然紀行：インド（HD）(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「幻の美しきACアシーカ（HD）」(二)


07:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「炎の大地（HD）」(二)


08:00 世界大自然紀行：スカンジナビア
半島「神秘の水（HD）」(二)


09:00 世界大自然紀行：オーストラリア
「世界最古の熱帯雨林（HD）」(二)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 総集
編「ヒトラーの報復兵器（HD）」(字)


20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「名もなき名車キャノン・ゴールドフィンガー


（HD）」(二)


21:00 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「定番ベーグルが大変身（HD）」


(二)
21:30 工場ケンガク！～たべものが出来


るまで「こんがりナッツ（HD）」(二)


22:00 【新】名車対決！夢のスーパーカー
「伝説のフォードGT（HD）」(二)


23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「珠玉のオースチン・ヒーレー3000（HD）」


(二)


13:00 衝撃の瞬間３「ヒンデンブルグ号の
火災」(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証「失わ
れた軍艦（HD）」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 2
「ローマ帝国と海の支配（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「革命児アウディUr-クワトロ（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「魅惑のランチア・デルタEVOⅡ（HD）」


(二)


18:00 スーパーカー大改造「ジープ・ラング
ラー（HD）」(二)


27:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ
「エピソード１（HD）」(字)


04:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ
「エピソード２（HD）」(字)


05:00 都市伝説～超常現象を解明せ
よ！３～「バミューダ・トライアングル（HD）」


(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「アルファロメオに賭けた夢（HD）」(二)


07:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「ステライル・コックピット・ルール（HD）」(二)


08:00【中国を知る】
中国と海洋文化「#2（HD）」(字)


09:00 発見！北朝鮮の歩き方「平壌郊
外の景色（HD）」(字)


10:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「夢の終焉（HD）」(字)


11:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「炎の大地（HD）」(字)


12:00 捜索！嵐に挑むテキサス救助隊
（HD）(二)


23:00 【新】スネーク・シティ 6「汚物まみれ
のヘビ（HD）」(二)


24:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「グランドキャニオン空中衝突事


故（HD）」(二)


25:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「コムエアー3272便（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量遭
難事故（HD)」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「明日への希望 シトロエン2CV（HD）」


(二)


18:00 スーパーカー大改造「メルセデス・ベ
ンツGクラス ワゴン（HD）」(二)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 総集
編「ヒトラーの秘密兵器（HD）」(字)


20:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「炎の大地（HD）」(二)


21:00 世界大自然紀行：スカンジナビア
半島「神秘の水（HD）」(二)


10:00 獣医ミシェルの日常 5「スウェーデン
のクマ（HD）」(字)


11:00 シーザー・ミラン横断記：犬との絆
「#1 旅の始まり！フィラデルフィアを訪れて


（HD）」(字)


12:00 ジーニアス：アレサ「第四話 忘れら
れなくて（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間３「プエルトリコのガス
爆発（HD）」(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証「メキ
シコ湾に眠る遺物（HD）」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 2「太
平洋戦争 日本軍の快進撃（HD）」(二)


24:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「着陸ミスと事故原因」(二)


25:00 メーデー！１１：航空機事故の真
実と真相「エア・モーレア1121便（HD）」


(二)


26:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･ダウ
ン（HD)」(二)


27:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「リビア砂漠のSAS英軍特殊部隊（HD）」


(二)


04:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「サン＝ナゼール強襲（HD）」(二)


05:00 都市伝説～超常現象を解明せ
よ！３～「切り裂きジャック（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「夫婦の絆 日産スカイライン（HD）」(二)


07:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「事故か陰謀か（HD）」(二)


08:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「ナイジェリア航空2120便(HD)」


(二)


09:00 発見！北朝鮮の歩き方「平壌観
光（HD）」(字)


18:00 スーパーカー大改造「ベントレー・
ミュルザンヌ（HD）」(二)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 総集
編「ヒトラーの防衛線（HD）」(字)


20:00 徹底スキャン:第二次世界大戦の
秘密「真珠湾攻撃 知られざる傷跡


（HD）」(二)


21:00 徹底スキャン:第二次世界大戦の
秘密「世界初の弾道ミサイル V2ロケット


（HD）」(二)


22:00 第二次世界大戦の潜水艦３
「パーチー：前代未聞の魚雷装填作戦


（HD）」(二)


23:00 戦火の記憶「後期（HD）」(二)


12:00 第二次世界大戦の潜水艦３「U-
862：極東へ物資を輸送せよ（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間３「パリの列車事故」
(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証「古
代エジプトの謎（HD）」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 2「巨
大船沈没の謎（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「愛する祖父のVWキャンピングカー（HD）」


(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「新たな人生をエスコート・メキシコとともに


（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれたコック
ピット（HD)」(二)


27:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「ルーデンドルフ橋奪取作戦（HD）」(二)


04:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「英軍精鋭部隊　空からの強襲（HD）」


(二)


05:00 都市伝説～超常現象を解明せ
よ！３～「地球の先住者（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「伝説のモーガン・スリーホイラー（HD）」


(二)


07:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「見えない手がかり（HD）」(二)


08:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「パシフィック・サウスウエスト航空


182便(HD)」(二)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「最終章（HD）」(字)


10:00 獣医ミシェルの日常 5「アイベックス
の調査（HD）」(字)


11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「無駄吠えの原因（HD）」(字)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 総集
編「ヒトラーの隠れ家（HD）」(字)


20:00 ジーニアス：アレサ「第七話 チェイ
ン・オブ・フールズ（HD）」(字)


21:00 ジーニアス：アレサ「最終話 誰も眠
らずに（HD）」(字)


22:00 フリーソロ（HD）(二)


24:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「ラウダ航空００４便（HD）」(二)


25:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「チョークス･オーシャン･エアウェイズ


101便 (HD)」(二)


13:00 衝撃の瞬間３「バリ島の爆破テロ」
(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証「沈ん
だ財宝（HD）」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 2「ロ
ンドンの歴史ミステリー（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「悩めるエスコートRS（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「伝説の名車ランボルギーニ･エスパーダ


（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・パナ
メーラ（HD）」(二)


27:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「ノルマンディー上陸作戦: レンジャー部隊


（HD）」(二)


04:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「特殊山岳部隊ブラックデビル（HD）」(二)


05:00 都市伝説～超常現象を解明せ
よ！３～「最後の猿人（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「スターリング･モス現る（HD）」(二)


07:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「コックピットの殺人者（HD）」(二)


08:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「大韓航空8509便(HD)」(二)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「森の厄介者（HD）」(字)


10:00 獣医ミシェルの日常 5「リンクスの謎
（HD）」(字)


11:00 世界大自然紀行：スカンジナビア
半島「氷と雪の地（HD）」(二)


12:00 潜入！北朝鮮：サイバー攻撃
（HD）(二)


21:00 潜入！北朝鮮：独裁者の精神
「駆け引きの激化（HD）」(二)


22:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「ハネムーン密輸（HD）」(二)


23:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「下着に隠されたコカイン（HD）」(二)


24:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「バリュージェット航空592便


（HD）」(二)


25:00 メーデー！１４：航空機事故の真
実と真相「インドネシア・エアアジア8501便


（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカルト
教団（HD)」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 2「ネ
ス湖に眠る秘密（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「日本の名車、ダットサン240Z（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「T4に乗って旅に出よう（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造「ロールス・ロイ
ス・シルバーシャドー（HD）」(二)


19:00 第二次世界大戦の潜水艦３「U-
862：極東へ物資を輸送せよ（HD）」(二)


20:00 潜入！北朝鮮：独裁者の精神
「独裁者のジレンマ（HD）」(二)


10:00 【新】獣医ミシェルの日常 5「バイソ
ンのお引越し（HD）」(字)


11:00 スネーク・シティ 5「高所恐怖症
（HD）」(二)


12:00 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「昔ながらのパン作り（HD）」(二)


12:30 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「冷凍の本格クロワッサン（HD）」


(二)
13:00 衝撃の瞬間３「シンガポールのホテ


ル倒壊事故」(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証「ナチ
スの秘密兵器（HD）」(二)


04:00 黙示録：冷戦時代「高まる緊張
（HD）」(二)


05:00 都市伝説～超常現象を解明せ
よ！３～「奇跡の治療法（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「革命児アウディUr-クワトロ（HD）」(二)


07:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「撃墜（HD）」(二)


08:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「ノースウエスト航空85便(HD)」


(二)


09:00 アウトロー・アイランド～隔絶された
町「嵐の後始末（HD）」(字)


2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


2700-2730


2730-2800


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


2130-2200


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


700-730


730-800


800-830


830-900


900-930


930-1000


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


特集：第二次世界大戦 ワイルド ネイチャー：サマーSP
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LIVE 生中継　 NEAR LIVE  ニアライブ
二   二カ国語　多   音声多重


＊都合により番組を変更させていただくことがあります。
＊スポーツ中継延長の場合、以降の番組を繰り下げ、または休止させていただくことがあります。


株式会社GAORA
https://www.gaora.co.jp/
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22 （木） 29 （木）23 （金） 30 （金） 31 （土）24 （土） 26 （月）17 （土） 20 （火） 27 （火）21 （水）19 （月） 28 （水）


よしもと新喜劇
諸太郎の、次期社長は 


ダイブ大変!?


京都知新  
#1・2


1回戦 
「神戸国際大付　　 


　　　　vs 北海」
#1


インフォメーション インフォメーション


シャイニング
ジャパン
#19〜21


片岡篤史と岩本勉の
MIND GOLF #4


#1・2


森永トレーニングラボ 
#2・3


佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #7


インフォメーション インフォメーション


阪神 
vs 


東京ヤクルト
 


（6.30甲子園） 


インフォメーション


ごぶごぶ
#405


インフォメーション


GAORA
プロ野球中継


 


阪神 
vs 


東京ヤクルト
 


 
（甲子園）


  


よしもと新喜劇
その時は妻によろしく!?


全日本プロレス 
バトルライブラリー


宮原健斗編


DRAGONGATE  
無限大〜infinity〜


2021.6.3 
後楽園ホール


#561


全日本 
トライアスロン
宮古島大会の 


足跡
西村いちか ゴルフ大好き!! GAORAプロ野球中継


〜ファーム〜
ゴルフ大好き!! 


#5・6#1・2 #3・4


阪神 
vs 


東京ヤクルト
 


（7.1甲子園） 


ろくでなしミトリズ #53
よしもと新喜劇NEXT 


#46


インディカー・
シリーズ 
2021


ロードアメリカ・ 
グランプリ


#9


本田真凜のクッキング  
#1・2


DRAGONGATE  
無限大〜infinity〜


2021.6.19&20 
那覇市ぶんかテンブス館


#562


#7〜10


1回戦
「健大高崎 vs　　 
　　　　下関国際」


#3


GAORA
プロ野球中継
〜ファーム〜


 
北海道日本ハム 


vs 
楽天


 
（7.3鎌スタ）


 


川崎漁業組合
#11〜14


1回戦


「宮崎商 vs 天理」


#4


1回戦


「三島南 vs 鳥取城北」


#5


1回戦
「東海大相模 vs　　 
　　　東海大甲府」


#6


#15・16


1回戦


「具志川商 vs 八戸西」


#7


1回戦


「福岡大大濠 vs 大崎」


#8


関西学生 
アメリカン 


フットボール
2020
＜決勝＞


関西学院大学 vs 立命館大学
（11.28万博記念競技場）


三菱電機杯 
第75回 


毎日甲子園 
ボウル


関西学院大学  
vs  


日本大学
（2020.12.13甲子園）


#17・18
#19〜22


#23・24
 ｢沼津編 その①②｣


川崎漁業組合  ｢沼津編 その①②｣ がおら寄席
#19・20


狩野舞子の女バレ部 ！
#9〜11


Vリーグ
2020-21 レビュー


〜女子〜
JT vs トヨタ車体


（11.28ジップアリーナ岡山）


GAORA
プロ野球中継


 


阪神 
vs 


横浜DeNA
 


（7.12甲子園）


北海道日本ハム 
vs 


オリックス
 


（7.13釧路） 


インフォメーション


北海道日本ハム 
vs 


オリックス
 


（7.14帯広） 


佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #2戦略のゴルフ


#9・10・21


佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #7
戦略のゴルフ #21


よしもと新喜劇


よしもと新喜劇 
60周年ワールドツアー 


2時間SP 


痛快！明石家電視台
明石家電視台ヒストリー
30年総まくりSP！後編


ごぶごぶ
#417


佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #1


森永トレーニングラボ
#1・2


片岡篤史と岩本勉の
MIND GOLF #5


#3・4
戦略のゴルフ


#11・12・22


佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #8
戦略のゴルフ #22
SUNDAYスマイル
GOLF #101・102
佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #9


よしもと新喜劇
名乗り出づらい 
息子はつらい!?


ごぶごぶ
#426


ごぶごぶ
#418


よしもと新喜劇NEXT
#48・33


森永トレーニングラボ  
#2・3


よしもと新喜劇
川畑座長の傑作選！ 


「白熱!? 夫婦1グランプリ」


GAORA
プロ野球中継


 


阪神 
vs 


横浜DeNA
 


（7.14甲子園）


インフォメーション


ごぶごぶ
#406


インフォメーション


全日本プロレス
ALL JAPAN 
B-Banquet


2021 Champions 
Night


6.26 
大田区総合体育館


#434 


下手なキャンプで 
ごめんなさい


#9・10


DRAGONGATE  
無限大〜infinity〜


2021.6.19&20 
那覇市ぶんかテンブス館


#562


OZアカデミー
女子プロレス


「OZ 25th 
〜Silver Bullet〜」


2021.4.4後楽園ホール
ATPテニスマガジン 


#554


#39〜44


第93回選抜高等学校
野球大会


男子テニス 
ATPツアー2021 


西岡良仁セレクション
　 ムチュア・マドリード・ 


オープン 
vs C.ルード 


　BNLイタリア国際 
〜ローマ〜 


　  vs M.フチョビチュ


Vリーグ
2020-21 レビュー


〜女子〜
岡山 vs 東レ


（11.28ジップアリーナ岡山）
狩野舞子の女バレ部 ！ 


#5・6


#1 #2 #3


香妻琴乃の 
スマイルGOLF #2


ATPテニスマガジン 
#553


#1
YAMATOの元気めしキッチン ！ Round 3 #1・2


シモ’Sキッチン ！ #7・8


 


北海道日本ハム 
vs 


楽天


（鎌スタ）


北海道日本ハム 
vs 


福岡ソフトバンク


（那覇）


GAORA
プロ野球中継


 


北海道日本ハム 
vs 


福岡ソフトバンク
 


（7.3那覇）
 


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! #110
ぶらり探訪 珍湯たび  


#6
狩野舞子の女バレ部 ！ #7


SUNDAYスマイル
GOLF #100・101
佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #8


森永トレーニングラボ  
#3・4


#2


 


北海道日本ハム 
vs 


楽天


（鎌スタ）


北海道日本ハム 
vs 


福岡ソフトバンク


（那覇）


センバツプレイバック 
〜ヒーローたちの原点〜 


藤浪・大谷両怪物が 
初戦から火花を散らす
下手なキャンプで 


ごめんなさい
#1・2


狩野舞子の女バレ部 ！ #8
ATPテニスマガジン 


#553


インディカー・
シリーズ 
2021


ミッドオハイオ・インディ
200
#10 


GAORA
プロ野球中継


 


北海道日本ハム 
vs 


福岡ソフトバンク
 


（7.4那覇）


インフォメーション


戦略のゴルフ #21
佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #8


インフォメーション


全日本プロレス
ALL JAPAN 
B-Banquet


2021 Champions 
Night


6.26 
大田区総合体育館


#434 


インディカー・
シリーズ 
2021


ミッドオハイオ・インディ
200
#10


下手なキャンプで 
ごめんなさい


#3・4


北海道日本ハム 
vs 


埼玉西武


（旭川）


北海道日本ハム 
vs 


埼玉西武
 


（7.6旭川） 


ぶらり探訪 珍湯たび


#19


#7・8


#7〜10


ごぶごぶ
#425


本田真凜のクッキング  
#1・2


がおら寄席
#19・20


インディカー・
シリーズ 
2021


ミッドオハイオ・インディ
200
#10


よしもと新喜劇
立派な娘と半端な父親、
そして出っ歯な借金取り


よしもと新喜劇NEXT 
#47


ろくでなしミトリズ #53


GAORA
プロ野球中継


 


北海道日本ハム 
vs 


埼玉西武
 


（7.6旭川）


痛快！明石家電視台
ナジャと謎の女装集団 
ドラァグクイーン2020


よしもと新喜劇
小籔座長の傑作選！ 


「披露宴はつつがなく？」


朝日奈央の 
キラめきスポーツ #6


元気めしキッチン ！ 3 #3
シモ’Sキッチン ！ #9
おうちでワークアウト


#1〜3


GAORA
プロ野球中継
〜ファーム〜


 


阪神 
vs 


福岡ソフトバンク


（甲子園）
 


ATPテニスマガジン 
#553


ガチなキャンプで 
ごめんなさい 


〜女子ソロキャン〜
#1・2


GAORA
プロ野球中継
〜ファーム〜


 


阪神 
vs 


福岡ソフトバンク
 


（7.8甲子園）
 


センバツプレイバック 
〜2020ドラフト  　 
　　 指名選手特集〜 


#1
センバツプレイバック 
〜ヒーローたちの原点〜 


甲子園の申し子・ 
藤浪晋太郎初の栄冠
レジェンド・オブ・


ファイターズ
北海道日本ハム  
vs 千葉ロッテ


（2016.7.10開催）
田中賢介 


劇的同点弾


DRAGONGATE  
無限大〜infinity〜


2021.6.19&20 
那覇市ぶんかテンブス館


#562


全日本プロレス 
バトルライブラリー


宮原健斗編


京都知新  
#3・4


佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #8


GAORA
プロ野球中継


 


北海道日本ハム 
vs 


埼玉西武
 


（7.7旭川）


インフォメーション


K-1 
WORLD 


GP 
2021 


JAPAN


〜K'FESTA.4 Day.2〜


3.28 
日本武道館


よしもと新喜劇NEXT
#31・47


インフォメーション


香妻琴乃の 
スマイルGOLF #3


ATPテニスマガジン 
#554


痛快！ 
明石家電視台


サンキュー ！ 
明石家電視台30周年 


30人が3時間で 
さんま大解剖 ！


 


ろくでなしミトリズ #53


#1


朝日奈央の 
キラめきスポーツ


#6・7


白熱のスパイク合戦！ 
荻野正二 vs 中垣内祐一


#1


本田真凜のクッキング  
#1・2


おうちでワークアウト #7


DRAGONGATE  
無限大〜infinity〜


2021.6.26 
神戸サンボーホール


#563


下手なキャンプでごめんなさい
#5・6


「第105回  　 
  インディ500」


〜インディアナポリス〜


#6


森永トレーニングラボ  
#4・5


男子テニス 
ATPツアー2021 


錦織圭 
セレクション


　ムチュア・マドリード・
オープン 


＜1回戦＞ 
vs  


K.ハチャノフ


＜2回戦＞ 
vs  


A.ズベレフ


ATPテニスマガジン 
#554


#2


天才セッター 中田久美 
司令塔として躍動！


サウスポーエース  
大林素子が活躍！


#2
本田真凜のクッキング  


#1・2


ガチなキャンプで 
ごめんなさい 


〜女子ソロキャン〜
#1・2


最先端バトル 
 ドラゴンゲート!! #111


#7・8


ミッドオハイオ・インディ
200
#10


レジェンド・オブ・
ファイターズ
北海道日本ハム  


vs 福岡ソフトバンク
（2006.10.12開催）


ホーム移転後初 
チームで掴んだ 


念願のリーグ優勝！


痛快！明石家電視台
30周年SP 


延長戦＆大反省会


戦略のゴルフ #22
佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #9


元気めしキッチン ！ 3 #4
シモ’Sキッチン ！ #10


GAORA
プロ野球中継
〜ファーム〜


 


北海道日本ハム 
vs 


横浜DeNA


（鎌スタ）


 


#1


北海道日本ハム 
vs 


オリックス


（釧路）


北海道日本ハム 
vs 


オリックス
 


（7.13釧路） 


阪神 
vs 


横浜DeNA
 


（7.13甲子園） 


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! #111


#27〜32


#2


北海道日本ハム 
vs 


オリックス


（帯広）


北海道日本ハム 
vs 


オリックス
 


（7.14帯広） 


阪神 
vs 


横浜DeNA
 


（7.14甲子園） 


川崎漁業組合 
 ｢沼津編 その①②｣


西村いちか ゴルフ大好き!!
#33〜38


川崎漁業組合
#3〜6


1回戦 
「明徳義塾 vs　　 
　　　　仙台育英」


#2


北海道日本ハム 
vs 


埼玉西武


（旭川）


北海道日本ハム 
vs 


埼玉西武
 


（7.7旭川） 


#20


#9・10 #11・12


西村いちか ゴルフ大好き!!
#11〜14 #15〜20 #21〜26


GAORA
プロ野球中継


 


阪神 
vs 


横浜DeNA
 


 
（甲子園）


  


よしもと新喜劇
恋のダイエット大作戦!?


よしもと新喜劇NEXT 
#32


ろくでなしミトリズ


#52・53


72021


1回戦 


「明豊 vs 東播磨」


#9


インフォメーション インフォメーション
片岡篤史と岩本勉の


MIND GOLF #6
森永トレーニングラボ 


#4・5
京都知新  


#5・6
佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #9


よしもと新喜劇
過去から来た少年


痛快！明石家電視台
悩める令和カップル 


大集合！


上方漫才 
トラディショナル 


2020


戦略のゴルフ #23
シングルへの道  


#57・58
インフォメーション


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! #112


男子テニス 
ATPツアー2021 


錦織圭 
セレクション


　 BNLイタリア国際 
 〜ローマ〜 
＜1回戦＞ 


vs  
F.フォニーニ


＜3回戦＞ 
vs  


A.ズベレフ


下手なキャンプで 
ごめんなさい


#11・12


おうちでワークアウト #7


ガチなキャンプで 
ごめんなさい 


〜女子ソロキャン〜
#1・2


痛快！明石家電視台
30周年SP 


延長戦＆大反省会


ごぶごぶ
#427


#1 #2
朝日奈央の 


キラめきスポーツ #7


#34 #38 #39


 


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（鎌スタ）


 


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（鎌スタ）


 


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（鎌スタ）


シモ’Sキッチン！ #11〜13
YAMATOの元気めしキッチン ！ Round 3 #5〜7


朝日奈央の 
キラめきスポーツ #7


 


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（7.20鎌スタ）


天才セッター 中田久美 
司令塔として躍動！


1回戦 
「常総学院 vs　　 
　　　敦賀気比」


#15


本田真凜のクッキング  
#1・2


 


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（7.21鎌スタ）


サウスポーエース  
大林素子が活躍！


プリンセス・メグ  
栗原恵 涙の復活！


ATPテニスマガジン 
#555


1回戦 
「中京大中京 vs　 
　　　専大松戸」


#16


ろくでなしミトリズ #54


戦略のゴルフ
#13・14・23


佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #9
戦略のゴルフ #23


香妻琴乃の 
スマイルGOLF #4


SUNDAYスマイル
GOLF #102・103
シングルへの道  


#57・58


がおら寄席
#21・22


インフォメーション


Vリーグ
2020-21  
レビュー
〜女子〜
JT vs 東レ


（11.29ジップアリーナ
岡山）


狩野舞子の女バレ部 ！ #10
インフォメーション


よしもと新喜劇NEXT 
#48


ろくでなしミトリズ #54


インフォメーション


K-1 
WORLD 


GP 
2021 


JAPAN


〜K-1バンタム級日本 
最強決定トーナメント〜


5.30 
横浜武道館


DRAGONGATE  
無限大〜infinity〜


DEAD or ALIVE  
2021


5.5 
愛知県体育館SP


 


1回戦 
「智弁学園 vs　　 
　　　大阪桐蔭」


#11


#1


1回戦 
「東海大菅生 vs　 
　聖カタリナ学園」


#13


#2


西村いちか ゴルフ大好き!!
おうちでワークアウト #8


#45・46 #47・48 #49・50


ATPテニスマガジン 
#555


本田真凜のクッキング  
#1・2


おうちでワークアウト
#4〜6


K-1 
WORLD 


GP 
2021 


JAPAN


7.17 
福岡国際センター


本田真凜のクッキング  
#1・2


DRAGONGATE  
無限大〜infinity〜


2021.6.26 
神戸サンボーホール


#563


#111


森永トレーニングラボ 
#5・6


朝日奈央の 
キラめきスポーツ #7


黒鷲旗 
全日本男女選抜 
バレーボール大会 
〜よみがえる名勝負〜


プリンセス・メグ  
栗原恵 涙の復活！


　同世代エース対決！ 
木村沙織 vs  


狩野舞子 
技巧派・青山繁  
勝利への執念！ 


インフォメーション


K-1 
WORLD 


GP 
2021 


JAPAN


7.17 
福岡国際センター


#112


1回戦 
「市和歌山 vs　　 
　　　県岐阜商」


#10


川崎憲次郎の 
釣りつり日記


#1〜3


川崎憲次郎の釣りつり日記 #4・5


1回戦 
「広島新庄 vs　　 
　　　　上田西」


#12


1回戦 


「柴田 vs 京都国際」


#14


レジェンド・オブ・
ファイターズ
日本ハム vs 西武


（2003.9.28開催）
東京ドーム本拠地 


ラストゲーム！ 
16年の感謝を込めて


プレイバック③


Vリーグ
2020-21 
レビュー
〜女子〜


岡山 vs トヨタ車体
（11.29ジップアリーナ


岡山）


プレイバック④


がおら寄席 #22
狩野舞子の女バレ部 ！ 


#11・12


ごぶごぶ
#419


よしもと新喜劇NEXT 
#49


ろくでなしミトリズ #54


佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #3


森永トレーニングラボ
#3・4


よしもと新喜劇
すっちー座長の傑作選！ 


「ハモっちんぐすち子先生」


ガチなキャンプで 
ごめんなさい #1


元気めしキッチン ！ 3 #8
シモ’Sキッチン ！ #14


シングルへの道  
#57・58


SUNDAYスマイル
GOLF #75・76


戦略のゴルフ #24#5・6
京都知新  


#7・8
SUNDAYスマイル
GOLF #103・104


SUNDAYスマイル
GOLF #75・76


シングルへの道  
#59・60


GAORA
プロ野球中継
〜ファーム〜


 


阪神 
vs 


中日


（鳴尾浜）
 


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! #112


朝日奈央の 
キラめきスポーツ #7
ATPテニスマガジン 


#555


戦略のゴルフ
#15・16・24


香妻琴乃の 
スマイルGOLF #5


インフォメーション インフォメーション
ATPテニスマガジン 


#556
ガチなキャンプで 
ごめんなさい #2


#1


インフォメーション


痛快！ 
明石家電視台


サンキュー ！ 
明石家電視台30周年 


30人が3時間で 
さんま大解剖 ！


 


よしもと新喜劇NEXT 
#49


インフォメーション


ろくでなしミトリズ


#53・54


歌ネタ王 
決定戦
2020


#1


GAEAISM〜GAEA 
JAPAN旗揚げから
26年の時を超えて〜


Decade of  
quarter century


2021.6.13 
大田区総合体育館


【一挙放送】
焼肉プロレス


#1〜6


2018.6.13 
後楽園ホール


#64


森永トレーニングラボ 
#6・7


本田真凜のクッキング  
#1・2


#2
最先端バトル  


ドラゴンゲート!! #113


K-1 
WORLD 


GP 
2021 


JAPAN


7.17 
福岡国際センター


#2


DRAGONGATE  
無限大〜infinity〜


2021.6.26 
神戸サンボーホール


#563


#7〜12


2018.7.18 
後楽園ホール


#65


よしもと新喜劇
秘伝のワカメスープは、 


煮え湯と苦汁の味がする!?


痛快！明石家電視台
さんまと若手芸人30人！ 


恒例 先月のギャラ1位は!?


マイアミ・オープン 
＜決勝＞ 
J.シナー 


vs  
H.フルカチュ


帰ってきた下手キャン
パーSP 前編 #13


戦略のゴルフ #24
シングルへの道 


#59・60


#21


【一挙放送】 ろくでなしミトリズ
#1〜6 #13〜18 #25〜30 #37〜42


#3 #4 #5 #6


【一挙放送】 ろくでなしミトリズ
#7〜12 #19〜24 #31〜36 #43〜48


GAEAISM〜GAEA 
JAPAN旗揚げから
26年の時を超えて〜


Decade of  
quarter century


2021.6.13 
大田区総合体育館


2018.8.11 
後楽園ホール


#66


2018.9.2 
横浜文化体育館


#67


全日本プロレス
ALL JAPAN 
B-Banquet


2021 Champions 
Night


6.26 
大田区総合体育館


#434 


痛快！明石家電視台
悩める令和カップル 


大集合！


ごぶごぶ
#428


インフォメーション


ロレックス・モンテカルロ・
マスターズ 
＜決勝＞ 


S.チチパス vs  
A.ルブレフ


帰ってきた下手キャン
パーSP 後編 #14


よしもと新喜劇
同期の左遷は 
絶対させん!?


#22


 


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（7.22鎌スタ）


同世代エース対決！ 
木村沙織 vs 狩野舞子


白熱のスパイク合戦！ 
荻野正二 vs  
中垣内祐一


技巧派・青山繁  
勝利への執念！


  Vリーグ
2020-21  
レビュー
〜男子〜


ジェイテクト vs  
WD名古屋


（12.4ウィングアリーナ
刈谷）


がおら寄席 #21
シャイニング ジャパン #22


 


阪神 
vs 


中日


（7.23鳴尾浜）


オール 
ザッツ漫才


2020


ろくでなしミトリズ


#53・54


2018.3.14 
後楽園ホール


#61


2回戦 
「具志川商 vs　　 
　　福岡大大濠」


#20


ごぶごぶ
#420


よしもと新喜劇NEXT
#50・40


インフォメーション


ムチュア・マドリード・
オープン
＜決勝＞


A.ズベレフ 
vs 


M.ベレッティーニ


痛快！明石家電視台
よゐこと松竹芸能軍団


ATPテニスマガジン 
#556


最先端バトル 
 ドラゴンゲート!! #113


2回戦 


「明豊 vs 市和歌山」


#21


川崎憲次郎の釣りガール養成講座
#3〜5


2回戦 
「智弁学園 vs　　 
　　　広島新庄」


#22


#6・7


シングルへの道 
#59・60


#6・7
京都知新 
#9・10


2回戦 
「東海大菅生 vs　 
　　　京都国際」


#23


#8〜10


SUNDAYスマイル
GOLF #77・78


#556
よしもと新喜劇NEXT 


#41
元気めしキッチン ！ 3 #8


シモ’Sキッチン！ #15・16


北海道日本ハム 
vs 東京ヤクルト


（2013.5.23開催）
大谷翔平 


一軍初登板


北海道日本ハム 
vs 埼玉西武


（2014.5.13開催）
大谷翔平 


プロ初完封


#1


ろくでなしミトリズ


#54・55


#1


DRAGONGATE  
無限大〜infinity〜


2021.7.9 
後楽園ホール


#564


#7


#1


レジェンド・オブ・
ファイターズ


北海道日本ハム vs  
福岡ソフトバンク


（2005.8.27開催）
田中幸雄 


通算1000打点は 
延長サヨナラ打


北海道日本ハム  
vs 千葉ロッテ


（2006.9.16開催）
小笠原道大  本塁打王
を決める32号弾で大勝！


尾崎魔弓セレクション 
OZベストバウト


戦略のゴルフ
#17・18・25


香妻琴乃の 
スマイルGOLF #6


#557
最先端バトル  


ドラゴンゲート!! #113
おうちでワークアウト #1


北海道日本ハム 
 vs 阪神


（2016.6.12開催）
交流戦初  大谷翔平 


リアル二刀流


北海道日本ハム 
vs オリックス


（2017.10.4開催）
4番ピッチャー大谷翔平 


二刀流集大成


#2


#2


レジェンド・オブ・
ファイターズ
北海道日本ハム 


vs 東北楽天
（2007.9.26開催）
坪井智哉  苦労人の


劇的サヨナラ打！


北海道日本ハム  
vs 東北楽天


（2006.3.26開催）
武田勝 


恩師・野村克也氏の 
前でプロ初登板初勝利


#2


DRAGONGATE  
無限大〜infinity〜


2021.7.9 
後楽園ホール


#564


GAEAISM〜GAEA 
JAPAN旗揚げから
26年の時を超えて〜


Decade of  
quarter century


2021.6.13 
大田区総合体育館


アジャコングセレクション 
OZベストバウト


佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #4


森永トレーニングラボ
#4・5


よしもと新喜劇
恋する乙女は 
ちょっぴり太め


BNLイタリア国際 
〜ローマ〜 
＜決勝＞


N.ジョコビッチ
vs


R.ナダル


インフォメーション


インフォメーション


ごぶごぶ
#407


2回戦 
「神戸国際大付　 
　　vs 仙台育英」


#17


釣りつり日記 #6


#7〜10
#11・12


釣りガール養成講座 
#1・2


2回戦 


「健大高崎 vs 天理」


#18


2回戦 
「鳥取城北 vs　　 
　　東海大相模」


#19


Vリーグ
2020-21  
レビュー
〜男子〜


ジェイテクト vs  
WD名古屋


（12.5ウィングアリーナ
刈谷）


川崎憲次郎の釣りつり日記


LIVE LIVE
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40


GAORA
プロ野球中継
〜ファーム〜


LIVE LIVE


55 55


LIVE


LIVE LIVE LIVE


10


50


10


40


10


LIVE


25


2021.5.26 発行


20


40


ガチなキャンプでごめんなさい


第93回選抜高等学校野球大会


GAORA
プロ野球中継


Road To INDY 佐藤琢磨への挑戦 ！


GAORA
プロ野球中継


第93回選抜高等学校野球大会


20


10
25
35
45
55


GAORA
プロ野球中継


GAORA
プロ野球中継


こんなところに釣り人


黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会 
〜よみがえる名勝負〜


本田家でアイスショー鑑賞 ！


インディカー・ 
シリーズ 2021


千客万来〜がおら寄席〜


40
55


GAORA
プロ野球中継


本田家でアイスショー鑑賞 ！


GAORA
プロ野球中継


GAORA
プロ野球中継


GAORA
プロ野球中継


GAORAプロ野球中継


50


50


10


10
20


第93回選抜高等学校野球大会


最先端バトル ドラゴンゲート!!


本田家でアイスショー鑑賞 ！


第93回選抜高等 
学校野球大会


ロレックス・モンテカルロ・ 
マスターズ


第93回選抜高等学校野球大会


こんなところに釣り人


よしもと新喜劇NEXT〜小籔千豊には怒られたくない〜


GAORA
プロ野球中継
〜ファーム〜


55 55 55


GAORA
プロ野球中継
〜ファーム〜


GAORA
プロ野球中継
〜ファーム〜


男子テニス 
ATPツアー2021


黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会 〜よみがえる名勝負〜


第93回選抜高等学校
野球大会


DRAGONGATE 無限大〜infinity〜ありがとう吉野正人 永久保存版


本田家でアイスショー鑑賞 ！


ファイティングエンターテインメント 
WRESTLE-1


第93回選抜高等学校野球大会


ATPテニスマガジン


男子テニスATPツアー2021


下手なキャンプでごめんなさい


千客万来〜がおら寄席〜


片岡篤史と岩本勉のMIND GOLF


こんなところに釣り人


ファイティングエンターテインメント 
WRESTLE-1


本田家でアイスショー鑑賞 ！


レジェンド・オブ・ファイターズ


OZアカデミー 
女子プロレス


40
55 55


4:30 ～
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7/3・10［土］午後9:00～他


怪談テラーズ
ストーリー


7/8・22［木］午後11:30～他


理論・戦術・度胸を兼ね備え、一晩で億の金を
稼ぐと謳われる雀士・黒沢の魂の闘牌を描く!


毎週［月］午後11:00～他 ※7/5［月］スタート


鉄道大好き”女子鉄”たちが、全国の鉄道を
ぶらりひとり旅!
＃12 わたらせ渓谷鐵道


鉄道ひとり旅～女子鉄編～


7/8［木］深夜0:00～他


コスプレJAPAN


7/7・21［水］深夜0:00～他


高校野球シーズン到来!等身大の主人公達が
努力や苦悩を経て成長していく姿を描いた、
野球アニメの金字塔を一挙放送!


毎週［日］午後0:00～他 ※7/4［日］スタート


世界でも人気を誇る日本のコスプレイヤーの
世界観や魅力をお届け!
＃7 くろねこ　＃8 みゃこ


麻雀覇道伝説 天牌外伝 1-4


「バイオハザード」シリーズ最終作！想像を絶するファイナル・ファイトの果てに
見えるのは、希望か、それとも絶望か…!?


怪談シーズン到来!今年も京都の某寺で恐怖の夜会が幕開く…
7月のゲストは、事故物件住みます芸人・松原タニシ


「キャプテン」
「プレイボール」一挙放送特集特集


『バイオハザードＶ リトリビューション』
『バイオハザード：ザ・ファイナル』


DASADA
毎週［金］深夜0:00～他 ※7/2［金］スタート


“ハッピーオーラ”を武器に、明るく笑顔あふれるパフォーマンスが特徴の
「日向坂46」総出演!人気＆注目度抜群の彼女たちが新たなステージに挑む!!


新番組新番組


新シリーズ新シリーズ







IPTVで観る!
詳しくはご加入の各社へ
お問い合わせください。


で観る!


※ch.295で放送中
プレミアムサービスではch.659で放送中。
プレミアムサービスでのご視聴の場合は、
専用チューナーが必要です。


番組・ご視聴に関するお問い合わせ


tel.0570-03-8800
MONDO TV カスタマーセンター


受付時間  10:00～20:00（年中無休）モンドTV 検索


CATVで観る!
詳しくは


お近くのCATV各局 へ
お問い合わせください。


守山塾 / 常勝理論！


守山塾 常勝理論！


ガールズパチンコリーグ・ルビー いいね！パチスロリーグ
カレーの門戸 最強馬券師決定戦！


競馬バトルロイヤル 6
恋するパチスロリーグ


女子プロレス伝説 超嬢血戦 旧車ＴＶ レストア・ファクトリー
3日～ 鉄道ひとり旅～女子鉄編～ 
24日～ おふろやさん日和2


4日- HiGH&LOW Season2 
11日～ コスプレJAPAN


夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2021 トップギア シリーズ28


MONDOシアター


4日～
「キャプテン」一挙放送
18日～(15:00～)


「プレイボール」一挙放送
25日～(16:30～)


「プレイボール2nd」
一挙放送


3日～ コサキンのラジオごっこ 
17日～ ザ・純烈ショー！3


モンド麻雀プロリーグ
20/21 


第15回名人戦


最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 6


守山塾


ガールズパチンコリーグ・
ルビー DASADA


いいね！パチスロリーグ
モンド麻雀プロリーグ


20/21 
第15回名人戦常勝理論！


トップギア シリーズ29
MONDOシアター


怪談テラーズ


コスプレJAPAN カレーの門戸


★MONDO
プライムシアター / 
MONDOシアター


★大人のプラモ道


おふろやさん日和2
コサキンのラジオごっこ


★ガールズパチンコリーグ・
ルビー


★守山塾
★いいね！パチスロリーグ


モンド麻雀プロリーグ
20/21 


第15回名人戦


★常勝理論！


★MONDO
アドレナリンシアター / 


MONDO
プライムシアター


MONDOシアター


女神降臨


Sweet Angel


試してバッテン！？
良い子は絶対真似しないでね


旧車TV レストア・ファクトリー 
Season3


新田恵海の恐竜DEEP 的場浩司のスイーツ男子塾！


1日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 3　　30日～ ガールズパチンコリーグ・プラチナ


1日～ ガールズパチンコリーグ・クリスタル　　15日～ 常勝理論！


ガールズパチンコリーグ・ルビー いいね！パチスロリーグ モンド麻雀プロリーグ
20/21 


第15回名人戦


守山塾 常勝理論！5日～ コサキンのラジオごっこ 
19日～ 旧車TV レストア・ファクトリー Season3 コスプレJAPAN


夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2021 大人のプラモ道


女子プロレス伝説 超嬢血戦 2日～ 鉄道ひとり旅～女子鉄編～ 
23日～ ザ ・純烈ショー！3


怪談テラーズ 最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 6 ラジコン・ドリフト・マスターズ


1日～ ガールズパチンコリーグ・プラチナ　　8日～ トップギア シリーズ24
19日～ 的場浩司のスイーツ男子塾！　　27日～ ガールズパチンコリーグ・サファイア


1日～ 旧車TV レストア・ファクトリー Season3　　7日～ 恋するパチスロリーグ　　26日～ カリスマチューニング ～スーパーカー～


モンド麻雀プロリーグ16/17 
1日～ 第13回モンド王座決定戦 


 
モンド麻雀プロリーグ17/18 


7日～ 第2回女流モンド新人戦　9日～ 第4回女流モンド杯チャレンジマッチ　15日～ 第15回女流モンド杯


いいね！パチスロリーグ
モンド麻雀プロリーグ


20/21 
第15回名人戦


常勝理論！


ガールズパチンコリーグ・
ルビー


守山塾
おふろやさん日和2 1日-(～14:30)


コスプレJAPAN 
8日～  玉袋筋太郎の 


レトロパチンコ☆DX
最強馬券師決定戦！


競馬バトルロイヤル 6
女子プロレス伝説


超嬢血戦 コスプレJAPAN


トゥルー・ジャスティス 
シーズン2


MONDOシアター / MONDOプライムシアター


5日～ トップギア シリーズ25 
26日～ トップギア シリーズ26


おふろやさん日和2


モンド21麻雀プロリーグ09/10 
1日～ 第4回名人戦 


19日～ 第6回モンド21王座決定戦 
 


23日～(～19:00) 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020


玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ


1日～ 「闘え！パチスロリーグ」一挙放送　　7日～ 「キャプテン」一挙放送　　26日～ 「プレイボール」一挙放送


常勝理論！ 守山塾


ガールズパチンコリーグ・
ルビー いいね！パチスロリーグ


モンド麻雀プロリーグ
20/21 


第15回名人戦ミリオンダラー・カー・
ハンターズ 大人のプラモ道


5日～ 鉄道ひとり旅～女子鉄編～ 
26日～ 的場浩司のスイーツ男子塾！


女子プロレス伝説
超嬢血戦


★夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2021 1日- “最恐”怪談師決定戦「怪談王」 2018パート2 


6日～ 「コスプレJAPAN」一挙放送 
8日～ 「怪談テラーズ」一挙放送


★トゥルー・ジャスティス 
シーズン2


DASADA HiGH&LOW Season2


★MONDOシアター
★モンド麻雀プロリーグ


20/21 
第15回名人戦


★トップギア シリーズ29
ラジコン・ドリフト・マスターズ ★女子プロレス伝説


超嬢血戦
1日- テリー伊藤の大人夜遊び 
8日～ ★怪談テラーズ


★最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 6


★コスプレJAPAN
1日～
★鉄道ひとり旅～女子鉄編～ 
22日～ 女神降臨


★DASADA


1日～ 他人のSEXで生きてる人々2　　13日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5


ガールズパチンコリーグ・
ルビー


常勝理論！ 守山塾 夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2021


2日～  玉袋筋太郎の 
レトロパチンコ☆DX


23日～ 新TV見仏記いいね！パチスロリーグ


MONDOシアター / MONDOプライムシアター / MONDOアドレナリンシアター


女神降臨


1日～ 戦慄トークショー 永野が震える夜　　6日～ コスプレJAPAN　　14日～ おふろやさん日和2


放送内容が一部変更する可能性がございます。詳しくはMONDO TV公式サイトをご確認ください。


エンタメ特集枠 アイドル 麻雀 パチ＆スロ シネマ★ 新作（初回放送）


1日～ DEATH NOTE　　27日～ 他人のSEXで生きてる人々2


モンド麻雀プロリーグ19/20 
1日～ 第20回モンド杯　5日～ 第14回名人戦　21日～ 第16回モンド王座決定戦


25日～ 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオンシップ 2020 / (6:00～)カリスマチューニング ～ポルシェ～


MON    5.12.19.26 TUE   6.13.20.27 WED   7.14.21.28 THU   1.8.15.22.29 FRI   2.9.16.23.30 SAT   3.10.17.24.31 SUN   4.11.18.25
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7 7
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11 11
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8 8
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MONDO TV TIMETABLE  2021 July




















木 曜 日 金 曜 日 土 曜 日 日 曜 日


	 4:00	●第11期 中国竜星戦
	 	 	 	（26日からは	「囲碁初級講座」（×2）、	


4:25 〜「第45期 棋聖戦 七番勝負」）
	 6:00	●日本囲碁連盟囲碁講座	（12日〜）
	 .32	● 囲碁初級講座
	 .43	● 囲碁まるナビ
	 7:00	 	●第30期 竜星戦


	 9:00	 ●	厳選棋譜解説
	 	 	 	（19日はａ「藤井聡太Day」〜 18:00)
	10:00	●棋力向上委員会 The PASSION ！！
	11:00	●囲碁上級講座 （×3）
	 .32	●Let'sチャレンジ詰碁
	 .45	●挑戦！テレビ囲碁認定
	 0:00	ａ�第43期 霧島酒造杯 女流王将戦


	 1:38	ａ将棋講座（×2）
	 2:00	ａ�将棋特番セレクション
	 	 	 	・お好み将棋道場
	 3:43	ａ挑戦！テレビ将棋認定
	 4:00	ａ�将棋やさしい番組


	 5:00	ａ�将棋連盟が選ぶ 注目の一局 
・居飛車特集


	 6:00	 ●初第4期 韓国竜星戦（5・19日）
  ● 第23期 ドコモ杯女流棋聖戦 


（12・26日）
	 8:00	●初第30期 竜星戦


	10:00	ａ第29期 銀河戦


	11:38	ａ将棋講座（×2）
	 0:00	ａ将棋まるナビ
	 .20	ａ プレイバック　第35期 霧島酒造杯 


女流王将戦
	 2:00	●記憶の一局
	 3:00	● 棋力向上委員会 The PASSION ！！


セレクション


	 4:00	●第29期 竜星戦


	 6:35	ａ�最新将棋講座（×2）
	 7:00	ａ	第29期 銀河戦
	 	 	 （13日は「第24期 銀河戦 特別対局」）


	 8:40	ａ将棋まるナビ
	 9:00	ａ女流棋戦
	 .46	ａ挑戦！テレビ将棋認定
	10:00	ａ将棋特番セレクション
	 	 	 	（6日は「最新将棋初級講座」、	


10:24 〜「お好み将棋道場」）
	 0:00	●第28期竜星 一力　遼の素顔（6日）
	 .30	●パンダネット囲碁講座
	 .45	●Let'sチャレンジ詰碁
	 1:00	● 第29期 竜星戦


	 3:00	● 日本囲碁連盟囲碁講座
	 .32	● 最新囲碁初級講座
	 .45	● 挑戦！テレビ囲碁認定
	 4:00	●囲碁やさしい番組


	 5:00	●初棋力向上委員会 The PASSION ！！
	 6:00	ａ�初タイトル戦徹底解説
	 	 	 （6日は初「藤井銀河決勝戦自戦譜解説」）
	 .47	ａ挑戦！テレビ将棋認定
	 7:00	ａ初めざせプロ棋士
	 8:00	ａ�初第29期 銀河戦
	 	 	 （6日は「第24期 銀河戦 特別対局」）
	 9:45	ａ�将棋中級講座
	10:00	● 第30期 竜星戦


	 0:00	●囲碁まるナビ
	 .20	● 囲碁特番セレクション


	 1:55	●挑戦！テレビ囲碁認定（20・27日）
	 2:10	ａ�ひふみん日記
	 .25	 � �第2回 囲碁・将棋チャンネル杯  


麻雀王決定戦


	 4:00	ａ�女流棋戦
	 .48	ａ�タイトル戦徹底解説
	 5:35	ａ�将棋中級講座
	 .46	ａ�挑戦！テレビ将棋認定
	 6:00	● 記憶の一局
	 7:00	● 第30期 竜星戦


	 9:00	● 幽玄の間presents囲碁講座 （×3）
	 .32	● 挑戦！テレビ囲碁認定
	 .48	● 最新囲碁初級講座
	10:00	● お好み置碁道場


	11:47	●Let'sチャレンジ詰碁
	 0:00	ａ�めざせプロ棋士
	 1:00	ａ��第28期 銀河戦


	 2:38	ａ将棋講座（×2）
	 3:00	ａ�女流棋戦
	 	 	 （28日は「藤井聡太の素顔」）
	 .46	ａ�挑戦！テレビ将棋認定
	 4:00	ａ�将棋やさしい番組


	 5:00	ａ�将棋連盟が選ぶ 注目の一局
	 	 	 ・振り飛車特集
	 	 	 （7日は「藤井聡太の素顔」）
	 6:00	●厳選棋譜解説


	 7:00	●パンダネット囲碁講座 （×3）
	 	 	 （7日は「囲碁上級講座」 （×2））
	 .32	●挑戦！テレビ囲碁認定
	 .48	●初最新囲碁初級講座
	 8:00	● �初第30期 竜星戦


	10:00	ａ第29期 銀河戦


	11:38	ａ将棋講座（×2）
	 0:00	ａ将棋まるナビ
	 .20	ａ夜の銀河戦セレクション
	 2:00	●夜の竜星戦セレクション
	 	 	 （14日は「囲碁特番」 ）


	 4:00	● 記憶の一局
	 5:00	●囲碁初級講座（×2）
	 .22	●囲碁まるナビ
	 .42	●挑戦！テレビ囲碁認定
	 6:00	ａ将棋連盟が選ぶ 注目の一局
	 7:00	ａ第29期 銀河戦	
	 8:38	ａ�将棋講座（×2）
	 9:00	ａひふみん日記 （×3）（1･29日）
	 	 	 （22日は「西山朋佳の素顔」）
	 .32	ａ�将棋中級講座
	 .46	ａ�挑戦！テレビ将棋認定
	10:00	ａ�将棋講座（×2）
	 .25	ａ�将棋講座（×2）
	 .50	ａ将棋まるナビ
	11:10	ａ�タイトル戦徹底解説
	 	 	 （8日は「藤井銀河決勝戦自戦譜解説」）
	 0:00	● 厳選棋譜解説
	 1:00	● 第29期 竜星戦
	 3:00	●最新囲碁上級講座（×2）
	 .25	●次の一手TVミニ
	 .32	●囲碁初級講座
	 .45	●挑戦！テレビ囲碁認定
	 4:00	●囲碁やさしい番組
	 .25	● 竜星の素顔
	 	 	 	（1日は「厳選棋譜解説」、	


29日は4:30 〜「囲碁まるナビ」、	
4:47 〜「詰碁コーナー」 （×2））


	 5:00	●厳選棋譜解説
	 	 	 	（1日は5:25 〜「Let'sチャレンジ詰碁」、	


5:37 〜「次の一手TVミニ」）
	 6:00	ａ将棋中級講座
	 .12	ａタイトル戦徹底解説
	 7:00	ａ�初女流棋戦
	 .46	ａ挑戦！テレビ将棋認定
	 8:00	ａ�初第29期 銀河戦
	 9:45	ａ初最新将棋講座
	10:00	●第30期 竜星戦
	 0:00	●囲碁まるナビ
	 .16	●夜の女流棋聖戦セレクション
	 2:20	ａ�夜の銀河戦セレクション


月 曜 日 火 曜 日 水 曜 日


7月
基本編成表


	 4:00	ａ��第28期 銀河戦
	 5:38	ａ7手詰	＆	挑戦！	テレビ将棋認定
	 6:00	 ●	厳選棋譜解説
	 7:00	● パンダネット囲碁講座（×2)
   （2・9日は「 囲碁初級講座」（×2)）
 .25	●挑戦！テレビ囲碁認定	＆	詰碁
	 .48	●最新囲碁上級講座
	 8:00	●お好み置碁道場（2・16日）
	 	●第4期 韓国竜星戦（9・23日）
   （30日は「囲碁特番」）
	 9:47	●囲碁初級講座（2・16・30日）
	10:00	●第3期 韓国竜星戦（2・16・30日） 
	 	●囲碁特番セレクション（9・23日）
	 0:00	ａ�将棋講座（×3）
	 .25	ａ藤井聡太の素顔（30日）
	 .30	ａ��ひふみん日記（×3）（16日）
	 1:00	ａ�第28期 銀河戦
	 2:40	ａ将棋まるナビ
	 3:00	ａ�タイトル戦徹底解説
	 .46	ａ将棋中級講座
   （2日は「最新将棋初級講座」）
	 4:00	●  囲碁 名局の解説
	 5:48	● 囲碁初級講座
	 6:00	●�記憶の一局
	 7:00	● 囲碁初級講座
	 .15	 ●囲碁まるナビ
	 .32	 ●挑戦！テレビ囲碁認定
	 .48	 ●初最新囲碁上級講座
	 8:00	● 囲碁特番セレクション
	 	 	 ・第45期	棋聖戦挑戦手合七番勝負
	 9:35	 ●次の一手ＴＶ
	 .48	 ●最新囲碁初級講座
	10:00	ａ第43期 霧島酒造杯 女流王将戦


	11:38	ａ将棋講座（×2）
	 0:00	ａ�将棋まるナビ
	 .20	ａ�将棋中級講座
	 .32	ａ�女流棋戦
	 1:20	 �ａ�夜の銀河戦セレクション
	 3:00	ａ�めざせプロ棋士セレクション


※7月5日（月）、14日（水）深夜3:00 〜翌午前4:00はメンテナンスのため放送休止


	 4:00	ａ�第28期 銀河戦


	 5:40	ａ将棋まるナビ
	 6:00	 ●	記憶の一局
	 7:00	● 囲碁やさしい番組
	 .32	●初挑戦！テレビ囲碁認定
	 .48	● 最新囲碁上級講座
	 8:00	●棋力向上委員会 The PASSION ！！
	 9:00	● 厳選棋譜解説
	10:00	● 囲碁特番セレクション


	11:48	● 最新囲碁初級講座
	 0:00	ａ挑戦！テレビ将棋認定
	 .15	ａ�女流棋戦
	 1:05	ａ�タイトル戦徹底解説
	 	 	 （11日は「藤井銀河決勝戦自戦譜解説」）
	 .55	ａ�3手詰
	 2:00	ａ��銀河戦セレクション
	 3:38	ａ最新将棋講座（×2）
	 4:00	ａめざせプロ棋士セレクション
	 5:33	ａひふみん日記
	 .48	ａ将棋中級講座
	 	 	 （4日は「最新将棋初級講座」）
	 6:00	● 厳選棋譜解説
	 7:00	●初日本囲碁連盟囲碁講座
	 	 	 （4日は「囲碁初級講座」 i）
	 .32	 ●挑戦！テレビ囲碁認定
	 .48	●初最新囲碁上級講座
	 8:00	● 囲碁 名局の解説


	 9:47	●詰碁ＴＶプラス
	10:00	ａ�将棋特番セレクション


	11:38	ａ将棋講座 （×2）
	 0:00	ａTSR2005将棋列伝
	 .32	ａ�将棋まるナビ
	 .50	ａ�タイトル戦徹底解説
	 	 	 （11日は「藤井銀河決勝戦自戦譜解説」）
	 1:36	ａ女流棋戦
	 2:22	ａ夜の銀河戦セレクション


	 4:00	 ●第29期 竜星戦


	 6:00	ａめざせプロ棋士
	 7:00	ａ�将棋やさしい番組
	 .32	ａ将棋中級講座
	 .46	ａ初挑戦！テレビ将棋認定
	 8:00	ａ将棋連盟が選ぶ 注目の一局
	 9:00	ａタイトル戦徹底解説
	 .48	ａ将棋中級講座
	10:00	ａ�将棋特番セレクション


	11:45	ａ将棋まるナビ（31日は初）
	 0:00	● 囲碁まるナビ（31日は初）
	 .20	● パンダネット囲碁講座（×2）
	 .45	● 挑戦！テレビ囲碁認定
	 1:00	● 記憶の一局
	 2:00	● 竜星戦セレクション（3・17・31日）
	 	●第4期 韓国竜星戦（10・24日）


	 4:00	●囲碁上級講座（×2)（〜 24日）
	 .22	●次の一手ＴＶミニ（〜 24日）
	 .30	●厳選棋譜解説
	 5:30	●囲碁上級講座
	 .43	●囲碁まるナビ
	 6:00	ａ初第43期 霧島酒造杯 女流王将戦


	 7:40	ａ3手詰
	 .46	ａ挑戦！テレビ将棋認定
	 8:00	ａ���将棋特番セレクション
	 	 	 	（31日は	初「お好み将棋道場」）
	 9:45	ａ初最新将棋講座
	10:00	● 棋力向上委員会 The PASSION ！！


	11:00	● 記憶の一局


 0:00	●囲碁まるナビ
	 .20	ａ将棋特番セレクション


	 2:00	ａ将棋まるナビ
	 .20	ａ�お好み将棋道場


◆�番組内容に関するお問い合わせは、
囲碁・将棋チャンネルカスタマー
センター（03－3511－1986）
までお願いいたします。


※	カスタマーセンターの営業時間は
年中無休	前10:00〜後8:00です。


◎	都合により番組内容を一部変更さ
せて頂く場合がございます。なお、
最新の番組内容はホームページで
も確認できますので、併せてご利
用ください。　
　→https://www.igoshogi.net


＝囲碁番組	 ＝将棋番組
	 ＝囲碁・将棋のやさしい番組
	初＝初回放送	 X＝生放送
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６.00Cミッドナイト・ラン
	 日曜洋画劇場＋追録版
８.20CAフォレスト・ガンプ／


一期一会
	 金曜ロードショー版
10.50CA5デイ・アフター・
	 トゥモロー
１.10C5サラブレッド
２.50Cドラゴン／
	 ブルース・リー物語
５.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実①②
７.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実③④
９.00C5僕のワンダフル・
	 ジャーニー
11.00C5レディ・オア・ノット
０.40C悪人伝
２.40Cめまい
５.00C裏窓（1954）


６.20C十戒	日曜洋画劇場版
９.30C5ザ・コア
０.00Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑨I
１.15C5弱虫スクービーの大冒険
	 g鈴木達夫i
３.00Cスキャンダル（2019）
	 シャーリーズ・セロンi
５.00C5ザ・ゴールドフィンチ
	 アンセル・エルゴートi
７.40Cグエムル	－漢江の怪物－
	 ソン・ガンホi
10.00CDEVILS～金融の悪魔～⑦
11.00CA5キングスマン
	 コリン・ファースi
１.20C監獄の首領
	 ハン・ソッキュi
３.40COK牧場の決斗	


水曜ロードショー版
	 バート・ランカスターi


６.00C5スローターハウス・
	 ルールズ
８.00CA5博士と彼女のセオリー
10.15CA5ペット2
０.00CDEVILS～金融の悪魔～⑦
１.00C5アンダーウォーター
２.50CA5ジェミニマン
５.10C5ターミネーター4
７.20　『ターミネーター』スタッフ


＆キャストインタビュー
７.40C5ターミネーター：
	 ニュー・フェイト
10.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実④
11.00CThe	Witch／魔女
１.20A『IT／イット	THE	END』出演者インタビュー
１.30CA5IT／イット	THE	END	


“それ”が見えたら、終わり。
４.30C5コスメティック・ウォー	


わたしたちがBOSSよ！


６.00C5ある少年の告白
８.10C5ファイティング・with


・ファイア
10.00CA5ダ・ヴィンチ・コード


［エクステンデッド版］
１.00Cバトルランナー
２.50C5アイ，ロボット
４.50Cエクストリーム・ジョブ
６.50C5新感染	ファイナル・


エクスプレス
	 コン・ユi
９.00CA5ワイルド・スピード


／スーパーコンボ
	 ドウェイン・	


ジョンソンi
11.30CA5デンジャラス・ラン
	 デンゼル・ワシントンi
１.40C5インサイダーズ／
	 内部者たち
４.10C5ブルー・ストーリー


７.30C5魂のゆくえ
９.40C5ブラック	アンド	ブルー
０.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実③
１.00C5STUBER／
	 ストゥーバー
２.50Cヘレディタリー／継承
５.10CA5デイ・アフター・
	 トゥモロー
７.20A『ジュマンジ』キャスト独占インタビュー
７.30　IN	FOCUS
７.40CA5ジュマンジ／
	 ネクスト・レベル
10.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ⑤
11.10C5インサイダーズ／
	 内部者たち
１.30C5スローターハウス・
	 ルールズ
３.20Cミッドサマー


６.00C5侵入する男
８.00C5エスケープ・ルーム


（2019）
10.00Cエジソンズ・ゲーム
０.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ⑤
１.10Cきっと、星のせいじゃな


い。
３.30C5ある少年の告白
５.30C5栄光のランナー／


1936ベルリン
	 ステファン・ジェームスi
８.00Cトゥルーマン・ショー
	 ジム・キャリーi
10.00Bザ・パシフィック④
11.10C528日後...
	 キリアン・マーフィi
１.20C恋するベーカリー
３.40Cワールド・トレード・
	 センター


６.00C5ボディカメラ
７.50CA5デンジャラス・ラン
10.00C5ザ・ウェイバック
０.00Bザ・パシフィック④
１.00C5グランド・ブダペスト


・ホテル
２.50C5ブレイクスルー	
	 奇跡の生還
５.00CA5ソニック・ザ・
	 ムービー
６.50CA5ダ・ヴィンチ・コード


［エクステンデッド版］
	 トム・ハンクスi
10.00Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑨I
11.15CA5天使と悪魔
	 ［エクステンデッド版］
	 トム・ハンクスi
２.00CA5インフェルノ（2016）
４.10C5アス


６.00C5こころに剣士を
７.50C5ブレイクスルー	
	 奇跡の生還
10.00C5ターミネーター：
	 ニュー・フェイト
０.20　『ターミネーター』製作の


裏側SP
１.00C528日後...
３.00C5ザ・コア
５.30C5ヒックとドラゴン
７.20CA5ペット2
	 g設楽統i
９.00C5ナンシー・ドリューと


秘密の階段
	 ソフィア・リリスi
10.40Cファーゴ
０.30C5ボディカメラ
２.20C5栄光のランナー／


1936ベルリン
５.00C5ちいさな独裁者


６.00CA5博士と彼女のセオリー
８.10C5ザ・キッチン
10.00C5スローターハウス・
	 ルールズ
０.00Bザ・パシフィック②
１.00C5ある少年の告白
３.00Cキャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン
５.30C5侵入する男
７.30C5アポロ13
	 トム・ハンクスi
10.00Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑦
11.10　IN	FOCUS
11.20C5ハロウィン（2018）
１.20　IN	FOCUS
１.30CA5ストーリー・オブ・マ


イライフ／わたしの若草物語
４.00Cスケアリーストーリーズ	


怖い本


６.00C恋するベーカリー
８.10C52番目のキス
10.10CA5ソニック・ザ・
	 ムービー
０.00Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑦
１.10C5ザ・ゴールドフィンチ
	 アンセル・エルゴートi
３.50C5マーウェン
	 スティーヴ・カレルi
６.00C5ブラック	アンド		


ブルー
	 ナオミ・ハリスi
８.00C5ハーレイ・クインの華麗


なる覚醒	Birds	of	Prey
	 マーゴット・ロビーi
10.00CDEVILS～金融の悪魔～⑤
11.00Cミッドサマー
１.40Cきっと、星のせいじゃない。
４.00C5少女ファニーと運命の旅


６.00C5STUBER／
	 ストゥーバー
７.40C5ブルー・ストーリー
９.30C5黒い司法	
	 0％からの奇跡
０.00CDEVILS～金融の悪魔～
	 ⑤
１.00C5ターミネーター4
３.10C5ルーシー・イン・ザ・


スカイ
５.30C5ザ・ウェイバック
７.30CA5ワイルド・スピード


／スーパーコンボ
	 ドウェイン・ジョンソンi
10.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実②
11.00Cふたつの名前を持つ少年
１.10CA5キングスマン
３.40Cドラゴン／
	 ブルース・リー物語


６.00C5マザーレス・
	 ブルックリン
８.30　エドワード・ノートン
	 独占インタビュー
８.45Cある戦争
10.50C暗数殺人
１.00Cキャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン
３.40CAフォレスト・ガンプ／


一期一会
	 金曜ロードショー版
	 トム・ハンクスi
６.20Cキャスト・アウェイ
	 トム・ハンクスi
９.00CA5ブリッジ・オブ・
	 スパイ
	 トム・ハンクスi
11.30CA5TENET	テネット
２.10C5野性の呼び声
４.00C5追想（2017）


７.00C天地創造ノーカットレー
ザーディスク版	Cあり


10.00C5エスケープ・ルーム
（2019）


０.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実①
１.00C5マザーレス・
	 ブルックリン
３.30　エドワード・ノートン
	 独占インタビュー
３.40CA5ミュータント・
	 タートルズ（2014）
５.40CA5ジェミニマン
７.50C5ターミネーター4
10.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ③
11.20Cエジソンズ・ゲーム
１.20CA5恋におちた
	 シェイクスピア
３.40C5魂のゆくえ


６.00Cプロヴァンスの贈りもの
８.10C5ボディカメラ
10.00Cアルフィー（2004）
０.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ③
１.10Cめまい
３.30C華やかな魔女たち
	 土曜映画招待席版
５.00C5ターミネーター：
	 ニュー・フェイト
７.15　『ターミネーター』スタッフ


＆キャストインタビュー
７.40Cミッドナイト・ラン
	 日曜洋画劇場＋追録版
	 ロバート・デ・ニーロi
10.00Bザ・パシフィック②
11.10Cペット・セメタリー


（2019）
１.10C暗数殺人
３.30C5ちいさな独裁者


６.00Cヴァージン・スーサイズ
７.50C5アポロ13
10.20CA5ジョイ
０.40Cスキャンダル（2019）
２.40C52番目のキス
４.40CA5ブリッジ・オブ・
	 スパイ
７.10CA5ミュータント・
	 タートルズ（2014）
	 ミーガン・フォックスi
９.00C5弱虫スクービーの大冒険
	 g鈴木達夫i
10.50Cエクストリーム・ジョブ
０.50CAフォレスト・ガンプ／


一期一会
	 金曜ロードショー版
３.30C8D黒い罠
	 土曜映画劇場版
５.00Cキャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン


６.00C528日後...
８.00C5ハーレイ・クインの華麗


なる覚醒	Birds	of	Prey
10.00C5魂のゆくえ
０.00Bザ・パシフィック③
１.10Cアップグレード
３.10Cミッドナイト・ラン
	 日曜洋画劇場＋追録版
５.30COK牧場の決斗
	 水曜ロードショー版
	 バート・ランカスターi
７.40CA5博士と彼女の
	 セオリー
	 エディ・レッドメインi
10.00Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑧
11.15C5リズム・セクション
１.20C5黒い司法	
	 0％からの奇跡
３.50Cある戦争


６.00Cアルフィー（2004）
８.00C5ファイティング・with


・ファイア
10.00CA5永遠の僕たち
０.00Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑧
１.10C5ナンシー・ドリューと


秘密の階段
３.00Cめまい
	 ジェームズ・
	 スチュアートi
５.30Cゲーム・チェンジ	大統


領選を駆け抜けた女
	 ジュリアン・ムーアi
７.45C5愛しのローズマリー
	 ジャック・ブラックi
10.00CDEVILS～金融の悪魔～⑥
11.10C裏窓（1954）
１.30Cエジソンズ・ゲーム
３.40Cスキャンダル（2019）


６.00C勇気ある追跡
	 日曜洋画劇場版
８.00C5マーウェン
10.10C5ザ・キッチン
０.00CDEVILS～金融の悪魔～⑥
１.00C遠い空の向こうに
３.00C天地創造ノーカットレー


ザーディスク版	Cあり
６.00C5侵入する男
８.00C5こころに剣士を
	 マルト・アヴァンディi
10.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実③
11.00C5アス
	 ルピタ・ニョンゴi
１.10C5ブラック	アンド	ブルー
３.20C5マザーレス・
	 ブルックリン
５.50　エドワード・ノートン
	 独占インタビュー


６.00CA5恋におちた
	 シェイクスピア
８.30Cプロヴァンスの贈りもの
10.50CA5ジェミニマン
１.00C悪人伝
３.10CA5ダ・ヴィンチ・コード


［エクステンデッド版］
６.10　『ニュー・ポープ	悩める新教


皇』注目ポイント【舞台ウラ篇】
６.20CA5天使と悪魔
	 ［エクステンデッド版］
	 トム・ハンクスi
９.00CA5インフェルノ


（2016）
	 トム・ハンクスi
11.20C哀しき獣
	 ハ・ジョンウi
１.50C5ザ・ウェイバック
３.50C5ルーシー・イン・ザ・


スカイ


７.20Cきっと、星のせいじゃな
い。


９.40C5赦しのちから
０.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実②
０.50CA5ジョイ
３.00C十戒	日曜洋画劇場版
６.00C5ファイティング・with


・ファイア
	 ジョン・シナi
７.50CA5デンジャラス・ラン
	 デンゼル・ワシントンi
10.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ④
11.20C5アポロ13
	 トム・ハンクスi
２.00C52番目のキス
	 ドリュー・バリモアi
４.00CA5永遠の僕たち
	 ヘンリー・ホッパーi


６.00C華やかな魔女たち
	 土曜映画招待席版
７.30C5少女ファニーと運命の


旅
９.30C5ルーシー・イン・ザ・


スカイ
０.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ④
１.10Cペット・セメタリー


（2019）
３.00C5エスケープ・ルーム


（2019）
４.50C8D黒い罠
	 土曜映画劇場版
６.10C5追想（2017）
８.10Cヴァージン・スーサイズ
10.00Bザ・パシフィック③
11.20CA5エクソダス：神と王
２.00Cエクストリーム・ジョブ
４.00Cトゥルーマン・ショー


７.00C華やかな魔女たち
	 土曜映画招待席版
８.20C5スローターハウス・
	 ルールズ
10.10Cアップグレード
０.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実④
１.00CThe	Witch／魔女
３.15CA5ソニック・ザ・
	 ムービー
５.15C5ジャングルランド
７.00CA5天使と悪魔
	 ［エクステンデッド版］
９.45　『ニュー・ポープ	悩める新


教皇』注目ポイント【衣装篇】
10.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ⑥
11.10C5ナンシー・ドリューと


秘密の階段
（1.00～7.00放送休止）


７.00CA5キングスマン
９.30C監獄の首領
０.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ⑥
１.10CV.I.P.	修羅の獣たち
３.25C5新感染	ファイナル・


エクスプレス
５.40CA5恋におちた
	 シェイクスピア
	 グウィネス・	


パルトロウi
７.50CA5インフェルノ


（2016）
	 トム・ハンクスi
10.00Bザ・パシフィック⑤
11.00C哭声／コクソン
	 クァク・ドウォンi
１.50C哀しき獣
４.20C5弱虫スクービーの
	 大冒険


６.00C遠い空の向こうに
８.00CA5おとなのけんか
９.50C5ハーレイ・クインの華麗


なる覚醒	Birds	of	Prey
０.00Bザ・パシフィック⑤
１.00Cふたつの名前を持つ少年
３.00CAゴースト／
	 ニューヨークの幻
５.10C天地創造ノーカットレー


ザーディスク版	Cあり
８.10CA5ミュータント・
	 タートルズ（2014）
	 ミーガン・フォックスi
10.00C5BRAVE	NEW	
	 WORLD／ブレイブ・
	 ニュー・ワールド①
11.00C5ブレイキング・イン
	 ガブリエル・ユニオンi
０.40C十戒	日曜洋画劇場版
３.50C悪人伝


６.00C5インサイダーズ／
	 内部者たち
８.20C5コスメティック・ウォー	


わたしたちがBOSSよ！
10.00C5ジャングルランド
０.00C5BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド①


吹替メガヒット９
１.00C5僕のワンダフル・
	 ジャーニー
３.00CAナイブズ・アウト／
	 名探偵と刃の館の秘密
５.20C5アイ，ロボット
７.30CA5ブリッジ・オブ・
	 スパイ
10.00CDEVILS～金融の悪魔～⑧
11.10C暗数殺人
１.10C5マーウェン
３.20C5マザーレス・
	 ブルックリン


６.00C5ブルー・ストーリー
７.40Cアルフィー（2004）
９.40C監獄の首領
０.00CDEVILS～金融の悪魔～⑧
１.00C5レディ・オア・ノット
２.40CA5エクソダス：神と王
５.20C5新感染	ファイナル・


エクスプレス
７.30Cワールド・トレード・
	 センター
	 ニコラス・ケイジi
10.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実⑤
11.00C5野性の呼び声
	 ハリソン・フォードi
０.50C勇気ある追跡
	 日曜洋画劇場版
	 ジョン・ウェインi
２.30C裏窓（1954）
４.40C哀しき獣


７.20C52番目のキス
９.10CA5ソニック・ザ・
	 ムービー
11.00CA5ペット2
０.40C5スクール・オブ・ロック
２.40C5ザ・コア
	 アーロン・エッカートi
５.00CA5デイ・アフター・
	 トゥモロー
	 デニス・クエイドi
７.15C5アンダーウォーター
	 クリステン・
	 スチュアートi
９.00CA5TENET	テネット
	 ジョン・デヴィッド・
	 ワシントンi
11.40CThe	Witch／魔女
	 キム・ダミi
１.50Cプロヴァンスの贈りもの
４.00C5リズム・セクション


６.00CA5永遠の僕たち
７.40C遠い空の向こうに
９.40C5少女ファニーと
	 運命の旅
11.30CAナイブズ・アウト／
	 名探偵と刃の館の秘密
１.45C5赦しのちから
	 アレックス・
	 ケンドリックi
４.00Cワールド・トレード・
	 センター
	 ニコラス・ケイジi
６.20CA5エクソダス：神と王
	 クリスチャン・ベイルi
９.00C5ザ・ゴールドフィンチ
	 アンセル・エルゴートi
11.40C華やかな魔女たち	


土曜映画招待席版
	 シルヴァーナ・マンガーノi


（1.00～7.00放送休止）


６.00C5追想（2017）
８.10C5リズム・セクション
10.15C5トールキン	旅のはじまり
０.20C5ブライトバーン／恐怖


の拡散者
２.10CA5アングリーバード2
４.00CDEVILS～金融の悪魔～
	 ①〜④
８.30A『DEVILS～金融の悪魔～』
	 アレッサンドロ・ボルギ＆
	 パトリック・デンプシー対談
９.00Cドラゴン／
	 ブルース・リー物語
11.10CA5IT／イット	THE	END	


“それ”が見えたら、終わり。
２.10A『IT／イット	THE	END』


出演者インタビュー
２.20C5STUBER／ストゥーバー
４.10C5コスメティック・ウォー	


わたしたちがBOSSよ！


６.00Cふたつの名前を持つ少年
８.00Cスケアリーストーリーズ	


怖い本
10.00C5こころに剣士を
０.00Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑥


吹替メガヒット９
１.00C5アス
３.20C5黒い司法	0％からの奇跡
５.50A『黒い司法	0％からの奇跡』


キャスト独占インタビュー
６.00C5野性の呼び声
	 ハリソン・フォードi
７.50C5ブレイクスルー	
	 奇跡の生還
	 クリッシー・メッツi
10.00CDEVILS～金融の悪魔～④
11.10Cある戦争
１.20C5赦しのちから
３.40CA5ジョイ


６.00COK牧場の決斗
	 木曜洋画劇場版
８.10Cトゥルーマン・ショー
10.10Cヴァージン・スーサイズ
０.00CDEVILS～金融の悪魔～④
１.10C5ザ・キッチン
３.10C5ちいさな独裁者
５.20　IN	FOCUS
５.30CA5ストーリー・オブ・マ


イライフ／わたしの若草物語
	 シアーシャ・ローナンi
８.00Cスキャンダル（2019）
	 シャーリーズ・セロンi
10.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実①
11.00Aホアキン・フェニックス


独占インタビュー
11.10CA5ジョーカー
１.20Cキャスト・アウェイ
３.50C恋するベーカリー


火 水 木 金 土 日月
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『ナンシー・ドリューと秘密の階段』 7/11・15・26
© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc.


『弱虫スクービーの大冒険』 7/18・22・27
© Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. 〝Scooby-Doo〝 and all 
related indicia are trademarks and copyright of Hanna-Barbera Productions.


『僕のワンダフル・ジャーニー』 7/25・29
© 2019 Universal City Studios Productions LLLP and Storyteller 
Distribution Co. LLC.  All Rights Reserved.


見逃せない最新メガヒット映画
を吹替でお届けします。


※リピート放送：翌週木曜 午後


『僕のワンダフル・ジャーニー』
全1作品


※ 7/4（日）、7/11（日）、7/18
（日）は休止します。


吹替メガヒット9
毎週日曜 よる9:00


『ブレイブ・ニュー・ワールド』 7/28・29
© 2020 Universal Content Productions LLC. All Rights Reserved.


傑作ディストピア小説『すばらし
い新世界』を、スピルバーグ率
いるアンブリン・テレビジョンと
NBCユニバーサルがドラマ化！完
璧に管理されたユートピア的新
世界“ニュー・ロンドン”に住む
バーナードとレーニナは、その
外にある旧世界を再現した“サヴ
ェッジ・ランド”のジョンと出会
い、やがて人類を巻き込んだ⼤
事件へと飲み込まれていくー。


7/28（水）よる10:00〜 ほか


「BRAVE NEW WORLD／
ブレイブ・ニュー・ワールド」


独占TV初放送スタート


※オールハイビジョン放送、ワイドスクリーン（4：3を除く）　C日本語吹替え映画　B二カ国語放送　A字幕放送（日本語字幕放送あり）　55.1chサラウンド　8画面比率4：3　Dモノクロ　Cインターミッション（途中休憩あり）
※放送時間・番組内容は変更する場合がございます。※ご視聴方法によっては、ハイビジョン放送と5.1chサラウンドステレオ、二カ国語放送、字幕放送が適用されない場合がございます。 ※ゴールドの番組は無料放送。


https://star-ch.jp


24時間日本語吹替でお届けする、
日本唯一の吹替専門チャンネル7 2021


JUL








週 間 番 組 表 Page：1/5
出力：2021/6/23  9:59


J SPORTS 2 2021.06.28-2021.07.04
2021.06.28 2021.06.29 2021.06.30 2021.07.01 2021.07.02 2021.07.03 2021.07.04


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


26:00


26:30 30[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


30[S][字][HD]
WWE ロウ #1465
【ハイライト】


26:30 26:30


27:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


27:00 00[S][字][HD]
エクストリームE 2021 【ハイ
ライト】
第2戦 セネガル
『Ocean X Prix』


00[S][HD][F]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドチャンピオン
シップ
準決勝


27:00


27:30 30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #5


27:30 27:30


25:30 25:30 30[S][休][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


25:30


24:00 24:00 24:00


24:30 24:30 24:30


30[S][同][HD][F]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 東京ヤクルト
(07/04)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


22:30


23:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 北海道日本ハム
(07/01)』
(楽天生命パーク宮城)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 東京ヤクルト
(07/02)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


23:00 23:00


23:30 23:30 23:30


26:00 26:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1140
【ハイライト】


00[S][字][HD][F]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第2戦
『ポルティマオ8時間レース


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 東京ヤクルト
(07/03)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


22:00


22:30 30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


30[S][休][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


22:30


25:00 25:00 25:00


19:00 19:00 00[二][同][HD][F]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/03)』


19:00


19:30 19:30


21:00 21:00 21:00


21:30 21:30 30[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


21:30


19:30


20:00 20:00 20:00


20:30 20:30 20:30


22:00 00[S][初][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


22:00


16:30 30[S]
インフォメーション


30[S]
インフォメーション


16:30 16:30


17:00 00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


00[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドチャンピオン
シップ
準決勝


17:00 17:00


17:30 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 北海道日本ハム
(07/01)』
(楽天生命パーク宮城)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


17:30 17:30


55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 東京ヤクルト
(07/02)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


18:00 18:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/02)』


00[S][HD]
MLBイッキ見！ #14


18:00


18:30 18:30 18:30
45[S][F]インフォメーション


15:30


16:00 16:00 16:00


14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 15:00 15:00


11:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


12:30 30[S]
インフォメーション


30[S]
インフォメーション


12:30 12:30


13:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 北海道日本ハム
(06/30)』
(楽天生命パーク宮城)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 北海道日本ハム
(07/01)』
(楽天生命パーク宮城)


13:00 13:00


25[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


13:30 13:30 30[S][HD][F]スーパーフォー 13:30
40[S][HD][F]MLBミュージッ
ク #2655[S][L][初][HD]


J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 東京ヤクルト
(07/03)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


55[S][L][初][HD][F]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 東京ヤクルト
(07/04)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


14:00 14:00


15:30 15:30


00[S][字][HD][F]
WWE ロウ #1465
【ハイライト】


09:00


25[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


09:30 09:30 09:30


55[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 東京ヤクルト
(07/02)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


10:00 10:00


11:30 11:30


12:00 00[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


00[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


12:00 12:00


00[S][同][HD][F]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 東京ヤクルト
(07/03)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


10:00


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


06:30 30[S]
インフォメーション


06:30 06:30


07:00 00[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


07:00 00[S][同][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第9節-1
『京都サンガF.C. U-18 vs.
名古屋グランパスU-18』
(2021/07/03, 京都サンガ
F.C. 東城陽グラウンド)


07:00


07:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


07:30 07:30


08:00 00[S][HD]
第70回 全日本大学野球選
手権記念大会 #26
決勝 ～神宮球場～


(2021/06/13)


08:00 08:00


08:30 08:30 08:30


55[S][HD]
MOTOR GAMES #378


09:00 00[S][HD]
第70回 全日本大学野球選
手権記念大会 #25
準決勝-2 ～神宮球場～


(2021/06/12)


09:00


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 00[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドチャンピオン
シップ
準決勝


05:00


05:30 30[S]
インフォメーション


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


04:00 00[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


00[二][HD][F]
ニュルブルクリンク24時間耐
久レース 2021
[Part2] FINISH
(2021/06/06)


05:30 05:30


55[二][HD]
ニュルブルクリンク24時間耐
久レース 2021
[Part1] START
(2021/06/05)


06:00 00[S][HD]
第70回 全日本大学野球選
手権記念大会 #24
準決勝-1 ～神宮球場～


(2021/06/12)


00[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


06:00 06:00
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J SPORTS 2 2021.07.05-2021.07.11
2021.07.05 2021.07.06 2021.07.07 2021.07.08 2021.07.09 2021.07.10 2021.07.11


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


27:00


27:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #379


27:30 27:30


45[S][休][HD]MLBミュー
55[二][L][初][HD]
FIBA U19 バスケットボール
ワールドカップ 2021
準決勝-2
『(07/10)』


55[二][L][初][HD]
FIBA U19 バスケットボール
ワールドカップ 2021
決勝
『(07/11)』


27:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


00[S][休][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドチャンピオン
シップ
準決勝


00[S][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


27:00


26:30
40[S][HD]MLBミュージック
#26


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第2戦 ターラント（イタリア）
『Day2』


(2021/06/06)


00[多][休][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第2戦 ヴィラ・レアル(ポルト
ガル)
『決勝』
(2021/06/27)
(休止の場合あり)


25:00 25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 26:00 00[S][休][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


23:00


25[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


23:30 23:30 23:30


55[二][L][初][HD]
FIBA U19 バスケットボール
ワールドカップ 2021
準決勝-1
『(07/10)』


(2021/07/10　アリーナ・リ
ガ，ラトビア)


24:00 00[多][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round6 ラリー・ケニア(ケニ
ア)
『レビュー』


24:00 24:00


24:30 30[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第9節-2
『浦和レッドダイヤモンズ
ユース vs. 大宮アルディー
ジャU18』
(2021/07/04, 浦和駒場スタ
ジアム)


24:30 24:30


25:00 00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第2戦 ターラント（イタリア）
『Day1』


(2021/06/05) 00[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


26:00


26:30 30[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


30[S][字][HD]
WWE ロウ #1466
【ハイライト】


26:30 30[S][休][HD]SUPER GT
2021 ダイジェスト


30[S][HD]スーパーフォー


21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


22:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #14


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第2戦
『ヴィラール(スイス)』


(2021/07/03　ヴィラール, ス
イス)


00[二][初][HD]
【2021年大会9月12日開
幕！】FIFA フットサル ワー
ルドカップ アーカイブ
FIFA フットサル ワールド
カップ 2012
『グループC　ブラジル vs.
日本』
(2012/11/01)


00[S][初][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


22:00 22:00


22:30 30[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第9節-1
『京都サンガF.C. U-18 vs.
名古屋グランパスU-18』
(2021/07/03, 京都サンガ
F.C. 東城陽グラウンド)


30[S][休][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


22:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


22:30
45[S]インフォメーション


23:00 00[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第9節-1
『京都サンガF.C. U-18 vs.
名古屋グランパスU-18』
(2021/07/03, 京都サンガ
F.C. 東城陽グラウンド)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 横浜
DeNA(07/09)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


23:00


19:30 19:30


20:00 20:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 横浜
DeNA(07/10)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/05)』


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/06)』


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/07)』


18:30 18:30


19:00 19:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 横浜
DeNA(07/11)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


19:00


19:30


55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 横浜
DeNA(07/09)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


18:00 18:00 00[二][休][HD]
【2021年大会9月12日開
幕！】FIFA フットサル ワー
ルドカップ アーカイブ
FIFA フットサル ワールド
カップ 2012
『グループC　ブラジル vs.
日本』
(2012/11/01)
(休止の場合あり)


00[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #4
(休止の場合あり)


18:00
15[S]インフォメーション 15[S]インフォメーション


18:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/04)』


57[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】ドイツオープン 2019
女子シングルス決勝
『ラチャノック・インタノン
(THA) vs. 山口茜』


(2019/03/03　イノジース


17:00 17:00 17:00
08[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】ドイツオープン 2019
男子シングルス決勝
『桃田賢斗 vs. 西本拳太』


11[S][休][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】インドネシアマスター
ズ 2019
女子ダブルス決勝
『キム・ソヨン/コン・ヒヨン


17:30 17:30 17:30
40[S][HD]MLBミュージック
#26


40[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第9節-2
『浦和レッドダイヤモンズ
ユース vs. 大宮アルディー
ジャU18』
(2021/07/04, 浦和駒場スタ
ジアム)


45[S][休][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】ドイツオープン 2019
男子ダブルス決勝
『嘉村健士/園田啓悟 vs. 遠
藤大由/渡辺勇大』


16:00 00[S][休][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】ドイツオープン 2019
女子ダブルス決勝
『ドゥ・ユエ/リ・インフイ
(CHN) vs. 松友美佐紀/髙橋


16:00 16:00
07[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】マレーシアマスターズ
2019
ミックスダブルス決勝
『渡辺勇大/東野有紗 vs. デ


16:30 16:30 16:30


00[S][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 東京ヤクルト
(07/04)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


00[S][休][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


15:00 15:00


15:30 30[S][休][HD]MLBミュー
ジック #26


30[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


15:30 15:30


55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 横浜
DeNA(07/10)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 横浜
DeNA(07/11)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


14:00 14:00 14:00


14:30 30[S][休][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】マレーシアマスターズ
2019
女子ダブルス決勝
『福島由紀/廣田彩花 vs. グ
レシア・ポリー/アプリアニ・ラ
ハユ(INA)』


14:30 14:30


15:00


00[S][同][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第9節-2
『浦和レッドダイヤモンズ
ユース vs. 大宮アルディー
ジャU18』
(2021/07/04, 浦和駒場スタ
ジアム)


13:00 00[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


00[S]
インフォメーション


13:00


13:30 13:30 30[S][HD]スーパーフォー 30[S][HD]SUPER GT 2021
ダイジェスト


13:30


10:00 10:00


10:30 30[S][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第9節-2
『浦和レッドダイヤモンズ
ユース vs. 大宮アルディー
ジャU18』
(2021/07/04, 浦和駒場スタ
ジアム)
(休止の場合あり)


10:30


11:00 11:00 00[二][同][HD]
FIBA U19 バスケットボール
ワールドカップ 2021
準決勝-2
『(07/10)』


(2021/07/10　アリーナ・リ
ガ，ラトビア)


11:00


11:30 11:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


11:30


12:00 00[S]
インフォメーション


12:00 00[S][初][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP


12:00


12:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


30[S][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第9節-1
『京都サンガF.C. U-18 vs.
名古屋グランパスU-18』
(2021/07/03, 京都サンガ
F.C. 東城陽グラウンド)
(休止の場合あり)


12:30 12:30


13:00


30[S][HD]
MOTOR GAMES #379


08:30 08:30


09:00 00[S][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第1ステージ～第9ステージ


09:00 00[二][同][HD]
FIBA U19 バスケットボール
ワールドカップ 2021
準決勝-1
『(07/10)』


(2021/07/10　アリーナ・リ
ガ，ラトビア)


09:00


00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/06)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/07)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 横浜
DeNA(07/09)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1466
【ハイライト】


10:30


40[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第9節-1
『京都サンガF.C. U-18 vs.
名古屋グランパスU-18』
(2021/07/03, 京都サンガ
F.C. 東城陽グラウンド)


40[S][HD]MLBミュージック
#26


45[S][HD]MLBミュージック


09:30 09:30 09:30


10:00 00[多][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第2戦 ヴィラ・レアル(ポルト
ガル)
『決勝』
(2021/06/27)


00[S]
インフォメーション


00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


00[多][休][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第2戦 ヴィラ・レアル(ポルト
ガル)
『決勝』
(2021/06/27)
(休止の場合あり)


00[S]
インフォメーション


06:00 00[二][HD]
【2021年大会9月12日開
幕！】FIFA フットサル ワー
ルドカップ アーカイブ
FIFA フットサル ワールド
カップ 2012
『グループC　ブラジル vs.
日本』
(2012/11/01)


06:00


06:30 30[S]
インフォメーション


30[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


06:30 06:30


07:00 00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


00[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】全英オープン 2019
決勝


■女子ダブルス決勝 『チェ
ン・チンチェン/ジァ・イーファ
ン(CHN) vs. 永原和可那/松
本麻佑』


■女子シングルス決勝 『タ
イ・ツーイン(TPE) vs. チェ
ン・ユーフェイ(CHN)』


■男子ダブルス決勝 『アー
ロン・チア/ソー・ウーイック
(MAS) vs. モハマド・アッサ
ン/ヘンドラ・セティアワン
(INA)』


■ミックスダブルス決勝
『ツェン・シーウェイ/ファン・
ヤチョン(CHN) vs. 渡辺勇大
/東野有紗』


■男子シングルス決勝 『桃
田賢斗 vs. ビクター・アクセ
ルセン(DEN)』


(2019/03/10　バーミンガム
アリーナ，バーミンガム)


07:00 00[S][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


07:00


07:30 07:30 07:30


08:00 00[S][HD]
第70回 関東大学バスケット
ボール選手権大会
準決勝-2


(2021/06/10)


08:00


08:30


04:00 00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第2戦
『ヴィラール(スイス)』


(2021/07/03　ヴィラール, ス
イス)


～[二][L][初][HD]
FIBA U19 バスケットボール
ワールドカップ 2021
準決勝-2
『(07/10)』


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1141
【ハイライト】
(休止の場合あり)


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
機器メンテナンス


00[S]
休止


00[S]
休止


05:00


05:30 30[S]
インフォメーション


05:30 05:30


06:00 00[S][HD]
第70回 関東大学バスケット
ボール選手権大会
準決勝-1


(2021/06/10)


00[S][HD]
第70回 関東大学バスケット
ボール選手権大会
決勝


(2021/06/11)
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J SPORTS 2 2021.07.12-2021.07.18
2021.07.12 2021.07.13 2021.07.14 2021.07.15 2021.07.16 2021.07.17 2021.07.18


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


25:00


26:30 26:30


27:00 27:00 27:00


27:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


27:30 27:30


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 26:00 26:00


26:30


22:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][初][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


22:00


23:30


24:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1467
【ハイライト】


24:00 24:00


24:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


24:30 30[S][休][字][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア


30[S][休][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


24:30


25:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
MLBイッキ見！ #15


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


00[多][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round6 ラリー・ケニア(ケニ
ア)
『レビュー』


21:00 00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


21:00


21:30 21:30 30[S][HD]
MLBミュージック #27


30[S][HD]
MLBミュージック #26


21:30
45[S]インフォメーション 50[二][L][初][HD]


SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


(2021/07/17)


※放送開始時刻未定


22:00


22:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


22:30 22:30


23:00 23:00 23:00


23:30 23:30


50[二][L][初][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)


※放送開始時刻未定


19:30 19:30 19:30


20:00 00[二][初][HD]
【2021年大会9月12日開
幕！】FIFA フットサル ワー
ルドカップ アーカイブ
FIFA フットサル ワールド
カップ 2012
『グループC　ポルトガル vs.
日本』
(2012/11/04)


00[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


20:00


00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第10戦・決勝
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/10)


18:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/16)』


00[S][休][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP
(休止の場合あり)


18:00


18:30 18:30 18:30


19:00 00[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


20:00


20:30 30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第10戦・予選
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/10)


30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


20:30 20:30


21:00


45[S]インフォメーション


16:00 00[S][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第10ステージ～第15ステー
ジ


16:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


16:00


16:30 30[S][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP


16:30 16:30


17:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『ホームランダービー
(07/12)』


（クアーズ・フィールド，コロラ
ド州デンバー）


17:00 17:00


17:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『オールスターフューチャー
ズゲーム(07/11)』


（クアーズ・フィールド，コロラ
ド州デンバー）


30[S][HD]
MOTOR GAMES #380


17:30 17:30


18:00


19:00 00[二][同][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


(2021/07/17)


19:00


13:30 13:30


47[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】オーストラリアオープ
ン 2019
女子ダブルス決勝
『チェン・チンチェン/ジァ・


14:00 14:00 00[S][休][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


14:00


14:30 30[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】世界選手権2019
決勝


■女子ダブルス決勝 『松本
麻佑/永原和可那 vs. 福島
由紀/廣田彩花』


■女子シングルス決勝 『奥
原希望 vs. プサルラ・Ｖ・シ
ンドゥ(IND)』


■男子シングルス決勝 『桃
田賢斗 vs. アンダース・アン
トンセン(DEN)』


■ミックスダブルス決勝
『ツェン・シーウェイ/ファン・
ヤチョン(CHN) vs. デチャポ
ル・プアヴァラヌクロー/サプ
シリー・タエラッタナチャイ
(THA)』


■男子ダブルス決勝 『モハ
マド・アッサン/ヘンドラ・セ
ティアワン(INA) vs. 保木卓
朗/小林優吾』


(2019/08/25　セイント・ヤコ
ブ・ホール, バーゼル, スイ
ス)


14:30 30[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


14:30


15:00 00[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


15:00 00[S]
インフォメーション


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


15:00


15:30 30[二][同][HD]
FIBA U19 バスケットボール
ワールドカップ 2021
決勝
『(07/11)』


(2021/07/11　アリーナ・リ
ガ，ラトビア)


15:30 30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


15:3035[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #4


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00 11:0006[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】シンガポールオープン
2019
男子ダブルス決勝
『嘉村健士/園田啓悟 vs. モ


11:30 11:30 11:30


12:00 12:00 12:00
15[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】シンガポールオープン
2019
男子シングルス決勝
『桃田賢斗 vs. アンソニー・
ギンティン(INA)』


15[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】韓国オープン 2019
男子シングルス決勝
『桃田賢斗 vs. チョウ・ティエ
ンチェン(TPE)』


12:30 12:30 12:30


13:00 13:00 00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1142
【ハイライト】
(休止の場合あり)


13:00


25[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】デンマークオープン
2019
決勝


■女子シングルス決勝 『奥
原希望 vs. タイ・ツーイン
(TPE)』


■ミックスダブルス決勝 『パ
ラフィーン・ジョーダン/メラ
テｨ・デファ・オクタビアンティ
(INA) vs. ワン・イーリュウ/
ファン・ドンピン(CHN)』


■女子ダブルス決勝 『ペク・
ハナ/チョン・ギョンウン
(KOR) vs. チェン・チンチェン
/ジァ・イーファン(CHN)』


■男子ダブルス決勝 『マル
クス・フェルナンディ・ギデオ
ン/ケビン・サンジャヤ・スカ
ムルジョ(INA) vs. モハマド・
アッサン/ヘンドラ・セティア
ワン(INA)』


13:30


07:00 00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/17)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


07:00


08:30 08:30 08:30


09:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


00[S][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
『Zwift presents　J
SPORTS CUP出演者対抗


09:00 00[S][休][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
決勝


(2021/07/14　京セラドーム
大阪)
(休止の場合あり)


09:00


09:30 30[S]インフォメーション 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『オールスターゲーム
(07/13)』


（クアーズ・フィールド，コロラ
ド州デンバー）


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


09:30 09:30
45[S][HD]MLBミュージック
#2610:00 00[S][休][HD]


【バドミントン日本代表優勝
試合】シンガポールオープン
2019
女子ダブルス決勝
『松本麻佑/永原和可那 vs.


00[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】インドネシアオープン
2019
決勝
■女子ダブルス決勝 『松友
美佐紀/髙橋礼華 vs. 福島
由紀/廣田彩花』


■女子シングルス決勝 『山
口茜 vs. プサルラ・V・シン
ドゥ(IND)』


■ミックスダブルス決勝
『ツェン・シーウェイ/ファン・
ヤチョン(CHN) vs. ワン・イー
リュウ/ファン・ドンピン
(CHN)』


■男子シングルス決勝
『チョウ・ティエンチェン(TPE)
vs. アンダース・アントンセン
(DEN)』


■男子ダブルス決勝 『マル
クス・フェルナンディ・ギデオ
ン/ケビン・サンジャヤ・スカ
ムルジョ(INA) vs. モハマド・
アッサン/ヘンドラ・セティア


00[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】ジャパンオープン2019
決勝
■女子シングルス決勝 『奥
原希望 vs. 山口茜』


■女子ダブルス決勝 『松本
麻佑/永原和可那 vs. キム・
ソヨン/コン・ヒヨン（KOR）』


■男子シングルス決勝 『桃
田賢斗 vs. ヨナタン・クリス
ティ（INA）』


■ミックスダブルス決勝 『パ
ラフィーン・ジョーダン/メラ
ティ・デファ・オクタビアンティ
（INA） vs. ワン・イーリュウ/
ファン・ドンピン（CHN）』


■男子ダブルス決勝 『マル
クス・フェルナルディ・ギデオ
ン/ケビン・サンジャヤ・スカ
ムルジョ（INA） vs.モハマド・
アッサン
ヘンドラ・セティアワン
（INA）』


10:00 10:00


30[S][休][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
準決勝-2


(2021/07/13　京セラドーム
大阪)
(休止の場合あり)


05:30


55[S][初][HD][F]ジェイ・ス
06:00 00[S][休][HD]


IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第2戦
『ヴィラール(スイス)』


(2021/07/03　ヴィラール, ス
イス)
(休止の場合あり)


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


00[S][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
準決勝-1


(2021/07/13　京セラドーム
大阪)


00[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】中国オープン・常州大
会 2019
決勝


■ミックスダブルス決勝
『ツェン・シーウェイ/ファン・
ヤチョン(CHN) vs. ワン・イー
リュウ/ファン・ドンピン
(CHN)』


■女子シングルス決勝 『カ
ロリナ・マリン(ESP) vs. タイ・
ツーイン(TPE)』


■男子シングルス決勝 『桃
田賢斗 vs. アンソニー・ギン
ティン(INA)』


■女子ダブルス決勝 『チェ
ン・チンチェン/ジァ・イーファ
ン(CHN) vs. 松友美佐紀/髙
橋礼華』


■男子ダブルス決勝 『マル
クス・フェルナルディ・ギデオ
ン/ケビン・サンジャヤ・スカ
ムルジョ(INA) vs. モハマド・
アッサン/ヘンドラ・セティア
ワン(INA)』


06:00 00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1467
【ハイライト】
(休止の場合あり)


07:30 07:30 07:30


08:00 08:00 08:00


06:00


06:30 30[S]
インフォメーション


06:30 06:30


07:00 00[二][HD]
【2021年大会9月12日開
幕！】FIFA フットサル ワー
ルドカップ アーカイブ
FIFA フットサル ワールド
カップ 2012
『グループC　ブラジル vs.
日本』
(2012/11/01)


04:00 00[S][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP


00[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


04:00


04:30 04:30 04:30


04:00 ～[二][L][初][HD]
FIBA U19 バスケットボール
ワールドカップ 2021
決勝
『(07/11)』


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


05:00 00[S]
休止


05:00 00[S][HD]
MOTOR GAMES #380


00[S][休][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


05:00


05:30 30[S]
インフォメーション


30[S]
インフォメーション


30[S]
インフォメーション


05:30
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J SPORTS 2 2021.07.19-2021.07.25
2021.07.19 2021.07.20 2021.07.21 2021.07.22 2021.07.23 2021.07.24 2021.07.25


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


27:00 00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


00[S][休][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー
(休止の場合あり)


27:00


27:30 27:30 27:30


26:00 26:00


26:30 26:30 30[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


26:30


26:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[二][HD]
FIBA U19 バスケットボール
ワールドカップ 2021
準決勝-1
『(07/10)』


(2021/07/10　アリーナ・リ
ガ，ラトビア)


00[二][HD]
FIBA U19 バスケットボール
ワールドカップ 2021
準決勝-2
『(07/10)』


(2021/07/10　アリーナ・リ
ガ，ラトビア)


00[二][HD]
FIBA U19 バスケットボール
ワールドカップ 2021
決勝
『(07/11)』


(2021/07/11　アリーナ・リ
ガ，ラトビア)


27:00


24:30 30[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ パラグアイ 2019
決勝
『イタリア vs. ポルトガル』
(2019/12/01)


24:30


25:00 25:00 00[二][休][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)
(休止の場合あり)


25:00


25:30 25:30 25:30


24:30 30[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ パラグアイ 2019
グループD
『ブラジル vs. ポルトガル』
(2019/11/24)


30[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ パラグアイ 2019
グループA
『日本 vs. スイス』
(2019/11/25)


30[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ パラグアイ 2019
準々決勝-2
『セネガル vs. ポルトガル』
(2019/11/28)


30[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ パラグアイ 2019
準々決勝-3
『イタリア vs. スイス』
(2019/11/28)


30[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ パラグアイ 2019
準決勝-1
『イタリア vs. ロシア』
(2019/11/30)


21:30


22:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #16


00[S][初][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


22:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1143
【ハイライト】


22:00


23:00 00[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ パラグアイ 2019
3位決定戦
『ロシア vs. 日本』
(2019/12/01)


00[二][HD]
【2021年大会9月12日開
幕！】FIFA フットサル ワー
ルドカップ アーカイブ
FIFA フットサル ワールド
カップ 2012
『グループC　日本 vs. リビ
ア』
(2012/11/07)


23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 24:00 24:00


23:00 00[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ パラグアイ 2019
グループA
『パラグアイ vs. 日本』
(2019/11/21)


00[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ パラグアイ 2019
グループA
『アメリカ vs. 日本』
(2019/11/23)


00[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ パラグアイ 2019
準々決勝-1
『ブラジル vs. ロシア』
(2019/11/28)


00[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ パラグアイ 2019
準々決勝-4
『日本 vs. ウルグアイ』
(2019/11/28)


00[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ パラグアイ 2019
準決勝-2
『日本 vs. ポルトガル』
(2019/11/30)


18:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/18)』


18:30 18:30


19:00 19:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[多][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第3戦 アラゴン(スペイン)
『決勝』
(2021/07/11)


00[二][初][HD]
【2021年大会9月12日開
幕！】FIFA フットサル ワー
ルドカップ アーカイブ
FIFA フットサル ワールド
カップ 2012
『グループC　日本 vs. リビ
ア』
(2012/11/07)


21:00 00[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


21:00


21:30


22:30 30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


22:30 30[S][初][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


22:30
45[S]インフォメーション


21:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


17:00


17:30 30[S]
インフォメーション


30[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


17:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/23)』


17:30


18:00 00[S]
インフォメーション


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第4戦
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/03-04)
19:00


19:30 19:30 19:30


20:00 00[二][HD]
【2021年大会9月12日開
幕！】FIFA フットサル ワー
ルドカップ アーカイブ
FIFA フットサル ワールド
カップ 2012
『グループC　ブラジル vs.
日本』
(2012/11/01)


00[二][HD]
【2021年大会9月12日開
幕！】FIFA フットサル ワー
ルドカップ アーカイブ
FIFA フットサル ワールド
カップ 2012
『グループC　日本 vs. リビ
ア』
(2012/11/07)


20:00 00[二][L][初][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第2戦 決勝
『ラウジッツリンク(ドイツ)』


(2021/07/25)


20:00


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第3戦
『シャモニー(フランス)』


(2021/07/13　シャモニー, フ
ランス)


00[二][HD]
【2021年大会9月12日開
幕！】FIFA フットサル ワー
ルドカップ アーカイブ
FIFA フットサル ワールド
カップ 2012
『グループC　ポルトガル vs.
日本』
(2012/11/04)


18:00 18:00


14:00


14:30 30[S][休][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】香港オープン 2019
ミックスダブルス決勝
『渡辺勇大/東野有紗 vs.
ヘ・ジティン/ドゥ・ユエ


14:30 14:30


15:00


15:30
43[S][休][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】韓国マスターズ 2019
男子シングルス決勝
『常山幹太 vs. リン・ダン
(CHN)』


16:00 00[二][同][休][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)
(休止の場合あり)


16:00 00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


00[S][HD]
MLB 深掘り History #3


16:00


16:30 30[S]
インフォメーション


30[S]
インフォメーション


16:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/24)』


16:30


17:00 00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第4戦
『ブリアンソン(フランス)』


(2021/07/18　ブリアンソン,
フランス)


05[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】デンマークオープン
2020
女子シングルス決勝
『キャロリナ・マリン(ESP) vs.
奥原希望』


15:30 30[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第11戦・決勝
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/11)


15:30 30[S]
インフォメーション


00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第11戦・予選
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/11)


14:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1468
【ハイライト】


17:00 00[S][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


12:00 12:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


12:00


12:30 30[二][休][HD]
【2021年大会9月12日開
幕！】FIFA フットサル ワー
ルドカップ アーカイブ
FIFA フットサル ワールド
カップ 2012
『グループC　ポルトガル vs.
日本』
(2012/11/04)
(休止の場合あり)


12:30 12:30


13:00 13:00 13:00
15[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


13:30 30[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】マレーシアマスターズ
2020
男子シングルス決勝
『桃田賢斗 vs. ビクター・アク
セルセン(DEN)』


30[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】デンマークオープン
2020
女子ダブルス決勝
『福島由紀/廣田彩花 vs. 松
本麻佑/永原和可那』


13:30 13:30
45[S][HD]MLBミュージック
#2714:00


00[S]
インフォメーション


15:00 00[S][字][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア


15:00


10:30 10:30


11:00 11:00 00[S][休][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP
(休止の場合あり)


11:00


11:30 11:30 11:30


08:00 08:00 00[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


08:00


08:30 30[S][休][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


08:30


09:00 00[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】中国オープン・福州大
会 2019
決勝


■女子ダブルス決勝 『イ・ソ
ヒ/シン・スンチャン(KOR)
vs. 福島由紀/廣田彩花』


■ミックスダブルス決勝
『ツェン・シーウェイ/ファン・
ヤチョン(CHN) vs. ワン・イー
リュウ/ファン・ドンピン
(CHN)』


■女子シングルス決勝 『奥
原希望 vs. チェン・ユーフェ
イ(CHN)』


■男子シングルス決勝 『桃
田賢斗 vs. チョウ・ティエン
チェン(TPE)』


■男子ダブルス決勝 『マル
クス・フェルナルディ・ギデオ
ン/ケビン・サンジャヤ・スカ
ムルジョ(INA) vs. 園田啓悟
/嘉村健士』


(2019/11/10　オリンピック
スポーツセンター, 福州市)


00[S][HD]
MOTOR GAMES #381


09:00 00[二][休][HD]
【2021年大会9月12日開
幕！】FIFA フットサル ワー
ルドカップ アーカイブ
FIFA フットサル ワールド
カップ 2012
『グループC　日本 vs. リビ
ア』
(2012/11/07)
(休止の場合あり)


09:00


09:30 30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


09:30 30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


09:30


10:00 10:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


10:00


10:30 30[二][休][HD]
【2021年大会9月12日開
幕！】FIFA フットサル ワー
ルドカップ アーカイブ
FIFA フットサル ワールド
カップ 2012
『グループC　ブラジル vs.
日本』
(2012/11/01)
(休止の場合あり)


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


06:00


06:30 30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


30[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


06:30 06:30


07:00 00[二][休][HD]
【2021年大会9月12日開
幕！】FIFA フットサル ワー
ルドカップ アーカイブ
FIFA フットサル ワールド
カップ 2012
『グループC　ポルトガル vs.
日本』
(2012/11/04)
(休止の場合あり)


06:00 00[S][休][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP
(休止の場合あり)


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第2戦
『ヴィラール(スイス)』


(2021/07/03　ヴィラール, ス
イス)


00[S]
インフォメーション


00[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


00[S][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


00[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】ワールドツアー ファイ
ナル 2019
決勝


■ミックスダブルス決勝 『ワ
ン・イーリュウ/ファン・ドンピ
ン(CHN) vs. ツェン・シーウェ
イ/ファン・ヤチョン(CHN)』


■男子シングルス決勝 『桃
田賢斗 vs. アンソニー・ギン
ティン(INA)』


■女子ダブルス決勝 『松本
麻佑/永原和可那 vs. チェ
ン・チンチェン/ジァ・イーファ
ン(CHN)』


■女子シングルス決勝
『チェン・ユーフェイ(CHN) vs.
タイ・ツーイン(TPE)』


■男子ダブルス決勝 『遠藤
大由/渡辺勇大 vs. モハマ
ド・アッサン/ヘンドラ・セティ
アワン(INA)』


(2019/12/15　天河体育館
広州市, 中国)


00[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】全英オープン 2020
決勝


■女子ダブルス決勝 『福島
由紀/廣田彩花 vs. ドゥ・ユ
エ/リ・インフイ(CHN)』


■男子シングルス決勝
『チョウ・ティエンチェン(TPE)
vs. ビクター・アクセルセン
(DEN)』


■ミックスダブルス決勝 『デ
チャポル・プアヴァラヌクロー
/サプシリー・タエラッタナ
チャイ(THA) vs. パラフィー
ン・ジョーダン/メラティ・デ
ファ・オクタビアンティ(INA)』


■女子シングルス決勝
『チェン・ユーフェイ(CHN) vs.
タイ・ツーイン(TPE)』


■男子ダブルス決勝 『マル
クス・フェルナルディ・ギデオ
ン/ケビン・サンジャヤ・スカ
ムルジョ(INA) vs. 遠藤大由
/渡辺勇大』


(2020/03/15　バーミンガム
アリーナ，バーミンガム)


00[S][HD]
【バドミントン日本代表優勝
試合】全英オープン 2021
決勝
■男子ダブルス 『園田啓悟
/嘉村健士 vs. 遠藤大由/渡
辺勇大』


■女子ダブルス 『福島由紀
/廣田彩花 vs. 永原和可那/
松本麻佑』


■女子シングルス 『ポンパ
ウィー・チョチュウォン(THA)
vs. 奥原希望』


■男子シングルス 『リー・
ジージャ(MYS) vs. ビクター・
アクセルセン(DEN)』


■ミックスダブルス 『金子祐
樹/松友美佐紀 vs. 渡辺勇
大/東野有紗』


(2021/03/21　バーミンガム
アリーナ，バーミンガム)


08:30


07:00 07:00


07:30 07:30 07:30


05:00 00[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


05:00


05:30 05:30 05:30


04:00 00[S][HD]
MOTOR GAMES #381


～[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


04:00


04:30 04:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


04:30


05:00 00[S]
休止


04:00 00[S]
休止


～[S][HD]
J SPORTS セレクション


～[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


06:00
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J SPORTS 2 2021.07.26-2021.08.01
2021.07.26 2021.07.27 2021.07.28 2021.07.29 2021.07.30 2021.07.31 2021.08.01


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


25:30


26:00 26:00 26:00


26:30


27:00


27:30 30[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


27:30 27:30


30[S][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


30[S][字][HD]
WWE ロウ #1469
【ハイライト】


26:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #382


26:30


27:00 00[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


00[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドチャンピオン
シップ
準決勝


27:00 00[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2010 ワールドグランプリ
決勝
『ジェームス・ウェイド vs. エ


00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第13戦・予選
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/25)


23:00


23:30 30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第12戦・決勝
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/24)


30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第13戦・決勝
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/25)


23:30 23:30


24:00 24:00 24:00


24:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第12戦・決勝
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/24)


24:30 30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第13戦・決勝
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/25)


24:30


25:00 00[二][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第2戦 決勝
『ラウジッツリンク(ドイツ)』


(2021/07/25)


25:00 25:00


25:30 30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


30[S]
機器メンテナンス


25:30


21:00 21:00


21:30 21:30 30[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


21:30
45[S]インフォメーション


22:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1144
【ハイライト】


22:00


22:30 30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


22:30 22:30


22:00 00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第12戦・予選
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/24)


00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第13戦・予選
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/25)


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][初][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


00[多][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア
(エストニア)
『レビュー』


23:00 00[多][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第3戦 アラゴン(スペイン)
『決勝』
(2021/07/11)


00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第12戦・予選
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/24)


23:00


18:00 18:00 18:00


18:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


18:30 18:30


19:00 19:00 19:00


19:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #382


19:30 19:30


20:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


20:00 20:00


20:30 20:30 30[S][休][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP
(休止の場合あり)


20:30


21:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #17


00[S]
インフォメーション


17:00


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


15:00


15:30 15:30 15:30


16:00 00[S][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP


00[S]インフォメーション 16:00 16:00


00[S][休][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
準決勝-1


(2021/07/13　京セラドーム
大阪)
(休止の場合あり)


14:00 00[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


14:00


17:00


17:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/25)』


30[S][HD]
J SPORTS セレクション
※楽天戦練習試合


30[S][HD]
J SPORTS セレクション
※楽天戦練習試合


30[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』
(休止の場合あり)


17:30 17:30


14:30 14:30 30[S][休][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


14:30


15:00 15:00


12:30


13:00 00[S][休][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
準決勝-2


(2021/07/13　京セラドーム
大阪)
(休止の場合あり)


13:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


13:00


13:30 13:30 13:30


14:00


15[S][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


16:30 30[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第5戦
『アッセン(オランダ)』


(2021/07/24-25)


16:30 16:30
45[S][HD]MLBミュージック
#2717:00 00[S]


インフォメーション


11:00


11:30 11:30


55[S][HD]
J SPORTS セレクション


55[S][HD]
J SPORTS セレクション


10:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[多][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第3戦 アラゴン(スペイン)
『決勝』
(2021/07/11)


10:00


30[S][休][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


12:30


00[S][初][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


09:00


25[S][休][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


09:30 09:30 09:30


55[S][HD]
J SPORTS セレクション


11:30


12:00 00[S]
インフォメーション


00[S]
インフォメーション


12:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


12:00


12:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


30[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][休][HD]
第8回全国高等学校7人制ラ
グビーフットボール大会
ダイジェスト
(休止の場合あり)


10:00


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


06:00 06:00


25[S][HD]
J SPORTS セレクション


06:30 06:30 06:30


07:00 00[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


07:00 07:00


07:30 07:30


55[二][休][HD]
FIBA U19 バスケットボール
ワールドカップ 2021
決勝
『(07/11)』


(2021/07/11　アリーナ・リ
ガ，ラトビア)
(休止の場合あり)


08:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[二][HD]
FIBA U19 バスケットボール
ワールドカップ 2021
準決勝-2
『(07/10)』


(2021/07/10　アリーナ・リ
ガ，ラトビア)


08:00 08:00


08:30 08:30 08:30


09:00 09:00


04:00 00[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


04:00


04:30 04:30 04:30


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


～[S]
機器メンテナンス


00[S]
休止


00[S]
休止


05:00


00[二][HD]
FIBA U19 バスケットボール
ワールドカップ 2021
準決勝-1
『(07/10)』


(2021/07/10　アリーナ・リ
ガ，ラトビア)


07:30


05:00 00[S][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
決勝


(2021/07/14　京セラドーム
大阪)


05:00


05:30 05:30 05:30


55[S][HD]
J SPORTS セレクション


55[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


06:00








00


プロ野球ニュース
2021


#88-3【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
「尾道頂きます！」


出演：メフィラス星人・ヤメタランス・ガッ
ツ星人/声の出演：東京03 #7-12【HD】【字】 


00


ウルトラ怪獣散歩
「安芸の宮島頂きます！」


出演：メフィラス星人・ヤメタランス・ガッ
ツ星人/声の出演：東京03 #8-13【HD】【字】 


00


新・みんなの鉄道
東日本旅客鉄道・寝
台特急北斗星編
#39-6【HD】


10


タカトシ温水の路線バスで!
茨城大洗・常陸国名物 鯛の


つみれ鍋
ゲスト：アンミカ


【地上波：2018年6月9日放
送】 #12-8【HD】 


10


ラーメンWalker TV2


11:10 #289-8【HD】
「二郎」「さぶちゃん」偉大なる遺伝子を継承する伝説店


大井町『のスた』
出演：伊藤かりん  赤池洋文 ※見逃し配信番組 11:30 #290-7【HD】


「ラーメン凪 × ムタヒロ」師弟コラボで放つ凪の創業味!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


出演：田中貴（サニーデイ・サービス）  伊藤えみ ※見逃し配信番組 
11:50 #291-13【HD】


異なる3つのラーメンをハイブリッドした最先端ガッツリ系ラーメン!
小伝馬町『中華そば たた味』


出演：伊藤かりん ※見逃し配信番組 


10


プロ野球ニュース
2021


#88-4【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!
房総どデカ!黒あわび
ゲスト：把瑠都


【地上波：2016年8月27日放
送】 #36-1【HD】 


40


有吉くんの正直さんぽ
二子玉川:ケンドーコバヤシ
【地上波放送：2020年10月3


日】
#213-5【HD】【字】


10


有吉ベース
「舐め王」


～第二のイジリ―岡田を生み出すために、舐
め競技で競わせてみた～ #127-6【HD】 


10


プロ野球ニュース
2021


#88-5【HD】


00


めちゃ2イケてるッ!
最後から二番目の恋!?～大久保


佳代子編～ ほか
【地上波 2014年5月24日放送】


#208-6【HD】


00


パチンコLAB～9th 
season～


▽18:00 #13-12【HD】
▽19:00 #14-11【HD】


00


パチスロ(旅)


▽20:00 #333-8【HD】
▽20:30 #334-8【HD】
▽21:00 #335-7【HD】
▽21:30 #336-7【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
フジテレビONEセレクション


「宮崎県・鵜戸神宮を激写する旅」
(テレビ西日本放送日2014/10/17,24)


#172-8【HD】


00PR 2021年7月 #21-4【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


生 #89-1【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
課長の有さん「大工
の源さん」 #301-11
【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


#89-2【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「磐梯熱海温泉編」前篇 #43-12【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「磐梯熱海温泉編」後篇 #44-12【HD】【字】 


00


鎧美女
甲冑:福島正則 美女:佐々木萌香


#75-9【HD】【字】


30


オールナイトe!


27:00 #40-3【HD】 season7 ～Part1
～


【出演】ＲａＭｕ、大貫彩香
【特別ゲスト】兵動大樹


【実況】大村晟、藤井弘輝 27:30 #41
-3【HD】 season7 ～Part2～


【出演】ＲａＭｕ、大貫彩香、相沢
菜々子


【実況】大村晟、藤井弘輝 


00


ラーメンWalker TV2  28:30 #286-16【HD】【字】 コクとキレを併せ持つ東
京豚骨醤油のパイオニア!
中目黒『百麺 中目黒店』


出演：田中 貴（サニーデイ・サービス） 田中真琴 28:45 #287-18【HD】
【字】 饗 くろ? x ソラノイロ 1日限定奇跡のコラボ密着リポート!


東所沢『ラーメンWalkerキッチン』
出演：伊藤かりん 


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、小峠英二（バイきん
ぐ）、堂島孝平


ｹﾞｽﾄ：神宮寺ナオ、カンパニー松尾、
こあら、マイケル、ちょこ、小島みな


み #23-8【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#89-3【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
「大爆竹5秒前 横浜中華街」


出演：メフィラス星人・イカルス星人・ピッ
ト星人/声の出演：東京03 #9-11【HD】【字】 


00


ウルトラ怪獣散歩
「盗まれたミナト・ミライ」


出演：メフィラス星人・イカルス星人・ピット星人/声の
出演：東京03


#10-10【HD】【字】


00


新・みんなの鉄道


▽08:00 #37-16【HD】
肥薩おれんじ鉄道・肥
薩おれんじ鉄道線
▽09:00 #42-9【HD】
若桜鉄道・若桜線


00


ゲームセンターＣＸ
かちょうもぽっぷ


「ちゃっくんぽっぷ」
#302-11【HD】【字】


10


タカトシ温水の路線バスで!
武蔵国すっぴんグルメ 甘い!も
み殻かまどご飯×うまさの極み!


のざき牛の素焼き
ゲスト：篠原ともえ


【地上波：2018年2月17日放送】
#25-6【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#89-4【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第4ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#4-2【HD】


40


パチスロ(旅)
#337-4【HD】


10


パチスロ(旅)
#338-4【HD】


10


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part2
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #2-17【HD】 


10


プロ野球ニュース
2021


#89-5【HD】


00


芸能界麻雀最強位決
定戦


THEわれめDEポン
【出演】宮川一朗
太/金子昇/徳井健太
(平成ノブシコブ
シ)/たかし(トレン
ディエンジェル)
#140-8【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #90-1【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
「鳥取県・水木しげるロードを


激写する旅」
(テレビ西日本放送日


2020/1/17,24) #207-1【HD】 
00PR 2021年7月 #21-8【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#90-2【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、小宮浩信（三四
郎）、堂島孝平


ｹﾞｽﾄ：涼森れむ、小島みなみ
#15-18【HD】


00


いいすぽ!
『eBASEBALL パワフ
ルプロ野球2020』最
強トーナメント!
Ｓ二 #62-6【HD】


00


オールナイトe!
season7 ～Part3～


【出演】ＲａＭｕ、大貫彩香、
小島みゆ、相沢菜々子


【実況】大村晟、藤井弘輝
#42-3【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#90-3【HD】


00


パチンコLAB～10th 
season～


▽07:00 #4-3【HD】
▽08:00 #5-1【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#25-15【HD】【字】


00


有吉くんの正直さんぽ


▽09:30 #218-3【HD】
神楽坂:池田美優、小峠英二


(バイきんぐ)
【地上波放送：2020年12月


12日】
▽10:45 #219-1【HD】


清澄白河:ぺこぱ、島崎和歌
子


【地上波放送：2020年12月
26日】


00


プロ野球ニュース
2021


#90-4【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「とんかつ けい太」
#78-32【HD】【字】


45
ラーメンWalker TV2


サニーデイ・サービス田中貴イチオシ!
日本各地の美味い一杯!Part2 #265-33【HD】【字】 


00
ラーメンWalker TV2


かりんのラヲタ修業中スペシャル第2弾!
渋谷『Jikasei MENSHO』 #266-34【HD】【字】 


49


『ゴリパラ見聞録』
「鳥取県・水木しげるロードを


激写する旅」
(テレビ西日本放送日


2020/1/17,24) #207-2【HD】 


00


お笑いライブセレク
ション8


ザ・ギース コントセ
レクション「Pretty 
Best」 #9-5【HD】 


30


千原ジュニアの座王 学天即&武
将様岩部VSパイセン矢野!2代目
即興王は誰だ!? #2-4【HD】 


00


かまいたちの机上の空論城
【早くも最高傑作の空論!?輪ゴム剛速
球で山内大興奮!】 #2-4【HD】 


00


ゲームセンターＣＸ
課長の有さん「大工
の源さん」 #301-12
【HD】【字】 


00


いいすぽ！
サッカーゲームの最
新鋭!「FIFA21」
Ｓ二 #59-8【HD】


00


競馬予想TV!
ラジオNIKKEI賞(G
Ⅲ)、CBC賞(GⅢ)ほ


か
生 #1072-1【HD】


00


競馬魂 東京新聞杯&きさらぎ賞
で大勝負!今年初の大万馬券はど


うなる!?
出演：小籔千豊・ガリットチュ
ウ・斎藤司・お兄ちゃん #17-5


【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


生 #91-1【HD】


00


競馬予想TV!
ラジオNIKKEI賞(G
Ⅲ)、CBC賞(GⅢ)ほ


か
#1072-2【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#91-2【HD】


00


オールナイトe!
season7 ～Part4～


【出演】ＲａＭｕ、大貫彩香、
小島みゆ、相沢菜々子


【実況】大村晟、藤井弘輝
#43-3【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、小宮浩信（三四
郎）、堂島孝平


ｹﾞｽﾄ：坂道みる、小島みなみ、
相沢みなみ #16-18【HD】 


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「石和温泉編」前篇 #45-13【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「石和温泉編」後篇 #46-13【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021 #91-3【HD】 


30


プロ野球ニュース
2021 #91-3【HD】 


30


競馬予想TV!
ラジオNIKKEI賞(G
Ⅲ)、CBC賞(GⅢ)ほ


か
#1072-3【HD】


00


武豊TV!Ⅱ
豊メモリー


クロフネ 栄光の軌
跡


#119-4【HD】


00


競馬予想TV!
ラジオNIKKEI賞(G
Ⅲ)、CBC賞(GⅢ)ほ


か
#1072-4【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#91-4【HD】


30


ラーメンWalker TV2


13:00 #267-38【HD】【字】
ラーメンとカレー奇跡のコラボSP!


『中華ソバ伊吹×SPICY CURRY 魯珈』 13:15 #268-33【HD】【字】
元プロカメラマン、第二の人生は夢のラーメン店主!


上町『タナカ ロボ』 


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
牛角「ジモン流美味しい肉の焼
き方編」 #79-32【HD】【字】 


30


めちゃ2イケてるッ!


▽14:00 #229-4【HD】
トップアスリートが集まる
教室 めちゃイケ抜き打ち期


末テスト ほか
【地上波 2015年4月4日放


送】
▽16:40 #230-4【HD】


春の期末テスト完全版 カッ
トするのは超もったいない


スペシャル ほか
【地上波 2015年4月18日放


送】


00


有吉ベース
「反!学生お笑い連合」


～学生お笑いが大っ嫌いな芸人を集めて、学
生お笑いと戦わせてみた～ #128-5【HD】 


30


『ゴリパラ見聞録』


▽18:00 #198-5【HD】
「特別編・東京都お台場イベントの


旅」
(テレビ西日本放送日2019/9/13,9/20)


▽18:50 #199-4【HD】
「兵庫県てらきちさんに会いにいく旅


～」
(テレビ西日本放送日
2019/10/18,10/25)
▽19:40 #200-3【HD】


フジテレビONEセレクション「大分県
で旅のスポットをリサーチ」


(テレビ西日本放送日2015/7/24,31)


00


ドリームスシリーズボウリング
芸人オールスターチャンピオンボウリング


2020 3rdバトル
＜出演者＞


岩井勇気/土佐兄弟/空気階段/我が家
＜プロボウラー＞


倉田 萌/古田翔子/寺下智香/本間由佳梨


解説：棚橋孝太
実況：藤井弘輝(フジテレビアナウンサー)


#4-7【HD】


30


千原ジュニアの座王
#8-2【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
鏡だらけの部屋ならパズルを倍のス
ピードで完成させられる #8-2【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


生 #92-1【HD】


00


ゲームセンターCX
有野の挑戦


アーカイブス 「スーパース
ターフォース」に挑戦 #104


-8【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


#92-2【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、小峠英二（バイきん
ぐ）、堂島孝平


ｹﾞｽﾄ：神宮寺ナオ、カンパニー松尾、
こあら、マイケル、ちょこ、小島みな


み #23-9【HD】 


00


いいすぽ！
世界を巻き込む格闘
ゲームの元祖!『鉄
拳7』最強プレイ
ヤー決定戦!


Ｓ二 #60-7【HD】


30


鎧美女
甲冑:足利尊氏 美女:茜紬うた


#74-12【HD】【字】


45
あなたと温泉に行ったら・・・


「下部温泉編」前篇 #47-14【HD】【字】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・


「下部温泉編」後篇 #48-14【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


#92-3【HD】


00


新・みんなの鉄道
ブルートレイン「寝
台特急日本海」ラス


トラン
#23-15【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!


▽09:00 #25-7【HD】
武蔵国すっぴんグルメ 甘い!も
み殻かまどご飯×うまさの極み!


のざき牛の素焼き
ゲスト：篠原ともえ


【地上波：2018年2月17日放送】
▽10:10 #26-6【HD】


富士山の麓何故日本一の金運神
社と言われているのか?
ゲスト：熊田曜子


【地上波：2017年2月11日放送】


50


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「北海道ジンギスカン良夢」


#75-45【HD】【字】


10


ラーメンWalker TV2 名店"すみれ"で腕を振るった男が放
つ絶品濃厚味噌ラーメン!


江戸川橋『三ん寅』 #269-31【HD】【字】 


10


プロ野球ニュース
2021


#92-4【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第5ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#5-2【HD】


10


パチンコLAB～9th 
season～


#15-12【HD】


10


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part3
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #3-18【HD】 15 ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ


15


プロ野球ニュース
2021


#92-5【HD】


00


芸能界麻雀最強位決
定戦


THEわれめDEポン
【出演】中野浩一/
萩原聖人/児嶋一哉
(アンジャッシュ)/


岡田紗佳
#141-9【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#92-6【HD】


00


漫道コバヤシ 『覚
悟のススメ』『シグ
ルイ』山口貴由先生
降臨！ #76-4【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#92-7【HD】


30


有吉ベース
「発明王」


～西堀の発明品が賞をとったので、さらなる
発明家を発掘してみた～ #134-4【HD】 


20


THEわれめDEポン 生ス
ペシャル プレイバッ


ク 【雀士】


落合博満
加賀まりこ
田中裕二
萩原聖人


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介 2002
年10月5日OA #36-1 


50


鎧美女春の特別版
甲冑:山内一豊 美女:竹内花


#1-9【HD】
00PR 2021年7月 #21-19【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#92-8【HD】


00


新・みんなの鉄道
富士急行・富士急行


線
#29-3【HD】


20


めちゃ2イケてるッ!


▽08:00 #240-6【HD】
厳しいダメ出し×優しいフォローで女
性はオチる!?ドッキリで証明 ほか
【地上波 2015年11月14日放送】


▽08:50 #241-5【HD】
ほんとにあったフジ縛霊の怖い話 深


夜3時の訪問者編2015 ほか
【地上波 2015年11月21日放送】


▽09:40 #242-4【HD】
高橋みなみAKB48卒業祝い なんにもし
ない大人の贅沢旅 晩秋の鎌倉編 ほか
【地上波 2015年12月5日放送】


▽10:30 #243-3【HD】
空き時間っす!!まさかのゲスっす!極


みっす!乙女っす! ほか
【地上波 2016年1月23日放送】


50


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「挽肉と米」


#76-47【HD】【字】


10


ラーメンWalker TV2
たっぷり背脂に超多加水麺が自慢の新潟燕三条系ラーメン!


初台『背脂煮干中華そば 我武者羅』
#270-39【HD】【字】


10


プロ野球ニュース
2021


#92-9【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第6ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#6-2【HD】


07


パチンコLAB～9th 
season～


#16-11【HD】


05


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版) Part4
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #4-18【HD】 


05


プロ野球ニュース
2021


#92-10【HD】


20 おトクな情報


30


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
阪神


～神宮球場
生 #39-1【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「M2」


#77-35【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #93-1【HD】


50


めちゃ2イケてるッ!
#244-1【HD】


00PR 2021年7月 #21-22【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#93-2【HD】


30


有吉ベース
「ADの壁」


～ADのリアクションを越えられるか？芸人に
挑戦させてみた～ #135-1【HD】 


50


THEわれめDEポン 生
スペシャル プレイ
バック 【雀士】


蛭子能収
風間杜夫
川合俊一
モト冬樹


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介 
2000年11月2日OA 


#26-3 
00PR 2021年7月 #21-24【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#93-3【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
阪神


～神宮球場
#39-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#93-4【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第7ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#7-2【HD】


07


パチスロ(旅)  
14:10 #339-6【HD】 
14:40 #340-6【HD】 


05


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版) Part5
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #5-18【HD】 


05


プロ野球ニュース
2021


#93-5【HD】


20 おトクな情報


30


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
阪神


～神宮球場
生 #40-1【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「とんかつ けい太」
#78-34【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #94-1【HD】


30


千原ジュニアの座王
#9-1【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
ツイッターで流れる怪しいウワサを山
内が体当たり実験! #9-1【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#94-2【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・
「総集編その1」 #49-4【HD】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・
「総集編その2」 #50-4【HD】 


00


実話怪談倶楽部
The Secret～第三十八怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：横山ルリカ


怪員：田中俊行／BEN／小森
躅也


 #38-13【HD】 


30


お笑いライブセレク
ション8


アンガールズ単独ラ
イブ「俺、、、ギリ
ギリ正常人間。」
#7-4【HD】


00


鎧美女春の特別版
甲冑:山内一豊 美女:竹内花


#1-10【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#94-3【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
阪神


～神宮球場
#40-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#94-4【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!
房総どデカ!黒あわび
ゲスト：把瑠都


【地上波：2016年8月27日放
送】 #36-2【HD】 


35


有吉くんの正直さんぽ
両国:岩井勇気(ハライチ)、


坂下千里子
【地上波放送：2020年10月


17日】
#214-5【HD】【字】


05


有吉ベース
「ダンディたちのクリスマス」


～ダンディ芸人を集めて、クリスマスパー
ティーをさせてみた～ #129-5【HD】 


05


プロ野球ニュース
2021


#94-5【HD】


20 おトクな情報


30


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
阪神


～神宮球場
生 #41-1【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
牛角「ジモン流美味しい肉の焼
き方編」 #79-33【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


生 #95-1【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
#321-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#95-2【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・
「総集編その3」 #51-5【HD】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・
「総集編その4」 #52-5【HD】 


00


鎧美女
甲冑:徳川家康 美女:村上りいな


#76-9【HD】【字】


00


オールナイトe!
season8～1時間版 Part1～


春の夜中はお部屋でゲーム三昧!薄着の女子た
ちによる新世代ゲーム生実況番組!!!
【出演】ＲａＭｕ、片岡沙耶
【実況】大村晟、藤井弘輝


#45-1【HD】


00


オールナイトe!
season8～1時間版 Part2～


春の夜中はお部屋でゲーム三昧!薄着の女子た
ちによる新世代ゲーム生実況番組!!!


【出演】ＲａＭｕ、片岡沙耶、彩川ひなの
【実況】大村晟、藤井弘輝


#46-1【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、小宮浩信（三四
郎）、堂島孝平


ｹﾞｽﾄ：美谷朱里、小島みなみ
#18-12【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#95-3【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
阪神


～神宮球場
#41-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#95-4【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
最終ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#8-2【HD】


40


パチスロ(旅)
#341-6【HD】


10


パチスロ(旅)
#342-6【HD】


05


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版) Part6
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #6-18【HD】 


05


プロ野球ニュース
2021


#95-5【HD】


20 おトクな情報


30


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
広島


～神宮球場
生 #42-1【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ロウリーズ・ザ・プライムリブ 恵比寿ガー


デンプレイス店」
#80-26【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #96-1【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
「岐阜・金色の鳥居を激写する


旅」
(テレビ西日本放送日


20201/31,2/7) #208-1【HD】 
00PR 2021年7月 #21-33【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#96-2【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、小宮浩信（三四
郎）、堂島孝平
ｹﾞｽﾄ：瞳リョウ
#17-13【HD】


00


いいすぽ！
格闘ゲームの神髄
『ストリートファイ
ターⅤ』最強決定戦


再び!
Ｓ二 #61-8【HD】


00


オールナイトe!
season8～1時間版 Part3～


春の夜中はお部屋でゲーム三昧!薄着の女子た
ちによる新世代ゲーム生実況番組!!!


【出演】ＲａＭｕ、片岡沙耶、彩川ひなの、
池尻愛梨


【実況】大村晟、藤井弘輝
#47-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#96-3【HD】


00


パチスロ(旅)


▽07:00 #343-3【HD】
▽07:30 #344-3【HD】
▽08:00 #345-1【HD】
▽08:30 #346-1【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#26-13【HD】【字】


00


有吉くんの正直さんぽ


▽09:30 #215-6【HD】
【字】


自由が丘:河北麻友子、飯尾
和樹(ずん)


【地上波放送：2020年10月
31日】


▽10:45 #216-5【HD】
【字】


茅場町:朝日奈央、上島竜兵
(ダチョウ倶楽部)


【地上波放送：2020年11月


00


プロ野球ニュース
2021


#96-4【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ロウリーズ・ザ・プライムリブ 恵比寿ガー


デンプレイス店」
#80-27【HD】【字】


00


ラーメンWalker TV2


13:30 #271-36【HD】【字】
ラーメンWalker2021東京版発売中!表紙を飾った名店へ突撃!


秋葉原『麺処 ほん田 秋葉原本店』 13:45 #272-38【HD】【字】
名店やまぐちの3号店は小麦の真髄が詰まった新食感つけ麺!


西早稲田『つけ麺 麦の香』 


50


『ゴリパラ見聞録』
「岐阜・金色の鳥居を激写する


旅」
(テレビ西日本放送日


20201/31,2/7) #208-2【HD】 


50


お笑いライブセレク
ション8 ニッチェ 
「プリンアラモー
ド」 #10-5【HD】 


05
ラーメンWalker TV2


サニーデイ・サービス田中貴イチオシ!
日本各地の美味い一杯！未公開編 #273-28【HD】【字】 


05


ゲームセンターＣＸ
キウィが主人公「ニュー
ジーランドストーリー」
#309-6【HD】【字】


20 おトクな情報


30


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
広島


～神宮球場
生 #43-1【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「シャンウェイ フライドマスター
店」/「美会」 #81-19【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


生 #97-1【HD】


00


競馬予想TV!
七夕賞(GⅢ)、プロ
キオンS(GⅢ)ほか
#1073-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#97-2【HD】


00


競馬予想TV!
七夕賞(GⅢ)、プロ
キオンS(GⅢ)ほか
#1073-2【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・
「総集編その5」 #53-4【HD】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・
「総集編その6」 #54-4【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021 #97-3【HD】 


30


プロ野球ニュース
2021 #97-3【HD】 


30


競馬予想TV!
七夕賞(GⅢ)、プロ
キオンS(GⅢ)ほか
#1073-3【HD】


00


武豊TV!Ⅱ
春のGⅠ直前プレイ


バックSP
#120-5【HD】


00


競馬予想TV!
七夕賞(GⅢ)、プロ
キオンS(GⅢ)ほか
#1073-4【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#97-4【HD】


30


ラーメンWalker TV2


13:00 #274-27【HD】【字】 七百年の時を超えて蘇った伝説の翡翠麺！
一橋学園『中国宮廷麺 なにや』 13:15 #275-29【HD】【字】 埼玉屈指の名


店に駆け上がった今が旬の行列店！
狭山ヶ丘『自家製手もみ麺 鈴ノ木』


 


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「シャンウェイ フライドマスター
店」/「美会」 #81-20【HD】【字】 


25


めちゃ2イケてるッ!
情報ライブ オカネ屋 


ほか
【地上波 2015年5月9


日放送】
#232-3【HD】


05


純喫茶に恋をして  15:25 
#15-11【HD】【字】 15:45 


#16-9【HD】 


05


ゲームセンターＣＸ
4年ぶり7回目「クイ


ズの星」
#310-6【HD】【字】
20 おトクな情報


30


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
広島


～神宮球場
生 #44-1【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「焼肉ケニヤ」


#82-20【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #98-1【HD】


50


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス


「最後の忍道」に挑戦
#105-8【HD】【字】


00PR 2021年7月 #21-39【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#98-2【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、中岡創一（ロッチ）、堂
島孝平


ｹﾞｽﾄ：山岸逢花、石原希望、伊藤舞
雪、小倉由菜、唯井まひろ、小島みな


み #24-3【HD】 


00


いいすぽ！
ついにプロe棋士が
誕生!!「リアルタイ
ムバトル将棋」
Ｓ二 #63-6【HD】


30


鎧美女
甲冑:福島正則 美女:佐々木萌香


#75-10【HD】【字】


45
あなたと温泉に行ったら・・・
「総集編その7」 #55-4【HD】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・
「総集編その8」 #56-4【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#98-3【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
広島


～神宮球場
#44-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#98-4【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 28
第1ゲーム


【出演】萩原聖人（日本ﾌﾟﾛ麻雀連盟）／阿部亮平／大村
朋宏（ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ）／瀬川晶司（日本将棋連盟）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】片岡沙耶


#1-2【HD】


10


パチンコLAB～9th 
season～


#17-11【HD】


10


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part7
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #7-18【HD】 


10


プロ野球ニュース
2021


#98-5【HD】
20PR 2021年7月 #21-42【HD】 


00


芸能界麻雀最強位決
定戦


THEわれめDEポン
【出演】見栄晴/里
崎智也/梶原雄太(キ
ングコング)/内山信


二
#142-5【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #99-1【HD】


00


漫道コバヤシ
作者降臨 若杉公徳『デトロイ
ト・メタル・シティ』『みんな!
エスパーだよ!』『明日のエサ 


キミだから』
#69-7【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


#99-2【HD】


30


有吉ベース
「目指せゴールデン!ものまねNo.1決定戦」
～ゴールデンで披露できる完成度の高い“も
のまね”をやらせてみた～ #131-5【HD】 


40


THEわれめDEポン 生ス
ペシャル プレイバッ


ク
【雀士】


阿藤海
田中裕二
萩原聖人
見栄晴


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介
2000年11月22日OA


#27-3


00


ラーメンWalker TV2 名店"すみれ"で腕を振るった男が放
つ絶品濃厚味噌ラーメン!


江戸川橋『三ん寅』 #269-32【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


#99-3【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


西日本旅客鉄道「山
口線」 #24-3【HD】 


20


めちゃ2イケてるッ!


▽08:00 #241-6【HD】
ほんとにあったフジ縛霊の怖い
話 深夜3時の訪問者編2015 ほか
【地上波 2015年11月21日放送】


▽08:50 #242-5【HD】
高橋みなみAKB48卒業祝い なん
にもしない大人の贅沢旅 晩秋の


鎌倉編 ほか
【地上波 2015年12月5日放送】


▽09:40 #243-4【HD】
空き時間っす!!まさかのゲスっ
す!極みっす!乙女っす! ほか
【地上波 2016年1月23日放送】


▽10:30 #244-2【HD】


50


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「M2」


#77-36【HD】【字】


10


ラーメンWalker TV2
世界初“店主ブッキング型”最新ラーメン店が誕生！


東所沢『ラーメンWalkerキッチン』
 #276-26【HD】【字】 


10


プロ野球ニュース
2021


#99-4【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 28
第2ゲーム


【出演】萩原聖人（日本ﾌﾟﾛ麻雀連盟）／阿部亮平／大村
朋宏（ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ）／瀬川晶司（日本将棋連盟）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】片岡沙耶


#2-2【HD】


10


パチンコLAB～9th 
season～


#18-10【HD】


10


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part8
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #8-17【HD】 


10


プロ野球ニュース
2021


#99-5【HD】


00


めちゃ2イケてるッ!
ザ・めちゃ2ノンフィクション～
戦え!三ちゃん132日の記録～
【地上波 2015年3月7日放送】


#227-5【HD】


30


ドリームスシリーズボウリング
アイドルチャンピオンボウリング2020 2ndバ


トル
＜出演者＞


おこさまぷれ～と。/全力少女R/スリジエ/民
族ハッピー組


＜お助けボウラー＞
菊池正義/松田力也


解説：棚橋孝太
実況：安宅晃樹(フジテレビアナウンサー)


#5-7【HD】


00


実話怪談倶楽部
The LIVE!～第三十四怪～


主宰：兵動大樹
ｹﾞｽﾄ：浪花ほのか


怪員：城谷歩／ヤースー／
壱夜


#34-15【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
「鳥取県・水木しげるロードを


激写する旅」
(テレビ西日本放送日


2020/1/17,24) #207-3【HD】 
00PR 2021年7月 #21-46【HD】 


30


千原ジュニアの座王
#9-2【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
ツイッターで流れる怪しいウワサを山
内が体当たり実験! #9-2【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


生 #100-1【HD】


50


めちゃ2イケてるッ!
#245-1【HD】


00PR 2021年7月 #21-47【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#100-2【HD】


30


有吉ベース 「シニアR-1グランプリ」
～R-1参加資格の無くなったベテラン
芸人を救済してみた～ #132-4【HD】 


00


THEわれめDEポン 生
スペシャル プレイ


バック
【雀士】


坂上忍
つのだ☆ひろ
長門裕之
萩原聖人


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介
1999年8月21日OA


#18-4


00


プロ野球ニュース
2021


#100-3【HD】


00


みんなの鉄道リターンズ


▽07:00 #62-7【HD】【字】
「JR北海道 根室本線 前


編」
▽08:00 #63-7【HD】【字】
「JR北海道 根室本線 後


編」


20


タカトシ温水の路線バスで!


▽09:00 #27-6【HD】
横浜ラーメン祭り復活!昭和の
ラーメン横丁から世界のラーメ


ン
ゲスト：紫吹淳


【地上波：2016年3月12日放送】
▽10:10 #28-5【HD】
明日行ける春の南房総!
ゲスト：把瑠都


【地上波：2018年4月28日放送】


50


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「とんかつ けい太」
#78-35【HD】【字】


10


ラーメンWalker TV2 五福星x我武者羅スペシャルコラボ!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


出演：田中 貴（サニーデイ・サービス）・伊藤かりん
SPゲスト：春日俊彰（オードリー） #277-31【HD】【字】 


10


プロ野球ニュース
2021


#100-4【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 28
第3ゲーム


【出演】萩原聖人（日本ﾌﾟﾛ麻雀連盟）／阿部亮平／大村
朋宏（ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ）／瀬川晶司（日本将棋連盟）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】片岡沙耶


#3-2【HD】


40


パチスロ(旅)
#343-4【HD】


10


パチスロ(旅)
#344-4【HD】


10


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part9
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #9-18【HD】 15 ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ


15


プロ野球ニュース
2021


#100-5【HD】


00


芸能界麻雀最強位決
定戦


THEわれめDEポン
【出演】清水アキ
ラ/田村亮（ロンド
ンブーツ1号2号）/
徳井健太(平成ノブ
シコブシ)/近藤くみ
こ（ニッチェ）
#143-4【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #101-1【HD】


00


よゐこらぼ2
ユニコーンでパーリ


ナイッ！
#32-5【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#101-2【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・
「総集編その9」 #57-4【HD】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・
「総集編その10」 #58-4【HD】 


00


実話怪談倶楽部
The Secret～第三十五怪～


主宰：兵動大樹
ｹﾞｽﾄ：安倍乙


怪員：西浦和也／ＢＢゴ
ロー／スズサク


#35-16【HD】


30


お笑いライブセレクション8
紺野ぶるま10周年記念単独
ライブ「新妻、お貸ししま
す。～ぽっきし税抜3000円


～」
#11-4【HD】


00


鎧美女春の特別版
甲冑:山内一豊 美女:竹内花


#1-11【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#101-3【HD】


00


【ファミコンの日記念
一挙放送】


ゲームセンターＣＸ


07:00 #302-12【HD】
【字】


かちょうもぽっぷ
「ちゃっくんぽっぷ」 
08:00 #303-10【HD】


【字】
SNK!「キング・オブ・
ザ・モンスターズ2」 
09:00 #304-8【HD】


【字】
息子が活躍!「マッ
ピーキッズ」 10:00 
#305-7【HD】【字】
写写丸課長!「ポケモ
ンスナップ」 11:00 
#306-7【HD】【字】
とにかく揃えな「XI


[sai]」 
10PR 2021年7月 #21-55【HD】 


10


プロ野球ニュース
2021


#101-4【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!
小さな旅路線バスで行く房


総
ゲスト：野沢直子


【地上波：2013年8月31日放
送】 #37-1【HD】 


40


有吉くんの正直さんぽ
立石:磯山さやか、岡田圭右


(ますだおかだ)
【地上波放送：2020年11月


28日】
#217-4【HD】【字】


10


有吉ベース 「官能女王No.1決定戦」
～女芸人の中で誰が画力最強なのか官
能芸で戦わせてみた～ #133-5【HD】 


20PR 2021年7月 #21-57【HD】 


00


【ファミコンの日記念一挙放
送】


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス


▽16:20 #111-6【HD】【字】
「F―ZERO」に挑戦(前編)
▽17:15 #112-3【HD】
「FーZERO」に挑戦(後編)


00


【ファミコンの日記念一挙
放送】


ゲームセンターＣＸ


▽18:00 #307-7【HD】
【字】


独特な世界観…「サイコド
リーム」


▽19:00 #308-7【HD】
【字】


村を救え!「エスパードリー
ム」


▽20:00 #309-7【HD】
【字】


キウィが主人公「ニュー
ジーランドストーリー」
▽21:00 #310-7【HD】


【字】
4年ぶり7回目「クイズの


星」
▽22:00 #311-6【HD】


【字】
ついに…「美少女戦士セー


ラームーン」


00


プロ野球ニュース
2021


#101-5【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
アツイゼ「ならず者戦闘部
隊ブラッディウルフ」
#312-6【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


#101-6【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「伊東対馬温泉編」前篇 #59-6【HD】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「伊東対馬温泉編」後篇 #60-6【HD】 


00


鎧美女 甲冑:石田三成 美
女:海里 #77-4【HD】 


00


オールナイトe!
season8～1時間版 Part4～


春の夜中はお部屋でゲーム三昧!薄着の女子た
ちによる新世代ゲーム生実況番組!!!


【出演】ＲａＭｕ、片岡沙耶、彩川ひなの、
池尻愛梨、桜田愛音


【実況】大村晟、藤井弘輝
#48-1【HD】


00


オールナイトe!
season8～1時間版 Part5～


春の夜中はお部屋でゲーム三昧!薄着の女子た
ちによる新世代ゲーム生実況番組!!!


【出演】ＲａＭｕ、片岡沙耶、彩川ひなの、
池尻愛梨、桜田愛音


【実況】大村晟、藤井弘輝
#49-1【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、小宮浩信（三四
郎）、堂島孝平


ｹﾞｽﾄ：桃尻かなめ、二階堂夢、
小島みなみ #19-14【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#101-7【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
「餅つき大作戦！～新潟～」


出演：メフィラス星人・モチロン・ゼットン
星人/声の出演：東京03 #11-10【HD】【字】 


00


ウルトラ怪獣散歩
「さらばウルトラ怪獣散歩～新潟～」


出演：メフィラス星人・モチロン・ゼットン
星人/声の出演：東京03 #12-10【HD】【字】 


00


新・みんなの鉄道
十和田観光電鉄
#4-17【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!


▽09:00 #29-4【HD】
房総 アワビ麺うにソース×元祖


勝浦タンタンメン
ゲスト：篠原ともえ


【地上波：2018年5月12日放送】
▽10:10 #30-4【HD】
おもろい夫婦と春の京都
ゲスト：杉本彩夫妻


【地上波：2016年4月9日放送】


50


寺門ジモンの肉専門チャンネル
牛角「ジモン流美味しい肉の焼
き方編」 #79-36【HD】【字】 


10


ラーメンWalker TV2
九段 斑鳩x麺や七彩 スペシャル競演!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


出演：日比野芽奈（青春高校3年C組） #278-29【HD】【字】 


10


プロ野球ニュース
2021


#101-8【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 28
第4ゲーム


【出演】萩原聖人（日本ﾌﾟﾛ麻雀連盟）／阿部亮平／大村
朋宏（ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ）／瀬川晶司（日本将棋連盟）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】片岡沙耶


#4-2【HD】


40


パチスロ(旅)
#345-2【HD】


10


パチスロ(旅)
#346-2【HD】


10


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part10
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #10-18【HD】 


10


プロ野球ニュース
2021


#101-9【HD】


00


芸能界麻雀最強位決
定戦


THEわれめDEポン
【出演】内山信二/
大村朋宏(トータル
テンボス)/新川帆
立/岡田紗佳
#144-5【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #102-1【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
フジテレビONEセレクション「宮
崎県・モアイ像を激写する旅」


(テレビ西日本放送日
2015/9/11,9/18) #209-1【HD】 
00PR 2021年7月 #21-60【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#102-2【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、小宮浩信（三四
郎）、堂島孝平


ｹﾞｽﾄ：美谷朱里、小島みなみ
#18-13【HD】


00


いいすぽ！
格闘ゲーム最新作!
『ギルティギア ス
トライヴ』


Ｓ二 #64-3【HD】


00


オールナイトe!
season7 ～Part5～


【出演】ＲａＭｕ、大貫彩香、
小島みゆ、相沢菜々子


【実況】大村晟、藤井弘輝
#44-3【HD】
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（1／2）


最新情報はHPおよびEPGをご覧ください。放送内容、時間は都合により変更になることがあります。＃のあとの左の数字は話数を、右の数字は放送回数を示しています。また送出形態は、生放送の場合のみ【生】と表示しています。音声は【S二】はステレオ二音声、その他はステレオです。※一部のケーブル局で
は、ステレオ二音声はご利用いただけません。※ケーブルテレビでご視聴の方は、お近くのケーブル局へお問い合わせ下さい。







00


プロ野球ニュース
2021


#102-3【HD】


00


パチンコLAB～10th 
season～


▽07:00 #5-2【HD】
▽08:00 #6-1【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#27-12【HD】【字】


00


有吉くんの正直さんぽ


▽09:30 #219-2【HD】
清澄白河:ぺこぱ、島崎和歌


子
【地上波放送：2020年12月


26日】
▽10:45 #220-1【HD】
浅草:春日俊彰(オード
リー)、西野未姫


【地上波放送：2021年1月9
日】


00


プロ野球ニュース
2021


#102-4【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「焼肉ケニヤ」


#82-21【HD】【字】


00


ラーメンWalker TV2  13:30 #279-25【HD】【字】 錦糸町の大行列店『麺
魚』スペシャル出店！


東所沢『ラーメンWalkerキッチン』
出演：伊藤かりん 13:45 #280-26【HD】【字】 我武者羅 × 麺や七彩 人気


実力店豪華競演スペシャル!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


出演：田中真琴 


50


『ゴリパラ見聞録』
フジテレビONEセレクション「宮
崎県・モアイ像を激写する旅」


(テレビ西日本放送日
2015/9/11,9/18) #209-2【HD】 


30


お笑いライブセレク
ション8 アンタッチャ
ブル柴田の「超ワロタ
wwww」～もうすぐ世間
に知られてしまう超絶
おもしろ芸人たち～ 
#12-4【HD】 


00


有吉ベース
「発明王」


～西堀の発明品が賞をとったので、さらなる
発明家を発掘してみた～ #134-5【HD】 


00


ゲームセンターＣＸ
SNK!「キング・オブ・
ザ・モンスターズ2」
#303-11【HD】【字】


00


いいすぽ！
生 #65-1【HD】


00


競馬予想TV!
中京記念(GⅢ)、函
館記念(GⅢ)ほか
生 #1074-1【HD】


00


競馬魂
大混戦の皐月賞で大勝負！！！
出演：小籔千豊・あのん


講師：メシ馬・佐藤ゆきあき
特別ゲスト：蛍原徹
 #18-3【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


生 #103-1【HD】


00


オールナイトe!
season9


生 #50-1【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「梅ヶ島温泉編」前篇 #61-7【HD】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「梅ヶ島温泉編」後篇 #62-7【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021 #103-2【HD】 


30


プロ野球ニュース
2021 #103-2【HD】 


30


競馬予想TV!
中京記念(GⅢ)、函
館記念(GⅢ)ほか
#1074-2【HD】


00


武豊TV!Ⅱ
春のGⅠプレイバッ


ク
#121-3【HD】


00


競馬予想TV!
中京記念(GⅢ)、函
館記念(GⅢ)ほか
#1074-3【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#103-3【HD】


30


ラーメンWalker TV2  13:00 #281-21【HD】【字】 次世代の才能溢れる店主
発掘企画第一弾「新潟ハルヤ」特集!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


出演：伊藤かりん 阪田博昭 13:15 #282-21【HD】【字】 ラーメンWalkerグ
ランプリ千葉第2位!超ストロングな家系ラーメンの行列店! 


柏『王道家』
出演：田中貴（サニーデイ・サービス） 田中真琴 赤池洋文 


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ミートカイザー」
#83-12【HD】


20


めちゃ2イケてるッ!


▽14:00 #231-3【HD】
笑われ神様は休日に… ほか
【地上波 2015年4月25日放


送】
▽14:50 #232-4【HD】


情報ライブ オカネ屋 ほか
【地上波 2015年5月9日放


送】


50


実話怪談倶楽部
The LIVE!春の特別版
主宰：兵動大樹
ゲスト：倉田瑠夏


怪員：住倉カオス／村上
ロック／大トニー（マテン


ロウ）
 #1-6【HD】 


00PR 2021年7月 #21-67【HD】 


30


『ゴリパラ見聞録』


▽18:00 #204-5【HD】
「兵庫県・願いが叶う椅子に座る旅」


(テレビ西日本放送日
2019/11/29,12/6)


▽18:50 #205-3【HD】
「東京都・集英社を激写する旅」
(テレビ西日本放送日2019/12/13,20)


▽19:40 #206-3【HD】
フジテレビONEセレクション「大分県


の海地獄を激写する旅」
(テレビ西日本放送日2015/8/21,9/4)


00


ドリームスシリーズボウリング
ガールズチャンピオンボウリング2021


＜出演者＞
相沢菜々子/石田桃香/彩川ひなの/神


部美咲
＜お助けボウラー＞
菊池正義/松田力也
解説：棚橋孝太


実況：安宅晃樹(フジテレビアナウン
サー)


 #6-6【HD】 


30


千原ジュニアの座王
#9-3【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
ツイッターで流れる怪しいウワサを山
内が体当たり実験! #9-3【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#103-4【HD】


00


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス
#116-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#103-5【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、小宮浩信（三四
郎）、堂島孝平


ｹﾞｽﾄ：一条綺美香、今賀はる、
小島みなみ #20-15【HD】 


00


いいすぽ！
#65-2【HD】


30


鎧美女
甲冑:徳川家康 美女:村上りいな


#76-10【HD】【字】


00


あなたと温泉に行ったら・・・  29:30 #63-5
【HD】【字】 「下田温泉編」前篇 29:45 #64


-5【HD】【字】 「下田温泉編」後篇 


00


みんなの鉄道リターン
ズ 「長野電鉄(1000系
電車「ゆけむり」)」 
#82-5【HD】【字】 


00


新・みんなの鉄道
長野電鉄・屋代線
#24-14【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!


▽08:00 #24-7【HD】
秋の南房総 秘境隠れ屋敷


ゲスト：早見優
【地上波：2015年11月7日放送】


▽09:10 #25-8【HD】
武蔵国すっぴんグルメ 甘い!も
み殻かまどご飯×うまさの極み!


のざき牛の素焼き
ゲスト：篠原ともえ


【地上波：2018年2月17日放送】


40


有吉くんの正直さん
ぽ 京橋:若槻千夏
【地上波放送：2020
年9月19日】 #212-8
【HD】【字】 


00
純喫茶に恋をして ～吉祥寺・ウッド
ストック #11-39【HD】【字】 


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ロウリーズ・ザ・プライムリブ 恵比寿ガー


デンプレイス店」
#80-30【HD】【字】


00


ラーメンWalker TV2  12:30 #283-17【HD】【字】 中毒性抜群!“がんこ"の
流れを汲む超濃密出汁ラーメン!


神保町『覆麺 智』
出演：田中 貴（サニーデイ・サービス）・伊藤かりん・赤池洋文 12:45 
#284-18【HD】【字】 あのベジソバのパイオニアが放つ新境地の一杯!


麹町『ソラノイロ ARTISAN NOODLES』
出演：田中 貴（サニーデイ・サービス）・田中真琴・小野員裕 


00


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 28
第5ゲーム


【出演】萩原聖人（日本ﾌﾟﾛ麻雀連盟）／阿部亮平／大村
朋宏（ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ）／瀬川晶司（日本将棋連盟）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】片岡沙耶


#5-2【HD】


00


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part11
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #11-18【HD】 


00


パチンコLAB～10th 
season～


15:00 #1-5【HD】
※見逃し配信番組
16:00 #2-5【HD】
※見逃し配信番組


30


パチスロ(旅)
#333-9【HD】


00


パチスロ(旅)
#334-9【HD】


00


ゲームセンターＣＸ


▽18:00 #318-4【HD】
ガノンを倒せ!「ゼル


ダの伝説」
▽19:00 #319-4【HD】
理不尽と戦え…「ドラ


ゴンズレア」
▽20:00 #320-2【HD】
▽21:00 #321-2【HD】


00


ゲームセンターKBX
#1-6【HD】


00


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス
#116-2【HD】


00


漫道コバヤシ
作者降臨 江口寿史『すす
め!!パイレーツ』『ストッ
プ!!ひばりくん!』
#68-9【HD】【字】


30


有吉ベース
「ADの壁」


～ADのリアクションを越えられるか？芸人に
挑戦させてみた～ #135-2【HD】 


00


鎧美女
甲冑:真田幸村 美女:星乃まみ


#73-17【HD】【字】


56


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス


「ギミック!」に挑戦
#110-7【HD】【字】


55


もう!バカリズムさんの超H!春の特別
版


【出演】
バカリズム、中岡創一（ロッチ）、堂


島孝平
ｹﾞｽﾄ：安位カヲル、しみけん、森林原
人、北野翔、小島みなみ #1-8【HD】 
00


ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ


30


実話怪談倶楽部
The Secret～第三十五怪～


主宰：兵動大樹
ｹﾞｽﾄ：安倍乙


怪員：西浦和也／ＢＢゴ
ロー／スズサク


#35-18【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「シャンウェイ フライドマスター
店」/「美会」 #81-21【HD】【字】 


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「箱根登山鉄道」
#15-8【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
「恐怖の伊豆スカイライン８７」


出演：メフィラス星人・ヒドラ・巨大ヤプー
ル/声の出演：東京03 #13-11【HD】【字】 


00


ウルトラ怪獣散歩
逆転!ズーイー只今参上～伊豆～ 出演:メフィ
ラス星人・ヒドラ・巨大ヤプール 声の出演:


東京03 #14-10【HD】【字】 


20


タカトシ温水の路線バスで!


▽08:00 #26-7【HD】
富士山の麓何故日本一の金運神
社と言われているのか?
ゲスト：熊田曜子


【地上波：2017年2月11日放送】
▽09:10 #27-7【HD】


横浜ラーメン祭り復活!昭和の
ラーメン横丁から世界のラーメ


ン
ゲスト：紫吹淳


【地上波：2016年3月12日放送】


40


有吉くんの正直さんぽ
二子玉川:ケンドーコバヤシ
【地上波放送：2020年10月3


日】
#213-6【HD】【字】


00
純喫茶に恋をして ～町屋・はま
ゆう #12-34【HD】【字】 


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「シャンウェイ フライドマスター
店」/「美会」 #81-22【HD】【字】 


00


ラーメンWalker TV2  12:30 #285-19【HD】【字】 ラーメンWalkerGP 殿堂
入り『金色不如帰』スペシャル出店!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


出演：伊藤かりん 12:45 #286-17【HD】【字】 コクとキレを併せ持つ東京
豚骨醤油のパイオニア!
中目黒『百麺 中目黒店』


出演：田中 貴（サニーデイ・サービス） 田中真琴 


00


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 
28 第6ゲーム【出演】萩原聖人（日本ﾌﾟﾛ麻雀
連盟）／阿部亮平／大村朋宏（ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ）／


瀬川晶司（日本将棋連盟）
【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）


【実況】小林未沙
【解説】古久根英孝


【極雀ｶﾞｰﾙ】片岡沙耶 #6-2【HD】 


00


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part12
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #12-18【HD】 


00


パチンコLAB～10th 
season～
#3-4【HD】


00


パチンコLAB～10th 
season～
#4-4【HD】


30


パチスロ(旅)
#335-8【HD】


00


パチスロ(旅)
#336-8【HD】


30


ドリームスシリーズボウリング
女子プロ日本一決定戦


＜出場者＞
大嶋有香/霜出佳奈/川崎由意/名和 
秋/桑藤美樹/姫路 麗/小久保実希/本


間由佳梨
解説：棚橋孝太


実況：安宅晃樹(フジテレビアナウン
サー)


#7-5【HD】


00


実話怪談倶楽部
The LIVE!～第三十六怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：佐久間みなみ（ﾌｼﾞ


ﾃﾚﾋﾞｱﾅｳﾝｻｰ）
怪員：響洋平／志月かなで


／夜馬裕
 #36-18【HD】 


50


『ゴリパラ見聞録』
「岐阜・金色の鳥居を激写する


旅」
(テレビ西日本放送日


20201/31,2/7) #208-3【HD】 
00PR 2021年7月 #21-71【HD】 


30


千原ジュニアの座王
“即興芸人NO.1決定戦"先輩後輩関係なし!負
ければ即退場の“お笑い十種競技"4代目座王


に輝くのは誰だ!? #4-5【HD】 


00


かまいたちの机上の空論城
【NMB48襲来!持ち込み空論を山
内城主が実験】 #4-5【HD】 


00


野性爆弾のヴィンテージ王国
野爆のコンビ愛が溢れ出す！
基地の街でヴィンテージ古着を


コーディネート！
出演：野性爆弾・藤木由貴


#6-6【HD】


50


めちゃ2イケてるッ!
#246-1【HD】


00PR 2021年7月 #21-73【HD】 


30


有吉ベース
「水くさいぞ!タイムマシーン3号」


～コンビ結成20周年を黙っていたタイムマシーン3号を盛
大に祝ってみた～
#136-1【HD】


00


鎧美女
甲冑:足利尊氏 美女:茜紬うた


#74-14【HD】【字】


00


THEわれめDEポン 生
スペシャル プレイ
バック 【雀士】
江波杏子


小島武夫(ﾌﾟﾛ)
斉木しげる
本郷直樹


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介 
1997年12月23日OA 


#7-5 


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、小宮浩信（三四
郎）、堂島孝平


ｹﾞｽﾄ：桃尻かなめ、二階堂夢、
小島みなみ #19-15【HD】 


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「予讃線」
#10-1【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
ウルトラ怪獣散歩のおやじ～福島・須賀川～ 
出演:メフィラス星人・M1号・メシエ星雲人 
声の出演:東京03 #15-9【HD】【字】 


00


ウルトラ怪獣散歩 会津総進撃 出演:
メフィラス星人・M1号・メシエ星雲人 
声の出演:東京03 #16-10【HD】【字】 


20


タカトシ温水の路線バスで!


▽08:00 #28-6【HD】
明日行ける春の南房総!
ゲスト：把瑠都


【地上波：2018年4月28日放送】
▽09:10 #29-5【HD】


房総 アワビ麺うにソース×元祖
勝浦タンタンメン
ゲスト：篠原ともえ


【地上波：2018年5月12日放送】


40


有吉くんの正直さんぽ
両国:岩井勇気(ハライチ)、


坂下千里子
【地上波放送：2020年10月


17日】
#214-6【HD】【字】


00
純喫茶に恋をして ～築地・マコ 


#13-33【HD】【字】 


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「焼肉ケニヤ」


#82-22【HD】【字】


00


ラーメンWalker TV2  12:30 #287-20【HD】【字】 饗 くろ? x ソラノイロ 
1日限定奇跡のコラボ密着リポート!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


出演：伊藤かりん 12:45 #288-20【HD】 スーパーフードを練り込んだ世界
基準のチリトマラーメン!


大門『チリトマラーメン THANK』
出演：田中 貴（サニーデイ・サービス） 日比野芽奈（青春高校3年C組） 


00


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 28
第7ゲーム


【出演】萩原聖人（日本ﾌﾟﾛ麻雀連盟）／阿部亮平／大村
朋宏（ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ）／瀬川晶司（日本将棋連盟）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】片岡沙耶


#7-2【HD】


00


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part13
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #13-18【HD】 


00


パチンコLAB～10th 
season～
#5-3【HD】


00


パチンコLAB～10th 
season～
#6-2【HD】


30


パチスロ(旅)
#337-5【HD】


00


パチスロ(旅)
#338-5【HD】


00


調整中


00


漫道コバヤシ
『炎炎ノ消防隊』『ソウル
イーター』大久保篤先生降


臨!
#70-8【HD】【字】


30


千原ジュニアの座王
#10-1【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
おもしろレアエピソード選手権


第3弾 #10-1【HD】 


30


鎧美女
甲冑:福島正則 美女:佐々木萌香


#75-11【HD】【字】


45
あなたと温泉に行ったら・・・
「北川温泉編」前篇 #65-5【HD】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・
「北川温泉編」後篇 #66-5【HD】 


30


実話怪談倶楽部
The LIVE!～第三十九怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：雪平莉左


怪員：ぁみ／黒史郎／藤田
第六感


#39-4【HD】


40


お笑いライブセレク
ション8


東京03単独ライブ「傘
買って雨上がる」
#1-6【HD】


00


ラーメンWalker TV2
たっぷり背脂に超多加水麺が自慢の新潟燕三条系ラーメン!


初台『背脂煮干中華そば 我武者羅』
#270-40【HD】【字】


00


オールナイトe!
season7 ～Part4～


【出演】ＲａＭｕ、大貫彩香、
小島みゆ、相沢菜々子


【実況】大村晟、藤井弘輝
#43-4【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「黒部峡谷鉄道」
#30-4【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
パンダを返して!～上野～ 出演:メフィラス星
人・スチール星人・ナックル星人 声の出演:


東京03 #17-11【HD】【字】 


00


ウルトラ怪獣散歩
ウルトラ怪獣散歩月島に死す 出演:メフィラ
ス星人・スチール星人・ナックル星人 声の出


演:東京03 #18-13【HD】【字】 


20


タカトシ温水の路線バスで!


▽08:00 #30-5【HD】
おもろい夫婦と春の京都
ゲスト：杉本彩夫妻


【地上波：2016年4月9日放送】
▽09:10 #31-4【HD】
筑波山リベンジ編
ゲスト：コロッケ


【地上波：2016年5月21日放送】


40


有吉くんの正直さんぽ
自由が丘:河北麻友子、飯尾


和樹(ずん)
【地上波放送：2020年10月


31日】
#215-7【HD】【字】


00
純喫茶に恋をして ～大森・ルア


ン #14-34【HD】【字】 


20
ラーメンWalker TV2
#295-3【HD】


40
ラーメンWalker TV2
#296-2【HD】


00
ラーメンWalker TV2
#297-2【HD】


00


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 28
最終ゲーム


【出演】萩原聖人（日本ﾌﾟﾛ麻雀連盟）／阿部亮平／大村
朋宏（ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ）／瀬川晶司（日本将棋連盟）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】片岡沙耶


#8-2【HD】


00


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part14
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #14-18【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～
#9-10【HD】


00


パチンコLAB～9th 
season～


#10-11【HD】


30


パチスロ(旅)
#339-7【HD】


00


パチスロ(旅)
#340-7【HD】


00


調整中


00


よゐこらぼ2
チェッカーズでパー


リナイッ!
#34-2【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
#322-1【HD】


30


鎧美女 甲冑:石田三成 美
女:海里 #77-5【HD】 


45
あなたと温泉に行ったら・・・
「網代温泉編」前篇 #67-5【HD】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・
「網代温泉編」後篇 #68-5【HD】 


00


オールナイトe!
season7 ～Part5～


【出演】ＲａＭｕ、大貫彩香、
小島みゆ、相沢菜々子


【実況】大村晟、藤井弘輝
#44-4【HD】


00


オールナイトe!
season8～1時間版 Part1～


春の夜中はお部屋でゲーム三昧!薄着の女子た
ちによる新世代ゲーム生実況番組!!!
【出演】ＲａＭｕ、片岡沙耶
【実況】大村晟、藤井弘輝


#45-2【HD】


00


いいすぽ！
ハイスピード将棋対
戦ゲーム「リアルタ
イムバトル将棋」
No.1決定戦


Ｓ二 #55-16【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「大井川鐵道 本
線」 #11-3【HD】 


30


ウルトラ怪獣散歩
死刑!カステラ5兄弟 出演:メフィラス星人・
シャプレー星人・エースキラー 声の出演:東


京03 #19-11【HD】【字】 


00


ウルトラ怪獣散歩
風力エネルギー源Xを倒せ 出演:メフィラス星
人・シャプレー星人・エースキラー 声の出


演:東京03 #20-12【HD】【字】 


20


タカトシ温水の路線バスで!


▽08:00 #32-4【HD】
房総・摩訶不思議!葉ニンニク
ゲスト：DAIGO・間寛平


【地上波：2015年3月14日放送】
▽09:10 #33-5【HD】


群馬・名物いっぱい桐生×栃
木・東の小京都足利
ゲスト：遼河はるひ


【地上波：2017年6月17日放送】


40


有吉くんの正直さんぽ
茅場町:朝日奈央、上島竜兵


(ダチョウ倶楽部)
【地上波放送：2020年11月


14日】
#216-6【HD】【字】


00
純喫茶に恋をして
#15-13【HD】【字】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ミートカイザー」
#83-14【HD】


00


ラーメンWalker TV2  12:30 #289-11【HD】 「二郎」「さぶちゃん」偉大な
る遺伝子を継承する伝説店
大井町『のスた』


出演：伊藤かりん  赤池洋文 12:45 #290-10【HD】 「ラーメン凪 × ムタ
ヒロ」師弟コラボで放つ凪の創業味!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


出演：田中貴（サニーデイ・サービス）  伊藤えみ 


00


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第1ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#1-3【HD】


30


『ゴリパラ見聞録』


▽14:00 #174-8【HD】
「鹿児島県・ガラスの鳥居を激写する


旅」
(テレビ西日本放送日2019/5/24,5/31)


▽14:50 #175-8【HD】
フジテレビONEセレクション


「三重県のすごいジェットコースター
を制覇する旅」


(テレビ西日本放送日2014/11/14,28)
▽15:40 #176-8【HD】


フジテレビONEセレクション
「長野県の木曽馬の里を訪ねる旅」
(テレビ西日本放送日2014/12/5,12)


00


ドリームスシリーズボウリング 春の特別版
筋肉チャンピオンボウリング2021


＜出演者＞
コアラ小嵐/東京ホテイソン/庄司智春/なかや


まきんに君
＜プロボウラー＞


浅田梨奈/小泉奈津美/安藤 瞳/鈴木理沙


解説：棚橋孝太
実況：安宅晃樹(フジテレビアナウンサー)


#1-5【HD】


00


めちゃ2イケてるッ!
18周年はガチで勝負
だ!ハゲザイルスペ


シャル!!
【地上波 2014年10
月4日放送】
#215-5【HD】


00


プロ野球
ここだけの話


20:00 #54-7【HD】 新天地
での挑戦 移籍 ここだけの


話
【出演者】金村義明、森本
稀哲、五十嵐亮太


【ＭＣ】田淵裕章 21:30 
#55-6【HD】 『伝説の野球


人 関根潤三』
～ありがとう あなたを忘


れない～
ゲスト：高木豊、長嶋一
茂、川崎憲次郎
ＭＣ：山田透 


00


調整中


30


実話怪談倶楽部
The LIVE!～第四十


怪～
生 #40-1【HD】


00


実話怪談倶楽部
The Secret～第三十七怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：海老原優香（ﾌｼﾞﾃﾚ


ﾋﾞｱﾅｳﾝｻｰ）
怪員：おおぐろてん／中山
功太／深津さくら
 #37-17【HD】 


30


実話怪談倶楽部
The Secret～第三十八怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：横山ルリカ


怪員：田中俊行／BEN／小森
躅也


 #38-14【HD】 


00


実話怪談倶楽部
The LIVE!～第三十九怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：雪平莉左


怪員：ぁみ／黒史郎／藤田
第六感


#39-5【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「島原鉄道」
#33-3【HD】【字】


00


パチスロ(旅)


▽07:00 #345-3【HD】
▽07:30 #346-3【HD】
▽08:00 #347-1【HD】
▽08:30 #348-1【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#28-12【HD】【字】


00


有吉くんの正直さんぽ


▽09:30 #218-4【HD】
神楽坂:池田美優、小峠英二


(バイきんぐ)
【地上波放送：2020年12月


12日】
▽10:45 #219-3【HD】


清澄白河:ぺこぱ、島崎和歌
子


【地上波放送：2020年12月
26日】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「雪月花 銀座」
#84-8【HD】


00


ラーメンWalker TV2  12:30 #291-17【HD】 異なる3つのラーメンをハイブ
リッドした最先端ガッツリ系ラーメン!
小伝馬町『中華そば たた味』


出演：伊藤かりん 12:45 #292-9【HD】 創業40年!元力士が放つ豪快で記憶
に刻まれる豚骨ラーメン!
木場「谷やんラーメン」 


00


調整中


00


Tokyo e-Party!
全世界大熱狂のバト
ルロイヤル・シュー
ティングゲーム
「Fortnite」に挑
戦!パーティプレイ
で目指せ“ビクロ


イ”!
出演:小籔千豊 RaMu 


ほか
#2-9【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
#322-2【HD】


00


いいすぽ！
世界的人気サッカー
ゲーム「ウイニング
イレブン2021」
#56-10【HD】


00


競馬予想TV!
アイビスサマーダッ
シュ(GⅢ)ほか
生 #1075-1【HD】


00


競馬魂 帯封の夢再び！ノブ逆転
の大勝負！！


出演:ノブ（千鳥）・アント
ニー・雪平莉左


講師:メシ馬・オオタケ
 #19-2【HD】 


00


漫道コバヤシ
#77-1【HD】


00


競馬予想TV!
アイビスサマーダッ
シュ(GⅢ)ほか
#1075-2【HD】


00


オールナイトe!
season8～1時間版 Part2～


春の夜中はお部屋でゲーム三昧!薄着の女子た
ちによる新世代ゲーム生実況番組!!!


【出演】ＲａＭｕ、片岡沙耶、彩川ひなの
【実況】大村晟、藤井弘輝


#46-2【HD】


00


いいすぽ！
話題のプロリーグ目
前!「ビートマニア


IIDX」
Ｓ二 #57-11【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!春の特別
版


【出演】
バカリズム、中岡創一（ロッチ）、堂


島孝平
ｹﾞｽﾄ：安位カヲル、しみけん、森林原
人、北野翔、小島みなみ #1-9【HD】 


30


ラーメンWalker TV2


06:00 #271-37【HD】【字】
ラーメンWalker2021東京版発売中!表紙を飾った名店へ突撃!


秋葉原『麺処 ほん田 秋葉原本店』 06:15 #272-39【HD】【字】
名店やまぐちの3号店は小麦の真髄が詰まった新食感つけ麺!


西早稲田『つけ麺 麦の香』 


30


競馬予想TV!
アイビスサマーダッ
シュ(GⅢ)ほか
#1075-3【HD】


00


武豊TV!Ⅱ
#122-1【HD】


00


競馬予想TV!
アイビスサマーダッ
シュ(GⅢ)ほか
#1075-4【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #85-2【HD】 


00


ラーメンWalker TV2


12:30 #293-7【HD】
ラーメン王・山本剛志イチオシ!仲良し夫婦が産み出した牛骨ラーメン!


東長崎『麺場らせん』 12:45 #294-6【HD】
「ムタヒロ × ラーメン凪」煮干&背脂&極太麺!ムタヒロ創業味! 


東所沢『ラーメンWalkerキッチン』 


10


めちゃ2イケてるッ!


▽13:00 #233-3【HD】
ガリザップ ほか


【地上波 2015年5月16日放送】
▽13:50 #234-3【HD】
めちゃギントン2 ほか


【地上波 2015年5月23日放送】
▽14:20 #235-3【HD】


キレ芸No.1オーディション ほか
【地上波 2015年6月13日放送】


40


お笑いライブセレク
ション8


アンガールズ単独ラ
イブ「俺、、、ギリ
ギリ正常人間。」
#7-5【HD】


00


ラーメンWalker TV2
サニーデイ・サービス田中貴イチオシ!


日本各地の美味い一杯！未公開編 #273-30【HD】【字】 


00


よゐこらぼ2
チェッカーズでパー


リナイッ!
#34-3【HD】


00


調整中


30


千原ジュニアの座王
#7-2【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
プロのマジシャンなら目の前で見ればどんな
新作マジックでもすぐ再現できる!…ハズ


#7-2【HD】


00


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス
#116-3【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
肉料理世界一周ＳＰ


バルバッコア青山本店(ブラジルシュ
ラスコ)/ウルフギャング・ステーキハ
ウスシグニチャー(アメリカ ハンバー
ガー)/シリンゴル(モンゴル料理)/エ
スサワダ(中華) #1-5【HD】 


00


もう!バカリズムさ
んの超H!
#25-1【HD】


00


いいすぽ！
大人気競馬育成シ
ミュレーションゲー
ム「ダービースタリ


オン」
Ｓ二 #58-10【HD】


30


鎧美女 甲冑:石田三成 美
女:海里 #77-6【HD】 


45
あなたと温泉に行ったら・・・
「日光温泉編」前篇 #69-2【HD】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・
「日光温泉編」後篇 #70-2【HD】 


40


アクサレディス
ゴルフトーナメント
in MIYAZAKI 2021


▽06:00 #1-6【HD】
初日


注目選手中心にお届
け!


▽07:00 #2-7【HD】
2日目


最終日へのｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ!
抜け出すのは?


▽08:30 #3-5【HD】
最終日1H中継


緊迫のｽﾀｰﾄﾎｰﾙをお届
け!


▽09:32 #4-6【HD】
最終日


ついに第8代女王が決
定!


00


有吉くんの正直さんぽ
立石:磯山さやか、岡田圭右


(ますだおかだ)
【地上波放送：2020年11月


28日】
#217-5【HD】【字】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「雪月花 銀座」
#84-9【HD】


45ラーメンWalker TV2 #295-4【HD】 


00ラーメンWalker TV2 #296-3【HD】 


00


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第2ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#2-3【HD】


00


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part15
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #15-19【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～
#11-13【HD】


00


パチンコLAB～9th 
season～
#12-13【HD】


30


パチスロ(旅)
#341-7【HD】


00


パチスロ(旅)
#342-7【HD】


00


調整中


00


調整中


00


漫道コバヤシ
作者降臨 若杉公徳『デトロイ
ト・メタル・シティ』『みんな!
エスパーだよ!』『明日のエサ 


キミだから』
#69-8【HD】【字】


30


有吉ベース
「ADの壁」


～ADのリアクションを越えられるか？芸人に
挑戦させてみた～ #135-3【HD】 


00


鎧美女
甲冑:徳川家康 美女:村上りいな


#76-11【HD】【字】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、小宮浩信（三四
郎）、堂島孝平


ｹﾞｽﾄ：美谷朱里、小島みなみ
#18-14【HD】


55


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス


「タントアール」に挑戦
#113-4【HD】【字】00


ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ


30


実話怪談倶楽部
The LIVE!～第三十六怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：佐久間みなみ（ﾌｼﾞ


ﾃﾚﾋﾞｱﾅｳﾝｻｰ）
怪員：響洋平／志月かなで


／夜馬裕
 #36-19【HD】 


45
あなたと温泉に行ったら・・・


「那須高原温泉編」前篇 #71-2【HD】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・


「那須高原温泉編」後篇 #72-2【HD】 


05


39thフジサンケイレ
ディスクラシック


▽06:00 #1-5【HD】
第1日


▽08:00 #3-6【HD】
第2日


▽08:50 #6-5【HD】
最終日


▽10:04 #5-6【HD】
大会ハイライト


20


有吉くんの正直さんぽ
神楽坂:池田美優、小峠英二


(バイきんぐ)
【地上波放送：2020年12月


12日】
#218-5【HD】


30PR 2021年7月 #21-91【HD】 


00


ラーメンWalker TV2  12:30 #297-3【HD】 
12:45 #274-29【HD】【字】 七百年の時を超


えて蘇った伝説の翡翠麺！
一橋学園『中国宮廷麺 なにや』 


00


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第3ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#3-3【HD】


00


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part16
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #16-18【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


#13-13【HD】


00


パチンコLAB～9th 
season～


#14-13【HD】


30


パチスロ(旅)
#343-5【HD】


00


パチスロ(旅)
#344-5【HD】


30


ドリームスシリーズボウリング
チャンピオンボウリンググランプリ


＜出演者＞
相沢菜々子/つぶやきシロー/岡副麻


希/森田哲矢
＜プロボウラー＞


大嶋有香/姫路 麗/川崎由意/本間由佳
梨 解説：棚橋孝太


実況：安宅晃樹(フジテレビアナウン
サー)


 #8-4【HD】 


00


実話怪談倶楽部
The Secret～第三十七怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：海老原優香（ﾌｼﾞﾃﾚ


ﾋﾞｱﾅｳﾝｻｰ）
怪員：おおぐろてん／中山
功太／深津さくら
 #37-18【HD】 


50


『ゴリパラ見聞録』
フジテレビONEセレクション「宮
崎県・モアイ像を激写する旅」


(テレビ西日本放送日
2015/9/11,9/18) #209-3【HD】 
00PR 2021年7月 #21-92【HD】 


30


千原ジュニアの座王
#10-2【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
おもしろレアエピソード選手権


第3弾 #10-2【HD】 


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
肉料理世界一周ＳＰ


バルバッコア青山本店(ブラジルシュ
ラスコ)/ウルフギャング・ステーキハ
ウスシグニチャー(アメリカ ハンバー
ガー)/シリンゴル(モンゴル料理)/エ
スサワダ(中華) #1-6【HD】 


50


めちゃ2イケてるッ!
#247-1【HD】


00PR 2021年7月 #21-93【HD】 


30


有吉ベース
「水くさいぞ!タイムマシーン3号」


～コンビ結成20周年を黙っていたタイムマシーン3号を盛
大に祝ってみた～
#136-2【HD】


00


鎧美女 甲冑:石田三成 美
女:海里 #77-7【HD】 


10


THEわれめDEポン 生ス
ペシャル プレイバッ


ク
【雀士】


阿藤海
加賀まりこ
坂上忍
田中裕二


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介
1999年8月2日OA


#17-4


30


ラーメンWalker TV2 創業40年!元力士が放つ豪快で記憶
に刻まれる豚骨ラーメン!


木場「谷やんラーメン」 #292-10【HD】 


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「北海道ジンギスカン良夢」
#75-47【HD】【字】


10


宮里藍サントリーレ
ディスオープン2021


06:00 #3-5【HD】
第3日トップ中継
08:55 #4-4【HD】


第3日
09:50 #6-6【HD】


最終日


30


ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2019年優勝 申ｼﾞｴ
全英女王 渋野日向子は
2位Tﾌｨﾆｯｼｭ! #6-42【HD】 


45


有吉くんの正直さんぽ
清澄白河:ぺこぱ、島崎和歌


子
【地上波放送：2020年12月


26日】
#219-4【HD】


00
ラーメンWalker TV2 埼玉屈指の名店に駆け上がった今が旬の行列店！


狭山ヶ丘『自家製手もみ麺 鈴ノ木』
 #275-31【HD】【字】 


00


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第4ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#4-3【HD】


00


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part17
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #17-18【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


#15-14【HD】


00


パチンコLAB～9th 
season～


#16-13【HD】


30


パチスロ(旅)
#345-4【HD】


00


パチスロ(旅)
#346-4【HD】


00


芸能界麻雀最強位決
定戦


THEわれめDEポン
#146-2【HD】


00


野性爆弾のヴィンテージ王
国春の特別版


ついに聖地降臨!中野ブロー
ドウェイで最高額のお宝を
探せ!!! #1-5【HD】 


30


鎧美女 甲冑:徳川秀忠 美
女:美月絢音 #78-3【HD】 


45
あなたと温泉に行ったら・・・


#73-1【HD】


00
あなたと温泉に行ったら・・・


#74-1【HD】


30


実話怪談倶楽部
The LIVE!～第四十


怪～
#40-2【HD】


00


お笑いライブセレク
ション8


東京03単独ライブ
「無駄に哀愁のある


背中」
#2-6【HD】


00


オールナイトe!
season8～1時間版 Part3～


春の夜中はお部屋でゲーム三昧!薄着の女子た
ちによる新世代ゲーム生実況番組!!!


【出演】ＲａＭｕ、片岡沙耶、彩川ひなの、
池尻愛梨


【実況】大村晟、藤井弘輝
#47-2【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「秩父鉄道」
#48-17【HD】【字】


30


ウルトラ怪獣散歩
マックス号房総せよ 出演:メフィラス星人・
ゴドラ星人・オニオン 声の出演:東京03


#21-14【HD】【字】


00


ウルトラ怪獣散歩
日本名作民話シリーズ!旨いぞ!桃太郎!～千葉
～出演:メフィラス星人・ゴドラ星人・オニオ
ン 声の出演:東京03 #22-14【HD】【字】 


20


タカトシ温水の路線バスで!


▽08:00 #34-5【HD】
熱海 不思議な離島・初島の謎


ゲスト：伊藤かずえ
【地上波：2019年7月20日放送】


▽09:10 #35-4【HD】
夏の北鎌倉で鎌倉野菜カレー


ゲスト：田中美奈子
【地上波：2019年7月6日放送】


40


有吉くんの正直さんぽ
浅草:春日俊彰(オード
リー)、西野未姫


【地上波放送：2021年1月9
日】


#220-2【HD】


00
純喫茶に恋をして
#16-10【HD】


00


ラーメンWalker TV2


12:00 #292-11【HD】 創業40年!元力士が放つ豪快で記憶
に刻まれる豚骨ラーメン!


木場「谷やんラーメン」 12:20 #293-8【HD】 ラーメン
王・山本剛志イチオシ!仲良し夫婦が産み出した牛骨ラー


メン!
東長崎『麺場らせん』 12:40 #294-7【HD】 「ムタヒロ 
× ラーメン凪」煮干&背脂&極太麺!ムタヒロ創業味! 


東所沢『ラーメンWalkerキッチン』 


00


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第5ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#5-3【HD】


00


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part18
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #18-18【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


#17-12【HD】


00


パチンコLAB～9th 
season～


#18-11【HD】


30


パチスロ(旅)
#347-2【HD】


00


パチスロ(旅)
#348-2【HD】


00


めちゃ2イケてるッ!


▽18:00 #231-4【HD】
笑われ神様は休日に… ほか
【地上波 2015年4月25日放送】


▽18:49 #233-4【HD】
ガリザップ ほか


【地上波 2015年5月16日放送】
▽19:34 #234-4【HD】
めちゃギントン2 ほか


【地上波 2015年5月23日放送】


30


千原ジュニアの座王 即興1芸人
決定戦 学天則霜降り守谷vs笑い


飯渾身ボケ #1-4【HD】 


00


かまいたちの机上の空論城
【吸盤とスキンヘッドでトラッ
クが引っ張れる!?】 #1-4【HD】 


50


『ゴリパラ見聞録』
フジテレビONEセレクション


「北海道・函館の夜景&魚のキャラク
ターを激写する旅」


(テレビ西日本放送日2015/2/20,27)
#184-7【HD】


00PR 2021年7月 #21-101【HD】 


00


漫道コバヤシ
こざき亜衣先生 あさひなぐ


完結SP
出演：ケンドーコバヤシ
#71-7【HD】【字】


30


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #85-3【HD】 


00


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #86-1【HD】 


00


ゲームセンターＣＸ
息子が活躍!「マッ
ピーキッズ」


#304-9【HD】【字】


30


鎧美女 甲冑:細川忠興 美
女:メイリ #79-1【HD】 


45
あなたと温泉に行ったら・・・


#75-1【HD】


00
あなたと温泉に行ったら・・・


#76-1【HD】


00


オールナイトe!
season8～1時間版 Part4～


春の夜中はお部屋でゲーム三昧!薄着の女子た
ちによる新世代ゲーム生実況番組!!!


【出演】ＲａＭｕ、片岡沙耶、彩川ひなの、
池尻愛梨、桜田愛音


【実況】大村晟、藤井弘輝
#48-2【HD】


00


オールナイトe!
season8～1時間版 Part5～


春の夜中はお部屋でゲーム三昧!薄着の女子た
ちによる新世代ゲーム生実況番組!!!


【出演】ＲａＭｕ、片岡沙耶、彩川ひなの、
池尻愛梨、桜田愛音


【実況】大村晟、藤井弘輝
#49-2【HD】


00


いいすぽ！
サッカーゲームの最
新鋭!「FIFA21」
Ｓ二 #59-9【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ 「南海電気鉄
道 高野線」 #55-16
【HD】【字】 


30


ウルトラ怪獣散歩
『『禁じられた赤パンツ』出演:メフィラス星
人・ゼットン・ゴース星人 声の出演:東京03


#23-13【HD】【字】


00


ウルトラ怪獣散歩
『史上最大の羽根つき餃子～蒲田～』出演:メ
フィラス星人・ゼットン・ゴース星人 声の出


演:東京03 #24-13【HD】【字】 


20


タカトシ温水の路線
バスで!


▽08:00 #36-3
【HD】


▽09:10 #37-2
【HD】


40


有吉くんの正直さんぽ
早稲田:小杉竜一(ブラック
マヨネーズ)、磯山さやか
【地上波放送：2020年2月22


日】
#197-8【HD】【字】


00
純喫茶に恋をして
#17-4【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #85-4【HD】 


45ラーメンWalker TV2 #295-5【HD】 


00ラーメンWalker TV2 #296-4【HD】 


00


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第6ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#6-3【HD】


30


『ゴリパラ見聞録』


▽14:00 #177-8【HD】
「埼玉県・熊谷市の名所を探す旅」
(テレビ西日本放送日2019/6/7,6/14)


▽14:50 #178-8【HD】
フジテレビONEセレクション「宮崎
県・青島神社を激写する旅」


(テレビ西日本放送日2014/12/19,26)
▽15:40 #179-8【HD】


フジテレビONEセレクション「京都
府・九条ねぎたっぷりのうどん」
(テレビ西日本放送日2015/1/9,16)


00


ドリームスシリーズボウリング 春の特別版
芸人オールスターチャンピオンボウリング


2021
＜出演者＞


アイクぬわら/とにかく明るい安村/クロちゃ
ん/ワタリ119


＜プロボウラー＞
浅田梨奈/小泉奈津美/安藤 瞳/鈴木理沙


解説：棚橋孝太
実況：安宅晃樹(フジテレビアナウンサー)


#2-4【HD】


25


めちゃ2イケてるッ!


▽18:00 #235-4【HD】
キレ芸No.1オーディション 


ほか
【地上波 2015年6月13日放


送】
▽18:45 #236-3【HD】
浩次びんびん物語 ほか
【地上波 2015年6月20日放


送】
▽19:26 #237-3【HD】


問題児だらけの女子校 抜き
打ち中間テスト ほか


【地上波 2015年10月3日放
送】


00


ラーメンWalker TV2  21:25 #288-21【HD】 スーパーフードを練り込んだ世
界基準のチリトマラーメン!


大門『チリトマラーメン THANK』
出演：田中 貴（サニーデイ・サービス） 日比野芽奈（青春高校3年C組） 
ブライアン・マクダクストン 21:40 #289-12【HD】 「二郎」「さぶちゃ


ん」偉大なる遺伝子を継承する伝説店
大井町『のスた』


出演：伊藤かりん  赤池洋文 


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀


season 29


▽22:00 #1-1【HD】
第1ゲーム


▽23:00 #2-1【HD】
第2ゲーム


▽24:00 #3-1【HD】
第3ゲーム


▽25:00 #4-1【HD】
第4ゲーム


▽26:00 #5-1【HD】
第5ゲーム


▽27:00 #6-1【HD】
第6ゲーム


▽28:00 #7-1【HD】
第7ゲーム


▽29:00 #8-1【HD】
最終ゲーム


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「沖縄 ゆいレー
ル」 #60-1【HD】 


00


パチンコLAB～10th 
season～


▽07:00 #5-4【HD】
▽08:00 #6-3【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#29-12【HD】【字】


00


有吉くんの正直さんぽ


▽09:30 #219-5【HD】
清澄白河:ぺこぱ、島崎和歌


子
【地上波放送：2020年12月


26日】
▽10:45 #220-3【HD】
浅草:春日俊彰(オード
リー)、西野未姫


【地上波放送：2021年1月9
日】


30


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #86-2【HD】 


00


ラーメンWalker TV2  12:30 #290-11【HD】 「ラーメン凪 × ムタヒロ」師
弟コラボで放つ凪の創業味!


東所沢『ラーメンWalkerキッチン』
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）  伊藤えみ 12:45 #291-18【HD】 
異なる3つのラーメンをハイブリッドした最先端ガッツリ系ラーメン!


小伝馬町『中華そば たた味』
出演：伊藤かりん 


10PR 2021年7月 #21-111【HD】 


00


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス
#116-4【HD】


00


Tokyo e-Party!
大人気Fortniteバト
ル第三弾!プロチー


ムが参戦!
出演：小籔千豊 
RaMu ほか
#3-7【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
写写丸課長!「ポケ
モンスナップ」


#305-8【HD】【字】


00


いいすぽ！
#65-3【HD】


00


競馬予想TV!
クイーンS(GⅢ)ほか
生 #1076-1【HD】


00


競馬魂
#20-1【HD】


00


野性爆弾のヴィン
テージ王国
#7-1【HD】


00


競馬予想TV!
クイーンS(GⅢ)ほか
#1076-2【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


#73-2【HD】


30
あなたと温泉に行ったら・・・


#74-2【HD】


45
あなたと温泉に行ったら・・・


#75-2【HD】


00
あなたと温泉に行ったら・・・


#76-2【HD】


00


いいすぽ！
世界を巻き込む格闘
ゲームの元祖!『鉄
拳7』最強プレイ
ヤー決定戦!


Ｓ二 #60-8【HD】


00


もう!バカリズムさ
んの超H!
#25-2【HD】


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29
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（2／2）


最新情報はHPおよびEPGをご覧ください。放送内容、時間は都合により変更になることがあります。＃のあとの左の数字は話数を、右の数字は放送回数を示しています。また送出形態は、生放送の場合のみ【生】と表示しています。音声は【S二】はステレオ二音声、その他はステレオです。※一部のケーブル局で
は、ステレオ二音声はご利用いただけません。※ケーブルテレビでご視聴の方は、お近くのケーブル局へお問い合わせ下さい。





























時 分 時 分


★ ＨＤ 志村軒 92 ★ ＨＤ 志村軒 93 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１０ 10


★ ＨＤ 字 保険調査員蒲田吟子1 《ネ申テレビリクエストセレクション》
★ 字 金田一少年の事件簿 10 ★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 29 「保険調査員 ベランダ殺人事件」 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３１ 11


出演：泉ピン子
★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 30 ★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃6　（7：00-7：10）


★ 字 ドリフ大爆笑 144
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 27 （6：00-7：50） ★ ＨＤ 字 ドクター・ヨシカの犯罪カルテ２


出演：木の実ナナ
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 28


★ ＨＤ 字 保険調査員 蒲田吟子2
【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 出演：泉ピン子


（7：10-9：00）
★ ＨＤ 字 夏樹静子サスペンス　目撃　～ある愛の始まり～ ★ ＨＤ 字 夏樹静子サスペンス　最後に愛を見たのは


（7：50-9：40） ★ ＨＤ 字 動物病院　ドクトル花子の事件簿
出演：泉ピン子


★ ＨＤ 字 保険調査員 蒲田吟子3
出演：泉ピン子


情報番組 情報番組 （9：00-10：50）
＜今月の気になるあの俳優＞


【おひるのサスペンス劇場】 【金曜サスペンス劇場】


（9：40-11：30）
★ ＨＤ 字 北アルプス穂高連峰殺人事件　 ★ ＨＤ 字 負け組法律事務所～沈黙する証人～ ★ ＨＤ THE QUESTIONS『結婚できない男』脚本家 尾崎将也（11：30-11：40）★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 1


（山岳救助隊・紫門一鬼１） 出演：石塚英彦
出演：髙嶋政宏 ★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 2


★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 3
★ ＨＤ 字 結婚できない男 1


（11：00-12：50） ★ ＨＤ 字 結婚できない男 2
【金曜サスペンス劇場】


【おひるのサスペンス劇場】 ★ ＨＤ 字 結婚できない男 3


★ ＨＤ 字 レアケース　生活保護課の殺人事件簿 ★ ＨＤ 字 結婚できない男 4
★ 字 刑事野呂盆六・完全犯罪の女 出演：石塚英彦 （10：50-13：45）


＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 4
（12：50-14：40）


【金曜サスペンス劇場】 ★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 5


【おひるのサスペンス劇場】 （11：40-15：15） ★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 6
★ 字 パートタイマー刑事・月形兄妹の事件簿１


みちのく殺意の帰郷 ★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 7
★ ＨＤ 字 血痕 警科研・湯川愛子の鑑定ファイル 出演：中村梅雀　紺野美沙子


出演：竹下景子
★ ＨＤ 字 結婚できない男 5


★ ＨＤ 字 結婚できない男 6


（14：40-16：35） ★ ＨＤ 字 結婚できない男 7
【金曜サスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 結婚できない男 8


情報番組 ★ 字 パートタイマー刑事・月形兄妹の事件簿２ （13：45-17：25）
誰が天使を殺したか？ ＜今月の気になるあの俳優＞
出演：中村梅雀　紺野美沙子


★ ＨＤ 字 刑務所の医者　若宮冴子 ★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 8
出演：浅野温子


（16：35-18：30） ★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 9
（15：15-18：40）


情報番組 ★ ＨＤ 字 過保護のカホコ（終） 10


★ ＨＤ 字 結婚できない男 9
★ 字 ドリフ大爆笑 104


★ ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１０ 10 ★ ＨＤ 字 結婚できない男 10


《ネ申テレビリクエストセレクション》 ★ ＨＤ 字 結婚できない男 11 （17：25-20：10）
★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３１ 11 ＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ 字 結婚できない男（終） 12


★ ＨＤ 志村劇場 39
★ ＨＤ 字 過保護のカホコ2018～ラブ＆ドリーム～


★ 字 ドリフ大爆笑 156
★ ＨＤ 啄木鳥探偵處 7


★ ＨＤ 啄木鳥探偵處 8
（20：10-21：55）


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞
＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


（18：40-22：15）
★ ＨＤ 字 稲川淳二の怪談グランプリ2019　


★ ＨＤ 字 Dr.門倉周平の事件カルテ ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ５４ 下剋上バトル！歴代チャンピオンＶＳ令和怪談師
出演：寺脇康文 ★ ＨＤ コドモ警察 1


（22：00-23：10） ★ ＨＤ コドモ警察 2
＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


★ ＨＤ コドモ警察 3 （21：55-23：30）


（22：00-23：50） ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８３ ★ ＨＤ コドモ警察 4 ★ ＨＤ MARS RED 12
★ ＨＤ 字 スヌ子のへべれけレシピ　＃8　（23：50-0：00）


★ ＨＤ コドモ警察 5
★ ＨＤ 字 深夜食堂 ５ 47 （23：10-0：25）


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞
★ ＨＤ 字 深夜食堂 ５ 48 （22：15-0：35）


★ ＨＤ 音楽朗読劇「THANATOS ～タナトス～」　
梅原裕一郎、早見沙織、鈴木達央


★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ７７ ★ ＨＤ コドモ警察 6
★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 27


★ ＨＤ コドモ警察 7
★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 28


★ ＨＤ コドモ警察 8 （0：00-1：55）


（0：25-2：05） ★ ＨＤ コドモ警察 9
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 25


★ ＨＤ コドモ警察（終） 10 ★ 字 ドリフ大爆笑特別総集編　＃179（83.12.27）


★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 26 Ｋａｒｔｅ：


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 00 （0：35-2：55）


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 01


情報番組 ★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～ 1


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 02 ★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～ 2
★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～ 3 （1：55-3：45）


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 03 ★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～ 4 ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 69
★ ＨＤ 天使じゃないッ！ ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 04 （2：55-4：10）


（3：45-4：25）


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 05


★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～ 5
（3：30-4：55） ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 06 ★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～ 6


★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～ 7 ★ ＨＤ 字 江戸川乱歩シリーズ　浴室の美女
★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～ 8


★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 69 （2：05-5：25） ★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～（終） 9
＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 2 （4：10-5：45）
★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 3 ★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃1・2


※来週月曜休止　　　　　　　　　　　　（4：55-6：00） （5：25-6：00） （5：45-6：00） （4：25-6：00）
※都合により放送内容が変更されることがあります。
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ファミリー劇場　２０２１年７月番組表 ［１]


★・・・初回放送　


7/1（木） 7/2（金） 7/3（土） 7/4（日）







時 分 時 分


★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃3・4
★ ＨＤ 志村軒 94 ★ ＨＤ 志村軒 95 ★ ＨＤ 志村軒（終） 96 ★ ＨＤ （新）志村座 1 ★ ＨＤ 志村座 2 （6：00-6：15） ＨＤ （新）ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 1


《イ申テレビリクエストセレクション》
★ 字 金田一少年の事件簿 11 ★ 字 金田一少年の事件簿 12 ★ 字 金田一少年の事件簿 13 ★ 字 金田一少年の事件簿 14 ★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 31 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 5


★ ＨＤ 字 ヤメ刑探偵　加賀美塔子　ＦＩＬＥ：０１　
★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 32 復讐の歯車 ★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃7　（7：00-7：10）


出演：片平なぎさ


★ 字 ドリフ大爆笑 145 ★ 字 ドリフ大爆笑 146 ★ 字 ドリフ大爆笑 147 ★ 字 ドリフ大爆笑 148
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 29 ★ ＨＤ 字 最強の法廷　裁判官桜子と10人の評決


出演：財前直見
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 30 （6：15-8：10）


【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】
★ ＨＤ 字 ヤメ刑探偵　加賀美塔子　ＦＩＬＥ：０２　


ミイラは巡る （7：10-9：00）
★ ＨＤ 夏樹静子サスペンス　断崖　～死のダイビング～ ★ ＨＤ 字 夏樹静子サスペンス　Ｗの悲劇 ★ ＨＤ 喪失～ある殺意のゆくえ ★ ＨＤ 字 夏樹静子サスペンス　駅に佇つ人 ★ ＨＤ 夏樹静子サスペンス　訃報は午後二時に届く 出演：片平なぎさ


★ ＨＤ 字 警視正・日丸教授の事件ノート　よそ者
出演：小林稔侍


（8：10-10：05）


情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 ★ ＨＤ 字 ヤメ刑探偵　加賀美塔子　ＦＩＬＥ：０３　 （9：00-10：50）
歪んだ動機


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【金曜サスペンス劇場】 出演：片平なぎさ


★ ＨＤ 字 山岳救助隊・紫門一鬼２ ★ ＨＤ 字 山岳救助隊・紫門一鬼３ ★ ＨＤ 字 山岳救助隊・紫門一鬼４ ★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼５　 ★ ＨＤ 字 警視庁特捜対策室　迷宮捜査の女 ★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 1
北アルプス白馬連峰殺人山行 北アルプス雪山殺人迷路 北アルプス殺人ケルン 出演：髙嶋政宏 出演：菊川怜
出演：髙嶋政宏 出演：髙嶋政宏 出演：髙嶋政宏 （10：05-12：00） ★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 2


＜今月の気になるあの俳優＞
★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 3


（11：00-12：50） ★ ＨＤ 字 あなたの番です 1
【金曜サスペンス劇場】


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 2


★ ＨＤ 字 温泉仲居・小泉あつ子の事件帳 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 3
★ 字 刑事野呂盆六２・殺意のマリア ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六１ ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六２ ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六３ ～南伊豆・湯けむり殺人事件～ （10：50-13：35）


出演：菊川怜 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 4


★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 4


（12：50-14：40） ★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 5
【金曜サスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 6
【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 温泉仲居探偵の事件簿 （12：00-15：20）
出演：室井滋 ＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ 字 血痕2 警科研・湯川愛子の鑑定ファイル ★ ＨＤ 字 血痕3 警科研・湯川愛子の鑑定ファイル ★ ＨＤ 字 血痕4 警科研・湯川愛子の鑑定ファイル ★ ＨＤ 字 密会の宿 北鎌倉不倫殺人旅行
出演：竹下景子 出演：竹下景子 出演：竹下景子 出演：岡江久美子


★ ＨＤ 字 あなたの番です 5
（13：35-16：10）


★ ＨＤ 字 あなたの番です 6


（14：40-16：35） ★ ＨＤ 字 あなたの番です 7
【金曜サスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 7


情報番組 ★ ＨＤ 字 温泉仲居探偵の事件簿２～宵待草殺人事件～ ★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 8
出演：室井滋


★ ＨＤ 字 港町人情ナース ★ ＨＤ 字 港町人情ナース２ ★ ＨＤ 字 港町人情ナース３ ★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 9
出演：泉ピン子 出演：泉ピン子 出演：泉ピン子 （15：20-17：55）


＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ 字 犯罪資料館　緋色冴子シリーズ　赤い博物館
出演：松下由樹


（16：35-18：30）


情報番組 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 8 （16：10-18：55）


★ ＨＤ 字 あなたの番です 9


★ ＨＤ 字 あなたの番です 10
★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る１１ ★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る１２ ★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る１３ ★ 字 ドリフ大爆笑 105


★ ＨＤ （新）ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 1 ★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 10


《イ申テレビリクエストセレクション》 ★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 特別版


★ ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 5
（17：55-20：30） ★ ＨＤ 字 家政婦のミタ（終） 11


＜今月の気になるあの俳優＞
（19：00-20：55） （19：00-20：55） （19：00-20：55） ★ ＨＤ 志村劇場 40


★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 91 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 93 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 95 ★ 字 ドリフ大爆笑 157
★ ＨＤ 啄木鳥探偵處 9 ★ ＨＤ 字 獣になれない私たち 1


★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 92 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 94 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 96
★ ＨＤ 啄木鳥探偵處 10 ★ ＨＤ 字 獣になれない私たち 2


（20：55-21：55） （20：55-21：55） （20：55-21：55） （18：55-21：50）
★ ＨＤ 平成最後の 行け！あひるお姉さん　＃3（終）（21：55-22：00） ★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃1　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃2　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 字 獣になれない私たち 3 ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞
★ ＨＤ 銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱 23


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 21 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 13 ★ ＨＤ 稲川淳二の怪談グランプリ2017
★ ＨＤ 銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱（終） 24 ★ ＨＤ 字 駐在刑事


★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 14 出演：寺島進 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ６６


★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 15 （21：50-23：10）
★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 23 （20：30-23：25） ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 22 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 16 ＜今月の気になるあの俳優＞ ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義　（23：10-23：30） 1
★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 24 （22：00-23：40）


（22：00-23：50） ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ★ ＨＤ MARS RED（終） 13
※来週より時間変更、4話連続 ★ ＨＤ 字 スヌ子のへべれけレシピ　＃9　（23：50-0：00）


★ ＨＤ 字 深夜食堂 ５ 49 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ～特恐編～ ★ ＨＤ 字 獣になれない私たち 4


字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 144 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 145 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 146 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ５（終） 50 （23：40-0：45） ★ ＨＤ 字 獣になれない私たち 5
＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ★ ＨＤ 音楽朗読劇「THANATOS ～タナトス～」　


★ ＨＤ 字 獣になれない私たち 6 梅原裕一郎、早見沙織、福山潤


ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 29 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ５３ ★ ＨＤ 字 獣になれない私たち 7


ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 30
（0：00-1：50）


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 1 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 4 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 7 （0：45-2：00）


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 2 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 5 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 8 ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 27
★ 字  ドリフ大爆笑特別総集編　＃187（89.12.26）


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 3 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 6 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 9 ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 28 Ｋａｒｔｅ：


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 07


《ネ申テレビリクエストセレクション》 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 08 （23：25-3：10）


★ 字 Shimura X　セレクト放送 30 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１０ 10 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３１ 11 情報番組 ＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 09
＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ （1：50-3：40）


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 10 ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


★ 字 ドリフ大爆笑 83 ★ 字 ドリフ大爆笑 84 ★ ＨＤ 字 獣になれない私たち 8 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 9
★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ５１ ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 11 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 10


★ ＨＤ 字 獣になれない私たち 9 （3：40-4：25）


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 12


（3：30-4：45） ★ ＨＤ 字 獣になれない私たち（終） 10
（3：30-4：55） （3：30-4：55） ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃20　（4：45-4：55） ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 13


★ ＨＤ字 江戸川乱歩シリーズ  死刑台の美女


★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 70 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 71 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 72 （2：00-5：20）
＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 70
★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 71


（4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00） （5：20-6：00） （3：10-6：00） （4：25-6：00）
※都合により放送内容が変更されることがあります。
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ファミリー劇場　２０２１年７月番組表 ［２]


★・・・初回放送　


7/5（月） 7/6（火） 7/7（水） 7/8（木） 7/9（金） 7/10（土） 7/11（日）







時 分 時 分


★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃5-7
★ ＨＤ 志村座 3 ★ ＨＤ 志村座 4 ★ ＨＤ 志村座 5 ★ ＨＤ 志村座 6 ★ ＨＤ 志村座 7 （6：00-6：25） ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 2


《イ申テレビリクエストセレクション》
★ 字 金田一少年の事件簿 15 ★ 字 金田一少年の事件簿 16 ★ 字 金田一少年の事件簿 17 ★ 字 金田一少年の事件簿 18 ★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 33 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 6


ＨＤ 字 犯罪資料館　緋色冴子シリーズ　赤い博物館
★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 34 出演：松下由樹 ★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃8　（7：00-7：10）


★ 字 ドリフ大爆笑 149 ★ 字 ドリフ大爆笑 150 ★ 字 ドリフ大爆笑 151 ★ 字 ドリフ大爆笑 152
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 31 ★ ＨＤ 字 ＳＲＯ～警視庁広域捜査専任特別調査室～


出演：木村佳乃
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 32


（6：25-8：20）


【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】


ＨＤ 字 犯罪資料館　緋色冴子シリーズ　赤い博物館２
★ ＨＤ 字 夏樹静子サスペンス　湖に佇つ人　 ★ ＨＤ 字 検事　沢木正夫　殺意の分岐点 ★ ＨＤ 字 検事　沢木正夫２　公訴取消し ★ ＨＤ 字 立証　～離婚弁護士　香月佳美 ★ ＨＤ 字 産科医・和泉凛－生と死のカルテ－ 出演：松下由樹 （7：10-9；05）


鬼の棲む老舗旅館 （榎木孝明主演） （榎木孝明主演） 出演：富田靖子


★ ＨＤ 字 捜査一課長・神崎省吾　椿の入れ墨をした女
出演：渡瀬恒彦


（8：20-10：10）


情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 ★ ＨＤ 字 無敵の法律事務所！弁護の鉄人　橘明日香
出演：沢口靖子 （9：05-11：00）


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【金曜サスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼６　 ★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼７　 ★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼８　 ★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼９　 ★ ＨＤ 字 嫌われ監察官　音無一六～警察内部調査の鬼～
出演：髙嶋政宏 出演：髙嶋政宏 出演：髙嶋政宏 出演：髙嶋政宏 出演：小日向文世 ★ ＨＤ 字 サムライ・ハイスクール 1


（10：10-12：00）
＜今月の気になるあの俳優＞ ★ ＨＤ 字 サムライ・ハイスクール 2


★ ＨＤ 字 あなたの番です 特別編 ★ ＨＤ 字 サムライ・ハイスクール 3


（11：00-12：50） （12：00-12：55）
【金曜サスペンス劇場】 ＜今月の気になるあの俳優＞


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 嫌われ監察官　音無一六２～警察内部調査の鬼～
★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六４ ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六５ ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六６ ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六７ 出演：小日向文世 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 11


（11：00-13：45）
★ ＨＤ 字 あなたの番です 12


★ ＨＤ 字 あなたの番です 13


（12：50-14：40） ★ ＨＤ 字 あなたの番です 14 ★ ＨＤ 字 サムライ・ハイスクール 4
【金曜サスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 サムライ・ハイスクール 5
【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 嫌われ監察官　音無一六３～警察内部調査の鬼～ ★ ＨＤ 字 サムライ・ハイスクール 6
出演：小日向文世


★ ＨＤ 字 密会の宿２ 女と指輪の殺人 ★ ＨＤ 字 密会の宿３ ★ ＨＤ 字 密会の宿４ ★ ＨＤ 字 密会の宿５
出演：岡江久美子 嫉妬と不倫殺人 京都・箱根・鎌倉 不倫カップル失踪殺人 不倫同窓会殺人事件


出演：岡江久美子 出演：岡江久美子 出演：岡江久美子
（12：55-16：15）


＜今月の気になるあの俳優＞ （13：45-16：20）
（14：40-16：30）


【金曜サスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 あなたの番です 15
★ ＨＤ 字 嫌われ監察官　音無一六スペシャル ★ ＨＤ 字 サムライ・ハイスクール 7


情報番組 出演：小日向文世 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 16
★ ＨＤ 字 サムライ・ハイスクール 8


★ ＨＤ 字 芸能記者・柳田信吉の挑戦　スター誕生殺人事件 ★ ＨＤ 字 横山秀夫サスペンス　沈黙のアリバイ ★ ＨＤ 字 横山秀夫サスペンス　第三の時効 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 17
★ ＨＤ 字 サムライ・ハイスクール（終） 9


★ ＨＤ 字 犯罪資料館　緋色冴子シリーズ　赤い博物館２
出演：松下由樹


情報番組 （16：15-18：50） （16：20-18：55）
＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る１４ ★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る１５ ★ ＨＤ 字 芸者弁護士　藤波清香 ★ 字 ドリフ大爆笑 106 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 18 ★ ＨＤ TWO WEEKS 1
出演：高島礼子 ★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 2


★ ＨＤ 字 あなたの番です 19 ★ ＨＤ TWO WEEKS 2
《イ申テレビリクエストセレクション》


★ ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 6 ★ ＨＤ 字 あなたの番です（終） 20 ★ ＨＤ TWO WEEKS 3
※来週休止


（19：00-20：55） （19：00-20：55） （19：00-20：55） ★ ＨＤ 志村劇場 41
※来週休止


★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 97 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 99 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 101 ★ 字 ドリフ大爆笑 158
★ ＨＤ 啄木鳥探偵處 11 （18：50-21：25）


★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 98 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 100 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 102 ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞
★ ＨＤ 啄木鳥探偵處（終） 12 （18：55-21：40）


（20：55-21：55） （20：55-21：55） （20：55-21：55） ★ ＨＤ Mr.都市伝説 関暁夫の 2
★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃3　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃4　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃5　（21：55-22：00） ゾクッとする怪感話（＃1-9）　セレクト放送


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ★ ＨＤ Mr.都市伝説 関暁夫の 3
ゾクッとする怪感話（＃1-9）　セレクト放送


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 23 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 17 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 25 ★ ＨＤ Mr.都市伝説 関暁夫の 5 ★ ＨＤ TWO WEEKS 4
★ ＨＤ 字 駐在刑事２ ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８７ ゾクッとする怪感話（＃1-9）　セレクト放送


★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 18 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 26 出演：寺島進 ★ ＨＤ Mr.都市伝説 関暁夫の 9 ★ ＨＤ TWO WEEKS 5
ゾクッとする怪感話（＃1-9）　セレクト放送


★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 19 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 27 （22：00-23：15） ★ ＨＤ TWO WEEKS 6
＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ （21：25-23：25）


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 24 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 20 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 28 ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ★ ＨＤ TWO WEEKS 7


（22：00-23：50） ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８４
★ ＨＤ 字 スヌ子のへべれけレシピ　＃10　（23：50-0：00） ★ ＨＤ 字 稲川淳二の怪談グランプリ2012


★ ＨＤ 字 （新）深夜食堂 1


字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 147 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 148 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 149 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 2 （23：15-0：35）
＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ （23：25-0：55）


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ （21：40-1：00）
★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義　（0：55-1：15） 4


ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 31 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ７４ ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞
★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 72


ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 32 （1：15-1：40）
＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ★ ＨＤ TWO WEEKS 8


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 10 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 13 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 16
（0：35-2：05） ★ ＨＤ TWO WEEKS 9


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 11 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 14 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 17 ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 29 ＨＤ 稲川淳二の怪談グランプリ2017
★ ＨＤ TWO WEEKS（終） 10


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 12 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 15 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 18 ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 30 Ｋａｒｔｅ：


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 14
（1：40-3：00）


《イ申テレビリクエストセレクション》 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 15 ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


★ 字 Shimura X　セレクト放送 31 ＨＤ （新）ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 1 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 5 情報番組


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 16
＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ＨＤ 字 稲川淳二の怪談グランプリ2019　 （1：00-3：35）


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 17 下剋上バトル！歴代チャンピオンＶＳ令和怪談師


★ 字 ドリフ大爆笑 85 ★ 字 ドリフ大爆笑 86 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ６３ ★ 字 変なおじさんTV　セレクト放送 21
★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 18 （3：35-4：05）


★ ＨＤ 秘密結社 鷹の爪 ～ゴールデン・スペル～　＃12（終）（4：05-4：25）


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 19


（3：00-4：35）
（3：30-4：55） ※明日休止 （3：30-4：55） （3：30-4：55） ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 20 ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


★ ＨＤ 字 江戸川乱歩シリーズ　白い人魚の美女
★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 13


★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 73 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 74 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 75 （2：05-5：25） （4：35-5：25）
＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 41 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 24
（4：55-6：00） ※明日休止 （4：55-6：00） （4：55-6：00） （5：25-6：00） （5：25-6：00） （4：25-6：00）


※都合により放送内容が変更されることがあります。
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ファミリー劇場　２０２１年７月番組表 ［３]


★・・・初回放送　


7/12（月） 7/13（火） 7/14（水） 7/15（木） 7/16（金） 7/17（土） 7/18（日）







時 分 時 分


★ ＨＤ 志村座 8 ★ ＨＤ 志村座 9 ★ ＨＤ 志村座 10 ★ ＨＤ 志村座 11 ★ ＨＤ 志村座 12 ＨＤ （新）ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１１ 1


★ ＨＤ 字 みちのく麺食い記者　宮沢賢一郎　 《ネ申テレビリクエストセレクション》
★ 字 金田一少年の事件簿 19 ★ 字 金田一少年の事件簿 20 ★ 字 金田一少年の事件簿 21 ★ 字 金田一少年の事件簿 22 ★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 35 佐渡・酒田　殺人航路 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン２７ 4


出演：髙嶋政宏
★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 36 ★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃9　（7：00-7：10）


★ 字 変なおじさんTV　セレクト放送 23
★ 字 ドリフ大爆笑 153 ★ 字 ドリフ大爆笑 154 ★ 字 ドリフ大爆笑 155 字 ドリフ大爆笑 156 （7：10-7：40）


★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 33 （6：00-7：50）


★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 34
★ ＨＤ 字 夏樹静子サスペンス　特捜刑事　遠山怜子


★ ＨＤ 字 みちのく麺食い記者　宮沢賢一郎２ 出演：浅野ゆう子
【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 ★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃8-10 出演：髙嶋政宏


★ 字 変なおじさんTV　セレクト放送 22 （8：30-8：55）


★ 字 カードGメン　小早川茜　「借金地獄」 ★ 字 カードGメン　小早川茜２　「消せない過去」 ★ 字 カードGメン　小早川茜３　「甘い罠」 （8：30-9：05）
出演：片平なぎさ 出演：片平なぎさ 出演：片平なぎさ


★ ＨＤ 字 弁護士　水木邦夫　残り火
出演：伊東四朗 （7：40-9：35）


★ ＨＤ 字 あんみつ検事の捜査ファイル　 （7：50-9：40）
女検事の涙は乾く
出演：片平なぎさ　石塚英彦


★ ＨＤ 字 みちのく麺食い記者　宮沢賢一郎３ ★ ＨＤ 字 夏樹静子サスペンス　特捜刑事　遠山怜子２
～秋田・角館 田沢湖～金のなまはげ殺人事件！ 出演：浅野ゆう子


（8：55-10：45） 「誤認」
情報番組 情報番組 情報番組 ＜クセ強チームが解決！警視庁特別捜査班特集＞ 出演：髙嶋政宏


（9：05-11：00）
【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～女たちの犯罪ファイル （9：40-11：30） （9：35-11：30）
★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼１０　 ★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼１１　 ★ ＨＤ 字 山岳刑事　日本百名山殺人事件 ★ ＨＤ 字 あんみつ検事の捜査ファイル２　 ＜クセ強チームが解決！警視庁特別捜査班特集＞ ＜クセ強チームが解決！警視庁特別捜査班特集＞


出演：髙嶋政宏 出演：髙嶋政宏 出演：徳重聡 白骨夫人の遺言書
出演：片平なぎさ　石塚英彦


（10：45-12：30） ★ ＨＤ 字 絶対零度～未解決事件特命捜査～ 1 ★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 1
＜クセ強チームが解決！警視庁特別捜査班特集＞


（11：00-12：55） ★ ＨＤ 字 絶対零度～未解決事件特命捜査～ 2 ★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 2
＜クセ強チームが解決！警視庁特別捜査班特集＞


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 ★ ＨＤ 字 絶対零度～未解決事件特命捜査～ 3 ★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 3


★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 1 ★ ＨＤ 字 絶対零度～未解決事件特命捜査～ 4 ★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 4
★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六８ ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六９ ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六ファイナル


★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 1 ★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 2


★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 2 ★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 3


★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 3


★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 4


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 （11：30-15：05）
（12：30-15：25） ＜クセ強チームが解決！警視庁特別捜査班特集＞ （11：30-15：10）


＜クセ強チームが解決！警視庁特別捜査班特集＞ ＜クセ強チームが解決！警視庁特別捜査班特集＞
★ ＨＤ 字 密会の宿６ ★ ＨＤ 字 密会の宿７ ★ ＨＤ 字 密会の宿８


北鎌倉・年の差不倫殺人事件 奇妙な客が死んだ夜 北鎌倉心中　死ねなかった女
出演：岡江久美子 出演：岡江久美子 出演：岡江久美子


（12：55-16：10） ★ ＨＤ 字 絶対零度～未解決事件特命捜査～ 5
＜クセ強チームが解決！警視庁特別捜査班特集＞ ★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 5


★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 4 ★ ＨＤ 字 絶対零度～未解決事件特命捜査～ 6
★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 6


★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 5 ★ ＨＤ 字 絶対零度～未解決事件特命捜査～ 7
★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 7


★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 5 ★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 6 ★ ＨＤ 字 絶対零度～未解決事件特命捜査～ 8
★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 8


★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 6 ★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 7
★ ＨＤ 字 横山秀夫サスペンス　密室の抜け穴 ★ ＨＤ 字 横山秀夫サスペンス　ペルソナの微笑 ★ ＨＤ 字 横山秀夫サスペンス　囚人のジレンマ


★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 7


★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～（終） 8


（15：05-18：30）
＜クセ強チームが解決！警視庁特別捜査班特集＞ （15：10-18：35）


＜クセ強チームが解決！警視庁特別捜査班特集＞


（15：25-19：10）
＜クセ強チームが解決！警視庁特別捜査班特集＞ ★ ＨＤ 字 絶対零度～未解決事件特命捜査～ 9


（16：10-19：30）
★ ＨＤ 字 弁護士 一之瀬凛子 ★ ＨＤ 字 弁護士 一之瀬凛子2 ★ ＨＤ 字 弁護士 一之瀬凛子3 ★ ＨＤ 字 絶対零度～未解決事件特命捜査～ 10 ★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 9


出演：高島礼子 出演：高島礼子 出演：高島礼子 ★ ＨＤ （新）ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１１ 1
★ ＨＤ 字 絶対零度～未解決事件特命捜査～（終） 11 ★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 10


《ネ申テレビリクエストセレクション》 ★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 8
★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン２７ 4 ★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～(終） 11


★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 9


（19：00-20：55） （19：00-20：55） （19：00-20：55） ★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～（終） 10


★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 103 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 105 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 107 ★ 字 ドリフ大爆笑 159 （18：30-21：10）
＜クセ強チームが解決！警視庁特別捜査班特集＞ （18：35-21：20）


★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 104 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 106 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 108


（20：55-21：55） （20：55-21：55） （20：55-21：55）
★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃6　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃7　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃8　（21：55-22：00） （19：10-22：00） ★ ＨＤ 字 だから私は推しました 1


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ★ ＨＤ 字 絶対零度～未解決事件特命捜査～SP
★ ＨＤ 字 だから私は推しました 2


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 25 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 21 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 29
★ 字 警察庁 特別広域捜査官　宮之原警部シリーズ　 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８２ ★ ＨＤ 字 だから私は推しました 3


★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 22 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 30 丹後浦島伝説殺人事件
出演：村上弘明 ★ ＨＤ 字 だから私は推しました 4


★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 23 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 31 （22：00-23：10） （21：10-23：10）
＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 26 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 24 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 32
ＨＤ 寄生獣　セイの格率 1 （21：20-23：35）


（22：00-23：55） ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８８
★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃9　（23：55-0：00） ＨＤ 寄生獣　セイの格率 2


★ ＨＤ 字 だから私は推しました 5
★ ＨＤ 字 深夜食堂 3 （23：10-0：25） ＨＤ 寄生獣　セイの格率 3


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ★ ＨＤ 字 だから私は推しました 6
字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 150 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 151 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 152 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 4 ＨＤ 寄生獣　セイの格率 4


★ ＨＤ 字 だから私は推しました 7
ＨＤ 寄生獣　セイの格率 5


★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ６５ ★ ＨＤ 字 だから私は推しました（終） 8
ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 33 ＨＤ 寄生獣　セイの格率 6


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 34
（23：10-1：50） （23：35-1：50）


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 19 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 22
ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８７ （0：25-2：05）


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 20 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 23 ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 31 ＨＤ 寄生獣　セイの格率 7
★ 字 ドリフ大爆笑特別総集編  ＃188（90.12.25）


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 21 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率（終） 24 ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 32 Ｋａｒｔｅ： ＨＤ 寄生獣　セイの格率 8


（1：30-2：45） ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 21
★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃21・22　（2：45-3：00） ＨＤ 寄生獣　セイの格率 9


《イ申テレビリクエストセレクション》 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 22


★ 字 Shimura X　セレクト放送 32 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 2 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 6 情報番組 ＨＤ 寄生獣　セイの格率 10


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 23
ＨＤ 寄生獣　セイの格率 11 （1：50-3：40）


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 24 ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


★ 字 ドリフ大爆笑 87 ★ 字 ドリフ大爆笑 88 ★ 字 ドリフ大爆笑 89 ＨＤ 寄生獣　セイの格率 12 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 11
★ ＨＤ 天使じゃないッ！２ ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 25 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 12


（3：40-4：25）


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 26 （1：50-4：30）


（3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55） ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 27
★ ＨＤ 字 江戸川乱歩シリーズ　黒水仙の美女


★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 6
★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 76 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 77 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 78 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 79 （2：05-5：25）


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 23
（4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00） （5：25-6：00） （4：25-6：00）


※都合により放送内容が変更されることがあります。
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ファミリー劇場　２０２１年７月番組表 ［４]


★・・・初回放送　


7/19（月） 7/20（火） 7/21（水） 7/22（木・祝） 7/23（金・祝） 7/24（土） 7/25（日）







時 分 時 分


★ ＨＤ 志村座 13 ★ ＨＤ 志村座 14 ★ ＨＤ 志村座 15 ★ ＨＤ 志村座 16 ★ ＨＤ 志村座 17


★ ＨＤ 字 刑事長
★ 字 金田一少年の事件簿 23 ★ 字 金田一少年の事件簿 24 ★ 字 金田一少年の事件簿 25 ★ 字 金田一少年の事件簿 26 ★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 37 出演：中村雅俊


★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 38


字 ドリフ大爆笑 157 字 ドリフ大爆笑 158 字 ドリフ大爆笑 159 ★ 字 ドリフ大爆笑 160
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 35 （6：00-7：50）


★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 36


★ ＨＤ 字 刑事長２
【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 出演：中村雅俊


★ 字 カードGメン　小早川茜４　 ★ 字 カードGメン　小早川茜５　「黒いデータ」 ★ ＨＤ 字 カードGメン　小早川茜６　「特命」 ★ ＨＤ 字 カードGメン　小早川茜７　「愚か者の涙」 ★ ＨＤ 字 カードGメン　小早川茜８　「同姓同名の女たち」
「調査員は二度だまされる」 出演：片平なぎさ 出演：片平なぎさ 出演：片平なぎさ 出演：片平なぎさ
出演：片平なぎさ


（7：50-9：40）


★ ＨＤ 字 銀座高級クラブママ vs 熱海老舗旅館女将
出演：名取裕子


情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【金曜サスペンス劇場】


（9：40-11：30）
★ ＨＤ 字 山岳刑事２　魔の山 連続遭難殺人 ★ ＨＤ 字 金沢のコロンボ ★ ＨＤ 字 金沢のコロンボ２ ★ ＨＤ 字 金沢のコロンボ３ ★ ＨＤ 字 いなか刑事伊原泰三の退職捜査日誌 ＜今月の気になるあの俳優＞


出演：徳重聡 出演：三宅裕司 出演：三宅裕司 出演：三宅裕司 出演：小林稔侍


★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 1


（11：00-12：50） ★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 2
【金曜サスペンス劇場】


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 ★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 3


★ ＨＤ 字 いなか刑事伊原泰三の退職捜査日誌２
★ ＨＤ 字 小杉健治サスペンス　決断 ★ ＨＤ 字 小杉健治サスペンス　保身 ★ ＨＤ 字 漬けモノ学者・竹之内春彦　京都殺人１００選 ★ ＨＤ 字 森村誠一サスペンス　捜査線上のアリア 出演：小林稔侍


出演：中村俊介 出演：小泉孝太郎 出演：中村雅俊


（11：30-14：15）
＜今月の気になるあの俳優＞


（12：50-14：40）
【金曜サスペンス劇場】


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】
★ ＨＤ 字 いなか刑事伊原泰三の退職捜査日誌３ ★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 4


出演：小林稔侍
★ ＨＤ 字 密会の宿９ ★ ＨＤ 字 密会の宿10　禁じられた愛　北鎌倉悲恋殺人 ★ ＨＤ 字 家庭教師が解く！～殺人方程式の推理ドリル～ ★ ＨＤ 字 家庭教師が解く！２～氷上の殺人トリック～ ★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 5


宝石の甘い罠 出演：岡江久美子 出演：菊川怜 出演：菊川怜
出演：岡江久美子 ★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 6


★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 7
（14：40-16：30）


【金曜サスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 ホテル警備隊　田辺素直
情報番組 出演：田辺誠一


★ ＨＤ 字 横山秀夫サスペンス　モノクロームの反転 ★ ＨＤ 字 横山秀夫サスペンス　真相 ★ ＨＤ 字 横山秀夫サスペンス　三ツ鐘署シリーズ　深追い （14：15-17：35）
＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ 字 軽井沢駐在犬日誌
出演：小林稔侍


★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 8


情報番組 ★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 9


★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理（終） 10


★ ＨＤ 字 伊豆・竜宮伝説殺人事件 ★ ＨＤ 字 沖縄リゾート　コンシェルジュ具志堅陽子の名推理　 ★ ＨＤ 字 ホテルＧメン　具志堅陽子の殺人推理２ ★ 字 ドリフ大爆笑 107
出演：萬田久子 歪な密室 ★ ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１１ 2


《ネ申テレビリクエストセレクション》 （17：35-20：10）
★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン２７ 5 ＜今月の気になるあの俳優＞


（19：00-20：55） （19：00-20：55） （19：00-20：55） ★ ＨＤ 志村劇場 42 ★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 another story 1
★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 another story 2


★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 109 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 111 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 113 字 ドリフ大爆笑 160 ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 another story（終） 3
★ ＨＤ （新）Mr.都市伝説 関暁夫の 1


★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 110 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 112 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 114 ゾクッとする怪感話（＃1-9）
ＨＤ Mr.都市伝説 関暁夫の 2 （20：10-21：35）


（20：55-21：55） （20：55-21：55） （20：55-21：55） ゾクッとする怪感話（＃1-9）
★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃10　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃11　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃12（終）（21：55-22：00） ★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理2019　


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ABCキラー


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 27 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 25 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 33 （21：35-22：30）
★ ＨＤ 字 警察庁 特別広域捜査官　宮之原警部シリーズ２　 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８９


★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 26 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 34 菜の花幻想殺人事件
出演：村上弘明


★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 27 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 35 ★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理2019　
（22：00-23：25） 狩人の悪夢　前編


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 28 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 28 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 36 ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞
★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理2019　


（22：00-23：55） 狩人の悪夢　後編（終）
★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃11　（23：55-0：00）


★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ７５
★ ＨＤ 字 深夜食堂 5


字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 153 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 154 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 155 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 6 （22：30-0：40）


（23：25-1：05） ＨＤ 寄生獣　セイの格率 13
ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 35 ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


ＨＤ 寄生獣　セイの格率 14
＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 36


★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ５２ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 15


ＨＤ 字 稲川淳二の怪談グランプリ2012 ＨＤ 稲川淳二の怪談グランプリ2017 ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ７４ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 16
ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 33 （1：05-2：20）


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 17


ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 34


（1：30-2：50） ＨＤ 寄生獣　セイの格率 18
★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃23　（2：50-3：00） ＨＤ 字 稲川淳二の怪談グランプリ2019　


《ネ申テレビリクエストセレクション》 下剋上バトル！歴代チャンピオンＶＳ令和怪談師


★ 字 Shimura X　セレクト放送 33 ＨＤ （新）ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１１ 1 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン２７ 4 情報番組 （0：40-3：20）


（2：20-3：55） ＨＤ 寄生獣　セイの格率 19


★ 字 ドリフ大爆笑 90 ★ 字 ドリフ大爆笑 91 ★ 字 ドリフ大爆笑 92 ★ ＨＤ 劇場版　教科書にないッ！４
Ｋａｒｔｅ： ＨＤ 寄生獣　セイの格率 20


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 28


ＨＤ 寄生獣　セイの格率 21


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 29
（3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55） ＨＤ 寄生獣　セイの格率 22


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 30
ＨＤ 寄生獣　セイの格率 23


★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 80 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 81 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 82 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 83 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 31
ＨＤ 寄生獣　セイの格率（終） 24


（3：55-5：55）
（4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00） ★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃12（終）　（5：55-6：00） （3：20-6：00）


※都合により放送内容が変更されることがあります。
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ファミリー劇場　２０２１年７月番組表 ［５]


★・・・初回放送　


7/26（月） 7/27（火） 7/28（水） 7/29（木） 7/30（金） 7/31（土）








６.005マーウェン
８.005家族を想うとき
10.005DEVILS～金融の悪魔～
	 ①②
０.155DEVILS～金融の悪魔～
	 ③④
２.20　『DEVILS～金融の悪魔～』
	 アレッサンドロ・ボルギ＆
	 パトリック・デンプシー対談
２.455赦しのちから
５.005ミュータント・
	 タートルズ（2014）
７.005ザ・ウェイバック
９.005ブレイキング・イン
10.455エスケープ・ルーム（2019）
０.455ジョン・F・ドノヴァンの


死と生
３.005アニタ	
	 ～世紀のセクハラ事件～
５.005侵入する男


６.005ブラック	アンド	ブルー
８.005エジソンズ・ゲーム
10.00　映画	ひつじのショーン	～バ


ック・トゥ・ザ・ホーム～
11.305映画	ひつじのショーン	


UFOフィーバー！
１.005ビカミング・ア・ゴッド③
今観るべき傑作韓国映画17選
２.005暗数殺人
４.005インサイダーズ／
	 内部者たち
６.305ジュディ	虹の彼方に
	 レニー・ゼルウィガーi
８.455新感染	ファイナル・
	 エクスプレス
11.005ビカミング・ア・ゴッド④
０.005DEVILS～金融の悪魔～④
１.155TENET	テネット
４.005フォークロア：母の愛
５.005フォークロア：TATAMI


６.005ナンシー・ドリューと
	 秘密の階段
７.455黒い司法	0％からの奇跡
10.05　『黒い司法	0％からの奇跡』


キャスト独占インタビュー
10.20　IN	FOCUS
10.305ストーリー・オブ・マイラ


イフ／わたしの若草物語
今観るべき傑作韓国映画17選
１.005チェイサー（2008）
３.155アス
５.305ハーレイ・クインの華麗


なる覚醒	Birds	of	Prey
７.305ニュー・ミュータント
９.155サラブレッド
11.00　牡丹燈籠
０.455ビカミング・ア・ゴッド④
１.455悪人伝
３.455フォークロア：名もなき者
４.455フォークロア：POB


６.005野性の呼び声
８.005スキャンダル（2019）
10.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実①②
０.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実③④
２.005ナイブズ・アウト／
	 名探偵と刃の館の秘密
４.305ブリッジ・オブ・スパイ
	 トム・ハンクスi
７.005ソニック・ザ・ムービー
	 gベン・シュワルツ


メガヒット９
９.005僕のワンダフル・
	 ジャーニー
	 デニス・クエイドi
11.005ミッドサマー
１.455ジョイ
４.005フォークロア：トヨール
５.005フォークロア：モンダル


６.455ルーシー・イン・ザ・スカイ
９.005シェイクスピアの庭
11.005オフィシャル・
	 シークレット
１.005ニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑧
２.05　『ニュー・ポープ	悩める新教皇』
	 注目ポイント【舞台ウラ篇】
今観るべき傑作韓国映画17選
２.155The	Witch／魔女
４.305監獄の首領
６.455博士と彼女のセオリー
９.005レ・ミゼラブル（2019）
11.005ニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑨I
０.155サスペリア（2018）
３.005マザーレス・ブルックリン
５.30　エドワード・ノートン	


独占インタビュー
５.455ペット・セメタリー（2019）


７.45　ゲーム・チェンジ	
	 大統領選を駆け抜けた女
10.005コスメティック・ウォー	


わたしたちがBOSSよ！
11.305おとなのけんか
１.005ザ・キャプチャー	歪められた真実③
今観るべき傑作韓国映画17選
２.005幼い依頼人
４.155グエムル	－漢江の怪物－
６.305オール・ザ・ウェイ	


JFKを継いだ男
９.005アップグレード
	 ローガン・マーシャル＝


グリーンi
11.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実④
０.005ニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑨I
１.155悪女／AKUJO
３.305ザ・ゴールドフィンチ


６.155エクソダス：神と王
８.50　IN	FOCUS
９.005ジュマンジ／
	 ネクスト・レベル
11.05　『ジュマンジ』キャスト
	 独占インタビュー
11.155世界一不幸せなボクの初恋
１.005DEVILS～金融の悪魔～③
今観るべき傑作韓国映画17選
２.005V.I.P.	修羅の獣たち
４.155哭声／コクソン
７.005ジョン・F・ドノヴァンの


死と生
９.155ジャングルランド
	 チャーリー・ハナムi
11.005DEVILS～金融の悪魔～④
０.155ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実④
１.155哀しき獣
３.455ある戦争


６.30　ヘッド・フル・オブ・
	 ハニー
８.455レ・ミゼラブル（2019）
10.455シェイクスピアの庭
０.455スローターハウス・
	 ルールズ
２.455ハーレイ・クインの華麗


なる覚醒	Birds	of	Prey
４.455ヘレディタリー／継承
７.005エジソンズ・ゲーム
	 ベネディクト・
	 カンバーバッチi
９.005オフィシャル・
	 シークレット
	 キーラ・ナイトレイi
11.005アス
	 ルピタ・ニョンゴi
１.155ライク、シェア、フォロー
３.005魂のゆくえ
５.005キングスマン


６.005レ・ミゼラブル（2019）
８.00　ザ・ボーイ	
	 ～残虐人形遊戯～
９.455IT／イット	THE	END		


“それ”が見えたら、終わり。
０.40　『IT／イット	THE	END』


出演者インタビュー
１.005DEVILS～金融の悪魔～①
２.005ルーシー・イン・ザ・
	 スカイ
４.155STUBER／ストゥーバー
６.005ジェミニマン
	 ウィル・スミスi
８.155サスペリア（2018）
	 ダコタ・ジョンソンi
11.005DEVILS～金融の悪魔～②
０.105ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実②
１.155ヘレディタリー／継承
３.305ザ・パシフィック⑤⑥


６.005トーテム	呪いの首飾り
７.455ターミネーター：
	 ニュー・フェイト
10.00　『ターミネーター』スタッフ


＆キャストインタビュー
10.20　『ターミネーター』製作の裏側SP
11.005エスケープ・ルーム（2019）
０.50　キルスティン・ダンスト
	 独占インタビュー
１.005ビカミング・ア・ゴッド①
２.005マザーレス・ブルックリン
４.30　エドワード・ノートン独占インタビュー
４.455スキャンダル（2019）
６.455ある戦争
９.005グランド・ブダペスト・ホテル
11.005ビカミング・ア・ゴッド②
０.005DEVILS～金融の悪魔～②
１.105ナイブズ・アウト／
	 名探偵と刃の館の秘密
３.305ザ・パシフィック⑦⑧


６.005おとなのけんか
７.305コスメティック・ウォー	


わたしたちがBOSSよ！
９.005アニタ	
	 ～世紀のセクハラ事件～
11.005デンジャラス・ラン
１.005ジョン・F・ドノヴァンの


死と生
３.155永遠の僕たち
５.005ペット2
６.455ジョイ
	 ジェニファー・ローレンスi
９.005ザ・キッチン
	 メリッサ・マッカーシーi


金曜HORROR穴
11.005ロッジ	－白い惨劇－
１.005ビカミング・ア・ゴッド②
２.005ペット・セメタリー


（2019）
４.005ザ・パシフィック⑨⑩I


６.305侵入する男
今観るべき傑作韓国映画17選
８.155奴隷の島、消えた人々
９.455哀しき獣
０.155悪人伝
２.155スウィング・キッズ（2018）
４.455エクストリーム・ジョブ
６.455新感染	ファイナル・
	 エクスプレス
	 コン・ユi
９.005長沙里9.15
	 キム・ミョンミンi
11.005悪女／AKUJO
	 キム・オクビンi
１.20　IN	FOCUS
１.305ジュマンジ／ネクスト・


レベル
３.35　『ジュマンジ』キャスト	


独占インタビュー
３.455エクソダス：神と王


７.005ハロウィン（2018）
９.005野性の呼び声
11.005ソニック・ザ・ムービー
０.50　『ニュー・ポープ	悩める新教皇』
	 注目ポイント【舞台ウラ篇】
１.005ニュー・ポープ	悩める新教皇⑥
２.005黒い司法	0％からの奇跡
４.20　『黒い司法	0％からの奇跡』


キャスト独占インタビュー
４.305トールキン	旅のはじまり
６.305侵入する男
８.305ワイルド・スピード／
	 スーパーコンボ
11.005ニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑦
０.15　映画	ひつじのショーン		


～バック・トゥ・ザ・ホーム～
１.455映画	ひつじのショーン	


UFOフィーバー！
３.305ザ・パシフィック①②


６.005ブレイクスルー	
	 奇跡の生還
８.155きっと、星のせいじゃない。
10.305ブリッジ・オブ・スパイ
１.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実①
２.005ジュディ	虹の彼方に
４.20　ホアキン・フェニックス


独占インタビュー
４.305ジョーカー
６.35　トッド・フィリップス	


監督独占インタビュー
６.45　ゲーム・チェンジ		


大統領選を駆け抜けた女
９.005ザ・ウェイバック
11.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実②
０.005ニュー・ポープ	悩める新教皇⑦
１.155赦しのちから
３.305ザ・パシフィック③④


６.155きっと、星のせいじゃない。
８.305ワイルド・スピード／
	 スーパーコンボ
11.005ターミネーター4
１.005ターミネーター：
	 ニュー・フェイト
３.305グランド・ブダペスト・


ホテル
５.20　IN	FOCUS
５.305ストーリー・オブ・マイラ


イフ／わたしの若草物語
８.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド①
９.005追想（2017）
11.005スケアリーストーリーズ	


怖い本
１.005ペット2
２.455ブレイクスルー	
	 奇跡の生還
５.005ボディカメラ


６.455オール・ザ・ウェイ	
JFKを継いだ男


９.155ニュー・ミュータント
11.005ザ・ウェイバック
１.005DEVILS～金融の悪魔～②
今観るべき傑作韓国映画17選
２.105新感染	ファイナル・
	 エクスプレス
４.305悪人伝
６.305ボディカメラ
８.155ザ・ゴールドフィンチ
	 アンセル・エルゴートi
11.005DEVILS～金融の悪魔～③
０.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実③
１.005天使と悪魔
	 ［エクステンデッド版］
３.35　『ニュー・ポープ	悩める新教皇』


注目ポイント【美術篇】
３.455ブリッジ・オブ・スパイ


６.155ジョイ
８.305赦しのちから
10.455ジェミニマン
１.005ビカミング・ア・ゴッド②
今観るべき傑作韓国映画17選
２.005エクストリーム・ジョブ
４.005奴隷の島、消えた人々
５.455IT／イット	THE	END	
	 “それ”が見えたら、終わり。
８.40　『IT／イット	THE	END』


出演者インタビュー
９.005野性の呼び声
	 ハリソン・フォードi
11.005ビカミング・ア・ゴッド③
０.005DEVILS～金融の悪魔～③
１.005インフェルノ（2016）
	 トム・ハンクスi
３.155コスメティック・ウォー	


わたしたちがBOSSよ！
４.455ロッジ	－白い惨劇－


６.455スローターハウス・
	 ルールズ
８.405ソニック・ザ・ムービー
10.305ナイブズ・アウト／
	 名探偵と刃の館の秘密
STAR	CHANNEL	MOVIES
超最速独占プレミア放送


１.00547歳	人生のステータス
３.005スクール・オブ・ロック
５.005弱虫スクービーの大冒険
６.455ある少年の告白
８.50　IN	FOCUS
９.005ハロウィン（2018）


金曜HORROR穴
11.005レディ・オア・ノット
	 サマラ・ウィービングi
０.455ビカミング・ア・ゴッド③
１.45　ザ・ボーイ	～残虐人形遊戯～
３.155ウエスタン・スターズ
５.155アンダーウォーター


今観るべき傑作韓国映画17選
７.005チェイサー（2008）
	 キム・ユンソクi
９.155インサイダーズ／
	 内部者たち
	 イ・ビョンホンi
11.455監獄の首領
	 ハン・ソッキュi
２.005哭声／コクソン
	 クァク・ドウォンi
４.455暗数殺人
	 キム・ユンソクi
６.455グエムル	－漢江の怪物－
	 ソン・ガンホi
９.005幼い依頼人
	 イ・ドンフィi
11.155The	Witch／魔女
	 キム・ダミi
１.305V.I.P.	修羅の獣たち
３.455黒い司法	0％からの奇跡


７.155STUBER／ストゥーバー
９.00　ゲーム・チェンジ		


大統領選を駆け抜けた女
11.105ミュータント・
	 タートルズ（2014）
１.005ニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑦
今観るべき傑作韓国映画17選
２.155悪女／AKUJO
４.305哀しき獣
７.005家族を想うとき
９.005スキャンダル（2019）
	 シャーリーズ・セロンi
11.005ニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑧
０.05　『ニュー・ポープ	悩める新教皇』
	 注目ポイント【衣装篇】
０.155ミッドサマー
３.005マーウェン
５.155ブラック	アンド	ブルー


７.155ブルー・ストーリー
９.005ザ・キッチン
11.005スケアリーストーリーズ	


怖い本
１.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実②
今観るべき傑作韓国映画17選
２.005長沙里9.15
４.005スウィング・キッズ（2018）
６.305世界一不幸せなボクの初恋
８.155TENET	テネット
	 ジョン・デヴィッド・
	 ワシントンi
11.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実③
０.005ニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑧
１.155ダ・ヴィンチ・コード
	 ［エクステンデッド版］
４.305ターミネーター4


７.005追想（2017）
９.005ある戦争
11.155永遠の僕たち
１.005ニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑨I
２.155ターミネーター4
４.30　ザ・ボーイ	
	 ～残虐人形遊戯～
６.155エクソダス：神と王
ナチス支配の影に隠された
知られざる実話たち


９.005ふたつの名前を持つ少年
	 アンジェイ・トカチi
11.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド①
０.00　アレッサンドロ・ボルギ＆	


パトリック・デンプシー対談
０.30　『ターミネーター』スタッフ


＆キャストインタビュー
（1.00～7.00放送休止）


７.005デンジャラス・ラン
９.155エクストリーム・ジョブ
11.155ペット2
１.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実④
２.005僕のワンダフル・
	 ジャーニー
４.005ザ・ゴールドフィンチ
６.455ストーリー・オブ・マイラ


イフ／わたしの若草物語
９.155少女ファニーと運命の旅
	 レオニー・スーショーi
11.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実⑤
０.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド①
１.005インサイダーズ／
	 内部者たち
３.305IT／イット	THE	END	
	 “それ”が見えたら、終わり。


６.305The	Witch／魔女
８.455ブルー・ストーリー
10.305スウィング・キッズ（2018）
１.005DEVILS～金融の悪魔～④
２.155ライク、シェア、フォロー
４.005ナンシー・ドリューと
	 秘密の階段
５.455ダ・ヴィンチ・コード
	 ［エクステンデッド版］
９.005こころに剣士を
11.005DEVILS～金融の悪魔～⑤
０.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実⑤
１.005幼い依頼人
３.155ターミネーター：
	 ニュー・フェイト
５.30　『ターミネーター』スタッフ


＆キャストインタビュー
５.50　『ターミネーター：ニュー


・フェイト』製作の裏側SP


６.305ミッドサマー
９.155サラブレッド
STAR	CHANNEL	MOVIES
超最速独占プレミア放送


11.00547歳	人生のステータス
１.005ビカミング・ア・ゴッド④
２.005魂のゆくえ
４.005エジソンズ・ゲーム
６.005天使と悪魔
	 ［エクステンデッド版］
	 トム・ハンクスi
ナチス支配の影に隠された
知られざる実話たち


８.455ちいさな独裁者
	 マックス・
	 フーバッヒャーi
11.005ビカミング・ア・ゴッド⑤
０.105DEVILS～金融の悪魔～⑤
１.155長沙里9.15
３.155サスペリア（2018）


６.005博士と彼女のセオリー
８.155アップグレード
10.155哭声／コクソン
１.005グランド・ブダペスト・


ホテル
２.455ウエスタン・スターズ
	 ブルース・
	 スプリングスティーンi
４.455おとなのけんか
６.155インフェルノ（2016）
	 トム・ハンクスi
ナチス支配の影に隠された
知られざる実話たち


８.305栄光のランナー／
	 1936ベルリン


金曜HORROR穴
11.00　ウィッカーマン（1973）
０.455ビカミング・ア・ゴッド⑤
２.005V.I.P.	修羅の獣たち
４.155ジェミニマン


６.305ヘレディタリー／継承
９.005ジャングルランド
ナチス支配の影に隠された
知られざる実話たち


10.455栄光のランナー／
	 1936ベルリン
１.155こころに剣士を
３.005少女ファニーと運命の旅
４.455ふたつの名前を持つ少年
６.455ちいさな独裁者
	 マックス・
	 フーバッヒャーi


メガヒット９
９.005デッド・ドント・ダイ
	 ビル・マーレイi
11.005ワイルド・スピード／
	 スーパーコンボ
１.305アス
３.455ルーシー・イン・ザ・
	 スカイ


７.305弱虫スクービーの大冒険
９.155ダ・ヴィンチ・コード
	 ［エクステンデッド版］
０.155天使と悪魔
	 ［エクステンデッド版］
	 トム・ハンクスi
２.455インフェルノ（2016）
	 トム・ハンクスi
５.005ウエスタン・スターズ
	 ブルース・
	 スプリングスティーンi
７.005スクール・オブ・ロック
	 ジャック・ブラックi
STAR	CHANNEL	MOVIES
超最速独占プレミア放送


９.00547歳	人生のステータス
	 ベン・スティラーi
11.005デンジャラス・ラン
	 デンゼル・ワシントンi


（1.00～7.00放送休止）


６.005恐怖のセンセイ
８.005スケアリーストーリーズ	


怖い本
10.005ある少年の告白
０.155ナンシー・ドリューと
	 秘密の階段
２.005アップグレード
４.005TENET	テネット
	 ジョン・デヴィッド・
	 ワシントンi
６.455マーウェン
	 スティーヴ・カレルi


メガヒット９
９.005ジュディ	虹の彼方に
	 レニー・ゼルウィガーi
11.155キングスマン
	 コリン・ファースi
１.455ニュー・ミュータント
３.305博士と彼女のセオリー
５.455ブルー・ストーリー


６.005ボディカメラ
７.455永遠の僕たち
９.305アンダーウォーター
11.155アングリーバード2
１.005ブライトバーン／
	 恐怖の拡散者
２.455追想（2017）
４.455アニタ	～世紀のセクハ


ラ事件～
６.455きっと、星のせいじゃない。
９.005家族を想うとき
10.50　『ビカミング・ア・ゴッド』キルス
	 ティン・ダンスト独占インタビュー
11.005ビカミング・ア・ゴッド①
０.005DEVILS～金融の悪魔～①
１.05　IN	FOCUS
１.155ゾンビランド：
	 ダブルタップ
３.00　ヘッド・フル・オブ・ハニー
５.155世界一不幸せなボクの初恋


７.005魂のゆくえ
９.005ライク、シェア、フォロー
10.505ブラック	アンド	ブルー
０.50　IN	FOCUS
１.005ジュマンジ／
	 ネクスト・レベル
３.05　『ジュマンジ』キャスト独占インタビュー
３.155エスケープ・ルーム（2019）
５.155トーテム	呪いの首飾り
７.005シェイクスピアの庭
９.005ミュータント・
	 タートルズ（2014）
	 ミーガン・フォックスi


金曜HORROR穴
11.00　秘録怪猫伝
０.305ビカミング・ア・ゴッド①
１.305オール・ザ・ウェイ	


JFKを継いだ男
４.005スローターハウス・
	 ルールズ


火 水 木 金 土 日月
2


11


18


25


7 8 9 10


14 15 16 17


22 23 2419 20 21


5 6


12 13


26 27 28 29 30 31


431


『デッド・ドント・ダイ』 7/31
©2019 IMAGE ELEVEN PRODUCTIONS， INC. ALL RIGHTS RESERVED.
ARTWORK ©2019 FOCUS FEATURES LLC.


『長沙里9.15』 7/10・13・29
©2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved


『ジュディ　虹の彼方に』 7/3・6・22
© Pathé Productions Limited And British Broadcasting Corporation 
2019


見逃せない最新メガヒット映画
をお届けします。


※リピート放送：翌週火曜 午後


『ジュディ 虹の彼方に』
『長沙里9.15』
『幼い依頼人』
『僕のワンダフル・ジャーニー』
『デッド・ドント・ダイ』


全5作品


メガヒット9
毎週土曜 よる9:00


近年、米アカデミー賞を賑わせ
ている韓国映画にフォーカス！一
度観たら病みつきになる、今観
るべき傑作を一挙放送します。


7/10（土）あさ8:15〜 ＆ 7/17（土）
あさ7:00〜 一挙放送


7/12（月）〜7/15（木） ＆ 
7/19（月）〜7/23（祝・金）


午後2:00頃〜 連日放送
『長沙里9.15』
『幼い依頼人』
『新感染 ファイナル・エクスプレス』
『悪人伝』ほか


全17作品


今観るべき傑作韓国
映画17選


『47歳　人生のステータス』 7/4・16・29
© 2017 Amazon Content Services LLC and Kimmel Distribution LLC


アカデミー賞受賞（『ムーンライ
ト』）製作陣と主演ベン・スティラ
ー（『ナイト ミュージアム』）がす
べての悩める大人たちへ贈る、
2021年最高の人生賛歌！50代
を目前に、人生後半戦を歩み始
める中年男性の悲哀と再生を温
かく描く。


7/4（日）よる9:00〜
7/16（金）午後1:00〜 ほか


STAR CHANNEL MOVIES
「47歳　人生のステータス」


超最速独占プレミア放送


※オールハイビジョン放送、ワイドスクリーン（4：3を除く）　C日本語吹替え映画　55.1chサラウンド　8画面比率4：3　Dモノクロ　Cインターミッション（途中休憩あり）
※放送時間・番組内容は変更する場合がございます。 ※ご視聴方法によっては、ハイビジョン放送と5.1chサラウンドステレオが適用されない場合がございますのでご了承ください。 ※ゴールドの番組は無料放送。


https://star-ch.jp


最新映画・海外ドラマ満載の
プレミアムチャンネル7 2021


JUL








7 [JULY] TIME TABLE  ハイビジョン番組　 ワイド画面　 モノクロ　 パートカラー　  無声映画


 日本字幕放送　  音声解説　※ #後の数字は回数　※外国作品は日本語字幕版


4 
Tonhon Chonlatee #5・#6 
HIStory4 隣のきみに恋して
～Close to You #7 
韓チャン！ #150 
男はつらいよ　寅次郎春の夢 


番組案内 
となりの真理ちゃん  
#13～#16
ミュージカル「ブラック メリー
ポピンズ」(2016年公演） 
ロック・ミュージカル「SONG OF 
SOULS ～慶長幻魔戦記～」 
番組案内 
涙のあとから微笑みが 
花のお江戸の釣りバカ日誌 
体操しようよ 
週刊K-POPアイドル #500 
韓音 
SOTUS S #3・#4 
ジャングルの法則　
パラワン編 #8 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー 
in 日活ロマンポルノ #97 
看護女子寮 いじわるな指 


5:00
7:00


8:00
8:15


10:15
10:30


11:00


2:45


5:15
5:30
7:00
9:00
11:00
0:00
0:15
2:15


3:15


3:30


2
韓チャン！ #151 
裸足の友達 #5 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#5 
週刊K-POPアイドル #488 
＜シネマ歌舞伎＞『京鹿子娘
二人道成寺』 
柳家小さん「刀屋」 
学園祭の夜　甘い経験 
島育ち 
週刊K-POPアイドル #499 
韓チャン！ #150 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #219 
恋飛脚大和往来　封印切 
熊野 
映画「ハニーレモンソーダ」
公開記念特番 
人間失格 
番組案内 
韓流スタージャックＳ★BDC 後編 
僕を溶かしてくれ #14 
暗行御史：朝鮮秘密捜査団
（原題）#15・#16 
グラビアアイドル最前線！ 
怪談回春荘　こんな私に入居して 
番組案内 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #531 


4:45
5:00
6:30


7:00
8:00


9:15
9:45
11:15
1:00
2:00
2:15


4:00
5:30
6:30


7:00
9:15
9:30
9:45
11:00


1:30
1:45
3:00
3:15


3
韓チャン！ #150 
NEW SOTUS S #1・#2 
In Time With You
～君の隣に～ #3・#4 
春風亭三朝「粗忽の釘」 
赤ちょうちん 
花吹雪はしご一家  #3
とび出せ！真理ちゃん  #22
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル
～漂亮書生～ #17・#18 
花の都に虎（とら）われて
～The Romance of Tiger 
and Rose～ #19・#20 
KING OF PRISM SUPER LIVE
MUSIC READY SPARKING！ 
王室教師ハイネ
-THE MUSICAL Ⅱ- 
こんなにも君が好きで 
-goodbye mother- 
In Time With You
～君の隣に～ #5・#6 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー
in 日活ロマンポルノ #97 
白い指の戯れ 
消された刑事 


4:45
5:00
7:00


9:00
9:45
11:30
0:30
1:00


3:00


5:00


7:00


10:00


0:00


2:00


2:15
3:45


1
韓チャン！ #150 
裸足の友達 #4 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#4 
成化十四年～都に咲く秘密～#28 
硝煙の新天地  
窓から飛び出せ   
娘の修学旅行   
韓流スタージャックＳ★BDC 後編 
僕を溶かしてくれ #12 
暗行御史：朝鮮秘密捜査団
（原題） #13・#14 
助六曲輪初花桜  
柳家さん喬「浜野矩随」 
グラスホッパー 
映画「ハニーレモンソーダ」
公開記念特番 
僕を溶かしてくれ #13 
夕食、一緒に食べませんか？
#15・#16 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー
in 日活ロマンポルノ #97 
おとこ喰い   第二情
グラビアアイドル最前線！ 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン#218 
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グラビアアイドル最前線！ 
裸足の友達 #6 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#6 
成化十四年～都に咲く秘密～#29 
喜劇　男の腕だめし 
瀬戸はよいとこ花嫁観光船 
林家たい平「二番煎じ」 
エンドローラーズ 
番組案内 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #25 
黒薔薇の家 #53～#56 
通し狂言 染模様恩愛御書　
細川の男敵討（前編）  
古今亭菊之丞「紙入れ」 
男はつらいよ　翔んでる寅次郎 
とび出せ！真理ちゃん  #23
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル
～漂亮書生～ #19・#20 
Tonhon Chonlatee #7・#8 
＜アンコール＞韓流スタージャックＳ★
ホ・ジョンミン 前編・後編 
HIStory4 隣のきみに恋して
～Close to You #8 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #512 


4:45
5:00
6:30


7:00
7:45
9:30
11:15
11:45
0:15
0:30


1:30
4:00


6:00
6:30
8:30
9:00


11:00
1:00


1:30


2:30


11
「SOTUS／ソータス」スペシャル編 
Tonhon Chonlatee
#7・#8 
HIStory4 隣のきみに恋して
～Close to You #8 
韓音 
花のお江戸の釣りバカ日誌 
番組案内 
となりの真理ちゃん #17～#20
硝煙の新天地  
アントニーとクレオパトラ 
M&Oplaysプロデュース
「白昼夢」 
大空ゆうひBirthdayLive2019
～梅雨ノハレマ～ 
2021 ASTRO JAPAN 
ONLINE FANMEETING
 - All Yours - 
週刊K-POPアイドル #501 
韓チャン！ #151 
SOTUS S #5・#6 
ジャングルの法則　
パラワン編 #9 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー 
in 日活ロマンポルノ #98 
若妻日記 悶える 
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裸足の友達 #10 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#10
（前半ダイジェスト） 
週刊K-POPアイドル #489 
＜シネマ歌舞伎＞
『野田版 鼠小僧』 
柳亭市好「加賀の千代」 
女ざかり 
映画「ハニーレモンソーダ」
公開記念特番 
週刊K-POPアイドル #500 
韓流スタージャックＳ★BDC 後編 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #220 
曽根崎心中 
番組案内 ［歌舞伎］ 
旅の重さ 
体操しようよ 
僕を溶かしてくれ #16 
SOTUS／ソータス 
#7～#12 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #532 
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7 
韓チャン！ #150 
韓流スタージャックＳ★BDC 後編 
裸足の友達 #8 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#8 
成化十四年～都に咲く秘密～#31 
ふれあい 
金閣寺   
春風亭正太郎（現・柳枝）「船徳」 
韓チャン！#151 
僕を溶かしてくれ #13 
夕食、一緒に食べませんか？ 
#15・#16 
仮名手本忠臣蔵　祇園一力
茶屋の場（平右衛門＝海老蔵　
お軽＝菊之助） 
釣りバカ日誌１０ 
花吹雪はしご一家  #4
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #27・#28 
ゾンビ探偵（原題）#3・#4 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー
in 日活ロマンポルノ#97 
ＯＬハンター　女泣かせの指 
グラビアアイドル最前線！ 
大魔神逆襲 
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韓音 
SOTUS S #3・#4 
In Time With You 
～君の隣に～ #5・#6 
映画「ハニーレモンソーダ」
公開記念特番 
桂宮治「七段目」 
窓から飛び出せ   
花吹雪はしご一家  #4
とび出せ！真理ちゃん  #23
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル
～漂亮書生～ #19・#20 
花の都に虎（とら）われて
～The Romance of Tiger 
and Rose～ #21・#22 
「マーダーミステリーシアター　
演技の代償」
（2021/2/20  14時公演）  
ミュージカル「生きる」2020年
（主演：鹿賀丈史） 
GONIN サーガ 
番組案内 
In Time With You 
～君の隣に～ #7・#8 
SOTUS／ソータス
#13～#15 
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番組案内 
裸足の友達 #9 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#9 
成化十四年～都に咲く秘密～
#32 
ＳＡＤＡ 
番組案内 
千姫御殿 
韓チャン！ #151 
僕を溶かしてくれ #14 
暗行御史：朝鮮秘密捜査団
（原題） #15・#16 
井伊大老 
蝶の道行 
幡隨院長兵衛   
オズランド　
笑顔の魔法おしえます。 
僕を溶かしてくれ #15 
スタート  SOTUS／ソータス 
#1～#6 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #219 
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昔昔亭桃太郎「春雨宿」 
韓音 
裸足の友達 #7 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#7 
成化十四年～都に咲く秘密～#30 
晴れ姿勢揃い 剣侠五人男 
刑事部屋   
林家彦いち「長島の満月」 
ラララ・ランドリー 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ姫君～ #26 
NEW  ゾンビ探偵（原題）
#1・#2 
通し狂言 染模様恩愛御書　
細川の男敵討（後編）  
銘作左小刀　京人形 
弥次喜多漫才道中 
化け姫騒動の巻 
スペシャルアクターズ 
花の都に虎（とら）われて～The Romance
of Tiger and Rose～ #21・#22 
黒薔薇の家 #57～#60 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー
in 日活ロマンポルノ #97 
看護婦日記　いたずらな指 
グラビアアイドル最前線！ 
ジャングルの法則　パラワン編#9 
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グラビアアイドル最前線！ 
裸足の友達 #16 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#16 
成化十四年～都に咲く秘密～#37 
春風亭正太郎（現・柳枝）「船徳」 
窓から飛び出せ   
島育ち 
昔昔亭桃太郎「春雨宿」 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #29 
黒薔薇の家 #61～#64 
仮名手本忠臣蔵　祇園一力茶屋の場
（平右衛門＝海老蔵　お軽＝菊之助） 
柳亭市好「加賀の千代」 
釣りバカ日誌１０ 
とび出せ！真理ちゃん  #25
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル～
漂亮書生～ #23・#24 
SF9 2019 1st Hall Tour 
in Japan - RPM - 
韓チャン！ #151 
映画「ハニーレモンソーダ」
公開記念特番 
HIStory4 隣のきみに恋して
～Close to You #10 
林家彦いち「長島の満月」 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #514 
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U-KISS Christmas Fan 
Event 2018～Glory～ 
HIStory4 隣のきみに恋して
～Close to You #10 
だんだんこ  
体操しようよ 
手話の部屋 
となりの真理ちゃん #21～#24


學蘭歌劇 『帝一の國』 
【第二章】學蘭歌劇『帝一の國』
-決戦のマイムマイム- 
【最終章】學蘭歌劇『帝一の國』
－血戦のラストダンス－ 
學蘭歌劇『帝一の國』
－大海帝祭－ 


柳家やなぎ「牛ほめ」 
週刊K-POPアイドル #503 
韓音 
SOTUS S #9・#10 
ジャングルの法則　
ワイルド・コリア編 #2 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー
in 日活ロマンポルノ#98 
ＯＬ官能日記 あァ！私の中で 
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韓チャン！ #152 
裸足の友達 #20 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#20
（後半ダイジェスト） 
週刊K-POPアイドル #491 
漫才長屋に春が来た   
硝煙の新天地  
番組案内 
男はつらいよ　寅次郎春の夢 


週刊K-POPアイドル#502 
韓音 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #222 
番組案内 
通し狂言 染模様恩愛御書　
細川の男敵討（後編）  
茶壺 
ふれあい 
中川晃教 LIVE2021 
in YOKOHAMA 
韓流スタージャックＳ★BDC 後編 
夫婦の世界 #4 
哲仁王后（原題）#3・#4 
素っ裸の青春 
韓チャン！ #151 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #534 
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韓流スタージャックＳ★BDC 後編 
韓チャン！ #152 
裸足の友達 #18 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#18 
成化十四年～都に咲く秘密～#39 
神田川   
柳家喬太郎「結石移動症」 
花のお江戸の釣りバカ日誌 
NEW  夫婦の世界 #1 
NEW  私たち、家族です 
～My Unfamiliar Family～
#1・#2 
助六曲輪初花桜  
＜シネマ歌舞伎＞
『京鹿子娘二人道成寺』 
番組案内 
花吹雪はしご一家  #6
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～#31・#32 
ゾンビ探偵（原題）#7・#8 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー
in 日活ロマンポルノ #98 
若妻日記 悶える 
こんなにも君が好きで 
-goodbye mother- 
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SOTUS S #7・#8 
In Time With You
～君の隣に～#9・#10 
狂言 ござる乃座 59ｔｈ 
悪魔のようなあいつ  #2
花吹雪はしご一家  #6
とび出せ！真理ちゃん  #25
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル
～漂亮書生～ #23・#24 
NEW  狼殿下（原題）
#1・#2 
図夢歌舞伎『忠臣蔵』
大序から三段目 
図夢歌舞伎『忠臣蔵』四段目 
図夢歌舞伎『忠臣蔵』五・六段目 
図夢歌舞伎『忠臣蔵』七段目 
図夢歌舞伎『忠臣蔵』九・十一段目 
番組案内 
グラスホッパー 
In Time With You 
～君の隣に～ #11・#12 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー
in 日活ロマンポルノ #98 
宇能鴻一郎の浮気日記 
刑事部屋   
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裸足の友達 #19 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#19 
成化十四年～都に咲く秘密～#40 
番組案内 
漫才長屋は大騒ぎ   
古今亭菊之丞「紙入れ」 
M&Oplaysプロデュース
「ロミオとジュリエット」 
韓流スタージャックＳ★BDC 後編 
夫婦の世界 #2 
NEW  哲仁王后（原題）
#1・#2 
通し狂言 染模様恩愛御書　
細川の男敵討（前編）  
＜シネマ歌舞伎＞
『野田版 鼠小僧』 
ラララ・ランドリー 
韓チャン！ #152 
夫婦の世界 #3 
私たち、家族です～My Unfamiliar 
Family～#3・#4
グラビアアイドル最前線！ 
官能団地妻 
番組案内 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #221 
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韓チャン！ #151 
裸足の友達 #17 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#17 
成化十四年～都に咲く秘密～
#38 
弥次喜多漫才道中 
腰抜け一家の巻   
瀬戸はよいとこ花嫁観光船 
旅の重さ 
韓チャン！ #152 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #30 
ゾンビ探偵（原題）#5・#6 
曽根崎心中 
番組案内 ［歌舞伎］ 
金閣寺   
悪魔のようなあいつ  #2
NEW  狼殿下（原題）
#1・#2 
黒薔薇の家 #65～#68 
番組案内 
怪談回春荘　こんな私に入居して 
グラビアアイドル最前線！ 
ジャングルの法則　
ワイルド・コリア編 #2 
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グラビアアイドル最前線！ 
裸足の友達 #21 
スタート  We Best Love　
永遠の1位 #1 
成化十四年～都に咲く秘密～#41 
木曜日  
赤ちょうちん 
オズランド 笑顔の魔法おしえます。 
韓チャン！ #151 
韓流スタージャックＳ★BDC 後編 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #31 
黒薔薇の家 #65～#68 
新皿屋舗月雨暈　魚屋宗五郎  
良寛と子守・教草吉原雀 
桂宮治「七段目」 
花のお江戸の釣りバカ日誌 
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル
～漂亮書生～#25・#26 
2019 FTISLAND JAPAN 
ENCORE LIVE -ARIGATO- 
韓音 
柳家小さん「刀屋」 
NEW  Be Loved in House　
約・定～I Do #1・#2 
雷門小助六「七度狐」 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン#515 
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韓音 
裸足の友達 #25 
We Best Love　永遠の1位
#5 
週刊K-POPアイドル #492 
柳家喬太郎「結石移動症」 
釣りバカ日誌１０ 
スペシャルアクターズ 
番組案内 
週刊K-POPアイドル #503 
韓チャン！ #151 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #223 
番組案内 
平家女護島　俊寛 
蝶の道行 
娘の修学旅行   
ＳＡＤＡ   
韓流スタージャックＳ★BDC 後編 
夫婦の世界 #6 
哲仁王后（原題） #5・#6 
映画「ハニーレモンソーダ」
公開記念特番 
柳家さん喬「浜野矩随」 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #535 
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韓音 
韓流スタージャックＳ★BDC 
後編 
裸足の友達 #23 
We Best Love　永遠の1位
#3 
成化十四年～都に咲く秘密～
#43 
喜劇　男の腕だめし 
林家たい平「二番煎じ」 
男はつらいよ　翔んでる寅次郎 
夫婦の世界 #3 
私たち、家族です～My Unfamiliar
Family～#3・#4  
井伊大老 
花の蘭平 
番組案内 
消された刑事 
花吹雪はしご一家  #7
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #33・#34 
ゾンビ探偵（原題）#9・#10 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー
in 日活ロマンポルノ#98 
ＯＬ日記　密猟 
おとこ喰い   第二情
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韓チャン！ #151 
SOTUS S #9・#10 
In Time With You 
～君の隣に～ #11・#12 
ふれあい 
悪魔のようなあいつ  #3
花吹雪はしご一家  #7
古今亭菊之丞「紙入れ」 
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル
～漂亮書生～ #25・#26 
狼殿下（原題） #3・#4 
＜シネマ歌舞伎＞
『三谷かぶき 月光露針路日本 
風雲児たち』 
～崩壊シリーズ～
『リメンバーミー』 
番組案内 
人間失格 
韓チャン！ #152 
In Time With You 
～君の隣に～ #13・#14 
柳家やなぎ「牛ほめ」 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー 
in 日活ロマンポルノ #98 
怪談回春荘　こんな私に入居して 


4:45
5:00
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グラビアアイドル最前線！ 
韓チャン！ #151 
裸足の友達 #24 
We Best Love　永遠の1位
#4 
成化十四年～都に咲く秘密～
#44 
瀬戸はよいとこ花嫁観光船 
柳亭市好「加賀の千代」 
男はつらいよ　寅次郎春の夢 
夫婦の世界 #4 
哲仁王后（原題） #3・#4 
銘作左小刀　京人形 
菅原伝授手習鑑　賀の祝 
エンドローラーズ 
GONIN サーガ 
韓音 
夫婦の世界 #5 
私たち、家族です～My Unfamiliar
Family～#5・#6 
神田川   
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #222 
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韓チャン！ #152 
裸足の友達 #22 
We Best Love　永遠の1位
#2 
成化十四年～都に咲く秘密～
#42 
漫才長屋は大騒ぎ   
漫才長屋に春が来た   
女ざかり 
春風亭三朝「粗忽の釘」 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #32 
ゾンビ探偵（原題）#7・#8 
江戸城総攻　麟太郎と吉之助  
艶容女舞衣　酒屋 
大魔神逆襲 
悪魔のようなあいつ  #3
狼殿下（原題）#3・#4 
黒薔薇の家 #69～#72 
韓チャン！ #151 
グラビアアイドル最前線！ 
ノーパン添乗員　
あなたを握りたい！ 
番組案内 
ジャングルの法則　
ワイルド・コリア編 #3 
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1:45
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グラビアアイドル最前線！ 
裸足の友達 #11 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#11 
成化十四年～都に咲く秘密～#33 
娘の修学旅行   
素っ裸の青春 
雲霧仁左衛門 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #27 
黒薔薇の家 #57～#60 
恋飛脚大和往来　封印切 
花の蘭平 
柳家やなぎ「牛ほめ」 
男はつらいよ　寅次郎春の夢 
とび出せ！真理ちゃん  #24
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル～
漂亮書生～ #21・#22 
Tonhon Chonlatee #9・#10 
＜アンコール＞韓流スタージャックＳ★
SPECTRUM 前編・後編 
HIStory4 隣のきみに恋して
～Close to You #9 
柳家喬太郎「結石移動症」 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #513 
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裸足の友達 #15 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#15 
週刊K-POPアイドル #490 
大魔神逆襲 
涙のあとから微笑みが 
男はつらいよ　翔んでる寅次郎


週刊K-POPアイドル #501 
韓流スタージャックＳ★BDC 
後編 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #221 
番組案内 
菅原伝授手習鑑　賀の祝 
艶容女舞衣　酒屋 
雷門小助六「七度狐」 
グラスホッパー 
夫婦の世界 #2 
NEW  哲仁王后（原題）
#1・#2 
おとこ喰い   第二情
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン#532 
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韓チャン！ #151 
韓音 
裸足の友達 #13 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#13 
成化十四年～都に咲く秘密～
#35 
赤ちょうちん 
ＳＡＤＡ   
柳家小さん「刀屋」 
僕を溶かしてくれ #15 
人間失格 
番組案内 
新皿屋舗月雨暈　魚屋宗五郎  
茶壺 
瀬戸はよいとこ花嫁観光船 
花吹雪はしご一家  #5
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #29・#30 
ゾンビ探偵（原題）#5・#6 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー 
in 日活ロマンポルノ #98 
宇能鴻一郎の浮気日記 
弥次喜多漫才道中 
化け姫騒動の巻   
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韓チャン！ #151 
SOTUS S #5・#6 
In Time With You 
～君の隣に～ #7・#8 
＜シネマ歌舞伎＞
『喜撰／棒しばり』 
スタート  悪魔のようなあいつ #1
花吹雪はしご一家  #5
とび出せ！真理ちゃん  #24
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル
～漂亮書生～ #21・#22 
花の都に虎（とら）われて～The Romance
of Tiger and Rose～ #23・#24 
「マーダーミステリーシアター　
演技の代償」
（2021/2/20  19時公演） 
M&Oplaysプロデュース
「家族の基礎～大道寺家の人々～」 
体操しようよ 
In Time With You 
～君の隣に～ #9・#10 
韓音 
柳家さん喬「浜野矩随」 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー
in 日活ロマンポルノ#98 
ＯＬ官能日記 あァ！私の中で 
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5:00
7:00
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3:15
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弥次喜多漫才道中 
腰抜け一家の巻   
裸足の友達 #14 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#14 
成化十四年～都に咲く秘密～#36 
女ざかり 
刑事部屋   
春風亭三朝「粗忽の釘」 
僕を溶かしてくれ #16 
映画「ハニーレモンソーダ」
公開記念特番 
こんなにも君が好きで 
-goodbye mother- 
江戸城総攻　麟太郎と吉之助  
良寛と子守・教草吉原雀 
林家たい平「二番煎じ」 
番組案内 
スペシャルアクターズ 
韓音 
韓チャン！ #150 
NEW  夫婦の世界 #1 
NEW  私たち、家族です
～My Unfamiliar Family～
#1・#2 
グラビアアイドル最前線！ 
ノーパン添乗員　あなたを握りたい！ 
番組案内 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #220 
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韓流スタージャックＳ★BDC 
後編 
裸足の友達 #12 
密着バラエティ「生（なま）ヒョン
ジュン シーズン２」#12 
成化十四年～都に咲く秘密～#34 
弥次喜多道中記（1938年）   
消された刑事 
喜劇　男の腕だめし 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #28 
ゾンビ探偵（原題）#3・#4 
平家女護島　俊寛 
熊野 
学園祭の夜　甘い経験 
スタート  悪魔のようなあいつ #1
花の都に虎（とら）われて
～The Romance of Tiger 
and Rose～ #23・#24 
黒薔薇の家 #61～#64 
グラビアアイドル最前線！ 
官能団地妻 
韓チャン！ #150 
NEW  ジャングルの法則　
ワイルド・コリア編 #1 
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グラビアアイドル最前線！ 
Tonhon Chonlatee 
#9・#10 
HIStory4 隣のきみに恋して
～Close to You #9 


こまつ座「日の浦姫物語」 
舞台「+GOLD FISH」 
花組芝居「黒蜥蜴 黒天使組」 
M&Oplaysプロデュース
「二度目の夏」 
音楽劇「銀河鉄道の夜2020」 
オフィス３○○「私の恋人」 


エンドローラーズ 
映画「ハニーレモンソーダ」
公開記念特番 
週刊K-POPアイドル #502 
韓チャン！ #152 
SOTUS S #7・#8 
NEW  ジャングルの法則　
ワイルド・コリア編 #1 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー 
in 日活ロマンポルノ #98 
ＯＬ日記　密猟 
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3:30


毎月第3日曜日はどっぷりステージDAY


學蘭歌劇 『帝一の國』シリーズ一挙放送！


MON WED  THU FRI  SAT  SUN TUE


番組に関するお問い合わせ
受付時間10:00～20:00（年中無休）


0570-001-444
衛星劇場カスタマーセンター


IP電話のお客様は


03-6741-7535


最新情報はこちらから！


SNS・公式アカウント
● Twitter： @EISEI_GEKIJO
● L I N E：韓流LINE：@kvs0241o   
  舞台LINE：@vnq4522t
● インスタグラム、Facebook、youtube
　  eiseigekijo 


衛星劇場
HP


※一部のケーブルテレビはハイビジョン放送ではございま
せん。※都合により番組内容、放送時間を変更させてい
ただくことがあります。ご了承ください。※視聴年齢制限が
設けてある作品があります。事前にお手続きください。また
視聴年齢制限が設定されていない受信機器で視聴される
場合は、ご加入者本人の責任による管理をお願いします。


1（木）午後9:15～ほか


映画「ハニーレモンソーダ」
公開記念特番


映画『ハニーレモンソーダ』
7月9日（金）全国ロードショー！


韓国ドラマ


哲
チョル


仁
イン


王
ワン


后
フ


（全20話）
（原題）


16（金）スタート！ 毎週（金）午後11:00～
【再放送】（木）午後1:30～


韓流ファンミＳＰ
2021 ASTRO


JAPAN ONLINE FANMEETING
 - All Yours - 
11（日）午後8:45～


（原題）


中国ドラマ


20（火）スタート！ 毎週（火）午後9:00～
【再放送】（土）午後3:00～


狼殿下
（全49話） 


©  STUDIO DRAGON CORPORATION
哲哲
チョルチョル


仁仁
イ ンイ ン


王王
ワ ンワ ン


后后
フフ


（原題） （原題） 


狼殿下（原題） 
© 2018 New Classics Int’l Media Limited


2021 ASTRO
JAPAN ONLINE FANMEETING


 - All Yours - 
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
6/28 6/29 6/30 7/1 7/2 7/3 7/4


4: 00 4: 00


4: 30 4: 30


5: 00 5: 00


5: 30 5: 30


6: 00 6: 00


6: 30 6: 30


7: 00 7: 00


7: 30 7: 30


8: 00 8: 00


8: 30 8: 30


9: 00 9: 00


9: 30 9: 30


10: 00 10: 00


10: 30 すご腕アニマル！ 10: 30
★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第一話( 字)


11: 00 11: 00


11: 30 11: 30


12: 00 12: 00


12: 30 12: 30


13: 00 13: 00


13: 30 13: 30


14: 00 すご腕アニマル！ 14: 00
★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第三話( 字)


14: 30 14: 30


15: 00 特集・ 未知なる 海 15: 00


15: 30 15: 30


16: 00 16: 00


16: 30 16: 30


17: 00 17: 00


17: 30 17: 30


18: 00 18: 00


18: 30 18: 30


19: 00 19: 00


19: 30 19: 30


20: 00 野生動物の秘密を 解明する 番
組


すご腕アニマル！ 野生の王国アワー 20: 00
動物なぜなに研究室:  Ep. 21 コ アラ ／
ゾウ／ハゲワシ( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第三話( 字)


20: 30 20: 30


21: 00 21: 00


21: 30 21: 30


22: 00 22: 00


22: 30 22: 30


23: 00 23: 00
★動物なぜなに研究室:  Ep. 25 ハムス
タ ー／ラ ク ダ／アリ ゲータ ー( 字)


★動物なぜなに研究室:  Ep. 27 シャ コ
／カ ン ガルー／ミ ツ バチ( 字)


23: 30 23: 30


24: 00 すご腕アニマル！ 24: 00
コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第一話( 字)


24: 30 24: 30


25: 00 25: 00


25: 30 25: 30


26: 00 26: 00


26: 30 26: 30


27: 00 27: 00


27: 30 27: 30


☆ゾ ウと 歩く ～ボツ ワ
ナ大紀行～:  旅の終わ
り ( 新) ( 字)


★デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 3:  カ ルテ
12( 字)


タ ン ザニア 美し き 大自然の秘密:
ザン ジバル島/サダニ国立公園( 二)


タ ン ザニア 美し き 大自然の秘密:
ミ ク ミ 国立公園/ウズン グワ山塊国
立公園( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


地球大変動～極地方を 行く
～:  前編( 二)


ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 4 ガルダ湖 伝説の怪
物( 二)


死闘！ラ イ オン 兄弟の宿
命( 二)


★サメ vs人間 速いのは
どっ ち だ！:  前編( 字)


★動物なぜなに研究室:  Ep. 26 犬／タ
コ ／ゾウ( 字)


追跡！UMA伝説:  ボルネ
オ 子供を 襲う ド ラ ゴン
( 二)


★コ モド 島 神秘の海の物語:
カ メ と その仲間たち ( 二)


★巨大海洋生物を 追
え！:  Ep. 5 ジン ベエザ
メ の生態( 字)


★巨大海洋生物を 追
え！:  Ep. 6 巨大マン タ
の集団食事会( 字)


野生動物の秘密を 解明する 番組


★冒険！世界ミ ステリ ーハン
タ ー シーズン 2:  Ep. 11 アフ
リ カ  伝説の埋蔵金( 二)


地球大変動～極地方を 行
く ～:  前編( 二)


☆イ ギリ ス野生動物レ
スキュ ー:  カ ナダガン /
キツ ネ/モリ フ ク ロ ウ/
ハク チョ ウ/ホエジカ /
マガモ( 新) ( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
南極圏:  海流( 二)


すご腕アニマル！
★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第四話( 字)


★ジョ ージア水族館日記
シーズン 2:  Ep. 8 アリ
ゲータ ー／ジン ベエザメ
( 字)


特選ネイ チャ ー番組


★大自然ド キュ メ ン ト
南極圏:  季節( 二)


タ ン ザニア 美し き 大自然の秘密:
ミ ク ミ 国立公園/ウズン グワ山塊国
立公園( 二)


巨大海洋生物を 追え！:
Ep. 7 フ エダイ の産卵
( 字)


巨大海洋生物を 追え！:
Ep. 8 シャ チの生態( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大自然ド キュ メ ン ト
美し き 島々 シーズン 1:
ガラ パゴス諸島( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハン タ ー
シーズン 2:  Ep. 11 アフ リ カ  伝
説の埋蔵金( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★動物なぜなに研究室:  Ep. 23 牧
羊犬／ガ／カ メ ( 字)


★動物なぜなに研究室:  Ep. 24 カ
ン ガルー／ク モ／キツ ネ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


タ ン ザニア 美し き 大自然の秘密:
ザン ジバル島/サダニ国立公園( 二)


タ ン ザニア 美し き 大自然の秘密:
ミ ク ミ 国立公園/ウズン グワ山塊国
立公園( 二)


★動物なぜなに研究室:  Ep. 28 猫／
チョ ウ／ハチド リ ( 字)


ゾウと 歩く ～ボツ ワナ大
紀行～:  旅の終わり ( 字)


★死闘！ラ イ オン 兄弟の
宿命( 二)


★コ モド 島 神秘の海の物語:
神秘の洞窟と 沈没船( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  南
極圏:  超大陸の痕跡( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  南
極圏:  氷の島々( 二)


サン ディ エゴ動物園日記
シーズン 2:  ミ ーア
キャ ッ ト のダイ エッ ト
( 字)


★相棒 ド ッ グ・ スト ー
リ ー:  最強コ ン ビ の秘密
( 二)


★追跡！UMA伝説:  ボル
ネオ 子供を 襲う ド ラ ゴ
ン ( 二)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大
接近！:  第二話( 字)


★氷河期の王者たち :
Ep. 3 巨獣たち の最後
( 字)


かわいいラ ン キン グ:  わ
んこ 3( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★規格外のペッ ト たち :
コ アリ ク イ ／カ バ／ベン
ガルト ラ ( 字)


★規格外のペッ ト たち :
ト ラ ／タ ラ ン チュ ラ ／キ
リ ン ( 字)


相棒 ド ッ グ・ スト ー
リ ー:  最強コ ン ビ の秘密
( 二)


★猫ヘルパー シーズン 2
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 6( 字)


★エレ フ ァ ン ト ・ ウォ ー
ズ:  Ep. 4( 二)


ゾウと 歩く ～ボツ ワナ大
紀行～:  旅の終わり ( 字)


大自然ド キュ メ ン ト  美
し き 島々 シーズン 1:  西
イ ン ド 諸島( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★追跡！メ ガ・ シャ ーク
2( 字)


★パン ダ幼稚園:
Ep. 3( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★動物なぜなに研究室:  Ep. 21 コ
アラ ／ゾウ／ハゲワシ( 字)


★動物なぜなに研究室:  Ep. 22 サ
ル／サソ リ ／猫( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


オルカ の恐る べき 正体
( 字)


地球大変動～極地方を 行
く ～:  前編( 二)


ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 4 ガルダ湖 伝説の怪
物( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★野生の犬 ド ール:  新し い命と 共
に( 二)


★野生の犬 ド ール:  森の女王誕生
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ホッ ト スポッ ト  生命
の宝石箱:  マダガスカ ル
( 二)


★追跡！深海のホホジロ
ザメ 3( 字)


★巨大海洋生物を 追
え！:  Ep. 8 シャ チの生
態( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


イ ギリ ス野生動物レ ス
キュ ー:  カ ラ ス/ハリ ネ
ズミ /ハク チョ ウ/キツ ネ
/ムク ド リ ( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハ
ン タ ー シーズン 2:
Ep. 10 ナチスの失われた
宝( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★いぬまにあ ザ・ ベスト :  その1
米大統領の愛犬( 二)


★潜入！ホホジロ ザメ の
島1( 字)


★怪物魚を 追え！ シー
ズン 3:  シー・ モン ス
タ ー( 二)


ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 4 ガルダ湖 伝説の怪
物( 二)


★かわいいラ ン キン グ:
わんこ 3( 字)


★大自然ド キュ メ ン ト  南極
圏:  氷の島々( 二)


潜入！ホホジロ ザメ の島
1( 字)


追跡！UMA伝説:  ボルネ
オ 子供を 襲う ド ラ ゴン
( 二)


特選ネイ チャ ー番組


プレ デタ ー・ ゲーム:  ホ
オジロ ザメ ( 二)


追跡！メ ガ・ シャ ーク
2( 字)


★タ ン ザニア 美し き 大自然の秘
密:  ザン ジバル島/サダニ国立公園
( 二)


★タ ン ザニア 美し き 大自然の秘
密:  ミ ク ミ 国立公園/ウズン グワ山
塊国立公園( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 11
抜け目ない捕食者( 二)


★必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 12
小さ な巨人( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ホッ ト スポッ ト  生命
の宝石箱:  地中海周辺
( 二)


★危機一髪！ク マ襲撃
フ ァ イ ル( 字)


★巨大海洋生物を 追
え！:  Ep. 7 フ エダイ の
産卵 ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大自然ド キュ メ ン ト
美し き 島々 シーズン 1:
西イ ン ド 諸島( 二)


★サン ディ エゴ動物園日
記 シーズン 2:  ミ ーア
キャ ッ ト のダイ エッ ト
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★オルカ の恐る べき 正体
( 字)


★怪物魚を 追え！ シー
ズン 3:  カ ッ パの正体
( 二)


★必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 13
巨体の威力( 二)


★イ ギリ ス野生動物レ ス
キュ ー:  カ ラ ス/ハリ ネ
ズミ /ハク チョ ウ/キツ ネ
/ムク ド リ ( 二)


★地球大変動～極地方を
行く ～:  前編( 二)


★ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 4 ガルダ湖 伝説の怪物
( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト  南極
圏:  超大陸の痕跡( 二)


★冒険！世界ミ ステリ ー
ハン タ ー シーズン 2:
Ep. 10 ナチスの失われた
宝( 二)


ト ラ ４ 姉妹の物語( 二)


デン バー動物ク リ ニッ ク
シーズン 3:  カ ルテ
12( 字)


放送休止


放送休止


フ ィ ッ シン グ・ アド ベン チャ ー
シーズン 2:  オオメ ジロ ザメ ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ホッ ト スポッ ト  生命の
宝石箱:  ボルネオ( 二)


プレ デタ ー・ ゲーム:
ホッ キョ ク グマ( 二)


巨大海洋生物を 追え！:
Ep. 6 巨大マン タ の集団
食事会( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


かわいいラ ン キン グ:  わ
んこ 2( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


フ ィ ッ シン グ・ アド ベン チャ ー
シーズン 2:  オオメ ジロ ザメ ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★フ ィ ッ シン グ・ アド ベン チャ ー
シーズン 2:  エビ スザメ ( 字)


★プレ デタ ー・ ゲーム:  ホオ
ジロ ザメ ( 二)


★怪物魚を 追え！ シー
ズン 3:  最強の顎を 持つ
魚( 二)


デン バー動物ク リ ニッ ク
シーズン 3:  カ ルテ
11( 字)


追跡！UMA伝説:  イ ン ド
恐怖のモン キーマン ( 二)


★パン ダ幼稚園:
Ep. 3( 二)


☆サン ディ エゴ動物園
日記 シーズン 2:  ミ ー
アキャ ッ ト のダイ エッ
ト ( 新) ( 字)


★大自然ド キュ メ ン ト
美し き 島々 シーズン 1:
ガラ パゴス諸島( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト  南極
圏:  季節( 二)


ビ ッ グキャ ッ ト ・ スト ー
リ ー:  Ep. 4 ラ イ オン の
行方( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハ
ン タ ー シーズン 2:
Ep. 10 ナチスの失われた
宝( 二)


猫ヘルパー シーズン 2～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 6( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


あなたの知ら ないU. S. A. :  米海軍
の木造帆船／NASCARスポッ タ ー
( 二)


あなたの知ら ないU. S. A. :  カ ホキ
ア墳丘群／ジュ エルケーブ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ホッ ト スポッ ト  生命の
宝石箱:  中央アメ リ カ
( 二)


セレ ン ゲティ のビ ッ グ
キャ ッ ト ( 二)


巨大海洋生物を 追え！:
Ep. 5 ジン ベエザメ の生
態( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


エレ フ ァ ン ト ・ ウォ ー
ズ:  Ep. 3( 二)


★ジョ ージア水族館日記
シーズン 2:  Ep. 9　 ジン
ベエザメ ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ト ラ ４ 姉妹の物語( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★にゃ んこ 救出大作戦！:  キャ ッ
ト マン 参上( 二)


猫ヘルパー シーズン 2～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 6( 字)


★デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 3:  カ ルテ
12( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大
接近！:  第四話( 字)


タ ン ザニア 美し き 大自然の秘密:
ザン ジバル島/サダニ国立公園( 二)


☆タ ン ザニア  美し き 大自然の秘
密:  ミ ク ミ 国立公園/ウズン グワ
山塊国立公園( 新) ( 二)


★エレ フ ァ ン ト ・ ウォ ーズ:
Ep. 4( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト  南極
圏:  海流( 二)


★ミ ュ ータ ン ト ・ プラ ネッ ト  シー
ズン 2:  アフ リ カ ・ アルバタ イ ン 地
溝( 二)


★ミ ュ ータ ン ト ・ プラ ネッ ト  シー
ズン 2:  ボルネオ島( 二)


★ミ ュ ータ ン ト ・ プラ ネッ ト  シー
ズン 2:  イ ン ド ／スリ ラ ン カ ( 二)


★ミ ュ ータ ン ト ・ プラ ネッ ト  シー
ズン 2:  中国南西部( 二)


★ミ ュ ータ ン ト ・ プラ ネッ ト  シー
ズン 2:  ナミ ブ砂漠( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ビ ッ グキャ ッ ト ・ ス
ト ーリ ー:  Ep. 4 ラ イ オ
ン の行方( 二)


野生の刃


★怪物魚を 追え！ シー
ズン 2:  アフ リ カ の巨大
ザメ ( 二)


★怪物魚を 追え！ シーズン
3:  伝説の人喰い魚( 二)


★びっ く り 動物カ ウン ト ダウン :
Ep. 10 大集団を 作る 動物( 二)


相棒 ド ッ グ・ スト ー
リ ー:  野生のサバイ バー
( 二)


サン ディ エゴ動物園日記
シーズン 2:  新住居の準
備( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 23 牧羊犬／
ガ／カ メ ( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 24 カ ン ガ
ルー／ク モ／キツ ネ( 字)


★猫ヘルパー シーズン 2～猫
のし つけ教えます～:
Ep. 6( 字)


コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第二話( 字)


☆コ モド 島 神秘の海の物
語:  神秘の洞窟と 沈没船
( 新) ( 二)


特集・ 未知なる 海


大自然ド キュ メ ン ト  美
し き 島々 シーズン 1:  ザ
ン ジバル諸島( 二)


イ ギリ ス野生動物レ ス
キュ ー:  カ ラ ス/ハリ ネ
ズミ /ハク チョ ウ/キツ ネ
( 二)


タ ン ザニア 美し き 大自然の秘密:
ザン ジバル島/サダニ国立公園( 二)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン 1:  噛みつかれた恐怖
( 二)


動物なぜなに研究室:  Ep. 22 サル／サ
ソ リ ／猫( 字)


★地球も のがたり :  イ ン
ド の大自然( 二)


Ani mal  Pl anet
2021年07月編成表


↑


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


びっ く り 動物カ ウン ト ダウン :
Ep. 8 巨大な部位を 持つ動物( 二)


びっ く り 動物カ ウン ト ダウン :
Ep. 9 猛毒を 持つ動物( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン 1:  餌になり たく ない
( 二)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン 1:  誰も いないピ ン チ
( 二)


ホッ ト スポッ ト  生命の
宝石箱:  オースト ラ リ ア
( 二)


ビ ッ グキャ ッ ト ・ スト ー
リ ー:  Ep. 3 平原のバト
ル( 二)


コ モド 島 神秘の海の物
語:  カ メ と その仲間たち
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン 1:  ひと り ぼっ ち の恐
怖( 二)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン 1:  見えない敵( 二)


連日放送


危険生物ゾ ーン


地球も のがたり :  ド バイ
の大自然( 二)


カ メ ラ が捕えた弱肉強食
の世界:  砂漠( 二)


カ メ ラ が捕えた弱肉強食
の世界:  ジャ ン グル( 二)


★カ メ ラ が捕えた弱肉強
食の世界:  アフ リ カ ( 二)


★動物 驚異の瞬間( 二)


ゾウと 歩く ～ボツ ワナ大
紀行～:  繁殖期の危険
( 字)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11


4: 00 4: 00


4: 30 4: 30


5: 00 5: 00


5: 30 5: 30


6: 00 6: 00


6: 30 6: 30


7: 00 7: 00


7: 30 7: 30


8: 00 8: 00


8: 30 8: 30


9: 00 9: 00


9: 30 9: 30


10: 00 10: 00


10: 30 すご腕アニマル！ 10: 30
コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第三話( 字)


11: 00 11: 00


11: 30 11: 30


12: 00 12: 00


12: 30 12: 30


13: 00 13: 00


13: 30 13: 30


14: 00 すご腕アニマル！ 14: 00
コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第五話( 字)


14: 30 14: 30


15: 00 一挙放送 15: 00


15: 30 15: 30


16: 00 16: 00


16: 30 16: 30


17: 00 17: 00


17: 30 17: 30


18: 00 18: 00


18: 30 18: 30


19: 00 19: 00


19: 30 19: 30


20: 00
野生動物の秘密を 解明する 番


組
すご腕アニマル！ 野生の王国アワー 20: 00


動物なぜなに研究室:  Ep. 25 ハムス
タ ー／ラ ク ダ／アリ ゲータ ー( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第五話( 字)


20: 30 20: 30


21: 00 21: 00


21: 30 21: 30


22: 00 22: 00


22: 30 22: 30


23: 00 23: 00
★動物なぜなに研究室:  Ep. 29 ウシ
／サイ ／ホシバナモグラ ( 字)


★動物なぜなに研究室:  Ep. 31 ナマ
ケモノ ／ウミ ガメ ／ゲン ゴロ ウ( 字)


23: 30 23: 30


24: 00 すご腕アニマル！ 24: 00
コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物大接
近！:  第三話( 字)


24: 30 24: 30


25: 00 25: 00


25: 30 25: 30


26: 00 26: 00


26: 30 26: 30


27: 00 27: 00


27: 30 27: 30


大自然ド キュ メ ント  生
き る シーズン2:  雪と 氷
の世界( 二)


大自然ド キュ メ ント  生
き る シーズン2:  賢い動
物( 二)


タ ンザニア 美し き 大自然の秘密:
ミ ク ミ 国立公園/ウズングワ山塊国
立公園( 二)


★ビッ グキャ ッ ト と 生き
る道（ 2時間） ( 二)


ビッ グキャ ッ ト と 生き る
道（ 2時間） ( 二)


タ ンザニア 美し き 大自然の秘密:
カ タ ビ国立公園/ルアハ国立公園
( 二)


★動物なぜなに研究室:  Ep. 32 蚊／
ヘビ ／鳥( 字)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  美し き 中南米
( 二)


地球大変動～極地方を行
く ～:  後編( 二)


ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 5 太古の川の巨大生物
( 二)


野生動物の秘密を 解明する 番組


★動物なぜなに研究室:  Ep. 30 ゾウ
／アシカ ／タ ツ ノ オト シゴ( 字)


追跡！UMA伝説:  リ ベリ
ア 生ける恐竜( 二)


コ モド 島 神秘の海の物
語:  神秘の洞窟と 沈没船
( 二)


大自然ド キュ メ ント  南極
圏:  海流( 二)


大自然ド キュ メ ント  南
極圏:  季節( 二)


大自然ド キュ メ ント  南
極圏:  超大陸の痕跡( 二)


大自然ド キュ メ ント  南
極圏:  氷の島々( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


大自然ド キュ メ ント  美
し き 島々 シーズン1:  セ
イ ロン島( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハ
ンタ ー シーズン2:
Ep. 12 カ ラ ハリ 砂漠 失
われた都市( 二)
イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


動物なぜなに研究室:  Ep. 27 シャ
コ ／カ ンガルー／ミ ツバチ( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 28 猫／
チョ ウ／ハチド リ ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


サンディ エゴ動物園日記
シーズン2:  おばあちゃ
んガメ の手術( 字)


デンバー動物ク リ ニッ ク  シー
ズン4:  カ ルテ1( 字)


タ ンザニア 美し き 大自然の秘密:
ミ ク ミ 国立公園/ウズングワ山塊国
立公園( 二)


タ ンザニア 美し き 大自然の秘密:
カ タ ビ国立公園/ルアハ国立公園
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物大接
近！:  第六話( 字)


大自然ド キュ メ ント  生き る
シーズン2:  小さ な成功者
( 二)


大自然ド キュ メ ント  生
き る シーズン2:  巨体の
戦略( 二)


大自然ド キュ メ ント  生
き る シーズン2:  闇の支
配者( 二)


潜入！ホホジロザメ の島
2( 字)


追跡！UMA伝説:  リ ベリ
ア 生ける恐竜( 二)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  美し き 中南米
( 二)


大自然ド キュ メ ント  美
し き 島々 シーズン1:  ガ
ラ パゴス諸島( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


サメ vs人間 速いのは
どっ ちだ！:  前編( 字)


パンダ幼稚園:  Ep. 4( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


動物なぜなに研究室:  Ep. 25 ハム
スタ ー／ラ ク ダ／アリ ゲータ ー
( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 26 犬／
タ コ ／ゾウ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物大接
近！:  第四話( 字)


地球大変動～極地方を行く ～:
前編( 二)


ご自慢ペッ ト 大集合
シーズン3:  ご自慢ペッ
ト 大集合( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★規格外のペッ ト たち:
カ ピバラ ( 字)


★規格外のペッ ト たち:
カ ンガルー／ジャ ガー／
スカ ンク ( 字)


相棒 ド ッ グ・ スト ー
リ ー:  働く 犬 驚異の能
力( 二)


猫ヘルパー シーズン3～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 1( 字)


ク ロコ ダイ ル救出作戦
( 字)


★冒険！世界ミ ステリ ー
ハンタ ー シーズン2:
Ep. 12 カ ラ ハリ 砂漠 失
われた都市( 二)
地球大変動～極地方を行
く ～:  後編( 二)


☆イ ギリ ス野生動物レ
スキュ ー:  ガン /オコ
ジョ /ヘビ ( 新) ( 二)


★サメ vs人間 速いのは
どっ ちだ！:  後編( 字)


オオト カ ゲ襲撃の恐怖( 字)


地球大変動～極地方を行
く ～:  後編( 二)


ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 5 太古の川の巨大生
物( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


野生の犬 ド ール:  森の女王誕生
( 二)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  その1 米
大統領の愛犬( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ミ ュ ータ ント ・ プラ ネッ
ト  シーズン2:  ナミ ブ砂
漠( 二)


潜入！ホホジロザメ の島
1( 字)


大自然ド キュ メ ント  南
極圏:  氷の島々( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


イ ギリ ス野生動物レス
キュ ー:  カ ナダガン/キ
ツネ/モリ フ ク ロウ/ハク
チョ ウ/ホエジカ /マガモ
( 二)


★仰天！夢のツリ ーハウス
シーズン6:  デナリ を望む絶景
ロッ ジ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★いぬまにあ ザ・ ベスト :  その2
愛ら し さ の極み( 二)


ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 5 太古の川の巨大生
物( 二)


★潜入！ホホジロザメ の
島2( 字)


★ワイ ルド ！フ ラ ンク
メ キシコ :  メ キシコ
2( 二)


★BBC超大作 生き 物の旅路:
Ep. 4 権力争い( 二)


★大自然ド キュ メ ント
生き る シーズン2:  賢い
動物( 二)


★ご自慢ペッ ト 大集合
シーズン3:  ご自慢ペッ
ト 大集合( 字)


★相棒 ド ッ グ・ スト ー
リ ー:  働く 犬 驚異の能
力( 二)


★追跡！UMA伝説:  リ ベ
リ ア 生ける恐竜( 二)


サメ vs人間 速いのは
どっ ちだ！:  前編( 字)


タ ンザニア 美し き 大自然の秘密:
ミ ク ミ 国立公園/ウズングワ山塊国
立公園( 二)


タ ンザニア 美し き 大自然の秘密:
カ タ ビ国立公園/ルアハ国立公園
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 12
小さ な巨人( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 13
巨体の威力( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ミ ュ ータ ント ・ プラ ネッ
ト  シーズン2:  中国南西
部( 二)


オルカ の恐るべき 正体
( 字)


大自然ド キュ メ ント  南
極圏:  超大陸の痕跡( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


大自然ド キュ メ ント  美
し き 島々 シーズン1:  ガ
ラ パゴス諸島( 二)


★仰天！夢のツリ ーハウス
シーズン6:  歌姫グレース・
ヴァ ンダーウォ ールに贈る家
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★猫忍:  一の巻( 日)


★オオト カ ゲ襲撃の恐怖
( 字)


★ワイ ルド ！フ ラ ンク
メ キシコ :  メ キシコ
1( 二)


★BBC超大作 生き 物の旅路:
Ep. 3 安全な住みか( 二)


★大自然ド キュ メ ント
生き る シーズン2:  雪と
氷の世界( 二)


イ ギリ ス野生動物レス
キュ ー:  カ ナダガン/キツネ
/モリ フ ク ロウ/ハク チョ ウ/
ホエジカ /マガモ( 二)


死闘！ラ イ オン兄弟の宿
命( 二)


★地球大変動～極地方を
行く ～:  後編( 二)


★ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 5 太古の川の巨大生物
( 二)


サバンナ・ シスタ ーズ( 二)


デンバー動物ク リ ニッ ク
シーズン4:  カ ルテ1( 字)


放送休止


放送休止


★フ ィ ッ シング・ アド ベンチャ ー
シーズン2:  エビスザメ ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ミ ュ ータ ント ・ プラ
ネッ ト  シーズン2:  イ ン
ド ／スリ ラ ンカ ( 二)


★プレデタ ー・ ゲーム:
ホオジロザメ ( 二)


大自然ド キュ メ ント  南
極圏:  季節( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


かわいいラ ンキング:  わ
んこ 3( 字)


★仰天！夢のツリ ーハウス
シーズン6:  鳥の巣箱風ツリ ー
ハウス( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★フ ィ ッ シング・ アド ベンチャ ー
シーズン2:  チョ ウザメ ( 字)


デンバー動物ク リ ニッ ク
シーズン3:  カ ルテ
12( 字)


★プレデタ ー・ ゲーム:  制
作舞台裏( 二)


★怪物魚を追え！ シーズン
3:  毒牙を持つ人喰い魚( 二)


追跡！UMA伝説:  ボルネ
オ 子供を襲う ド ラ ゴン
( 二)


★パンダ幼稚園:
Ep. 4( 二)


☆サン ディ エゴ動物園
日記 シーズン 2:  おば
あち ゃ んガメ の手術
( 新) ( 字)


★大自然ド キュ メ ント
美し き 島々 シーズン1:
セイ ロン島( 二)


イ ギリ ス野生動物レス
キュ ー:  カ ナダガン/キ
ツネ/モリ フ ク ロウ/ハク
チョ ウ/ホエジカ /マガモ
( 二)


プレデタ ー・ ゲーム:  制作
舞台裏( 二)


ビッ グキャ ッ ト ・ スト ー
リ ー:  Ep. 5 サバンナの勝者
( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハン
タ ー シーズン2:  Ep. 11 ア
フ リ カ  伝説の埋蔵金( 二)


猫ヘルパー シーズン3～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 1( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★あなたの知ら ないU. S. A. :  カ ホ
キア墳丘群／ジュ エルケーブ( 二)


★にゃ んこ 救出大作戦！:  キャ ッ
ト マン参上( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ミ ュ ータ ント ・ プラ
ネッ ト  シーズン2:  ボル
ネオ島( 二)


★ト ラ ４ 姉妹の物語( 二)


大自然ド キュ メ ント  南
極圏:  海流( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


エレフ ァ ント ・ ウォ ー
ズ:  Ep. 4( 二)


★仰天！夢のツリ ーハウス
シーズン6:  ノ ルウェ ーの絶景
ハウス( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★サバンナ・ シスタ ーズ
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★にゃ んこ 救出大作戦！:  決死の
夜間救出劇( 二)


猫ヘルパー シーズン3～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 1( 字)


★デンバー動物ク リ ニッ
ク  シーズン4:  カ ルテ
1( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物大
接近！:  第六話( 字)


タ ンザニア 美し き 大自然の秘密:
ミ ク ミ 国立公園/ウズングワ山塊国
立公園( 二)


☆タ ン ザニア 美し き 大自然の秘
密:  カ タ ビ 国立公園/ルアハ国立
公園( 新) ( 二)


★ク ロコ ダイ ル救出作戦
( 字)


一挙放送


相棒 ド ッ グ・ スト ー
リ ー:  最強コ ンビの秘密
( 二)


サンディ エゴ動物園日記
シーズン2:  ミ ーアキャ ッ ト
のダイ エッ ト ( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 26 犬／タ
コ ／ゾウ( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 27 シャ コ
／カ ン ガルー／ミ ツ バチ( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 28 猫／
チョ ウ／ハチド リ ( 字)


★猫ヘルパー シーズン3～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 1( 字)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物大接
近！:  第四話( 字)


ネイ チャ ー特選
★ミ ュ ータ ント ・ プラ ネッ
ト  シーズン2:  コ スタ リ カ
( 二)


★BBC超大作 生き 物の旅路:
Ep. 1 最初の一歩( 二)


★BBC超大作 生き 物の旅路:
Ep. 2 自立への道( 二)


★大自然ド キュ メ ント
生き る シーズン2:  小さ
な成功者( 二)


★大自然ド キュ メ ント
生き る シーズン2:  巨体


の戦略( 二)


★大自然ド キュ メ ント
生き る シーズン2:  闇の
支配者( 二)


大自然ド キュ メ ント  美
し き 島々 シーズン1:  西
イ ンド 諸島( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハ
ンタ ー シーズン2:
Ep. 11 アフ リ カ  伝説の
埋蔵金( 二)


☆地球も のがたり  中南
米の大自然:  美し き 中
南米( 新) ( 二)


タ ンザニア 美し き 大自然の秘密:
ミ ク ミ 国立公園/ウズングワ山塊国
立公園( 二)


タ ンザニア 美し き 大自然の秘密:
カ タ ビ国立公園/ルアハ国立公園
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ビッ グキャ ッ ト ・ ス
ト ーリ ー:  Ep. 5 サバン
ナの勝者( 二)


野生の刃


★怪物魚を追え！ シー
ズン3:  カ ウボーイ ・ キ
ラ ー( 二)


★怪物魚を追え！ シーズン
3:  ジャ ングルの殺人魚( 二)


ネイ チャ ー特選
★ホッ ト スポッ ト  生命の宝
石箱:  オースト ラ リ ア( 二)


★ホッ ト スポッ ト  生命の宝
石箱:  中央アメ リ カ ( 二)


★びっ く り 動物カ ウント ダウン:
Ep. 11 翼なし で飛ぶ動物( 二)


★ホッ ト スポッ ト  生命の宝
石箱:  ボルネオ( 二)


ホッ ト スポッ ト  生命の宝石
箱:  地中海周辺( 二)


ホッ ト スポッ ト  生命の宝石
箱:  マダガスカ ル( 二)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン1:  夜の闇の中で
( 二)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン2:  Ep. 1 グリ ズ
リ ー／サメ ( 字)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン2:  Ep. 2 アリ ゲー
タ ー／アメ リ カ ク ロク マ
( 字)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン2:  Ep. 3 シロワニ
／キリ ン( 字)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン2:  Ep. 4 カ バ／ク
ロヒ ョ ウ( 字)


連日放送


危険生物ゾーン


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ゾウと 歩く ～ボツワナ大
紀行～:  旅の終わり ( 字)


★ジョ ージア水族館日記 シー
ズン2 みんなのお食事SP( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


Ani mal  Pl anet
2021年07月編成表


↑


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★びっ く り 動物カ ウント ダウン:
Ep. 9 猛毒を持つ動物( 二)


★びっ く り 動物カ ウント ダウン:
Ep. 10 大集団を作る動物( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ミ ュ ータ ント ・ プラ ネッ
ト  シーズン2:  アフ リ カ ・
アルバタ イ ン地溝( 二)


★ビッ グキャ ッ ト ・ ス
ト ーリ ー:  Ep. 4 ラ イ オ
ンの行方( 二)


コ モド 島 神秘の海の物
語:  神秘の洞窟と 沈没船
( 二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18


4: 00 4: 00


4: 30 4: 30


5: 00 5: 00


5: 30 5: 30


6: 00 6: 00


6: 30 6: 30


7: 00 7: 00


7: 30 7: 30


8: 00 8: 00


8: 30 8: 30


9: 00 9: 00


9: 30 9: 30


10: 00 10: 00


10: 30 すご腕アニマル！ 10: 30
コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第五話( 字)


11: 00 11: 00


11: 30 11: 30


12: 00 12: 00


12: 30 12: 30


13: 00 13: 00


13: 30 13: 30


14: 00 すご腕アニマル！ 14: 00
コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第七話( 字)


14: 30 14: 30


15: 00 一挙放送 15: 00


15: 30 15: 30


16: 00 16: 00


16: 30 16: 30


17: 00 17: 00


17: 30 17: 30


18: 00 恐竜と 古代生物 2021夏SP 18: 00


18: 30 18: 30


19: 00 19: 00


19: 30 19: 30


20: 00 野生動物の秘密を 解明する 番
組


すご腕アニマル！ 野生の王国アワー 20: 00
動物なぜなに研究室:  Ep. 29 ウシ／サ
イ ／ホシバナモグラ ( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第七話( 字)


20: 30 20: 30


21: 00 21: 00


21: 30 21: 30


22: 00 22: 00


22: 30 22: 30


23: 00 23: 00
★動物なぜなに研究室:  Ep. 33 ニワト
リ ／ゾウ／ヘビ ( 字)


★動物なぜなに研究室:  Ep. 35 犬／チ
ン パン ジーのユーモア( 字)


23: 30 23: 30


24: 00 すご腕アニマル！ 24: 00
コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第五話( 字)


24: 30 24: 30


25: 00 25: 00


25: 30 25: 30


26: 00 26: 00


26: 30 26: 30


27: 00 27: 00


27: 30 27: 30


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  小さ な
成功者( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  生き る
シーズン 2:  巨体の戦略( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  生き る
シーズン 2:  闇の支配者( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  美
し き 島々 シーズン 1:  ヘ
ブリ ディ ーズ諸島( 二)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  パタ ゴニア
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


動物なぜなに研究室:  Ep. 31 ナマ
ケモノ ／ウミ ガメ ／ゲン ゴロ ウ
( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 32 蚊／
ヘビ ／鳥( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ザン ビ ア 野生王国の一日
シーズン 2:  Ep. 1 ベルベッ ト
モン キーの宿命( 二)


タ ン ザニア 美し き 大自然の秘密:
カ タ ビ 国立公園/ルアハ国立公園
( 二)


アメ リ カ  奇跡の絶景ト ラ ベル:
Ep. 1 キャ ニオン ラ ン ズ国立公園
( 字)


★動物なぜなに研究室:  Ep. 36 ハト ／
カ メ ／サイ ( 字)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  パタ ゴニア
( 二)


大量絶滅～過去から の警
鐘～( 二)


ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 6 毒を 持つ侵入者
( 二)


★ザン ビ ア 野生王国の一日
シーズン 2:  Ep. 1 ベルベッ ト
モン キーの宿命( 二)


★BBC超大作 プラ ネッ ト ・ ダイ
ナソ ー:  Ep. 1 新たなる 巨人
( 二)


サン ディ エゴ動物園日記
シーズン 2 特別編( 字)


デン バー動物ク リ ニッ ク
シーズン 4:  カ ルテ2( 字)


タ ン ザニア 美し き 大自然の秘密:
カ タ ビ 国立公園/ルアハ国立公園
( 二)


アメ リ カ  奇跡の絶景ト ラ ベル:
Ep. 1 キャ ニオン ラ ン ズ国立公園
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第八話( 字)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  木の上
の生活( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  防御の
力( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  変温動
物( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  雪と 氷
の世界( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  賢い動
物( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 6 毒を 持つ侵入者
( 二)


★かわいいラ ン キン グ
DX:  にゃ んこ ( 字)


大自然ド キュ メ ン ト  生き る
シーズン 2:  生存への試練
( 二)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  パタ ゴニア
( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  美
し き 島々 シーズン 1:  セ
イ ロ ン 島( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


サメ vs人間 速いのは
どっ ち だ！:  後編( 字)


パン ダ幼稚園:  Ep. 5( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


動物なぜなに研究室:  Ep. 29 ウシ
／サイ ／ホシバナモグラ ( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 30 ゾウ
／アシカ ／タ ツ ノ オト シゴ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★相棒 ド ッ グ・ スト ー
リ ー:  自由に生き る ( 二)


★追跡！UMA伝説:  ナミ
ビ ア 犬の頭を し たブタ
( 二)


☆地球も のがたり  中南
米の大自然:  パタ ゴニ
ア( 新) ( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
生き る  シーズン 2:  動物
界の変わり 者( 二)


タ ン ザニア 美し き 大自然の秘密:
カ タ ビ 国立公園/ルアハ国立公園
( 二)


★新説！恐竜の時代:  巨大昆
虫絶滅の謎( 二)


大量絶滅～過去から の警
鐘～( 二)


★蘇れ！氷河期の生き 物
たち ( 字)


野生動物の秘密を 解明する 番組


★動物なぜなに研究室:  Ep. 34 フ ラ ミ
ン ゴ／ク モ／飛ぶ魚( 字)


追跡！UMA伝説:  ナミ ビ
ア 犬の頭を し たブタ
( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  生き る
シーズン 2:  動物界の変わり
者( 二)


★ザン ビ ア 野生王国の
一日 シーズン 2:  Ep. 2
群れの力( 二)


アメ リ カ  奇跡の絶景ト ラ ベル:
Ep. 1 キャ ニオン ラ ン ズ国立公園
( 字)


★猫忍:  二の巻( 日)


イ ギリ ス野生動物レ ス
キュ ー:  ガン /オコ ジョ /
ヘビ ( 二)


★仰天！夢のツ リ ーハウス
シーズン 7:  ヒ ッ ピ ー風自然
回帰ハウス( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★いぬまにあ ザ・ ベスト :  その3
ブサかわ犬( 二)


★潜入！ホホジロ ザメ の
島3( 字)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
ド ラ ゴン :  ド ラ ゴン
2( 二)


コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第六話( 字)


地球大変動～極地方を 行
く ～:  後編( 二)


かわいいラ ン キン グDX:
にゃ んこ ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★小型犬のし つけ:  行儀
の悪いチワワ( 字)


★小型犬のし つけ:  困っ
たポメ ラ ニアン ( 字)


相棒 ド ッ グ・ スト ー
リ ー:  自由に生き る ( 二)


猫ヘルパー シーズン 3～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 2( 字)


潜入！ホホジロ ザメ の島
3( 字)


追跡！UMA伝説:  ナミ ビ
ア 犬の頭を し たブタ
( 二)


ネイ チャ ー特選


★BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 5 求愛( 二)


★BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 6 子育て( 二)


★動物まる ごと 図鑑:
Ep. 1 カ ン ガルー( 字)


タ ン ザニア 美し き 大自然の秘密:
カ タ ビ 国立公園/ルアハ国立公園
( 二)


アメ リ カ  奇跡の絶景ト ラ ベル:
Ep. 1 キャ ニオン ラ ン ズ国立公園
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 13
巨体の威力( 二)


猫忍:  一の巻( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 3 安全な住みか
( 二)


オオト カ ゲ襲撃の恐怖
( 字)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  雪と 氷
の世界( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大自然ド キュ メ ン ト  美
し き 島々 シーズン 1:  セ
イ ロ ン 島( 二)


★仰天！夢のツ リ ーハウス
シーズン 7:  アラ スカ のサウ
ナ付き ハウス( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★超危険！凶暴生物の王
国( 字)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
ド ラ ゴン :  ド ラ ゴン
1( 二)


ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 6 毒を 持つ侵入者
( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
美し き 島々 シーズン 1:
ヘブリ ディ ーズ諸島( 二)


暴走する 野性:  ゾウ( 二)


サメ vs人間 速いのは
どっ ち だ！:  後編( 字)


イ ギリ ス野生動物レ ス
キュ ー:  ガン /オコ ジョ /
ヘビ ( 二)


ビ ッ グキャ ッ ト と 生き る
道（ 2時間） ( 二)


★大量絶滅～過去から の
警鐘～( 二)


★ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 6 毒を 持つ侵入者( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
生き る  シーズン 2:  変温
動物( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハ
ン タ ー シーズン 2:
Ep. 12 カ ラ ハリ 砂漠 失
われた都市( 二)


超危険！凶暴生物の王国
( 字)


大量絶滅～過去から の警
鐘～( 二)


★動物まる ごと 図鑑:
Ep. 2 鳥類( 字)


猛獣映画・ 撮影の惨劇
( 字)


デン バー動物ク リ ニッ ク
シーズン 4:  カ ルテ2( 字)


サン ディ エゴ動物園日記
シーズン 2:  おばあち ゃ
んガメ の手術( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


フ ィ ッ シン グ・ アド ベン チャ ー
シーズン 2:  エビ スザメ ( 字)


フ ィ ッ シン グ・ アド ベン チャ ー
シーズン 2:  チョ ウザメ ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 2 自立への道
( 二)


プレ デタ ー・ ゲーム:  制
作舞台裏( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  闇の支
配者( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ご自慢ペッ ト 大集合
シーズン 3:  ご自慢ペッ
ト 大集合( 字)


★仰天！夢のツ リ ーハウス
シーズン 7:  川岸の小さ な小
屋( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★フ ィ ッ シン グ・ アド ベン チャ ー
シーズン 2:  シーズン ２ 特集( 字)


★暴走する 野性:  ゾウ( 二)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
メ キシコ :  メ キシコ
5( 二)


連日放送


危険生物ゾ ーン


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  美し き 中南米
( 二)


★仰天！夢のツ リ ーハウス
シーズン 6:  スカ ン ジナビ ア
半島を 巡る 旅( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ビ ッ グキャ ッ ト ・ スト ーリ ー
シーズン 2:  懐かし のマサイ
マラ ( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハン
タ ー シーズン 2:  Ep. 12 カ ラ
ハリ 砂漠 失われた都市( 二)


猫ヘルパー シーズン 3～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 2( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


にゃ んこ 救出大作戦！:  キャ ッ ト
マン 参上( 二)


にゃ んこ 救出大作戦！:  決死の夜
間救出劇( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 1 最初の一歩
( 二)


サバン ナ・ シスタ ーズ
( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  巨体の
戦略( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ク ロ コ ダイ ル救出作戦
( 字)


★仰天！夢のツ リ ーハウス
シーズン 6:  制作舞台裏2( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★猛獣映画・ 撮影の惨劇
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★にゃ んこ 救出大作戦！:  枝の上
の黒猫( 二)


猫ヘルパー シーズン 3～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 2( 字)


★デン バー動物ク リ ニッ ク
シーズン 4:  カ ルテ2( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大
接近！:  第八話( 字)


タ ン ザニア 美し き 大自然の秘密:
カ タ ビ 国立公園/ルアハ国立公園
( 二)


★アメ リ カ  奇跡の絶景ト ラ ベル:
Ep. 1 キャ ニオン ラ ン ズ国立公園
( 字)


☆テ キサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  狩猟法違
反( 新) ( 字)


大自然ド キュ メ ン ト  美
し き 島々 シーズン 1:  ガ
ラ パゴス諸島( 二)


Ani mal  Pl anet
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イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


びっ く り 動物カ ウン ト ダウン :
Ep. 10 大集団を 作る 動物( 二)


びっ く り 動物カ ウン ト ダウン :
Ep. 11 翼なし で飛ぶ動物( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ミ ュ ータ ン ト ・ プラ ネッ
ト  シーズン 2:  コ スタ リ
カ ( 二)


ビ ッ グキャ ッ ト ・ スト ー
リ ー:  Ep. 5 サバン ナの
勝者( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  小さ な
成功者( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  その1 米
大統領の愛犬( 二)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  その2 愛
ら し さ の極み( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 4 権力争い( 二)


潜入！ホホジロ ザメ の島
2( 字)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  賢い動
物( 二)


★ビ ッ グキャ ッ ト ・ ス
ト ーリ ー シーズン 2:  懐
かし のマサイ マラ ( 二)


野生の刃


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
メ キシコ :  メ キシコ
3( 二)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク  メ キ
シコ :  メ キシコ 4( 二)


ネイ チャ ー特選
ミ ュ ータ ン ト ・ プラ ネッ ト
シーズン 2:  アフ リ カ ・ アル
バタ イ ン 地溝( 二)


ミ ュ ータ ン ト ・ プラ ネッ
ト  シーズン 2:  ボルネオ
島( 二)


ミ ュ ータ ン ト ・ プラ ネッ
ト  シーズン 2:  イ ン ド ／
スリ ラ ン カ ( 二)


ミ ュ ータ ン ト ・ プラ ネッ
ト  シーズン 2:  中国南西
部( 二)


ミ ュ ータ ン ト ・ プラ ネッ ト
シーズン 2:  ナミ ブ砂漠( 二)


★動物まる ごと 図鑑:  Ep. 3
海洋哺乳類( 字)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン 2:  Ep. 5 サメ ／ガラ
ガラ ヘビ ( 字)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン 2:  Ep. 6 グリ ズリ ー
／アシカ ( 字)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン 2:  Ep. 7 アメ リ カ グ
マ／ク ロ コ ダイ ル( 字)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン 2:  Ep. 8 サメ ／ヘラ
ジカ ( 字)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン 2:  Ep. 9 グリ ズリ ー
／コ ヨ ーテ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★びっ く り 動物カ ウン ト ダウン :
Ep. 12 タ フ な赤ち ゃ ん( 二)


相棒 ド ッ グ・ スト ー
リ ー:  働く 犬 驚異の能
力( 二)


サン ディ エゴ動物園日記
シーズン 2:  おばあち ゃ んガ
メ の手術( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 30 ゾウ／ア
シカ ／タ ツ ノ オト シゴ( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 31 ナマケモ
ノ ／ウミ ガメ ／ゲン ゴロ ウ( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 32 蚊／ヘビ
／鳥( 字)


★猫ヘルパー シーズン 3～猫
のし つけ教えます～:
Ep. 2( 字)


コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第六話( 字)


一挙放送


★大自然ド キュ メ ン ト
生き る  シーズン 2:  生存
への試練( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
生き る  シーズン 2:  木の


上の生活( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
生き る  シーズン 2:  防御
の力( 二)


デン バー動物ク リ ニッ ク
シーズン 4:  カ ルテ1( 字)


追跡！UMA伝説:  リ ベリ
ア 生ける 恐竜( 二)


★パン ダ幼稚園:
Ep. 5( 二)


☆サン ディ エゴ動物園
日記 シーズン 2 特別編
( 新) ( 字)


イ ギリ ス野生動物レ ス
キュ ー:  ガン /オコ ジョ /
ヘビ ( 二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25


4: 00 4: 00


4: 30 4: 30


5: 00 5: 00


5: 30 5: 30


6: 00 6: 00


6: 30 6: 30


7: 00 7: 00


7: 30 7: 30


8: 00 8: 00


8: 30 8: 30


9: 00 9: 00


9: 30 9: 30


10: 00 10: 00


10: 30 すご腕アニマル！ 10: 30
コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大
接近！:  第七話( 字)


11: 00 11: 00


11: 30 11: 30


12: 00 12: 00


12: 30 12: 30


13: 00 13: 00


13: 30 13: 30


14: 00 毎月22日は猫の日！ 野生の刃 すご腕アニマル！ 14: 00
コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大
接近！:  第九話( 字)


14: 30 14: 30


15: 00 連日放送 特集・ 野生の戦い 15: 00
必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 1
毒殺の名手( 二)


15: 30 15: 30


16: 00 16: 00


16: 30 16: 30


17: 00 17: 00


17: 30 17: 30


18: 00 恐竜と 古代生物 2021夏SP 18: 00


18: 30 18: 30


19: 00 19: 00


19: 30 19: 30


20: 00
野生動物の秘密を 解明する 番


組
すご腕アニマル！ 野生の王国アワー 20: 00


動物なぜなに研究室:  Ep. 33 ニワト
リ ／ゾウ／ヘビ ( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物
大接近！:  第九話( 字)


20: 30 20: 30


21: 00 21: 00


21: 30 21: 30


22: 00 22: 00


22: 30 22: 30


23: 00 23: 00
★必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 1
毒殺の名手( 二)


★必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 3
凶器の歯( 二)


★動物なぜなに研究室:  Ep. 37 イ ヌ
／ト ラ ／ゴミ ムシ( 字)


★動物なぜなに研究室:  Ep. 39 イ ヌ
／ク モ／リ ス／大型動物の第六感
( 字)


23: 30 23: 30


24: 00 すご腕アニマル！ 24: 00
コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大
接近！:  第七話( 字)


24: 30 24: 30


25: 00 25: 00


25: 30 25: 30


26: 00 26: 00


26: 30 26: 30


27: 00 27: 00


27: 30 27: 30


ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 7 アウト バッ ク  謎の水
中生物( 二)


ザンビア 野生王国の一日
シーズン2:  Ep. 3 サフ ァ リ
CSI ( 二)


NY動物園日記 シーズン
3:  Ep. 1 アシカ の赤
ち ゃ ん( 二)


デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
3( 字)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の
地球～:  アフ リ カ 大地
溝帯を 行く ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大
接近！:  第十話( 字)


必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 2
永遠のラ イ バル( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 3
凶器の歯( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 4
ヘビ ー級ハン タ ー( 二)


アニマル・ ウエポン :
ジャ ン グルの戦い( 二)


★動物なぜなに研究室:  Ep. 40 魚／
キリ ン ／ハト ／ク モ( 字)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  アタ カ マ砂
漠( 二)


冒険！世界ミ ステリ ー
ハン タ ー メ ガロ ド ン
( 字)


★ザン ビ ア 野生王国の
一日 シーズン 2:  Ep. 3
サフ ァ リ CSI ( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  変温
動物( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  動物
界の変わり 者( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


大自然ド キュ メ ン ト  中
東:  ト ルコ ( 二)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  アタ カ マ砂
漠( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


動物なぜなに研究室:  Ep. 35 犬／
チン パン ジーのユーモア( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 36 ハト
／カ メ ／サイ ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


プレ デタ ーの生存戦略
( 二)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  アタ カ マ砂
漠( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  美
し き 島々 シーズン 1:
ヘブリ ディ ーズ諸島
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


テキサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  追い
求める こ と の快感( 字)


野生に生き る :  サルに
育てら れた少年( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


動物なぜなに研究室:  Ep. 33 ニワ
ト リ ／ゾウ／ヘビ ( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 34 フ ラ
ミ ン ゴ／ク モ／飛ぶ魚( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大
接近！:  第八話( 字)


大量絶滅～過去から の
警鐘～( 二)


かわいいラ ン キン グDX:
わんこ ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★小型犬のし つけ:  攻
撃的なチワワ( 字)


★いぬまにあ シーズン
1:  その1( 二)


ペッ ト  野生の秘密:
Ep. 1 遊びと 本能( 二)


猫ヘルパー シーズン 3
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 3( 字)


★新説！恐竜の時代:  羽毛
恐竜と 鳥類の関係( 二)


追跡！UMA伝説:  ナミ ビ
ア 犬の頭を し たブタ
( 二)


★仰天！夢のツ リ ーハ
ウス シーズン 7:  フ ラ
ン スのツ リ ーハウス
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  防御
の力( 二)


相棒 ド ッ グ・ スト ー
リ ー:  自由に生き る
( 二)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の
地球～:  アフ リ カ 大地
溝帯を 行く ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


猫忍:  一の巻( 日)


猫忍:  二の巻( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★動物まる ごと 図鑑:
Ep. 6 ゾウ( 字)


動物まる ごと 図鑑:
Ep. 2 鳥類( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


大自然ド キュ メ ン ト  美
し き 島々 シーズン 1:
ヘブリ ディ ーズ諸島
( 二)


★仰天！夢のツ リ ーハ
ウス シーズン 7:  シャ
キール・ オニールに贈
る 家( 二)


★動物まる ごと 図鑑:
Ep. 7 カ バ／サイ ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★猫忍:  三の巻( 日)


★ねこ 物語～野生から
イ エネコ まで～:  ペッ
ト と 野生ネコ の生態
( 二)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  パタ ゴニア
( 二)


ザン ビ ア 野生王国の一
日 シーズン 2:  Ep. 1 ベ
ルベッ ト モン キーの宿
命( 二)
ザン ビ ア 野生王国の一
日 シーズン 2:  Ep. 2 群
れの力( 二)


冒険！世界ミ ステリ ー
ハン タ ー メ ガロ ド ン
( 字)


恐竜と 古代生物 2021夏SP


BBC超大作 プラ ネッ ト ・ ダ
イ ナソ ー:  Ep. 1 新たなる巨
人( 二)


新説！恐竜の時代:  巨大昆
虫絶滅の謎( 二)


大量絶滅～過去から の警鐘
～( 二)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の
地球～:  アフ リ カ 大地
溝帯を 行く ( 二)


冒険！世界ミ ステリ ー
ハン タ ー メ ガロ ド ン
( 字)


★動物なぜなに研究室:  Ep. 38 イ ヌ
／イ カ ／ヘビ ／鳥( 字)


プレ デタ ーの生存戦略
( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  生存
への試練( 二)


★ザン ビ ア 野生王国の
一日 シーズン 2:  Ep. 4
アフ リ カ の楽園( 二)


ネイ チャ ー特選


動物なぜなに研究室:  Ep. 36 ハト ／
カ メ ／サイ ( 字)


★猫ヘルパー シーズン3～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 3( 字)


★必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 2
永遠のラ イ バル( 二)


コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大
接近！:  第八話( 字)


特集・ 野生の戦い


★アニマル・ ウエポン :
ジャ ン グルの戦い( 二)


★驚異の危険ハン タ ー:
死を も たら す噛みつき
力( 二)


☆アフ リ カ  動物たち の
実像:  草食動物界の王
者たち ( 新) ( 二)


ザン ビ ア 野生王国の一
日 シーズン 2:  Ep. 1 ベ
ルベッ ト モン キーの宿
命( 二)


動物なぜなに研究室:  Ep. 34 フ ラ ミ
ン ゴ／ク モ／飛ぶ魚( 字)


★暴走する野性:  カ バ( 二)


★冒険！世界ミ ステ
リ ーハン タ ー メ ガロ ド
ン ( 字)


★ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 7 アウト バッ ク  謎の水
中生物( 二)


ザン ビ ア 野生王国の一
日 シーズン 2:  Ep. 2 群
れの力( 二)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  パタ ゴニア
( 二)


暴走する 野性:  カ バ
( 二)


★BBC超大作 プラ ネッ ト ・
ダイ ナソ ー:  Ep. 2 恐怖の捕
食者( 二)


★動物まるごと 図鑑:  Ep. 8
レイ ヨ ウ( 字)


追跡！深海の巨大プレ
デタ ー( 字)


大自然ド キュ メ ント  生き る
シーズン2:  木の上の生活
( 二)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン2:  Ep. 12 アメ リ カ
グマ／ピュ ーマ( 字)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン2:  Ep. 13 オオメ ジ
ロザメ ／キリ ン( 字)


★巨大イ カ の大群に迫る
( 字)


★ミ ステリ ー・ ミ ュ ー
ジアム： 恐竜SP( 二)


★翼竜 空飛ぶモン ス
タ ー( 二)


★いぬまにあ ザ・ ベスト :  その4
セレ ブ犬( 二)


★追跡！深海の巨大プ
レ デタ ー( 字)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
ド ラ ゴン :  ド ラ ゴン
6( 二)


ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 7 アウト バッ ク  謎
の水中生物( 二)


★かわいいラ ン キン グ
DX:  わんこ ( 字)


野生動物の秘密を 解明する 番組


★世界の美味し い旅:  メ キシコ シ
ティ ( 二)


デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
2( 字)


追跡！UMA伝説:  ナミ ビ
ア 犬の頭を し たブタ
( 二)


★野生に生き る :  サル
に育てら れた少年( 字)


★NY動物園日記 シーズ
ン 3:  Ep. 1 アシカ の赤
ち ゃ ん( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
中東:  ト ルコ ( 二)


★にゃ んこ 救出大作戦！:  やん
ち ゃ 猫の冒険( 二)


猫ヘルパー シーズン 3
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 3( 字)


★デン バー動物ク リ
ニッ ク  シーズン 4:  カ
ルテ3( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物
大接近！:  第十話( 字)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の
地球～:  アフ リ カ 大地
溝帯を 行く ( 二)


驚異の危険ハン タ ー:
死を も たら す噛みつき
力( 二)


アフ リ カ  動物たち の実
像:  草食動物界の王者
たち ( 二)


★ペッ ト  野生の秘密:
Ep. 1 遊びと 本能( 二)


★プレ デタ ーの生存戦
略( 二)


☆地球も のがたり  中南
米の大自然:  アタ カ マ
砂漠( 新) ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ビ ッ グキャ ッ ト ・ ス
ト ーリ ー シーズン 2:
子育て奮闘記( 二)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
ド ラ ゴン :  ド ラ ゴン
3( 二)


★ワイ ルド ！フ ラ ンク  ド ラ
ゴン:  ド ラ ゴン4( 二)


ミ ュ ータ ン ト ・ プラ
ネッ ト  シーズン 2:  コ
スタ リ カ ( 二)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 1 最初の一歩
( 二)


★Hel l o！ワールド :  生き 残り の
戦術( 字)


相棒 ド ッ グ・ スト ー
リ ー:  自由に生き る
( 二)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン2:  Ep. 10 ピュ ーマ
／アラ イ グマ( 字)


★私はこ う し て襲われた！
シーズン2:  Ep. 11 カ ンガ
ルー／ラ イ オン( 字)


危険生物ゾ ーン


連日放送 ★ねこ 物語～野生から
イ エネコ まで～:  やは
り ネコ が一番( 二)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
ド ラ ゴン :  ド ラ ゴン
5( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★オースティ ン の大冒
険:  アマゾン ( 字)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 2 自立への道
( 二)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 3 安全な住みか
( 二)


野生の刃


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ビ ッ グキャ ッ ト ・ ス
ト ーリ ー シーズン 2:
子育て奮闘記( 二)


大自然ド キュ メ ント  美し き
島々 シーズン1:  ヘブリ
ディ ーズ諸島( 二)


猫ヘルパー シーズン 3
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 3( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


にゃ んこ 救出大作戦！:  決死の夜
間救出劇( 二)


にゃ んこ 救出大作戦！:  枝の上の
黒猫( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 6 子育て( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  木の
上の生活( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


テキサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  狩猟
法違反( 字)


★仰天！夢のツ リ ーハ
ウス シーズン 7:  中世
の要塞風ハウス( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★アト ラ ス４ Ｄ ～驚異
の地球～:  アフ リ カ 大
地溝帯を 行く ( 二)


☆テキサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  追い求め
る こ と の快感( 新) ( 字)


★動物まる ごと 図鑑:
Ep. 4 カ メ ( 字)


★動物まる ごと 図鑑:
Ep. 5 ワニ( 字)


★必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 4
ヘビ ー級ハン タ ー( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  美
し き 島々 シーズン 1:
セイ ロ ン 島( 二)


オースティ ン の大冒険:
アマゾン ( 字)


デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
3( 字)


サン ディ エゴ動物園日
記 シーズン 2 特別編
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


動物なぜなに研究室:  Ep. 35 犬／チ
ン パン ジーのユーモア( 字)


Ani mal  Pl anet
2021年07月編成表


ザン ビ ア 野生王国の一
日 シーズン 2:  Ep. 2 群
れの力( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


びっ く り 動物カ ウン ト ダウン :
Ep. 11 翼なし で飛ぶ動物( 二)


びっ く り 動物カ ウン ト ダウン :
Ep. 12 タ フ な赤ち ゃ ん( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 5 求愛( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  生存
への試練( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


動物まる ごと 図鑑:
Ep. 1 カ ン ガルー( 字)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  防御
の力( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 7 アウト バッ ク  謎
の水中生物( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  その2
愛ら し さ の極み( 二)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  その3
ブサかわ犬( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


動物まる ごと 図鑑:
Ep. 3 海洋哺乳類( 字)


潜入！ホホジロ ザメ の
島3( 字)


大自然ド キュ メ ン ト  生
き る  シーズン 2:  動物
界の変わり 者( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


蘇れ！氷河期の生き 物
たち ( 字)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  パタ ゴニア
( 二)


★仰天！夢のツ リ ーハ
ウス シーズン 7:  チャ
ペル風B&B( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


サン ディ エゴ動物園日
記 シーズン 2 特別編
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


フ ィ ッ シン グ・ アド ベン チャ ー
シーズン 2:  チョ ウザメ ( 字)


BBC超大作 生き 物の旅路:
Ep. 4 権力争い( 二)


フ ィ ッ シン グ・ アド ベン チャ ー
シーズン 2:  シーズン ２ 特集( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


かわいいラ ン キン グDX:
にゃ んこ ( 字)


★仰天！夢のツ リ ーハ
ウス シーズン 7:  愛犬
と 暮ら す山岳ビ ュ ーハ
ウス( 二)


ネイ チャ ー特選







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1


4: 00 4: 00


4: 30 4: 30


5: 00 5: 00


5: 30 5: 30


6: 00 6: 00


6: 30 6: 30


7: 00 7: 00


7: 30 7: 30


8: 00 8: 00


8: 30 8: 30


9: 00 9: 00


9: 30 9: 30


10: 00 10: 00


10: 30 すご腕アニマル！ 10: 30
コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第九話( 字)


11: 00 11: 00


11: 30 11: 30


12: 00 12: 00


12: 30 12: 30


13: 00 13: 00


13: 30 13: 30


14: 00 14: 00


14: 30 14: 30


15: 00 15: 00


15: 30 15: 30


16: 00 16: 00


16: 30 16: 30


17: 00 17: 00


17: 30 17: 30


18: 00 恐竜と 古代生物 2021夏SP 18: 00


18: 30 18: 30


19: 00 19: 00


19: 30 19: 30


20: 00 野生動物の秘密を 解明する 番
組


すご腕アニマル！ 20: 00
動物なぜなに研究室:  Ep. 37 イ ヌ ／ト
ラ ／ゴミ ムシ( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大
接近！:  第十一話( 字)


20: 30 20: 30


21: 00 21: 00


21: 30 21: 30


22: 00 22: 00


22: 30 22: 30


23: 00 野生動物の秘密を 解明する 番
組 23: 00


★必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 5
頭脳戦( 二)


★必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 7
静かなる 死( 二)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 1 光
る ク モ／新聞配達を する 生物( 字)


23: 30 23: 30


24: 00 すご腕アニマル！ 24: 00
コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第九話( 字)


24: 30 24: 30


25: 00 25: 00


25: 30 25: 30


26: 00 26: 00


26: 30 26: 30


27: 00 27: 00


27: 30 27: 30


地球も のがたり  中南米
の大自然:  パン タ ナル自
然保護地域( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  中
東:  ト ルコ ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


テキサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  無謀な
行動( 字)


野生に生き る :  イ ヌ に育
てら れた少女( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


猫ヘルパー シーズン 3～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 4( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 37 イ ヌ
／ト ラ ／ゴミ ムシ( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 38 イ ヌ
／イ カ ／ヘビ ／鳥( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第十話( 字)


冒険！世界ミ ステリ ーハ
ン タ ー メ ガロ ド ン ( 字)


かわいい！スタ ーねこ 誕
生( 字)


衝撃！危険動物と の遭遇
TOP10( 字)


一獲千金！恐竜ハン タ ー
シーズン 2:  新たな恐竜探索
スタ ート ( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 3 凶
器の歯( 二)


★アフ リ カ ン ・ ワイ ルド :  海
の生き 物( 二)


ザン ビ ア 野生王国の一
日 シーズン 2:  Ep. 3 サ
フ ァ リ CSI ( 二)


ザン ビ ア 野生王国の一
日 シーズン 2:  Ep. 4 ア
フ リ カ の楽園( 二)


☆一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  新た
な恐竜探索スタ ート
( 新) ( 二)


★ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 8 南アフ リ カ  伝説の生き
物( 二)


ザン ビ ア 野生王国の一
日 シーズン 2:  Ep. 4 ア
フ リ カ の楽園( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 1 毒
殺の名手( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 2 永
遠のラ イ バル( 二)


★アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  サバン ナの水場( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 4 ヘ
ビ ー級ハン タ ー( 二)


追跡！巨大ホホジロ ザメ
( 字)


ワニと カ バ 生き 残り への戦
い( 二)


★新説！恐竜の時代:  哺乳類
進化の謎( 二)


一獲千金！恐竜ハン タ ー
シーズン 2:  新たな恐竜探索
スタ ート ( 二)


★新説！Tレ ッ ク ス再発見
( 二)


★アッ テン ボロ ー 生命誕生
の旅路:  Ep. 1 生命の夜明け
( 二)


動物まる ごと 図鑑:  Ep. 8
レ イ ヨ ウ( 字)


アフ リ カ  動物たち の実
像:  草食動物界の王者た
ち ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


プレ デタ ーの生存戦略
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


アニマル・ ウエポン :  ジャ ン
グルの戦い( 二)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の地
球～:  魅惑の島ハワイ を
行く ( 二)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 2 ス
パイ ダー・ タ ヌ キ／偉大な母ガモ( 字)


ワニと カ バ 生き 残り へ
の戦い( 二)


★ペッ ト  野生の秘密:
Ep. 2 知ら れざる 能力
( 二)


★ワニと カ バ 生き 残り
への戦い( 二)


☆地球も のがたり  中南
米の大自然:  パン タ ナ
ル自然保護地域
( 新) ( 二)


ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 8 南アフ リ カ  伝説の
生き 物( 二)


★仰天！夢のツ リ ーハウス
シーズン 7:  海兵隊スピ リ ッ
ツ の家( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  アタ カ マ砂漠
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★いぬまにあ ザ・ ベスト :  その5
ヒ ーロ ー犬( 二)


★追跡！巨大ホホジロ ザ
メ ( 字)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
カ リ フ ォ ルニア:  カ リ
フ ォ ルニア5( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  美
し き 島々 シーズン 1:  ヘ
ブリ ディ ーズ諸島( 二)


猫ヘルパー シーズン 3～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 4( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


にゃ んこ 救出大作戦！:  枝の上の
黒猫( 二)


にゃ んこ 救出大作戦！:  やんち ゃ
猫の冒険( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★世界の美味し い旅:  メ キシコ ・
プエブラ ( 二)


デン バー動物ク リ ニッ ク
シーズン 4:  カ ルテ3( 字)


プレ デタ ーの生存戦略
( 二)


★野生に生き る :  イ ヌ に
育てら れた少女( 字)


★NY動物園日記 シーズ
ン 3:  Ep. 2 動物大使の
マーモッ ト ( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
中東:  アラ ビ ア半島( 二)


ザン ビ ア 野生王国の一
日 シーズン 2:  Ep. 3 サ
フ ァ リ CSI ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★猫忍:  四の巻( 日)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  アタ カ マ砂漠
( 二)


動物まる ごと 図鑑:  Ep. 6
ゾウ( 字)


アニマル・ ウエポン :
ジャ ン グルの戦い( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


かわいいラ ン キン グDX:
わんこ ( 字)


★仰天！夢のツ リ ーハウス
シーズン 7:  夢のゲスト ハウ
ス( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★暴走する 野性:  ト ラ ( 二)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
カ リ フ ォ ルニア:  カ リ
フ ォ ルニア3( 二)


暴走する 野性:  ト ラ ( 二)


BBC超大作 プラ ネッ ト ・ ダイ
ナソ ー:  Ep. 2 恐怖の捕食者
( 二)


新説！恐竜の時代:  羽毛恐竜
と 鳥類の関係( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハン
タ ー メ ガロ ド ン ( 字)


ミ ステリ ー・ ミ ュ ージアム：
恐竜SP( 二)


恐竜と 古代生物 2021夏SP


★BBC超大作 プラ ネッ ト ・ ダ
イ ナソ ー:  Ep. 3 奇妙な恐竜
( 二)


★にゃ んこ 救出大作戦！:  懲り な
い常習者( 二)


猫ヘルパー シーズン 3～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 4( 字)


★デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
4( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★Hel l o！ワールド :  母は強し ( 字)


ペッ ト  野生の秘密:
Ep. 1 遊びと 本能( 二)


BBC超大作 プラ ネッ ト ・ ダイ
ナソ ー:  Ep. 1 新たなる 巨人
( 二)


大量絶滅～過去から の警鐘～
( 二)


★いぬまにあ シーズン
1:  その2( 二)


★いぬまにあ シーズン
1:  その3( 二)


ペッ ト  野生の秘密:
Ep. 2 知ら れざる 能力
( 二)


★かわいい！スタ ーねこ
誕生( 字)


必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 3 凶
器の歯( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 4 ヘ
ビ ー級ハン タ ー( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


テキサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  追い求
める こ と の快感( 字)


★仰天！夢のツ リ ーハウス
シーズン 7:  国立公園のロ ッ
ジ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大接
近！:  第十話( 字)


ビ ッ グキャ ッ ト ・ スト ー
リ ー シーズン 2:  狩り と
食( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  中東:
ト ルコ ( 二)


ネイ チャ ー特選


★動物まる ごと 図鑑:
Ep. 9 ク マ( 字)


★アメ リ カ  奇跡の絶景
ト ラ ベル:  Ep. 4 コ ロ ン
ビ ア川渓谷( 字)


★アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  ゾウの旅( 二)


放送休止


NY動物園日記 シーズン
3:  Ep. 1 アシカ の赤ち ゃ
ん( 二)


動物なぜなに研究室:  Ep. 38 イ ヌ ／イ
カ ／ヘビ ／鳥( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 39 イ ヌ ／ク
モ／リ ス／大型動物の第六感( 字)


動物なぜなに研究室:  Ep. 40 魚／キリ
ン ／ハト ／ク モ( 字)


★猫ヘルパー シーズン 3～猫
のし つけ教えます～:
Ep. 4( 字)


★必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 6
無敵の王者( 二)


特集・ 野生の戦い


★アニマル・ ウエポン :  平野
の戦い( 二)


★驚異の危険ハン タ ー:  毒を
あやつる モノ たち ( 二)


☆アフ リ カ  動物たち の実
像:  知ら れざ る レ イ ヨ ウの
世界( 新) ( 二)


放送休止 ペッ ト  野生の秘密:  Ep. 1 遊
びと 本能( 二)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大
接近！:  第十二話( 字)


★アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の
地球～:  魅惑の島ハワイ
を 行く ( 二)


☆テ キサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  無謀な行
動( 新) ( 字)


★必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 8
ビ ッ グキャ ッ ト ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★オースティ ン の大冒
険:  ナミ ブ砂漠( 字)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク  カ リ
フ ォ ルニア:  カ リ フ ォ ルニア
2( 二)


新説！恐竜の時代:  巨大昆虫
絶滅の謎( 二)


恐竜と 古代生物 2021夏SP


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
カ リ フ ォ ルニア:  カ リ
フ ォ ルニア1( 二)


連日放送


テキサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  無謀な
行動( 字)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
カ リ フ ォ ルニア:  カ リ
フ ォ ルニア4( 二)


動物まる ごと 図鑑:  Ep. 4
カ メ ( 字)


必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 1 毒
殺の名手( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:  Ep. 2 永
遠のラ イ バル( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  アタ カ マ砂漠
( 二)


★仰天！夢のツ リ ーハウス
シーズン 7:  スーパースパイ
の家( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ビ ッ グキャ ッ ト ・ ス
ト ーリ ー シーズン 2:  狩
り と 食( 二)


野生の刃


動物まる ごと 図鑑:  Ep. 7
カ バ／サイ ( 字)


驚異の危険ハン タ ー:  死
を も たら す噛みつき 力
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大自然ド キュ メ ン ト  中
東:  ト ルコ ( 二)


★仰天！夢のツ リ ーハウス
シーズン 7:  豪華スカ イ ボッ
ク ス( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★衝撃！危険動物と の遭
遇TOP10( 字)


翼竜 空飛ぶモン スタ ー( 二)


ネイ チャ ー特選


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 5 求愛( 二)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 6 子育て( 二)


動物まる ごと 図鑑:  Ep. 1
カ ン ガルー( 字)


動物まる ごと 図鑑:  Ep. 2
鳥類( 字)


動物まる ごと 図鑑:  Ep. 3 海
洋哺乳類( 字)


動物まる ごと 図鑑:  Ep. 5
ワニ( 字)


Ani mal  Pl anet
2021年07月編成表


ザン ビ ア 野生王国の一
日 シーズン 2:  Ep. 4 ア
フ リ カ の楽園( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


びっ く り 動物カ ウン ト ダウン :
Ep. 12 タ フ な赤ち ゃ ん( 二)


Hel l o！ワールド :  生き 残り の戦術
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の地
球～:  魅惑の島ハワイ を
行く ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


猫忍:  二の巻( 日)


猫忍:  三の巻( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


放送休止


放送休止


放送休止


ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 8 南アフ リ カ  伝説の
生き 物( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  その3 ブ
サかわ犬( 二)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  その4 セ
レ ブ犬( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)





		2021_0628-0704

		2021_0705-0711

		2021_0712-0718

		2021_0719-0725

		2021_0726-0801






AT-X 編成表 2021年6・7月 2021/6/21


6月28日 6月29日 6月30日 7月1日 7月2日 7月3日 7月4日
月 火 水 木 金 土/OPEN 日/OPEN


6:00 天晴爛漫！(9)(10)▲ 6:00 トニカクカワイイ(3)(4)▲ 6:00 魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～(13)▲終 6:00 戦翼のシグルドリーヴァ(10)(11)▲ 6:00 ハクション大魔王２０２０(1)(2)再 6:00 スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました(12)▲終 6:00 promo-X #178


6:30 かなめも(1)再 6:30 ガリレイドンナ(10)▲ 6:30 promo-X #179


7:00 カレイドスター　HDリマスター版(16)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(17)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(18)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(19)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(20)▲ 7:00 Club AT-X(456) 7:00 イジらないで、長瀞さん(12)▲終


7:30 BLUE SEED(1)▲再 7:30 BLUE SEED(2)▲ 7:30 BLUE SEED(3)▲ 7:30 BLUE SEED(4)▲ 7:30 BLUE SEED(5)▲ 7:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(78) 7:30 promo-X #180


8:00 アニメ女子部「アイ★チュウ」(8)▲ 8:00 アイカツプラネット！(18) 8:00 やくならマグカップも(10) 8:00 うどんの国の金色毛鞠(3)▲ 8:00 魔法騎士レイアース(29)(30)▲ 8:00 アナログBANBAN ビッグバン(8) 8:00 BNA ビー・エヌ・エー(7)▲


8:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(30)▲ 8:30 SHAMAN KING(13) 8:30 平日深呼吸。(14) 8:30 WHITE ALBUM2(5)▲ 8:30 忍者コレクション(9-13)終 8:30 七つの大罪 憤怒の審判(24)終


8:50 番組紹介


9:00 美少年探偵団(11)▲ 9:00 フルーツバスケット The Final(12) 9:00 promo-X #178 9:00 さよなら私のクラマー(13)終 9:00 幼なじみが絶対に負けないラブコメ(12)終 9:00 ゆるゆり(1-12)▲ ◎ 9:00 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…(1-12)▲ ◎


9:30 ましろのおと(12)▲終 9:30 蜘蛛ですが、なにか？(24)終 9:30 東京リベンジャーズ(12) 9:30 シャドーハウス(12) 9:30 転生したらスライムだった件 第2期(36.5)


10:00 結城友奈は勇者である ちゅるっと！(11) 10:00 ケンコー全裸系水泳部 ウミショー(13)▲終 10:00 promo-X #179 10:00 promo-X #180 10:00 R指定アニメ！(2)


10:05 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい(23)(24)終


10:10 アニメ「ヘタリア World★Stars」(12)終


10:17 どすこいすしずもう(12)


10:23 土下座で頼んでみた　本気で頼んでみた版(12)


10:30 セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-(12)▲終 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(37) 10:30 ひげを剃る。そして女子高生を拾う。(13)▲終 10:30 音で聴くAT-X


11:00 Fairy蘭丸～あなたの心お助けします～(12)▲終 11:00 Strawberry Panic(5) 11:00 Vivy -Fluorite Eye's Song-　総集編 11:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(12) 11:00 ８６―エイティシックス―　Special Edition


11:30 ゾンビランドサガ リベンジ(12)終 11:30 東京エンカウント弐(78) 11:30 憂国のモリアーティ(23) 11:30 promo-X #178 11:30 オッドタクシー(13)▲終


12:00 この音とまれ！(9)▲ 12:00 この音とまれ！(10)▲ 12:00 この音とまれ！(11)▲ 12:00 この音とまれ！(12)▲ 12:00 この音とまれ！(13)▲


12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(9) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(10) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(11) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(12) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(13)


13:00 戦翼のシグルドリーヴァ(8)(9)▲ 13:00 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅢ(11)(12)▲終 13:00 天晴爛漫！(9)(10)▲ 13:00 トニカクカワイイ(3)(4)▲ 13:00 魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～(13)▲終


13:30 かなめも(1)再


14:00 うどんの国の金色毛鞠(2)▲ 14:00 魔法騎士レイアース(27)(28)▲ 14:00 アニメ女子部「アイ★チュウ」(8)▲ 14:00 アイカツプラネット！(18) 14:00 やくならマグカップも(10)


14:30 WHITE ALBUM2(4)▲ 14:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(30)▲ 14:30 SHAMAN KING(13) 14:30 平日深呼吸。(14)


15:00 さよなら私のクラマー(12) 15:00 幼なじみが絶対に負けないラブコメ(11) 15:00 美少年探偵団(11)▲ 15:00 フルーツバスケット The Final(12) 15:00 promo-X #178 15:00 かくしごと(1-12)▲ ◎ 15:00 公開直前 「劇場版 七つの大罪 光に呪われし者たち」 見なきゃ損!! 最後に大罪人集結SP ○


15:30 シャドーハウス(11) 15:30 転生したらスライムだった件 転スラ日記(12)終 15:30 ましろのおと(12)▲終 15:30 蜘蛛ですが、なにか？(24)終 15:30 東京リベンジャーズ(12) 15:30 桜Trick(1-12)▲ ○


16:00 小林さんちのメイドラゴン(13)(14)▲終 16:00 promo-X #180 16:00 結城友奈は勇者である ちゅるっと！(11) 16:00 ケンコー全裸系水泳部 ウミショー(13)▲終 16:00 promo-X #179


16:05 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい(23)(24)終


16:10 アニメ「ヘタリア World★Stars」(12)終


16:17 どすこいすしずもう(12)


16:23 土下座で頼んでみた　本気で頼んでみた版(12)


16:30 究極進化したフルダイブＲＰＧが現実よりもクソゲーだったら(12)▲終 16:30 セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-(12)▲終 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(37) 16:30 ひげを剃る。そして女子高生を拾う。(13)▲終


17:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(11) 17:00 スーパーカブ(12)▲終 17:00 Fairy蘭丸～あなたの心お助けします～(12)▲終 17:00 Strawberry Panic(5) 17:00 Vivy -Fluorite Eye's Song-　総集編


17:30 聖女の魔力は万能です(12)終 17:30 オッドタクシー(12)▲ 17:30 ゾンビランドサガ リベンジ(12)終 17:30 東京エンカウント弐(78) 17:30 憂国のモリアーティ(23)


18:00 魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～(13)▲終 ◎ 18:00 戦翼のシグルドリーヴァ(10)(11)▲ ◎ 18:00 ハクション大魔王２０２０(1)(2)再 ◎ 18:00 天晴爛漫！(11)(12)▲ ◎ 18:00 トニカクカワイイ(5)(6)▲ ◎


18:30 かなめも(1)再 ◎


19:00 カレイドスター　HDリマスター版(21)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(22)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(23)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(24)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(25)▲ ◎


19:30 BLUE SEED(6)▲ ◎ 19:30 BLUE SEED(7)▲ ◎ 19:30 BLUE SEED(8)▲ ◎ 19:30 BLUE SEED(9)▲ ◎ 19:30 BLUE SEED(10)▲ ◎


20:00 やくならマグカップも(10) ○ 20:00 うどんの国の金色毛鞠(3)▲ ○ 20:00 魔法騎士レイアース(29)(30)▲ ○ 20:00 アニメ女子部「アイ★チュウ」(9)▲ ○ 20:00 アイカツプラネット！(19) ○


20:30 平日深呼吸。(14) 20:30 WHITE ALBUM2(5)▲ ○ 20:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(31)▲ ○ 20:30 SHAMAN KING(14) ○


21:00 ぷちキャラアニメーション「復活の地下帝国！？ロボットガールズZ vs なぞの三大主役ロボ！」 ○ 21:00 さよなら私のクラマー(13)終 ○ 21:00 幼なじみが絶対に負けないラブコメ(12)終 ○ 21:00 美少年探偵団(12)▲終 ○ 21:00 フルーツバスケット The Final(13)終 ○ 21:00 promo-X #180 21:00 ゲッターロボ アーク(1)新 ○


21:15 番組紹介


21:30 東京リベンジャーズ(12) ○ 21:30 シャドーハウス(12) ○ 21:30 転生したらスライムだった件 第2期(36.5) ○ 21:30 ガーリー・エアフォース(4)▲ ◎ 21:30 ひぐらしのなく頃に卒(1)(2)新 ○ 21:30 ガリレイドンナ(11)▲終 ○ 21:30 探偵はもう、死んでいる。(1)新 ○


22:00 「ロボットガールズZ」ぷちキャラショートアニメ(1-3) ○ 22:00 ガーリー・エアフォース(1)(2)▲ ○ 22:00 R指定アニメ！(2) ○ 22:00 結城友奈は勇者である ちゅるっと！(12)終 ○ 22:00 Club AT-X(457) ○


22:05 番組紹介


22:17 どすこいすしずもう(13) ○


22:23 土下座で頼んでみた　本気で頼んでみた版(13)終 ○


22:30 ひげを剃る。そして女子高生を拾う。(13)▲終 ○ 22:30 ガーリー・エアフォース(5)▲ ◎ 22:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険　総集編 ○ 22:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(89) ○ 22:30 未定


23:00 Vivy -Fluorite Eye's Song-　総集編 ○ 23:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(12) ○ 23:00 ８６―エイティシックス―　Special Edition ○ 23:00 SCARLET NEXUS(1)▲新 ○ 23:00 Strawberry Panic(6) ○ 23:00 アナログBANBAN ビッグバン(8) 23:00 BNA ビー・エヌ・エー(8)▲ ○


23:30 憂国のモリアーティ(23) ○ 23:30 ガーリー・エアフォース(3)▲ ○ 23:30 オッドタクシー(13)▲終 ○ 23:30 ピーチボーイリバーサイド(1)▲新 ○ 23:30 ガーリー・エアフォース(6)▲ ◎ 23:30 魔法科高校の優等生(1)新 ○ 23:30 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…Ｘ(1)▲新 ○


24:00 この音とまれ！(14)▲ ◎ 24:00 この音とまれ！(15)▲ ◎ 24:00 この音とまれ！(16)▲ ◎ 24:00 この音とまれ！(17)▲ ◎ 24:00 この音とまれ！(18)▲ ◎ 24:00 かげきしょうじょ!!(1)新 ○ 24:00 未定 ◎


24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(14) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(15) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(16) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(17) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(18) ◎ 24:30 マケン姫っ！(12)終 ○


25:00 ひぐらしのなく頃に業(1-6)▲ ◎ 25:00 ひぐらしのなく頃に業(7-12)▲ ◎ 25:00 ひぐらしのなく頃に業(13-18)▲ ◎ 25:00 ひぐらしのなく頃に業(19-24) ◎ 25:00 転生したらスライムだった件 第2期(25-36)▲ ◎ 25:00 撲殺天使ドクロちゃん(1-8) ◎


27:00 撲殺天使ドクロちゃん2(1-4) ◎


28:00 promo-X #179 28:00 究極進化したフルダイブＲＰＧが現実よりもクソゲーだったら　キャストコメンタリー付き(12)終 ○ 28:00 マケン姫っ！(11) 28:00 継つぐもも　リミッター解除版(12)終 28:00 番組紹介


28:05 劇場版 「TRIGUN -Badlands Rumble-」　▲


28:30 スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました(12)▲終 28:30 今宵こんな片隅で…(80) 28:30 promo-X #178 28:30 幼女戦記　砂漠のパスタ大作戦　▲


28:50 番組紹介


29:00 ガリレイドンナ(10)▲ 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(8) 29:00 promo-X #179 29:00 BNA ビー・エヌ・エー(7)▲


29:30 Club AT-X(456) 29:30 忍者コレクション(9-13)終 29:30 イジらないで、長瀞さん(12)▲終 29:30 七つの大罪 憤怒の審判(24)終 29:30 promo-X #178


29:40 番組紹介


29:55 番組紹介


新・再放送作品 1話目 p  r o m o - X 一挙放送・集中放送 劇 場 版・O V A 停 波 赤文字 視聴年齢制限有 ▲ 字幕あり（一部プラットフォーム）


最終話 声優・実写番組 総集編・特番等イレギュラーな放送 枠移動/時間変更など 未 定 青時間 無料放送 ○◎ 初回放送







AT-X 編成表 2021年7月 2021/6/21


7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日
月 火 水 木 金 土 日


6:00 天晴爛漫！(11)(12)▲ 6:00 トニカクカワイイ(5)(6)▲ 6:00 かなめも(2)(3) 6:00 戦翼のシグルドリーヴァ(12)▲終 6:00 ハクション大魔王２０２０(3)(4) 6:00 promo-X #178 6:00 ゲッターロボ アーク(1)新


6:30 promo-X #179 6:30 ガリレイドンナ(11)▲終 6:30 探偵はもう、死んでいる。(1)新


7:00 カレイドスター　HDリマスター版(21)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(22)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(23)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(24)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(25)▲ 7:00 Club AT-X(457)


7:30 BLUE SEED(6)▲ 7:30 BLUE SEED(7)▲ 7:30 BLUE SEED(8)▲ 7:30 BLUE SEED(9)▲ 7:30 BLUE SEED(10)▲ 7:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(89) 7:30 未定


8:00 アニメ女子部「アイ★チュウ」(9)▲ 8:00 アイカツプラネット！(19) 8:00 やくならマグカップも(11) 8:00 うどんの国の金色毛鞠(4)▲ 8:00 魔法騎士レイアース(31)(32)▲ 8:00 アナログBANBAN ビッグバン(8) 8:00 BNA ビー・エヌ・エー(8)▲


8:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(31)▲ 8:30 SHAMAN KING(14) 8:30 平日深呼吸。(15) 8:30 WHITE ALBUM2(6)▲ 8:30 魔法科高校の優等生(1)新 8:30 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…Ｘ(1)▲新


9:00 美少年探偵団(12)▲終 9:00 フルーツバスケット The Final(13)終 9:00 100万の命の上に俺は立っている　総集編 9:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(1)▲再 9:00 未定 9:00 ゆるゆり♪♪(1-12)▲ ◎ 9:00 ハイスコアガール(1-12)▲ ◎


9:30 promo-X #179 9:30 ひぐらしのなく頃に卒(1)(2)新 9:30 東京リベンジャーズ(13) 9:30 シャドーハウス(13)終 9:30 転生したらスライムだった件 第2期(37)新


10:00 結城友奈は勇者である ちゅるっと！(12)終 10:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(1)▲新 10:00 promo-X #180 10:00 テレビ野郎 ナナーナ 怪物クラーケンを追え！(1-6)再


10:05 番組紹介


10:17 どすこいすしずもう(13)


10:23 土下座で頼んでみた　本気で頼んでみた版(13)終


10:30 音で聴くAT-X 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険　総集編 10:30 八月のシンデレラナイン 2021(1)▲再 10:30 精霊幻想記(1)▲新 10:30 カノジョも彼女(1)▲新


11:00 SCARLET NEXUS(1)▲新 11:00 Strawberry Panic(6) 11:00 かげきしょうじょ!!(1)新 11:00 BLUE REFLECTION RAY/澪　特別編 11:00 ぼくたちのリメイク(1)新


11:30 ピーチボーイリバーサイド(1)▲新 11:30 promo-X #179 11:30 憂国のモリアーティ(24)終 11:30 音で聴くAT-X


12:00 この音とまれ！(14)▲ 12:00 この音とまれ！(15)▲ 12:00 この音とまれ！(16)▲ 12:00 この音とまれ！(17)▲ 12:00 この音とまれ！(18)▲


12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(14) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(15) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(16) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(17) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(18)


13:00 戦翼のシグルドリーヴァ(10)(11)▲ 13:00 ハクション大魔王２０２０(1)(2)再 13:00 天晴爛漫！(11)(12)▲ 13:00 トニカクカワイイ(5)(6)▲ 13:00 かなめも(2)(3)


14:00 うどんの国の金色毛鞠(3)▲ 14:00 魔法騎士レイアース(29)(30)▲ 14:00 アニメ女子部「アイ★チュウ」(9)▲ 14:00 アイカツプラネット！(19) 14:00 やくならマグカップも(11)


14:30 WHITE ALBUM2(5)▲ 14:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(31)▲ 14:30 SHAMAN KING(14) 14:30 平日深呼吸。(15)


15:00 さよなら私のクラマー(13)終 15:00 幼なじみが絶対に負けないラブコメ(12)終 15:00 美少年探偵団(12)▲終 15:00 フルーツバスケット The Final(13)終 15:00 100万の命の上に俺は立っている　総集編 15:00 彼女、お借りします(1-12) ◎ 15:00 お金がないっ(1-4) ○


15:30 シャドーハウス(12) 15:30 転生したらスライムだった件 第2期(36.5) 15:30 promo-X #180 15:30 ひぐらしのなく頃に卒(1)(2)新 15:30 東京リベンジャーズ(13)


16:00 ガーリー・エアフォース(7)(8)▲ ◎ 16:00 R指定アニメ！(2) 16:00 結城友奈は勇者である ちゅるっと！(12)終 16:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(1)▲新


16:05 番組紹介


16:17 どすこいすしずもう(13)


16:23 土下座で頼んでみた　本気で頼んでみた版(13)終


16:30 ガーリー・エアフォース(11)▲ ◎ 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険　総集編 16:30 八月のシンデレラナイン 2021(1)▲再


17:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(12) 17:00 ８６―エイティシックス―　Special Edition 17:00 SCARLET NEXUS(1)▲新 17:00 Strawberry Panic(6) 17:00 かげきしょうじょ!!(1)新


17:20 番組紹介


17:30 ガーリー・エアフォース(9)▲ ◎ 17:30 オッドタクシー(13)▲終 17:30 ピーチボーイリバーサイド(1)▲新 17:30 ガーリー・エアフォース(12)▲ ◎ 17:30 憂国のモリアーティ(24)終 17:30 promo-X #179


18:00 かなめも(2)(3) ◎ 18:00 戦翼のシグルドリーヴァ(12)▲終 ◎ 18:00 ハクション大魔王２０２０(3)(4) ◎ 18:00 天晴爛漫！(13)▲終 ◎ 18:00 トニカクカワイイ(7)(8)▲ ◎ 18:00 アホガール(1-12) ◎


18:30 promo-X #178 18:30 僕らはみんな河合荘(1)▲再 ◎


19:00 カレイドスター　HDリマスター版(26)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(27)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(28)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(29)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(30)▲ ◎


19:30 BLUE SEED(11)▲ ◎ 19:30 BLUE SEED(12)▲ ◎ 19:30 BLUE SEED(13)▲ ◎ 19:30 BLUE SEED(14)▲ ◎ 19:30 BLUE SEED(15)▲ ◎


20:00 やくならマグカップも(11) ○ 20:00 うどんの国の金色毛鞠(4)▲ ○ 20:00 魔法騎士レイアース(31)(32)▲ ○ 20:00 アニメ女子部「アイ★チュウ」(10)▲ ○ 20:00 アイカツプラネット！(20) ○


20:30 平日深呼吸。(15) ○ 20:30 WHITE ALBUM2(6)▲ ○ 20:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(32)▲ ○ 20:30 SHAMAN KING(15) ○


21:00 100万の命の上に俺は立っている　総集編 ○ 21:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(1)▲再 ◎ 21:00 未定 21:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(1)▲新 ○ 21:00 音で聴くAT-X 21:00 小林さんちのメイドラゴンS(1)新 ○ 21:00 ゲッターロボ アーク(2) ○


21:30 東京リベンジャーズ(13) ○ 21:30 シャドーハウス(13)終 ○ 21:30 転生したらスライムだった件 第2期(37)新 ○ 21:30 死神坊ちゃんと黒メイド(1)▲新 ○ 21:30 ひぐらしのなく頃に卒(3) ○ 21:30 冴えない彼女の育てかた(0)▲新 ○ 21:30 探偵はもう、死んでいる。(2) ○


22:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(1)▲新 ○ 22:00 ガーリー・エアフォース(10)▲ ◎ 22:00 テレビ野郎 ナナーナ 怪物クラーケンを追え！(1-6)再 ○ 22:00 番組紹介 22:00 月が導く異世界道中(1)新 ○ 22:00 Club AT-X(457) 22:00 迷宮ブラックカンパニー(1)▲新 ○


22:05 未定


22:10 どすこいすしずもう(14) ○


22:16 文豪ストレイドッグス わん！(1)新 ○


22:30 八月のシンデレラナイン 2021(1)▲再 ○ 22:30 精霊幻想記(1)▲新 ○ 22:30 カノジョも彼女(1)▲新 ○ 22:30 チート薬師のスローライフ～異世界に作ろうドラッグストア～(1)▲新 ○ 22:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(38) ○ 22:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(89) 22:30 未定


23:00 かげきしょうじょ!!(1)新 23:00 BLUE REFLECTION RAY/澪　特別編 ○ 23:00 ぼくたちのリメイク(1)新 ○ 23:00 SCARLET NEXUS(2)▲ ○ 23:00 Strawberry Panic(7) ○ 23:00 アナログBANBAN ビッグバン(9) ○ 23:00 BNA ビー・エヌ・エー(9)▲ ○


23:30 憂国のモリアーティ(24)終 ○ 23:30 未定 23:30 ピーチボーイリバーサイド(2)▲ ○ 23:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(1)再 ◎ 23:30 魔法科高校の優等生(2) ○ 23:30 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…Ｘ(2)▲ ○


24:00 この音とまれ！(19)▲ ◎ 24:00 この音とまれ！(20)▲ ◎ 24:00 この音とまれ！(21)▲ ◎ 24:00 この音とまれ！(22)▲ ◎ 24:00 この音とまれ！(23)▲ ◎ 24:00 かげきしょうじょ!!(2) ○ 24:00 D4DJ First Mix(1-13) ◎


24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(19) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(20) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(21) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(22) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(23) ◎ 24:30 マケン姫っ！　OVA ○


25:00 おそ松さん　（第3期）(1-3) ◎ 25:00 おそ松さん　（第3期）(4-6) ◎ 25:00 おそ松さん　（第3期）(7-9) ◎ 25:00 おそ松さん　（第3期）(10-12) ◎ 25:00 女子高生の無駄づかい(1-12)▲ ◎ 25:00 モンスター娘のお医者さん(1-12) ◎


26:30 怪病医ラムネ(1-3) ◎ 26:30 怪病医ラムネ(4-6) ◎ 26:30 怪病医ラムネ(7-9) ◎ 26:30 怪病医ラムネ(10-12) ◎


28:00 promo-X #180 28:00 promo-X #179 28:00 promo-X #178 28:00 マケン姫っ！(12)終


28:30 promo-X #178 28:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(89) 28:30 ゲッターロボ アーク(1)新 28:30 未定


29:00 ガリレイドンナ(11)▲終 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(8) 29:00 探偵はもう、死んでいる。(1)新 29:00 BNA ビー・エヌ・エー(8)▲


29:30 Club AT-X(457) 29:30 魔法科高校の優等生(1)新 29:30 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…Ｘ(1)▲新 29:30 promo-X #180


新・再放送作品 1話目 p  r o m o - X 一挙放送・集中放送 劇 場 版・O V A 停 波 赤文字 視聴年齢制限有 ▲ 字幕あり（一部プラットフォーム）


最終話 声優・実写番組 総集編・特番等イレギュラーな放送 枠移動/時間変更など 未 定 青時間 無料放送 ○◎ 初回放送







AT-X 編成表 2021年7月 2021/6/21


7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日
月 火 水 木 金 土 日


6:00 天晴爛漫！(13)▲終 6:00 トニカクカワイイ(7)(8)▲ 6:00 かなめも(4)(5) 6:00 魔女の旅々(1)(2)▲再 6:00 ハクション大魔王２０２０(5)(6) 6:00 小林さんちのメイドラゴンS(1)新 6:00 ゲッターロボ アーク(2)


6:30 僕らはみんな河合荘(1)▲再 6:30 冴えない彼女の育てかた(0)▲新 6:30 探偵はもう、死んでいる。(2)


7:00 カレイドスター　HDリマスター版(26)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(27)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(28)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(29)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(30)▲ 7:00 Club AT-X(457) 7:00 迷宮ブラックカンパニー(1)▲新


7:30 BLUE SEED(11)▲ 7:30 BLUE SEED(12)▲ 7:30 BLUE SEED(13)▲ 7:30 BLUE SEED(14)▲ 7:30 BLUE SEED(15)▲ 7:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(89) 7:30 未定


8:00 アニメ女子部「アイ★チュウ」(10)▲ 8:00 アイカツプラネット！(20) 8:00 やくならマグカップも(12)終 8:00 うどんの国の金色毛鞠(5)▲ 8:00 魔法騎士レイアース(33)(34)▲ 8:00 アナログBANBAN ビッグバン(9) 8:00 BNA ビー・エヌ・エー(9)▲


8:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(32)▲ 8:30 SHAMAN KING(15) 8:30 平日深呼吸。(15) 8:30 WHITE ALBUM2(7)▲ 8:30 魔法科高校の優等生(2) 8:30 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…Ｘ(2)▲


9:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(1)▲新 9:00 音で聴くAT-X 9:00 100万の命の上に俺は立っている(13)▲新 9:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(2)(3)▲ 9:00 未定 9:00 ゆるゆり なちゅやちゅみ！　▲ ◎ 9:00 ハイスコアガール　EXTRA STAGE(13-15)▲ ◎


9:30 死神坊ちゃんと黒メイド(1)▲新 9:30 ひぐらしのなく頃に卒(3) 9:30 東京リベンジャーズ(14) 9:30 転生したらスライムだった件 第2期(38)


10:00 番組紹介 10:00 月が導く異世界道中(1)新 10:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(2)▲ 10:00 未定 10:00 テレビ野郎 ナナーナ 怪物クラーケンを追え！(7-12)


10:05 未定 10:05 ゆるゆり なちゅやちゅみ！＋(1-2)▲ ◎


10:10 どすこいすしずもう(14)


10:16 文豪ストレイドッグス わん！(1)新


10:30 チート薬師のスローライフ～異世界に作ろうドラッグストア～(1)▲新 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(38) 10:30 八月のシンデレラナイン 2021(2)▲ 10:30 精霊幻想記(2)▲ 10:30 カノジョも彼女(2)▲ 10:30 ハイスコアガールⅡ(16-24)▲ ◎


11:00 SCARLET NEXUS(2)▲ 11:00 Strawberry Panic(7) 11:00 かげきしょうじょ!!(2) 11:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(13) 11:00 ぼくたちのリメイク(2) 11:00 promo-X #180


11:30 ピーチボーイリバーサイド(2)▲ 11:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(1)再 11:30 白い砂のアクアトープ(1)新 11:30 出会って5秒でバトル(1)新 11:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(1)新 11:30 彼方のアストラ(1-12)▲ ◎


12:00 この音とまれ！(19)▲ 12:00 この音とまれ！(20)▲ 12:00 この音とまれ！(21)▲ 12:00 この音とまれ！(22)▲ 12:00 この音とまれ！(23)▲


12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(19) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(20) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(21) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(22) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(23)


13:00 戦翼のシグルドリーヴァ(12)▲終 13:00 ハクション大魔王２０２０(3)(4) 13:00 天晴爛漫！(13)▲終 13:00 トニカクカワイイ(7)(8)▲ 13:00 かなめも(4)(5)


13:30 promo-X #178 13:30 僕らはみんな河合荘(1)▲再


14:00 うどんの国の金色毛鞠(4)▲ 14:00 魔法騎士レイアース(31)(32)▲ 14:00 アニメ女子部「アイ★チュウ」(10)▲ 14:00 アイカツプラネット！(20) 14:00 やくならマグカップも(12)終


14:30 WHITE ALBUM2(6)▲ 14:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(32)▲ 14:30 SHAMAN KING(15) 14:30 平日深呼吸。(15)


15:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(1)▲再 15:00 未定 15:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(1)▲新 15:00 音で聴くAT-X 15:00 100万の命の上に俺は立っている(13)▲新 15:00 安達としまむら(1-12) ○


15:30 シャドーハウス(13)終 15:30 転生したらスライムだった件 第2期(37)新 15:30 死神坊ちゃんと黒メイド(1)▲新 15:30 ひぐらしのなく頃に卒(3) 15:30 東京リベンジャーズ(14)


16:00 promo-X #179 16:00 テレビ野郎 ナナーナ 怪物クラーケンを追え！(1-6)再 16:00 番組紹介 16:00 月が導く異世界道中(1)新 16:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(2)▲


16:05 未定


16:10 どすこいすしずもう(14)


16:16 文豪ストレイドッグス わん！(1)新


16:30 精霊幻想記(1)▲新 16:30 カノジョも彼女(1)▲新 16:30 チート薬師のスローライフ～異世界に作ろうドラッグストア～(1)▲新 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(38) 16:30 八月のシンデレラナイン 2021(2)▲


17:00 BLUE REFLECTION RAY/澪　特別編 17:00 ぼくたちのリメイク(1)新 17:00 SCARLET NEXUS(2)▲ 17:00 Strawberry Panic(7) 17:00 かげきしょうじょ!!(2)


17:30 音で聴くAT-X 17:30 ピーチボーイリバーサイド(2)▲ 17:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(1)再 17:30 白い砂のアクアトープ(1)新


18:00 かなめも(4)(5) ◎ 18:00 魔女の旅々(1)(2)▲再 ◎ 18:00 ハクション大魔王２０２０(5)(6) ◎ 18:00 僕らはみんな河合荘(2)(3)▲ ◎ 18:00 トニカクカワイイ(9)(10)▲ ◎


18:20 映画 この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説　▲ ◎


19:00 カレイドスター　HDリマスター版(31)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(32)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(33)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(34)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(35)▲ ◎


19:30 BLUE SEED(16)▲ ◎ 19:30 BLUE SEED(17)▲ ◎ 19:30 BLUE SEED(18)▲ ◎ 19:30 BLUE SEED(19)▲ ◎ 19:30 BLUE SEED(20)▲ ◎


19:55 あさがおと加瀬さん。　▲ ○


20:00 やくならマグカップも(12)終 ○ 20:00 うどんの国の金色毛鞠(5)▲ ○ 20:00 魔法騎士レイアース(33)(34)▲ ○ 20:00 アニメ女子部「アイ★チュウ」(11)▲ ○ 20:00 アイカツプラネット！(21) ○


20:30 平日深呼吸。(15) 20:30 WHITE ALBUM2(7)▲ ○ 20:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(33)▲ ○ 20:30 SHAMAN KING(16) ○


21:00 100万の命の上に俺は立っている(13)▲新 ○ 21:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(2)(3)▲ ◎ 21:00 未定 21:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(2)▲ ○ 21:00 Sonny Boy(1)新 ○ 21:00 小林さんちのメイドラゴンS(2) ○ 21:00 ゲッターロボ アーク(3) ○


21:30 東京リベンジャーズ(14) ○ 21:30 転生したらスライムだった件 第2期(38) ○ 21:30 死神坊ちゃんと黒メイド(2)▲ ○ 21:30 ひぐらしのなく頃に卒(4) ○ 21:30 冴えない彼女の育てかた(1)▲ ○ 21:30 探偵はもう、死んでいる。(3) ○


22:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(2)▲ ○ 22:00 未定 22:00 テレビ野郎 ナナーナ 怪物クラーケンを追え！(7-12) ○ 22:00 未定 22:00 月が導く異世界道中(2) ○ 22:00 Club AT-X(458) ○ 22:00 迷宮ブラックカンパニー(2)▲ ○


22:05 未定


22:10 どすこいすしずもう(15) ○


22:16 文豪ストレイドッグス わん！(2) ○


22:30 八月のシンデレラナイン 2021(2)▲ ○ 22:30 精霊幻想記(2)▲ ○ 22:30 カノジョも彼女(2)▲ ○ 22:30 チート薬師のスローライフ～異世界に作ろうドラッグストア～(2)▲ ○ 22:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(39) ○ 22:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(90) ○ 22:30 未定


23:00 かげきしょうじょ!!(2) 23:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(13) ○ 23:00 ぼくたちのリメイク(2) ○ 23:00 SCARLET NEXUS(3)▲ ○ 23:00 Strawberry Panic(8) ○ 23:00 アナログBANBAN ビッグバン(9) 23:00 BNA ビー・エヌ・エー(10)▲ ○


23:30 白い砂のアクアトープ(1)新 ○ 23:30 出会って5秒でバトル(1)新 ○ 23:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(1)新 ○ 23:30 ピーチボーイリバーサイド(3)▲ ○ 23:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(2) ◎ 23:30 魔法科高校の優等生(3) ○ 23:30 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…Ｘ(3)▲ ○


24:00 この音とまれ！(24)▲ ◎ 24:00 この音とまれ！(25)▲ ◎ 24:00 この音とまれ！(26)▲終 ◎ 24:00 あひるの空(1)再 ◎ 24:00 あひるの空(2) ◎ 24:00 かげきしょうじょ!!(3) ○ 24:00 あさがおと加瀬さん。　本編キャストオーディオコメンタリー版 ○


24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(24) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(25) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(26) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(27) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(28) ◎ 24:30 マケン姫っ！通(0)再 ○


25:00 おそ松さん　（第3期）(13-15) ◎ 25:00 おそ松さん　（第3期）(16-18) ◎ 25:00 おそ松さん　（第3期）(19-21) ◎ 25:00 おそ松さん　（第3期）(22-25) ◎ 25:00 アサシンズプライド(1-12)▲ ◎ 25:00 推しが武道館いってくれたら死ぬ(1-12)▲ ◎


25:05 キングスレイド 意志を継ぐものたち(1-10) ◎


26:30 魔術士オーフェンはぐれ旅 キムラック編(1-3)▲ ◎ 26:30 魔術士オーフェンはぐれ旅 キムラック編(4-6)▲ ◎ 26:30 魔術士オーフェンはぐれ旅 キムラック編(7-9)▲ ◎


27:00 魔術士オーフェンはぐれ旅 キムラック編(10)(11)▲ ◎


28:00 promo-X #180 28:00 promo-X #178 28:00 promo-X #179 28:00 マケン姫っ！　OVA


28:30 小林さんちのメイドラゴンS(1)新 28:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(89) 28:30 ゲッターロボ アーク(2) 28:30 未定


29:00 冴えない彼女の育てかた(0)▲新 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(9) 29:00 探偵はもう、死んでいる。(2) 29:00 BNA ビー・エヌ・エー(9)▲


29:30 Club AT-X(457) 29:30 魔法科高校の優等生(2) 29:30 迷宮ブラックカンパニー(1)▲新 29:30 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…Ｘ(2)▲


新・再放送作品 1話目 p  r o m o - X 一挙放送・集中放送 劇 場 版・O V A 停 波 赤文字 視聴年齢制限有 ▲ 字幕あり（一部プラットフォーム）


最終話 声優・実写番組 総集編・特番等イレギュラーな放送 枠移動/時間変更など 未 定 青時間 無料放送 ○◎ 初回放送







AT-X 編成表 2021年7月 2021/6/21
7月19日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 7月25日


月 火 水 木 金 土 日
6:00 僕らはみんな河合荘(2)(3)▲ 6:00 トニカクカワイイ(9)(10)▲ 6:00 かなめも(6)(7) 6:00 魔女の旅々(3)(4)▲ 6:00 ハクション大魔王２０２０(7)(8) 6:00 小林さんちのメイドラゴンS(2) 6:00 ゲッターロボ アーク(3)


6:30 冴えない彼女の育てかた(1)▲ 6:30 探偵はもう、死んでいる。(3)


7:00 カレイドスター　HDリマスター版(31)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(32)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(33)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(34)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(35)▲ 7:00 Club AT-X(458) 7:00 迷宮ブラックカンパニー(2)▲


7:30 BLUE SEED(16)▲ 7:30 BLUE SEED(17)▲ 7:30 BLUE SEED(18)▲ 7:30 BLUE SEED(19)▲ 7:30 BLUE SEED(20)▲ 7:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(90) 7:30 未定


8:00 アニメ女子部「アイ★チュウ」(11)▲ 8:00 アイカツプラネット！(21) 8:00 妖怪ウォッチ♪(1)新 8:00 うどんの国の金色毛鞠(6)▲ 8:00 魔法騎士レイアース(35)(36)▲ 8:00 アナログBANBAN ビッグバン(9) 8:00 BNA ビー・エヌ・エー(10)▲


8:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(33)▲ 8:30 SHAMAN KING(16) 8:30 平日深呼吸。(16) 8:30 WHITE ALBUM2(8)▲ 8:30 魔法科高校の優等生(3) 8:30 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…Ｘ(3)▲


9:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(2)▲ 9:00 Sonny Boy(1)新 9:00 100万の命の上に俺は立っている(14)▲ 9:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(4)(5)▲ 9:00 未定 9:00 ゆるゆり さん☆ハイ！(1-12)▲ ◎ 9:00 未定 ◎


9:30 死神坊ちゃんと黒メイド(2)▲ 9:30 ひぐらしのなく頃に卒(4) 9:30 東京リベンジャーズ(15) 9:30 転生したらスライムだった件 第2期(39)


10:00 未定 10:00 月が導く異世界道中(2) 10:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(3)▲ 10:00 未定 10:00 テレビ野郎 ナナーナ 怪物クラーケンを追え！(13-18)


10:05 未定


10:10 どすこいすしずもう(15)


10:16 文豪ストレイドッグス わん！(2)


10:30 チート薬師のスローライフ～異世界に作ろうドラッグストア～(2)▲ 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(39) 10:30 八月のシンデレラナイン 2021(3)▲ 10:30 精霊幻想記(3)▲ 10:30 カノジョも彼女(3)▲


11:00 SCARLET NEXUS(3)▲ 11:00 Strawberry Panic(8) 11:00 かげきしょうじょ!!(3) 11:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(14) 11:00 ぼくたちのリメイク(3)


11:30 ピーチボーイリバーサイド(3)▲ 11:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(2) 11:30 白い砂のアクアトープ(2) 11:30 出会って5秒でバトル(2) 11:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(2)


12:00 この音とまれ！(24)▲ 12:00 この音とまれ！(25)▲ 12:00 この音とまれ！(26)▲終 12:00 あひるの空(1)再 12:00 あひるの空(2)


12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(24) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(25) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(26) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(27) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(28)


13:00 魔女の旅々(1)(2)▲再 13:00 ハクション大魔王２０２０(5)(6) 13:00 僕らはみんな河合荘(2)(3)▲ 13:00 トニカクカワイイ(9)(10)▲ 13:00 かなめも(6)(7)


14:00 うどんの国の金色毛鞠(5)▲ 14:00 魔法騎士レイアース(33)(34)▲ 14:00 アニメ女子部「アイ★チュウ」(11)▲ 14:00 アイカツプラネット！(21) 14:00 妖怪ウォッチ♪(1)新


14:30 WHITE ALBUM2(7)▲ 14:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(33)▲ 14:30 SHAMAN KING(16) 14:30 平日深呼吸。(16)


15:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(2)(3)▲ 15:00 未定 15:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(2)▲ 15:00 Sonny Boy(1)新 15:00 100万の命の上に俺は立っている(14)▲ 15:00 ゆるゆり、　▲ ◎ 15:00 学園ヘヴン(1-13) ○


15:30 転生したらスライムだった件 第2期(38) 15:30 死神坊ちゃんと黒メイド(2)▲ 15:30 ひぐらしのなく頃に卒(4) 15:30 東京リベンジャーズ(15)


15:35 promo-X #180


16:00 未定 16:00 テレビ野郎 ナナーナ 怪物クラーケンを追え！(7-12) 16:00 未定 16:00 月が導く異世界道中(2) 16:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(3)▲ 16:00 リズと青い鳥　▲ ◎


16:05 未定


16:10 どすこいすしずもう(15)


16:16 文豪ストレイドッグス わん！(2)


16:30 精霊幻想記(2)▲ 16:30 カノジョも彼女(2)▲ 16:30 チート薬師のスローライフ～異世界に作ろうドラッグストア～(2)▲ 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(39) 16:30 八月のシンデレラナイン 2021(3)▲


17:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(13) 17:00 ぼくたちのリメイク(2) 17:00 SCARLET NEXUS(3)▲ 17:00 Strawberry Panic(8) 17:00 かげきしょうじょ!!(3)


17:30 出会って5秒でバトル(1)新 17:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(1)新 17:30 ピーチボーイリバーサイド(3)▲ 17:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(2) 17:30 白い砂のアクアトープ(2)


17:35 劇場版 響け！ユーフォニアム～誓いのフィナーレ～　▲ ◎


18:00 かなめも(6)(7) ◎ 18:00 魔女の旅々(3)(4)▲ ◎ 18:00 ハクション大魔王２０２０(7)(8) ◎ 18:00 僕らはみんな河合荘(4)(5)▲ ◎ 18:00 トニカクカワイイ(11)(12)▲終 ◎


19:00 カレイドスター　HDリマスター版(36)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(37)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(38)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(39)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(40)▲ ◎


19:30 BLUE SEED(21)▲ ◎ 19:30 BLUE SEED(22)▲ ◎ 19:30 BLUE SEED(23)▲ ◎ 19:30 BLUE SEED(24)▲ ◎ 19:30 BLUE SEED(25)▲ ◎


19:35 音で聴くAT-X


19:55 フラグタイム　▲ ○


20:00 妖怪ウォッチ♪(1)新 20:00 うどんの国の金色毛鞠(6)▲ ○ 20:00 魔法騎士レイアース(35)(36)▲ ○ 20:00 アニメ女子部「アイ★チュウ」(12)▲終 ○ 20:00 アイカツプラネット！(22) ○


20:30 平日深呼吸。(16) ○ 20:30 WHITE ALBUM2(8)▲ ○ 20:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(34)▲ ○ 20:30 SHAMAN KING(17) ○


21:00 100万の命の上に俺は立っている(14)▲ ○ 21:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(4)(5)▲ ◎ 21:00 未定 21:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(3)▲ ○ 21:00 Sonny Boy(2) ○ 21:00 小林さんちのメイドラゴンS(3) ○ 21:00 ゲッターロボ アーク(4) ○


21:30 東京リベンジャーズ(15) ○ 21:30 転生したらスライムだった件 第2期(39) ○ 21:30 死神坊ちゃんと黒メイド(3)▲ ○ 21:30 ひぐらしのなく頃に卒(5) ○ 21:30 冴えない彼女の育てかた(2)▲ ○ 21:30 探偵はもう、死んでいる。(4) ○


22:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(3)▲ ○ 22:00 未定 22:00 テレビ野郎 ナナーナ 怪物クラーケンを追え！(13-18) ○ 22:00 未定 22:00 月が導く異世界道中(3) ○ 22:00 Club AT-X(458) 22:00 迷宮ブラックカンパニー(3)▲ ○


22:05 未定


22:10 どすこいすしずもう(16) ○


22:16 文豪ストレイドッグス わん！(3) ○


22:30 八月のシンデレラナイン 2021(3)▲ ○ 22:30 精霊幻想記(3)▲ ○ 22:30 カノジョも彼女(3)▲ ○ 22:30 チート薬師のスローライフ～異世界に作ろうドラッグストア～(3)▲ ○ 22:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(40) ○ 22:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(90) 22:30 未定


23:00 かげきしょうじょ!!(3) 23:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(14) ○ 23:00 ぼくたちのリメイク(3) ○ 23:00 SCARLET NEXUS(4)▲ ○ 23:00 Strawberry Panic(9) ○ 23:00 アナログBANBAN ビッグバン(10) ○ 23:00 BNA ビー・エヌ・エー(11)▲ ○


23:30 白い砂のアクアトープ(2) ○ 23:30 出会って5秒でバトル(2) ○ 23:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(2) ○ 23:30 ピーチボーイリバーサイド(4)▲ ○ 23:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(3) ◎ 23:30 魔法科高校の優等生(4) ○ 23:30 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…Ｘ(4)▲ ○


24:00 あひるの空(3) ◎ 24:00 あひるの空(4) ◎ 24:00 あひるの空(5) ◎ 24:00 あひるの空(6) ◎ 24:00 あひるの空(7) ◎ 24:00 かげきしょうじょ!!(4) ○ 24:00 フラグタイム　本編キャストオーディオコメンタリー版 ◎


24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(29) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(30) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(31) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(32) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(33) ◎ 24:30 マケン姫っ！通(1) ○


25:00 未定 25:00 未定 25:00 未定 25:00 未定 25:00 魔法少女猫たると(1-12) ◎ 25:00 ACTORS -Songs Connection-(1-12) ◎


25:05 キングスレイド 意志を継ぐものたち(11-20) ◎


28:00 promo-X #178 28:00 promo-X #179 28:00 promo-X #180 28:00 マケン姫っ！通(0)再


28:30 小林さんちのメイドラゴンS(2) 28:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(90) 28:30 ゲッターロボ アーク(3) 28:30 未定


29:00 冴えない彼女の育てかた(1)▲ 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(9) 29:00 探偵はもう、死んでいる。(3) 29:00 BNA ビー・エヌ・エー(10)▲


29:30 Club AT-X(458) 29:30 魔法科高校の優等生(3) 29:30 迷宮ブラックカンパニー(2)▲ 29:30 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…Ｘ(3)▲


新・再放送作品 1話目 p  r o m o - X 一挙放送・集中放送 劇 場 版・O V A 停 波 赤文字 視聴年齢制限有 ▲ 字幕あり（一部プラットフォーム）


最終話 声優・実写番組 総集編・特番等イレギュラーな放送 枠移動/時間変更など 未 定 青時間 無料放送 ○◎ 初回放送







AT-X 編成表 2021年7月 2021/6/21


7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日 8月1日
月 火 水 木 金 土 日


6:00 僕らはみんな河合荘(4)(5)▲ 6:00 トニカクカワイイ(11)(12)▲終 6:00 かなめも(8)(9) 6:00 魔女の旅々(5)(6)▲ 6:00 ハクション大魔王２０２０(9)(10) 6:00 小林さんちのメイドラゴンS(3)


6:30 冴えない彼女の育てかた(2)▲


7:00 カレイドスター　HDリマスター版(36)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(37)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(38)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(39)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(40)▲ 7:00 Club AT-X(458)


7:30 BLUE SEED(21)▲ 7:30 BLUE SEED(22)▲ 7:30 BLUE SEED(23)▲ 7:30 BLUE SEED(24)▲ 7:30 BLUE SEED(25)▲ 7:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(90)


8:00 アニメ女子部「アイ★チュウ」(12)▲終 8:00 アイカツプラネット！(22) 8:00 妖怪ウォッチ♪(2) 8:00 うどんの国の金色毛鞠(7)▲ 8:00 魔法騎士レイアース(37)(38)▲ 8:00 アナログBANBAN ビッグバン(10)


8:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(34)▲ 8:30 SHAMAN KING(17) 8:30 平日深呼吸。(16) 8:30 WHITE ALBUM2(9)▲ 8:30 魔法科高校の優等生(4)


9:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(3)▲ 9:00 Sonny Boy(2) 9:00 100万の命の上に俺は立っている(15)▲ 9:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(6)(7)▲ 9:00 未定 9:00 氷菓(1-11)▲ ◎


9:30 死神坊ちゃんと黒メイド(3)▲ 9:30 ひぐらしのなく頃に卒(5) 9:30 東京リベンジャーズ(16) 9:30 転生したらスライムだった件 第2期(40)


10:00 未定 10:00 月が導く異世界道中(3) 10:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(4)▲ 10:00 未定 10:00 テレビ野郎 ナナーナ 怪物クラーケンを追え！(19-24)終


10:05 未定


10:10 どすこいすしずもう(16)


10:16 文豪ストレイドッグス わん！(3)


10:30 チート薬師のスローライフ～異世界に作ろうドラッグストア～(3)▲ 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(40) 10:30 八月のシンデレラナイン 2021(4)▲ 10:30 精霊幻想記(4)▲ 10:30 カノジョも彼女(4)▲


11:00 SCARLET NEXUS(4)▲ 11:00 Strawberry Panic(9) 11:00 かげきしょうじょ!!(4) 11:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(15) 11:00 ぼくたちのリメイク(4)


11:30 ピーチボーイリバーサイド(4)▲ 11:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(3) 11:30 白い砂のアクアトープ(3) 11:30 出会って5秒でバトル(3) 11:30 未定


12:00 あひるの空(3) 12:00 あひるの空(4) 12:00 あひるの空(5) 12:00 あひるの空(6) 12:00 あひるの空(7)


12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(29) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(30) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(31) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(32) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(33)


13:00 魔女の旅々(3)(4)▲ 13:00 ハクション大魔王２０２０(7)(8) 13:00 僕らはみんな河合荘(4)(5)▲ 13:00 トニカクカワイイ(11)(12)▲終 13:00 かなめも(8)(9)


14:00 うどんの国の金色毛鞠(6)▲ 14:00 魔法騎士レイアース(35)(36)▲ 14:00 アニメ女子部「アイ★チュウ」(12)▲終 14:00 アイカツプラネット！(22) 14:00 妖怪ウォッチ♪(2) 14:00 promo-X #180


14:25 Fate/kaleid liner Prisma☆Illya プリズマ☆ファンタズム　▲ ◎


14:30 WHITE ALBUM2(8)▲ 14:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(34)▲ 14:30 SHAMAN KING(17) 14:30 平日深呼吸。(16)


15:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(4)(5)▲ 15:00 未定 15:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(3)▲ 15:00 Sonny Boy(2) 15:00 100万の命の上に俺は立っている(15)▲


15:30 転生したらスライムだった件 第2期(39) 15:30 死神坊ちゃんと黒メイド(3)▲ 15:30 ひぐらしのなく頃に卒(5) 15:30 東京リベンジャーズ(16) 15:30 LOVE STAGE!!(1-10+OVA)▲ ○


16:00 未定 16:00 テレビ野郎 ナナーナ 怪物クラーケンを追え！(13-18) 16:00 未定 16:00 月が導く異世界道中(3) 16:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(4)▲


16:05 未定


16:10 どすこいすしずもう(16)


16:16 文豪ストレイドッグス わん！(3)


16:30 精霊幻想記(3)▲ 16:30 カノジョも彼女(3)▲ 16:30 チート薬師のスローライフ～異世界に作ろうドラッグストア～(3)▲ 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(40) 16:30 八月のシンデレラナイン 2021(4)▲


17:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(14) 17:00 ぼくたちのリメイク(3) 17:00 SCARLET NEXUS(4)▲ 17:00 Strawberry Panic(9) 17:00 かげきしょうじょ!!(4)


17:30 出会って5秒でバトル(2) 17:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(2) 17:30 ピーチボーイリバーサイド(4)▲ 17:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(3) 17:30 白い砂のアクアトープ(3)


18:00 かなめも(8)(9) ◎ 18:00 魔女の旅々(5)(6)▲ ◎ 18:00 ハクション大魔王２０２０(9)(10) ◎ 18:00 僕らはみんな河合荘(6)(7)▲ ◎ 18:00 revisions リヴィジョンズ(1)(2)▲再 ◎


19:00 カレイドスター　HDリマスター版(41)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(42)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(43)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(44)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(45)▲ ◎


19:30 BLUE SEED(26)▲終 ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(1)再 ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(2) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(3) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(4) ◎


20:00 妖怪ウォッチ♪(2) ○ 20:00 うどんの国の金色毛鞠(7)▲ ○ 20:00 魔法騎士レイアース(37)(38)▲ ○ 20:00 アニメ女子部「アオハライド」(1)▲新 ○ 20:00 アイカツプラネット！(23) ○


20:30 平日深呼吸。(16) 20:30 WHITE ALBUM2(9)▲ ○ 20:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(35)▲ ○ 20:30 SHAMAN KING(18) ○


21:00 100万の命の上に俺は立っている(15)▲ ○ 21:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(6)(7)▲ ◎ 21:00 未定 21:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(4)▲ ○ 21:00 Sonny Boy(3) ○ 21:00 小林さんちのメイドラゴンS(4) ○


21:30 東京リベンジャーズ(16) ○ 21:30 転生したらスライムだった件 第2期(40) ○ 21:30 死神坊ちゃんと黒メイド(4)▲ ○ 21:30 ひぐらしのなく頃に卒(6) ○ 21:30 冴えない彼女の育てかた(3)▲ ○


22:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(4)▲ ○ 22:00 未定 22:00 テレビ野郎 ナナーナ 怪物クラーケンを追え！(19-24)終 ○ 22:00 未定 22:00 月が導く異世界道中(4) ○ 22:00 未定


22:05 未定


22:10 どすこいすしずもう(17) ○


22:16 文豪ストレイドッグス わん！(4) ○


22:30 八月のシンデレラナイン 2021(4)▲ ○ 22:30 精霊幻想記(4)▲ ○ 22:30 カノジョも彼女(4)▲ ○ 22:30 チート薬師のスローライフ～異世界に作ろうドラッグストア～(4)▲ ○ 22:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(41) ○ 22:30 未定


23:00 かげきしょうじょ!!(4) 23:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(15) ○ 23:00 ぼくたちのリメイク(4) ○ 23:00 SCARLET NEXUS(5)▲ ○ 23:00 Strawberry Panic(10) ○ 23:00 アナログBANBAN ビッグバン(10)


23:30 白い砂のアクアトープ(3) ○ 23:30 出会って5秒でバトル(3) ○ 23:30 未定 23:30 ピーチボーイリバーサイド(5)▲ ○ 23:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(4) ◎ 23:30 魔法科高校の優等生(5) ○


24:00 あひるの空(8) ◎ 24:00 あひるの空(9) ◎ 24:00 あひるの空(10) ◎ 24:00 あひるの空(11) ◎ 24:00 あひるの空(12) ◎ 24:00 かげきしょうじょ!!(5) ○


24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(34) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(35) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(36) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(37) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(38) ◎ 24:30 マケン姫っ！通(2) ○


25:00 未定 25:00 未定 25:00 未定 25:00 未定 25:00 超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです！(1-12)▲ ◎ 25:00 音で聴くAT-X


25:30 BLUE SEED 2(1-3)▲ ◎


27:00 キングスレイド 意志を継ぐものたち(21-26)


28:00 promo-X #178 28:00 promo-X #179 28:00 promo-X #180 28:00 マケン姫っ！通(1)


28:30 小林さんちのメイドラゴンS(3) 28:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(90) 28:30 ゲッターロボ アーク(4) 28:30 未定


29:00 冴えない彼女の育てかた(2)▲ 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(10) 29:00 探偵はもう、死んでいる。(4) 29:00 BNA ビー・エヌ・エー(11)▲


29:30 Club AT-X(458) 29:30 魔法科高校の優等生(4) 29:30 迷宮ブラックカンパニー(3)▲ 29:30 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…Ｘ(4)▲


新・再放送作品 1話目 p  r o m o - X 一挙放送・集中放送 劇 場 版・O V A 停 波 赤文字 視聴年齢制限有 ▲ 字幕あり（一部プラットフォーム）


最終話 声優・実写番組 総集編・特番等イレギュラーな放送 枠移動/時間変更など 未 定 青時間 無料放送 ○◎ 初回放送
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		202107-2

		202107-3

		202107-4

		202107-5
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J SPORTS 1 2021.06.28-2021.07.04
2021.06.28 2021.06.29 2021.06.30 2021.07.01 2021.07.02 2021.07.03 2021.07.04


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


04:00
15[S]
休止04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 00[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


00[S][HD][F]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドチャンピオン
シップ
準決勝


05:00


04:00 00[S]
休止


～[多][HD]ラグビー日本代
表強化試合2021


04:00 00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1140
【ハイライト】
(休止の場合あり)


00[S][字][HD][F]
WWE ロウ #1465
【ハイライト】


05:30 05:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(07/02)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


06:30


05:30


06:00 00[S]
インフォメーション


00[S]
インフォメーション


06:00 00[S][HD][F]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


06:00


06:30 30[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
ボルダリング 第4戦
『インスブルック(オーストリ
ア)』


(2021/06/27　インスブルッ
ク, オーストリア)


30[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第1戦
『インスブルック(オーストリ
ア)』


(2021/06/25　インスブルッ
ク, オーストリア)


06:30


55[多][HD][F][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


07:00 07:00 07:00


25[S][同][HD][F]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(07/03)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


07:30 07:30 07:30


08:00 08:00 08:00


08:30 08:30 08:30


09:00 09:00 00[S][L][初][HD]
WWE スマックダウン #1141
【英語版】


09:00


09:30 30[S]
インフォメーション


30[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


09:30 09:30


10:00 00[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第3戦
『ミサノ(イタリア)』


(2021/06/12-13)


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
ボルダリング 第4戦
『インスブルック(オーストリ
ア)』


(2021/06/27　インスブルッ
ク, オーストリア)


10:00 10:00


10:30


12:00 12:00 12:00


12:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


12:30 12:30


10:30 10:30


55[S][HD]
J SPORTS セレクション


11:00 11:00 11:00
15[二][同][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/02)』


11:30 11:30 11:30


13:00 00[S][初][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][初][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


13:00 13:00


25[BB][S][L][初][HD][F]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(07/04)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


13:30 30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


13:30 30[S][休][HD]
ラグビー 一人語り #4


13:30


55[BB][S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(07/03)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


14:00 00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン3【J SPORTSハッ


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン3【J SPORTSハッ


14:00 14:00


14:30 30[S][HD]
MLB 深掘り History #2


30[S]インフォメーション 14:30 14:30
45[S][HD]スーパーフォー
55[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第3戦
『ミサノ(イタリア)』


(2021/06/12-13)


15:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


15:00 15:00


15:30 15:30 15:30


16:00 00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第1戦
『インスブルック(オーストリ
ア)』


(2021/06/25　インスブルッ
ク, オーストリア)


16:00 16:00


16:30 16:30 16:30


17:00 17:00 17:00


17:30 17:30 30[二][同][HD][F]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ライオンズ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/03　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


17:30


55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(07/02)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


18:00 18:00 00[S][休][HD]MLBミュー
ジック #26


18:00
15[二][同][休][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/02)』
(休止の場合あり)


18:30 18:30 18:30


19:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(06/30)』


19:00 19:00


19:30


21:00 21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


19:30 30[S][同][HD][F]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(07/04)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


19:30


20:00 20:00 20:00


20:30 20:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


20:30


22:00 00[S][初][HD][F]
MLBイッキ見！ #14


22:00 22:00


22:30 30[二][HD]
ラグビー日本代表テストマッ
チ2021
【欧州ドリームチームにジャ
パンが挑む！】
『ブリティッシュ＆アイリッ
シュ・ライオンズ vs. 日本代
表』


(2021/06/26　BTマレー
フィールド, エディンバラ, ス
コットランド)


22:30 22:30
45[S][F]インフォメーション


23:00


24:00


25[S][休][HD]
ラグビー 一人語り #4


24:30 24:30 24:30


24:00


27:00 27:00 27:00
15[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


27:30 27:30 27:30
45[S][休][HD]MLBミュー
ジック #26


45[S][HD][F]スーパーフォー
ミュラ 2021 ダイジェスト


30[多][HD]
ラグビー日本代表強化試合
2021
『日本代表(JAPAN XV) vs.
サンウルブズ』
(2021/06/12　エコパスタジ
アム)


25:30 30[二][HD][F]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/02)』


25:30


26:00 26:00 26:00


26:30 26:30 26:30


50[二][L][初][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ライオンズ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/03　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


25:00 25:00 25:00


25:30


00[二][L][初][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/02)』


23:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


23:00


23:30 23:30 30[S][休][HD]
ラグビー日本代表特番 ～新
生JAPANがB&Iライオンズに
挑む！～
(休止の場合あり)


23:30


24:00
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J SPORTS 1 2021.07.05-2021.07.11
2021.07.05 2021.07.06 2021.07.07 2021.07.08 2021.07.09 2021.07.10 2021.07.11


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


04:00 00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1466
【ハイライト】
(休止の場合あり)


00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1141
【ハイライト】


04:00


04:30 04:30 04:30


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
機器メンテナンス


～[二][L][初][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『シャークス vs. B&Iライオン


00[S]
休止


05:00 00[S]
休止


05:00 00[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


00[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #4


05:00


05:30 05:30 30[S][HD]MLBミュージック
#26


05:30
45[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドチャンピオン
シップ
準決勝


06:00


07:00


07:30 30[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


30[S][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第1ステージ～第9ステージ


07:30 07:30
45[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【海外ラグビー特集】
『パシフィックラグビーの光と


08:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


00[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第2戦
『ポルティマオ8時間レース


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第4戦
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/03-04)


06:00


06:30 30[S][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


30[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第2戦
『ポルティマオ8時間レース


06:30 06:30
45[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2010 ワールドグランプリ
決勝
『ジェームス・ウェイド vs. エ


07:00 00[S][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


00[S]
インフォメーション


00[S][HD]
MOTOR GAMES #379


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


00[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第3戦
『ミサノ(イタリア)』


(2021/06/12-13)


08:00


08:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


08:30 08:30
45[二][同][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/09)』


09:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(07/04)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S]
インフォメーション


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
ボルダリング 第4戦
『インスブルック(オーストリ
ア)』


(2021/06/27　インスブルッ
ク, オーストリア)


06:00


07:00


08:00


11:00 11:00 00[S][休][字][HD]
エクストリームE 2021 【ハイ
ライト】
第2戦 セネガル
『Ocean X Prix』


11:00


11:30 11:30 11:30


09:30 30[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第4戦
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/03-04)


09:30 09:30


10:00 10:00 10:00


10:30 10:30 10:30


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 横浜
DeNA(07/06)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 横浜
DeNA(07/07)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 横浜
DeNA(07/08)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


09:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 埼玉西武
(07/10)』
(楽天生命パーク宮城)


09:00


12:00 12:00 00[二][休][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ライオンズ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/03　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


12:00


12:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


30[S]
インフォメーション


30[S][HD]
ラグビー 一人語り #4
藤島大が語るブリティッシュ


30[S]
インフォメーション


30[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


12:30 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 埼玉西武
(07/11)』
(楽天生命パーク宮城)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


12:30


13:00 00[S][初][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][初][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


13:00 13:00


13:30 30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


13:30 13:30


14:00 00[S][休][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー
(休止の場合あり)


14:00


14:30 30[S]インフォメーション 30[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


30[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドチャンピオン
シップ
準決勝


30[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


30[S][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


14:30


14:00 00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン3【J SPORTSハッ


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン3【J SPORTSハッ


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン3【J SPORTSハッ


00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


14:30
45[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第2戦
『ポルティマオ8時間レース


15:00 15:00 00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


15:00


25[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


25[S][HD]
MLB 深掘り History #2


15:30 30[S][HD]スーパーフォー 30[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


15:30 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 埼玉西武
(07/10)』
(楽天生命パーク宮城)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


15:30
40[二][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/02)』


45[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第2戦
『ヴィラール(スイス)』


(2021/07/03　ヴィラール, ス
イス)


55[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ライオンズ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/03　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


55[二][同][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『シャークス vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/07　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


17:00


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/08)』


16:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


16:00 16:00


16:30 16:30 16:30


17:00 17:00 00[二][同][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ブルズ vs. B&Iライオンズ』


(2021/07/10　ロフタス・
ヴァースフェルド・スタジア
ム, プレトリア, 南アフリカ)


17:30 17:30 17:30


55[BB][S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 横浜
DeNA(07/06)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


55[BB][S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 横浜
DeNA(07/07)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


55[BB][S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 横浜
DeNA(07/08)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


18:00 18:00 18:00


18:30 18:30 18:30
45[二][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/02)』


19:00 19:00 00[S][休][HD]
MLBミュージック #26


19:00


20[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


19:30 19:30 19:30


50[二][休][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/09)』
(休止の場合あり)


20:00 20:00 00[S][休][HD]スーパー 20:00
10[S][休][HD]
ラグビー 一人語り #4


20:30 20:30 20:30


21:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


22:00 00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ライオンズ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/03　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


00[S][休][HD]
MLBミュージック #26


00[二][同][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『シャークス vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/07　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


00[S][初][HD][F]
MLBイッキ見！ #15


22:00 22:0005[S][休][HD]スーパー
フォーミュラ 2021 ダイジェス20[S][HD]


J SPORTS セレクション
20[二][L][初][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第11戦・予選
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/11)


24:30 30[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #4
(休止の場合あり)


35[二][同][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/09)』


22:30 22:30 22:30
45[S][F]インフォメーション 50[二][休][HD]


ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『シャークス vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/07　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


23:00 00[二][L][初][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/09)』


23:00 23:00


23:30


24:30


50[二][休][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ライオンズ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/03　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


50[二][L][初][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ブルズ vs. B&Iライオンズ』


(2021/07/10　ロフタス・
ヴァースフェルド・スタジア
ム, プレトリア, 南アフリカ)


25:00 25:00 25:00


25:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


25:30 30[S][休][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


30[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ライオンズ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/03　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


23:30 23:30


24:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[二][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/02)』


24:00 00[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第1戦 ヴァレルンガ(イタリ


24:00


24:30


25:30


26:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


26:00 00[二][L][初][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第11戦・決勝
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/11)


26:00
15[S][HD]MLBミュージック
#2626:30 30[S][休][HD]


MLB 深掘り History #2
(休止の場合あり)


30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈
30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


27:30 30[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


27:30


26:30 26:30


50[二][L][初][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『シャークス vs. B&Iライオン
ズ』


27:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1140
【ハイライト】


00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1466
【ハイライト】
(休止の場合あり)


27:00 27:00
15[S][休][HD]MLBミュー
ジック #2627:30
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J SPORTS 1 2021.07.12-2021.07.18
2021.07.12 2021.07.13 2021.07.14 2021.07.15 2021.07.16 2021.07.17 2021.07.18


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


05:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


00[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


05:00


05:30 05:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #380


05:30


04:00 00[S][字][HD]
WWE ロウ #1467
【ハイライト】


00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1142
【ハイライト】


04:00


04:30 30[S]
休止


04:30 04:30


05:00 00[S]
休止


04:00 ～[二][L][初][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021


00[S]
休止


00[S]
休止


～[二][L][初][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『南アフリカA vs. B&Iライオ


00[S]
休止


06:00 00[S][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第4戦
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/03-04)


06:00


06:30 30[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #4


30[S][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第10ステージ～第15ステー
ジ


30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


06:30


06:00 00[S]
インフォメーション


00[S]
インフォメーション


00[S]
インフォメーション


00[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


00[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #4


06:30


07:00 00[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


07:00 00[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #4


07:00


07:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


08:30 08:30 08:30


09:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 埼玉西武
(07/11)』
(楽天生命パーク宮城)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 中日(07/12)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S]インフォメーション


30[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


30[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


07:30 07:30


08:00 00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


00[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #4


00[S][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第10ステージ～第15ステー
ジ


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


00[S][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


00[S][HD]MLBミュージック
#26


00[S]
インフォメーション


09:00 00[二][同][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ストーマーズ vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/17 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


09:00
15[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 中日(07/13)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


15[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 中日(07/14)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


08:00 00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/16)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00


09:30 30[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第4戦
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/03-04)


09:30 09:30


10:00 10:00 10:00


10:30 10:30 10:30


12:30 30[S]
インフォメーション


30[S]
インフォメーション


30[S]
インフォメーション


12:30 12:30
45[S]インフォメーション 45[S]インフォメーション


11:00 11:00 00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第2戦
『ヴィラール(スイス)』


(2021/07/03　ヴィラール, ス
イス)


11:00


11:30 11:30 11:30


12:00 12:00 12:00


13:00 13:00


13:30 30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


13:30 13:30


13:00 00[S][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


14:00 00[S]
インフォメーション


14:00


14:30 30[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドチャンピオン
シップ
準決勝


30[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


30[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


30[二][同][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『南アフリカA vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/14　ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


14:30


14:00 00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


15:30 30[S][HD]スーパーフォー 30[S][HD]
MLB 深掘り History #2


15:30 30[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【海外ラグビー特集】
『パシフィックラグビーの光と
闇』


15:30
40[二][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/09)』


55[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『シャークス vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/07　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


55[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ブルズ vs. B&Iライオンズ』


(2021/07/10　ロフタス・
ヴァースフェルド・スタジア
ム, プレトリア, 南アフリカ)


16:00


30[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『南アフリカA vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/14　ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


14:30


15:00 00[S]
インフォメーション


00[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


15:00 00[S][休][HD]
MLB 深掘り History #2
(休止の場合あり)


15:00


25[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


25[S][HD]
MLB 深掘り History #2


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


16:00 16:00


16:30 30[S]
インフォメーション


16:30 30[二][同][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ストーマーズ vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/17 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


16:3035[二][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/09)』


17:00


18:00 18:00 18:00


18:30 18:30 30[二][L][初][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第3戦
『モンツァ6時間レース(イタリ
ア)』
(2021/07/18)


18:30


50[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『シャークス vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/07　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


19:00 19:00


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第3戦
『シャモニー(フランス)』


(2021/07/13　シャモニー, フ
ランス)


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
ボルダリング 第4戦
『インスブルック(オーストリ
ア)』


(2021/06/27　インスブルッ
ク, オーストリア)


17:00 17:00


17:30 17:30 17:30


55[BB][S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 中日(07/12)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


55[BB][S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 中日(07/13)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


55[BB][S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 中日(07/14)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


19:00


19:30 19:30 19:30


20:00 00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『シャークス vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/07　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『南アフリカA vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/14　ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


20:00 20:00


20:30 20:30 20:30


50[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ブルズ vs. B&Iライオンズ』


(2021/07/10　ロフタス・
ヴァースフェルド・スタジア
ム, プレトリア, 南アフリカ)


21:00 21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


22:00 22:00


20[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


22:30 22:30 22:30
45[S][F]インフォメーション50[二][休][HD]


ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『シャークス vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/07　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


50[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『南アフリカA vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/14　ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


23:00


25:30 30[S][休][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


25:30


00[S][初][HD]MLBミュー
ジック #27


00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ブルズ vs. B&Iライオンズ』


(2021/07/10　ロフタス・
ヴァースフェルド・スタジア
ム, プレトリア, 南アフリカ)


00[二][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/09)』


00[S][休][HD]
MLBミュージック #26


00[二][同][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『南アフリカA vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/14　ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


00[S][初][HD][F]
MLBイッキ見！ #16


22:00


23:00 23:00
15[二][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/09)』


00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1141
【ハイライト】


00[S][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


00[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第1戦 ヴァレルンガ(イタリ


23:30 23:30 23:30


24:00 00[二][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/09)』


00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ブルズ vs. B&Iライオンズ』


(2021/07/10　ロフタス・
ヴァースフェルド・スタジア
ム, プレトリア, 南アフリカ)


24:00 24:00
15[S][字][HD]
WWE ロウ #1467
【ハイライト】


24:30 24:30 24:30


50[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ブルズ vs. B&Iライオンズ』


(2021/07/10　ロフタス・
ヴァースフェルド・スタジア
ム, プレトリア, 南アフリカ)


50[二][L][初][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ストーマーズ vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/17 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


25:00 25:00 25:00
15[S][HD]MLBミュージック
#2625:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


30[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #4


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


27:00 00[S][休][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP
(休止の場合あり)


26:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


00[S][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP


26:00 00[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #4
(休止の場合あり)


26:00
15[S][HD]MLBミュージック
#2626:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第1戦 ヴァレルンガ(イタリ


30[S][HD]
MLB 深掘り History #2


26:30 26:30


50[二][L][初][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『南アフリカA vs. B&Iライオ
ンズ』


27:00 27:00
15[S][休][HD]MLBミュー
ジック #2727:30 30[S][字][HD]


モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


27:30 30[S][休][HD]
MLB 深掘り History #2
(休止の場合あり)


27:30
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J SPORTS 1 2021.07.19-2021.07.25
2021.07.19 2021.07.20 2021.07.21 2021.07.22 2021.07.23 2021.07.24 2021.07.25


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


04:00 00[S]
休止


～[S][字][HD]WWE スマック
ダウン #1142


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


04:30


05:00


04:00


05:30


00[S][HD]
MLBミュージック #27


00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1143
【ハイライト】


04:00
15[S]
休止


20[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ライオンズ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/03　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


04:30 04:30


05:00 00[S][HD]MLBミュージック
#27


05:00
15[S][字][HD]
WWE ロウ #1468
【ハイライト】


05:30 05:30


55[S][HD][F]ジェイ・スポー
06:00 00[S][休][HD]


ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


00[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


00[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


00[S][HD]
ラグビー 一人語り #4
藤島大が語るブリティッシュ


00[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第3戦
『ミサノ(イタリア)』


(2021/06/12-13)


06:00 06:00
15[S][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


20[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『シャークス vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/07　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


07:00 07:00
15[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


06:30 30[S]
インフォメーション


30[S]
インフォメーション


30[S][字][HD]
WWE ロウ #1468
【ハイライト】


06:30 06:30


07:00 00[S][休][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP
(休止の場合あり)


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第4戦
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/03-04)


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第3戦
『シャモニー(フランス)』


(2021/07/13　シャモニー, フ
ランス)


07:30 30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


07:30 07:30
45[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


08:00 00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/18)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00 08:00


20[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ブルズ vs. B&Iライオンズ』


(2021/07/10　ロフタス・
ヴァースフェルド・スタジア
ム, プレトリア, 南アフリカ)


08:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #381


30[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第4戦
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/03-04)


08:30 08:30
45[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【海外ラグビー特集】
『パシフィックラグビーの光と


09:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


09:00 09:00


09:30 09:30 09:30
45[二][同][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征 テストマッチ
第1戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/24 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


10:00


00[S][初][HD]
第8回全国高等学校7人制ラ
グビーフットボール大会
ダイジェスト


12:00


20[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ストーマーズ vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/17 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


12:30


20[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『南アフリカA vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/14　ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


10:30 10:30 10:30


11:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


11:00 11:00


11:30 30[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


30[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


12:30 12:30


13:00 00[S][初][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][初][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][初][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S]
インフォメーション


00[S]
インフォメーション


13:00 13:00


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第2戦
『ヴィラール(スイス)』


(2021/07/03　ヴィラール, ス
イス)


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第4戦
『ブリアンソン(フランス)』


(2021/07/18　ブリアンソン,
フランス)


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


10:00 10:00


11:30 11:30


12:00 00[S][休][HD]
MLB 深掘り History #2
(休止の場合あり)


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


12:00


13:30 30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


30[S][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


13:30 13:30


14:00 00[二][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/09)』


14:00


20[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2017
ニュージーランド遠征
『マオリ・オールブラックス
vs. ライオンズ』
(2017/06/17　ロトルア・イン
ターナショナル・スタジアム,
ロトルア)


14:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


14:30 14:30


14:00 00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


00[S][字][HD]
エクストリームE 2021 【ハイ
ライト】
第2戦 セネガル
『Ocean X Prix』


15:00 15:00


15:30 15:30 15:30


16:00 16:00 16:00
15[S][HD]
ラグビー 一人語り #4
藤島大が語るブリティッシュ


20[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2017
ニュージーランド遠征
『チーフス vs. ライオンズ』
(2017/06/20　FMGスタジア
ム, ハミルトン)


15:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


(2021/07/17)


16:30


18:00


16:30 16:30
45[二][同][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征 テストマッチ
第1戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/24 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


17:00 00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)


17:00 17:00


17:30 17:30 17:30


18:00 18:00


20[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2017
ニュージーランド遠征 テスト
マッチ第1戦
『ニュージーランド vs. ライオ
ンズ(6/24)』
(2017/06/24　イーデン・
パーク, オークランド)


18:30 18:30 18:30


19:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


19:00 00[二][初][同][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第5戦 決勝レース1
『アッセン(オランダ)』


(2021/07/24)


19:00


19:30 19:30 19:30


20:00 00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ストーマーズ vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/17 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


20:00 20:00


20[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2017
ニュージーランド遠征 テスト
マッチ第2戦
『ニュージーランド vs. ライオ
ンズ(7/1)』
(2017/07/01　ウエストパッ
ク・スタジアム, ウェリントン)


20:30 20:30 30[二][L][初][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第5戦 決勝レース2
『アッセン(オランダ)』


(2021/07/25)


20:30


21:00 00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ライオンズ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/03　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『シャークス vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/07　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ブルズ vs. B&Iライオンズ』


(2021/07/10　ロフタス・
ヴァースフェルド・スタジア
ム, プレトリア, 南アフリカ)


00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『南アフリカA vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/14　ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


22:00 00[S][初][HD][F]
MLBイッキ見！ #17


22:00 22:00


20[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2017
ニュージーランド遠征 テスト
マッチ第3戦
『ニュージーランド vs. ライオ
ンズ(7/8)』
(2017/07/08　イーデン・
パーク, オークランド)


22:30 22:30


23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 24:00 24:00


20[S][HD]
ラグビー 一人語り #424:30 24:30


30[二][同][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征 テストマッチ
第1戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/24 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


22:30
45[S][F]インフォメーション


23:00 00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ストーマーズ vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/17 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『南アフリカA vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/14　ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ストーマーズ vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/17 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ライオンズ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/03　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


00[S][初][HD]
結束！侍ジャパン 特別編
映画「侍の名のもとに～野
球日本代表 侍ジャパンの
800日～」


23:00


25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 26:00 26:00


24:30
45[二][L][初][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征 テストマッチ
第1戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/24 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


45[S][HD]
第8回全国高等学校7人制ラ
グビーフットボール大会
ダイジェスト


25:00 00[二][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/02)』


00[二][HD]
ラグビー テストマッチ2021
『南アフリカ vs. ジョージア
(07/09)』


00[多][HD]
ラグビー日本代表強化試合
2021
『日本代表(JAPAN XV) vs.
サンウルブズ』
(2021/06/12　エコパスタジ
アム)


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[二][HD]
ラグビー日本代表テストマッ
チ2021
【欧州ドリームチームにジャ
パンが挑む！】
『ブリティッシュ＆アイリッ
シュ・ライオンズ vs. 日本代
表』


(2021/06/26　BTマレー
フィールド, エディンバラ, ス
コットランド)


25:00


26:30 26:30 26:30
40[S][休][HD]
MLBミュージック #27


27:00 27:00 00[S][休][HD]
MLB 深掘り History #3
(休止の場合あり)


27:00
15[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1142
【ハイライト】


15[S][HD]MLBミュージック
#27 30[S][HD]


SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


27:30
45[S][HD]MLBミュージック
#27


15[S][休][HD]MLBミュー
ジック #2727:30 30[S][HD]


ラグビー 一人語り #4
藤島大が語るブリティッシュ


30[S][HD]
ラグビー 一人語り #4
藤島大が語るブリティッシュ


27:30 30[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾
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J SPORTS 1 2021.07.26-2021.08.01
2021.07.26 2021.07.27 2021.07.28 2021.07.29 2021.07.30 2021.07.31 2021.08.01


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


04:00 ～[S][HD]
J SPORTS セレクション


04:00


04:30 04:30 04:30
45[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1469
【ハイライト】
(休止の場合あり)


05:00 05:00 05:00


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


～[S]
機器メンテナンス


00[S]
休止


00[S]
休止


05:30


06:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


30[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第5戦
『アッセン(オランダ)』


(2021/07/24-25)


05:30 05:30
45[S][休][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


06:00 00[S]
インフォメーション


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


(2021/07/17)


00[S]
インフォメーション


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第5戦
『アッセン(オランダ)』


(2021/07/24-25)


06:00 06:00


06:30 06:30
40[S][HD]SUPER GT 2021
ダイジェスト55[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第5戦
『アッセン(オランダ)』


(2021/07/24-25)


07:00 00[S][HD]
MLB 深掘り History #3


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1469
【ハイライト】


07:00 07:00


07:30 30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


07:30 07:30


08:00 00[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)


00[S][HD]
MOTOR GAMES #382


08:00 08:00


08:30 30[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


08:30 08:30


09:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


09:00 09:00


25[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第5戦
『アッセン(オランダ)』


(2021/07/24-25)


09:30 09:30 09:30


10:00 00[S]
インフォメーション


00[S]
インフォメーション


10:00 10:00


10:30 30[S][HD]
第8回全国高等学校7人制ラ
グビーフットボール大会
ダイジェスト


30[S][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


11:30 11:30


12:00 12:00 12:00


25[S][HD]
第8回全国高等学校7人制ラ
グビーフットボール大会
ダイジェスト


12:30 30[S]
インフォメーション


30[S]
インフォメーション


30[S]
インフォメーション


30[S][HD]
ラグビー 一人語り #4
藤島大が語るブリティッシュ


30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


12:30 12:30


13:00 00[S][初][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][初][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


13:00 13:00


13:30 30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


13:30 13:30


14:00 14:00


25[S][HD]
J SPORTS セレクション


14:30 30[S][HD]
MLB 深掘り History #3


30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


30[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


30[S][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


30[S][HD]
ラグビー 一人語り #4


14:30


14:00 00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


14:30


55[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


15:00 00[S]
インフォメーション


00[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドチャンピオン
シップ
準決勝


15:00 15:00


25[S]
インフォメーション


25[S][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


15:30


16:00 16:00 16:00


16:30 16:30 16:30


30[S][HD]MLBミュージック
#27


30[S][HD]
ラグビー 一人語り #4


15:30 15:30
45[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ライオンズ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/03　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


55[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『シャークス vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/07　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


55[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ブルズ vs. B&Iライオンズ』


(2021/07/10　ロフタス・
ヴァースフェルド・スタジア
ム, プレトリア, 南アフリカ)


55[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『南アフリカA vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/14　ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


55[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ストーマーズ vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/17 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


17:00 17:00 17:00


17:30 17:30 17:30
45[S][HD]
第8回全国高等学校7人制ラ
グビーフットボール大会
ダイジェスト


55[S][HD]
J SPORTS セレクション


55[S][HD]
J SPORTS セレクション


55[S][HD]
J SPORTS セレクション


21:00 21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


19:30 19:30 19:30
45[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征 テストマッチ
第1戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/24 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


20:00 20:00 20:00


20:30 20:30 20:30


55[S][HD]
J SPORTS セレクション


18:00 18:00 18:00


18:30 18:30 18:30


19:00 19:00 19:00


22:00


22:30 22:30 22:30
45[S][F]インフォメーション


23:00 00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征 テストマッチ
第1戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/24 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


23:00 23:00


23:30


22:00 00[S][HD]
結束！侍ジャパン 特別編
映画「侍の名のもとに～野
球日本代表 侍ジャパンの
800日～」


00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征 テストマッチ
第1戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/24 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


00[S][初][HD][F]
MLBイッキ見！ #18


22:00 00[二][休][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征 テストマッチ
第1戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/24 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)
(休止の場合あり)


23:30 23:30


24:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1143
【ハイライト】


24:00 24:00
15[S][休][HD]
MLB 深掘り History #3
(休止の場合あり)


15[二][L][初][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征 テストマッチ
第2戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/31 FNBスタジア
ム, ヨハネスブルグ, 南アフリ
カ)


24:30 24:30 24:30
45[S][休][HD]MLBミュー
ジック #2725:00 00[S][字][HD]


ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


00[S][休][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


25:00 25:00
15[S][HD]
J SPORTS セレクション25:30 30[S]


機器メンテナンス
30[S][HD]
第8回全国高等学校7人制ラ
グビーフットボール大会
ダイジェスト


45[S][HD]SUPER GT 2021
ダイジェスト


27:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


27:00 27:00
15[S][休][HD]MLBミュー
ジック #2727:30 30[S][HD]


MLB 深掘り History #3
27:30 30[S][休][HD]


MLB 深掘り History #3
(休止の場合あり)


27:30


30[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征 テストマッチ
第1戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/24 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)


25:30 25:30


26:00 00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


26:00 26:00


26:30 26:30 26:30








DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


7/1 (木) 7/2 (金) 7/3 (土) 7/4 (日)


　Mnet 2021年7月編成表
   2021.6.15


5


6


7


00 ENHYPEN&Hi 字幕版
    #1
    [HD]


00 ENHYPEN&Hi 字幕版
    #2
    [HD]


5


6


7


00 MタメBANG！～ただいま
    打ち合わせ中～ #62 [HD]
    ATEEZ ほか
7:58 インフォメーション


00 ソウルの田舎者
    #9
    [HD]


15


00 女神降臨(原題)
    アンコール放送
    #8
    [HD]


15 Music Video


30 君の声が見える ８
    #11
    [再] [HD]


15


30 みんなのキッチン
    #8
    [再] [HD]


2


3


4


10


00 ホームクックライブ
    #9
    [HD]


16


00 Next Entertainment
    Visionary #2 (終)
    [再] [HD] 16


17


18


19


30 コメディビッグリーグ
    SHINee 出演回 [再] [HD]


00 Mnetライブ NU'EST
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #154
    [HD]


2


3


4


30 デリバリーで食べて
    くれるかな？
    #9
    [再] [HD]


8


9


10


11


12


13


30 驚きの土曜日
    #153
    [再] [HD]


00 Code Name is ATEEZ
    #1
    [HD]


45 Mnetライブ ASTRO [HD]


00 昼と夜(原題)
    #13
    [再] [HD]


11


12


13


1414


8


9


00 トラベルバディーズ
    #8
    [HD]


45 人気俳優出演 MV特集


00 ソウルの田舎者
    #10
    [HD]


45 Artist Clip ASTRO


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #53
    [再] [HD]


45 Music Video


00 見習い社長の営業日誌
    #7
    [再] [HD]


17


18


19


20


00 君の声が見える ８
    #12 (終)
    [HD]


21


22
30 Mnetライブ ATEEZ
    [HD]


45 Music Video


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #5
    [HD]


15 Mnetライブ fromis_9 [HD]


21


22


00 welcome 2 HOUSE
    #3
    [HD]


00 Mnetライブ 2PM
    [HD]


30 KCON:TACT 3
    バックステージビハインド
    #2
    [HD]


20
30 MタメBANG！#3 [HD]
20:58 インフォメーション


00 斬新な整理
    #38
    [再] [HD]


45 Music Video


00 M COUNTDOWN
    [HD]


23


0


1


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #53
    [HD]


45 Mnetライブ ENHYPEN [HD]


00 Artist Clip IU


30 I-LAND 字幕版
    #5
    [HD]


00 コメディビッグリーグ
    SHINee 出演回 [再] [HD]


30 Music Video


45 ある日突然100万ウォン
    #1
    テギョン(2PM) ほか
    [HD]


00 KINGDOM :
    LEGENDARY WAR
    字幕版
    #4
    [再] [HD]


45 Artist Clip 宇宙少女


00 2020 MAMA BEHIND
    NEW-TACT
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


23


0


1


45 Mnetライブ TXT [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    (Live放送）
    [HD]


15 昼と夜(原題)
    #14
    [再] [HD]


30 Artist Clip ATEEZ


00 welcome 2 HOUSE
    #3
    [再] [HD]


00 サムバディ
    #2
    [HD]


45 Mnetライブ Rocket Punch [HD]


00 ON & OFF
    #39
    [HD]


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #5
    [再] [HD]


45 2020 MAMA
    ベストパフォーマンス
    #3 (終)
    [HD]


00 車輪のついた家 ２
    #2
    [再] [HD]


00 防弾少年団のアメリカン
    ハッスルライフ
    #5
    [再] [HD]


00 Mnetライブ NCT
    [HD]


30 Next Entertainment
    Visionary #2 (終)
    [再] [HD]


15 Music Video


30 昼と夜(原題)
    #13
    [再] [HD]


45 昼と夜(原題)
    #14
    [再] [HD]


00 体育ドル MV特集


15 2020 MAMA
    ベストパフォーマンス
    #1
    [HD]


30 2020 MAMA
    ベストパフォーマンス
    #2
    [HD]


30 STUDIO CHOOM
    2020 YEAR END
    ＜BOY GROUP＞ [HD]


15 Artist Clip IU
    [再]


45 TIMES(原題)
    1話先行放送
    [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    セレクト
    J.Y. Park 出演回
    #68
    先行放送
    [HD]


00 アップグレード人間
    #2
    [再] [HD]


45 Mnetライブ Rocket Punch [再] [HD]


00 デリバリーで食べて
    くれるかな？
    #10 (終)
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #154
    [再] [HD]


00 ON & OFF
    #39
    [再] [HD]


45 Mnetライブ TXT [再] [HD]


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #6
    [再] [HD]


15 Artist Clip ATEEZ
    [再]


45 STUDIO CHOOM
    2020 YEAR END
    ＜GIRL GROUP＞ [HD]


30 Mnetライブ NCT
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [HD]


00 welcome 2 HOUSE
    #3
    [再] [HD]


00 高等ラッパー ４
    高ラップWiki [HD]


30 高等ラッパー ４
    #7
    [再] [HD]


15 Music Video


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #6
    [HD]


15 人気俳優出演 MV特集 [再]


30 Mnetライブ OH MY GIRL
    [HD]


00 KINGDOM :
    LEGENDARY WAR
    字幕版
    #5
    [HD]


30 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]


00 ATEEZ：TREASURE MAP
    #1
    [HD]


30 MタメBANG！～ただいま
    打ち合わせ中～ #62 [再] [HD]
    ATEEZ ほか
4:28 インフォメーション







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


7/5 (月) 7/6 (火) 7/7 (水) 7/8 (木) 7/9 (金) 7/10 (土) 7/11 (日)


　Mnet 2021年7月編成表
   2021.6.15


5


00 NCT WORLD 2.0 字幕版
    #1
    [HD]


00 NCT WORLD 2.0 字幕版
    #4
    [HD]


00 NCT WORLD 2.0 字幕版
    #7
    [HD]


30 MタメBANG！～ただいま
    打ち合わせ中～ #62 [再] [HD]
    ATEEZ ほか
1:28 インフォメーション


00 MタメBANG！～ただいま
    打ち合わせ中～ #62 [再] [HD]
    ATEEZ ほか
20:58 インフォメーション


30 Old Clip [再]


45 Music Video 45 新西遊記 ５＆６
    #1
    [HD]


7


00 NCT WORLD 2.0 字幕版
    #3
    [HD]


00 NCT WORLD 2.0 字幕版
    #6
    [HD]


00 Next Entertainment
    Visionary #1
    [HD]


00 Next Entertainment
    Visionary #2 (終)
    [HD]


00 ENHYPEN&Hi 字幕版
    #3
    [HD]


00 ソウルの田舎者
    #11 (終)
    [HD] 5


00 防弾少年団のアメリカン
    ハッスルライフ
    #6
    [再] [HD]


00 アップグレード人間
    #3
    [再] [HD]


6


00 NCT WORLD 2.0 字幕版
    #2
    [HD]


00 NCT WORLD 2.0 字幕版
    #5
    [HD]


00 NCT WORLD 2.0 字幕版
    #8 (終)
    [HD]


00 ENHYPEN&Hi 字幕版
    #4 (終)
    [HD]


7
15 STUDIO CHOOM
    2020 YEAR END
    ＜GIRL GROUP＞ [再] [HD]


15 人気俳優出演 MV特集 [再]


30 昼と夜(原題)
    #15
    [再] [HD]


45 Artist Clip 宇宙少女 [再] 45 Mnetライブ fromis_9 [再] [HD]


8


6


00 2020 MAMA
    ベストパフォーマンス
    #1
    [再] [HD]


15 Artist Clip ASTRO [再]


30 驚きの土曜日
    #155
    [再] [HD]


45 Love is... ソンジェ(BTOB)編 [HD] / 55 MV 45 Love is... イ・ドンウク編 [HD] / 55 MV 45 Love is... GRAY編 [HD] / 55 MV 45 昼と夜(原題)
    #16 (終)
    [再] [HD]


9


8


00 トラベルバディーズ
    #9
    [HD]


00 トラベルバディーズ
    #10 (終)
    [HD]


00 STUDIO CHOOM
    2020 YEAR END
    ＜BOY GROUP＞ [再] [HD]


00 韓国ドラマ研究所 #1
    パク・ボゴム出演作
    「ボーイフレンド」ほか
    [HD]


00 韓国ドラマ研究所 #2
    パク・ソジュン出演作
    「キム秘書はいったい、なぜ？」 ほか


    [HD]


30 Artist Clip ATEEZ
    [再]


30 驚きの土曜日
    #154
    [再] [HD]


30 Mnetライブ NCT
    [再] [HD]


9


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #5
    [再] [HD]


00 昼と夜(原題)
    #15
    [再] [HD]


00 昼と夜(原題)
    #16 (終)
    [再] [HD]


00 ホームクックライブ
    #10
    [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #54
    [再] [HD]


10


30 Mnetライブ NU'EST
    [再] [HD]45 New Clip [再]


12


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 Code Name is ATEEZ
    #2
    [HD] 12


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #7
    [再] [HD]


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #8
    [再] [HD]


45 Mnetライブ ASTRO [再] [HD]


13


30 お家ごはん ペク先生 ３
    #1
    [HD]


11


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 SHINeeのスタートアップ
    [HD]


00 見習い社長の営業日誌
    #8
    [再] [HD] 11


30 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


10


00 Artist Clip IU
    [再]


00 ON & OFF
    #40
    [再] [HD]


15 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #6
    [再] [HD]


15 Artist Clip ASTRO [再] 15 Mnetライブ ENHYPEN [再] [HD]


30 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]


15 Music Video 15 Music Video


14 14
15 Music Video 15 昼と夜(原題)


    #16 (終)
    [再] [HD]


30 見習い社長の営業日誌
    #7
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #154
    [再] [HD]


30 KCON:TACT 3
    バックステージビハインド
    #2
    [再] [HD]


30 君の声が見える ８
    #12 (終)
    [再] [HD]


00 女神降臨(原題)
    アンコール放送
    #9
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    アンコール放送
    #10
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    アンコール放送
    #11
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    アンコール放送
    #12
    [HD]


00 昼と夜(原題)
    #15
    [再] [HD] 13


15 15
30 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #5
    [再] [HD]


30 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


16


00 車輪のついた家 ２
    #2
    [再] [HD]


00 Mnetライブ ATEEZ
    [再] [HD]


00 welcome 2 HOUSE
    #4
    [再] [HD]


00 SHINeeのスタートアップ
    [再] [HD]


30 Mnetライブ NCT
    [再] [HD]


18


00 アップグレード人間
    #3
    [HD]


00 体育ドル MV特集
    [再]


30 ON & OFF
    #39
    [再] [HD]


30 Music Video


45 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #6
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    (Live放送）
    [HD] 18


15 Mnetライブ fromis_9 [再] [HD]


30 KCON:TACT 3
    バックステージビハインド
    #2
    [再] [HD]


00 Stray Kids
    #1
    [HD]


30 Mnetライブ ATEEZ
    [再] [HD]


30 Artist Clip IU
    [再]


30 驚きの土曜日
    #155
    [HD]


20


30 MタメBANG！#3 [再] [HD]
16:58 インフォメーション


00 MタメBANG！#3 [再] [HD]
19:28 インフォメーション


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #8
    [HD]


30 MタメBANG！#3 [再] [HD]
21:58 インフォメーション


22


00 昼と夜(原題)
    #15
    [HD]


00 昼と夜(原題)
    #16 (終)
    [HD]


45 高等ラッパー ４
    #8
    [HD]


23


15 Mnetライブ ENHYPEN [再] [HD]


17


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 サムバディ
    #3
    [HD] 17


00 車輪のついた家 ２
    #3
    [再] [HD]


45 New Clip


19


00 ON & OFF
    #40
    [HD] 19


20
30 Artist Clip ATEEZ
    [再]


21


00 Music Video 00 Mnetライブ NU'EST
    [再] [HD]


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #7
    [HD]


21


30 見習い社長の営業日誌
    #8
    [HD]


45 2020 MAMA BEHIND
    NEW-TACT
    [再] [HD]


0


00 ATEEZ：TREASURE MAP
    #1
    [再] [HD]


00 斬新な整理
    #39
    [HD]


00 車輪のついた家 ２
    #3
    [HD]


00 welcome 2 HOUSE
    #4
    [HD]


45 Artist Clip 宇宙少女 [再] 45 Mnetライブ TXT [再] [HD] 45 ある日突然100万ウォン
    #2
    テギョン(2PM) ほか
    [HD]


45 Mnetライブ fromis_9 [再] [HD]


00 M COUNTDOWNバックステージ
    過去放送回 #343
    SF9、ATEEZ、VERIVERY ほか
    [HD]


1


00 Mnetライブ NU'EST
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


1


00 ATEEZ：TREASURE MAP
    #2 (終)
    [HD]


2


00 高等ラッパー ４
    444インタビュー [HD]15 人気俳優出演 MV特集 [再]


30 君の声が見える ８
    #12 (終)
    [再] [HD]


30 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


30 デリバリーで食べて
    くれるかな？
    #10 (終)
    [再] [HD]


30 高等ラッパー ４
    #8
    [再] [HD]


00 ホームクックライブ
    #9
    [再] [HD]


00 KINGDOM :
    LEGENDARY WAR
    字幕版
    #5
    [再] [HD]


2


0


30 I-LAND 字幕版
    #6
    [HD]


30 Mnetライブ ATEEZ
    [再] [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #54
    [HD]


15 Mnetライブ ASTRO [再] [HD] 15 Mnetライブ Rocket Punch [再] [HD]


30 高等ラッパー ３
    #3
    [HD]


30 高等ラッパー ４
    高ラップWiki [再] [HD]


30 防弾少年団のアメリカン
    ハッスルライフ
    #6
    [HD]


30 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    ホンジュン&ウヨン(ATEEZ)
    出演回
    #10
    [HD]


45 STUDIO CHOOM
    2020 YEAR END
    ＜BOY GROUP＞ [再] [HD]


4


00 休止


4


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


30 Music Video


00 M COUNTDOWN
    [HD]


3


00 体育ドル MV特集
    [再]


00 サムバディ
    #2
    [再] [HD]


00 斬新な整理
    #39
    [再] [HD] 3


00 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]


30 最高の一発
    〜時空を超えて〜
    #1
    [HD]


45 最高の一発
    〜時空を超えて〜
    #2
    [HD]


15 Music Video


30 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]45 Old Clip


00 STUDIO CHOOM
    2020 YEAR END
    ＜GIRL GROUP＞ [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [HD]


30 2020 MAMA
    ベストパフォーマンス
    #1
    [再] [HD]


30 KCON:TACT 3
    バックステージビハインド
    #3 (終)
    [HD]


16


00 welcome 2 HOUSE
    #4
    [再] [HD]


15 高等ラッパー ４


    高ラップWiki [再] [HD]


22
15 Artist Clip ASTRO [再] 15 Artist Clip 宇宙少女 [再]


30 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]


23


00 KINGDOM :
    LEGENDARY WAR
    字幕版
    #6
    [HD]


30 Mnetライブ TXT [再] [HD]


30 みんなのキッチン
    #9
    [HD]


30 体育ドル MV特集
    [再]


30 W -君と僕の世界-
    #1
    [HD]


45 W -君と僕の世界-
    #2
    [HD]







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


7/12 (月) 7/13 (火) 7/14 (水) 7/15 (木) 7/16 (金) 7/17 (土) 7/18 (日)


　Mnet 2021年7月編成表
   2021.6.15


5


00 昼と夜(原題)
    アンコール放送
    #1
    [HD]


00 昼と夜(原題)
    アンコール放送
    #3
    [HD]


00 昼と夜(原題)
    アンコール放送
    #5
    [HD]


00 昼と夜(原題)
    アンコール放送
    #7
    [HD]


00 昼と夜(原題)
    アンコール放送
    #9
    [HD]


5


00 防弾少年団のアメリカン
    ハッスルライフ
    #7
    [再] [HD]


00 アップグレード人間
    #4
    [再] [HD]


6 6


00 体育ドル MV特集
    [再]15 昼と夜(原題)


    アンコール放送
    #2
    [HD]


15 昼と夜(原題)
    アンコール放送
    #4
    [HD]


8
15 Mnetライブ ENHYPEN [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #156
    [再] [HD]


45 Music Video


9


7 7


00 KCON:TACT 3
    WORLD TOUR
    字幕版


    AB6IX、ATEEZ、BTOB、
    ENHYPEN、iKON、ITZY、
    JO1、MAMAMOO、
    OH MY GIRL、SF9、
    Stray Kids、THE BOYZ、
    TXT ほか
    [HD]


30 ユン・ドゥジュンの
    モグモグモッパン #1 [HD]


30 ユン・ドゥジュンの
    モグモグモッパン #2 [HD]


30 ユン・ドゥジュンの
    モグモグモッパン #3 [HD]


30 ユン・ドゥジュンの
    モグモグモッパン #4 [HD]


30 ユン・ドゥジュンの
    モグモグモッパン #5 (終) [HD]


8


00 フリーなドクター M
    #1
    [HD]


15 昼と夜(原題)
    アンコール放送
    #6
    [HD]


15 昼と夜(原題)
    アンコール放送
    #8
    [HD]


15 昼と夜(原題)
    アンコール放送
    #10
    [HD]


30 lIl MONEY
    [再] [HD]


30 Old Clip [再]


45 新西遊記 ５＆６
    #2
    [HD]


9


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #7
    [再] [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    ホンジュン&ウヨン(ATEEZ)
    出演回
    #10
    [再] [HD]


00 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]


00 ホームクックライブ
    #11
    [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #55
    [再] [HD]


30 2020 MAMA
    ベストパフォーマンス
    #2
    [再] [HD]


10


00 2020 MAMA BEHIND
    NEW-TACT
    [再] [HD]


00 フリーなドクター W
    #1
    [HD]


00 韓国ドラマ研究所 #3
    パク・ボゴム出演作
    「恋のスケッチ～応答せよ1988～」 ほか


    [HD]


00 韓国ドラマ研究所 #4
    ソン・ジュンギ出演作
    「アスダル年代記」
    [HD]


10


00 ON & OFF
    #41
    [再] [HD]


15 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #8
    [再] [HD]


30 Mnetライブ ATEEZ
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #155
    [再] [HD]


30 お家ごはん ペク先生 ３
    #2
    [HD]


45 Music Video 45 Music Video


45 Artist Clip ASTRO [再] 45 人気俳優出演 MV特集 [再]


11


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    セレクト
    J.Y. Park 出演回
    #68
    [HD]


00 見習い社長の営業日誌
    #9
    [再] [HD] 11


30 Artist Clip ATEEZ
    [再]


12


00 M COUNTDOWNバックステージ
    過去放送回 #343
    SF9、ATEEZ、VERIVERY ほか
    [再] [HD]


00 Code Name is ATEEZ
    #3
    [HD] 12


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #9
    [再] [HD]


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #10
    [再] [HD]


45 Artist Clip 宇宙少女 [再]


13


00 女神降臨(原題)
    アンコール放送
    #13
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    アンコール放送
    #14
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    アンコール放送
    #15
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    アンコール放送
    #16 (終)
    [HD]


00 ユン ステイ
    #1
    [HD] 13


15 Music Video 15 Music Video


14 14
30 見習い社長の営業日誌
    #8
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #155
    [再] [HD]


30 KCON:TACT 3
    バックステージビハインド
    #3 (終)
    [再] [HD]


30 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #1 [HD]


45 ユン ステイ
    #2
    [HD]


15


00 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #2 (終) [HD]


15
30 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #7
    [再] [HD]


30 SUPER JUNIOR
    COMEBACK SHOW
    ＜House Party＞
    字幕版
    [HD]


16


00 車輪のついた家 ２
    #3
    [再] [HD] 16


15 Mnetライブ Rocket Punch [再] [HD]


30 ON & OFF
    #40
    [再] [HD]


30 Artist Clip IU
    [再]


00 Love is... ソンジェ(BTOB)編 [再] [HD] 00 M COUNTDOWN
    (Live放送）
    [HD] 18


10 Love is... イ・ドンウク編 [再] [HD]


20 Love is... GRAY編 [再] [HD]


30 Music Video


45 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #8
    [再] [HD]17


00 M COUNTDOWNバックステージ
    過去放送回 #343
    SF9、ATEEZ、VERIVERY ほか
    [再] [HD]


00 サムバディ
    #4
    [HD] 17


00 車輪のついた家 ２
    #4
    [再] [HD]


30 体育ドル MV特集
    [再]


18


00 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


21


00 Music Video 00 Artist Clip ATEEZ
    [再]


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #9
    [HD]


21


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #10
    [HD]


00 Stray Kids
    #2
    [HD]


30 Mnetライブ NCT
    [再] [HD]


30 Mnetライブ NU'EST
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #156
    [HD]


20


00 ATEEZ：TREASURE MAP
    #2 (終)
    [再] [HD]


00 斬新な整理
    #40
    [HD]


00 車輪のついた家 ２
    #4
    [HD]


00 welcome 2 HOUSE
    #5
    [HD] 20


30 KCON:TACT 3
    バックステージビハインド
    #3 (終)
    [再] [HD]


30 みんなのキッチン
    #10
    [HD]


30 TOMORROW X TOGETHER
    Comeback Show
    Blue Hour 字幕版
    [HD]


45 New Clip


19


00 ON & OFF
    #41
    [HD] 19


00 アップグレード人間
    #4
    [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [HD]


30 Mnetライブ ENHYPEN [再] [HD] 30 New Clip [再] 30 Mnetライブ TXT [再] [HD]


45 ENHYPEN&Hi 字幕版
    #1
    [再] [HD]


45 ENHYPEN&Hi 字幕版
    #2
    [再] [HD]


45 ENHYPEN&Hi 字幕版
    #3
    [再] [HD]


45 ENHYPEN&Hi 字幕版
    #4 (終)
    [再] [HD]


00 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


45 Mnetライブ fromis_9 [再] [HD]


30 MタメBANG！#4 [HD]
20:58 インフォメーション


22 22
15 Mnetライブ Rocket Punch [再] [HD] 15 台湾美食会


    #1
    [HD]


30 I-LAND 字幕版
    #7
    [HD]


45 STUDIO CHOOM
    2020 YEAR END
    ＜GIRL GROUP＞ [再] [HD]


45 STUDIO CHOOM
    2020 YEAR END
    ＜BOY GROUP＞ [再] [HD]


45 高等ラッパー ４
    #9
    [HD]


45 Artist Clip ASTRO [再]


23


0 0


1


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #55
    [HD]


23


00 KINGDOM :
    LEGENDARY WAR
    字幕版
    #7
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [HD]


30 高等ラッパー ３
    #4
    [HD]


30 見習い社長の営業日誌
    #9
    [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 プレーヤー
    #1
    [HD] 1


00 ATEEZ：TREASURE FILM
    #1
    [HD]


00 高等ラッパー ４
    TALAC Cypher [HD]15 チキンロード


    #1
    [HD]


15 Next Entertainment
    Visionary #1
    [再] [HD]


30 高等ラッパー ４
    #9
    [再] [HD]


2


00 ホームクックライブ
    #10
    [再] [HD]


45 Music Video


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    セレクト
    J.Y. Park 出演回
    #68
    [再] [HD]


30 防弾少年団のアメリカン
    ハッスルライフ
    #7
    [HD]


45 Old Clip [再] 45 2020 MAMA
    ベストパフォーマンス
    #2
    [再] [HD]


00 welcome 2 HOUSE
    #5
    [再] [HD]


15 lIl MONEY
    [HD] 30 Mnetライブ TXT [再] [HD]


45 Artist Clip IU
    [再]


45 Mnetライブ ASTRO [再] [HD] 45 Mnetライブ ENHYPEN [再] [HD] 45 ある日突然100万ウォン
    #3
    テギョン(2PM) ほか
    [HD]


30 W -君と僕の世界-
    #3
    [HD]


45 W -君と僕の世界-
    #4
    [HD]


00 Mnetライブ NU'EST
    [再] [HD]


30 最高の一発
    〜時空を超えて〜
    #3
    [HD]


45 最高の一発
    〜時空を超えて〜
    #4
    [HD]


00 Music Video


30 君に泳げ！
    [HD]


30 Music Video


4


00 休止


4


00 M COUNTDOWNバックステージ
    過去放送回 #343
    SF9、ATEEZ、VERIVERY ほか
    [再] [HD]30 高等ラッパー ４


    444インタビュー [再] [HD] 45 人気俳優出演 MV特集 [再]


30 2020 MAMA
    ベストパフォーマンス
    #1
    [再] [HD]


45 Mnetライブ ASTRO [再] [HD]


3


00 サムバディ
    #3
    [再] [HD]


00 斬新な整理
    #40
    [再] [HD] 3


00 KINGDOM :
    LEGENDARY WAR
    字幕版
    #6
    [再] [HD]


2


00 M COUNTDOWN
    [HD]15 高等ラッパー ４


    444インタビュー [再] [HD]







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


7/19 (月) 7/20 (火) 7/21 (水) 7/22 (木) 7/23 (金) 7/24 (土) 7/25 (日)


　Mnet 2021年7月編成表
   2021.6.15


5


00 昼と夜(原題)
    アンコール放送
    #11
    [HD]


00 昼と夜(原題)
    アンコール放送
    #13
    [HD]


00 昼と夜(原題)
    アンコール放送
    #15
    [HD]


45 休止


15 昼と夜(原題)
    アンコール放送
    #16 (終)
    [HD]


15 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #4
    [HD]


30 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #2
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #156
    [再] [HD]


30 体育ドル MV特集
    [再]


14


22


00 TIMES(原題)
    #1
    [HD]


00 TIMES(原題)
    #2
    [HD]


00 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #2 (終) [再] [HD]


23


15 Artist Clip 宇宙少女 [再]


0


30 高等ラッパー ４
    TALAC Cypher [再] [HD]


30 Mnetライブ NU'EST
    [再] [HD]45 Old Clip


3


45 STUDIO CHOOM
    2020 YEAR END
    ＜BOY GROUP＞ [再] [HD]


45 新西遊記 ５＆６
    #3
    [HD]


7 730 いつまで肩踊りをさせるんだ #1 [HD] 30 いつまで肩踊りをさせるんだ #3 [HD] 30 いつまで肩踊りをさせるんだ #5 [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #1
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #3
    [HD]


5


00 防弾少年団のアメリカン
    ハッスルライフ
    #8 (終)
    [再] [HD]


00 アップグレード人間
    #5
    [再] [HD]


6 6


00 STUDIO CHOOM
    2020 YEAR END
    ＜GIRL GROUP＞ [再] [HD]


15 昼と夜(原題)
    アンコール放送
    #12
    [HD]


15 昼と夜(原題)
    アンコール放送
    #14
    [HD]


30 Artist Clip ATEEZ
    [再]


30 TIMES(原題)
    #1
    [再] [HD]


45 いつまで肩踊りをさせるんだ #2 [HD] 45 いつまで肩踊りをさせるんだ #4 [HD] 45 いつまで肩踊りをさせるんだ #6 (終) [HD] 45 Old Clip [再]


8


00 Love is... ソンジェ(BTOB)編 [再] [HD]


10 Love is... イ・ドンウク編 [再] [HD]


20 Love is... GRAY編 [再] [HD]


9


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #9
    [再] [HD]


00 TIMES(原題)
    #1
    [再] [HD]


00 TIMES(原題)
    #2
    [再] [HD]


00 ホームクックライブ
    #12 (終)
    [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #56
    [再] [HD]


9


10


8


00 フリーなドクター M
    #2
    [HD]


00 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #1 [再] [HD]


00 フリーなドクター W
    #2
    [HD]


00 韓国ドラマ研究所 #5
    イム・シワン出演作
    「ミセン-未生-」ほか
    [HD]


00 韓国ドラマ研究所 #6
    ヒョンビン出演作
    「愛の不時着」 ほか
    [HD]


30 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #2 (終) [再] [HD]


00 ON & OFF
    #42
    [再] [HD]


15 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #10
    [再] [HD]


15 台湾美食会
    #1
    [再] [HD]


15 Music Video 15 Mnetライブ TXT [再] [HD]


30 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #157
    [再] [HD]


45 TIMES(原題)
    #2
    [再] [HD]


30 お家ごはん ペク先生 ３
    #3
    [HD]


11


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 あのオッパが帰ってきた
    ～トキメキ注意報～
    #1
    [HD]


00 見習い社長の営業日誌
    #10
    [再] [HD] 11


30 Mnetライブ NU'EST
    [再] [HD] 45 Mnetライブ Rocket Punch [再] [HD]


10


00 Mnetライブ NCT
    [再] [HD]


45 New Clip [再]


12


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 Code Name is ATEEZ
    #4
    [HD] 12


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #11
    [再] [HD]


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #12 (終)
    [再] [HD]


30 Artist Clip IU
    [再] 45 Mnetライブ ENHYPEN [再] [HD]


13
15 Music Video 15 Music Video


15 Mnetライブ ASTRO [再] [HD] 15 Mnetライブ fromis_9 [再] [HD]


30 見習い社長の営業日誌
    #9
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #156
    [再] [HD]


30 Next Entertainment
    Visionary #1
    [再] [HD]


15


00 花よりお姉さん
    #1
    [HD]


00 花よりお姉さん
    #2
    [HD]


00 花よりお姉さん
    #3
    [HD]


15 New Clip [再]


30 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #9
    [再] [HD]


16


00 車輪のついた家 ２
    #4
    [再] [HD]


15 Artist Clip 宇宙少女 [再]


19


00 ON & OFF
    #42
    [HD] 19


30 Mnetライブ NCT
    [再] [HD]


18


00 アップグレード人間
    #5
    [HD]


00 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    (Live放送）
    [HD] 18


15 Mnetライブ Rocket Punch [再] [HD]


30 SUPER JUNIOR
    COMEBACK SHOW
    ＜House Party＞
    字幕版
    [再] [HD]


30 みんなのキッチン
    #11 (終)
    [HD]


30 ON & OFF
    #41
    [再] [HD]


45 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #10
    [再] [HD]17


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 サムバディ
    #5
    [HD] 17


20


00 ATEEZ：TREASURE FILM
    #1
    [再] [HD]


00 ユン ステイ
    #4
    [HD] 15


16
15 Music Video


00 斬新な整理
    #41
    [HD]


00 車輪のついた家 ２
    #5
    [HD]


00 welcome 2 HOUSE
    #6 (終)
    [HD] 20


30 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #1 [再] [HD]


00 TOMORROW X TOGETHER
    Comeback Show
    Blue Hour 字幕版
    [再] [HD]


45 人気俳優出演 MV特集 [再]


21


00 Music Video 00 ATEEZ：TREASURE MAP
    #1
    [再] [HD]


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #11
    [HD]


21


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #12 (終)
    [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [HD]


00 ATEEZ：TREASURE MAP
    #2 (終)
    [再] [HD] 22


4


00 lIl MONEY
    [再] [HD]


00 高等ラッパー ４
    BALANCE GAME [HD]15 チキンロード


    #2
    [HD]


15 Next Entertainment
    Visionary #2 (終)
    [再] [HD]


30 高等ラッパー ４
    #10 (終)
    [再] [HD]


2


00 ホームクックライブ
    #11
    [再] [HD]


00 KINGDOM :
    LEGENDARY WAR
    字幕版
    #7
    [再] [HD]


2


00 M COUNTDOWN
    [HD]15 台湾美食会


    #1
    [再] [HD]


45 Mnetライブ ATEEZ
    [再] [HD]


45 Mnetライブ Rocket Punch [再] [HD] 45 ある日突然100万ウォン
    #4
    テギョン(2PM) ほか
    [HD]


45 Mnetライブ TXT [再] [HD]


1


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 プレーヤー
    #2
    [HD] 1


00 ATEEZ：TREASURE FILM
    #2
    [HD]


4


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


30 見習い社長の営業日誌
    #10
    [HD]


30 防弾少年団のアメリカン
    ハッスルライフ
    #8 (終)
    [HD]


30 2020 MAMA
    ベストパフォーマンス
    #2
    [再] [HD]


30 MタメBANG！#4 [再] [HD]
21:58 インフォメーション


30 MタメBANG！#4 [再] [HD]
16:58 インフォメーション


00 MタメBANG！#4 [再] [HD]
19:28 インフォメーション


30 SUPER JUNIOR
    COMEBACK SHOW
    ＜House Party＞
    字幕版
    [再] [HD]


15 台湾美食会
    #2 (終)
    [HD]


30 Mnetライブ ASTRO [再] [HD] 30 I-LAND 字幕版
    #8
    [HD]


45 高等ラッパー ４
    #10 (終)
    [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #56
    [HD]


23


00 KINGDOM :
    LEGENDARY WAR
    字幕版
    #8
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [HD]


15 New Clip [再] 15 Artist Clip ASTRO [再]


30 高等ラッパー ３
    #5
    [HD]


0


00 welcome 2 HOUSE
    #6 (終)
    [再] [HD]


30 高等ラッパー ４


    TALAC Cypher [再] [HD]


30 Mnetライブ fromis_9 [再] [HD]


00 Stray Kids
    #3
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #157
    [HD]


45 Music Video


45 Music Video


30 W -君と僕の世界-
    #5
    [HD]


30 最高の一発
    〜時空を超えて〜
    #5
    [HD]


45 W -君と僕の世界-
    #6
    [HD]


45 最高の一発
    〜時空を超えて〜
    #6
    [HD]


00 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


00 Music Video


30 怪しい彼女
    [HD]


00 サムバディ
    #4
    [再] [HD]


00 斬新な整理
    #41
    [再] [HD] 3


30 Mnetライブ ATEEZ
    [再] [HD]45 New Clip


30 Music Video


00 車輪のついた家 ２
    #5
    [再] [HD]


14


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    セレクト
    J.Y. Park 出演回
    #68
    [再] [HD]


00 ユン ステイ
    #3
    [HD] 13


00 2020 MAMA
    ベストパフォーマンス
    #3 (終)
    [再] [HD]







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


7/26 (月) 7/27 (火) 7/28 (水) 7/29 (木) 7/30 (金) 7/31 (土)


7


00 Artist Clip ATEEZ
    [再]


30 Artist Clip IU
    [再]


30 いつまで肩踊りをさせるんだ #1 [再] [HD] 30 TIMES(原題)
    #3
    [再] [HD]


45 いつまで肩踊りをさせるんだ #2 [再] [HD] 45 Old Clip [再]


8


45 TIMES(原題)
    #4
    [再] [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #57
    [再] [HD]


9


00 韓国ドラマ研究所 #7
    特集俳優 パク・ソジュン ほか
    [HD]


00 韓国ドラマ研究所 #8
    IU出演作
    「ホテルデルーナ～月明かりの恋人～」ほか


    [HD]
8


15 いつまで肩踊りをさせるんだ #4 [再] [HD]


30 いつまで肩踊りをさせるんだ #5 [再] [HD]


45 いつまで肩踊りをさせるんだ #6 (終) [再] [HD]


00 Mnetライブ ATEEZ
    [再] [HD]


10


00 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]15 L.U.C.A. :


    The Beginning (原題)
    #12 (終)
    [再] [HD]


15 台湾美食会
    #2 (終)
    [再] [HD]


15 Artist Clip 宇宙少女 [再]


30 Mnetライブ NCT
    [再] [HD]


　Mnet 2021年7月編成表
   2021.6.15


5


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #5
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #7
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #9
    [HD]


5


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #100
    [再] [HD]


6


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #11
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #13
    [HD]


15 Artist Clip ASTRO [再]


30 ON & OFF
    #42
    [再] [HD]


30 TOMORROW X TOGETHER
    Comeback Show
    Blue Hour 字幕版
    [再] [HD]


30 Mnetライブ NU'EST
    [再] [HD]


6
15 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #6
    [HD]


15 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #8
    [HD]


30 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #10
    [HD]


30 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #12
    [HD]


30 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #14
    [HD]


7


9


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #11
    [再] [HD]


00 TIMES(原題)
    #3
    [再] [HD]


00 TIMES(原題)
    #4
    [再] [HD]


00 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #1 [再] [HD]


30 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #2 (終) [再] [HD]


10


00 フリーなドクター M
    #3
    [HD]


00 いつまで肩踊りをさせるんだ #3 [再] [HD] 00 フリーなドクター W
    #3
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #157
    [再] [HD]


30 体育ドル MV特集
    [再]


30 お家ごはん ペク先生 ３
    #4
    [HD]


45 Mnetライブ TXT [再] [HD]


12


00 TOMORROW X TOGETHER
    Comeback Show
    Blue Hour 字幕版
    [再] [HD]


30 Artist Clip ATEEZ
    [再] 45 Artist Clip 宇宙少女 [再]


11


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 あのオッパが帰ってきた
    ～トキメキ注意報～
    #2
    [HD]


00 見習い社長の営業日誌
    #11 (終)
    [再] [HD] 11


30 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]


12


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 Code Name is ATEEZ
    #5
    [HD]


14


00 2020 MAMA
    ベストパフォーマンス
    #3 (終)
    [再] [HD]


14
30 見習い社長の営業日誌
    #10
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #157
    [再] [HD]


30 Next Entertainment
    Visionary #2 (終)
    [再] [HD]


15


00 ユン ステイ
    #6
    [HD]


13


00 花よりお姉さん
    #4
    [HD]


00 花よりお姉さん
    #5
    [HD]


00 花よりお姉さん
    #6
    [HD]


00 TOMORROW X TOGETHER
    Comeback Show
    Blue Hour 字幕版
    [再] [HD]


00 ユン ステイ
    #5
    [HD]


15
15 Artist Clip ASTRO [再] 15 Music Video


30 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #11
    [再] [HD]


30 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    ホンジュン&ウヨン(ATEEZ)
    出演回
    #10
    [再] [HD]


16


00 車輪のついた家 ２
    #5
    [再] [HD] 16


17


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD] 17


00 車輪のついた家 ２
    #6
    [再] [HD]


30 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


18


00 アップグレード人間
    #6
    [HD]


45 Mnetライブ fromis_9 [再] [HD]


19


00 ON & OFF
    #43
    [HD] 19


00 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


30 Mnetライブ NU'EST
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #158
    [HD]


45 New Clip [再]


20


00 ATEEZ：TREASURE FILM
    #2
    [再] [HD]


00 SHINeeのスタートアップ
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    (Live放送）
    [HD] 18


15 Mnetライブ ASTRO [再] [HD]


30 Mnetライブ ATEEZ
    [再] [HD] 45 Mnetライブ Rocket Punch [再] [HD]


22


00 TIMES(原題)
    #3
    [HD]


00 TIMES(原題)
    #4
    [HD]


00 Artist Clip IU
    [再]


00 斬新な整理
    #42
    [HD]


00 車輪のついた家 ２
    #6
    [HD] 20


45 Music Video


22
30 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #100
    [HD]


30 Music Video 30 I-LAND 字幕版
    #9
    [HD]


21


00 Music Video 00 SUPER JUNIOR
    COMEBACK SHOW
    ＜House Party＞
    字幕版
    [再] [HD]


23


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #57
    [HD]


23
15 Mnetライブ fromis_9 [再] [HD] 15 Mnetライブ ENHYPEN [再] [HD]


30 高等ラッパー ３
    #6
    [HD]


30 見習い社長の営業日誌
    #11 (終)
    [HD]


0 030 Love is... GRAY編 [再] [HD] / 40 MV


45 体育ドル MV特集
    [再]


45 ある日突然100万ウォン
    #5
    テギョン(2PM) ほか
    [HD]1


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 プレーヤー
    #3
    [HD] 1


15 チキンロード
    #3
    [HD]


15 高等ラッパー ４
    BALANCE GAME [再] [HD]


45 人気俳優出演 MV特集 [再]


2


30 Love is... ソンジェ(BTOB)編 [再] [HD]


3


00 サムバディ
    #5
    [再] [HD]


00 斬新な整理
    #42
    [再] [HD] 3


15 Old Clip [再]


30 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    ホンジュン&ウヨン(ATEEZ)
    出演回
    #10
    [再] [HD]


45 人気俳優出演 MV特集 [再]


4


00 ホームクックライブ
    #12 (終)
    [再] [HD]


00 KINGDOM :
    LEGENDARY WAR
    字幕版
    #8
    [再] [HD]


2
15 台湾美食会
    #2 (終)
    [再] [HD]


30 2020 MAMA
    ベストパフォーマンス
    #3 (終)
    [再] [HD]


45 休止


00 高等ラッパー ４
    BALANCE GAME [再] [HD]


30 W -君と僕の世界-
    #7
    [HD]


45 W -君と僕の世界-
    #8
    [HD]


00 Mnetライブ ATEEZ
    [再] [HD]


00 サム、マイウェイ
    〜恋の一発逆転!〜
    #1
    [HD]


15 サム、マイウェイ
    〜恋の一発逆転!〜
    #2
    [HD]


4


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


30 Mnetライブ NCT
    [再] [HD]45 Mnetライブ ASTRO [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    [HD]


21


30 Music Video


45 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    #12 (終)
    [再] [HD]


13


00 Music Video


30 Love is... イ・ドンウク編 [再] [HD]


40 Music Video 40 Music Video


00 TOMORROW X TOGETHER
    COMEBACK SHOW
    FREEZE
    字幕版
    [HD]


15 Music Video


00 KINGDOM :
    LEGENDARY WAR
    字幕版
    #9
    [HD]


45 Mnetライブ ENHYPEN [再] [HD]


00 ATEEZ：TREASURE FILM
    #3 (終)
    [HD]


00 サムバディ
    #6
    [HD]








スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年7月


スーパー！ドラマＴＶ 2021.07.01-2021.07.04
2021.06.28 2021.06.29 2021.06.30 2021.07.01 2021.07.02 2021.07.03 2021.07.04


月 火 水 木 金 土 日


[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画


※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。


07:00


07:30 30[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #6
『人工衛星スパイ』


30[二/一部字]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #8
『空飛ぶクラシック・カー』


07:30 07:30


06:00


06:30 06:30 06:30


07:00 00[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #5
『特急列車強盗』


00[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #7
『新兵器アクアタンク』


07:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #7
『惑星パイラスセブンの怪』


00[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #11
『夢の代償』


06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #3
『帰って来た英雄～パート・3～』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #4
『突然の侵入者』


06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #5
『戦慄のカーデシア星人』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #6
『エレージアン星人 メローラ・パズ
ラー少尉』


09:30 30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #10
『魔の三重奏』


30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #13
『バレンタイン殺人の謎』


09:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #13
『愛しきナンバー８』


30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #13
『バレンタイン殺人の謎』


09:30


10:00 10:00 10:00


08:00


08:30 08:30 08:30


09:00 00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


09:00 00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


08:00 00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #11
『マック＋フォールアウト＋ジャック』


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #12
『フェンス＋カバン＋アメリシウム
241』


08:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #8
『不思議の宇宙のアリス』


00[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #12
『リアルの極限』


09:00


10:30 30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #6
『ウェルストーン・エージェンシー』


30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #17『赤ちゃんと楽しむ科学実験の法
則』


10:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #14
『罪と罰』


30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #10
『魔の三重奏』


10:30


11:00 00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #18『受賞者集合の法則』


11:00 11:00


12:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #5
『伝言』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #7
『埋込』


12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #13
『幸せの種』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #19
『嵐の海』


11:30 30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


11:30 30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #9
『毒草』


00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #10
『規律』


14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #15
『生と死』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #21
『モサドの騒乱』


14:00


14:30 14:30 14:30


13:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #6
『伴侶』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #8
『上司』


13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #14
『沈黙のハッカー』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #20
『亡霊を追って』


11:30


12:00


12:30 12:30 12:30


17:00


17:30 30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


17:30 17:30


16:00


16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #20
『レッドベルベットケーキ』


30[二]★[終][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #22
『レッド・ジョンのルール』


16:30 16:30


17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #18
『前進』


00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #24
『ギブスの選択』


15:00 00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #16
『検視官たちの闘い』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #22
『敵討ち』


15:00


15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #19
『朱に染まる町』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #21
『赤く腫れた手首』


15:30 15:30


16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #17
『バラの切り裂き魔』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #23
『監視者』


18:00


18:30 30[二]★[HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #19『自信喪失と瞑想の法則』


18:30 18:30


19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #5
『伝言』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #7
『埋込』


19:00 00★[終][HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『スパイク・リー』


18:00 00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #6
『ウェルストーン・エージェンシー』


00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #18『受賞者集合の法則』


18:00 00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #2
『ニュー・エデン』


00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #6
『神の軍』


00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #6
『ウェルストーン・エージェンシー』


19:00


19:30 19:30 19:30


21:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #10
『規律』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #11
『素性』


21:00 00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #14
『罪と罰』


00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #6
『神の軍』


21:00


21:30 21:30 21:30


20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #6
『伴侶』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #8
『上司』


20:00 00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #13
『愛しきナンバー８』


00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #13
『バレンタイン殺人の謎』


20:00


20:30 20:30 20:30


24:30


25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #10
『規律』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #11
『素性』


22:00 00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #2
『ニュー・エデン』


00[5.1]★[HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #6
『神の軍』


22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #6
『ウェルストーン・エージェンシー』


00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #10
『魔の三重奏』


22:00


22:30 22:30 22:30


55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！


25:00 00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #6
『ウェルストーン・エージェンシー』


25:00
05[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン2[R15＋相当] #3
『良き友達』


25:30 25:30 25:30
35[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン2[R15＋相当] #4
『デカイ緑の卵』


26:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #19
『朱に染まる町』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #21
『赤く腫れた手首』


26:00


23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #2
『ニュー・エデン』


00[5.1]★[HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#5
『危ない橋』


24:00 00[5.1]★[HD][字][新]
カジュアル シーズン2[R15＋相当] #1
『フェーズ 3』


00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋する
フィジー編 #19
『アイランダー　親になる』


23:00 00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #13
『バレンタイン殺人の謎』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #6
『ウェルストーン・エージェンシー』


23:00 00[二][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#5
『危ない橋』


00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #13
『バレンタイン殺人の謎』


24:00


24:30 24:30 30[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン2[R15＋相当] #2
『ささいな追及』


27:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #11
『夢の代償』


27:00
10[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン2[R15＋相当] #7
『３人で』


27:30 27:30 27:30


45[HD]インフォメーション


00[5.1][HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#5
『危ない橋』


26:00
05[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン2[R15＋相当] #5
『自転車泥棒』


26:30 26:30 26:30
35[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン2[R15＋相当] #6
『100匹の牛』


27:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #20
『レッドベルベットケーキ』


00★[終][HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #22
『レッド・ジョンのルール』


29:00


29:30 30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #10
『宇宙ギャング団』


30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #12
『クーダスの復讐』


29:30 29:30


29:00 00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #9
『宇宙大サーカス』


00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #11
『怪獣現わる』


29:00 00[二][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#5
『危ない橋』


00[HD]
インフォメーション


28:00


28:30 30[二]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #6
『人工衛星スパイ』


30[二/一部字]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #8
『空飛ぶクラシック・カー』


28:30 28:30


28:00 00[二]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #5
『特急列車強盗』


00[二]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #7
『新兵器アクアタンク』


28:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #2
『ニュー・エデン』


00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #12
『リアルの極限』







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年7月


スーパー！ドラマＴＶ 2021.07.05-2021.07.11
2021.07.05 2021.07.06 2021.07.07 2021.07.08 2021.07.09 2021.07.10 2021.07.11


月 火 水 木 金 土 日


[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画


※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。


06:00


06:30 06:30 06:30


07:00 00[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #9
『超音波ライフル銃』


00[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #11
『にせ神父スパイ』


00[二]★[終]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #13
『4人のにせ札団』


00[二]★[HD][新]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #1
『空からの脅威』


00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #2
『妄信』


07:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #9
『華麗なる変身』


00[二]★[終][HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #13
『同族の結束』


07:00


07:30 30[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #10
『ねらわれたサーキット』


30[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #12
『国王暗殺計画』


30[HD]
インフォメーション


07:30 07:30


06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #7
『フェレンギ星人の掟』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #8
『殺しの密告者』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #9
『愛の幻影』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #10
『さまよえるスクリーア星人』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #11
『詐欺師　エル・オーリアン星人』


06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #12
『流動体生物の秘密』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #13
『最終兵器解体の陰謀』


08:00


08:30 08:30 08:30


09:00 00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


09:00 00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


09:00


08:00 00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #13
『大自然＋訓練＋サバイバル』


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #14
『父親＋花嫁＋裏切り』


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #15
『警察犬＋密輸団＋新人』


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #16
『ライダー＋裏切り者＋任務』


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #17
『種子＋永久凍土＋羽根』


08:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #10
『惑星オリオンの侵略』


00[二]★[HD][新]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #1
『眠り姫事件』


09:30


10:00 10:00 10:00


10:30 30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #6
『神の軍』


30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #13
『バレンタイン殺人の謎』


30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #2
『ニュー・エデン』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #7
『ケミカル・メアリー』


30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #18『受賞者集合の法則』


10:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #16
『つぐない』


30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #11
『クリスマスの訪問者』


10:30


11:00 00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #19『自信喪失と瞑想の法則』


11:00 11:00


09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #6
『ウェルストーン・エージェンシー』


30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #2
『ニュー・エデン』


30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #6
『神の軍』


30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #11
『クリスマスの訪問者』


30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #14
『要人警護の謎』


09:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #15
『殺人キャンペーン』


30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #14
『要人警護の謎』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #14
『特訓』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #16
『恩人』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #18
『赤隊』


13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #2
『赤毛と銀色のテープ』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #8
『赤信号』


11:30


12:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #9
『金塊』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #11
『盗難』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #13
『聖戦』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #15
『歴史』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #17
『布石』


12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #1
『レッド・ジョンの影』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #7
『朱をそそぐ』


12:00


12:30 12:30 12:30


11:30 30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


11:30 30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


16:30


17:00 17:00


15:00 00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #4
『紅の涙』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #10
『赤レンガの虚栄』


13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #11
『素性』


00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #12
『立篭』


00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #13
『大使』


00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #14
『炭疽』


00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #15
『逃走』


14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #3
『赤潮』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #9
『真っ赤な炎』


14:00


14:30 14:30 14:30


13:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #10
『空母』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #12
『疑念』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #6
『冷血』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #12
『レッド・ラム～殺人』


17:00


17:30 30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


17:30 17:30


15:00


15:30 30[二]★[CC][HD][新]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #1
『砂漠のバラ』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #3
『血塗られた結婚式』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #5
『赤いタトゥー』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #7
『偉大なるレッド・ドラゴン』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #9
『青い楽園』


15:30 15:30


16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #5
『アカスギの森』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #11
『レッド・ジョンの友人』


16:00


16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #2
『黒い翼の赤い鳥』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #4
『レッド・ジョン・リスト』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #6
『地獄の炎』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #8
『レッド・ジョン』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #10
『緑の屋上庭園』


16:30


18:00


18:30 30[二]★[HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #20『多重反射的決断の法則』


18:30 18:30


19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #9
『金塊』


00[5.1][HD]★[字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #11
『盗難』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #13
『聖戦』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #15
『歴史』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #17
『布石』


19:00 00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #7
『エリック』


00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #7
『ケミカル・メアリー』


19:00


19:30 19:30 19:30


18:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #2
『ニュー・エデン』


00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #13
『バレンタイン殺人の謎』


00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #6
『神の軍』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #7
『ケミカル・メアリー』


00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #19『自信喪失と瞑想の法則』


18:00 00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #3
『闇の中の光』


00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #7
『エリック』


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #12
『立篭』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #13
『大使』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #14
『炭疽』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #15
『逃走』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #16
『戦士』


21:00 00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #16
『つぐない』


00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #7
『エリック』


21:00


21:30 21:30 21:30


20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #10
『空母』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #12
『疑念』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #14
『特訓』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #16
『恩人』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #18
『赤隊』


20:00 00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #15
『殺人キャンペーン』


00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #14
『要人警護の謎』


00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #14
『要人警護の謎』


22:00


22:30 22:30 22:30


55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！


22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #11
『クリスマスの訪問者』


00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #7
『ケミカル・メアリー』


00★[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #14
『要人警護の謎』


00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #3
『闇の中の光』


00[5.1]★[HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #7
『エリック』


22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #7
『ケミカル・メアリー』


00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #11
『クリスマスの訪問者』


23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #11
『クリスマスの訪問者』


00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #7
『ケミカル・メアリー』


00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #14
『要人警護の謎』


00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #3
『闇の中の光』


00[5.1]★[HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#6
『ピニャータ』


24:00 00[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン2[R15＋相当] #8
『おしゃべり』


00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋する
フィジー編 #20
『ファイナリスト決定！』


24:00


24:30 24:30 24:30
35[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン2[R15＋相当] #9
『湖』


25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #12
『立篭』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #13
『大使』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #14
『炭疽』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #15
『逃走』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #16
『戦士』


23:00 00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #6
『神の軍』


00[二]★[HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#6
『ピニャータ』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #11
『クリスマスの訪問者』


00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #14
『要人警護の謎』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #7
『ケミカル・メアリー』


23:00 00[二][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#6
『ピニャータ』


25:30 25:30 25:30
40[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン2[R15＋相当] #11
『死と税』


26:00 00★[HD][字][新]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #1
『砂漠のバラ』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #3
『血塗られた結婚式』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #5
『赤いタトゥー』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #7
『偉大なるレッド・ドラゴン』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #9
『青い楽園』


26:00 00[5.1][HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#6
『ピニャータ』


26:00
10[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン2[R15＋相当] #12
『40』


26:30 26:30 26:30
40[5.1]★[終][HD][字]
カジュアル シーズン2[R15＋相当] #13
『未知の世界』


27:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #2
『黒い翼の赤い鳥』


28:00 00[二]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #9
『超音波ライフル銃』


00[二]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #11
『にせ神父スパイ』


00[二][終]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #13
『4人のにせ札団』


00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #1
『空からの脅威』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #2
『妄信』


28:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #3
『闇の中の光』


00[5.1]★[HD][字][新]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #1
『眠り姫事件』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #4
『レッド・ジョン・リスト』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #6
『地獄の炎』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #8
『レッド・ジョン』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #10
『緑の屋上庭園』


27:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #13
『同族の結束』


27:00


15[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #20『多重反射的決断の法則』27:30 27:30 27:30


45[HD]インフォメーション


28:30 30[二]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #10
『ねらわれたサーキット』


30[二]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #12
『国王暗殺計画』


30[HD]
インフォメーション


28:30 28:30


29:00 00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #13
『暗殺計画を阻止せよ』


00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #15
『翼ある殺し屋』


00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #17
『残酷バカンス』


00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #19
『アマゾンの女王』


00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #21
『ロボットの活躍』


29:00 00[二][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#6
『ピニャータ』


00[HD]
インフォメーション


29:00


29:30 30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #14
『巨人遊星』


30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #16
『危うし教授！』


30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #18
『頑張れ中尉！！』


30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #20
『禁断の惑星』


30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #22
『無人ロケットの怪』


29:30 29:30


※7/5（月）27:55～28:00はスカパー!のみメンテナンス休止


28:00


25:00 00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #7
『ケミカル・メアリー』


25:00
05[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン2[R15＋相当] #10
『再会』







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年7月


スーパー！ドラマＴＶ 2021.07.12-2021.07.18
2021.07.12 2021.07.13 2021.07.14 2021.07.15 2021.07.16 2021.07.17 2021.07.18


月 火 水 木 金 土 日


[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画


※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。


07:30 07:30 07:30


06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #14
『オブライエンの孤立』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #15
『自然回帰』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #16
『幻影の村』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #17
『宇宙の原型』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #18
『クワークの愛』


06:00


08:00 00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #18
『マードック＋ヘルマン＋標的』


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #19
『友＋敵＋国境』


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #20
『危険チャレンジ＋高電圧＋救出』


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #21
『反逆罪＋傷心＋ガム』


00[二]★[終][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #22
『メイソン＋ケーブル＋選択』


08:00


09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #7
『ケミカル・メアリー』


30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #3
『闇の中の光』


30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #7
『エリック』


30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #12
『殺しの連鎖』


30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #15
『不穏な留守電の謎』


09:30


11:30


00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #12
『死の宇宙病』


00[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #3
『消えた少年』


08:00


08:30 08:30 08:30


09:00 00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


09:00 00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


09:00


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #19
『血の誓い』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #20
『戦争回避　前編』


06:00


06:30 06:30 06:30


07:00 00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #3
『偽札』


00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #4
『免責』


00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #5
『ロングビーチ』


00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #6
『フリーダム』


00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #7
『サーキット』


07:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #11
『宿敵クリンゴンの出現』


00[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #2
『孤独な音楽家』


07:00


12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #13
『血塗られた絵画』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #19
『１２本の赤いバラ』


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


11:30 30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


11:30


30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #17
『禁断の果実』


30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #15
『不穏な留守電の謎』


09:30


10:00 10:00 10:00


10:30 30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #7
『エリック』


30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #14
『要人警護の謎』


30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #3
『闇の中の光』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #8
『オグデン・グリーリー』


30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #19『自信喪失と瞑想の法則』


10:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #18
『翼』


30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #12
『殺しの連鎖』


10:30


11:00 00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #20『多重反射的決断の法則』


11:00 11:00


14:00 00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #16
『戦士』


00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #17
『訓練』


00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #18
『教戒』


00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #19
『軌道』


00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #20
『出所』


14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #15
『口紅のメッセージ』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #21
『ミス・レッド』


12:00


12:30 12:30 12:30


13:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #20
『浄化』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #22
『同類』


00[二]★[終][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #24
『復讐』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #2
『決着』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #4
『面影』


13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #14
『深紅の情熱』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #20
『レッド・ソース』


13:00


13:30 13:30 13:30


12:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #19
『赤隊2』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #21
『再臨』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #23
『宝飾』


00[二]★[HD][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #1
『不屈』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #3
『暴走』


17:30 30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


17:30 30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #21『道徳的決断の法則』


14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #16
『血眼』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #22
『血の結束』


15:00


15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #11
『白線』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #13
『黒いヘリコプター』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #15
『白い吹きだまり』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #17
『銀の翼が時を越え』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #19
『茶色い目の少女たち』


15:30 15:30


16:00 16:00


00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #8
『オグデン・グリーリー』


17:30


18:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #3
『闇の中の光』


00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #14
『要人警護の謎』


00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #7
『エリック』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #8
『オグデン・グリーリー』


00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #20『多重反射的決断の法則』


18:00 00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #4
『生と死と』


00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #8
『協力か死か』


18:00


18:30 30[二]★[HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #21『道徳的決断の法則』


18:30 18:30


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #17
『狙われたカーネリアン』


00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #23
『レッド・ジョンの足跡』


16:00


16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #12
『金のハンマー』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #14
『灰色の水』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #16
『すみれの花束』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #18
『緑の森』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #20
『白いテーブル』


16:30 16:30


17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン1 #18
『血染めのジャガイモ』


00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #20『多重反射的決断の法則』


17:00


21:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #17
『訓練』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #18
『教戒』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #19
『軌道』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #20
『出所』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #21
『友人』


21:00 00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #18
『翼』


00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #8
『協力か死か』


19:00


19:30 19:30 19:30


20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #20
『浄化』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #22
『同類』


00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #24
『復讐』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #2
『決着』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #4
『面影』


20:00 00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #17
『禁断の果実』


00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #15
『不穏な留守電の謎』


20:00


20:30 20:30 20:30


19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #19
『赤隊2』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #21
『再臨』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン4 #23
『宝飾』


00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #1
『不屈』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #3
『暴走』


21:30 21:30 21:30


22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #12
『殺しの連鎖』


00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #8
『オグデン・グリーリー』


00★[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #15
『不穏な留守電の謎』


00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #4
『生と死と』


00[5.1]★[HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #8
『協力か死か』


22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #8
『オグデン・グリーリー』


00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #12
『殺しの連鎖』


22:00


22:30 22:30 22:30


55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！


23:30 23:30 23:30


24:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #12
『殺しの連鎖』


00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #8
『オグデン・グリーリー』


00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #15
『不穏な留守電の謎』


00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #4
『生と死と』


00[5.1]★[HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#7
『馬鹿な真似』


24:00 00★[HD][字]
【キャッチアップ】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #12
『ランナーの死の謎』


00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋する
フィジー編 #21
『最後のデート』


24:00


24:30 24:30 24:30


23:00 00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #7
『エリック』


00[二]★[HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#7
『馬鹿な真似』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #12
『殺しの連鎖』


00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #15
『不穏な留守電の謎』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #8
『オグデン・グリーリー』


23:00 00★[HD][字]
【キャッチアップ】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #11
『招かれざる客の謎』


00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #15
『不穏な留守電の謎』


25:30 25:30 25:30


26:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #11
『白線』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #13
『黒いヘリコプター』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #15
『白い吹きだまり』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #17
『銀の翼が時を越え』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #19
『茶色い目の少女たち』


26:00 00★[HD][字]
【キャッチアップ】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #14
『要人警護の謎』


00[5.1][HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#7
『馬鹿な真似』


26:00


26:30 26:30 26:30


25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #17
『訓練』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #18
『教戒』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #19
『軌道』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #20
『出所』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #21
『友人』


25:00 00★[HD][字]
【キャッチアップ】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #13
『バレンタイン殺人の謎』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #8
『オグデン・グリーリー』


27:30 27:30 27:30


28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #3
『偽札』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #4
『免責』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #5
『ロングビーチ』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #6
『フリーダム』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #7
『サーキット』


28:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #4
『生と死と』


00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #3
『消えた少年』


28:00


28:30 28:30 28:30


27:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #12
『金のハンマー』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #14
『灰色の水』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #16
『すみれの花束』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #18
『緑の森』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #20
『白いテーブル』


27:00 00★[HD][字]
【キャッチアップ】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #15
『不穏な留守電の謎』


00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #2
『孤独な音楽家』


29:30 30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #24
『フル・スピード！！』


30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #26
『ロボット戦車隊』


30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #28
『恐怖の笛』


30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #30
『中尉、閣下となる』


30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #32
『光速突破！！』


29:30 29:30


29:00 00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #23
『謎の宇宙船』


00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #25
『タイムマシン1875年』


00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #27
『爆発一秒前』


00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #29
『ロボット裁判』


00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #31
『地球侵略軍』


29:00 00[二][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#7
『馬鹿な真似』


00[HD]
インフォメーション


※7/14（水）27:55～28:00はスカパー!のみメンテナンス休止


29:00


27:00


25:00


23:00


21:00


19:00 00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #8
『協力か死か』







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年7月


スーパー！ドラマＴＶ 2021.07.19-2021.07.25
2021.07.19 2021.07.20 2021.07.21 2021.07.22 2021.07.23 2021.07.24 2021.07.25


月 火 水 木 金 土 日


[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画


※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。


07:30


06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #21
『戦争回避　後編』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #22
『義務と友情』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #23
『二人のキラ』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #24
『密告者』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #25
『疑惑の法廷』


06:00 00[二]★[終][CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #26
『新たなる脅威』


08:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
ミセス・ウィルソン #1
『夫の死』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ミセス・ウィルソン #2
『夫の秘密』


00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
ミセス・ウィルソン #3
『夫の真実』


00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #4
『生と死と』


00[二]★[HD][新]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #1
『爆発＋灰＋遺産＝フェニックス』


08:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #14
『惑星アルギリスの殺人鬼』


09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #8
『オグデン・グリーリー』


30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #4
『生と死と』


30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #8
『協力か死か』


30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #13
『報復の犠牲』


30[終][HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #16
『別れの無線コールの謎』


09:30


00[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #5
『拷問は蜜の味』


08:00


08:30 08:30 08:30


09:00 00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


09:00 00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


09:00


00[二]★[CC][新]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #1
『ドミニオンの野望　前編』


06:00


06:30 06:30 06:30


07:00 00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #8
『身代わり』


00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #9
『人身売買』


00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #10
『モンスター』


00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #11
『バッド・コップ』


00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #12
『グッド・コップ』


07:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #13
『復讐！ガス怪獣』


00[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #4
『おとぎ話の結末』


07:00


07:30 07:30


30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #19
『悪魔の花嫁』


30[終][HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #16
『別れの無線コールの謎』


09:30


10:00 10:00 10:00


10:30 30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #8
『協力か死か』


30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #15
『不穏な留守電の謎』


30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #4
『生と死と』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #9
『シラノイド』


30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #20『多重反射的決断の法則』


10:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #20
『奴隷契約』


30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #13
『報復の犠牲』


10:30


11:00 00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #21『道徳的決断の法則』


11:00 11:00


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #8
『冷戦』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #10
『凍湖』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #12
『聖夜』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #14
『疑惑』


13:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #2
『カタリーナ・ロストヴァ（続編）』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #2
『緋文字』


11:30


12:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #5
『人質』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #7
『特急』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #9
『更生』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #11
『潜伏』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #13
『送金』


12:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #1
『ロアノーク』


00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #1
『贖罪』


12:00


12:30 12:30 12:30


11:30 30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


11:30 30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


16:30 16:30


17:00 17:00


15:00 00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


15:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #4
『エリザベス・キーン』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #4
『赤い脅迫』


13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #21
『友人』


00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #22
『射界』


00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #23
『石油』


00[二][終][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #24
『露西亜』


00[二][HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #1
『出発』


14:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #3
『16オンス』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #3
『血塗られたバッジ』


14:00


14:30 14:30 14:30


13:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #6
『漏洩』


00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #21『道徳的決断の法則』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #6
『ラメと赤い血』


17:00


17:30 30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


17:30 30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #22『母性か研究かの法則』


17:30


15:00


15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #21
『黒い取引』


30[二]★[CC][HD][新]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #1
『どこまでも続く青い空』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #3
『オレンジブロッサム・アイス』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #5
『シルバーのブリーフケース』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #7
『小さな黄色い家』


15:30 15:30


16:00 16:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #5
『フライボーグ・コンフィデンス』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #5
『赤い恐怖』


16:00


16:30 30[二]★[終][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #22
『青い鳥』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #2
『灰色の鉄格子のホテル』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #4
『ブラック・マーケット』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #6
『グリーンライト』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #8
『白煙の向こう』


18:00


18:30 30[二]★[HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #22『母性か研究かの法則』


18:30 18:30


19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #5
『人質』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #7
『特急』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #9
『更生』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #11
『潜伏』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #13
『送金』


19:00 00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #9
『踏みにじらないで』


00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #9
『シラノイド』


19:00


19:30 19:30 19:30


18:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #4
『生と死と』


00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #15
『不穏な留守電の謎』


00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #8
『協力か死か』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #9
『シラノイド』


00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #21『道徳的決断の法則』


18:00 00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #5
『薄れゆく境界』


00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #9
『踏みにじらないで』


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #22
『射界』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #23
『石油』


00[二]★[終][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #24
『露西亜』


00[二]★[HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #1
『出発』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #2
『黄色いスーツケース』


21:00 00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #20
『奴隷契約』


00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #9
『踏みにじらないで』


21:00


21:30 21:30 21:30


20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #6
『漏洩』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #8
『冷戦』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #10
『凍湖』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #12
『聖夜』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #14
『疑惑』


20:00 00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #19
『悪魔の花嫁』


00[終][HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #16
『別れの無線コールの謎』


22:00


22:30 22:30 22:30


55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！


22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #13
『報復の犠牲』


00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #9
『シラノイド』


00★[終][HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #16
『別れの無線コールの謎』


00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #5
『薄れゆく境界』


00[5.1]★[HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #9
『踏みにじらないで』


22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #9
『シラノイド』


00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #13
『報復の犠牲』


23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #13
『報復の犠牲』


00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #9
『シラノイド』


00[終][HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #16
『別れの無線コールの謎』


00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #5
『薄れゆく境界』


00[5.1]★[HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#8
『故郷の声』


24:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #2
『カタリーナ・ロストヴァ（続編）』


00[二]★[終][HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋する
フィジー編 #22
『10万ドルは誰の手に？』


24:00


24:30 24:30 24:30


23:00 00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #8
『協力か死か』


00[二]★[HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#8
『故郷の声』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #13
『報復の犠牲』


00[終][HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #16
『別れの無線コールの謎』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #9
『シラノイド』


23:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #1
『ロアノーク』


00[終][HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #16
『別れの無線コールの謎』


27:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #5
『フライボーグ・コンフィデンス』


00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #4
『おとぎ話の結末』


25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #21
『黒い取引』


00★[HD][字][新]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #1
『どこまでも続く青い空』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #3
『オレンジブロッサム・アイス』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #5
『シルバーのブリーフケース』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #7
『小さな黄色い家』


26:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #4
『エリザベス・キーン』


00[5.1][HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#8
『故郷の声』


26:00


26:30 26:30 26:30


25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #22
『射界』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #23
『石油』


00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン6 #24
『露西亜』


00★[HD][字][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #1
『出発』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #2
『黄色いスーツケース』


25:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #3
『16オンス』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #9
『シラノイド』


29:00 00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #33
『冷凍遊星』


00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #35
『宇宙最優秀パイロット』


00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #37
『催眠惑星』


00★[終][字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #39
『透明生物』


00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #1
『爆発＋灰＋遺産＝フェニックス』


29:00 00[二][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#8
『故郷の声』


00[HD]
インフォメーション


27:00


27:30 27:30 27:30


28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #8
『身代わり』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #9
『人身売買』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #10
『モンスター』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #11
『バッド・コップ』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #12
『グッド・コップ』


28:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #5
『薄れゆく境界』


00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #5
『拷問は蜜の味』


28:00


28:30 28:30 28:30


27:00 00★[終][HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #22
『青い鳥』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #2
『灰色の鉄格子のホテル』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #4
『ブラック・マーケット』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #6
『グリーンライト』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #8
『白煙の向こう』


29:00


29:30 30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #34
『火の球攻撃』


30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #36
『お化け屋敷』


30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #38
『ガンマー光線』


30[HD]
インフォメーション


29:30 29:30







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年7月


スーパー！ドラマＴＶ 2021.07.26-2021.07.31
2021.07.26 2021.07.27 2021.07.28 2021.07.29 2021.07.30 2021.07.31 2021.08.01


月 火 水 木 金 土 日


[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画


※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #2
『ドミニオンの野望　後編』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #3
『クワークの結婚』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #4
『仮面の幻影』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #5
『恐るべき過去』


00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #6
『捨て子の秘密』


06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #7
『暴徒制圧モード始動』


06:00


06:30 06:30 06:30


06:00


07:00


08:00


09:00


10:30


11:30


13:00


14:00


15:00


18:00


19:00


20:00


21:00


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #2
『レッドセル＋量子＋低温＋忠誠
心』


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #3
『子供＋飛行機＋ケーブル＋トラッ
ク』


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #4
『プロペラ＋アセトン＋セルロイド＋
撃針』


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #5
『サッカー＋デジィ＋商人＋タイタ
ン』


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #6
『善＋悪＋両方＋中間』


08:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #16
『宇宙指令！首輪じめ』


08:00


08:30 08:30 08:30


00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #13
『液体らしく』


00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #14
『憎悪』


00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #15
『ノックアウト』


00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #16
『父と息子』


00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #17
『ホテルLA』


07:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #15
『新種クアドトリティケール』


07:00


07:30 07:30 07:30


30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #9
『踏みにじらないで』


30[終][HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #16
『別れの無線コールの謎』


30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #5
『薄れゆく境界』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #10
『ドクター・レイケン・ペリロス』


30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #21『道徳的決断の法則』


10:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #22
『プロファイラー入門』


10:30


11:00 00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #22『母性か研究かの法則』


11:00 11:00


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


09:00 00[HD]
インフォメーション


09:00


09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #9
『シラノイド』


30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #5
『薄れゆく境界』


30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #9
『踏みにじらないで』


30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #14
『勝負の分かれ目』


30[5.1][HD][字][新]
インベスティゲーション #1
『第一報』


09:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #21
『金髪コレクター』


09:30


10:00 10:00 10:00


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


11:30 30[HD]
インフォメーション


11:30


12:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #15
『首狩』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #17
『極道』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #19
『捕虜』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #21
『本心』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #23
『爆発』


12:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #6
『ウェルストーン・エージェンシー』


12:00


12:30 12:30 12:30


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #2
『黄色いスーツケース』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #3
『ブルー・エンジェル』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #4
『キラー・アプリ』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #5
『ラッキー・ストライク』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #6
『シェルター』


14:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #8
『オグデン・グリーリー』


14:00


14:30 14:30 14:30


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #16
『毒刺』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #18
『零日』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #20
『復帰』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #22
『誘拐』


00[二]★[終][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #24
『出航』


13:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #7
『ケミカル・メアリー』


13:00


13:30 13:30 13:30


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


15:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #9
『シラノイド』


15:00


15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #9
『鉛色の弾丸』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#11
『赤土の秘密』


30[二]★[終][CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#13
『白い蘭』


30[二]★[CC][HD][新]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #1
『摩天楼の名探偵』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #3
『消えた誘拐犯』


15:30 15:30


16:00 16:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #10
『ドクター・レイケン・ペリロス』


16:00


16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#10
『黄金のままではいられない』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#12
『茶色いカーペット』


30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #5
『薄れゆく境界』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #2
『あなたが寝てる間に…』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #4
『失踪』


16:30 16:30


17:00 17:00 00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #22『母性か研究かの法則』


17:00


17:30 30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


17:30 30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #23『変化の不可避性の法則』


17:30


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #15
『首狩』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #17
『極道』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #19
『捕虜』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #21
『本心』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #23
『爆発』


19:00 00[5.1][終][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #10
『オープンシーズン』


19:00


19:30 19:30 19:30


00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #5
『薄れゆく境界』


00[終][HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #16
『別れの無線コールの謎』


00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #9
『踏みにじらないで』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #10
『ドクター・レイケン・ペリロス』


00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #22『母性か研究かの法則』


18:00 00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #6
『雷鳴』


18:00


18:30 30[二]★[HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #23『変化の不可避性の法則』


18:30 18:30


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #3
『ブルー・エンジェル』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #4
『キラー・アプリ』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #5
『ラッキー・ストライク』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #6
『シェルター』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #7
『千の切り傷』


21:00 00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #22
『プロファイラー入門』


21:00


21:30 21:30 21:30


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #16
『毒刺』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #18
『零日』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #20
『復帰』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #22
『誘拐』


00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズ
ン5 #24
『出航』


20:00 00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #21
『金髪コレクター』


20:00


20:30 20:30 20:30


00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #9
『踏みにじらないで』


00[二]★[HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#9
『おさらば』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #14
『勝負の分かれ目』


00[5.1][HD][字][新]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #1
『ロバート』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #10
『ドクター・レイケン・ペリロス』


23:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #6
『ウェルストーン・エージェンシー』


23:00


23:30 23:30 23:30


00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #14
『勝負の分かれ目』


00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #10
『ドクター・レイケン・ペリロス』


00[5.1]★[HD][字][新]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #1
『ロバート』


00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #6
『雷鳴』


00[5.1]★[終][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #10
『オープンシーズン』


22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #10
『ドクター・レイケン・ペリロス』


22:00


22:30 22:30 22:30


55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！


22:00


23:00


25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #3
『ブルー・エンジェル』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #4
『キラー・アプリ』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #5
『ラッキー・ストライク』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #6
『シェルター』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #7
『千の切り傷』


25:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #8
『オグデン・グリーリー』


25:00


25:30 25:30 25:30


00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン11 #14
『勝負の分かれ目』


00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #10
『ドクター・レイケン・ペリロス』


00[5.1]★[HD][字][新]
インベスティゲーション #1
『第一報』


00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #6
『雷鳴』


00[5.1]★[HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#9
『おさらば』


24:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #7
『ケミカル・メアリー』


24:00


24:30 24:30 24:30


24:00


27:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#10
『黄金のままではいられない』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#12
『茶色いカーペット』


00[5.1][HD][字][新]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #1
『ロバート』


00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #2
『あなたが寝てる間に…』


00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #4
『失踪』


27:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #10
『ドクター・レイケン・ペリロス』


27:00


27:30 27:30 27:30


26:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #9
『鉛色の弾丸』


00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#11
『赤土の秘密』


00★[終][HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#13
『白い蘭』


00★[HD][字][新]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #1
『摩天楼の名探偵』


00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #3
『消えた誘拐犯』


26:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ブラックリスト シーズン8 #9
『シラノイド』


26:00


26:30 26:30 26:30


29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #2
『レッドセル＋量子＋低温＋忠誠
心』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #3
『子供＋飛行機＋ケーブル＋トラッ
ク』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #4
『プロペラ＋アセトン＋セルロイド＋
撃針』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #5
『サッカー＋デジィ＋商人＋タイタ
ン』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #6
『善＋悪＋両方＋中間』


29:00 00[二][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4
#9
『おさらば』


29:00


29:30 29:30 29:30


28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #13
『液体らしく』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #14
『憎悪』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #15
『ノックアウト』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #16
『父と息子』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #17
『ホテルLA』


28:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シー
ズン2 #6
『雷鳴』


28:00


28:30 28:30 28:30
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番組略称・番組概要 ノースクランブル放送 初回放送


BOATRACE TIME：「JLCﾆｭｰｽ BoatRace TIME」 水神：ﾚｰｻｰﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ番組「水神」 B：女子ドライブ「Boon!!! Mini」 通信：ＳＧ競走ドキュメント「ボートレース通信」 水上のヒロインたち：女子戦振り返り番組 蒲展：蒲郡ナイター優勝戦展望(20分) ※6－1 SG第30回グランドチャンピオン 選手紹介ダイジェスト
ﾌﾟﾗｽ：ボートレース事業社会貢献活動ﾆｭｰｽ「JLCﾆｭｰｽ ﾌﾟﾗｽ」 ボートレースに乾杯：「坂上忍のボートレースに乾杯！」 D：別撮りドリーマー 選手紹介Ｄ：ＳＧ・ＧⅠ／ﾙｰｷｰｼﾘｰｽﾞ・女子戦の選手紹介ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ 吉田＆ういち：「ブラマヨ吉田とういちの男舟」 福展：福岡優勝戦展望(20分) ※6－2 SG第30回グランドチャンピオン 勝利者ＩＶスペシャル初日
THE WINNER：「THE WINNER マンスリーファイル」 ﾅｯﾂﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ：佐山夏子トーク番組「佐山夏子のナッツパラダイス！」 Ｇ：女子レーサー紹介番組「Lady GO！」 BR年鑑：年別SG競走アーカイブ番組「ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ年鑑」 R：Road to the GP 2017 場名のみ：当該場レースダイジェスト ※6－3 SG第30回グランドチャンピオン 勝利者ＩＶスペシャル２日目
ＷＶ：THE WINNERマンスリーファイルスピンオフ番組「WINNER VOICE2018」 Boon女子ドライブ：「Boon!!! 女子ボートレーサー ドライブTV」 Ｔ：スター候補紹介番組「トップ・オブ・ルーキー2019」 地球と遊ぶ：「ボートレーサー 地球と遊ぶ」 SG・プレミアムGⅠ：60分 ※6－4 SG第30回グランドチャンピオン 勝利者ＩＶスペシャル３日目
師匠：ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ ｼｮｰﾄｱﾆﾒ番組｢ボクと師匠｣ ドリーマー：女子ﾚｰｻｰ番組「ビューティフルドリーマー」 Ｍ：「妄想☆ボートマン」 ういちのヤングダービーへの道「ういち・鈴虫くん・オモダミンＣのヤングダービーへの道」 その他競走：30分 ※6－5 SG第30回グランドチャンピオン 勝利者ＩＶスペシャル４日目


BR研究所：「ナガシマ博士のBR研究所」 ※6－6 SG第30回グランドチャンピオン 勝利者ＩＶスペシャル５日目
Queen：「未来のQueen」
ヒロインの素顔：徳山QC特別番組


ＪＬＣ６８０　７月番組表


※開催日程、レース進行時間の変更に伴い、番組が変更される可能性があります。ご了承ください。


4:30 5:00 5:30 6:00


8:30 10:05 21:15


1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:0022:30 23:00 23:30 0:00 0:30 1:0022:0016:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:3016:0010:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:308:20 9:00 9:30 10:00


徳山
特番


6:00 6:30 7:00 7:30 8:00


ナイター 3日目


M 3日目 モーターボート大賞 最終日 ＧⅢ 4日目


初日 三国 4日目 大村 2日目


モーニング 5日目 ＧⅡ 4日目


ルーキー 4日目 平和島S ＧⅢ AL 5日目 企業杯 5日目


5日目 初日


5日目


三国M 一般 初日 最終日


2日目 尼崎 ヴィーナス 最終日 下関ナイター 初日


最終日 初日


からつ 常滑


M 3日目 モーターボート大賞 5日目 ルーキーシリーズ 4日目


鳴門 2日目 ＧⅡ 4日目 ナイター 3日目


4日目 下関 2日目


5日目 初日 ナイター 3日目


最終日 尼崎 2日目 ＧⅢ 4日目


徳山 4日目 ＧⅡ 3日目 オールレディース 5日目


モーターボート大賞 4日目 最終日


一般 最終日 5日目 若松N ＧⅢ マスターズ 初日


三国GⅡ
勝利者IV


平和島 多摩川 桐生 住之江 丸亀 大村 芦屋びわこ 尼崎 宮島 からつ 芦屋 からつ びわこ 宮島からつ 最終日 3日目 初日研究
所#2 からつ びわこ 宮島 平和島 多摩川


吟剣詩
舞


びわこ 宮島 平和島 徳山 芦屋 戸田 常滑 三国GⅡ
三国GⅡ
勝利者IV


びわこ 宮島 平和島 多摩川 桐生 住之江 丸亀 大村


三国GⅡ


徳山 芦屋 戸田 常滑


宮島 平和島 多摩川 徳山 徳山 芦屋 戸田 江戸川 三国GⅡ
三国GⅡ
勝利者IV


常滑 宮島 平和島 浜名湖 桐生 蒲郡 住之江 大村徳山 ＧⅡ 徳山 芦屋 戸田


平和島 浜名湖 徳山 徳山 芦屋 戸田 江戸川 三国GⅡ 常滑 児島 宮島 平和島 浜名湖 桐生 蒲郡 住之江 大村 徳山 芦屋


2日目 5日目


戸田 江戸川


宮島 平和島 浜名湖 徳山 徳山 からつ 戸田 江戸川 常滑 児島 平和島 浜名湖 桐生 蒲郡 若松 大村 徳山 からつ 戸田 江戸川 常滑 児島


江戸川 常滑 児島 徳山 徳山 からつ 戸田 江戸川 丸亀GⅡ
丸亀GⅡ
勝利者IV


びわこ 児島 平和島 浜名湖 蒲郡 若松 大村 徳山 からつ 戸田 江戸川 びわこ


多摩川 浜名湖 蒲郡 住之江
蒲郡
展望


若松 徳山 からつ 戸田 びわこ児島 平和島 浜名湖 徳山 徳山 からつ 戸田 びわこ最終日 丸亀 2日目


児島 多摩川 からつ 芦屋 からつ 常滑 びわこ 丸亀GⅡ
丸亀GⅡ
勝利者IV4日目 ナイター 3日目 尼崎 児島 多摩川 浜名湖 蒲郡 住之江 若松 芦屋


丸亀GⅡ 児島


からつ 常滑 びわこ 尼崎


吟剣詩
舞


多摩川 浜名湖 からつ 芦屋 からつ 常滑 びわこ 丸亀GⅡ
丸亀GⅡ
勝利者IV


尼崎 児島 宮島 多摩川 住之江 若松 芦屋 からつ 常滑


からつ


びわこ 尼崎 児島


びわこ 尼崎 児島 からつ 芦屋 からつ 江戸川 常滑 丸亀GⅡ
丸亀GⅡ
勝利者IV


尼崎 宮島 多摩川 住之江 大村 芦屋 からつ 江戸川 常滑 尼崎一般競走 宮島


尼崎 宮島 多摩川 三国 芦屋 江戸川 常滑 丸亀GⅡ 尼崎 宮島 多摩川 住之江 大村 三国 芦屋 江戸川 常滑 尼崎 宮島 多摩川 江戸川


最終日 ボートレース甲子園


尼崎 宮島 多摩川 三国 三国 芦屋 江戸川 常滑研究
所#9 尼崎 宮島 多摩川 住之江 下関 若松 大村 三国 芦屋 江戸川 常滑 尼崎 宮島 多摩川


平和島 住之江 下関 若松 大村 三国 芦屋 江戸川 児島 宮島 平和島


宮島


尼崎 宮島 多摩川 三国
BR通信
2021グラ
チャン


芦屋 江戸川 児島3日目 初日 一般競走 2日目
研究
所
#10


4日目 2日目 初日
研究
所
#11


研究
所
#12


児島 宮島 平和島 三国 三国 からつ 児島


最終日 びわこ 3日目 桐生 2日目若松 大村 児島 三国
BR通信
2021グラ
チャン


鳴門 からつ


びわこG
Ⅱ


びわこG
Ⅱ勝利
者IV


びわこG
Ⅱ勝利
者IV


放送休止


鳴門 からつ 常滑


吟剣詩
舞


宮島 平和島 鳴門 尼崎
びわこG


Ⅱ


びわこG
Ⅱ勝利
者IV


児島 平和島 桐生 下関 若松 鳴門 からつ 常滑 尼崎


常滑


児島 平和島 常滑鳴門


尼崎


平和島 多摩川 浜名湖 桐生 蒲郡 鳴門 若松 常滑 尼崎


三国
びわこG


Ⅱ
児島 宮島 平和島 桐生 下関 若松 大村


児島 平和島 常滑 鳴門
BR通信
2021グラ
チャン


からつ 常滑 尼崎 下関


常滑 尼崎 鳴門 鳴門 徳山 常滑 尼崎
びわこG


Ⅱ
児島 平和島 多摩川 浜名湖 桐生 蒲郡 丸亀 下関 鳴門


びわこG
Ⅱ


児島


徳山 常滑 尼崎 児島


常滑 尼崎 児島 鳴門
BR通信
2021グラ
チャン


徳山 江戸川 常滑 宮島 多摩川 浜名湖 桐生 蒲郡 住之江 丸亀 鳴門 徳山 江戸川


一般 5日目


常滑 宮島 多摩川


宮島 多摩川
BR通信


2018オー
シャン


BR通信
2019オー


シャン


BR通信
2020オー


シャン


BR通信
2021グラ
チャン


からつ 江戸川 芦屋SG
芦屋SG勝


利者IV
芦屋SG選


手紹介 宮島 多摩川 浜名湖 蒲郡 住之江 丸亀 大村 徳山初日 からつ 江戸川 宮島


多摩川 浜名湖
芦屋SG選


手紹介
芦屋SG勝


利者IV


BR通信
2016オー


シャン


BR通信
2021グラ
チャン


からつ 江戸川 芦屋SG
芦屋SG勝


利者IV
尼崎 宮島 多摩川 浜名湖 蒲郡 住之江 丸亀 大村


2日目


徳山 からつ 江戸川


浜名湖
BR年鑑


#30
芦屋SG勝


利者IV


BR通信
2017オー


シャン


BR通信
2021グラ
チャン


からつ 戸田 芦屋SG
芦屋SG勝


利者IV
江戸川 びわこ 尼崎 宮島 多摩川 浜名湖 蒲郡 住之江 丸亀


2日目 住之江 3日目


大村 徳山 からつ


吟剣詩
舞


浜名湖
BR年鑑


#31
芦屋SG勝


利者IV


BR通信
2018オー


シャン


BR通信
2021グラ
チャン


鳴門 からつ 芦屋SG
芦屋SG勝


利者IV
戸田 江戸川 常滑 びわこ 尼崎 児島 桐生 住之江 若松ＳＧ 4日目 大村 三国 鳴門


尼崎 児島
BR年鑑


#32
芦屋SG勝


利者IV


BR通信
2019オー


シャン


BR通信
2021グラ
チャン


鳴門
BR年鑑


#33
芦屋SG


芦屋SG勝
利者IV


戸田 江戸川 常滑 びわこ 尼崎 児島 桐生 住之江 若松


ヴィーナスシリーズ 5日目


三国 鳴門 からつ


尼崎 児島
BR年鑑


#33
芦屋SG勝


利者IV


BR通信
2020オー


シャン


BR通信
2021グラ
チャン


鳴門 からつ 戸田 芦屋SG 常滑 びわこ 尼崎 児島 浜名湖 桐生 丸亀 若松 三国 下関


オーシャンカップ


からつ 戸田 常滑


尼崎 児島 浜名湖 三国 三国 鳴門 徳山 戸田 常滑 びわこ 児島 多摩川 浜名湖 桐生 丸亀 下関 若松 三国 鳴門 徳山三国M ルーキー


尼崎GⅡ
勝利者IV


びわこ 児島 多摩川 浜名湖 桐生 丸亀 下関 若松児島 多摩川 浜名湖 三国
BR通信
2021グラ
チャン


鳴門 徳山 戸田 尼崎GⅡ


徳山 児島 多摩川 浜名湖 児島 多摩川 浜名湖


戸田 常滑


三国 鳴門 徳山


児島 多摩川 浜名湖 徳山
BR通信
2021グラ
チャン


からつ 常滑 宮島


戸田


児島 多摩川 浜名湖 三国 三国 徳山 児島 多摩川 尼崎GⅡ
尼崎GⅡ
勝利者IV


浜名湖 桐生 丸亀 下関 三国


尼崎GⅡ
尼崎GⅡ
勝利者IV


平和島 多摩川 浜名湖 丸亀 下関 大村 徳山


鳴門


からつ 常滑 宮島 平和島 多摩川


吟剣詩
舞


平和島 多摩川 徳山 徳山 からつ 戸田 常滑 尼崎GⅡ
尼崎GⅡ
勝利者IV


宮島 平和島 多摩川 蒲郡 丸亀 下関 大村 徳山


徳山 からつ 戸田


からつ 戸田 常滑 宮島


戸田 常滑 宮島 徳山
BR通信
2021グラ
チャン


徳山 からつ 戸田 尼崎GⅡ
尼崎GⅡ
勝利者IV


常滑 びわこ 宮島 平和島 蒲郡 若松 大村


蒲郡
展望


芦屋
SG展


望


BR研
究所
#2


芦屋
SG展


望


BR研
究所
#4


芦屋
SG展


望


BR研
究所
#5


芦屋
SG展


望


BR研
究所
#6


尼崎G
Ⅱ展望


蒲郡
展望


三国G
Ⅱ展望


丸亀G
Ⅱ展望


びわこ
GⅡ展


望


芦屋
SG展


望


BR研
究所
#2


芦屋
SG展


望


BR研
究所
#4


芦屋
SG展


望


BR研
究所
#5


芦屋
SG展


望


BR研
究所
#6


芦屋
SG展


望


BR研
究所
#7


芦屋
SG展


望


びわこG
Ⅱ勝利
者IV


びわこG
Ⅱ


びわこG
Ⅱ勝利
者IV


宮島


丸亀GⅡ
勝利者IV


尼崎


M 5日目


BR研
究所
#8


蒲郡
展望


芦屋
SG展


望


BR研
究所
#7


芦屋
SG展


望


BR研
究所
#8


三国G
Ⅱ展望


丸亀G
Ⅱ展望


びわこ
GⅡ展


望


5日目 最終日


最終日 初日


芦屋 3日目 ナイター 4日目


4日目 最終日


徳山
特番


徳山
特番


徳山
特番


徳山
特番


徳山
特番


研究
所#4


研究
所#6


研究
所#7


研究
所#8


徳山
特番


研究
所
#15


研究
所#2


研究
所#4


研究
所#6


研究
所#7


研究
所#8


研究
所#9


徳山
特番


徳山
特番












© Olivestudio, EBS, Dream Search, Kids Station　© キッズステーション　© L5/YWP･TX　© やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV　© やなせたかし／アンパンマン製作委員会　© Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku © Pokémon　
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6・13・
20・27


5・12・
19・26


7・14・
21・28


1・8・15・
22・29


2・9・16・
23・30金木水火月


6 30
～28日 れいぞうこのくにのココモン2 　29日～ ハローココモン


ポケットモンスター　※22・23日 ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマル2


7
30


　　　　　　　　　　　　　   妖怪学園Y～Nとの遭遇～   　　　　　　　　　　　　28
～21日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション　22日 ダイナ荘びより セレクション


23日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ セレクション
26日～ クレヨンしんちゃん外伝 エイリアン vs. しんのすけ


8 30
ひみつ×戦士 ファントミラージュ！ ※23日 はなかっぱ第1期 セレクション


～6日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ
7日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ 　※23日 おじゃる丸 セレクション


9 30
それいけ！アンパンマン


子育てTV ハピクラ　


10 30
ゴーゴー！のりものタウン


ABCブロッコリ ！ ※29・30日 情報


11 30
ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマル２


～13日 劇場版「それいけ！アンパンマン」31作品
14～21日 それいけ！アンパンマン (～12:30) 　16・19日 映画 おかあさんといっしょ(12:30～1:45)
20日 おじゃる丸　満月ロード危機一髪 タマにはマロも大冒険 (1:00～2:00)
21日 おじゃる丸スペシャル　銀河がマロを呼んでいる～ふたりのねがい星～ (1:00～2:00)
26日～ それいけ！アンパンマン (～12:00)　12


30


1


　～15日 ポケットモンスター サン＆ムーン ※5～7、12～14日 (1:00～)、15日 (1:00～1:30)


2 30
子育てTV ハピクラ


それいけ！アンパンマン ※22・23日 情報


3 30


～21日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
26日～ クレヨンしんちゃん外伝 エイリアン vs. しんのすけ


～12日 イナズマイレブン オリオンの刻印 (～4:30)
13～21日 ポケットモンスター サイドストーリー　26日～ アイカツプラネット！ 


4
13～21日 「妖怪ウォッチ」スペシャル (～5:58)


 26日～ 新幹線変形ロボ シンカリオンＺ 1話からおさらい (～4:30)
　　　　　　        　　マジカパーティ 1話からおさらい (4:30～)　　 　　　　　22日 58


5 　　　 　　　　　　　　　　　　妖怪ウォッチ　　　　　　　　　　　　 58


6 　　　　  ～15日 弱虫ペダル　16日～ 弱虫ペダル GRANDE ROAD　　23日 58


7


㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎


30


ポリス×戦士 
ラブパトリーナ！ マジカパーティ ポケットモンスター


（2019年）
～8日 妖怪学園Y
～Nとの遭遇～
15日～ 妖怪ウォッチ♪


デュエル・マスターズ 
キング ！


～5日 カードキャプターさくら クリアカード編
6～29日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ
30日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ


8 ポケットモンスター
9 ～21日 天使な小生意気 ※21日(～11:00)　26日～ ドラゴンボール超


10 ～7日 結界師　8～20日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション
26日～ あひるの空


11
～5日 銀魂


ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 
6・7日 Nostalgic Days　8～12日 サスケ真伝　来光篇 ※12日(～11:30)
12～14日 シカマル秘伝　闇の黙に浮ぶ雲 ※12日(11:30～)　15～20日 木ノ葉秘伝　祝言日和 ※20日(～11:30)


20・21日 ポケットモンスター サイドストーリー※20日(11:30～)
26日～ 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST


0 　　～16日 ドラマ『弱虫ペダルSeason2』　19～21日 弱虫ペダル セレクション ※21日(～0:30)
21日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション (0:30～)　26日～ 美少女戦士セーラームーンCrystal


1 ポケットモンスター
2 ～21日 天使な小生意気 ※21日(～4:00)　26日～ ドラゴンボール超


3 ～7日 結界師　8～20日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション
26日～ あひるの空


4
30


～5日 カードキャプターさくら クリアカード編
6～29日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ
30日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ


～5日 銀魂
ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝
6・7日 Nostalgic Days　8～12日 サスケ真伝　来光篇 ※12日(～5:00)
12～14日 シカマル秘伝　闇の黙に浮ぶ雲 ※12日(5:00～)　15～20日 木ノ葉秘伝　祝言日和 ※20日(～5:00)


20～23日 それいけ！アンパンマン セレクション (5:00～)
21・23日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション(～5:00)


26日～ 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
5


30
情報


ポケモン映画 22作品一挙放送
劇場版ポケットモンスター


26日 「ミュウツーの逆襲 完全版」 　27日 「幻のポケモン ルギア爆誕(ばくたん)」
28日 「結晶塔の帝王 エンテイ」　29日 「セレビィ 時を超えた遭遇（であい）」
30日 「水の都の護神（まもりがみ） ラティアスとラティオス」


22
・
23
・
26
日
ス
タ
ー
ト 


夏
休
み
特
別
編
成
　
詳
し
く
は
下
へ
！


22
・
23
・
26
日
ス
タ
ー
ト 


夏
休
み
特
別
編
成


12：00〜


土 3・10・17・24・31


6 30
3日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
3～17日 GO ! GO ! アトム セレクション
24日～ SDガンダムワールド ヒーローズ


7 30
ピポンザABC ！  セレクション　　　 28


ミュークルドリーミー みっくす！


8 30
パウ・パトロール
ポリス×戦士 ラブパトリーナ！


9


劇場版
それいけ！
アンパンマン
  3日 おむすびまん
10日 ぼくらはヒーロー
17日 アンパンマンとおかしな仲間
24日 アンパンマンとたのしい仲間たち
31日 やきそばパンマンとブラックサボテンマン10


30
子育てTV ハピクラ


11
スター☆トゥインクルプリキュア


30
アイカツプラネット！ 


12


～
1


  3日 映画 おかあさんといっしょ 
はじめての大冒険 (～1:10)
すりかえかめんをつかまえろ！(1:10～2:25)


10日 恐竜超伝説 劇場版ダーウィンが来た！
17日 ディノ・キング　恐竜王国と炎の山の冒険
24日 おまえうまそうだな
31日 あなたをずっとあいしてる


2 30
10日～ 恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー


ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション


3 30


おしりたんてい(第1期)(～3:25)
きんだーてれび PUI PUI モルカー 
セレクション (3:25～)


少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん (～3:55)
　～17日 第1シリーズ　24日～ 第2シリーズ
コロコロアニマルおとぎばなし(3:55～)


4 30


クレヨンしんちゃん外伝 
　～10日 おもちゃウォーズ　17日～ 家族連れ狼


デュエル・マスターズ キング！
※17日 デュエル・マスターズ キング！ セレクション


5 30
新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
妖怪ウォッチ♪ 　　　　　　 　　　58


6 30
マジカパーティ
ポケットモンスター（2019年）　　　　 58


7 結界師


8 こちら葛飾区亀有公園前派出所


9


～


10


劇場版銀魂
  3日 新訳紅桜篇
10日 完結篇 万事屋よ永遠なれ
 よりぬき銀魂さんオンシアター2D
17日 『真選組動乱篇』
24日 『かぶき町四天王篇』


31日 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－
　　 維新志士への鎮魂歌


11


～


4


 るろうに剣心
 －明治剣客浪漫譚－


  3日 #27～#39　
10日 #40～#52　17日 #53～#66 (～5:30)　
24日 #67～#80 (～5:30)　31日 #81～#94 (～5:30)


5 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション　
※17～31日 (5:30～)


日 4・11・18・25


6
ポチっと発明 ピカちんキット 
セレクション


30
ベイブレードバースト ガチ


7
デュエル・マスターズ キング！


30
怪盗ジョーカー　　　　　 　　　　  58


8
妖怪ウォッチ♪


30
ポケットモンスター（2019年）    　　 58


9
劇場版それいけ!


アンパンマン
  4日 よみがえれ
　　 バナナ島 (9:25～)
11日 とばせ！
　  希望のハンカチ (9:25～)
18日 りんごぼうやと
　　 みんなの願い (9:25～)
25日 ミージャと魔法のランプ (9:25～)10


15
おしりたんてい(第1期)(～10:40)
はなかっぱ第1期 (10:40～10:55)
コロコロアニマルおとぎばなし(10:55～)


11 30
4日～ 恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー


クレヨンしんちゃん外伝 
　～11日 おもちゃウォーズ　18日～ 家族連れ狼


12


～


1


ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 
 　 4日「破壊の繭とディアンシー」
　 11日「光輪（リング）の超魔神 フーパ」


ポケモン・ザ・ムービーＸＹ&Z
 　 18日「ボルケニオンと
　　　 機巧（からくり）の
　　　 マギアナ」(～1:40)
25日 劇場版ポケットモンスター
　   キミにきめた！ 　


2


～
3


  4日 ワンピース フィルム ゼット
11日 ワンピース スタンピード
18日 ワンピース フィルム ゴールド(1:40～)
25日 映画クレヨンしんちゃん 
　　超時空！嵐を呼ぶオラの花嫁


4 30
妖怪ウォッチ♪
～11日 妖怪学園Y～Nとの遭遇～
18・25日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション


5 30
怪盗ジョーカー
デュエル・マスターズ キング！
※18日 デュエル・マスターズ キング！ セレクション


6～


11


 ヒカルの碁
4日 #1～#12　11日 #13～#25　
18日 #26～#37　25日 #38～#50


0


～


1
銀魂 セレクション


2


～


4


ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 
  4日 サスケ真伝　来光篇 (～4:30)
11日 シカマル秘伝　闇の黙に浮ぶ雲 (～4:30)
18日 木ノ葉秘伝　祝言日和 (～5:30)


4・11・25日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 
　　 セレクション ※4・11日(4:30～)、25日(～3:00) 
25日～ カードキャプターさくら クロウカード編 (3:00～4:00)
　　　 美少女戦士セーラームーンCrystal(4:00～)


5
4・11日 銀魂 セレクション
18・25日 ぼくは王さま セレクション
　　　　 (5:30～)
25日 妖怪ウォッチ セレクション (～5:30)


詳しくは
webを
チェック！


あさ  　　8:00 きんだーてれび PUI PUI モルカー 一挙放送
ごぜん　10:00 サーフズ・アップ
　　　   11:35 サーフズ・アップ２
ごご　　  1:10 きんだーてれび PUI PUI モルカー 一挙放送
　　　　  3:00 ワンピース フィルム ゼット
ゆうがた  5:00 ワンピース フィルム ゴールド
よる　　  7:10 ワンピース スタンピード
　　　　  9:00 dTVオリジナルドラマ 銀魂 -ミツバ篇-
　　　　  9:55 dTV オリジナルドラマ 銀魂２ -世にも奇妙な銀魂ちゃん-


       22日 木


よる        8:50 映画クレヨンしんちゃん 
                 バカうまっ！ Ｂ級グルメサバイバル！！
            11:00 よりぬき銀魂さんオンシアター2D　
　　　　　  『真選組動乱篇』
深夜　    0:45 よりぬき銀魂さんオンシアター2D
　　　　　  『かぶき町四天王篇』
　　　     2:40 銀魂 星海坊主篇


ごご 　　 3:30 アイカツプラネット！
ゆうがた  4:00 新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
　　        4:30 マジカパーティ


26日    スタート月ごぜん   10:00 恐竜超伝説 劇場版ダーウィンが来た！
            11:35 ディノ・キング　恐竜王国と炎の山の冒険
ごご        3:00 クレヨンしんちゃん外伝 家族連れ狼
ゆうがた  5:00 クレヨンしんちゃん外伝 お・お・お・のしんのすけ
よる        7:00 映画クレヨンしんちゃん ガチンコ！ 逆襲のロボとーちゃん


よる       11:10 銀魂　第295.5 話　愛染香篇・前編
            11:45 銀魂　第295.5 話　愛染香篇・後編
深夜        0:20 劇場版銀魂 新訳紅桜篇
　　　　  2:05 劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ
　　　　  4:00 きんだーてれび PUI PUI モルカー 一挙放送
       23日 金


夏休み特別編成夏休み特別編成


夏休み特別編成夏休み特別編成


「ホビッチョ ！ 」いま話題のおもちゃ・
ゲーム・お菓子・イベントなどの最新
情報を紹介する、キッズ向け情報番組。


赤文字 = 初放送 / オススメ
青文字 =1話スタート
映画・劇場版2021.7



































映画・チャンネルネコの番組情報


0570-083-222
http://www.necoweb.com


映画・チャンネルNECO
カスタマーセンター


http://www.necoweb.com/neco/m/MOBILE


@chneco
（10:00～20:00年中無休）


T H UW E D F R I S ATS U N M O N T U E
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5


1 2


19


10


21


282726


22 23 24


29 30 31


6:00


8:05


10:00


12:30


14:30


16:50


19:00


19:30


21:30


23:30


0:00


1:15


2:30


3:55


5:30


金の夢は血に濡れて
レッド・ファミリー
赤い霊柩車29
タイムリミット
激突！アラフィフ熟女刑事の事件簿
連続ドラマW コールドケース⑦⑧
強面３②
赤い霊柩車34
テルマエ・ロマエ
いろはに千鳥 Season342
誘惑遊女
桃色図鑑
美人家政婦 癒しと快楽
刺青 匂ひ月のごとく
さらば愛しき大地


7:50


10:00


12:30


14:20


16:40


19:30


21:30


23:30


0:00


1:15


2:30


3:55


ザ・ルーキーズ


弁護士芸者のお座敷事件簿1


弁護士芸者のお座敷事件簿2


弁護士芸者のお座敷事件簿3


銀魂２ 掟は破るためにこそある


夏樹静子サスペンス 検事霞夕子1


夏樹静子サスペンス 検事霞夕子2


いろはに千鳥 Season343


義妹の乱れた喪服


アーメン！熟女シスター


デコトラガール 天使な誘惑


十九歳の地図


6:00


8:00


10:40


13:00


13:30


16:35


17:05


21:25


23:00


0:25


1:40


2:55


4:10


舟木一夫コンサート2020


城取り


看護師・戸田鮎子の推理カルテ1


ラーメン刑事 ①【目黒・かづ屋編】
きのう何食べた？①～⑤
ラーメン刑事②【日暮里・麺酒処ぶらり編】


きのう何食べた？⑥～⑫（完）
きのう何食べた？正月スペシャル2020


寺門ジモンの取材拒否の店2014


人妻熟女(秘)劇場


恋するオヤジ


艶色巡り


闇の女セクシーハンター


6:00
6:30
7:30
8:30
10:00
12:30
14:30
16:50
19:00
21:00
23:05
23:40
0:15
0:45
2:05
3:20


Life is Songs！ 前編
Life is Songs！ 後編
裏刑事 URADEKA④
ゴーストライター④
赤い霊柩車32
犯罪科学分析室 電子の標的3
信州山岳刑事 道原伝吉4
連続ドラマW コールドケース2⑤⑥
赤い霊柩車35
テルマエ・ロマエ II
強面４①
桃色探訪～伝説の風俗～②【渋谷編】
女流官能小説家の欲望
不貞一家と弔問の夜
童貞幽霊
愛の病


6:00


7:30


8:30


10:00


12:30


14:30


16:50


19:00


21:00


23:00


1:05


2:25


4:15


4:30


友を送る歌
裏刑事 URADEKA③
ゴーストライター③
赤い霊柩車31
犯罪科学分析室 電子の標的2
信州山岳刑事 道原伝吉3
連続ドラマW コールドケース2③④
旅行作家 茶屋次郎1
旅行作家 茶屋次郎2
静かなるドン11
愛人契約 エクスタシーの女
ハウスメイド
着脱図鑑⑥【モン族編】
ゴーストを愛した美人妻


6:00


8:00


9:00


11:20


12:30


13:50


15:10


16:30


17:50


20:38


21:08


0:00


1:20


2:40


4:00


ニッポンの凄腕漁師2015冬
パパと呼ばないで36
ミナミの帝王 ヤング編
ミナミの帝王 長編版Vol.1 運命
ミナミの帝王 長編版Vol.2 陰謀
ミナミの帝王 長編版Vol.3 裏切り
ミナミの帝王 長編版Vol.4 屈辱
ミナミの帝王 長編版Vol.5 逆襲
ワカコ酒 Season5①～⑥
ラーメン刑事①【目黒・かづ屋編】
ワカコ酒 Season5⑦～⑫(完)
浮気妻－身代わりの罠－
世にもエロスな物語18
悦楽交差点
ボインのお宿の大宴会!


6:00


8:00


9:00


10:00


12:30


14:30


16:50


19:00


21:00


23:10


0:40


2:00


3:25


3:40


5:50


静かなるドン12
裏刑事 URADEKA①
ゴーストライター①
赤い霊柩車30前編
動物病院 彩子の事件カルテ
信州山岳刑事 道原伝吉1
連続ドラマW コールドケース⑨⑩（完）
ラプラスの魔女
手紙
殺人鬼を飼う女
令和エロス噺3
オープン・マリッジ ある夫婦のカタチ
着脱図鑑⑦【ドイツ・ディアンドル編】
スキャンダル
天使の恋


6:00
6:07
6:15
8:00
9:00
10:00
12:30
14:20
16:30
17:50
19:30
21:35
23:40
0:15
1:35
2:05
3:40
3:55


カミング・ホーム！
ハリウッドスターがやって来る！？
東京は恋する
裏刑事 URADEKA⑤
ゴーストライター⑤
赤い霊柩車33
弁護士芸者のお座敷事件簿4
弁護士芸者のお座敷事件簿5
ミナミの帝王 長編版Vol.1 運命
ミナミの帝王 長編版Vol.2 陰謀
チーム・バチスタの栄光
ジェネラル・ルージュの凱旋
強面４②
世にもエロスな物語22
快楽の虜になった若妻
日本統一24
着脱図鑑④【ブルガリア・スクマン編】
ロマンスドール


8:00


9:00


10:00


12:30


14:30


16:50


19:00


21:00


23:00


0:55


2:35


3:05


4:15


裏刑事 URADEKA②
ゴーストライター②
赤い霊柩車30後編


犯罪科学分析室 電子の標的1


信州山岳刑事 道原伝吉2


連続ドラマW コールドケース2①②
ドクター小石の事件カルテ4劇薬


ゴールデンスランバー


静かなるドン THE MOVIE


刺青 堕ちた女郎蜘蛛


翻弄された献身妻


ラ・マン VIP専用の女


時代官能 美人女将物語


6:00


8:00


9:00


10:00


12:30


14:30


16:40


19:00


21:20


0:00


0:30


1:55


3:10


3:40


3:55


ザ・ルーキーズ
裏刑事 URADEKA⑨
ゴーストライター⑨
警部補 五条聖子1
新・ミナミの帝王14 
長く孤独な誘拐
火災調査官・紅蓮次郎9
信長協奏曲
激録・警察密着２４時!２０春
背徳欲望～貞淑妻の芽生え～
オープン・マリッジ 新しい夫婦生活
義妹の乱れた喪服
嘘の記憶 奪われた私
着脱図鑑①【十二単編】
ミナミの帝王 長編版Vol.4 屈辱


6:00


8:00


9:00


10:00


12:30


14:30


16:35


18:55


21:00


23:00


1:10


2:30


3:55


展望車殺人事件


裏刑事 URADEKA⑧
ゴーストライター⑧
赤い霊柩車36


新・ミナミの帝王13


トカゲの女3 


火災調査官・紅蓮次郎8


ダンスウィズミー


旅行作家 茶屋次郎3


静かなるドン12


エクスタシー・イコライザー


美人家政婦 癒しと快楽


ミナミの帝王 長編版Vol.3 裏切り


6:00


8:00


9:30


11:50


14:10


20:10


22:00


23:50


0:25


1:45


3:00


ニッポンの荒稼ぎ漁師2013


パパと呼ばないで37


天使の恋


夏樹静子サスペンス 黒い帽子の女


今夜はコの字で①～⑫(完)


奥多摩駐在刑事3


奥多摩駐在刑事4


ラーメン刑事 ②【日暮里・麺酒処ぶらり編】


三ツ星ボディとセクシーギョーザ


暴かれた禁断のプライバシー


リバーズ・エッジ


6:00
7:45
8:45
10:00
12:30
14:30
16:35
19:00
21:00
23:25
0:00
1:20
2:35
3:50
4:55
5:40


レッド・ファミリー
裏刑事 URADEKA⑥
ゴーストライター⑥
赤い霊柩車34
新・ミナミの帝王11
トカゲの女1
連続ドラマW コールドケース2⑦⑧
サバイバルファミリー
杉原千畝 スギハラチウネ
桃色探訪～伝説の風俗～①【池袋編】
エロス秘宝 貴方だけに～艶と縁～
恋するオヤジ
艶色巡り
ミナミの帝王 長編版Vol.1 運命
妖艶キャリアウーマン
私の頭の中の消しゴム


6:00


7:45


8:45


10:00


12:30


14:20


15:40


16:50


18:30


0:10


1:35


2:50


4:05


5:30


サンダーストーム 特殊捜査班
裏刑事 URADEKA⑩
ゴーストライター⑩(完)
警部補 五条聖子2
新・ミナミの帝王15
ミナミの帝王 長編版Vol.3 裏切り
ミナミの帝王 長編版Vol.4 屈辱
ミナミの帝王 長編版Vol.5 逆襲
ワカコ酒 Season3①～⑫（完）
世にもエロスな物語20
悦楽交差点
ボインのお宿の大宴会!
ミナミの帝王 長編版Vol.5 逆襲
禁断の関係 義弟と未亡人


6:00


7:00


9:30


10:40


12:00


19:30


21:40


0:00


1:15


2:35


3:50


5:25


5:40


インフォメーション


人斬り


ミナミの帝王 長編版Vol.1 運命


ミナミの帝王 長編版Vol.2 陰謀


ハル 総合商社の女①～⑧（完）
宮部みゆきサスペンス 模倣犯 【前篇】


宮部みゆきサスペンス 模倣犯 【後篇】


若妻のエロティック体験


世にもエロスな物語18


浮気妻－身代わりの罠－


静かなるドン11


着脱図鑑⑨【バリ島・レゴンダンス編】
さらば愛しき大地


7:45


8:45


10:00


12:30


14:30


16:35


18:50


21:00


23:10


1:25


2:40


3:50


裏刑事 URADEKA⑦


ゴーストライター⑦


赤い霊柩車35


新・ミナミの帝王12


トカゲの女2


連続ドラマW コールドケース2⑨⑩（完）


ドクター小石の事件カルテ5毒炎


スキャンダル


ミナミの帝王 ヤング編


誘惑遊女


人妻熟女(秘)劇場


ミナミの帝王 長編版Vol.2 陰謀


6:00


8:00


10:40


13:00


21:50


0:00


0:35


1:55


3:10


4:45


5:00


チーム・バチスタの栄光


ジェネラル・ルージュの凱旋


小京都連続殺人事件×外科医鳩村周五郎 


連続ドラマW コールドケース2①～⑩（完）


劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-


桃色探訪～伝説の風俗～①【池袋編】


世にもエロスな物語21


愛人契約 エクスタシーの女


日本統一26


着脱図鑑⑩【沖縄・琉装編】


時代官能 美人女将物語


6:00


8:00


10:00


12:30


14:30


16:50


18:50


21:00


23:00


0:35


1:50


3:15


静かなるドン THE MOVIE


ミナミの帝王 ヤング編


警部補 五条聖子5


火災調査官・紅蓮次郎2


警部補鳴沢了 破弾


ゴールデンスランバー


天使の恋


旅行作家 茶屋次郎4


ミナミの帝王 長編版Vol.3 裏切り


デリシャスボディガール・美咲


令和エロス噺3


リバーズ・エッジ


6:00


6:30


10:00


12:30


14:30


16:50


19:00


21:00


23:00


0:35


2:00


3:15


4:30


綾小路きみまろTV37
洋上の激闘！巨大マグロ戦争2014


篝警部補の事件簿1


火災調査官・紅蓮次郎5


猫弁と透明人間


ハッピーフライト


まだ結婚できない男⑤⑥
旅行作家 茶屋次郎5


新・ミナミの帝王12


デコトラガール 天使な誘惑


誘惑遊女


義妹の乱れた喪服


妖艶キャリアウーマン


8:00


8:55


11:15


13:40


15:55


18:30


20:05


21:40


23:20


0:45


2:10


3:25


3:40


5:00


パパと呼ばないで38
城取り
逆光 保護司・笹本邦明の奔走
銀魂
銀魂２ 掟は破るためにこそある
日本統一24
日本統一25
日本統一26
日本統一27
デコトラガール 天使な誘惑
桃色図鑑
着脱図鑑②【サリー編】
刺青 背負う女
未亡人嫁の義父介護


6:00


8:00


10:00


12:30


14:40


17:00


19:20


21:00


0:00


1:15


2:35


4:00


4:30


ニッポンの凄腕漁師2014
裏刑事 URADEKA⑪⑫(完)
警部補 五条聖子3
往復書簡～十五年後の補習
ハマの子宝先生24時
火災調査官・紅蓮次郎11
新・ミナミの帝王4
激録・警察密着24時!２０秋
ミナミの帝王 長編版Vol.1 運命
童貞幽霊
新・嬢王ゲーム


他人に抱かれるもう一人のワタシ
妖艶未亡人


6:00


8:50


10:50


13:00


22:00


0:00


0:35


1:10


2:20


3:35


巨大マグロ伝説2009 洋上の激闘


さすらい署長風間昭平1


さすらい署長風間昭平2


スキャンダル専門弁護士 QUEEN①～⑩(完)


アウトバーン マル暴の女刑事


桃色探訪～伝説の風俗～②【渋谷編】


強面４②


恋の豚 ～むっちり濡らして～


暴かれた禁断のプライバシー


日本統一27


6:00


9:00


10:25


11:50


21:00


23:00


0:30


1:50


3:00


4:45


杉原千畝 スギハラチウネ


ミナミの帝王 長編版Vol.3 裏切り


ミナミの帝王 長編版Vol.4 屈辱


白い巨塔（03年版）①～⑩


フォルトゥナの瞳


寺門ジモンの取材拒否の店2016春


エロス秘宝 貴方だけに～麗と蜜～


ラ・マン VIP専用の女


愛の病


三ツ星ボディとセクシーギョーザ


6:00


7:35


10:00


12:30


14:30


16:50


19:00


21:00


0:10


1:40


3:00


静かなるドン11


杉原千畝 スギハラチウネ


篝警部補の事件簿2


火災調査官・紅蓮次郎6


人情刑事  宮本清四郎


ミナミの帝王 ヤング編


まだ結婚できない男⑦⑧


激録・警察密着２４時!２０夏


義母たちの誘惑


恋するオヤジ


リバーズ・エッジ


6:00


7:30


10:00


12:30


14:30


16:45


19:00


21:00


23:10


23:45


1:00


2:20


3:35


友を送る歌


城取り


篝警部補の事件簿3


さすらい署長風間昭平3


さすらい署長風間昭平4


さすらい署長風間昭平5


まだ結婚できない男⑨⑩(完)
最高の人生の見つけ方


強面４①
マネーハンター美鈴


世にもエロスな物語18


桃色図鑑


美人家政婦 癒しと快楽


6:00


9:00


10:10


12:00


21:00


23:15


0:55


2:10


3:25


4:40


ニッポンの凄腕漁師2009 洋上の激闘


ミナミの帝王 長編版Vol.5 逆襲


大阪密着24時4


CRISIS①～⑩（完）


いぬやしき


dTVオリジナルドラマ 不能犯


デリシャスボディガール・瞳


悦楽交差点


ボインのお宿の大宴会!


アーメン！熟女シスター


6:00


8:05


10:00


12:30


14:30


16:35


18:55


21:00


23:00


0:40


1:50


3:05


4:40


グッバイ・シングル


舟木一夫コンサート2020


警部補 五条聖子4


火災調査官・紅蓮次郎1


黙秘


火災調査官・紅蓮次郎12


ドクター小石の事件カルテ6異物


おばさんデカ 桜乙女の事件帖7


ミナミの帝王 長編版Vol.2 陰謀


妹になりたくて。


闇の女セクシーハンター


刺青 匂ひ月のごとく


着脱図鑑③【ネイティブアメリカン編】


6:00


8:00


9:00


10:50


12:50


23:30


0:05


1:30


2:45


4:40


十九歳の地図


パパと呼ばないで39


静かなるドン12


家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。


白い巨塔（03年版）⑪～㉑（完）


強面３①


人妻の教え子 ふしだらな裏切り


不貞一家と弔問の夜


静かなるドン THE MOVIE


美魔女たちの秘蜜


6:00
8:00
10:00
12:30
14:30
16:30
19:00
21:00
21:30
23:30
0:45
2:10
3:25


4:00
5:10


ザ・ルーキーズ
ダンスウィズミー
法の庭
火災調査官・紅蓮次郎3
ハガネの警察医
テルマエ・ロマエ
まだ結婚できない男①②
綾小路きみまろTV37
奥田英朗クライムサスペンス 邪魔
ミナミの帝王 長編版Vol.4 屈辱
さよなら家庭教師
闇の女セクシーハンター
ゴーストを愛した美人妻


人妻熟女(秘)劇場
着脱図鑑⑧【ペルー・チョリータ編】


6:00


7:40


10:00


12:30


14:30


16:30


19:00


21:00


23:00


0:45


2:00


3:15


4:30


東京は恋する


私の頭の中の消しゴム


花の鎖


火災調査官・紅蓮次郎4


諏訪のスゴ腕警察医2


テルマエ・ロマエ II


まだ結婚できない男③④
おばさんデカ 桜乙女の事件帖8


ミナミの帝王 長編版Vol.5 逆襲


欲求不満な三姉妹


浮気妻－身代わりの罠－


艶色巡り


嘘の記憶 奪われた私


6:00


7:00


8:00


10:00


12:00


12:30


14:30


17:00


18:55


21:00


23:00


0:25


1:45


3:10


3:25


インフォメーション
舟木一夫の軌跡PART2⑤⑥
マンハント
ミナミの帝王 ヤング編
強面３①
看護師・戸田鮎子の推理カルテ2
劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
おばさんデカ 桜乙女の事件帖5
おばさんデカ 桜乙女の事件帖6
越境捜査
寺門ジモンの取材拒否の店2015秋
人妻たちの輪舞曲
美魔女たちの秘蜜
着脱図鑑⑤【チャイナドレス＆アオザイ編】
日本統一25


T IMETABLE


7
2021 July


M O N T H L Y  P R O G R A M  G U I D E


まとめて見るなら、この日をチェック！　まとめて見るなら、この日をチェック！　
「ミナミの帝王」劇場 7/4（日）9：00～17：50


今夜はコの字で（全12話） 7/11（日）14：10～20：10


スキャンダル専門弁護士 QUEEN（全10話） 7/23（金）13：00～22：00


白い巨塔（全21話） 7/24（土）11：50～21：00・7/25（日）12：50～23：30


CRISIS 公安機動捜査隊特捜班（全10話） 7/31（土）12：00～21：00


土曜日 21:00 ～ 月曜日 21:00 ～
s a t u r d a y  n i g h t  c i n e m a


3:55  メンテナンスの為放送休止


3:55  メンテナンスの為放送休止


吹


吹


字


字


都合により一部番組を変更する場合がございます。 また天候不良などの受信障害のため一部画像が乱れる場合があります。ご了承ください。


●本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-28-12 TEL03-5689-1010 FAX03-5689-1046
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J SPORTS 3 2021.06.28-2021.07.04
2021.06.28 2021.06.29 2021.06.30 2021.07.01 2021.07.02 2021.07.03 2021.07.04


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


04:00


04:30 04:30 30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


04:30
40[S]
休止


05:00 05:00 05:00


05:30


04:00 ～[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第3戦


00[S]
休止


04:00 ～[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第2戦 ターラント（イタリア）


～[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 東京ヤクルト
(07/03)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)
(休止の場合あり)


06:30 06:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


06:30


07:00 00[S][休][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


07:00 00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/02)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


07:00


07:30


30[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第3戦
『ミサノ(イタリア)』


(2021/06/12-13)
(休止の場合あり)


05:30 30[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


30[S][休][HD][F]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


05:30


06:00 00[S][休][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第2戦
『ポルティマオ8時間レース


06:00 00[二][休][HD][F]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第3戦
『ミサノ(イタリア)』


(2021/06/12-13)
(休止の場合あり)


06:00


08:30


09:00 09:00 00[多][休][HD][F]
WRC世界ラリー選手権2021
Round6 ラリー・ケニア(ケニ
ア)
『速報 Day1+ライブステー


09:00


09:30 09:30 09:30


30[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


07:30 07:30


08:00 00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(06/30)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/01)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00 08:00


08:30 08:30


10:00 10:00 00[多][休][HD][F]
WRC世界ラリー選手権2021
Round6 ラリー・ケニア(ケニ


10:00


10:30 10:30 30[多][HD][F]
WRC世界ラリー選手権2021
Round6 ラリー・ケニア(ケニ
ア)
『パワーステージ』
(2021/06/27)


10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 11:30 11:30


12:00 12:00 00[S][同][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第2戦
『ヴィラール(スイス)』


(2021/07/03　ヴィラール, ス
イス)


12:00


12:30 12:30


14:00 14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


12:30


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


15:00


15:30 15:30 30[S][HD][F]
MLBミュージック #26


15:30


50[S][HD]
MLBイッキ見！ #1416:00 16:00 16:00


16:30


15:00 00[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第3戦
『ミサノ(イタリア)』


(2021/06/12-13)
(休止の場合あり)


00[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
ボルダリング 第4戦
『インスブルック(オーストリ
ア)』


(2021/06/27　インスブルッ
ク, オーストリア)
(休止の場合あり)


15:00 00[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第1戦
『インスブルック(オーストリ
ア)』


(2021/06/25　インスブルッ
ク, オーストリア)
(休止の場合あり)


00[S][HD][F]
MOTOR GAMES #378


16:30 16:3035[S][F]インフォメーション


50[S][L][初][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第9節-2
『浦和レッドダイヤモンズ
ユース vs. 大宮アルディー
ジャU18』
(2021/07/04, 浦和駒場スタ
ジアム)


17:00 17:00 17:00


17:30 17:30 17:30


18:00


19:00 19:00 19:00
15[S][休][HD][F]MLBミュー
ジック #2619:30 19:30 30[S][休][字][HD][F]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


19:30


00[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第3戦
『ミサノ(イタリア)』


(2021/06/12-13)


00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


18:00 00[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #5


18:00


18:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/01)』


18:30 30[多][初][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第2戦 ヴィラ・レアル(ポルト
ガル)
『決勝』
(2021/06/27)


18:30


20:00 20:00 00[二][初][同][HD][F]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第4戦 決勝レース1
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/03)


20:00


20:30 30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


20:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(07/03)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


20:30


21:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


21:00 21:00


21:30 21:30 30[二][L][初][HD][F]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第4戦 決勝レース2
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/04)


21:30


22:00 00[S][初][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1140
【ハイライト】


22:00 22:00


22:30 22:30 22:30


23:00 00[S][HD]
MOTOR GAMES #378


25:00 25:00 25:00


23:30 30[S][字][HD]
WWE ロウ #1465
【ハイライト】


23:30 30[多][初][HD][F]
WRC世界ラリー選手権2021
Round6 ラリー・ケニア(ケニ
ア)
『レビュー』


23:30


24:00 24:00 00[S][同][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第9節-1
『京都サンガF.C. U-18 vs.
名古屋グランパスU-18』
(2021/07/03, 京都サンガ
F.C. 東城陽グラウンド)


24:00


24:30


25:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


25:30 30[S][休][HD][F]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


25:30


26:00 00[二][休][HD]
SAIL GP 2021/22
第2戦 ターラント（イタリア）
『Day1』


(2021/06/05)
(休止の場合あり)


26:00 00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 東京ヤクルト
(07/03)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)
(休止の場合あり)


00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/04)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


27:30


26:00


26:30 30[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第2戦 ターラント（イタリア）
『Day2』


(2021/06/06)


26:30 26:30


27:00 27:00 27:00


27:30 27:30


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(07/02)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


23:00 23:00


30[S][HD]
新極真魂 #330


24:30 30[S][休][字][HD][F]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第2戦
『ポルティマオ8時間レース


24:30
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J SPORTS 3 2021.07.05-2021.07.11
2021.07.05 2021.07.06 2021.07.07 2021.07.08 2021.07.09 2021.07.10 2021.07.11


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


05:00 00[S][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


05:00


05:30 05:30 30[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第1戦 ヴァレルンガ(イタリ


05:30


04:00 ～[S][HD]
新極真魂 #330


～[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第4戦
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/03-04)
(休止の場合あり)


04:00


04:30 04:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


04:30


05:00 00[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第4戦
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/03-04)
(休止の場合あり)


04:00 ～[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/04)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[S]
休止


00[S]
機器メンテナンス


00[S]
休止


～[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第8戦・決勝
『プエブラ(メキシコ)』


06:00 06:00 00[多][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第2戦 ヴィラ・レアル(ポルト
ガル)
『決勝』
(2021/06/27)


00[S][休][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP


06:00


06:30 30[S][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


30[S][HD]
MOTOR GAMES #379


30[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


06:30 06:30


00[S]
インフォメーション


00[S]
インフォメーション


00[S]
インフォメーション


07:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 楽天
(07/06)』
(京セラドーム大阪)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 楽天
(07/07)』
(京セラドーム大阪)


07:00 00[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


07:00


07:30 30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #5


07:30 07:30


08:00


30[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第8戦・予選
『プエブラ(メキシコ)』
(2021/06/19)
(休止の場合あり)


11:30


08:30 08:30 08:30


09:00 00[多][休][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round6 ラリー・ケニア(ケニ
ア)
『レビュー』


09:00 09:00


09:30 09:30


15:00 15:00


08:00 00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/05)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/08)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00 00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/09)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/10)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


12:00


09:30


10:00 00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


10:00 10:00


10:30 30[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 東京ヤクルト
(07/04)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)
(休止の場合あり)


30[S][休][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第1ステージ～第9ステージ
(休止の場合あり)


30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第9戦・予選
『プエブラ(メキシコ)』
(2021/06/20)


10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


11:30


16:30


55[S][HD]
J SPORTS セレクション


11:30


12:00 00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第9戦・決勝
『プエブラ(メキシコ)』
(2021/06/20)


12:00


12:30 12:30 12:30


13:00 00[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第8戦・決勝
『プエブラ(メキシコ)』
(2021/06/19)
(休止の場合あり)


13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/04)』


00[二][HD]
【7月14日オールスターゲー
ム開催！】MLB中継 ～ALL
STAR WEEK～
『オールスターフューチャー
ズゲーム(2019/07/07)』


（プログレッシブ・フィールド，
オハイオ州クリーブランド）


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


19:30


30[二][HD]
【7月14日オールスターゲー
ム開催！】MLB中継 ～ALL
STAR WEEK～
『オールスターゲーム
(2019/07/09)』


（プログレッシブ・フィールド，
オハイオ州クリーブランド）


15:30 15:30 30[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #4
(休止の場合あり)


15:30
45[S]インフォメーション


16:00 00[S][同][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第1ステージ～第9ステージ


00[S][休][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


00[S][休][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー
(休止の場合あり)


00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1140
【ハイライト】
(休止の場合あり)


00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1466
【ハイライト】
(休止の場合あり)


00[多][休][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round6 ラリー・ケニア(ケニ
ア)
『レビュー』


15:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #15


00[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


16:00 00[多][休][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round6 ラリー・ケニア(ケニ
ア)
『レビュー』


16:00


25[S][休][HD]
MLB 深掘り History #2
(休止の場合あり)


16:30 30[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第2戦
『ポルティマオ8時間レース


16:30


21:30
45[S]インフォメーション


17:00 00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


00[S][HD]
MOTOR GAMES #379


17:00 00[S][休][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第2戦
『ポルティマオ8時間レース


17:00


17:30 30[S][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(07/04)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 楽天
(07/06)』
(京セラドーム大阪)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 楽天
(07/07)』
(京セラドーム大阪)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 楽天
(07/08)』
(京セラドーム大阪)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


20:00 20:00 20:00


20:30 20:30 20:30


19:00 19:00 19:00


19:30 19:30


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 楽天
(07/08)』
(京セラドーム大阪)


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1141
【ハイライト】


22:00 00[S][初][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #4


00[S][初][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


17:30 17:30


18:00 18:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/09)』


18:00


18:30 18:30 18:30


21:00 00[S][初][HD]
MOTOR GAMES #379


21:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #15


21:00


21:30 30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #5


21:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #379


22:00


22:30 22:30 22:30


55[S][初][字][HD]
PURE ETCR 2021
第1戦 ヴァレルンガ(イタリ


23:00 00[二][HD]
【モタスポマンデー】FIM
スーパーバイク世界選手権
2021
第4戦
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/03-04)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 横浜
DeNA(07/06)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 横浜
DeNA(07/07)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1466
【ハイライト】


23:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/10)』


23:00


25[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #5


23:30 23:30 23:30


55[S][休][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


24:00 00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第9戦・予選
『プエブラ(メキシコ)』
(2021/06/20)


26:00


22:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1466
【ハイライト】


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NFL特集】
『マイケル・ヴィック～全米屈


26:30 30[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


24:00 24:00


24:30 24:30 24:30


50[二][L][初][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第10戦・予選
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/10)


25:00 25:00 25:00


25:30


27:00


27:30 30[S][HD]
新極真魂 #330


27:30 30[S][休][HD]
MLBミュージック #26


27:30


50[二][L][初][HD]メジャー


30[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


26:30 30[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第4戦
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/03-04)
(休止の場合あり)


30[S][休][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドチャンピオン
シップ
準決勝


26:30


27:00 00[多][休][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round6 ラリー・ケニア(ケニ
ア)
『レビュー』


00[S][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第8戦・決勝
『プエブラ(メキシコ)』


27:00


30[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第8戦・予選
『プエブラ(メキシコ)』
(2021/06/19)
(休止の場合あり)


30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第9戦・決勝
『プエブラ(メキシコ)』
(2021/06/20)


25:30 25:30


26:00 00[多][HD]
【モタスポマンデー】FIA 世
界ツーリングカー・カップ
（WTCR） 2021
第2戦 ヴィラ・レアル(ポルト
ガル)
『決勝』
(2021/06/27)


26:00
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J SPORTS 3 2021.07.12-2021.07.18
2021.07.12 2021.07.13 2021.07.14 2021.07.15 2021.07.16 2021.07.17 2021.07.18


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


04:00 ～[S][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会


～[S][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会


04:0005[S]
休止


04:30 04:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


30[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


04:30


04:00 ～[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『オールスターフューチャー
ズゲーム(07/11)』


（クアーズ・フィールド，コロラ
ド州デンバー）


※放送開始時刻未定


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[S]
休止


～[S][L][初][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第3戦
『シャモニー(フランス)』


(2021/07/13　シャモニー, フ
ランス)


※放送開始時刻未定


00[S]
休止


00[S][HD][F]ジェイ・スポー


05:00


00[S]
インフォメーション


00[多][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第2戦 ヴィラ・レアル(ポルト
ガル)
『決勝』
(2021/06/27)


00[S][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
『Zwift presents　J
SPORTS CUP出演者対抗


05:00 00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第4戦
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/03-04)


00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


05:00


05:30 30[二][HD]
【7月14日オールスターゲー
ム開催！】MLB中継 ～ALL
STAR WEEK～
『ホームランダービー
(2019/07/08)』


（プログレッシブ・フィールド，
オハイオ州クリーブランド）


05:30 05:30


06:00 00[S][HD]
MOTOR GAMES #380


06:00 00[多][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第2戦 ヴィラ・レアル(ポルト
ガル)
『決勝』
(2021/06/27)


06:00


06:30 30[S]
インフォメーション


30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


06:30 06:30


07:00 00[S][休][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第10ステージ～第15ステー
ジ


07:00 07:00


07:30 07:30 07:30


08:00 00[S][休][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドチャンピオン
シップ
準決勝


00[S][休][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『ヤンキース vs. レッドソック
ス(07/15)』


（ヤンキー・スタジアム，
ニューヨーク州ブロンクス）


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00


00[S]
インフォメーション


09:00 09:00


09:30 30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第10戦・予選
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/10)


09:30 30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第10戦・決勝
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/10)


09:30


10:00 10:00


00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第10戦・予選
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/10)


00[S][休][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
決勝


(2021/07/14　京セラドーム
大阪)
(休止の場合あり)


08:00


08:30 08:30 08:30
45[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『ホームランダービー
(07/12)』


（クアーズ・フィールド，コロラ
ド州デンバー）


※放送開始時刻未定


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


55[S][HD]
J SPORTS セレクション


55[S][初][同][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
準決勝-1


(2021/07/13　京セラドーム
大阪)


09:00


10:00


10:30 10:30 10:30


11:00 00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第10戦・決勝
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/10)


11:00 11:00


11:30 11:30 30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


11:30


12:00 00[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第3戦
『シャモニー(フランス)』


(2021/07/13　シャモニー, フ
ランス)
(休止の場合あり)


12:00 00[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #4
(休止の場合あり)


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


12:00
15[S][休][HD]スーパー
25[S][休][HD]
MLB 深掘り History #2
(休止の場合あり)


13:00
15[S][HD]
結束！侍ジャパン #7313:30 13:30 13:30
45[S][同][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
決勝


(2021/07/14　京セラドーム
大阪)


14:00 14:00 14:00


14:30


25[S][初][同][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
準決勝-2


(2021/07/13　京セラドーム
大阪)


12:30 12:30 12:30


55[S][L][初][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
準決勝


■第1試合


■第2試合


(2021/07/13　京セラドーム
大阪)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


13:00 00[S]インフォメーション 13:00 00[多][L][初][HD]
SUPER GT 2021
第4戦 ツインリンクもてぎ
『予選』
(2021/07/18)


※放送開始時刻未定


00[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第11戦・予選
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/11)
(休止の場合あり)


14:30 30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第11戦・決勝
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/11)


14:30


15:00 00[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第11戦・予選
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/11)
(休止の場合あり)


15:00 15:00


15:30 15:30 15:30


17:00 00[S][休][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー
(休止の場合あり)


00[S][字][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア


17:00


17:30 17:30 30[多][同][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア
(エストニア)
『速報 Day1+ライブステー


17:30
45[S]インフォメーション


18:00


55[S][L][初][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
決勝


(2021/07/14　京セラドーム
大阪)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


16:00 16:00 16:00


16:30 30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第11戦・決勝
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/11)


16:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


16:30


17:00


19:00 19:00 00[S][初][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


00[多][L][初][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア
(エストニア)
『パワーステージ』
(2021/07/18)


19:00


19:30 19:30 30[多][初][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第3戦 アラゴン(スペイン)
『決勝』
(2021/07/11)


19:30


20:00


00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『オールスターゲーム
(07/13)』


（クアーズ・フィールド，コロラ
ド州デンバー）


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


18:00 00[S][HD]
MOTOR GAMES #380


18:00


18:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『ヤンキース vs. レッドソック
ス(07/15)』


（ヤンキー・スタジアム，
ニューヨーク州ブロンクス）


18:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第1戦 ヴァレルンガ(イタリ


30[多][初][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア


18:30


21:00 21:00


21:30 21:30 30[S][字][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア


30[S]インフォメーション 21:30
45[S][休][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー
(休止の場合あり)


22:00 00[S][初][HD]
MOTOR GAMES #380


00[二][初][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『オールスターゲーム
(07/13)』


（クアーズ・フィールド，コロラ
ド州デンバー）


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


20:00 20:00


20:30 20:30 20:30
45[S][HD]
MLBイッキ見！ #1621:00 00[S][休][HD]


ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『ホームランダービー
(07/12)』


（クアーズ・フィールド，コロラ
ド州デンバー）


00[S][HD]
MOTOR GAMES #380


00[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #4


24:00 24:00


00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1467
【ハイライト】


00[S][初][字][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1467
【ハイライト】


23:00 00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第3戦
『シャモニー(フランス)』


(2021/07/13　シャモニー, フ
ランス)


23:00
15[多][同][HD]
SUPER GT 2021
第4戦 ツインリンクもてぎ
『予選』
(2021/07/18)


00[S][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
準決勝-2


(2021/07/13　京セラドーム
大阪)


25:00


25:30


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1142
【ハイライト】


22:00 00[多][L][初][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア
(エストニア)
『速報 Day1+ライブステー
ジ』
(2021/07/17)


22:00


22:30 30[S][初][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


22:30 22:30
45[S][休][HD]スーパー
フォーミュラ 2021 ダイジェス23:00


24:30 30[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第1戦 ヴァレルンガ(イタリ


24:30 24:30
45[S][休][HD]スーパー
フォーミュラ 2021 ダイジェス


23:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


23:30 23:30


24:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


25:00 00[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #4
(休止の場合あり)


00[S][同][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第3戦
『シャモニー(フランス)』


(2021/07/13　シャモニー, フ
ランス)
(休止の場合あり)


00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1141
【ハイライト】


00[S][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
準決勝-1


(2021/07/13　京セラドーム
大阪)


25:00


25:30 25:30


26:00 00[S][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス 休息日TV
第10ステージ～第15ステー
ジ


27:00 27:00


27:30 30[S][字][HD]
【モタスポマンデー】PURE
ETCR 2021


30[S][HD]
結束！侍ジャパン #73


27:30 27:30


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1467
【ハイライト】


26:00 00[S][L][初][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第4戦
『ブリアンソン(フランス)』


(2021/07/18　ブリアンソン,
フランス)


※放送開始時刻未定


26:00


26:30 26:30 26:30


27:00 00[S][L][初][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第3戦
『シャモニー(フランス)』


00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報
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J SPORTS 3 2021.07.19-2021.07.25
2021.07.19 2021.07.20 2021.07.21 2021.07.22 2021.07.23 2021.07.24 2021.07.25


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


05:00 00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


05:00


05:30 05:30 05:30


04:00 ～[S][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会


00[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第4戦
『ブリアンソン(フランス)』


(2021/07/18　ブリアンソン,
フランス)
(休止の場合あり)


04:00


04:30 30[S]
休止


04:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第1戦 ヴァレルンガ(イタリ


04:30


05:00


04:00 ～[S][L][初][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第4戦
『ブリアンソン(フランス)』


(2021/07/18　ブリアンソン,
フランス)


※放送開始時刻未定


～[多][HD]
【モタスポマンデー】FIA 世
界ツーリングカー・カップ


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


06:00 00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)


06:00


06:30 30[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


06:30 06:30


07:00 00[S][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
『Zwift presents　J
SPORTS CUP出演者対抗


06:00 00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


00[S]
インフォメーション


00[S][休][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


00[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第4戦
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/03-04)
(休止の場合あり)


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


(2021/07/17)00[S][休][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP
(休止の場合あり)


00[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


07:00 00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/24)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


07:00


07:30 30[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


07:30 07:30


08:00 00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/19)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[多][休][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第3戦 アラゴン(スペイン)
『決勝』
(2021/07/11)
(休止の場合あり)


08:00 00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/23)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00


08:30 30[多][同][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア
(エストニア)
『パワーステージ』
(2021/07/18)


30[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第11戦・予選
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/11)
(休止の場合あり)


08:30 08:30


09:00 00[S][HD]
新極真魂 #330


09:00 09:00


09:30 09:30 09:30


10:00 00[S]
インフォメーション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第11戦・決勝
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/11)
(休止の場合あり)


10:00 10:00


10:30 30[S][同][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第4戦
『ブリアンソン(フランス)』


(2021/07/18　ブリアンソン,
フランス)


10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 11:30 11:30


12:00 00[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第4戦
『ドニントンパーク(イギリス)』


(2021/07/03-04)
(休止の場合あり)


12:00 12:00


12:30 12:30 12:30


13:00 13:00 13:00


13:30 30[二][同][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第3戦
『モンツァ6時間レース(イタリ
ア)』
(2021/07/18)


30[S][HD]
J SPORTS セレクション


30[S]
インフォメーション


13:30 13:30


14:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #73
(休止の場合あり)


00[S][休][字][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア


15:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


16:30 30[S][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


16:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #381


16:30


17:00


00[S][HD]
MLBイッキ見！ #17


15:00


15:30 30[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


18:30


19:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/19)』


00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/20)』


00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/21)』


19:00


30[多][休][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア
(エストニア)
『速報 Day1+ライブステー


15:30 15:30
45[S]インフォメーション


16:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決
00[S][HD]スーパーフォー
ミュラ 2021 ダイジェスト


00[S][HD]MLBミュージック
#27


00[S]
インフォメーション


17:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


17:00
15[S]インフォメーション 15[S]インフォメーション


16:00 00[S][休][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


00[二][同][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第12戦・予選
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/24)
(休止の場合あり)


16:00


20:00


20:30 30[S]
インフォメーション


20:30 20:30


21:00


30[多][休][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア


30[二][同][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第12戦・決勝
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/24)
(休止の場合あり)


17:30


18:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1142
【ハイライト】


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1468
【ハイライト】


18:00 00[多][休][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア
(エストニア)
『パワーステージ』
(2021/07/18)
(休止の場合あり)


18:00


18:30


17:30 30[S][HD]
新極真魂 #330


30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


30[S]
インフォメーション


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/22)』


17:30


30[S][HD]
MOTOR GAMES #381


18:30


23:00 00[S][休][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー
(休止の場合あり)


23:00


23:30 30[多][HD]
【モタスポマンデー】WRC世
界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア
(エストニア)


23:30


19:00


19:30 19:30 30[二][L][初][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第12戦・予選
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/24)


※放送開始時刻未定
00[S][初][HD]
MOTOR GAMES #381


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


21:00 21:00


21:30 30[S][初][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


21:30 30[S][初][HD]
MLB 深掘り History #3


30[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


30[二][L][初][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第13戦・予選
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/25)


※放送開始時刻未定


19:30


20:00 20:00


24:30


25:00 00[多][HD]
【モタスポマンデー】WRC世
界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア
(エストニア)
『パワーステージ』
(2021/07/18)


00[S][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
準決勝-1


(2021/07/13　京セラドーム
大阪)


27:30


26:00


21:30


22:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1468
【ハイライト】


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1143
【ハイライト】


22:00 00[多][休][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第3戦 アラゴン(スペイン)
『決勝』
(2021/07/11)
(休止の場合あり)


22:00


22:30 30[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


(2021/07/17)


30[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)


30[S][HD]
MOTOR GAMES #381


22:30 30[S][休][HD]
MLB 深掘り History #3
(休止の場合あり)


22:30


23:00 00[S][字][HD]
【モタスポマンデー】WRC世
界ラリー選手権2021


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第4戦
『ブリアンソン(フランス)』


(2021/07/18　ブリアンソン,
フランス)


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1468
【ハイライト】


26:30


27:00 27:00 27:00


27:30 27:30


23:30


24:00 00[S][字][HD]
ドローン チャンピオンズリー
グ 2020シーズンレビュー＆
2021シーズンプレビュー


24:00 00[S][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
準決勝-2


(2021/07/13　京セラドーム
大阪)


00[多][初][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア
(エストニア)
『レビュー』


25:00 00[S][初][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


25:00


25:30 25:30 25:30


24:00


24:30 30[多][HD]
【モタスポマンデー】WRC世
界ラリー選手権2021


30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第10戦・予選
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/10)


30[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第11戦・予選
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/11)
(休止の場合あり)


24:30


26:00 00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第10戦・決勝
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/10)


00[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第11戦・決勝
『ニューヨーク(アメリカ)』
(2021/07/11)
(休止の場合あり)


00[多][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第3戦 アラゴン(スペイン)
『決勝』
(2021/07/11)


26:00 00[二][同][休][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第2戦 決勝
『ラウジッツリンク(ドイツ)』


(2021/07/25)
(休止の場合あり)


30[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


26:30 30[多][HD]
【モタスポマンデー】FIA 世
界ツーリングカー・カップ
（WTCR） 2021
第3戦 アラゴン(スペイン)
『決勝』
(2021/07/11)


26:30
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J SPORTS 3 2021.07.26-2021.08.01
2021.07.26 2021.07.27 2021.07.28 2021.07.29 2021.07.30 2021.07.31 2021.08.01


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


04:00 00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第12戦・決勝
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/24)


04:00


04:30 30[S]
休止


04:30 04:30


05:00 05:00 05:00


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


～[S]
機器メンテナンス


00[S]
休止


～[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021


05:30


06:30 30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


30[S][HD]
MOTOR GAMES #382


05:30 05:30


06:00 00[二][休][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)
(休止の場合あり)


00[S]
インフォメーション


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


00[S]
インフォメーション


06:00 00[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


06:00


07:30 30[S]
インフォメーション


30[S]
インフォメーション


07:30 30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


07:30


06:30 30[多][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア
(エストニア)
『レビュー』


06:30


07:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


00[S][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


00[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


07:00 07:00


08:00 00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/30)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00


08:30 08:30 08:30


09:00 00[S]
インフォメーション


00[S][休][HD]
第8回全国高等学校7人制ラ
グビーフットボール大会
ダイジェスト
(休止の場合あり)


09:00


08:00 00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/25)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(07/26)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1469
【ハイライト】


00[多][休][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round7 ラリー・エストニア
(エストニア)
『レビュー』


00[S][HD]
第8回全国高等学校7人制ラ
グビーフットボール大会
ダイジェスト


10:30 30[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第12戦・予選
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/24)
(休止の場合あり)


30[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第13戦・予選
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/25)
(休止の場合あり)


11:30


10:30 10:30


11:00 00[S]
インフォメーション


11:00 11:00


09:00


09:30 30[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1143
【ハイライト】


09:30 09:30


10:00 00[S]
インフォメーション


10:00 10:00


12:30 12:30


13:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


30[二][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第3戦
『モンツァ6時間レース(イタリ
ア)』
(2021/07/18)


11:30 11:30


12:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


00[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第12戦・決勝
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/24)
(休止の場合あり)


00[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第13戦・決勝
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/25)
(休止の場合あり)


12:00 12:00


12:30


14:00 00[二][同][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第13戦・予選
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/25)
(休止の場合あり)


00[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


00[S][休][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


14:00 14:00


14:30 30[二][休][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)
(休止の場合あり)


14:30 14:30


15:30


16:00 16:00 16:00


16:30 30[S]
インフォメーション


16:30 16:30


15:00 00[S][休][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


00[二][休][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


(2021/07/17)
(休止の場合あり)


15:00 00[S][休][HD]
第8回全国高等学校7人制ラ
グビーフットボール大会
ダイジェスト
(休止の場合あり)


15:00


15:30 30[二][同][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第13戦・決勝
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/25)


30[二][休][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第2戦 決勝
『ラウジッツリンク(ドイツ)』


(2021/07/25)
(休止の場合あり)


15:30


17:00 00[S]
インフォメーション


00[S][HD]
MOTOR GAMES #382


17:00 00[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


17:00


17:30 30[S]
インフォメーション


30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【プロテニス特集】
『2018全米オープン女子決


30[S][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


17:30 17:30


18:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
MLB 深掘り History #3


18:00 00[S][休][HD]
ラグビー 一人語り #4
藤島大が語るブリティッシュ


18:00


18:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/30)』


18:30


19:00 00[S][初][HD]
新極真魂 #331


19:00 19:00


19:30 19:30 19:30


18:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/26)』


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/27)』


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/28)』


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/29)』


20:00 00[S][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


21:00 00[S][初][HD]
MOTOR GAMES #382


21:00 21:00


21:30 30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


21:30 21:30


20:00 20:00


20:30 30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


20:30 20:30


22:00 00[二][L][初][HD]
【世界三大耐久レース！】ス
パ・フランコルシャン24時間
レース2021
[Part1]スタート
(2021/07/31)


22:00


22:30 30[S][HD]
第46回社会人野球日本選
手権大会
決勝


(2021/07/14　京セラドーム
大阪)


30[S][初][HD]SUPER GT
2021 ダイジェスト


22:30 22:30
45[S][HD]MLBミュージック
#2723:00


22:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1469
【ハイライト】


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第5戦
『アッセン(オランダ)』


(2021/07/24-25)


00[S][HD]
MOTOR GAMES #382


00[S][初][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1144
【ハイライト】


00[二][初][HD]
【モタスポマンデー】FIM
スーパースポーツ世界選手
権2021
第5戦
『アッセン(オランダ)』


(2021/07/24-25)


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第5戦
『アッセン(オランダ)』


(2021/07/24-25)


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1469
【ハイライト】


25:30


24:30 24:30


25:00 00[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


25:00 25:00


23:00 23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 00[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第5戦
『アッセン(オランダ)』


(2021/07/24-25)


24:00 24:00


24:30


30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #6


27:30 27:30


30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第12戦・予選
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/24)


26:30 30[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第13戦・予選
『ロンドン(イギリス)』
(2021/07/25)
(休止の場合あり)


26:30


27:00 00[S][HD]
新極真魂 #331


27:00 27:00


27:30


30[二][HD]
【モタスポマンデー】DTMドイ
ツツーリングカー選手権
2021
第2戦 決勝
『ラウジッツリンク(ドイツ)』


(2021/07/25)


30[S]
機器メンテナンス


25:30 25:30


26:00 00[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第5戦
『アッセン(オランダ)』


(2021/07/24-25)


26:00 00[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


26:00


26:30













6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 歌謡舞台 6:00 全国のど自慢


7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 韓国　八道（はちどう）の食事(再) 7:10 スーパーマンが帰ってきたBEST


7:40 広開土太王 #54 7:40 広開土太王 #88 7:40 広開土太王 #89 7:35 風の国 #14 7:40 20世紀ヒットソング(再) 7:30 だまされても夢心地 #15,16,17,18,19(再) 7:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー


8:45 天使の罠 #27 8:45 天使の罠 #61 8:45 天使の罠 #62 8:45 天使の罠 #79 8:40 屋根部屋の問題児たち 10:30 オーケー、グァン姉妹 #4(再) 7:45 ミス・モンテ・クリスト #49,50,51,52(再)


9:40 誰が何と言っても #72(再) 9:40 誰が何と言っても #115(再) 9:40 誰が何と言っても #116(再) 9:40 だまされても夢心地 #17(再) 9:40 だまされても夢心地 #18(再) 11:50 1泊2日 シーズン4(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #5(再)


10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 11:50 スーパーマンが帰ってきた


10:45 EXOのあみだで世界旅行 10:45 社長の耳はロバの耳(再) 10:45 新商品発売～コンビニレストラン(再) 10:45 ヒーリングバラエティ～スミ山荘(再) 10:45 芸能ライブ(再) 15:00 アイアンマン～君を抱きしめたい #3,4(再) 13:35 不朽の名曲2


～CBX日本編～(再) 12:25 オー！サムグァンビラ #44(再) 12:25 秘密の男 #77,78(再) 12:25 秘密の男 #95,96(再) 11:50 韓国　八道（はちどう）の食事 17:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい 15:15 トキメキ☆成均館スキャンダル #7,8(再)


11:55 韓国　八道（はちどう）の食事 13:45 人間劇場(再) 13:45 人間劇場(再) 13:45 人間劇場(再) 12:20 ペットバラエティ～犬は素晴らしい(再) 18:45 開かれた音楽会 17:30 ヒーリングバラエティ～スミ山荘


12:25 秘密の男 #43,44(再) 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #21 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #22 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #43 13:45 人間劇場(再) 19:45 秘密の男 #97,98(再) 18:35 天女がいなきゃ?! #17,18


13:45 人間劇場(再) 15:15 ミス・モンテ・クリスト #31,32(再) 15:15 【DS】貧乏な私の家探しプロジェクト(新) 15:15 【DS】ヒドゥン～幼い犯人～(終) 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #44 21:00 生放送 KBSニュース9 19:45 秘密の男 #99,100(再)


14:25 TV小説　星になって輝く #106 16:30 インフォメーション 16:30 不朽の名曲2(再) 16:30 スーパーマンが帰ってきた(再) 15:15 ソル薬局の息子たち #5,6 21:40 オーケー、グァン姉妹 #5 21:00 生放送 KBSニュース9


15:15 ザ・スリングショット～男の物語～ #4 17:00 ボイス2 ～112の奇跡～ #4(再) 18:10 生き生き情報 18:15 となりのチャルス 17:40 20世紀ヒットソング 23:00 1泊2日 シーズン4 21:40 オーケー、グァン姉妹 #6


16:30 スーパーマンが帰ってきた(再) 18:10 キム・ヨンチョルの街歩き 19:00 最高の一発 #2 19:00 最高の一発 #11 18:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー 0:30 演奏者たち～Page Turner～ #1(新) 23:00 ミュージックバンク（字幕付き）(再)


18:15 となりのチャルス 19:00 キレイな男 #16(終) 20:15 誰が何と言っても #117 20:15 だまされても夢心地 #18 18:45 スタジオK 1:40 【DS】カン・ドクスン愛情変遷史(再) 0:30 演奏者たち～Page Turner～ #2


19:00 空港に行く道 #13 20:15 誰が何と言っても #116 21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 19:10 芸能ライブ 2:45 ユ・ヒヨルのスケッチブックBEST 1:40 The Unit～アイドル再起プロジェクト


20:15 誰が何と言っても #73 21:00 生放送 KBSニュース9 22:00 ミス・モンテ・クリスト #33,34 22:00 ミス・モンテ・クリスト #51,52 20:15 だまされても夢心地 #19 3:00 Train #7,8(再) 3:00 ボイス～112の奇跡～ #11,12(再)


21:00 生放送 KBSニュース9 22:00 秘密の男 #83,84 23:20 Train #7 23:20 アイアンマン～君を抱きしめたい #4 21:00 生放送 KBSニュース9 5:15 となりのチャルス(再) 5:10 韓国　八道（はちどう）の食事(再)


22:00 危険な約束 #103,104(終) 23:20 会社行きたくない #12(終) 0:30 新商品発売～コンビニレストラン 0:30 カムバック・ホーム～スターの青春ハウス(新) 22:00 ミュージックバンク（字幕付き）


23:20 ジャスティス－復讐という名の正義－ #11,12 0:30 社長の耳はロバの耳 1:40 ボイス～112の奇跡～ #3 2:00 ボイス～112の奇跡～ #12 23:40 K-シアター「奴が嘲笑う」(新)


0:30 EXOのあみだで世界旅行～CBX日本編～ 2:00 ジャスティス 2:50 【DS】ヒドゥン～幼い犯人～(再)(終) 3:10 最高の一発 #9(再) 1:55 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再)


2:00 君の歌を聴かせて #4 一復讐という名の正義一 #31,32(終) 4:20 頑張って、ミスター･キム! #121 4:20 家族を守れ #14 3:25 他人は地獄だ #1,2(新)


3:10 普通の恋愛 #1(新) 3:10 キレイな男 #14(再) 5:00 開かれた音楽会(再) 5:00 生き生き情報(再) 5:40 スタジオK(再)


4:20 頑張って、ミスター･キム! #89 4:20 頑張って、ミスター･キム! #120


5:00 家事をする男たち　シーズン2(再) 5:00 韓国人の食卓(再)


6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 歌謡舞台 6:00 全国のど自慢


7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 韓国　八道（はちどう）の食事(再) 7:10 スーパーマンが帰ってきたBEST


7:35 風の国 #15 7:35 風の国 #16 7:35 風の国 #17 7:35 風の国 #18 7:40 20世紀ヒットソング(再) 7:30 だまされても夢心地 #20,21,22,23,24(再) 7:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー


8:45 天使の罠 #80 8:45 天使の罠 #81 8:45 天使の罠 #82 8:45 天使の罠 #83 8:40 屋根部屋の問題児たち 10:30 オーケー、グァン姉妹 #6(再) 7:45 ミス・モンテ・クリスト #53,54,55,56(再)


9:40 だまされても夢心地 #19(再) 9:40 だまされても夢心地 #20(再) 9:40 だまされても夢心地 #21(再) 9:40 だまされても夢心地 #22(再) 9:40 だまされても夢心地 #23(再) 11:50 1泊2日 シーズン4(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #7(再)


10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 11:50 スーパーマンが帰ってきた


10:45 スーパーマンが帰ってきた プレイバック 10:45 社長の耳はロバの耳(再) 10:45 新商品発売～コンビニレストラン(再) 10:45 カムバック・ホーム～スターの青春ハウス(再)(新) 10:45 芸能ライブ(再) 15:00 アイアンマン～君を抱きしめたい #5,6(再) 13:35 不朽の名曲2


12:25 オーケー、グァン姉妹 #3(再) 12:25 オーケー、グァン姉妹 #4(再) 12:25 秘密の男 #97,98(再) 12:25 秘密の男 #99,100(再) 11:50 韓国　八道（はちどう）の食事 17:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい 15:15 トキメキ☆成均館スキャンダル #9,10(再)


13:45 人間劇場(再) 13:45 人間劇場(再) 13:45 人間劇場(再) 13:45 人間劇場(再) 12:20 ペットバラエティ～犬は素晴らしい(再) 18:45 開かれた音楽会 17:30 ヒーリングバラエティ～スミ山荘


14:25 TV小説 私の心は花の雨 #45 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #46 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #47 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #48 13:45 人間劇場(再) 19:45 秘密の男 #101,102(再) 18:35 天女がいなきゃ?! #19,20


15:15 ミス・モンテ・クリスト #49,50(再) 15:15 ミス・モンテ・クリスト #51,52(再) 15:15 熱血商売人 #1(新) 15:15 熱血商売人 #2 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #49 21:00 生放送 KBSニュース9 19:45 秘密の男 #103,104(再)


16:30 インフォメーション 16:30 インフォメーション 16:30 不朽の名曲2(再) 16:30 スーパーマンが帰ってきた(再) 15:15 ソル薬局の息子たち #7,8 21:40 オーケー、グァン姉妹 #7 21:00 生放送 KBSニュース9


17:00 演奏者たち～Page Turner～ #1(再)(新) 17:00 演奏者たち～Page Turner～ #2(再) 18:10 生き生き情報 18:15 となりのチャルス 17:40 20世紀ヒットソング 23:00 1泊2日 シーズン4 21:40 オーケー、グァン姉妹 #8


18:10 韓国人の食卓 18:10 キム・ヨンチョルの街歩き 19:00 最高の一発 #12 19:00 最高の一発 #13 18:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー 0:30 演奏者たち～Page Turner～ #3(終) 23:00 ミュージックバンク（字幕付き）(再)


19:00 チュノ～推奴～ #9 19:00 チュノ～推奴～ #10 20:15 だまされても夢心地 #22 20:15 だまされても夢心地 #23 18:45 スタジオK 1:40 ヒーリングバラエティ～スミ山荘(再) 0:30 【DS】ロードサービス


20:15 だまされても夢心地 #20 20:15 だまされても夢心地 #21 21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 19:10 芸能ライブ 2:45 ユ・ヒヨルのスケッチブックBEST 1:40 The Unit～アイドル再起プロジェクト


21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 22:00 ミス・モンテ・クリスト #53,54 22:00 ミス・モンテ・クリスト #55,56 20:15 だまされても夢心地 #24 3:00 Train #9,10(再) 2:55 ボイス～112の奇跡～ #13,14(再)


22:00 秘密の男 #101,102 22:00 秘密の男 #103,104 23:20 アイアンマン～君を抱きしめたい #5 23:20 アイアンマン～君を抱きしめたい #6 21:00 生放送 KBSニュース9 5:15 となりのチャルス(再) 5:10 キム・ヨンチョルの街歩き(再)


23:20 トキメキ☆成均館スキャンダル #9 23:20 トキメキ☆成均館スキャンダル #10 0:30 新商品発売～コンビニレストラン 0:30 カムバック・ホーム～スターの青春ハウス 22:00 ミュージックバンク（字幕付き）


0:30 ユ・ヒヨルのスケッチブック 0:30 社長の耳はロバの耳 2:00 ボイス～112の奇跡～ #13 1:55 ボイス～112の奇跡～ #14 23:40 K-シアター「スウィンダラーズ」(再)


1:40 Train #9 2:00 Train #10 3:10 最高の一発 #10(再) 3:10 最高の一発 #11(再) 1:55 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再)


2:45 チュノ～推奴～ #7(再) 3:10 チュノ～推奴～ #8(再) 4:20 家族を守れ #17 4:20 家族を守れ #18 3:25 他人は地獄だ #3,4


4:20 家族を守れ #15 4:20 家族を守れ #16 5:00 開かれた音楽会(再) 5:00 生き生き情報(再) 5:40 スタジオK(再)


5:00 屋根部屋の問題児たち(再) 5:00 韓国人の食卓(再)


6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 歌謡舞台 6:00 全国のど自慢


7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 韓国　八道（はちどう）の食事(再) 7:10 スーパーマンが帰ってきたBEST


7:35 風の国 #19 7:35 風の国 #20 7:35 風の国 #21 7:35 風の国 #22 7:40 20世紀ヒットソング(再) 7:30 だまされても夢心地 #25,26,27,28,29(再) 7:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー


8:45 天使の罠 #84 8:45 天使の罠 #85 8:45 天使の罠 #86 8:45 天使の罠 #87 8:40 屋根部屋の問題児たち 10:30 オーケー、グァン姉妹 #8(再) 7:45 ミス・モンテ・クリスト #57,58,59,60(再)


9:40 だまされても夢心地 #24(再) 9:40 だまされても夢心地 #25(再) 9:40 だまされても夢心地 #26(再) 9:40 だまされても夢心地 #27(再) 9:40 だまされても夢心地 #28(再) 11:50 1泊2日 シーズン4(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #9(再)


10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 11:50 スーパーマンが帰ってきた


10:45 スーパーマンが帰ってきた プレイバック 10:45 社長の耳はロバの耳(再) 10:45 新商品発売～コンビニレストラン(再) 10:45 カムバック・ホーム～スターの青春ハウス(再) 10:45 芸能ライブ(再) 15:00 アイアンマン～君を抱きしめたい #7,8(再) 13:35 不朽の名曲2


12:25 オーケー、グァン姉妹 #5(再) 12:25 オーケー、グァン姉妹 #6(再) 12:25 秘密の男 #101,102(再) 12:25 秘密の男 #103,104(再) 11:50 韓国　八道（はちどう）の食事 17:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい 15:15 トキメキ☆成均館スキャンダル #11,12(再)


13:45 人間劇場(再) 13:45 人間劇場(再) 13:45 人間劇場(再) 13:45 人間劇場(再) 12:20 ペットバラエティ～犬は素晴らしい(再) 18:45 開かれた音楽会 17:30 ヒーリングバラエティ～スミ山荘


14:25 TV小説 私の心は花の雨 #50 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #51 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #52 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #53 13:45 人間劇場(再) 19:45 秘密の男 #105(再)(終) 18:35 天女がいなきゃ?! #21,22


15:15 ミス・モンテ・クリスト #53,54(再) 15:15 ミス・モンテ・クリスト #55,56(再) 15:15 熱血商売人 #3 15:15 熱血商売人 #4 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #54 20:35 ミュージックバンクダイジェスト～BTS出演回(再) 19:45 【DS】貧乏な私の家探しプロジェクト(再)


16:30 インフォメーション 16:30 インフォメーション 16:30 不朽の名曲2(再) 16:30 スーパーマンが帰ってきた(再) 15:15 ソル薬局の息子たち #9,10 21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9


17:00 演奏者たち～Page Turner～ #3(再)(終) 17:00 【DS】ロードサービス(再) 18:10 生き生き情報 18:15 となりのチャルス 17:40 20世紀ヒットソング 21:40 オーケー、グァン姉妹 #9 21:40 オーケー、グァン姉妹 #10


18:10 韓国人の食卓 18:10 キム・ヨンチョルの街歩き 19:00 最高の一発 #14 19:00 最高の一発 #15 18:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー 23:00 1泊2日 シーズン4 23:00 ミュージックバンク（字幕付き）(再)


19:00 チュノ～推奴～ #11 19:00 チュノ～推奴～ #12 20:15 だまされても夢心地 #27 20:15 だまされても夢心地 #28 18:45 スタジオK 0:30 キム課長とソ理事 0:30 キム課長とソ理事 ～Bravo! Your Life～ #2


20:15 だまされても夢心地 #25 20:15 だまされても夢心地 #26 21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 19:10 芸能ライブ ～Bravo! Your Life～ #1(新) 1:40 The Unit～アイドル再起プロジェクト


21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 22:00 ミス・モンテ・クリスト #57,58 22:00 ミス・モンテ・クリスト #59,60 20:15 だまされても夢心地 #29 1:40 ヒーリングバラエティ～スミ山荘(再) 3:00 ボイス～112の奇跡～ #15,16(再)(終)


22:00 秘密の男 #105(終) 22:00 【DS】貧乏な私の家探しプロジェクト 23:20 アイアンマン～君を抱きしめたい #7 23:20 アイアンマン～君を抱きしめたい #8 21:00 生放送 KBSニュース9 2:45 ユ・ヒヨルのスケッチブックBEST 5:10 キム・ヨンチョルの街歩き(再)


22:55 ミュージックバンクダイジェスト～BTS出演回 23:20 トキメキ☆成均館スキャンダル #12 0:30 新商品発売～コンビニレストラン 0:30 カムバック・ホーム～スターの青春ハウス 22:00 ミュージックバンク（字幕付き） 3:00 Train #11,12(再)(終)


23:20 トキメキ☆成均館スキャンダル #11 0:30 社長の耳はロバの耳 1:45 ボイス～112の奇跡～ #15 2:00 ボイス～112の奇跡～ #16(終) 23:40 K-シアター「リトル・フォレスト 春夏秋冬」(再) 5:15 となりのチャルス(再)


0:30 ユ・ヒヨルのスケッチブック 2:00 Train #12(終) 2:50 最高の一発 #12(再) 3:10 最高の一発 #13(再) 1:55 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再)


2:00 Train #11 3:10 チュノ～推奴～ #10(再) 4:20 家族を守れ #21 4:20 家族を守れ #22 3:25 他人は地獄だ #5,6


3:10 チュノ～推奴～ #9(再) 4:20 家族を守れ #20 5:00 開かれた音楽会(再) 5:00 生き生き情報(再) 5:40 スタジオK(再)


4:20 家族を守れ #19 5:00 韓国人の食卓(再)


5:00 屋根部屋の問題児たち(再)


6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 歌謡舞台 6:00 全国のど自慢


7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 韓国　八道（はちどう）の食事(再) 7:10 スーパーマンが帰ってきたBEST


7:35 風の国 #23 7:35 風の国 #24 7:35 風の国 #25 7:35 風の国 #26 7:40 20世紀ヒットソング(再) 7:30 だまされても夢心地 #30,31,32,33,34(再) 7:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー


8:45 天使の罠 #88 8:45 天使の罠 #89 8:45 天使の罠 #90 8:45 天使の罠 #91 8:40 屋根部屋の問題児たち 10:30 オーケー、グァン姉妹 #10(再) 7:45 ミス・モンテ・クリスト #61,62,63,64(再)


9:40 だまされても夢心地 #29(再) 9:40 だまされても夢心地 #30(再) 9:40 だまされても夢心地 #31(再) 9:40 だまされても夢心地 #32(再) 9:40 だまされても夢心地 #33(再) 11:50 1泊2日 シーズン4(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #11(再)


10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 11:50 スーパーマンが帰ってきた


10:45 スーパーマンが帰ってきた プレイバック 10:45 社長の耳はロバの耳(再) 10:45 新商品発売～コンビニレストラン(再) 10:45 カムバック・ホーム～スターの青春ハウス(再) 10:45 芸能ライブ(再) 15:00 アイアンマン～君を抱きしめたい #9,10(再) 13:35 Let's BTS～2021


12:25 オーケー、グァン姉妹 #7(再) 12:25 オーケー、グァン姉妹 #8(再) 12:25 秘密の男 #105(再)(終) 12:25 【DS】貧乏な私の家探しプロジェクト(再) 11:50 韓国　八道（はちどう）の食事 17:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい スペシャルライブ＆トークショー 完全版(新)


13:45 人間劇場(再) 13:45 人間劇場(再) 13:20 ミュージックバンクダイジェスト～BTS出演回(再) 13:45 人間劇場(再) 12:20 ペットバラエティ～犬は素晴らしい(再) 18:45 開かれた音楽会 15:15 トキメキ☆成均館スキャンダル #13,14(再)


14:25 TV小説 私の心は花の雨 #55 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #56 13:45 人間劇場(再) 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #58 13:45 人間劇場(再) 19:45 ドクタープリズナー #1,2(再)(新) 17:30 ヒーリングバラエティ～スミ山荘(終)


15:15 ミス・モンテ・クリスト #57,58(再) 15:15 ミス・モンテ・クリスト #59,60(再) 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #57 15:15 熱血商売人 #6 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #59 21:00 生放送 KBSニュース9 18:35 天女がいなきゃ?! #23,24


16:30 インフォメーション 16:30 インフォメーション 15:15 熱血商売人 #5 16:30 スーパーマンが帰ってきた(再) 15:15 ソル薬局の息子たち #11,12 21:40 オーケー、グァン姉妹 #11 19:45 ドクタープリズナー #3,4(再)


17:00 キム課長とソ理事 17:00 キム課長とソ理事 16:30 不朽の名曲2(再) 18:15 となりのチャルス 17:40 20世紀ヒットソング 23:00 1泊2日 シーズン4 21:00 生放送 KBSニュース9


～Bravo! Your Life～ #1(再)(新) ～Bravo! Your Life～ #2(再) 18:10 生き生き情報 19:00 【DS】スカウティングレポート 18:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー 0:30 キム課長とソ理事 ～Bravo! Your Life～ #3 21:40 オーケー、グァン姉妹 #12


18:10 韓国人の食卓 18:10 キム・ヨンチョルの街歩き 19:00 最高の一発 #16(終) 20:15 だまされても夢心地 #33 18:45 スタジオK 1:40 ヒーリングバラエティ～スミ山荘(再) 23:00 ミュージックバンク（字幕付き）(再)


19:00 チュノ～推奴～ #13 19:00 チュノ～推奴～ #14 20:15 だまされても夢心地 #32 21:00 生放送 KBSニュース9 19:10 芸能ライブ 2:45 ユ・ヒヨルのスケッチブックBEST 0:30 キム課長とソ理事 ～Bravo! Your Life～ #4


20:15 だまされても夢心地 #30 20:15 だまされても夢心地 #31 21:00 生放送 KBSニュース9 22:00 ミス・モンテ・クリスト #63,64 20:15 だまされても夢心地 #34 3:00 会社行きたくない #1,2(再)(新) 1:40 The Unit～アイドル再起プロジェクト


21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 22:00 ミス・モンテ・クリスト #61,62 23:20 アイアンマン～君を抱きしめたい #10 21:00 生放送 KBSニュース9 5:15 となりのチャルス(再) 3:00 「ボイス～112の奇跡」特別編


22:00 ドクタープリズナー #1,2(新) 22:00 ドクタープリズナー #3,4 23:20 アイアンマン～君を抱きしめたい #9 0:30 カムバック・ホーム～スターの青春ハウス 22:00 ミュージックバンク（字幕付き） まだ終わらない話 #1,2(再)(終)


23:20 トキメキ☆成均館スキャンダル #13 23:20 トキメキ☆成均館スキャンダル #14 0:30 新商品発売～コンビニレストラン 2:00 「ボイス～112の奇跡」特別編 23:40 K-シアター「奴が嘲笑う」(再) 5:10 キム・ヨンチョルの街歩き(再)


0:30 ユ・ヒヨルのスケッチブック 0:30 社長の耳はロバの耳 2:00 「ボイス～112の奇跡」特別編 まだ終わらない話 #2(終) 1:55 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再)


2:00 会社行きたくない #1(新) 2:00 会社行きたくない #2 まだ終わらない話 #1(新) 3:10 最高の一発 #15(再) 3:25 他人は地獄だ #7,8


3:10 チュノ～推奴～ #11(再) 3:10 チュノ～推奴～ #12(再) 3:05 最高の一発 #14(再) 4:20 家族を守れ #26 5:40 スタジオK(再)


4:20 家族を守れ #23 4:20 家族を守れ #24 4:20 家族を守れ #25 5:00 生き生き情報(再)


5:00 屋根部屋の問題児たち(再) 5:00 韓国人の食卓(再) 5:00 開かれた音楽会(再)


6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 歌謡舞台 6:00 全国のど自慢


7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 韓国　八道（はちどう）の食事(再) 7:10 スーパーマンが帰ってきたBEST


7:35 風の国 #27 7:35 風の国 #28 7:35 風の国 #29 7:35 風の国 #30 7:40 20世紀ヒットソング(再) 7:30 だまされても夢心地 #35,36,37,38,39(再) 7:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー


8:45 天使の罠 #92 8:45 天使の罠 #93 8:45 天使の罠 #94 8:45 天使の罠 #95 8:40 屋根部屋の問題児たち 10:30 オーケー、グァン姉妹 #12(再) 7:45 ミス・モンテ・クリスト #29,30,31,32(再)


9:40 だまされても夢心地 #34(再) 9:40 だまされても夢心地 #35(再) 9:40 だまされても夢心地 #36(再) 9:40 だまされても夢心地 #37(再) 9:40 だまされても夢心地 #38(再) 11:50 1泊2日 シーズン4(再) 10:30 オー！サムグァンビラ #45(再)


10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 11:50 スーパーマンが帰ってきた


10:45 スーパーマンが帰ってきた プレイバック 10:45 社長の耳はロバの耳(再) 10:45 新商品発売～コンビニレストラン(再) 10:45 カムバック・ホーム～スターの青春ハウス(再) 10:45 芸能ライブ(再) 15:00 アイアンマン～君を抱きしめたい #11,12(再) 13:35 不朽の名曲2


12:25 オーケー、グァン姉妹 #9(再) 12:25 オーケー、グァン姉妹 #10(再) 12:25 ドクタープリズナー #1,2(再)(新) 12:25 ドクタープリズナー #3,4(再) 11:50 韓国　八道（はちどう）の食事 17:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい 15:15 会社行きたくない #9,10(再)


13:45 人間劇場(再) 13:45 人間劇場(再) 13:45 人間劇場(再) 13:45 人間劇場(再) 12:20 ペットバラエティ～犬は素晴らしい(再) 18:45 開かれた音楽会 17:30 土地だけビレッジ～自給自足バラエティ


14:25 TV小説 私の心は花の雨 #60 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #61 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #62 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #63 13:45 人間劇場(再) 19:45 ドクタープリズナー #5,6(再) 18:35 天女がいなきゃ?! #7,8


15:15 ミス・モンテ・クリスト #61,62(再) 15:15 ミス・モンテ・クリスト #63,64(再) 15:15 熱血商売人 #7 15:15 熱血商売人 #8 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #64 21:00 生放送 KBSニュース9 19:45 秘密の男 #79,80(再)


16:30 インフォメーション 16:30 インフォメーション 16:30 Let's BTS～2021 16:30 スーパーマンが帰ってきた(再) 15:15 ソル薬局の息子たち #13,14 21:40 オーケー、グァン姉妹 #13 21:00 生放送 KBSニュース9


17:00 キム課長とソ理事 17:00 キム課長とソ理事 スペシャルライブ＆トークショー 完全版(再)(新) 18:15 となりのチャルス 17:40 20世紀ヒットソング 23:00 1泊2日 シーズン4 21:40 オー！サムグァンビラ #46


～Bravo! Your Life～ #3(再) ～Bravo! Your Life～ #4(再) 18:10 生き生き情報 19:00 彼女を探して #2(終) 18:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー 0:30 キム課長とソ理事 ～Bravo! Your Life～ #5 23:00 ミュージックバンク（字幕付き）(再)


18:10 韓国人の食卓 18:10 キム・ヨンチョルの街歩き 19:00 彼女を探して #1(新) 20:15 だまされても夢心地 #38 18:45 スタジオK 1:40 ヒーリングバラエティ～スミ山荘(再)(終) 0:30 ボイス2 ～112の奇跡～ #4


19:00 チュノ～推奴～ #15 19:00 チュノ～推奴～ #16 20:15 だまされても夢心地 #37 21:00 生放送 KBSニュース9 19:10 芸能ライブ 2:45 ユ・ヒヨルのスケッチブックBEST 1:40 The Unit～アイドル再起プロジェクト


20:15 だまされても夢心地 #35 20:15 だまされても夢心地 #36 21:00 生放送 KBSニュース9 22:00 ミス・モンテ・クリスト #67,68 20:15 だまされても夢心地 #39 3:00 会社行きたくない #3,4(再) 3:00 ボイス～112の奇跡～ #1,2(再)(新)


21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 22:00 ミス・モンテ・クリスト #65,66 23:20 アイアンマン～君を抱きしめたい #12 21:00 生放送 KBSニュース9 5:15 となりのチャルス(再) 5:10 キム・ヨンチョルの街歩き(再)


22:00 ドクタープリズナー #5,6 22:00 ドクタープリズナー #7,8 23:20 アイアンマン～君を抱きしめたい #11 0:30 カムバック・ホーム～スターの青春ハウス 22:00 ミュージックバンク（字幕付き）


23:20 トキメキ☆成均館スキャンダル #15 23:20 トキメキ☆成均館スキャンダル #16 0:30 新商品発売～コンビニレストラン 2:00 ボイス2 ～112の奇跡～ #2 23:40 K-シアター「スウィンダラーズ」(再)


0:30 ユ・ヒヨルのスケッチブック 0:30 社長の耳はロバの耳 2:00 ボイス2 ～112の奇跡～#1(新) 3:10 【DS】スカウティングレポート(再) 1:55 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再)


2:00 会社行きたくない #3 2:00 会社行きたくない #4 3:10 最高の一発 #16(再)(終) 4:20 家族を守れ #30 3:25 他人は地獄だ #9,10(終)


3:10 チュノ～推奴～ #13(再) 3:10 チュノ～推奴～ #14(再) 4:20 家族を守れ #29 5:00 生き生き情報(再) 5:40 スタジオK(再)


4:20 家族を守れ #27 4:20 家族を守れ #28 5:00 開かれた音楽会(再)


5:00 屋根部屋の問題児たち(再) 5:00 韓国人の食卓(再)
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7月の日本初放送＆KBS World初放送番組
7/19


スタート


KBS World初放送！
ナムグン・ミン、キム・ビョンチョル、クォン・ナラ主演！


数多くの命を救ってきた天才医師が復讐を誓い、悪を懲らしめるため
ダークヒーローとなるメディカルプリズン サスペンスドラマ！


「ドクタープリズナー』


©2015 CJ E&M CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED


31 30


…ドラマ …バラエティ …音楽 …その他


(終)…放送終了 (再)…再放送 青色…字幕なし (新)…新作バラエティ、ドラマ


※番組編成の都合により、放送内容、放送時間が変更になることがあります。ご了承ください。


5 6 7 8 9


7/25
放送


米ビルボードHOT100 シングル・チャート1位、
第63回グラミー賞ノミネート等


世界の音楽市場に新しい歴史を刻む
ワールド アーティスト BTSに密着したスペシャルライブ＆トークショー！


「Let's BTS～2021スペシャルライブ
＆トークショー 完全版』


7/1
スタート


日本初放送！メインMC ユ・ジェソク、イ・ヨンジン、イ・ヨンジ！
韓国のスターたちが青春時代を過ごした想い出の家に向かい、


今その家で暮らしている若者たちの夢を応援するリアルバラエティ！


「カムバック・ホーム
～スターの青春ハウス』


KBS World初放送！
証拠も遺体もなき女子大生殺人事件。


背後に潜む危険な罠に踏み入れてしまうエリート弁護士を、
『パラサイト 半地下の家族』のイ・ソンギュンが熱演！


「奴が嘲笑う』


7/2
放送日本初 KW初KW初








スポーツライブ＋（プラス）　2021年7月編成表
HAWKS 1軍(生) HAWKS 1軍（再） HAWKS　2軍(生) HAWKS 2軍【初】（再） HAWKS　3軍(生) LIONS 2軍(生) LIONS 2軍（再）


国内サッカー（生）


＜Delay＞
国内サッカー【初】（再） 欧州サッカー 欧州サッカー（再）


Bリーグ（生）


<Delay>
Bリーグ【初】（再） 他 他（再） ブレイクタイム 放送休止 【初】 ･･･初回放送 <生> ･･･生放送 <Delay> ･･･ディレイ放送（DSV送出） ･･･ノースクランブル


・・・情報解禁前


（取扱い注意）


・・・前稿からの


　　変更箇所


7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日


木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日


4:00 4:00


0420-0430


0430-0440


5:00 0500-0510 0500-0510 5:00


0520-0530 0515-0530 0520-0530


6:00 0600-0610 6:00


7:00 7:00


0755-0800
8:00 8:00


9:00 9:00


0945-1000
10:00 10:00


1015-1030


1050-1100 1055-1100 1055-1100 1055-1100 1050-1100 1055-1100 1050-1100 1055-1100 1055-1100 1055-1100 1055-1100 1055-1100 1055-1100 1055-1100
11:00 11:00


12:00 12:00


13:00 13:00


14:00 14:00


15:00 15:00


16:00 16:00


17:00 17:00


18:00 18:00


19:00 19:00


1930-1945


1945-2000
20:00 20:00


21:00 21:00


22:00 22:00


2220-2230


23:00 23:00


24:00 2400-2415 24:00


25:00 25:00


26:00 2600-2610 26:00


27:00 27:00


2750-2755


2745-2800 2755-2800 2755-2800 2750-2800 2745-2800
7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日


木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日


0530-0600


【再】プロレスのススメ


#7
0600-0700


【再】UFC


CLASSICS～


PRIDE×UFCスター


ファイター対決


2730-2800


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#44


2430-2530


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#14


2530-2600


【再】プロレスのススメ


#20


2730-2820


【再】1.FCケルン シー


ズンドキュメンタリー


1800-1830


【初】キン肉マン #23


1830-1900


【初】キン肉マン #24


2435-2650


【新】SUPER


DARTS 2011


Vol.2


2430-2900


【再】


"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"


#6


RIZIN FIGHTING


WORLD GRAND-


PRIX 2016 Final


ROUND


(2016/12/31)


2530-2600


【再】＋（ぷらす）


#4 小野伸二＋加


2700-2800


【再】UFC


UNLEASHED　#7


2500-2530


【再】＋（ぷらす）


#7  <前編>
2530-2600


【再】＋（ぷらす）


#8  <後編>


1800-1900


【再】UFC MAIN


EVENT～アリスター・


オーフレイム×ブロッ


ク・レスナー


（2011）


2100-2200


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 最終戦ダイ


ジェスト


2600-3200


【再】


"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"


#15


RIZIN.13


(2018/09/30)


2300-2430


【再】UFC


RELOADED～UFC


110（2010年）


1900-2000


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第4戦ダイジェ


スト


2600-2700


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#4


1800-1830


【再】町中華で飲ろう


ぜ #68


2430-2530


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#11


1800-1830


【再】町中華で飲ろう


ぜ #12


1800-1830


【初】キン肉マン #25


2630-2700


【再】プロレスのススメ


#6


2530-2630


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#12


2630-2730


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#13


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1830-1900


【再】町中華で飲ろう


ぜ #4


0530-0800


【再】


【バイエルン一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第33節


対フライブルク


0400-0630


【再】


【フランクフルト一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第33節


対シャルケ


1730-1800


【再】町中華で飲ろう


ぜ #11


1900-1930


ホッとな☆お買い物情


報


1100-1130


【再】キン肉マン #12


1100-1130


【再】キン肉マン #18


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報
0830-0900


【再】キン肉マン #7


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0630-0700


【再】プロレスのススメ


#9
0700-0730


【再】キン肉マン #23


0730-0800


【再】キン肉マン #24


2700-2800


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#5


2300-2400


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#6


2400-2500


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#7


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


1800-1830


【再】町中華で飲ろう


ぜ #3


1100-1130


【再】月刊！ホークス


#254


1100-1130


【初】＜生＞熱血宣


言！E・ZO
1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1900-2000


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第9戦ダイジェ


スト


1930-2000


【再】BVBストーリー


ズ Who We Are


1900-1930


【再】BVBストーリー


ズ Who We Are


1800-1900


【再】UFC


CLASSICS～


PRIDE×UFCスター


ファイター対決


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


楽天


7/13


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


2400-2430


【再】プロレスのススメ


#18


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #1


1800-1900


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#15


2200-2230


【再】月刊！ホークス


#254


2200-2430


【再】


総合格闘技


DREAMで逢えたら


#21


2400-2430


【再】＋（ぷらす）


#1 岩隈久志＋斎


2100-2200


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第6戦ダイジェ


スト


2200-2230


ホッとな☆お買い物情


報
2230-2430


【初】「KNOCK OUT


CHAMPIONSHIP.


2 第2部 RED」


2020.9.13 後楽園


ホール


1300-1800


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


楽天


7/12


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


2230-2300


【再】月刊！ホークス


#254


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報
1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


楽天


7/13


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1100-1130


【再】月刊！ホークス


#254


1100-1130


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#43


2030-2435


【初】若手女子ゴル


ファー大会！


マイナビ ネクストヒロイ


ンゴルフツアー2019


第7戦


2030-2120


【初】1.FCケルン シー


ズンドキュメンタリー


"24/7 EFFZEH"


#8


1830-1900


【再】町中華で飲ろう


ぜ #44


2100-2200


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第8戦ダイジェ


スト


2230-2400


【再】UFC


RELOADED～UFC


110（2010年）


2400-2430


【再】＋（ぷらす）


#5 所英男+髙田延


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #45


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


楽天


7/12


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


2000-2030


ホッとな☆お買い物情


報
2030-2100


【再】プロレスのススメ


#17


1200-1630


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


広島


7/22


13:00


1630-1700


【再】プロレスのススメ


#14


1725-1755


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


【再】町中華で飲ろう


ぜ #56


1225-1255


ホッとな☆お買い物情


報


1730-1800


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#43


1200-1625


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


広島


7/20


18:00


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


1900-1930


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51
1930-2000


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51
2000-2100


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第5戦ダイジェ


スト


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


楽天


7/14


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報


1745-2200


未定


(調整中)


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報


1745-2200


未定


(調整中)


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


【再】町中華で飲ろう


ぜ #10


1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報


1745-2200


未定


(調整中)


1930-2400


未定


(調整中)
2000-2100


【再】ザ・ベスト・オブ


「PRIDE」 シーズン3


#7


2100-2200


【初】UFC


UNLEASHED　#8


1225-1255


ホッとな☆お買い物情


報


1200-1225


RIZIN


1200-1630


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


阪神


7/28


17:00


1255-1730【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


阪神


7/29


13:00


1200-1630


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


阪神


7/27


18:00


1630-1700


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#128


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


楽天


7/14


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1200-1630


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


広島


7/21


17:00


1630-1700


【再】プロレスのススメ


#15


1830-1900


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


1100-1130


【再】キン肉マン #24


1100-1130


【再】キン肉マン #6


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #5


0900-0930


【再】キン肉マン #8


0930-1000


【再】キン肉マン #9


1000-1030


【再】キン肉マン #10


1030-1100


【再】キン肉マン #11


0830-0900


【再】キン肉マン #13


0900-0930


【再】キン肉マン #14


0830-0900


【再】キン肉マン #1


0900-0930


【再】キン肉マン #2


0930-1000


【再】キン肉マン #3


1000-1030


【再】キン肉マン #4


1030-1100


【再】キン肉マン #5


0930-1000


【再】キン肉マン #15


0830-1055


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第5節


サンフレッチェ広島


×


横浜FM


5/5


14:00


1030-1100


【再】キン肉マン #17


0430-0700


【再】


【フランクフルト一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第27節


対ドルトムント


0500-0530


【再】BVBストーリー


ズ Who We Are


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～7


月13日開催　対楽


天戦～


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0400-0630


【再】


【フランクフルト一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第29節


対メンヘングラードバッ


ハ


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0400-0600


【再】旗揚げ1周年記


念大会「GRAND


SLAM in TKPガーデ


ンシティ千葉」


2020.7.5 TKPガー


デンシティ千葉


0400-0430


【再】BVBストーリー


ズ Who We Are
0430-0700


【再】


【バイエルン一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第28節


対ウニオンベルリン


0500-0530


【再】BVBストーリー


ズ Who We Are


0430-0700


【再】


【バイエルン一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第29節


対ボルフスブルク


0630-0700


【再】プロレスのススメ


#8
0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～7


月14日開催　対楽


天戦～


0700-0800


【再】全日本プロレス


アーカイブス #19


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0730-0800


【再】キン肉マン #22


0400-0430


【再】プロレスのススメ


#16


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0400-0430


【再】プロレスのススメ


#17


0400-0430


【再】プロレスのススメ


#19
0430-0500


【再】キン肉マン #24


0500-0530


【再】プロレスのススメ


#3
0530-0800


【再】


【バイエルン一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第34節


対アウグスブルク


0530-0800


【再】


【フランクフルト一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第34節


対フライブルク


0530-0800


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第6節


コンサドーレ札幌


×


鹿島アントラーズ


5/19


19:00


0430-0500


【再】BVBストーリー


ズ Who We Are


0510-0530


【再】20/21ブンデス


0430-0520


【再】1.FCケルン シー


ズンドキュメンタリー


"24/7 EFFZEH"


#2


0430-0500


【再】BVBストーリー


ズ Who We Are
0500-0530


【再】BVBストーリー


ズ Who We Are


0400-0430


【再】キン肉マン #23


0530-0800


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第6節


アビスパ福岡


×


サガン鳥栖


5/19


19:00


0830-0900


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


0930-1000


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51
1000-1100


【再】鷹のミカタ#13


1030-1100


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#127


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報
0830-0930


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第4戦ダイジェ


スト


0700-0730


【再】キン肉マン #21


0830-1055


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第5節


ヴィッセル神戸


×


FC東京


5/5


15:00


0730-0800


【再】プロレスのススメ


#10
0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0930-1000


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51
1000-1100


【再】鷹のミカタ#13


1030-1100


【初】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#128


0900-0930


【再】月刊 JFATV


2021年6月号
0930-1030


【再】Ｊリーグ ラボ＃


98


0830-1055


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第5節


清水エスパルス


×


ベガルタ仙台


5/5


14:00


0530-0800


【再】


【フランクフルト一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第32節


対マインツ


0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第5節


柏レイソル


×


浦和レッズ


5/5


16:00


0500-0730


【再】


総合格闘技


DREAMで逢えたら


#21


0830-0900


【再】UFC MAIN


EVENT～ファブリシ


1900-1930


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51
1930-2000


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51
2000-2030


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


0830-1055


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第5節


鹿島アントラーズ


×


アビスパ福岡


5/5


15:00


1200-1300


【初】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#17


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


オリックス


7/10


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


オリックス


7/11


14:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1800-1830


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51
1830-1900


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #42


1900-1930


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51
1930-2000


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51
2000-2030


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1655-2130【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


広島


7/21


17:00


2130-2200


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#127
2200-2230


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


楽天


7/12


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1625-1655


ホッとな☆お買い物情


報


1700-1725


RIZIN


2100-2200


【初】UFC


UNLEASHED　#7


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1800-1830


【再】町中華で飲ろう


ぜ #43


2000-2030


ホッとな☆お買い物情


報


1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報


1930-2000


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


1900-2000


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#17


1900-1930


ホッとな☆お買い物情


報


2120-2150


【初】BVBストーリー


ズ Who We Are


2000-2030


【再】BVBストーリー


ズ Who We Are


1200-1225


RIZIN
1225-1255


ホッとな☆お買い物情


報
1255-1730【初】


＜生＞


LIONS


プロ野球中継2021


～ファーム～


西武


×


巨人


7/4


13:00


1730-1800


【再】月刊！ホークス


#253


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


1200-1630


【再】


LIONS


プロ野球中継2021


～ファーム～


西武


×


巨人


7/3


13:00


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


0630-0700


【再】プロレスのススメ


#6


0430-0700


【再】


【バイエルン一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第20節


対ヘルタベルリン


0430-0700


【再】


【バイエルン一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第21節


対ビーレフェルト


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～


6月30日開催　対西


武戦～


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～


7月1日開催　対西


武戦～


0400-0430


【再】キン肉マン #19


0530-0800


【再】


総合格闘技


DREAMで逢えたら


#20


0430-0500


【再】キン肉マン #20


0500-0530


【再】プロレスのススメ


#99
0530-0800


【再】


【バイエルン一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第23節


対ケルン


0400-0630


【再】


【フランクフルト一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第22節


対バイエルン


0700-0730


【再】キン肉マン #19


0730-0800


【再】キン肉マン #20


2500-2600


【再】プロ野球ファンバ


トル　ダイヤモンド麻


雀＃4～パ・リーグ


ペナントレース～


2000-2030


ホッとな☆お買い物情


報
2030-2415


【初】若手女子ゴル


ファー大会！


マイナビ ネクストヒロイ


ンゴルフツアー2019


第6戦


2415-2745


【初】SUPER


DARTS 2011


Vol.1


2000-2100


【再】UFC


UNLEASHED　#5


2100-2200


【初】UFC


UNLEASHED　#6


2300-2330


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51
2330-2400


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


2500-2600


【再】プロ野球ファンバ


トル　ダイヤモンド麻


雀＃5～パ・リーグ


ペナントレース～


2600-2830


【再】


【フランクフルト一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第23節


対ブレーメン


2400-2500


【再】UFC


UNLEASHED　#6


2200-2755


【再】


"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"


#18


RIZIN.15


(2019/04/21)


2230-2300


ホッとな☆お買い物情


報
2300-2400


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#12


2300-2330


【再】ガンガン!ホーク


ス
2330-2400


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#42
2400-2600


【再】RIZINで逢いま


しょう　#5
2430-2500


【初】旧車ＴＶ レス


トア・ファクトリー　#8


2000-2030


ホッとな☆お買い物情


報


2430-2930


【再】


"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"


#13


RIZIN.11


(2018/07/29)


1745-2300【初】


<生>


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


西武


7/1


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1800-1830


【再】町中華で飲ろう


ぜ #15
1830-1900


【再】町中華で飲ろう


ぜ #16
1900-1930


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#42
1930-2000


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51
2000-2030


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51
2030-2230


【初】「Stardom


Cinderella


summer in


Tokyo」


2020.7.26 後楽園


ホール


2230-2430


【再】「横浜リボン


2020・June」


2020.6.13 横浜ラ


ジアントホール


1900-1930


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報


2030-2130


【初】


20/21ブンデスリー


ガ・マンスリー・セレク


ション#6


1930-2000


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#42


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


1100-1130


【再】月刊！ホークス


#253


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0500-0600


【再】ザ・ベスト・オブ


「PRIDE」 シーズン3


#2


0600-0700


【再】UFC


UNLEASHED　#5


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～7


月12日開催　対楽


天戦～


0430-0530


【再】全日本プロレス


アーカイブス #18


0430-0520


【再】1.FCケルン シー


ズンドキュメンタリー


"24/7 EFFZEH"


#6


0430-0500


【再】BVBストーリー


ズ Who We Are


0510-0530


【再】20/21ブンデス


0500-0530


【再】キン肉マン #19


0630-0700


【再】キン肉マン #20


0530-0800


【再】


【バイエルン一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第24節


対ドルトムント


0530-0800


【再】


【フランクフルト一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第25節


対ライプツィヒ


0530-0800


【再】


【バイエルン一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第26節


対シュトゥットガルト


0530-0600


【再】プロレスのススメ


#4


0500-0530


【再】BVBストーリー


ズ Who We Are


1100-1130


【初】月刊！ホークス


#254


2600-2830


【再】


【バイエルン一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第25節


対ブレーメン


2600-2900


【再】天皇杯 JFA 第


101回全日本サッ


カー選手権大会


3回戦


カード未定


2600-2830


【再】


【フランクフルト一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第21節


対ケルン


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第4節


コンサドーレ札幌


×


アビスパ福岡


4/28


19:00


0830-1050


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第3節


清水エスパルス


×


横浜FM


4/21


19:00


0600-0700


【再】ザ・ベスト・オブ


「PRIDE」 シーズン3


#4


0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第3節


サンフレッチェ広島


×


ベガルタ仙台


4/21


19:00


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #37


1000-1100


【再】鷹のミカタ#12


1030-1100


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#126


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報
0830-0930


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第2戦ダイジェ


スト


0830-0900


【再】超美女ゴル


ファー参戦！スペシャ
0900-0930


【初】月刊 JFATV


2021年6月号
0930-1000


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #28


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～7


月9日開催　対オリッ


クス戦～


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～7


月10日開催　対オ


リックス戦～


1000-1100


【初】鷹のミカタ#13


1030-1100


【初】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#127


1200-1630


【再】


LIONS


プロ野球中継2021


～ファーム～


西武


×


巨人


7/4


13:00


1630-1700


【再】プロレスのススメ


#11


1630-1700


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#42


2500-2600


【再】プロ野球ファンバ


トル　ダイヤモンド麻


雀＃6～パ・リーグ


ペナントレース～


1200-1630


【再】


LIONS


プロ野球中継2021


～ファーム～


西武


×


日本ハム


7/6


18:00


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


西武


6/30


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


西武


7/1


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


0930-1030


【初】Ｊリーグ ラボ＃


98


2600-2900


【再】天皇杯 JFA 第


101回全日本サッ


カー選手権大会


3回戦


カード未定


2400-2430


【初】旧車ＴＶ レス


トア・ファクトリー　#7


1900-1930


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51
1930-2000


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


2600-2700


【再】UFC NOW


#1


2700-2800


【再】UFC NOW


#2


1800-1830


【再】町中華で飲ろう


ぜ #21
1830-1900


ホッとな☆お買い物情


報


1930-2000


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


1900-1930


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#126


1830-1900


ホッとな☆お買い物情


報


2030-2100


ホッとな☆お買い物情


報


1830-1900


【初】キン肉マン #22


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #13


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #14


2230-2300


【再】月刊！ホークス


#253


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


1800-1830


【再】町中華で飲ろう


ぜ #33


1225-1255


ホッとな☆お買い物情


報
1255-1730【初】


＜生＞


LIONS


プロ野球中継2021


～ファーム～


西武


×


巨人


7/3


13:00


1730-1800


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#126


1130-1200


【初】町中華で飲ろう


ぜ #18


1130-1200


【再】町中華で飲ろう


ぜ #24


0610-0800


【再】


総合格闘技


DREAMで逢えたら


#16


1830-1850


【再】20/21ブンデス


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1725-1755


ホッとな☆お買い物情


報
1755-2230【初】


＜生＞


LIONS


プロ野球中継2021


～ファーム～


西武


×


日本ハム


7/6


18:00


1800-1830


【初】キン肉マン #21


1700-1725


RIZIN


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #29


1800-1830


【再】町中華で飲ろう


ぜ #31


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1100-1130


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#42


2130-2230


【再】


20/21ブンデスリー


ガ・シーズンレビュー


1800-1830


【初】町中華で飲ろう


ぜ #27


1200-1225


RIZIN


1630-1700


【再】月刊！ホークス


#253


2230-2500


【再】


【フランクフルト一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第24節


対シュトゥットガルト


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #30


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #32


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


西武


6/30


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


2300-2330


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#42
2330-2400


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#126


1745-2300【初】


<生>


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


オリックス


7/9


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1830-1900


【再】町中華で飲ろう


ぜ #34


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #35


1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報


1850-2220


＜生＞天皇杯 JFA


第101回全日本サッ


カー選手権大会


3回戦


カード未定


0830-0930


【初】カジサックvs古


閑美保！スペシャル


ゴルフ対決 by


UUUM GOLF


1945-2030


【初】Smile


again！～人生宝


箱～　#4


2415-2500


【再】Smile


again！～人生宝


箱～　#4


1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


オリックス


7/9


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1200-1630


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


オリックス


7/11


13:00


1630-1700


【再】プロレスのススメ


#13


1930-2000


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


0930-1000


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


2400-2600


【初】「アイスリボン横


浜文化体育館大会


FINAL」 2020.8.9


横浜文化体育館


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


西武


7/1


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1900-1930


【初】旧車ＴＶ レスト


ア・ファクトリー　#9


2330-2400


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#43


2300-2330


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#127


2100-2300


【初】「アイスリボンマー


チ2020」


2020.3.14 後楽園


ホール


2300-2500


【再】「横浜リボン


2020・June」


2020.6.13 横浜ラ


ジアントホール


2500-2600


【再】ザ・ベスト・オブ


「PRIDE」 シーズン3


#10


1745-2300【初】


<生>


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


楽天


7/14


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


0830-1055


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第4節


徳島ヴォルティス


×


FC東京


4/28


19:00


2300-2400


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#13


2530-2600


【再】プロレスのススメ


#19
2600-2830


【再】


【バイエルン一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第27節


対ライプツィヒ


2600-2700


【再】UFC


CLASSICS～アンデ


ウソン・シウバ


2700-2800


【再】UFC


CLASSICS～フラン


ク・ミア


2500-2600


【再】プロ野球ファンバ


トル　ダイヤモンド麻


雀＃8～パ・リーグ　ク


ライマックスシリーズ～


2300-2500


【初】「5★STAR GP


2020 優勝決定戦」


2020.9.19 後楽園


ホール


2500-2600


【再】ザ・ベスト・オブ


「PRIDE」 シーズン3


#5


2400-2500


【再】プロ野球ファンバ


トル　ダイヤモンド麻


雀＃7～セ・リーグ　ク


ライマックスシリーズ～


2300-2330


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#43


2230-2430


【初】「第10回


GODDESS OF


STARDOM～タッグ


リーグ戦～」


2020.10.29 後楽


園ホール


2705-2750


【再】1.FCケルン シー


ズンドキュメンタリー


"24/7 EFFZEH"


2100-2300


【再】「Stardom


Cinderella


summer in


Tokyo」


2020.7.26 後楽園


ホール


2030-2230


【初】「STARDOM


YOKOHAMA


CINDERELLA


2020」 2020.10.3


横浜武道館


2030-2100


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


2600-2830


【再】


【フランクフルト一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第28節


対ボルフスブルク


2000-2200


【再】「心は近くに ～


Close to you～ 後


楽園、復活！！」


2020.7.13 後楽園


ホール


2200-2400


【再】「DEEP


JEWELS 29」


2020.7.23 新宿


FACE


2400-2600


【初】「DEEP


JEWELS 30」


2020.10.31 ニュー


ピアホール


2600-2630


【再】プロレスのススメ


#18


2600-2830


【再】UFC


RELOADED～UFC


67（2007年）


2330-2400


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#127


2630-2705


【再】BVBストーリー


ズ Who We Are
2700-2930


【再】


【フランクフルト一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第26節


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1745-2300【初】


<生>


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


オリックス


7/10


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


2300-2330


【再】月刊！ホークス


#254


1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報


0530-0800


【再】


【フランクフルト一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第31節


対レバークーゼン


0430-0500


【再】キン肉マン #22


0500-0530


【再】プロレスのススメ


#2
0530-0800


【再】


【バイエルン一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第30節


対レバークーゼン


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #54


0430-0450


【再】20/21ブンデス
0450-0510


【再】20/21ブンデス
0510-0530


【再】20/21ブンデス


0440-0530


【再】1.FCケルン シー


ズンドキュメンタリー


"24/7 EFFZEH"


#8


0830-1055


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第5節


横浜FC


×


湘南ベルマーレ


5/5


14:00


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #50


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #51


2650-2715


RIZIN


CONFESSIONS
2715-2745


【再】UFC MAIN


EVENT～ファブリシ


2600-2830


【再】


【バイエルン一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第31節


対マインツ


2600-2830


【再】


【バイエルン一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第32節


対メンヘングラードバッ


ハ


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


2720-2750


【再】プロレスのススメ


#4


2600-2900


【再】天皇杯 JFA 第


101回全日本サッ


カー選手権大会


3回戦


カード未定


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


【再】町中華で飲ろう


ぜ #36


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #39


1745-2300【初】


<生>


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


楽天


7/13


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


2330-2400


【再】月刊！ホークス


#254


2610-2630


【再】20/21ブンデス
2630-2700


【再】BVBストーリー


ズ Who We Are


1900-1930


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


2500-2600


【再】プロ野球ファン対


抗！ ダイヤモンド麻


雀＃9～日本シリー


ズ編～


2400-2600


【再】RIZINで逢いま


しょう　#3


2400-2600


【初】「リボンの騎士た


ち 2020」


2020.9.20 後楽園


ホール


1100-1130


【初】＜生＞熱血宣


言！E・ZO


1745-2300【初】


<生>


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


楽天


7/12


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1200-1630


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


オリックス


7/10


17:00


1630-1700


【再】プロレスのススメ


#12


0430-0500


【再】BVBストーリー


ズ Who We Are


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報
0830-1055


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第5節


コンサドーレ札幌


×


サガン鳥栖


5/5


14:00


0830-1055


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第4節


サガン鳥栖


×


鹿島アントラーズ


4/28


19:00


0830-1055


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第4節


ヴィッセル神戸


×


大分トリニータ


4/28


18:00


0830-1050


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第4節


浦和レッズ


×


湘南ベルマーレ


4/28


18:00


0600-0630


【再】キン肉マン #19


0600-0800


【再】「心は近くに ～


Close to you～ 後


楽園、復活！！」


2020.7.13 後楽園


ホール


0530-0800


【再】


【フランクフルト一挙】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第30節


対アウグスブルク


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0530-0600


【再】キン肉マン #20


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～7


月11日開催　対オ


リックス戦～


0930-0945


【初】Challenge！


1000-1030


【再】月刊 JFATV


2021年5月号


0900-1000


【再】Ｊリーグ ラボ＃


97＜ゲスト：大岩剛


（JFAインストラク


ター）＞


1000-1015


【再】Challenge！


0830-1055


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第4節


横浜FC


×


柏レイソル


4/28


19:00


0830-1055


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第5節


大分トリニータ


×


徳島ヴォルティス


5/5


14:00


0830-0930


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第3戦ダイジェ


スト


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


2000-2030


ホッとな☆お買い物情


報


1345-1800


未定


(調整中)


2030-2500


未定


(調整中)


2200-2230


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#44
2230-2300


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


2230-2300


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


1630-1700


【再】月刊！ホークス


#254


1000-1030


【再】キン肉マン #16


0400-0500


【再】全日本プロレス


アーカイブス #17


0500-0600


【再】ザ・ベスト・オブ


「PRIDE」 シーズン3


#1


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #38


1800-1900


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


SENSE　#1


0830-1050


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第4節


清水エスパルス


×


サンフレッチェ広島


4/28


19:00


0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第4節


ベガルタ仙台


×


横浜FM


4/28


18:00


1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報


1200-1300


【再】ザ・ベスト・オブ


「PRIDE」 シーズン3


#3


1300-1345


ホッとな☆お買い物情


報


1200-1630


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


オリックス


7/9


18:00


1630-1700


【再】月刊！ホークス


#253


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1345-1900【初】


<生>


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


オリックス


7/11


14:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1100-1130


【再】町中華で飲ろう


ぜ #41


2500-2600


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#8


2600-2700


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#9


2700-2800


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#10


2500-2915


【再】


"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"


#14


RIZIN.12


(2018/08/12)


2300-2400


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#1


2400-2500


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#2


2500-2600


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#3


2200-2400


【再】RIZINで逢いま


しょう　#4


2400-2500


【初】全日本プロレス


アーカイブス #23


1900-1930


【再】BVBストーリー


ズ Who We Are
1930-2000


【再】BVBストーリー


ズ Who We Are


2500-2600


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#15


2600-2700


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#16


2700-2800


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#17


0530-0755


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第6節


FC東京


×


大分トリニータ


5/19


19:00


0830-0900


【再】キン肉マン #19


0900-0930


【再】キン肉マン #20


0930-1000


【再】キン肉マン #21


1000-1030


【再】キン肉マン #22


1030-1100


【再】キン肉マン #23


1200-1300


【再】UFC


UNLEASHED　#8


1100-1130


【再】月刊！ホークス


#254


1300-1345


ホッとな☆お買い物情


報


1800-1830


【再】町中華で飲ろう


ぜ #15
1830-1900


【再】町中華で飲ろう


ぜ #16


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報
0830-0930


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第6戦ダイジェ


スト


2200-2230


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#128
2230-2300


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


1130-1200


【再】町中華で飲ろう


ぜ #14


0930-1000


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51
1000-1100


【再】鷹のミカタ#13


2200-2230


ホッとな☆お買い物情


報


2200-2230


ホッとな☆お買い物情


報


2200-2230


ホッとな☆お買い物情


報
2230-2430


【初】「KNOCK OUT


CHAMPIONSHIP.


1」2020.2.11 大田


区総合体育館


2430-2630


【初】「KNOCK OUT


CHAMPIONSHIP.


2 第1部 BLACK」


2020.9.13 後楽園


ホール


2630-2700


【再】プロレスのススメ


#11


1755-2230【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


広島


7/20


18:00


2430-2500


【再】＋（ぷらす）


#2 岩隈久志＋斎
2500-2530


【再】＋（ぷらす）


#3 小野伸二＋加


2330-2400


【再】プロレスのススメ


#18


2430-2500


【再】＋（ぷらす）


#6 井上直樹+髙田


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


2000-2100


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第7戦ダイジェ


スト


2300-2330


～岩城滉一 Bike


Style Life～ 51


2230-2430


【初】「BRANDNEW


WRESTLING 4～


奪うなかれ、与えたま


え～」 2020.7.23


後楽園ホール


2430-2630


【初】「WRESTLE


PRINCESS」


2020.11.7 東京


ドームシティホール


2630-2730


【再】全日本プロレス


アーカイブス #20


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


2430-2530


【再】UFC NOW


#1


2220-2420


【初】2020.11.15


仙台サンプラザホール


2420-2620


【初】「10周年記念イ


ヤー 夢の祭典～プロ


ローグ～OSAKA


DREAM


CINDERELLA」


2020.12.20 大阪


府立体育会館


2430-2630


【初】「SHOOT


BOXING 2020


act.1」2020.2.15


後楽園ホール


1900-1945


【初】Smile


again！～人生宝


箱～　#5


1830-1900


【初】キン肉マン #26


2000-2100


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第10戦ダイ


ジェスト


1830-1900


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#127
1900-2000


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第1戦ダイジェ


スト


2000-2100


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第2戦ダイジェ


スト


0400-0430


【再】キン肉マン #21


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1255-1730【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


広島


7/22


13:00


1200-1225


RIZIN


0830-0930


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第5戦ダイジェ


スト


2620-2720


【再】UFC MAIN


EVENT～アリスター・


オーフレイム×ブロッ


ク・レスナー


（2011）


2700-2800


【再】ザ・ベスト・オブ


「PRIDE」 シーズン3


#6


2150-2220


ホッとな☆お買い物情


報


2100-2200


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第3戦ダイジェ


スト


2230-2900


【初】「KNOCK OUT


CHAMPIONSHIP.


1」2020.2.11 大田


区総合体育館





























月 間 番 組 表 Page：1/5


ＬａＬａ　ＴＶ 2021.06.28-2021.07.04
2021.06.28 2021.06.29 2021.06.30 2021.07.01 2021.07.02 2021.07.03 2021.07.04


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え
[S]:ステレオ [L]:ライブ
[M]:モノラル [初]:初回放送
[二]:二カ国語 [HD]:ハイビジョン
[多]:音声多重 [終]:最終回
[SS]:サラウンド [字]:字幕あり


04:00


04:30 04:30 04:30


45[S][HD]
きょうの料理～辰巳芳子～　「煮しめ」


05:00 00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃４


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃６


05:00 05:00


04:00 00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃３


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃５


04:00 00[S][HD]
きょうの料理～辰巳芳子～　「祝い肴（ざ
かな）」


00[S][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1057（Red Velvet -
IRENE & SEULGI他）


05:30 05:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃１


30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃１１


05:30


06:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


06:00 06:00


06:30 30[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第１夜


30[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第２夜


06:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃２


06:30


45[M][字][HD]
韓◆冬のソナタ＃６


45[M][字][HD]
韓◆冬のソナタ＃７


07:00 07:00


09:00 09:00


09:30


00[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃１２


07:00


07:30 07:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃３


07:30


08:00 08:00 08:00


15[S][字][HD]
韓◆三食ごはん＃３


30[S][初][HD]
素直になれなくて＃６


30[S][初][HD]
素直になれなくて＃７


10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


09:30 09:30


10:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


10:00 00[S][字][HD]
韓◆ユン食堂＃６


00[S][字][HD]
韓◆ユン食堂＃７


10:00


10:30


15[S][字][HD]
韓◆三食ごはん＃４


08:30 08:30 30[S][初][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1098＜字幕あり＞


30[S][初][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1099＜字幕なし＞


08:30


09:00


11:30 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]インフォメーション 11:30 11:30


45[S][HD]
恋する雑貨　「東京　下町ハンドメイド」


45[S][HD]
恋する雑貨　「沖縄の手しごとニュー
ウェーブ」


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]インフォメーション


12:00 12:00 00[S][字][HD]
韓◆春のワルツ＃３


12:00


15[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃１３12:30 30[S][初][字][HD]


韓◆エデンの東＃２２
30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃２３


12:30 12:30


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 30[S][字][HD]
韓◆春のワルツ＃４


13:30


45[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃１４14:00 00[S][HD]


インフォメーション
00[S][HD]
インフォメーション


14:00 14:00


14:30 30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
１


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
２


14:30 14:30


15:00 15:00 00[S][HD]
インフォメーション


16:30 16:30 30[M][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃４４


16:30


17:00 17:00


15:00


15[S][HD]インフォメーション


15:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


15:30 30[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃１５


30[M][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃４３


15:30


16:00


00[S][初][字][HD]
セレブの食卓　「デンマーク～トラネケア
城～」


00[S][初][字][HD]
セレブの食卓　「オーストリア～リーガー
スブルク城～」


18:00 18:00


18:30 18:30 30[S][HD]
インフォメーション


18:30


45[S][初][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃８


45[S][初][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃９


00[S][終][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃１６


17:00


17:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


17:30 30[S][HD]インフォメーション 17:30


45[M][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃４５


18:00


00[S][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃８


00[S][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃９


16:00 16:00


45[M][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃４６


19:00 19:00 00[S][終][字][HD]
韓◆三食ごはん＃１１


19:00


19:30 19:30 19:30


45[S][HD]インフォメーション


20:00 20:00 00[M][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃４７


20:00


15[S][HD]キョートカクテル　第１夜 15[S][HD]キョートカクテル　第２夜


20:30 30[S][初][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃３５


30[S][初][終][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃３６


20:30 30[S][HD]
インフォメーション


20:30


21:00 21:00 00[S][字][HD]
韓◆ヒョリの民宿２＃１


00[S][HD]
インフォメーション


21:00


21:30 30[M][初][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃４６


30[M][初][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃４７


21:30


25:00 25:00


45[S][初][HD]人気MUSICセレクト


23:00 23:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃１５


23:00


15[S][字][HD]
韓◆100日の郎君様＃２


23:30 23:30 23:30


24:00


30[S][字][HD]
韓◆100日の郎君様＃１


21:30


22:00 22:00 22:00


22:30 30[S][初][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃１４


30[S][初][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃１５


22:30 22:30


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃１８［吹替］


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃２１［吹替］


26:00


26:30 26:30 26:30


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃１７［吹替］


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃２０［吹替］


25:00


25:30 30[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃９


30[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃１０


25:30 25:30


26:00 26:00


00[S][初][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃９


00[S][初][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃１０


24:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃１６


24:00


24:30 24:30 24:30


27:00


27:30 27:30 27:30


27:00 00[M][字][HD]
華◆聴雪楼 愛と復讐の剣客＃５４


00[M][字][HD]
華◆聴雪楼 愛と復讐の剣客＃５５


27:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃１９［吹替］


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃２２［吹替］
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ＬａＬａ　ＴＶ 2021.07.05-2021.07.11
2021.07.05 2021.07.06 2021.07.07 2021.07.08 2021.07.09 2021.07.10 2021.07.11


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え
[S]:ステレオ [L]:ライブ
[M]:モノラル [初]:初回放送
[二]:二カ国語 [HD]:ハイビジョン
[多]:音声多重 [終]:最終回
[SS]:サラウンド [字]:字幕あり


04:00 00[S][HD]
きょうの料理～辰巳芳子～　「新たまね
ぎのスープ」


00[S][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1059（カン･ダニエ
ル、TREASURE他）


04:00


04:30 04:30 04:30


45[S][HD]
きょうの料理～辰巳芳子～　「らっきょう
漬け」05:00 00[S][字][HD]


運命の桃花～宸汐縁～＃８


04:00 00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃７


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃９


00[S]
メンテナンス停波


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃１１


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃１３


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃１０


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃１２


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃１４


06:30 30[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第３夜


30[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第４夜


30[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第５夜


30[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第６夜


05:00 05:00


05:30 05:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃４


30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃１３


05:30


06:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


06:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃５


06:30


45[M][字][HD]
韓◆冬のソナタ＃８


45[M][字][HD]
韓◆冬のソナタ＃９


45[M][字][HD]
韓◆冬のソナタ＃１０


45[M][字][HD]
韓◆冬のソナタ＃１１


45[M][字][HD]
韓◆冬のソナタ＃１２


08:00


15[S][字][HD]
韓◆三食ごはん＃５


00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「ア
イルランドへの旅」


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


06:00 06:00


07:00 07:00 00[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃１４


07:00


07:30 07:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃６


07:30


08:00 08:00


30[S][初][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1099＜字幕あり＞


30[S][初][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1100＜字幕なし＞


08:30


09:00 09:00 09:00


09:30 09:30 09:30


15[S][字][HD]
韓◆三食ごはん＃６


15[S][字][HD]
韓◆三食ごはん＃７


15[S][字][HD]
韓◆三食ごはん＃８


15[S][字][HD]
韓◆三食ごはん＃９


08:30 08:30


10:00 00[S][字][HD]
韓◆ユン食堂＃８


00[S][終][字][HD]
韓◆ユン食堂＃９


10:00


10:30 30[S][初][HD]
素直になれなくて＃８


30[S][初][HD]
素直になれなくて＃９


30[S][初][HD]
素直になれなくて＃１０


30[S][初][終][HD]
素直になれなくて＃１１


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃１［吹替］


10:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]人気MUSICセレクト 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]インフォメーション 11:30 11:30


45[S][HD]
恋する雑貨　「大分湯のまち　スタイリッ
シュ竹細工」


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「夏
を楽しむ」


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「里
の夏景色」


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「和
紙の里へ～福井県～」


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「古
都の心を伝える」


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]インフォメーション


13:00


13:30 13:30 30[S][字][HD]
韓◆春のワルツ＃６


13:30


12:00 12:00 00[S][字][HD]
韓◆春のワルツ＃５


12:00


15[S][字][HD]
韓◆コッパダン～恋する仲人～＃１


12:30 30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃２４


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃２５


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃２６


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃２７


14:00


14:30 30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
３


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
４


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
５


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
６


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
７


14:30 14:30


15:00


45[S][字][HD]
韓◆コッパダン～恋する仲人～＃２


14:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


14:00


15:00


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃２８


12:30 12:30


13:00 13:00


00[S][HD]
インフォメーション


15:00


15[S][HD]インフォメーション


15:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


15:30


16:00


16:30 16:30 30[M][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃４９


16:30


17:00 17:00 00[S][字][HD]
韓◆コッパダン～恋する仲人～＃４


17:00


17:30


30[S][字][HD]
韓◆コッパダン～恋する仲人～＃３


30[M][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃４８


15:30


16:00 00[S][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃１０


00[S][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃１１


00[S][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃１２


00[S][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃１３


00[S][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃１４


16:00


30[S][HD]インフォメーション 17:30


45[M][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃５０


18:00 00[S][初][字][HD]
セレブの食卓　「イギリス～チリンガム城
～」


00[S][初][字][HD]
セレブの食卓　「イタリア～スピオーネ城
～」


00[S][初][字][HD]
セレブの食卓　「スペイン～エル･リンコ
ン城～」


00[S][初][字][HD]
セレブの食卓　「ベルギー～ヘックス城
～」


00[S][初][字][HD]
セレブの食卓　「ハンガリー～パトリシウ
スワイナリー～」


18:00


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


17:30


18:00


18:30 18:30 30[S][HD]
インフォメーション


18:30


45[S][初][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃１０


45[S][初][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃１１


45[S][初][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃１２


45[S][初][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃１３


45[S][初][終][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃１４


45[M][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃５１


19:00 19:00 00[S][字][HD]
韓◆ヒョリの民宿２＃２


19:00


19:30 19:30 19:30


45[S][HD]インフォメーション


20:00 20:00 00[M][終][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃５２


20:00


15[S][HD]キョートカクテル　第３夜 15[S][HD]キョートカクテル　第４夜 15[S][HD]キョートカクテル　第５夜 15[S][HD]キョートカクテル　第６夜 15[S][HD]キョートカクテル　第７夜


20:30 20:30


45[S][HD]
インフォメーション


21:00 21:00 00[S][HD]
インフォメーション


21:00


15[S][字][HD]
韓◆ヒョリの民宿２＃３


21:30 30[M][初][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃４８


30[M][初][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃４９


30[M][初][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃５０


20:30 30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃１


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃２


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃３


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃４


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃５


30[M][初][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃５１


30[M][初][終][字][HD]
華◆海棠（かいどう）が色付く頃に＃５２


21:30 30[S][字][HD]
韓◆100日の郎君様＃３


21:30


22:00 22:00 22:00


22:30 30[S][初][終][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃１６


23:00 23:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃１７


23:00


15[S][字][HD]
韓◆100日の郎君様＃４


23:30 23:30 23:30


24:00 00[S][初][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃１１


30[S][初][字][HD]
韓◆99億の女＃１


30[S][初][字][HD]
韓◆99億の女＃２


30[S][初][字][HD]
韓◆99億の女＃３


30[S][初][字][HD]
韓◆99億の女＃４


22:30 22:30


24:00


24:30 24:30 24:30


25:00 25:00 00[S][吹][終][HD]
アリー my Love　シーズン２＃２３［吹替］


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃２［吹替］


25:00


25:30


00[S][初][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃１２


00[S][初][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃１３


00[S][初][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃１４


00[S][初][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃１５


24:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃１８


25:30


26:00 26:00 00[S][字]
アリー my Love　特別編


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃３［吹替］


26:00


26:30 26:30 26:30


30[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃１１


30[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃１２


30[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃１３


30[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃１４


30[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃１５


25:30


27:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃１［吹替］


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃４［吹替］


27:00


27:30 27:30 27:30


45[S][初][HD]日本銘酒紀行ミニ～沖縄　御酒～CULTURE
50[S][初][HD]日本銘酒紀行ミニ～沖縄　御酒～HISTORY
55[S]メンテナンス停波


27:00 00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「春
夏秋冬ベニシアのエッセイ」


00[M][終][字][HD]
華◆聴雪楼 愛と復讐の剣客＃５６


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃１


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃２


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃３
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ＬａＬａ　ＴＶ 2021.07.12-2021.07.18
2021.07.12 2021.07.13 2021.07.14 2021.07.15 2021.07.16 2021.07.17 2021.07.18


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え
[S]:ステレオ [L]:ライブ
[M]:モノラル [初]:初回放送
[二]:二カ国語 [HD]:ハイビジョン
[多]:音声多重 [終]:最終回
[SS]:サラウンド [字]:字幕あり


04:00 00[S][HD]
きょうの料理～辰巳芳子～　「あさりのコ
ンソメ」


00[S][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1082（SHINee、カ
ン・ダニエル他）


04:00


04:30 04:30 04:30


45[S][HD]
きょうの料理～栗原はるみ～　「フライパ
ンチャーシュー」05:00 00[S][字][HD]


運命の桃花～宸汐縁～＃１６


04:00 00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃１５


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃１７


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃１９


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃２１


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃２３


05:30 05:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃７


30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃１５


05:30


06:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃１８


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃２０


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃２２


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃２４


05:00 05:00


00[S][HD]
インフォメーション


06:00 06:00


06:30 30[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第７夜


30[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第８夜


30[S][HD]3ミニットミールズ＃１ 30[S][HD]3ミニットミールズ＃２ 30[S][HD]3ミニットミールズ＃３ 06:30


07:00 07:00 00[S][終][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃１６


07:00


07:30 07:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃９


07:30


08:00 08:00


30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃８


06:30


45[M][字][HD]
韓◆冬のソナタ＃１３


45[M][字][HD]
韓◆冬のソナタ＃１４


45[M][字][HD]
韓◆冬のソナタ＃１５


45[M][字][HD]
韓◆冬のソナタ＃１６


45[M][字][HD]
韓◆冬のソナタ＃１７


08:00


15[S][字][HD]
韓◆三食ごはん＃１０


15[S][終][字][HD]
韓◆三食ごはん＃１１


30[S][初][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1101＜字幕なし＞


08:30


09:00 09:00 09:00


09:30 09:30 09:30


15[S][字][HD]
韓◆コーヒーフレンズ＃１


15[S][字][HD]
韓◆コーヒーフレンズ＃２


15[S][字][HD]
韓◆コーヒーフレンズ＃３


08:30 08:30 30[S][初][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1100＜字幕あり＞


10:00 00[S][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜中国
編＞＃１


00[S][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜中国
編＞＃２


10:00


10:30 30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃２［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃３［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃４［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃５［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃６［吹替］


10:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 30[S][HD]世界の街角＃１ 30[S][HD]人気MUSICセレクト 30[S][HD]世界の街角＃４ 30[S][HD]人気MUSICセレクト 30[S][HD]世界の街角＃３ 11:30 11:30


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「土
と親しむ～三重県伊賀～」


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「大
切にしたいもの」


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「風
わたる島～新潟県佐渡市～」


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「カ
ラダにおいしい」


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「猫
のしっぽカエルの手～感謝の心で～」


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]インフォメーション


13:00


13:30 13:30 30[S][字][HD]
韓◆春のワルツ＃８


13:30


12:00 12:00 00[S][字][HD]
韓◆春のワルツ＃７


12:00


15[S][字][HD]
韓◆コッパダン～恋する仲人～＃５


12:30 30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃２９


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃３０


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃３１


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃３２


14:00


14:30 30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
８


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
９


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
０


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
１


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
２


14:30 14:30


15:00


45[S][字][HD]
韓◆コッパダン～恋する仲人～＃６


14:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


14:00


15:00


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃３３


12:30 12:30


13:00 13:00


00[S][HD]
インフォメーション


15:00


15[S][HD]インフォメーション


15:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


15:30


16:00


16:30 16:30 30[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２


16:30


17:00 17:00 00[S][字][HD]
韓◆コッパダン～恋する仲人～＃８


17:00


17:30


30[S][字][HD]
韓◆コッパダン～恋する仲人～＃７


30[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１


15:30


16:00 00[S][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃１５


00[S][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃１６


00[S][終][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃１７


00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
１


00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
２


16:00


30[S][HD]インフォメーション 17:30


45[S][HD]人気MUSICセレクト 45[S][HD]人気MUSICセレクト 45[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３18:00 00[S][初][字][HD]


セレブの食卓　「ルーマニア～ペレシュ
城～」


00[S][初][字][HD]
セレブの食卓　「インド～ジャイプル宮殿
～」


00[S][初][字][HD]
セレブの食卓　「オーストリア～アルト
シュテッテン城～」


00[S][初][字][HD]
セレブの食卓　「スウェーデン～スカルフ
ルト城～」


30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]インフォメーション 17:30


00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「朝
市の仲間たち」


18:00 18:00


18:30 18:30 30[S][HD]
インフォメーション


18:30


45[S][初][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃１


45[S][初][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃２


45[S][初][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃３


19:00


19:30 19:30 19:30


45[S][HD]インフォメーション


20:00 20:00 00[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃５


20:00


15[S][HD]ミニシェアキッチン＃１


45[S][初][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃４


45[S][初][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃５


45[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃４19:00 19:00 00[S][字][HD]


韓◆ヒョリの民宿２＃４


15[S][HD]ミニシェアキッチン＃２ 15[S][HD]ミニシェアキッチン＃３ 15[S][HD]ミニシェアキッチン＃４ 15[S][HD]ミニシェアキッチン＃５


20:30 20:30


45[S][HD]
インフォメーション


21:00 21:00 00[S][HD]
インフォメーション


21:00


15[S][字][HD]
韓◆ヒョリの民宿２＃５


21:30 30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１


20:30 30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃６


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃７


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃８


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃９


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃１０


21:30


22:00 22:00 22:00


22:30 30[S][初][字][HD]
韓◆99億の女＃５


30[S][初][字][HD]
韓◆99億の女＃６


30[S][初][字][HD]
韓◆99億の女＃７


30[S][初][字][HD]
韓◆99億の女＃８


30[S][初][字][HD]
韓◆99億の女＃９


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃４


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃５


21:30 30[S][字][HD]
韓◆100日の郎君様＃５


22:30 22:30


23:00 23:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃１９


23:00


15[S][字][HD]
韓◆100日の郎君様＃６


23:30 23:30 23:30


24:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃２０


24:00


24:30 24:30 24:30


25:00 25:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃５［吹替］


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃８［吹替］


25:00


00[S][初][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃１６


00[S][初][終][字][HD]
Until We Meet Again～運命の赤い糸～
＃１７


00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
１


00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
２


00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
３


24:00


25:30 25:30


26:00 26:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃６［吹替］


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃９［吹替］


26:00


26:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


25:30 30[S][終][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃１６


30[S][字][HD]
ラブ・バイ・チャンス／Love By Chance
＃１


30[S][字][HD]
ラブ・バイ・チャンス／Love By Chance
＃２


30[S][字][HD]
ラブ・バイ・チャンス／Love By Chance
＃３


30[S][字][HD]
ラブ・バイ・チャンス／Love By Chance
＃４


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃１０［吹替］


27:00


27:30 27:30 27:30


45[S][初][HD]日本銘酒紀行ミニ～沖縄　御酒～FOOD
50[S][初][HD]日本銘酒紀行ミニ～沖縄　御酒～ART
55[S]メンテナンス停波


26:30 26:30


27:00 00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃４


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃５


00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「四
季のハーブレシピ」


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃６


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃７


27:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃７［吹替］







月 間 番 組 表 Page：4/5


ＬａＬａ　ＴＶ 2021.07.19-2021.07.25
2021.07.19 2021.07.20 2021.07.21 2021.07.22 2021.07.23 2021.07.24 2021.07.25


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え
[S]:ステレオ [L]:ライブ
[M]:モノラル [初]:初回放送
[二]:二カ国語 [HD]:ハイビジョン
[多]:音声多重 [終]:最終回
[SS]:サラウンド [字]:字幕あり


04:00 00[S][HD]
きょうの料理～栗原はるみ～　「酢豚」


00[S][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1064（SUPER
JUNIOR-D&E、ITZY他）


04:00


04:30 04:30 04:30


45[S][HD]
きょうの料理～栗原はるみ～　「チーズ
ケーキ」05:00 00[S][字][HD]


運命の桃花～宸汐縁～＃２６


04:00 00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃２５


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃２７


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃２９


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃３１


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃３３


05:30 05:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃１０


30[S][字][HD]
韓◆十八の瞬間＃１


05:30


06:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃２８


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃３０


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃３２


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃３４


05:00 05:00


00[S][HD]
インフォメーション


06:00 06:00


06:30 30[S][HD]3ミニットミールズ＃４ 30[S][HD]3ミニットミールズ＃５ 30[S][HD]3ミニットミールズ＃６ 30[S][HD]3ミニットミールズ＃７ 30[S][HD]3ミニットミールズ＃８ 06:30


07:00 07:00 00[S][字][HD]
韓◆十八の瞬間＃２


07:00


07:30 07:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃１２


07:30


08:00 00[S][HD]人気MUSICセレクト


30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃１１


06:30


45[M][字][HD]
韓◆冬のソナタ＃１８


45[M][字][HD]
韓◆冬のソナタ＃１９


45[M][終][字][HD]
韓◆冬のソナタ＃２０


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃１


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃２


00[S][HD]世界の街角＃２ 08:00 08:00


08:30 30[S][初][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1101＜字幕あり＞


30[S][初][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1102＜字幕なし＞


08:30


09:00 09:00 09:00


09:30 09:30 09:30


15[S][字][HD]
韓◆コーヒーフレンズ＃４


15[S][字][HD]
韓◆コーヒーフレンズ＃５


15[S][字][HD]
韓◆コーヒーフレンズ＃６


15[S][字][HD]
韓◆コーヒーフレンズ＃７


15[S][字][HD]
韓◆コーヒーフレンズ＃８


08:30


10:00 00[S][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜中国
編＞＃３


00[S][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜中国
編＞＃４


10:00


10:30 30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃７［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃８［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃９［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃１０［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃１１［吹替］


10:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]インフォメーション 11:30 11:30


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「秋
の音楽会」


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「や
すらぎの秋」


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「古
里（ふるさと）のぬくもり」


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「深
まる秋」


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「山
がくれた絆」


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]インフォメーション


13:00


13:30 13:30 30[S][字][HD]
韓◆春のワルツ＃１０


13:30


12:00 12:00 00[S][字][HD]
韓◆春のワルツ＃９


12:00


15[S][字][HD]
韓◆コッパダン～恋する仲人～＃９


12:30 30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃３４


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃３５


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃３６


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃３７


14:00


14:30 30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
３


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
４


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
５


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
６


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
７


14:30 14:30


15:00


45[S][字][HD]
韓◆コッパダン～恋する仲人～＃１０


14:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


14:00


15:00


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃３８


12:30 12:30


13:00 13:00


00[S][HD]
インフォメーション


15:00


15[S][HD]インフォメーション


15:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


15:30


16:00


16:30 16:30 30[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃７


16:30


17:00 17:00 00[S][字][HD]
韓◆コッパダン～恋する仲人～＃１２


17:00


17:30


30[S][字][HD]
韓◆コッパダン～恋する仲人～＃１１


30[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃６


15:30


16:00 00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
３


00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
４


00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
５


00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
６


00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
７


16:00


30[S][HD]インフォメーション 17:30


45[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃８18:00 00[S][HD]


京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「陽
光に誘われて」


00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「古
き良き友」


00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「風
薫る庭」


00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「初
夏の里歩き」


00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「も
てなしの心」


18:00


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


17:30


18:00


18:30 18:30 30[S][HD]
インフォメーション


18:30


45[S][初][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃６


45[S][初][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃７


45[S][初][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃８


45[S][初][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃９


45[S][初][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃１０


45[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃９19:00 19:00 00[S][字][HD]


韓◆ヒョリの民宿２＃６
19:00


19:30 19:30 19:30


45[S][HD]インフォメーション


20:00 20:00 00[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１０


20:00


15[S][HD]ミニシェアキッチン＃６ 15[S][HD]ミニシェアキッチン＃７ 15[S][HD]ミニシェアキッチン＃８ 15[S][HD]ミニシェアキッチン＃９ 15[S][HD]ミニシェアキッチン＃１０


20:30 20:30


45[S][HD]
インフォメーション


21:00 21:00 00[S][HD]
インフォメーション


21:00


15[S][字][HD]
韓◆ヒョリの民宿２＃７


21:30 30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃６


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃７


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃８


20:30 30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃１１


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃１２


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃１３


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃１４


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃１５


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃９


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１０


21:30 30[S][字][HD]
韓◆100日の郎君様＃７


21:30


22:00 22:00 22:00


22:30 30[S][初][字][HD]
韓◆99億の女＃１０


23:00 23:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃２１


23:00


15[S][字][HD]
韓◆100日の郎君様＃８


23:30 23:30 23:30


24:00 00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
４


30[S][初][字][HD]
韓◆99億の女＃１１


30[S][初][字][HD]
韓◆99億の女＃１２


30[S][初][字][HD]
韓◆99億の女＃１３


30[S][初][字][HD]
韓◆99億の女＃１４


22:30 22:30


24:00


24:30 24:30 24:30


25:00 25:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃１１［吹替］


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃１４［吹替］


25:00


25:30


00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
５


00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
６


00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
７


00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
８


24:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃２２


25:30


26:00 26:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃１２［吹替］


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃１５［吹替］


26:00


26:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][字][HD]
ラブ・バイ・チャンス／Love By Chance
＃５


30[S][字][HD]
ラブ・バイ・チャンス／Love By Chance
＃６


30[S][字][HD]
ラブ・バイ・チャンス／Love By Chance
＃７


30[S][字][HD]
ラブ・バイ・チャンス／Love By Chance
＃８


30[S][字][HD]
ラブ・バイ・チャンス／Love By Chance
＃９


25:30


27:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃１３［吹替］


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃１６［吹替］


27:00


27:30 27:30 27:30


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


26:30 26:30


27:00 00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃８


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃９


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃１０


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃１１


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃１２
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ＬａＬａ　ＴＶ 2021.07.26-2021.08.01
2021.07.26 2021.07.27 2021.07.28 2021.07.29 2021.07.30 2021.07.31 2021.08.01


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え
[S]:ステレオ [L]:ライブ
[M]:モノラル [初]:初回放送
[二]:二カ国語 [HD]:ハイビジョン
[多]:音声多重 [終]:最終回
[SS]:サラウンド [字]:字幕あり


04:00 00[S][HD]
きょうの料理～栗原はるみ～　「えびカ
ツ・グリーンサラダ」


04:00


04:30 04:30 04:30


45[S][HD]
きょうの料理～栗原はるみ～　「スパイ
シーフライドチキン」05:00 00[S][字][HD]


運命の桃花～宸汐縁～＃３６
00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃３８


04:00 00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃３５


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃３７


～[S][初]
メンテナンス停波


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃３９


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃４１


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃４０


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃４２


00[S][HD]
インフォメーション


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃３


05:00 05:00


05:30 05:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃１３


05:30


06:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


06:00 06:00


06:30 30[S][HD]3ミニットミールズ＃９ 30[S][HD]3ミニットミールズ＃１０ 30[S][HD]3ミニットミールズ＃１２ 30[S][HD]3ミニットミールズ＃１３ 06:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃１４


06:30


07:00


15[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「イ
ギリスへの旅」07:30 07:30 30[M][字][HD]


宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃１５
07:30


08:00 00[S][HD]ミニシェアキッチン＃２ 00[S][HD]人気MUSICセレクト 00[S][字][HD]
韓◆三食ごはん　漁村編５＃１


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃４


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃５


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃６


07:00 00[S][HD]3ミニットミールズ＃１１ 07:00


08:30 08:30 30[S][初][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1102＜字幕あり＞


08:30


09:00 09:00 09:00


09:30 09:30 09:30


00[S][字][HD]
韓◆三食ごはん　漁村編５＃２


00[S][字][HD]
韓◆三食ごはん　漁村編５＃３


08:00 08:00


15[S][字][HD]
韓◆コーヒーフレンズ＃９


15[S][終][字][HD]
韓◆コーヒーフレンズ＃１０


10:00 00[S][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜中国編
＞＃５


10:00


10:30 30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃１２［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃１３［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃１４［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃１５［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃１６［吹替］


10:30


10:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


11:00 11:00 11:00


11:30 30[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第１夜


30[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第２夜


30[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第３夜


30[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第４夜


30[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第５夜


11:30 11:30


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「佐野勇斗が出会った
ニャンコを書で一筆！」


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「鈴木砂羽ニャンコ激
写！丸亀城のお殿様ニャンコ」


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「佐野勇斗のもふもふ
書道！足が不自由なニャンコ感動物
語！」


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「小関裕太愛犬に手作
りハンバーグ！数の大小当てる超絶ワン
コ！？」


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「小関裕太が愛犬にお
せち手作り！銭湯のげた箱リアル招き
猫？」


45[S][HD]
インフォメーション


10:30


12:00 12:00 12:00


15[S][HD]Grandma's Recipes　「きよこおばあ
ちゃんのおせち」


15[S][HD]Grandma's Recipes　「さえこおばあ
ちゃんのおせち」


15[S][HD]Grandma's Recipes　「けいこおばあ
ちゃんのおせち」


15[S][HD]Grandma's Recipes　「みつこおばあ
ちゃんのおせち」


15[S][HD]Grandma's Recipes　「たつこおばあ
ちゃんのおせち」


15[S][字][HD]
韓◆コッパダン～恋する仲人～＃１３


12:30


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


14:00 14:00


12:30


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


45[S][字][HD]
韓◆コッパダン～恋する仲人～＃１４


14:00 00[S][HD]
インフォメーション


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃３９


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃４０


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃４１


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃４２


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃４３


12:30


14:30 14:30


15:00 15:00 15:00


15[S][HD]インフォメーション


14:30 30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２８


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２９


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃３０


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃３１


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃３２


15:30 30[S][字][HD]
韓◆コッパダン～恋する仲人～＃１５


15:30


16:00 00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃８


00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃９


00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃１
０


00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃１
１


00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃１
２


16:00


15:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


17:30 17:30


16:00


16:30 16:30 16:30


17:00 17:00 00[S][終][字][HD]
韓◆コッパダン～恋する仲人～＃１６


17:00


17:30 30[S][HD]
インフォメーション


18:00 18:00


18:30 18:30 30[S][HD]
インフォメーション


18:30


45[S][初][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃１１


45[S][初][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃１２


45[S][初][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃１３


45[S][初][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃１４


18:00 00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「雨
の日を楽しむ」


00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「夏
の大地の贈りもの」


00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「過
ぎゆく夏」


00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「移
りゆく季節」


00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし
「2009年 夏の記憶～memories of
summer～」


20:00


15[S][HD]インフォメーション 15[S][HD]インフォメーション 15[S][HD]インフォメーション 15[S][HD]インフォメーション 15[S][HD]インフォメーション


45[S][初][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃１５


19:00 19:00 00[S][字][HD]
韓◆ヒョリの民宿２＃８


19:00


19:30 19:30 19:30


20:00 20:00


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１３


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１４


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１５


21:30 21:30


22:00 22:00 22:00


20:30 20:30


45[S][HD]
インフォメーション


21:00 21:00 21:00


15[S][字][HD]
韓◆ヒョリの民宿２＃９


21:30 30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１１


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１２


20:30 30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃１６


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃１７


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃１８


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃１９


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃２０


22:30 22:30


23:00 23:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃２３


23:00


23:30 23:30 23:30


45[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃１


22:30 30[S][初][字][HD]
韓◆99億の女＃１５


30[S][初][終][字][HD]
韓◆99億の女＃１６


30[S][初][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃１


30[S][初][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃２


30[S][初][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃３


45[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃２ 45[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃３


24:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃２４


24:00


24:30 24:30 24:30


24:00 00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃９


00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃１
０


00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃１
１


00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃１
２


00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃１
３


25:00 25:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃１７［吹替］


25:00


25:30 30[S][字][HD]
ラブ・バイ・チャンス／Love By Chance＃
１０


30[S][初]
メンテナンス停波


30[S][字][HD]
ラブ・バイ・チャンス／Love By Chance＃
１１


30[S][字][HD]
ラブ・バイ・チャンス／Love By Chance＃
１２


30[S][字][HD]
ラブ・バイ・チャンス／Love By Chance＃
１３


25:30 25:30


26:00 26:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃１８［吹替］


26:00


26:30 30[S][HD]
インフォメーション


26:30 26:30


45[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第３夜


27:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃１９［吹替］


27:00


27:30 27:30 27:30


45[S][HD]人気MUSICセレクト 45[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第７夜


27:00 00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃１３


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃１４


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃１５


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃１６





		2021.06.28-2021.07.04

		2021.07.05-2021.07.11

		2021.07.12-2021.07.18

		2021.07.19-2021.07.25

		2021.07.26-2021.08.01







