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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 #13-3【HD】
▽07:10 #14-3【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


41


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 #13-1【HD】
09:30 #14-1【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
#18-2【HD】


30


超特急の撮れ高足りてますか?
「一般常識ｸｲｽﾞで撮れ高足りてますか?」ｶｲ念
願の企画が遂に実現!もちろん珍回答続出!


#100-4【HD】


50


韓国ドラマ
『真紅のカーネー


ション』
日本語字幕版(全124


話)


▽11:30～23:50
【HD】


第7話「おなかの中
の小さな命」


から


第27話「次男の成
功」


まで


＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジ
ン、アレックス、パ
ク・ジュンヒョク


ほか


00PR 2021年8月 #22-3【HD】 


50


韓国ドラマ
『トラップ～最も残酷


な愛～』
日本語字幕版(全7話)


▽24:00 #4-3【HD】
第4話「秘密と嘘」
▽25:10 #5-3【HD】
第5話「ブラインド・


スポット」
▽26:30 #6-3【HD】
第6話「狩り場」
▽27:40 #7-3【HD】
第7話「異種」


＜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
▽28:50 #21-7【HD】
秘密…すぎる恋


▽29:13 #22-7【HD】


00
『おトクな時間』


50


『ヤングシナリオ大賞』
第27回ヤングシナリオ大賞「超限定能力」


＜出演＞
竜星涼／太賀／永野芽郁／ルー大柴／ダン
ディ坂野／武藤敬司／唐田えりか／紺野まひ


る ほか
＜脚本＞青塚美穂 #7-3【HD】 


10


『男おばさん！！』
デジ探ゲスト:山田洋次監督(映画『キネマの神様』)


#222-4【HD】【字】


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」
#15-2【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


20PR 2021年8月 #22-4【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #55-1【HD】
▽09:00 #56-1【HD】
▽09:40 #57-1【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8月 #22-5【HD】 


10


ハマの静香は事件がお好き
episode4


#1-3【HD】【字】
＜出演＞片平なぎさ
赤井英和、石井正則
でんでん、田根楽子
大谷允保、岡田浩暉
船木誠勝、河相我聞
荻野目慶子 ほか


10


『のだめカンタービレ』（全１１話）
第11話「さよならのだめ!!涙のクリス
マス公演」 ＜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 #11-4【HD】【字】 


00


『ヤングシナリオ大賞』
第21回ヤングシナリオ大賞「輪廻の


雨」 ＜出演＞
山本裕典／瀬戸康史／貫地谷しほり／
青木崇高／堤匡孝／鈴木アキノブ #5-


3【HD】 


25


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4話「世界でもっとも美しい別


れ」
#4-4【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


05


『ワンピース』魚人島編
▽15:25 #42-3【HD】


第558話「ノア接近!魚人島壊滅の危
機!」


▽15:50 #43-3【HD】
第559話「急げルフィ!しらほし絶体絶


命」
▽16:15 #44-3【HD】


第560話「激闘開始!ルフィVSホー
ディ!」


▽16:40 #45-3【HD】
第561話「大乱戦!一味VS新魚人海賊


30


『ワンピース』 
第934話「大逆転! 死線を越えた三刀


流!」 #789-6【HD】【字】 


00


『ワンピース』空島・スカ
イピア編


17:30 #13-4 第156話「早く
も犯罪者!?スカイピアの法
の番人」 18:00 #14-4 第
157話「脱出なるか!?動きは
じめた神の試練!」 18:30 
#15-4 第158話「ラブリー通
りの罠!全能なる神エネル」 
19:00 #16-4 第159話「すす
めカラス丸!生贄の祭壇を目
指せ」 19:30 #17-4 第160
話「生存率10%!心綱使いの
神官サトリ!」 20:00 #18-4 
第161話「「玉の試練」の脅
威!迷いの森の死闘」 20:30 
#19-4 第162話「チョッパー
危うし!元神VS神官シュラ」 
21:00 #20-4 第163話「摩訶
不思議!紐の試練と恋の試
練!?」 21:30 #21-4 第164
話「シャンドラの灯を燈せ!


戦士ワイパー」 


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


#1-2【HD】


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第1話「突然の依頼」
#1-1【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10PR 2021年8月 #22-6【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16話「幸せなクリスマスイブ」
#16-1【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8月 #22-7【HD】 


20


韓国ドラマ『彼女はキレイだっ
た』日本語字幕版(全16話)
#5-1【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


40
純喫茶に恋をして
#18-3【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 #10-3【HD】【字】
第１０話「病巣」


▽28:35 #11-3【HD】【字】
第１１話「記憶喪失」


＜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


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第1話「突然の依頼」
#1-2【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #1-99【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16話「幸せなクリスマスイブ」
#16-2【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


20PR 2021年8月 #22-8【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #58-1【HD】
▽09:00 #59-1【HD】
▽09:40 #60-1【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8月 #22-9【HD】 


10


ハマの静香は事件がお
好き  episode5 #1-3
【HD】【字】 ＜出演
＞片平なぎさ


赤井英和、美木良介
石井正則、でんでん
田根楽子 ほか


10


『のだめカンタービレin
ヨーロッパ』


一夜
＜出演＞上野樹里、玉木
宏、瑛太、水川あさみ、小
出恵介、遠藤雄弥、ウエン
ツ瑛士、ベッキー、山口紗
弥加、石井正則、福士誠
治、吉瀬美智子、伊武雅
刀、竹中直人 ほか
#1-4【HD】【字】


15


韓国ドラマ『彼はサイコメトラー～He is 
Psychometric～』日本語字幕版(全16話)


第1話「不思議な手」
#1-1【HD】
＜出演＞


ジニョン (GOT7)、シン・イェウン、キム・
グォン、ダソム、ノ・ジョンヒョン、コ・ユ


ンジョン、
オム・ヒョソプ、チョン・ソギョン ほか


00


『ワンピース』魚人島編
▽15:15 #46-3【HD】


第562話「ルフィ敗北!?ホーディ復讐
の時」


▽15:40 #47-3【HD】
第563話「衝撃の事実!ホーディの正


体!」
▽16:05 #48-3【HD】


第564話「ゼロに!ルフィへの熱き願
い!」


▽16:30 #49-3【HD】
第565話「ルフィ渾身の一撃!火拳銃炸


裂」


30


『ワンピース』 
第935話「ゾロ驚愕 衝撃!謎の美
女の正体」 #790-5【HD】【字】 


30


『ウォーターボーイズ』
～超解像版～（全11話）


▽17:30 #1-5【HD】【字】
第1話「男のシンクロ!?」
▽18:30 #2-5【HD】【字】
第2話「シンクロ危うし!?」
▽19:20 #3-5【HD】【字】
第3話「祝結成!シンクロ同


好会」
▽20:10 #4-5【HD】【字】
第4話「シンクロ公演決行」
▽21:00 #5-5【HD】【字】
第5話「シンクロ夏合宿!」
▽21:50 #6-5【HD】【字】
第6話「涙のインターハイ」
▽22:40 #7-5【HD】【字】
第7話「シンクロへの想い」


＜出演＞
山田孝之/森山未來/瑛太/石
垣佑磨/石井智也 ほか


00


『ワンピース』5th TVオリジナル
第131話「はじめての患者! ランブル


ボール秘話」 #1-8【HD】 


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第2話「駆け引き」
#2-1【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10PR 2021年8月 #22-11【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17話「オーマイゴッド!」
#17-1【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8月 #22-12【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)


#6-1【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8月 #22-13【HD】 


40


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


＜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  #12-3【HD】【字】 


20


実録!オンナの〇〇事件簿
▽28:40 #23-7【HD】


仲良し兄弟
▽29:00 #24-7【HD】


30PR 2021年8月 #22-15【HD】 


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第2話「駆け引き」
#2-2【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #2-93【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17話「オーマイゴッド!」
#17-2【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


20PR 2021年8月 #22-16【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #61-1【HD】
▽09:00 #62-1【HD】
▽09:40 #63-1【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8月 #22-17【HD】 


10


ハマの静香は事件がお好き 
episode6


#1-3【HD】【字】 ＜出演＞
片平なぎさ、赤井英和、石


井正則、
でんでん、田根楽子目黒祐
樹、東根作寿英、馬渕英俚
可、小木茂光、木下ほうか


ほか


10


『のだめカンタービレin
ヨーロッパ』
二夜


＜出演＞上野樹里、玉木
宏、瑛太、水川あさみ、小
出恵介、遠藤雄弥、ウエン
ツ瑛士、ベッキー、山口紗
弥加、石井正則、福士誠
治、吉瀬美智子、伊武雅
刀、竹中直人 ほか
#2-4【HD】【字】


15


韓国ドラマ『彼はサイコメトラー～He is 
Psychometric～』日本語字幕版(全16話)


第2話「守りたい秘密」
#2-1【HD】
＜出演＞


ジニョン (GOT7)、シン・イェウン、キム・
グォン、ダソム、ノ・ジョンヒョン、コ・ユ


ンジョン、
オム・ヒョソプ、チョン・ソギョン ほか


00


『ワンピース』魚人島編
▽15:15 #50-3【HD】


第566話「ついに決着!ホーディ最終決
戦」


▽15:40 #51-3【HD】
第567話「止まれノア!決死の象銃乱


打!」
▽16:05 #52-3【HD】


第568話「未来へ!タイヨウへと続く
道!」


▽16:30 #53-3【HD】
第569話「明かされた秘密 古代兵器の


真実」


30


『ワンピース』  第936話「会得
せよ ワノ国の覇気・流桜!」 


#791-4【HD】【字】 


00


『ウォーターボーイズ』
～超解像版～（全11話）


▽17:30 #8-5【HD】【字】
第8話「夏だ!海だ!サメ男だ!」
▽18:20 #9-5【HD】【字】
第9話「解散なんかしない」
▽19:10 #10-5【HD】【字】
第10話「32人が起こす奇跡」
▽20:00 #11-5【HD】【字】
第11話「男のシンクロ公演最高


の涙!」


＜出演＞
山田孝之/森山未來/瑛太/石垣佑


磨/石井智也 ほか


40


直木賞受賞作『空中ブ
ランコ』


#1-2【HD】【字】
＜出演＞阿部 寛／釈
由美子／堺雅人／佐藤
仁美／遠藤憲一／松重
豊／国分佐智子 ほか


00
純喫茶に恋をして ～神保町・さ
ぼうる #1-50【HD】【字】 


30


『ワンピース』5th TVオリジナル
第132話「航海士の反乱! ゆずれない


夢の為に!」 #2-8【HD】 


00


超特急の撮れ高足りてますか?
「記憶を頼りにメイク選手権」超特急が己の


メイク技術で有名人に大変身！？
#127-2【HD】


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第3話「娘との再会」
#3-1【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10PR 2021年8月 #22-20【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18話「居ても立ってもいられない」
#18-1【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8月 #22-21【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)


#7-1【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8月 #22-22【HD】 


30


『WITH LOVE』（全12話）


▽27:40 #1-2【HD】
第1話「恋する季節」
▽28:40 #2-2【HD】


第2話「伝えたいこの想い」
＜出演＞竹野内 豊／田中 美里
／及川 光博／藤原 紀香／川岡 
大次郎／原 千晶／原 沙知絵／
山崎 裕里／田山 涼成／浅田 美


代子 ほか


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第3話「娘との再会」
#3-2【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #3-83【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18話「居ても立ってもいられない」
#18-2【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


20PR 2021年8月 #22-24【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #64-1【HD】
▽09:00 #65-1【HD】
▽09:40 #66-1【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8月 #22-25【HD】 


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ミートカイザー」
#83-16【HD】【字】


00


『ワンピース』
アラバスタ編


▽11:00～23:00
【HD】


第93話「いざ砂漠の
国へ!雨を呼ぶ粉と


反乱軍」


から


第116話「友(ナミ)
に変身!ボンクレー
連発バレエ拳法」


まで


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
#6-2【HD】


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #10-29【HD】 


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第4話「再起の条件」
#4-1【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10PR 2021年8月 #22-27【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19話「お前が好きだ」
#19-1【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8月 #22-28【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)


#8-1【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8月 #22-29【HD】 


30


『WITH LOVE』（全12話）


▽27:40 #3-2【HD】
第3話「裸の恋を探して」
▽28:35 #4-2【HD】


第4話「君の事が知りたい」
＜出演＞竹野内 豊／田中 美里
／及川 光博／藤原 紀香／川岡 
大次郎／原 千晶／原 沙知絵／
山崎 裕里／田山 涼成／浅田 美


代子 ほか


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第4話「再起の条件」
#4-2【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #4-72【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19話「お前が好きだ」
#19-2【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


20PR 2021年8月 #22-30【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #67-1【HD】
▽09:00 #68-1【HD】
▽09:40 #69-1【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8月 #22-31【HD】 


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「雪月花 銀座」
#84-12【HD】


00


『ワンピース』
アラバスタ編


▽11:00～18:0
【HD】


第117話「ナミの旋
風注意報!クリマタ
クト炸裂」


から


第130話「危険な香
り!七人目はニコ・


ロビン!」


まで


00


▽18:00 #1-3
『ナースな探偵』


「お騒がせ美人ナース３人組を
襲う連続殺人鬼!!雨に溶けて消
えた死体が復讐か?!夜の病院は
いかいする女亡霊…彼女を見た


者は必ず死ぬ」


＜出演＞
高島礼子／七瀬なつみ／さとう
珠緒／今井雅之／渡辺裕之／河


原崎建三／
小野進也／田山涼成 ほか


▽19:35 #2-4
『ナースな探偵』
幽霊は復讐する


「病院旧館の閉ざされた手術
室…扉の向こうに隠された血ぬ
られた過去とは!?嵐の夜に起こ
るエリート医師惨殺事件の謎」


＜出演＞
高島礼子／七瀬なつみ ／さと


う珠緒 ほか


▽21:20 #3-4
『ナースな探偵3』


「小児病棟を襲う復讐と殺意・
命を狙われた病院経営者を美人
ナースのドタバタ推理で救える


00


『ワンピース』5th TVオリジナル
▽23:00 #3-8【HD】


第133話「受け継がれる夢! カレーの
鉄人サンジ」


▽23:30 #4-8【HD】
第134話「咲かせてみせます! 男ウ


ソップ八尺玉」


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第5話「価値の証明」
#5-1【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10PR 2021年8月 #22-32【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20話「私たちは家族」
#20-1【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8月 #22-34【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)


#9-1【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8月 #22-35【HD】 


30


『WITH LOVE』（全12話）


▽27:40 #5-2【HD】
第5話「好きと言えなくて」
▽28:35 #6-2【HD】


第6話「キミに会いたい!」
＜出演＞竹野内 豊／田中 美里
／及川 光博／藤原 紀香／川岡 
大次郎／原 千晶／原 沙知絵／
山崎 裕里／田山 涼成／浅田 美


代子 ほか


00
『おトクな時間』


00


『ワンピース』シルバーマイン編


▽06:00 #1-3【HD】【字】
第747話「銀の要塞 ルフィとバルト大


冒険」
▽06:30 #2-3【HD】【字】


第748話「地下迷宮 ルフィVSトロッコ


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 #13-2【HD】
08:09 #14-2【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


30PR 2021年8月 #22-38【HD】 


30


『ワンピース』 
▽09:30 #802-2【HD】


第947話「最凶兵器! ルフィを狙う疫
災弾」


▽10:00 #803-1【HD】
第948話「反撃開始! ルフィと赤鞘の


侍!」


50
『男おばさん！！』
#223-1【HD】


00PR 2021年8月 #22-39【HD】 


50


韓国ドラマ
『真紅のカーネー


ション』
日本語字幕版(全124


話)


▽11:00～23:50
【HD】


第28話「大好きな先
生」


から


第49話「交際スター
ト」


まで


＜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純喫茶に恋をして(10分だけver.) #11-28【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 #11-2【HD】
第11話「初めてのお勉


強」
▽25:00 #12-2【HD】
第12話「実力」


▽26:00 #13-2【HD】
第13話「不正の全容」
▽27:00 #14-2【HD】
第14話「信頼」


▽28:00 #15-2【HD】
第15話「母と息子の確


執」


＜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
息子の彼女 #25-8【HD】 


30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #12-25【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 #15-3【HD】
▽07:10 #16-3【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 #15-1【HD】
▽09:35 #16-1【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(10分だけver.) #8-62【HD】 


00


韓国ドラマ
『真紅のカーネー


ション』
日本語字幕版(全124


話)


▽11:00～24:00
【HD】


第50話「幸せなひと
とき」


から


第71話「別れたくな
い」


まで


＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジ
ン、アレックス、パ
ク・ジュンヒョク


ほか


40


韓国ドラマ
『シグナル』


日本語字幕版(全16話)


▽24:00 #1-3【HD】
▽25:20 #2-3【HD】
▽26:30 #3-3【HD】
▽27:35 #4-3【HD】


＜出演＞
イ・ジェフン、キム・
ヘス、チョ・ジヌン、
チョン・ヘギュン、
チャン・ヒョンソン


ほか


20


実録!オンナの〇〇事件簿
▽28:40 #26-6【HD】
絶対に許せない浮気編
▽29:00 #27-6【HD】


30PR 2021年8月 #22-42【HD】 


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第5話「価値の証明」
#5-2【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #5-68【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20話「私たちは家族」
#20-2【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


20PR 2021年8月 #22-43【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #70-1【HD】
▽09:00 #71-1【HD】
▽09:40 #72-1【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8月 #22-44【HD】 


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「焼肉ジャンボ白金」ランチ編


#85-4【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)


▽11:00～14:30【HD】
第72話「俺の愛する人」


から


第77話「シン家の恩人」


まで


＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、ア
レックス、パク・ジュン
ヒョク ほか


30


JO1の星～JO1×NO1バトル～


▽14:30 #1-7【HD】
JO1のCS初冠番組!ﾒﾝﾊﾞｰでﾊﾞﾄﾙをして
優勝したﾒﾝﾊﾞｰは冠番組をｹﾞｯﾄ!最初の


種目は「体力NO1」ﾊﾞﾄﾙ!
▽15:00 #2-7【HD】
「体力NO1」ﾊﾞﾄﾙ
▽15:30 #3-7【HD】


第2の種目は「最強運NO1」ﾊﾞﾄﾙ!
▽16:00 #4-6【HD】


JO1のCS初冠番組!「最強運NO1」ﾊﾞﾄﾙ
後半戦!


▽16:30 #5-6【HD】
第3の種目は「知力NO1」ﾊﾞﾄﾙ!


▽17:00 #6-6【HD】
JO1のCS初冠番組!「知力NO1」ﾊﾞﾄﾙ後


半戦!
▽17:30 #7-5【HD】


決勝バトル編 3人のﾊﾞﾄﾙ勝者で決勝!
最後のﾊﾞﾄﾙはJO1への愛が試される!


▽18:00 #8-5【HD】
決勝バトル編 ﾒﾝﾊﾞｰそれぞれがﾊﾏって
いる沼にどこまで共感できるのかが勝


利の条件!
▽18:30 #9-5【HD】


決勝バトル編 遂に優勝者が決定!
▽19:00 #10-5【HD】
総集編&未公開映像集


ﾒﾝﾊﾞｰそれぞれの印象に残ったｼｰﾝとOA
されなかった未公開ｼｰﾝを大放出!


30


JO1の星～金城碧海プレゼンツ！
「S4の休日」～


「JO1の星」の優勝者・金城碧海
の企画による貴重な初冠番組！
大平・木全・鶴房も応援にかけ


つける! #1-4【HD】 


30


トレスギJO1
 2時間完全版


～CS限定！全員分パフォー
マンス＆感想トーク～


地上波版でもFODでもOAでき
なかった内容を含めたCS版
でしか観られない2時間完全


版!
#1-3【HD】


00


トレスギJO1
完全版 第2弾
#2-1【HD】


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第6話「揺るがない確信」
#6-1【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10PR 2021年8月 #22-45【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21話「確信した時」
#21-1【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8月 #22-46【HD】 


20


韓国ドラマ『彼女はキレイだっ
た』日本語字幕版(全16話)
#10-1【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


40
純喫茶に恋をして ～神保町・さ
ぼうる #1-51【HD】【字】 


30


『WITH LOVE』（全12話）


▽27:40 #7-2【HD】
第7話「信じられない告白」
▽28:35 #8-2【HD】


第8話「君を待つ夜に・・・」
＜出演＞竹野内 豊／田中 美里
／及川 光博／藤原 紀香／川岡 
大次郎／原 千晶／原 沙知絵／
山崎 裕里／田山 涼成／浅田 美


代子 ほか


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第6話「揺るがない確信」
#6-2【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #6-61【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21話「確信した時」
#21-2【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


20PR 2021年8月 #22-48【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #73-1【HD】
▽09:00 #74-1【HD】
▽09:40 #75-1【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8月 #22-49【HD】 


10


『山村美紗サスペンス 赤い
霊柩車』


京都豪邸密室殺人の謎
＜出演＞片平なぎさ／美木
良介／大出俊／比企理恵／
山村紅葉／立石涼子／大村
崑／若林豪 ほか
#1-1【字】


10


『ガリレオⅡ』（全１１話）


▽12:10 #1-1【HD】
第1話 幻惑す(まどわす)帰ってきた変


人!
▽13:20 #2-1【HD】


第2話 指標す(しめす)死を呼ぶ水晶振
り子!変人VS美少女


＜出演＞福山雅治／吉高由里子／澤部
佑／柴咲コウ／北村一輝／渡辺いっけ


い ほか


20


韓国ドラマ『彼はサイコメトラー～He is 
Psychometric～』日本語字幕版(全16話)


第3話「ジェインのためらい」
#3-1【HD】
＜出演＞


ジニョン (GOT7)、シン・イェウン、キム・
グォン、ダソム、ノ・ジョンヒョン、コ・ユ


ンジョン、
オム・ヒョソプ、チョン・ソギョン ほか


00


『ワンピース』魚人島編
▽15:20 #54-3【HD】


第570話「一味驚愕!新たなる海軍元
帥!」


▽15:45 #55-3【HD】
第571話「お菓子好き!四皇ビッグ・マ


ム」
▽16:10 #56-3【HD】


第572話「前途多難 新世界に待ち受け
る罠」


▽16:35 #57-3【HD】
第573話「ついに出航!さよなら魚人


30


『ワンピース』  第936話「会得
せよ ワノ国の覇気・流桜!」 


#791-5【HD】【字】 


30


『ウォーターボーイズ2』
（全12話）


▽17:30 #1-5【HD】【字】
第1話「救世主がやってき


た!?」
▽18:30 #2-5【HD】【字】
第2話「ウソつきの仲間」
▽19:20 #3-5【HD】【字】
第3話「伝えたいキモチ」
▽20:10 #4-5【HD】【字】
第4話「新たな決意」


▽21:00 #5-5【HD】【字】
第5話「自分で決めた事」
▽21:50 #6-5【HD】【字】
第6話「あきらめない」
▽22:40 #7-5【HD】【字】
第7話「先生のための嘘」


＜出演＞
市原隼人/中尾明慶/斉藤慶
太/小池徹平/木村了/石原さ


とみ ほか


00


『ワンピース』5th TVオリジナ
ル 第135話「噂の海賊狩り! さ
すらいの剣士ゾロ」 #5-8【HD】 


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第7話「情報提供者」
#7-1【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10PR 2021年8月 #22-51【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22話「自分が進むべき道」
#22-1【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8月 #22-52【HD】 


20


韓国ドラマ『彼女はキレイだっ
た』日本語字幕版(全16話)
#11-1【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


40
純喫茶に恋をして ～阿佐ヶ谷・
gion #2-51【HD】【字】 


30


『WITH LOVE』（全12話）


▽27:40 #9-2【HD】
第9話「全てを打ち明けて」
▽28:35 #10-2【HD】
第10話「やっと会えた!」


＜出演＞竹野内 豊／田中 美里
／及川 光博／藤原 紀香／川岡 
大次郎／原 千晶／原 沙知絵／
山崎 裕里／田山 涼成／浅田 美


代子 ほか


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第7話「情報提供者」
#7-2【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #7-63【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22話「自分が進むべき道」
#22-2【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


20PR 2021年8月 #22-54【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #76-1【HD】
▽09:00 #77-1【HD】
▽09:40 #78-1【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8月 #22-55【HD】 


10


『山村美紗サスペンス 赤い
霊柩車』


2 黒衣の結婚式
＜出演＞片平なぎさ／国広
富之／金田賢一／山村紅葉
／高島礼子／筒井由美子／
大村崑／若林豪 ほか


#2-1【字】


50


『ガリレオⅡ』（全１１話）


▽12:10 #3-1【HD】
第3話 心聴る(きこえる)復讐する亡霊


社内連続怪死事件!
▽13:00 #4-1【HD】


第4話 曲球る(まがる)姿なき侵入者と
魔球の謎!遠隔放火


＜出演＞福山雅治／吉高由里子／澤部
佑／柴咲コウ／北村一輝／渡辺いっけ


い ほか
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #10-30【HD】 


00


韓国ドラマ『彼はサイコメトラー～He is 
Psychometric～』日本語字幕版(全16話)


第4話「一同再開」
#4-1【HD】 ＜出演＞


ジニョン (GOT7)、シン・イェウン、キム・
グォン、ダソム、ノ・ジョンヒョン、コ・ユ


ンジョン、
オム・ヒョソプ、チョン・ソギョン ほか


30


『ワンピース』魚人島編
第574話「新世界へ!最強の海を
めざして」 #58-3【HD】 


00


『ワンピース』フィルムZ連動特別編
▽15:30 #1-1【HD】


第575話「Zの野望編 小さな巨人リ
リー!」


▽16:00 #2-1【HD】
第576話「Zの野望編 謎の最強軍団登


場!」
▽16:30 #3-1【HD】


第577話「Zの野望編 決死の大脱出作
戦!」


30


『ワンピース』 
第937話「トの康 ! えびす町一
の人気者」 #792-4【HD】【字】 


30


『ウォーターボーイズ2』
（全12話）


▽17:30 #8-5【HD】【字】
第8話「それぞれの夢」
▽18:20 #9-5【HD】【字】
第9話「大事なのは、今」
▽19:10 #10-5【HD】【字】


第10話「退部届」
▽20:00 #11-5【HD】【字】
第11話「32人の救世主」
▽20:50 #12-5【HD】【字】
第12話「忘れられない夏 ～


旅立ちの時～」


＜出演＞
市原隼人/中尾明慶/斉藤慶
太/小池徹平/木村了/石原さ


とみ ほか


00


『ワンピース』5th TVオリジナ
ル 第136話「ヤギの島のゼニィ
と山の中の海賊船」 #6-8【HD】 


50


沢田研二特集 夜のヒットスタジオ
♯7(1977年9月26日 放送回)沢田研二
／高田みづえ／あおい輝彦／児島洋子
／荒川つとむ／森昌子／新沼謙治／八


代亜紀／西城秀樹
#7-1【HD】


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #12-26【HD】 


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第8話「トラウマ」
#8-1【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10PR 2021年8月 #22-58【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23話「私は味方」
#23-1【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8月 #22-59【HD】 


20


韓国ドラマ『彼女はキレイだっ
た』日本語字幕版(全16話)
#12-1【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
30PR 2021年8月 #22-60【HD】 


30


『WITH LOVE』（全12話）


▽27:30 #11-2【HD】
第11話「君よ、消えないで」
▽28:20 #12-2【HD】


第12話「パリで君を想う・涙の
恋を抱きしめて」


＜出演＞竹野内 豊／田中 美里
／及川 光博／藤原 紀香／川岡 
大次郎／原 千晶／原 沙知絵／
山崎 裕里／田山 涼成／浅田 美


代子 ほか


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第8話「トラウマ」
#8-2【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #8-63【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23話「私は味方」
#23-2【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


20PR 2021年8月 #22-61【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #79-1【HD】
▽09:00 #80-1【HD】
▽09:40 #81-1【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8月 #22-62【HD】 


10


『山村美紗サスペンス 赤い
霊柩車』


3 消えた配偶者
＜出演＞片平なぎさ／岡ま
ゆみ／山村紅葉／安永亜衣
／北原佐和子／神田正輝／
大村崑／若林豪 ほか


#3-1【字】


50


『ガリレオⅡ』（全１１話）


▽12:10 #5-1【HD】
第5話 念波る(おくる)距離200キロの


目撃者!双子の神秘
▽13:00 #6-1【HD】


第6話 密室る(とじる)VS女性科学者!!
空白の20分の殺人術


＜出演＞福山雅治／吉高由里子／澤部
佑／柴咲コウ／北村一輝／渡辺いっけ


い ほか
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #11-29【HD】 


10


韓国ドラマ『彼はサイコメトラー～He is 
Psychometric～』日本語字幕版(全16話)


第5話「新人のお巡りさん」
#5-1【HD】
＜出演＞


ジニョン (GOT7)、シン・イェウン、キム・
グォン、ダソム、ノ・ジョンヒョン、コ・ユ


ンジョン、
オム・ヒョソプ、チョン・ソギョン ほか


35


『ワンピース』フィルムZ連動特別編
(2021年8月 第578話「Zの野望編 ル
フィVSシューゾ!」 #4-1【HD】 


00


『ワンピース』パンクハザード編
▽15:35 #1-1【HD】


第579話「上陸!燃える島パンクハザー
ド」


▽16:00 #2-1【HD】
第580話「灼熱の戦い!ルフィVS巨大


竜!」
▽16:30 #3-1【HD】


第581話「一味騒然!衝撃の首だけ侍登
場!」


30


『ワンピース』  第938話「衝撃
走る 義賊丑三つ小僧の正体」 


#793-3【HD】【字】 


50


『ウォーターボーイズ 2005
夏』


▽17:30 #1-5【HD】【字】
前編


▽19:10 #2-5【HD】【字】
後編


＜出演＞
瑛太/小出恵介/平岡祐太/柄
本 佑/小西真奈美/酒井彩
名/滝沢乃南/香椎由宇/宇梶
剛士/松重 豊/益岡 徹/渡辺


美佐子 他


00


『京都祇園入り婿刑事事件
簿』


▽20:50 #9-4
「夫の邦夫に結婚詐欺と殺
人容疑が みむら家最大の
ピンチの裏側に潜む能楽師
の我が子を想う哀れな情
念…」<出演>三田村邦彦/中
村玉緒/藤谷美紀ほか
▽22:25 #10-4


「商品開発の利権を巡る連
続殺人消えた研究者は結婚
詐欺師 姑が1億円騙されて
三村家差し押さえの危機
」<出演>三田村邦彦/中村
玉緒/藤谷美紀ほか


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第9話「事件の裏側」
#9-1【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10PR 2021年8月 #22-64【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24話「隠されていた事実」
#24-1【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8月 #22-65【HD】 


20


韓国ドラマ『彼女はキレイだっ
た』日本語字幕版(全16話)
#13-1【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


40
純喫茶に恋をして


～上野・丘 #3-49【HD】【字】 


30


『教師びんびん物語』（全13
話）


▽27:40 #1-2【HD】
銀座の恋の小学校
▽28:35 #2-2【HD】


小さな恋のラーメン騒動


＜出演＞田原俊彦／野村宏伸／
萩原流行


／五十嵐いづみ／大竹まこと／


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第9話「事件の裏側」
#9-2【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #9-31【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24話「隠されていた事実」
#24-2【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


20PR 2021年8月 #22-66【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #82-1【HD】
▽09:00 #83-1【HD】
▽09:40 #84-1【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8月 #22-67【HD】 


10


『山村美紗サスペンス 
赤い霊柩車』 4 二つ
の墓標 ＜出演＞片平
なぎさ／若林豪／佳那
晃子／大村崑／山村紅
葉／中尾彬／神田正輝
ほか #4-1【字】 


10


『ガリレオⅡ』（全１１
話）  12:10 #7-1【HD】 第
7話 偽装う(よそおう)壁を
抜ける!?天狗伝説殺人事件! 
13:10 #8-1【HD】 第8話 演
技る(えんじる)VS狂気の女
優 夜空に舞う花火の下で殺
人劇場の幕が開く  ＜出演
＞福山雅治／吉高由里子／
澤部佑／柴咲コウ／北村一
輝／渡辺いっけい ほか


20


韓国ドラマ『彼はサイコメトラー～He is 
Psychometric～』日本語字幕版(全16話)


第6話「ミッション」
#6-1【HD】
＜出演＞


ジニョン (GOT7)、シン・イェウン、キム・
グォン、ダソム、ノ・ジョンヒョン、コ・ユ


ンジョン、
オム・ヒョソプ、チョン・ソギョン ほか


00


『ワンピース』パンクハザード
編(2021年8月～  15:20 #4-1
【HD】 第582話「驚愕!遂に明か
される島の秘密」 15:45 #5-1
【HD】 第583話「子供達を救え!
一味戦闘開始」 16:10 #6-1
【HD】 第584話「剣術勝負 ブ
ルックVS謎の胴体侍」 16:35 #7
-1【HD】 第585話「七武海! ト


ラファルガー・ロー」 


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 #290-13【HD】【字】 


35 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs
楽天


～メットライフドー
ム


生 #43-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「挽肉と米」


#76-49【HD】【字】


00


『ワンピース』5th TVオリジナル
第137話「儲かりまっか? 金貸しゼ
ニィの野望!」 #7-8【HD】 


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第10話「本当の目的」
#10-1【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10PR 2021年8月 #22-69【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25話「夫の姿」


#25-1【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8月 #22-70【HD】 


20


韓国ドラマ『彼女はキレイだっ
た』日本語字幕版(全16話)
#14-1【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


40
純喫茶に恋をして ～五反田・トゥジュール 


デビュテ #4-43【HD】【字】 


30


『教師びんびん物語』（全13
話）


▽27:40 #3-2【HD】
泣けるぜ!今夜は
▽28:35 #4-2【HD】
愛の嵐の大暴れ!


＜出演＞田原俊彦／野村宏伸／
萩原流行


／五十嵐いづみ／大竹まこと／


00
『おトクな時間』


00


『ワンピース』シルバーマイン編


▽06:00 #3-3【HD】【字】
第749話「剣技白熱 ロー・ゾロ遂に見


参!」
▽06:30 #4-3【HD】【字】


第750話「絶体絶命 ルフィ極限の灼熱


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 #15-2【HD】
▽08:15 #16-2【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 #803-2【HD】


第948話「反撃開始! ルフィと赤鞘の
侍!」


▽10:00 #804-1【HD】
第949話「勝ちに来た! ルフィ決死の


叫び」


50
『男おばさん！！』
#224-1【HD】


00PR 2021年8月 #22-71【HD】 


35


韓国ドラマ
『真紅のカーネー


ション』
日本語字幕版(全124


話)


▽11:00～16:35
【HD】


第78話「結婚宣言」


から


第86話「居候なんか
じゃない」


まで


＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジ
ン、アレックス、パ
ク・ジュンヒョク


ほか


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs
楽天


～メットライフドー
ム


生 #44-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「M2」


#77-44【HD】【字】
40PR 2021年8月 #22-73【HD】 


00


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 #1-2【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)
第16話「みんなの学校」
#16-2【HD】 ＜出演＞


ユ・スンホ、チョ・ボア、クァ
ク・ドンヨン ほか


20


韓国ドラマ
『彼女はキレイだっ


た』
日本語字幕版(全16話)


▽25:00 #1-2【HD】
▽26:05 #2-2【HD】
▽27:10 #3-2【HD】
▽28:15 #4-2【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


30PR 2021年8月 #22-74【HD】 


00
『おトクな時間』


20


韓国ドラマ
『まぶしくて～私たちの輝


く時間～』
日本語字幕版(全12話)


▽06:00 #1-3【HD】
▽07:10 #2-3【HD】


＜出演＞
ハン・ジミン、ナム・ジュ
ヒョク、キム・ヘジャ、ソ
ン・ホジュン ほか


41


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 #17-1【HD】
09:30 #18-1【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 ～阿佐ヶ谷・
gion #2-52【HD】【字】 


35


韓国ドラマ
『真紅のカーネー


ション』
日本語字幕版(全124


話)


▽11:00～16:35
【HD】


第87話「母への手
紙」


から


第95話「娘の復讐」


まで


＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジ
ン、アレックス、パ
ク・ジュンヒョク


ほか


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs
楽天


～メットライフドー
ム


生 #45-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「とんかつ けい太」
#78-40【HD】【字】


50


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 #286-22【HD】【字】 


00PR 2021年8月 #22-75【HD】 


30


『ワンピース』5th TVオリジナル
第138話「島のお宝の行方! ゼニィ海


賊団出撃!」 #8-8【HD】 


00


KiramuneカンパニーL
保住宴会部長ｹﾞｽﾄ回の未公開映像&反省会ﾄｰｸ!


Kiraｶﾝ入社後を振り返った裏話も!
MC：Uncle Bomb（浪川大輔・吉野裕行）


ｹﾞｽﾄ：保住有哉 #63-2【HD】 


50


韓国ドラマ
『シグナル』


日本語字幕版(全16話)


▽24:00 #5-3【HD】
▽25:10 #6-3【HD】
▽26:20 #7-3【HD】
▽27:30 #8-3【HD】


＜出演＞
イ・ジェフン、キム・
ヘス、チョ・ジヌン、
チョン・ヘギュン、
チャン・ヒョンソン


ほか


30


実録!オンナの〇〇事件簿  
28:50 #28-6【HD】 病院に行く
フリをして夫が犯していた罪 
29:10 #29-6【HD】 秘密の鍵 


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第10話「本当の目的」
#10-2【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #10-31【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25話「夫の姿」
#25-2【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


20PR 2021年8月 #22-77【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #85-1【HD】
▽09:00 #86-1【HD】
▽09:40 #87-1【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8月 #22-78【HD】 


10


地獄の花嫁シリーズ
『結婚相談員 末永卯月の
推理案内状 地獄の花嫁
４』 ＜出演＞名取裕子／雛
形あきこ／長谷川初範／岡
本光太郎／小林千晴／浮田
久重／根本りつ子／渡辺典
子／大竹一重／風間トオル


ほか #4-2 


50


『ガリレオⅡ』（全１１話）


▽12:10 #9-1【HD】
第9話 攪乱す(みだす)狙われた湯川!!


悪魔の手の恐怖実験
▽13:00 #10-1【HD】


第10話 最終章・聖女の救済-前編-愛
という名の完全犯罪!!


＜出演＞福山雅治／吉高由里子／澤部
佑／柴咲コウ／北村一輝／渡辺いっけ


い ほか
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #13-27【HD】 


05


韓国ドラマ『彼はサイコメトラー～He is 
Psychometric～』日本語字幕版(全16話)


第7話「固い決意」
#7-1【HD】
＜出演＞


ジニョン (GOT7)、シン・イェウン、キム・
グォン、ダソム、ノ・ジョンヒョン、コ・ユ


ンジョン、
オム・ヒョソプ、チョン・ソギョン ほか


00


『ワンピース』パンクハザード編
▽15:05 #8-1【HD】


第586話「大ピンチ ルフィ極寒の湖に
沈む」


▽15:30 #9-1【HD】
第587話「激突! ローVSスモーカー中


将」
▽16:00 #10-1【HD】


第588話「2年ぶりの再会!ルフィと
ロー」


▽16:30 #11-1【HD】
第589話「世界最悪 恐怖の科学者シー


ザー」


30


『ワンピース』  第936話「会得
せよ ワノ国の覇気・流桜!」 


#791-6【HD】【字】 


00


『ワンピース』空島・スカ
イピア編


17:30 #22-4 第165話「天空
の黄金卿ジャヤ!目指せ神の
社!」 18:00 #23-4 第166話
「黄金前夜祭!「ヴァース」
への想い!」 18:30 #24-4 
第167話「神・エネル登場!!
生き残りへの夜明曲」 


19:00 #25-4 第168話「牙む
く大蛇!遂に始まる生き残り
合戦」 19:30 #26-4 第169
話「捨て身の排撃!「戦鬼」
ワイパーの覚悟」 20:00 
#27-4 第170話「空中の激
戦!海賊ゾロVS戦士ブラハ
ム」 20:30 #28-4 第171話
「唸る燃焼砲!!ルフィVS戦
鬼ワイパー」 21:00 #29-4 
第172話「沼の試練!チョッ
パーVS神官ゲダツ!!」 


21:30 #30-4 第173話「無敵
の能力!明かされるエネルの


正体」 


30


『ワンピース』空島・黄金の鐘編
▽22:00 #1-4【HD】


第174話 「幻の都! 雄大なるシャンド
ラの遺跡!!」


▽22:30 #2-4【HD】
第175話「生存率0%!! チョッパーVS神


官オーム」
▽23:00 #3-4【HD】


第176話 「“巨大豆蔓"を登れ!! 上層
遺跡の死闘」


00


超特急の撮れ高足りて
ますか? #128-1【HD】 


10


韓国ドラマ『ビッグイシュー～
正義か、悪か～』日本語字幕版
(全16話) 第11話「すべてを捨て
て」 #11-1【HD】 ＜出演＞
チュ・ジンモ、ハン・イェス
ル、キム・ヒウォン、 シン・ソ


ユル 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26話「引き止めたい心」
#26-1【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8月 #22-79【HD】 


20


韓国ドラマ『彼女はキレイだっ
た』日本語字幕版(全16話)
#15-1【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


40
純喫茶に恋をして ～向島・カド 


#5-40【HD】【字】 


30


『教師びんびん物語』（全13
話）


▽27:40 #5-2【HD】
先生!戻って来て
▽28:35 #6-2【HD】
先生!愛してるゥ


＜出演＞田原俊彦／野村宏伸／
萩原流行


／五十嵐いづみ／大竹まこと／


00
『おトクな時間』
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（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。







10


韓国ドラマ『ビッグイシュー～
正義か、悪か～』日本語字幕版
(全16話) 第11話「すべてを捨て
て」 #11-2【HD】 ＜出演＞
チュ・ジンモ、ハン・イェス
ル、キム・ヒウォン、 シン・ソ


ユル 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26話「引き止めたい心」
#26-2【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


20PR 2021年8月 #22-80【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #88-1【HD】
▽09:00 #89-1【HD】
▽09:40 #90-1【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8月 #22-81【HD】 


10


地獄の花嫁シリーズ
『結婚相談員 末永卯月の
推理案内状 地獄の花嫁


５』
＜出演＞名取裕子／雛形あ
きこ／萩原流行／長谷川初
範／多岐川裕美／原久美子
／五代高之 ほか


#5-2


20


『ガリレオⅡ』（全１１話）
第11話 遂に最終回!!聖女の救済
-後編-実に、実に、面白い!!さ
よなら!湯川先生 #11-1【HD】 
＜出演＞福山雅治／吉高由里子
／澤部佑／柴咲コウ／北村一輝


／渡辺いっけい ほか


40
『男おばさん！！』
#224-2【HD】


00
純喫茶に恋をして


～上野・丘 #3-50【HD】【字】 


05


韓国ドラマ『彼はサイコメトラー～He is 
Psychometric～』日本語字幕版(全16話)


第8話「初めての透視」
#8-1【HD】
＜出演＞


ジニョン (GOT7)、シン・イェウン、キム・
グォン、ダソム、ノ・ジョンヒョン、コ・ユ


ンジョン、
オム・ヒョソプ、チョン・ソギョン ほか


00


『ワンピース』パンクハザード編
▽15:05 #12-1【HD】


第590話「史上最強コラボVS海の大食
漢」


▽15:30 #13-1【HD】
第591話「チョッパー激怒 M非道なる


実験」
▽16:00 #14-1【HD】


第592話「一味抹殺!伝説の殺し屋来
襲!」


▽16:30 #15-1【HD】
第593話「ナミを救え!ルフィ雪山の戦


い」


30


『ワンピース』 
第937話「トの康 ! えびす町一
の人気者」 #792-5【HD】【字】 


00


韓国ドラマ
『リセット～運命をさ
かのぼる1年～』


日本語字幕版(全12話)


▽17:30 #1-3【HD】
▽18:35 #2-3【HD】
▽19:40 #3-3【HD】
▽20:45 #4-3【HD】
▽21:50 #5-3【HD】


＜出演＞
イ・ジュニョク、ナ
ム・ジヒョン、キム・


ジス ほか


50


沢田研二特集 夜のヒットスタジオ
♯7(1977年9月26日 放送回)沢田研二
／高田みづえ／あおい輝彦／児島洋子
／荒川つとむ／森昌子／新沼謙治／八


代亜紀／西城秀樹
#7-2【HD】


00PR 2021年8月 #22-83【HD】 


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第12話「見えない本心」
#12-1【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10PR 2021年8月 #22-85【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27話「幸せのための選択」
#27-1【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8月 #22-86【HD】 


20


韓国ドラマ『彼女はキレイだっ
た』日本語字幕版(全16話)
#16-1【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


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


30


『教師びんびん物語』（全13
話）


▽27:40 #7-2【HD】
あぶない課外授業
▽28:35 #8-2【HD】


銀座はオレのステージだ!


＜出演＞田原俊彦／野村宏伸／
萩原流行


／五十嵐いづみ／大竹まこと／


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第12話「見えない本心」
#12-2【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #11-30【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27話「幸せのための選択」
#27-2【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


20PR 2021年8月 #22-87【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #91-1【HD】
▽09:00 #92-1【HD】
▽09:40 #93-1【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8月 #22-88【HD】 


20


松本清張スペシャル 死の発
送


＜出演＞向井理／比嘉愛未
／寺島進／山中崇／朝加真
由美／松尾諭／玉置孝匡／
中村靖日／矢柴俊博／伊藤
裕子／ベンガル／大杉漣／


寺尾聰 ほか
#1-4【HD】【字】


30


『ラジエーションハウス～放射線科の診断レ
ポート～』（全１２話）


第1話 視えない病を見つけ出せ!命をかけた新
たな医療ドラマが今始まる!


#1-1【HD】【字】
＜出演＞窪田正孝／本田翼／広瀬アリス／浜
野謙太／丸山智己／矢野聖人／山口紗弥加／
遠藤憲一／鈴木伸之／浅野和之／和久井映見 


ほか


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」
#80-34【HD】【字】


10


韓国ドラマ『彼はサイコメトラー～He is 
Psychometric～』日本語字幕版(全16話)


第9話「怪しいお兄さん」
#9-1【HD】
＜出演＞


ジニョン (GOT7)、シン・イェウン、キム・
グォン、ダソム、ノ・ジョンヒョン、コ・ユ


ンジョン、
オム・ヒョソプ、チョン・ソギョン ほか


00


『ワンピース』パンクハザード編
▽15:10 #16-1【HD】


第594話「結成!ルフィ・ロー海賊同
盟!」


▽15:35 #17-1【HD】
第595話「Mを捉えろ 海賊同盟作戦開


始!」
▽16:00 #18-1【HD】


第596話「全滅の危機 死のモンスター
飛来」


▽16:30 #19-1【HD】
第597話「大激戦 シーザー真の能力発


動!」


30


『ワンピース』  第938話「衝撃
走る 義賊丑三つ小僧の正体」 


#793-4【HD】【字】 


00


韓国ドラマ
『リセット～運命をさ
かのぼる1年～』


日本語字幕版(全12話)


▽17:30 #6-3【HD】
▽18:35 #7-3【HD】
▽19:40 #8-3【HD】
▽20:50 #9-3【HD】


＜出演＞
イ・ジュニョク、ナ
ム・ジヒョン、キム・


ジス ほか


00


キミは=LOVEを愛せるか!!!


▽22:00 #4-2【HD】
「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!ﾒﾝﾊﾞｰ個人冠ｺｰﾅｰ登場
はあのﾒﾝﾊﾞｰらしさ炸裂!ｽﾀ
ｼﾞｵﾗｲﾌﾞは最新ｱﾙﾊﾞﾑのﾕﾆｯﾄ


曲も!
▽23:00 #5-1【HD】


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第13話「疑いの目」
#13-1【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10PR 2021年8月 #22-89【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28話「新しい関係の始まり」
#28-1【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8月 #22-90【HD】 


20


韓国ドラマ『別れが去った～マイ・プ
レシャス・ワン～』日本語字幕版(全


20話)
#1-1【HD】 ＜出演＞


チェ・シラ 、チョ・ボア、チョン・
ヘヨン、イ・ソンジェ、ジュン（U-


KISS） ほか


40
純喫茶に恋をして ～本郷・金魚


坂 #7-41【HD】【字】 


30


『教師びんびん物語』（全13
話）


▽27:40 #9-2【HD】
俺の胸で泣け!!


▽28:35 #10-2【HD】
この学校がなくなるの!?


＜出演＞田原俊彦／野村宏伸／
萩原流行


／五十嵐いづみ／大竹まこと／


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第13話「疑いの目」
#13-2【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #12-27【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28話「新しい関係の始まり」
#28-2【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


20PR 2021年8月 #22-91【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #94-1【HD】
▽09:00 #95-1【HD】
▽09:40 #96-1【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8月 #22-92【HD】 


10


『松本清張スペシャル 一年半待
て』


#1-1【HD】【字】
＜出演＞菊川怜／雛形あきこ／
石田ひかり／ジュディ・オング
／戸次重幸／前川泰之／宮瀬茉
祐子／鴇田蒼太郎／椎名泰三／
藤森太介／関野昌敏／森川恵古
／高橋修／ふせえり／松澤一之


／寺田農 ほか


00


『ラジエーションハウス～放射線科の
診断レポート～』（全１２話）


12:10 #2-1【HD】【字】
第2話 天才技師が救う命!彼の秘密が


今夜、明かされる!?
13:10 #3-1【HD】【字】


第3話 仲間に迫る、乳がんの危機!?


＜出演＞窪田正孝／本田翼／広瀬アリ
ス／浜野謙太／丸山智己／矢野聖人／
山口紗弥加／遠藤憲一／鈴木伸之／浅


野和之／和久井映見 ほか


05


韓国ドラマ『彼はサイコメトラー～He is 
Psychometric～』日本語字幕版(全16話)


第10話「振り払った手」
#10-1【HD】
＜出演＞


ジニョン (GOT7)、シン・イェウン、キム・
グォン、ダソム、ノ・ジョンヒョン、コ・ユ


ンジョン、
オム・ヒョソプ、チョン・ソギョン ほか


00


『ワンピース』パンクハザード編
▽15:05 #20-1【HD】


第598話「炎切り裂く侍!狐火の錦えも
ん」


15:30 #21-1【HD】
第599話「衝撃!謎の男ヴェルゴの正


体!」
▽16:00 #22-1【HD】


第600話「子供達を守れ!迫るMの魔の
手」


▽16:30 #23-1【HD】
第601話「新世界激震 シーザー悪夢の


実験」


30


『ワンピース』 
第939話「一味疾る! 救え囚われ
のトの康」 #794-3【HD】【字】 


50


韓国ドラマ
『リセット～運命をさ
かのぼる1年～』


日本語字幕版(全12話)


▽17:30 #10-3【HD】
▽18:40 #11-3【HD】
▽19:45 #12-3【HD】


＜出演＞
イ・ジュニョク、ナ
ム・ジヒョン、キム・


ジス ほか


00PR 2021年8月 #22-93【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


▽21:00 #1-4【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
▽22:30 #2-4【HD】


Day2
Aqours/TRUE/早見沙
織/ReoNa/Roselia


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第14話「背後にいる者」
#14-1【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10PR 2021年8月 #22-94【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29話「裏切りの代価」
#29-1【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8月 #22-95【HD】 


20


韓国ドラマ『別れが去った～マイ・プ
レシャス・ワン～』日本語字幕版(全


20話)
#2-1【HD】 ＜出演＞


チェ・シラ 、チョ・ボア、チョン・
ヘヨン、イ・ソンジェ、ジュン（U-


KISS） ほか


40
純喫茶に恋をして ～平井・ワン
モア #8-43【HD】【字】 


30


『教師びんびん物語』（全13
話）


▽27:40 #11-2【HD】
オレの生徒に手を出すな!!
▽28:35 #12-2【HD】
小学校が消える日


＜出演＞田原俊彦／野村宏伸／
萩原流行


／五十嵐いづみ／大竹まこと／
阿藤快／五十嵐淳子／紺野美沙


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第14話「背後にいる者」
#14-2【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #13-28【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29話「裏切りの代価」
#29-2【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


20PR 2021年8月 #22-97【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #97-1【HD】
▽09:00 #98-1【HD】
▽09:40 #99-1【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8月 #22-98【HD】 


10


『松本清張没後20年特別企画 危
険な斜面』


#1-1【HD】【字】
＜出演＞渡部篤郎／長谷川京子
／中村敦夫／赤井英和／溝端淳
平／萩尾みどり／大路恵美／旭
屋光太郎／広村美つ美／森郁月
／逢地真理子／小高麻友美／上
田香織／伊藤栞穂／梨本謙次郎


／長谷川朝晴 ほか


50


『ラジエーションハウス～放射線科の
診断レポート～』（全１２話）


12:10 #4-1【HD】【字】
第4話 夢を追いかける患者を救え!! 


13:00 #5-1【HD】【字】
第5話 絶世の美少年が死亡 犯人は


誰!? 
＜出演＞窪田正孝／本田翼／広瀬アリ
ス／浜野謙太／丸山智己／矢野聖人／
山口紗弥加／遠藤憲一／鈴木伸之／浅


野和之／和久井映見 ほか
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #14-24【HD】 


05


韓国ドラマ『彼はサイコメトラー～He is 
Psychometric～』日本語字幕版(全16話)


第11話「必死の救出」
#11-1【HD】
＜出演＞


ジニョン (GOT7)、シン・イェウン、キム・
グォン、ダソム、ノ・ジョンヒョン、コ・ユ


ンジョン、
オム・ヒョソプ、チョン・ソギョン ほか


00


『ワンピース』パンクハザード編
▽15:05 #24-1【HD】


第602話「史上最悪の殺戮兵器!シノク
ニ」


▽15:30 #25-1【HD】
第603話「反撃開始!ルフィ・ロー大脱


出」
▽16:00 #26-1【HD】


第604話「めざせR棟!海賊同盟快進
撃!」


▽16:30 #27-1【HD】
第605話「たしぎの涙 G5決死の突破作


戦」


30


『ワンピース』 
第940話「ゾロの怒り SMILEの真
実!」 #795-3【HD】【字】 


00


韓国ドラマ『外出』
日本語字幕版(全2話)


▽17:30 #1-4【HD】
▽18:42 #2-4【HD】


＜出演＞
ハン・へジン、キム・
ミギョン、キム・テフ


ン ほか


30


及川光博 ワンマン
ショーツアー2021
『SOUL TRAVELER』
#1-1【HD】


00


KiramuneカンパニーL 江口ｶﾚｰ担当来訪回の未
公開映像&反省会ﾄｰｸ!意外な裏話も暴露!
MC：Uncle Bomb（浪川大輔・吉野裕行）


ｹﾞｽﾄ：江口拓也 #60-3【HD】 


30


オダイバ！超次元音楽祭
～Z世代のスター大集合SP～ディレク


ターズカット版
地上波未公開映像を含む完全版!


<出演>
天月-あまつき－/上坂すみれ/内田雄
馬/すとぷり/寺島拓篤/Liella!/舞台
ヒプノシスマイク全ディビジョン総勢


18名
#1-1【HD】


00


『ワンピース』5th TVオリジナル
第139話「虹色の霧伝説! ルルカ島の


老人ヘンゾ」 #9-8【HD】 


10


韓国ドラマ『ビッグイシュー～
正義か、悪か～』日本語字幕版
(全16話) 第15話「人生の転機」 


#15-1【HD】 ＜出演＞
チュ・ジンモ、ハン・イェス
ル、キム・ヒウォン、 シン・ソ


ユル 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30話「息子としての苦しみ」
#30-1【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8月 #22-100【HD】 


20


韓国ドラマ『別れが去った～マイ・プ
レシャス・ワン～』日本語字幕版(全


20話)
#3-1【HD】 ＜出演＞


チェ・シラ 、チョ・ボア、チョン・
ヘヨン、イ・ソンジェ、ジュン（U-


KISS） ほか


40
純喫茶に恋をして ～西荻窪・ダ
ンテ #9-50【HD】【字】 


30


『教師びんびん物語』（全13話）
ありがとう!君たちを忘れない


#13-2【HD】 ＜出演＞田原俊彦／野村
宏伸／萩原流行


／五十嵐いづみ／大竹まこと／阿藤快
／五十嵐淳子／紺野美沙子 ほか


30


実録!オンナの〇〇事件簿


28:30 #30-8【HD】 向かいに住
む姑との深く暗い溝 28:50 #31-
6【HD】 覗かれ妻の告白 29:10 
#32-6【HD】 狂気の嫉妬 


00
『おトクな時間』


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」


#75-51【HD】【字】


00


SELECTRAVEL 関東 栃木編 
Ｓ二 #25-14【HD】 


21


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 #17-2【HD】
08:10 #18-2【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


30PR 2021年8月 #22-101【HD】 


30


『ワンピース』 
▽09:30 #804-2【HD】


第949話「勝ちに来た! ルフィ決死の
叫び」


▽10:00 #805-1【HD】
第950話「兵どもが夢! ルフィ兎丼制


圧!」


50
『男おばさん！！』
#225-1【HD】


00PR 2021年8月 #22-102【HD】 


50


韓国ドラマ
『真紅のカーネー
ション』


日本語字幕版(全124
話)


▽11:00～19:50
【HD】


第96話「消せない過
去」


から


第110話「罪の重
さ」


まで


＜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純喫茶に恋をして(10分だけver.) #5-69【HD】 


00


翔太さまと執事西山のオタワムレ超


▽20:00 #1-2【HD】
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
▽21:00 #2-1【HD】


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!#2はｳﾙﾄﾗﾏ


ﾝ俳優も登場!
ﾎｽﾄ:蒼井翔太/西山宏太朗
ｹﾞｽﾄ:高橋健介/伊万里有


00


Chara Live 2021 
Sweet Soul 


Sessions ～Glitter
～


#1-1【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)


▽24:00 #5-2【HD】
▽25:05 #6-2【HD】
▽26:10 #7-2【HD】
▽27:15 #8-2【HD】
▽28:20 #9-2【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


00
『おトクな時間』


20


韓国ドラマ
『まぶしくて～私たちの輝


く時間～』
日本語字幕版(全12話)


▽06:00 #3-3【HD】
▽07:10 #4-3【HD】


＜出演＞
ハン・ジミン、ナム・ジュ
ヒョク、キム・ヘジャ、ソ
ン・ホジュン ほか


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 #19-1【HD】 
09:35 #20-1【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(10分だけver.) #9-32【HD】 


15


韓国ドラマ
『真紅のカーネー


ション』
日本語字幕版(全124


話)


▽11:00～19:15
【HD】


第111話「恋しいマ
マ」


から


第124話「母になる
ということ」


まで


＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジ
ン、アレックス、パ
ク・ジュンヒョク


ほか


25


『ヤバい検事 矢場健』


▽19:15 #1-3【HD】【字】
～ヤバケンの暴走捜査～
＜出演＞舘ひろし／原沙知
絵／愛華みれ／河相我聞／
山本圭／遠藤久美子／宮下
裕治／黒田アーサー／矢崎


滋 ほか
▽20:50 #2-3【HD】【字】
２～ヤバケンの暴走捜査～
＜出演＞舘ひろし／原沙知
絵／櫻井淳子／河相我聞／
大空眞弓／山田帆風／鈴木
亮介／辻本伸太郎／矢崎滋


ほか


00


西村京太郎サスペンス
十津川刑事の肖像「人捜し


ゲーム」
＜出演＞高嶋政伸／中山忍
／美木良介／ベンガル／山
村紅葉／正名僕蔵／古谷一


行 他
#1-3【HD】【字】


20


韓国ドラマ
『シグナル』


日本語字幕版(全16話)


▽24:00 #9-3【HD】
▽25:20 #10-3【HD】
▽26:40 #11-3【HD】
▽28:00 #12-3【HD】


＜出演＞
イ・ジェフン、キム・
ヘス、チョ・ジヌン、
チョン・ヘギュン、
チャン・ヒョンソン


ほか


30PR 2021年8月 #22-104【HD】 


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『ビッグイシュー～
正義か、悪か～』日本語字幕版
(全16話) 第15話「人生の転機」 


#15-2【HD】 ＜出演＞
チュ・ジンモ、ハン・イェス
ル、キム・ヒウォン、 シン・ソ


ユル 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30話「息子としての苦しみ」
#30-2【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


20PR 2021年8月 #22-105【HD】 


20


韓国ドラマ『優雅な母娘』
日本語字幕版(全103話)


▽08:20 #100-1【HD】
▽09:00 #101-1【HD】
▽09:40 #102-1【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8月 #22-106【HD】 


30


『世にも奇妙な物語』


▽10:30 #1-1【HD】
＜脚本・出演者＞


「半分こ」（脚本：村上修）
柏原芳恵、香坂未幸、富士原恭平、井


原利昌
「くせ」（脚本：両沢和幸）


菊池桃子、宮川一朗太、ハント敬士、
東利明、吉田晃太郎


「死ぬほど好き」（脚本：野島伸司）
角田英介、石田ひかり、桜金造、古本
新之輔、水野あや、佐久間哲、望月太


郎


10


『ラジエーションハウス～放射線科の
診断レポート～』（全１２話）


12:30 #6-1【HD】【字】
第6話 運命の緊急手術!!この命を守れ 


13:20 #7-1【HD】【字】
第7話 命を救う者達の選択 誇りの行


方 
＜出演＞窪田正孝／本田翼／広瀬アリ
ス／浜野謙太／丸山智己／矢野聖人／
山口紗弥加／遠藤憲一／鈴木伸之／浅


野和之／和久井映見 ほか


15


韓国ドラマ『彼はサイコメトラー～He is 
Psychometric～』日本語字幕版(全16話)


第12話「鉄格子の部屋」
#12-1【HD】
＜出演＞


ジニョン (GOT7)、シン・イェウン、キム・
グォン、ダソム、ノ・ジョンヒョン、コ・ユ


ンジョン、
オム・ヒョソプ、チョン・ソギョン ほか


00


『ワンピース』パンクハザード編
▽15:15 #28-1【HD】


第606話「裏切りの中将!鬼竹のヴェル
ゴ」


▽15:40 #29-1【HD】
第607話「白熱の激戦!ルフィVSシー


ザー」
▽16:05 #30-1【HD】


第608話「闇の黒幕!ドフラミンゴ動
く!」


▽16:30 #31-1【HD】
第609話「ルフィ凍死!?恐怖の雪女モ


ネ!」


30


『ワンピース』 
第937話「トの康 ! えびす町一
の人気者」 #792-6【HD】【字】 


00


『ワンピース』空島・黄金の鐘編
▽17:30 #4-4【HD】


第177話 「鉄の試練の真骨頂! 白荊デ
スマッチ!!」


▽18:00 #5-4【HD】
第178話 「ほとばしる斬撃! ゾロVS神


官オーム!!」
▽18:30 #6-4【HD】


第179話 「崩れゆく上層遺跡! 終曲へ
の五重奏!」


▽19:00 #7-4【HD】
第180話 「古代遺跡の対決! 神・エネ


ルの目的!!」
▽19:30 #8-4【HD】


第181話 「限りない大地への野望 方
舟マクシム!!」


▽20:00 #9-4【HD】
第182話「遂に激突! 海賊ルフィVS


神・エネル!!」
▽20:30 #10-4【HD】


第183話 「マクシム浮上! 動き始めた
デスピア!!」


▽21:00 #11-4【HD】
第184話 「ルフィ落下! 神の裁きとナ


ミの望み!!」
▽21:30 #12-4【HD】


第185話 「目覚めた二人! 燃える恋の
救出前線!!」


▽22:00 #13-4【HD】
第186話「絶望への狂想曲 迫り来る空


島の消滅!!」
▽22:30 #14-4【HD】


第187話「鐘の音の導き! 大戦士と探
検家の物語」


▽23:00 #15-4【HD】
第188話 「呪縛からの解放! 大戦士が


流した涙!!」
▽23:30 #16-4【HD】


第189話 「永遠の親友! 大海原に響く
誓いの鐘!!」


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第16話「生きる道」
#16-1【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10PR 2021年8月 #22-107【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31話「家族の危機」
#31-1【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8月 #22-108【HD】 


20


韓国ドラマ『別れが去った～マイ・プ
レシャス・ワン～』日本語字幕版(全


20話)
#4-1【HD】 ＜出演＞


チェ・シラ 、チョ・ボア、チョン・
ヘヨン、イ・ソンジェ、ジュン（U-


KISS） ほか


40
純喫茶に恋をして ～蔵前・らい 


#10-37【HD】【字】 


30


『教師びんびん物語Ⅱ』（全13
話）


▽27:40 #1-2【HD】
帰ってきた龍之介
▽28:35 #2-2【HD】
傷だらけの龍之介


＜出演＞田原俊彦／野村宏伸／
麻生祐未／萩原流行／梶芽衣子


ほか


00
『おトクな時間』


00


韓国ドラマ『ビッグイシュー～正義
か、悪か～』日本語字幕版(全16話)


第16話「生きる道」
#16-2【HD】
＜出演＞


チュ・ジンモ、ハン・イェスル、キ
ム・ヒウォン、 シン・ソユル ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #14-26【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31話「家族の危機」
#31-2【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


20PR 2021年8月 #22-109【HD】 


55


韓国ドラマ『優雅な母娘』日本語字幕版(全
103話) #103-1【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


30


西村京太郎サスペンス
十津川刑事の肖像「一千三
百万人誘拐計画」


＜出演＞高嶋政伸／大鶴義
丹／山村紅葉／菅田俊／大
和田獏／伊藤かずえ／古谷


一行 ほか
#2-3【HD】【字】


10


『京都祇園入り婿刑事事件
簿』


「絢爛豪華な着物が招く連
続殺人。花柳界に衝撃!消え
た他殺体の謎 わが子よ、
着物に秘めた美人デザイ
ナーの悲しい過去」<出演>
三田村邦彦/中村玉緒/藤谷


美紀ほか #11-4 


50


『ラジエーションハウス～放射線科の
診断レポート～』（全１２話）


12:10 #8-1【HD】【字】
第8話 二人の約束と暴かれる秘密!!


13:00 #9-1【HD】【字】
第9話 最強の対決!!彼女は俺が守る!!


＜出演＞窪田正孝／本田翼／広瀬アリ
ス／浜野謙太／丸山智己／矢野聖人／
山口紗弥加／遠藤憲一／鈴木伸之／浅


野和之／和久井映見 ほか
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #15-11【HD】 


10


韓国ドラマ『彼はサイコメトラー～He is 
Psychometric～』日本語字幕版(全16話)


第13話「暗黒の幽霊駅」
#13-1【HD】
＜出演＞


ジニョン (GOT7)、シン・イェウン、キム・
グォン、ダソム、ノ・ジョンヒョン、コ・ユ


ンジョン、
オム・ヒョソプ、チョン・ソギョン ほか


00


『ワンピース』パンクハザード編
▽15:10 #32-1【HD】


第610話「ぶつかる拳!二人の中将の戦
い」


▽15:35 #33-1【HD】
第611話「小さなドラゴン!モモの助現


る」
▽16:00 #34-1【HD】


第612話「吹雪の死闘 麦わらの一味VS
雪女」


▽16:30 #35-1【HD】
第613話「奥義炸裂!ゾロ最強の一刀


流!」


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 #291-25【HD】【字】 


35 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


福岡ソフトバンク


～メットライフドー
ム


生 #46-1【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」 #79-45【HD】【字】 


00


『ワンピース』5th TVオリジナル
第140話「永遠の国の住人! パンプキ


ン海賊団!」 #10-8【HD】 


10


韓国ドラマ『プレーヤー～華麗なる天
才詐欺師～』日本語字幕版(全14話)
第1話「悪いやつらだけ選んで盗む」


#1-1【HD】
＜出演＞


ソン・スンホン、 チョン・スジョン
（クリスタル＜f(x)＞）、イ・シオ
ン、テ・ウォンソク 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32話「覚悟の時」
#32-1【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8月 #22-111【HD】 


20


韓国ドラマ『別れが去った～マイ・プ
レシャス・ワン～』日本語字幕版(全


20話)
#5-1【HD】 ＜出演＞


チェ・シラ 、チョ・ボア、チョン・
ヘヨン、イ・ソンジェ、ジュン（U-


KISS） ほか


40
純喫茶に恋をして ～吉祥寺・ウッド
ストック #11-43【HD】【字】 


30


『教師びんびん物語Ⅱ』（全13
話）


▽27:40 #3-2【HD】
先生、僕を信じて
▽28:35 #4-2【HD】
勇気と涙の旅立ち


＜出演＞田原俊彦／野村宏伸／
麻生祐未／萩原流行／梶芽衣子


ほか


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『プレーヤー～華麗なる天
才詐欺師～』日本語字幕版(全14話)
第1話「悪いやつらだけ選んで盗む」


#1-2【HD】
＜出演＞


ソン・スンホン、 チョン・スジョン
（クリスタル＜f(x)＞）、イ・シオ
ン、テ・ウォンソク 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32話「覚悟の時」
#32-2【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


20PR 2021年8月 #22-113【HD】 


30


韓国ドラマ『花道だけ歩きま
しょう～恋の花が咲きました
～』日本語字幕版(全123話)


08:20 #1-1【HD】 08:50 #2-1
【HD】 09:20 #3-1【HD】 09:55 


#4-1【HD】  ＜出演＞
チェ・ユンソ、ソル・ジョン
ファン、チョン・ユミン、シ
ム・ジホ、ヤン・ヒギョン、イ


ム・ジギュ
ソヌ・ジェドク、イ・ユジン


ほか


10


『京都祇園入り婿刑事事件
簿』


「加代子がﾊﾞｽｼﾞｬｯｸの人質 
わが子よ!妻を亡くした男の
凶行の陰に潜む非道な誘拐!
四国阿波路騙された母の悲
しき遍路」＜出演＞三田村
邦彦/中村玉緒/藤谷美紀ほ


か #12-4 


00


『ラジエーションハウス～放射線科の
診断レポート～』（全１２話）


12:10 #10-1【HD】【字】
第10話 もう一人の天才、現れる!?
13:00 #11-1【HD】【字】


第11話 命懸けで守りたい約束!!最後
の選択と決断とは!?


＜出演＞窪田正孝／本田翼／広瀬アリ
ス／浜野謙太／丸山智己／矢野聖人／
山口紗弥加／遠藤憲一／鈴木伸之／浅


野和之／和久井映見 ほか


10


韓国ドラマ『彼はサイコメトラー～He is 
Psychometric～』日本語字幕版(全16話)


第14話「ソンモの謎」
#14-1【HD】
＜出演＞


ジニョン (GOT7)、シン・イェウン、キム・
グォン、ダソム、ノ・ジョンヒョン、コ・ユ


ンジョン、
オム・ヒョソプ、チョン・ソギョン ほか


00


『ワンピース』パンクハザード編
▽15:10 #36-1【HD】


第614話「友達を守る!モチャ命がけの
逃走」


▽15:35 #37-1【HD】
第615話「茶ひげ悲痛!ルフィ怒りの一


撃」
▽16:00 #38-1【HD】


第616話「衝撃の決着!白猟VSヴェル
ゴ!」


▽16:30 #39-1【HD】
第617話「シーザー撃破!最強の灰熊


銃」


20


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」 #292-19【HD】【字】 


35 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


福岡ソフトバンク


～メットライフドー
ム


生 #47-1【HD】


50


沢田研二特集 夜のヒットスタジオ
♯8(1977年10月24日 放送回)沢田研二
／しばたはつみ／狩人／荒木由美子／
矢吹健／清水由貴子／河島英五／小柳


ルミ子／郷ひろみ
#8-1【HD】


00PR 2021年8月 #22-114【HD】 


10


韓国ドラマ『プレーヤー～華麗なる天
才詐欺師～』日本語字幕版(全14話)
第2話「警察も検察も思いのまま」


#2-1【HD】
＜出演＞


ソン・スンホン、 チョン・スジョン
（クリスタル＜f(x)＞）、イ・シオ
ン、テ・ウォンソク 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33話「壊れた関係」
#33-1【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8月 #22-115【HD】 


20


韓国ドラマ『別れが去った～マイ・プ
レシャス・ワン～』日本語字幕版(全


20話)
#6-1【HD】 ＜出演＞


チェ・シラ 、チョ・ボア、チョン・
ヘヨン、イ・ソンジェ、ジュン（U-


KISS） ほか


40
純喫茶に恋をして ～町屋・はま
ゆう #12-39【HD】【字】 


30


『教師びんびん物語Ⅱ』（全13
話）


▽27:40 #5-2【HD】
星に願いを…


▽28:35 #6-2【HD】
みんな寂しいんだ


＜出演＞田原俊彦／野村宏伸／
麻生祐未／萩原流行／梶芽衣子


ほか


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『プレーヤー～華麗なる天
才詐欺師～』日本語字幕版(全14話)
第2話「警察も検察も思いのまま」


#2-2【HD】
＜出演＞


ソン・スンホン、 チョン・スジョン
（クリスタル＜f(x)＞）、イ・シオ
ン、テ・ウォンソク 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33話「壊れた関係」
#33-2【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


20PR 2021年8月 #22-117【HD】 


30


韓国ドラマ『花道だけ歩きま
しょう～恋の花が咲きました
～』日本語字幕版(全123話)


08:20 #5-1【HD】 08:50 #6-1
【HD】 09:20 #7-1【HD】 09:55 


#8-1【HD】  ＜出演＞
チェ・ユンソ、ソル・ジョン
ファン、チョン・ユミン、シ
ム・ジホ、ヤン・ヒギョン、イ


ム・ジギュ
ソヌ・ジェドク、イ・ユジン


ほか


10


『女子アナ刑事～華麗
なる財宝殺人～』
#1-2【HD】 ＜出演＞
高島礼子／純名里沙／
山口もえ／美木良介／
秋本奈緒美／渡辺典子
／高橋克実 ほか


40


『ラジエーションハウス～放射
線科の診断レポート～』（全１


２話）
特別編～旅立ち～ #12-1【HD】
【字】 ＜出演＞窪田正孝／本田
翼／広瀬アリス／浜野謙太／丸
山智己／矢野聖人／山口紗弥加
／遠藤憲一／鈴木伸之／浅野和


之／和久井映見 ほか


00
純喫茶に恋をして ～五反田・トゥジュール 


デビュテ #4-44【HD】【字】 


10


韓国ドラマ『彼はサイコメトラー～He is 
Psychometric～』日本語字幕版(全16話)


第15話「見覚えのある風景」
#15-1【HD】
＜出演＞


ジニョン (GOT7)、シン・イェウン、キム・
グォン、ダソム、ノ・ジョンヒョン、コ・ユ


ンジョン、
オム・ヒョソプ、チョン・ソギョン ほか


00


『ワンピース』パンクハザード編
▽15:10 #40-1【HD】


第618話「襲来!ドレスローザからの刺
客」


▽15:35 #41-1【HD】
第619話「大暴れ!無敵のフランキー将


軍」
▽16:00 #42-1【HD】


第620話「絶体絶命!パンクハザード大
爆発」


▽16:30 #43-1【HD】
第621話「シーザーを捕獲せよ 将軍砲


炸裂」


20


ラーメンWalker TV2 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』 #293-15【HD】【字】 


35 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


福岡ソフトバンク


～メットライフドー
ム


生 #48-1【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」
#80-37【HD】【字】


00


超特急の撮れ高足りて
ますか? #128-2【HD】 


10


韓国ドラマ『プレーヤー～華麗なる天
才詐欺師～』日本語字幕版(全14話)
第3話「検事と手を組む詐欺軍団」


#3-1【HD】
＜出演＞


ソン・スンホン、 チョン・スジョン
（クリスタル＜f(x)＞）、イ・シオ
ン、テ・ウォンソク 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34話「人生の分かれ道」
#34-1【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8月 #22-119【HD】 


20


韓国ドラマ『別れが去った～マイ・プ
レシャス・ワン～』日本語字幕版(全


20話)
#7-1【HD】 ＜出演＞


チェ・シラ 、チョ・ボア、チョン・
ヘヨン、イ・ソンジェ、ジュン（U-


KISS） ほか


40
純喫茶に恋をして ～築地・マコ 


#13-38【HD】【字】 


30


『教師びんびん物語Ⅱ』（全13
話）


▽27:40 #7-2【HD】
夢を信じたい!!
▽28:35 #8-2【HD】
勇気よ生徒を守れ


＜出演＞田原俊彦／野村宏伸／
麻生祐未／萩原流行／梶芽衣子


ほか


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『プレーヤー～華麗なる天
才詐欺師～』日本語字幕版(全14話)
第3話「検事と手を組む詐欺軍団」


#3-2【HD】
＜出演＞


ソン・スンホン、 チョン・スジョン
（クリスタル＜f(x)＞）、イ・シオ
ン、テ・ウォンソク 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34話「人生の分かれ道」
#34-2【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


20PR 2021年8月 #22-120【HD】 


30


韓国ドラマ『花道だけ歩きま
しょう～恋の花が咲きました
～』日本語字幕版(全123話)


08:20 #9-1【HD】 08:50 #10-1
【HD】 09:20 #11-1【HD】 
09:55 #12-1【HD】  ＜出演＞
チェ・ユンソ、ソル・ジョン
ファン、チョン・ユミン、シ
ム・ジホ、ヤン・ヒギョン、イ


ム・ジギュ
ソヌ・ジェドク、イ・ユジン


ほか


10


『内田康夫ミステリー 湯布
院殺人事件』
＜出演＞


渡瀬恒彦/名取裕子/中山仁/
芦川よしみ/川辺久造/いと


うあいこ ほか


#1-4【HD】【字】


00


『恋ノチカラ』（全１１話）


▽12:10 #1-4【HD】【字】
第1話「女30歳さようなら終身雇用!!


これはあなたの物語」
▽13:10 #2-4【HD】【字】


第2話「30歳OL そして恋が始まる!!」
＜出演＞深津 絵里／堤 真一／矢田 
亜希子／坂口 憲二／猫背 椿／菅原 
禄弥／志賀 廣太郎／西村 雅彦 ほか


10


韓国ドラマ『彼はサイコメトラー～He is 
Psychometric～』日本語字幕版(全16話)


第16話「真犯人」
#16-1【HD】
＜出演＞


ジニョン (GOT7)、シン・イェウン、キム・
グォン、ダソム、ノ・ジョンヒョン、コ・ユ


ンジョン、
オム・ヒョソプ、チョン・ソギョン ほか


00


『ワンピース』パンクハザード編
▽15:10 #44-1【HD】


第622話「感動の再会!モモの助と錦え
もん」


▽15:35 #45-1【HD】
第623話「惜別の時 パンクハザード出


航!」
▽16:00 #46-1【HD】


第624話「G5壊滅!ドフラミンゴ急
襲!」


▽16:30 #47-1【HD】
第625話「緊迫!青キジVSドフラミン


ゴ」


20


ラーメンWalker TV2
「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』
#294-12【HD】【字】


35 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


北海道日本ハム


～メットライフドー
ム


生 #49-1【HD】


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」 #81-32【HD】【字】 


00


『ワンピース』5th TVオリジナル
第141話「故郷への想い! 脱出不能の


海賊墓場!」 #11-8【HD】 


10


韓国ドラマ『プレーヤー～華麗なる天
才詐欺師～』日本語字幕版(全14話)


第4話「感情的に動くな」
#4-1【HD】
＜出演＞


ソン・スンホン、 チョン・スジョン
（クリスタル＜f(x)＞）、イ・シオ
ン、テ・ウォンソク 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35話「待ちに待った瞬間」
#35-1【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8月 #22-122【HD】 


20


韓国ドラマ『別れが去った～マイ・プ
レシャス・ワン～』日本語字幕版(全


20話)
#8-1【HD】 ＜出演＞


チェ・シラ 、チョ・ボア、チョン・
ヘヨン、イ・ソンジェ、ジュン（U-


KISS） ほか


40
純喫茶に恋をして ～大森・ルア


ン #14-37【HD】【字】 


30


『教師びんびん物語Ⅱ』（全13
話）


▽27:40 #9-2【HD】
泣けてくる…


▽28:35 #10-2【HD】
涙は心の言葉だ!


＜出演＞田原俊彦／野村宏伸／
麻生祐未／萩原流行／梶芽衣子


ほか


00
『おトクな時間』


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「挽肉と米」


#76-50【HD】【字】


00


SELECTRAVEL 関東 神奈川編 
Ｓ二 #26-13【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 #19-2【HD】 
08:15 #20-2【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 #805-2【HD】


第950話「兵どもが夢! ルフィ兎丼制
圧!」


▽10:00 #806-1【HD】
第951話「オロチの追手! 忍者軍団VS


ゾロ」


50
純喫茶に恋をして
#19-1【HD】


00PR 2021年8月 #22-123【HD】 


00


『山村美紗サスペンス』 


▽11:00 #1-2【HD】【字】
京都・源氏物語殺人絵巻
＜出演＞浅野ゆう子／美保
純／大浦龍宇一／山村紅葉
／小沢和義／渋谷琴乃／音
尾琢真／須永慶／愛華みれ
／遠藤憲一 ほか


▽12:40 #2-2【HD】【字】
黒の滑走路～禁じられた一


族～
＜出演＞浅野ゆう子／遠藤
憲一／山村紅葉／野村宏伸
／渡辺裕之／永島敏行 ほ


か
▽14:20 #3-2【HD】【字】
黒の滑走路2～花婿がみた悪


魔～
＜出演＞浅野ゆう子／遠藤
憲一／山村紅葉／原幹恵／
中山忍／高岡早紀 ほか


20
純喫茶に恋をして
#17-6【HD】【字】


35
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』


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


北海道日本ハム


～メットライフドー
ム


生 #50-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「焼肉ケニヤ」
#82-27【HD】【字】


30


『ワンピース』5th TVオリジナル
▽22:30 #12-8【HD】


第142話「乱戦必至! ウエットンの野
望と虹の塔」


▽23:00 #13-8【HD】
第143話「そして伝説が始まる! いざ


虹の彼方へ」


00


Kiramuneカンパニー
L #64-1【HD】 


00


韓国ドラマ
『彼女はキレイだっ


た』
日本語字幕版(全16話)


▽24:00 #10-2【HD】
▽25:00 #11-2【HD】
▽26:00 #12-2【HD】
▽27:00 #13-2【HD】
▽28:00 #14-2【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


20
実録!オンナの〇〇事件簿


携帯の向こうは秘密の夫 #33-6【HD】 
30PR 2021年8月 #22-125【HD】 


00
『おトクな時間』


20


韓国ドラマ
『まぶしくて～私たちの輝


く時間～』
日本語字幕版(全12話)


▽06:00 #5-3【HD】
▽07:10 #6-3【HD】


＜出演＞
ハン・ジミン、ナム・ジュ
ヒョク、キム・ヘジャ、ソ
ン・ホジュン ほか


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 #21-1【HD】
▽09:30 #22-1【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


40


『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 #8-3【HD】 


00
純喫茶に恋をして ～向島・カド 


#5-41【HD】【字】 


35


オールナイト声優フ
ジ2夜 未公開映像付


完全版
MC：森久保祥太郎
阿座上洋平/岩崎諒
太/浦和希/狩野翔/
小林大紀/酒井広大/
榊原優希/佐藤元/汐
谷文康/白井悠介/高
塚智人/竹内栄治/立
花慎之介/中澤まさ
とも/野津山幸宏/濱
野大輝/葉山翔太/帆
世雄一/山口智広/山
谷祥生/ランズベ
リー・アーサー(50


音順)
#1-2【HD】


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


北海道日本ハム


～メットライフドー
ム


生 #51-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ミートカイザー」
#83-19【HD】【字】


00


加山雄三復帰後初ラ
イブ！！！～若大将
60年 Inside 
Stories～


 #1-2【HD】 


30


韓国ドラマ
『シグナル』


日本語字幕版(全16話)


▽24:00 #13-3【HD】
▽25:20 #14-3【HD】
▽26:40 #15-3【HD】
▽28:00 #16-3【HD】


＜出演＞
イ・ジェフン、キム・
ヘス、チョ・ジヌン、
チョン・ヘギュン、
チャン・ヒョンソン


ほか


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『プレーヤー～華麗なる天
才詐欺師～』日本語字幕版(全14話)


第4話「感情的に動くな」
#4-2【HD】
＜出演＞


ソン・スンホン、 チョン・スジョン
（クリスタル＜f(x)＞）、イ・シオ
ン、テ・ウォンソク 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35話「待ちに待った瞬間」
#35-2【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


20PR 2021年8月 #22-127【HD】 


30


韓国ドラマ『花道だけ歩きま
しょう～恋の花が咲きました
～』日本語字幕版(全123話)


08:20 #13-1【HD】 08:50 #14-1
【HD】 09:20 #15-1【HD】 
09:55 #16-1【HD】  ＜出演＞
チェ・ユンソ、ソル・ジョン
ファン、チョン・ユミン、シ
ム・ジホ、ヤン・ヒギョン、イ


ム・ジギュ
ソヌ・ジェドク、イ・ユジン


ほか


10


『外科医鳩村周五郎』
闇のカルテ ＜出演＞
船越英一郎／内藤剛志
／高橋和也／伊藤裕子
美山加恋／田中美奈子
／斎藤陽子 ほか #1-
2【HD】【字】 


50


『恋ノチカラ』（全１１話）


▽12:10 #3-4【HD】【字】
第3話「女が嘘をつくとき」
▽13:00 #4-4【HD】【字】


第4話「クレームの嵐!!求む営業マ
ン」


＜出演＞深津 絵里／堤 真一／矢田 
亜希子／坂口 憲二／猫背 椿／菅原 
禄弥／志賀 廣太郎／西村 雅彦 ほか


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #16-9【HD】 


10


韓国ドラマ『タッチ～恋のメイクアッ
プレッスン!～』日本語字幕版(全16


話)
第1話「サイアクの出会い」


#1-3【HD】
＜出演＞


チュ・サンウク、キム・ボラ、イ・テ
ファン（元5urprise） ほか


30


『ワンピース』パンクハザード編
▽15:10 #48-1【HD】


第626話「消えたシーザー!海賊同盟出
撃」


▽15:35 #49-1【HD】
第627話「ルフィ海に死す!?海賊同盟


崩壊」
▽16:00 #50-1【HD】


第628話「大逆転!炸裂ルフィ怒りの鉄


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「雪月花 銀座」
#84-16【HD】


30


『ワンピース』  第938話「衝撃
走る 義賊丑三つ小僧の正体」 


#793-5【HD】【字】 


30


『ワンピース』空島・黄金の鐘編
▽17:30 #17-4【HD】


第190話 「エンジェル島消滅! 雷迎降
臨の恐怖!!」


▽18:00 #18-4【HD】
第191話「巨大豆蔓を倒せ! 脱出への


最後の望み」
▽18:30 #19-4【HD】


第192話 「神の国の奇跡! 天使に届い
た島の歌声」


▽19:00 #20-4【HD】
第193話 「戦いの終焉! 遠く響く誇り


高き幻想曲」
▽19:30 #21-4【HD】


第194話 「我ここに至る! 歴史の本文
が紡ぐもの」


▽20:00 #22-4【HD】
第195話「いざ青海へ!! 想いが織りな


す最終楽章」


30


『ワンピース』脱出!海賊要塞&フォク
シー海賊団編


▽20:30 #1-4【HD】
第196話 「非常事態発令! 悪名高き海


賊船潜入!」
▽21:00 #2-4【HD】


第197話 「料理人サンジ! 海軍食堂で
真価発揮!」


▽21:30 #3-4【HD】
第198話 「囚われたゾロとチョッパー


緊急執刀! 」
▽22:00 #4-4【HD】


第199話「迫る海軍の捜査網!囚われた
二人目!」


▽22:30 #5-4【HD】
第200話「決死のルフィとサンジ!救出


大作戦!」
▽23:00 #6-4【HD】


第201話「熱血特別部隊参戦!ブリッジ
攻防戦!」


00


超特急の撮れ高足りて
ますか? #129-1【HD】 


10


韓国ドラマ『プレーヤー～華麗なる天
才詐欺師～』日本語字幕版(全14話)


第5話「仲間とは何か」
#5-1【HD】
＜出演＞


ソン・スンホン、 チョン・スジョン
（クリスタル＜f(x)＞）、イ・シオ
ン、テ・ウォンソク 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36話「新たな船出」
#36-1【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8月 #22-128【HD】 


20


韓国ドラマ『別れが去った～マイ・プ
レシャス・ワン～』日本語字幕版(全


20話)
#9-1【HD】 ＜出演＞


チェ・シラ 、チョ・ボア、チョン・
ヘヨン、イ・ソンジェ、ジュン（U-


KISS） ほか


40
純喫茶に恋をして
#15-19【HD】【字】


30


『教師びんびん物語Ⅱ』（全13
話）


▽27:40 #11-2【HD】
お母さんごめんね
▽28:35 #12-2【HD】
子供が消えた学校


＜出演＞田原俊彦／野村宏伸／
麻生祐未／萩原流行／梶芽衣子


ほか


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『プレーヤー～華麗なる天
才詐欺師～』日本語字幕版(全14話)


第5話「仲間とは何か」
#5-2【HD】
＜出演＞


ソン・スンホン、 チョン・スジョン
（クリスタル＜f(x)＞）、イ・シオ
ン、テ・ウォンソク 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36話「新たな船出」
#36-2【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


20PR 2021年8月 #22-129【HD】 


30


韓国ドラマ『花道だけ歩きま
しょう～恋の花が咲きました
～』日本語字幕版(全123話)


08:20 #17-1【HD】 08:50 #18-1
【HD】 09:20 #19-1【HD】 
09:55 #20-1【HD】  ＜出演＞
チェ・ユンソ、ソル・ジョン
ファン、チョン・ユミン、シ
ム・ジホ、ヤン・ヒギョン、イ


ム・ジギュ
ソヌ・ジェドク、イ・ユジン


ほか


10


『外科医鳩村周五郎』
闇のカルテⅡ ＜出演
＞船越英一郎／内藤剛
志／有森也実／美山加
恋／羽場裕一／菊池麻
衣子／伊藤裕子 ほか 
#2-2【HD】【字】 


50


『恋ノチカラ』（全１１話）


▽12:10 #5-4【HD】【字】
第5話「キス!キス!キス!」
▽13:00 #6-4【HD】【字】


第6話「大問題発生!!会社が倒産す
る」


＜出演＞深津 絵里／堤 真一／矢田 
亜希子／坂口 憲二／猫背 椿／菅原 
禄弥／志賀 廣太郎／西村 雅彦 ほか


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #17-10【HD】 


10


韓国ドラマ『タッチ～恋のメイ
クアップレッスン!～』日本語字
幕版(全16話) 第2話「宿敵との
再会」 #2-3【HD】 ＜出演＞
チュ・サンウク、キム・ボラ、
イ・テファン（元5urprise）


ほか


50


西村京太郎サスペンス
十津川刑事の肖像「危険な


判決」
＜出演＞高嶋政伸／滝沢沙
織／野村宏伸、山村紅葉、
金山一彦、梨本謙次郎、六
平直政、古谷一行 ほか
#3-3【HD】【字】


00PR 2021年8月 #22-131【HD】 


30


『ワンピース』 
第939話「一味疾る! 救え囚われ
のトの康」 #794-4【HD】【字】 


30


『不機嫌なジーン』 （全１１
話）  17:30 #1-3【HD】【字】 
第1話「仁子、恋に迷う!」 ＜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 
18:30 #2-3【HD】【字】 第2話
「美しいオスと新しい恋」 ＜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 
19:20 #3-3【HD】【字】 第3話
「キス!恋愛VS慈愛」 ＜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 
20:10 #4-3【HD】【字】 第4話
「…飛べ!恋のモモンガ」 ＜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 
21:00 #5-3【HD】【字】 第5話
「冬眠ハートに、春一番」 ＜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 
21:50 #6-3【HD】【字】 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 22:40 #7-3【HD】【字】 
第7話「恋の主役と…第三の男」 
＜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 


50
純喫茶に恋をして
#19-2【HD】


00PR 2021年8月 #22-132【HD】 


10


韓国ドラマ『プレーヤー～華麗なる天
才詐欺師～』日本語字幕版(全14話)


第6話「俺たちの妹」
#6-1【HD】
＜出演＞


ソン・スンホン、 チョン・スジョン
（クリスタル＜f(x)＞）、イ・シオ
ン、テ・ウォンソク ほか


00


『ヤングシナリオ大賞』
第31回ヤングシナリオ大賞「パニック


コマーシャル」 ＜出演＞
赤楚衛二／黒羽麻璃央／北原里英／加
治将樹／きづき／川島潤哉／阿南敦子


／田中要次 ほか #1-4【HD】 


20
『男おばさん！！』
#225-2【HD】


20


韓国ドラマ『別れが去った～マイ・プ
レシャス・ワン～』日本語字幕版(全


20話)
#10-1【HD】 ＜出演＞


チェ・シラ 、チョ・ボア、チョン・
ヘヨン、イ・ソンジェ、ジュン（U-


KISS） ほか


40
純喫茶に恋をして
#16-15【HD】【字】


30


『教師びんびん物語Ⅱ』（全13
話） 先生はどこへも行かない… 
#13-2【HD】 ＜出演＞田原俊彦
／野村宏伸／麻生祐未／萩原流


行／梶芽衣子 ほか


30


実録!オンナの〇〇事件簿


▽28:30 #34-6【HD】
逃れられない姑地獄
28:47 #35-6【HD】


夫の実家の恐るべき真実
▽29:07 #36-5【HD】


00
『おトクな時間』
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2021/07/20 19:47


（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


ＪＬＣ６８３　８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


研究
所
#11


研究
所
#12


21:00 21:3016:0010:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30


徳山
特番


徳山
特番


徳山
特番


徳山M　一般 2日目


8:20 9:00 9:30 10:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30


芦屋
特番


芦屋
特番


5日目


尼崎 3日目 最終日


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


初日 宮島 ＧⅢ 企業杯 4日目 4日目


芦屋M　 2日目 平和島サマー 5日目


BR年鑑
#24


2日目 一般競走 4日目


一般競走 最終日


初日


一般競走 4日目 初日


びわこ 5日目


一般競走 最終日


4日目 初日


江戸川　一般競走 5日目 2日目


児島　一般競走 5日目 若松N 一般 初日


戸田 一般 最終日 一般競走 4日目


2日目


最終日 最終日


からつM 一般 最終日 平和島 4日目


三国M 一般 4日目 サマー 5日目


一般競走 最終日


2日目 桐生 2日目


常滑 3日目 ナイター 3日目


3日目 一般競走 最終日芦屋
特番


BR年鑑
#22


GⅢ企業杯 4日目 尼崎　一般 3日目 桐生ナイター 初日


初日 児島 2日目 2日目


鳴門 2日目 一般競走 3日目 丸亀ナイター　一般競走


BR年鑑
#23


BR年鑑
#25


BR年鑑
#26


BR年鑑
#27


初日


BR年鑑
#283日目


BR年鑑
#29


BR年鑑
#30


最終日 大村ナイター 3日目


BR年鑑
#31


BR年鑑
#32


BR年鑑
#33


BR年鑑
#15日目 2日目


BR年鑑
#2


BR年鑑
#3


最終日 蒲郡ナイター 3日目


三国モーニング 5日目


BR年鑑
#43日目 5日目


BR年鑑
#5


BR年鑑
#6


4日目 最終日


BR年鑑
#7最終日


BR年鑑
#8


BR年鑑
#9


BR年鑑
#10一般競走 4日目 一般競走 4日目


BR年鑑
#11


BR年鑑
#12


BR年鑑
#13


BR年鑑
#14


BR年鑑
#16


BR年鑑
#15


BR年鑑
#174日目


BR年鑑
#18


2日目


3日目


モーニング 3日目


5日目 4日目 一般競走 2日目 BR年鑑
#19
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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)


2730-2800


FOX 番組表 8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


730-800


800-830


830-900


900-930


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1230-1300


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


21:00 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#13
(字)


22:40 7番房の奇跡
(字)


25:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#13
(字)


26:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#7
(字)


27:00 パッセージ
#2
(字)


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


11:30 インフォメーション
(日)


FOXイッキ見サンデーDX
12:00 グレイテスト・ダンサー シーズン


1
#1
(字)


13:30 グレイテスト・ダンサー シーズン
1
#2
(字)


15:00 グレイテスト・ダンサー シーズン
1
#3
(字)


16:30 グレイテスト・ダンサー シーズン
1
#4
(字)


18:00 イングリッシュ・ペイシェント
(字)


930-1000


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


630-700


700-730


04:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#4
(字)


05:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#15
(字)


06:00 シンプソンズ シーズン31
#13 (字)


06:30 シンプソンズ シーズン31
#14 (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
#13
(字)


08:30 インフォメーション
(日)


09:00 ワンダーボーイズ
(字)


11:00 マーサの楽しい料理教室
シーズン3 #6 (二)


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
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(ET) 月曜日 2021/08/02 火曜日 2021/08/03 水曜日 2021/08/04 木曜日 2021/08/05 金曜日 2021/08/06 土曜日 2021/08/07 日曜日 2021/08/08 (ET)


FOX 番組表 8月


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


#13
(字)


04:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#9
(字)


04:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#7
(字)


04:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#16
(字)


04:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン7
#3
(字)


04:00 グッド・ワイフ シーズン5
#21
(二)


04:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#5
(字)


400-430


430-500 430-500


500-530 05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#18
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#19
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#20
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#21
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン4
#22


(二)[最終話]


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#22


(二)[最終話]


05:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#16
(字)


500-530


530-600 530-600


600-630 最新シーズン開始直前！
06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー


ズン3
#1 (字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#2
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#3
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#4
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#5
(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
#15 (字)


600-630


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


#20
(字)


06:30 シンプソンズ シーズン31
#16 (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)
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～ #11 (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～ #13 (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～ #15 (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～ #17 (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～ #19 (吹)
07:30 NCIS:LA ～極秘潜入捜査


班 シーズン10
#24


(字)[最終話]


07:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#14
(字)


730-800


800-830
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～ #12 (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～ #14 (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～ #16 (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～ #18 (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～ #20 (吹)
800-830


830-900 08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#15
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#16
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#17
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#18
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#19
(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4 #2 (二)


09:00 ハートビート
(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 #6 (二)
930-1000


1000-1030 最新シーズン開始直前！
10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー


ズン3
#1 (字)


10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#2
(字)


10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#3
(字)


10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#4
(字)


10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#5
(字)


10:00 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン6
#4
(二)


1000-1030


1030-1100 1030-1100


1100-1130 11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#1
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#2
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#3
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#4
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#5
(二)


11:00 インフォメーション
(日)


11:00 マーサの楽しい料理教室
シーズン1 #12 (二)


1100-1130


1130-1200
11:30 インフォメーション


(日)
1130-1200


1200-1230 20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1 #1 (二)


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#9
(二)


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#17
(二)


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#1
(二)


1200-1230


1230-1300 1230-1300


1300-1330 1300-1330
13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ


ン1
#2 (二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1


#10 (二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1


#18 (二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2


#2 (二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2


#10 (二)1330-1400
13:30 インフォメーション


(日)


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#9
(二)


1330-1400


1400-1430 14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#3
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#11
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#19
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#3
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#11
(二)


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2
#6 (二)


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)
15:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の


証言　シーズン2
#7
(二)


1500-1530


1530-1600 20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1 #4 (二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#12
(二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#20
(二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#4
(二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#12
(二)


1530-1600


1600-1630 16:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#8
(二)


1600-1630


1630-1700 16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#5
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#13
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#21
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#5
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#13
(二)


1630-1700


1700-1730 17:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#9
(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)
1730-1800


1800-1830 20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1 #6 (二)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#14
(二)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#22
(二)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#6
(二)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#14
(二)


18:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#10
(二)


1800-1830


1830-1900 1830-1900


1900-1930 19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#7
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#15
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#23
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#7
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#15
(二)


19:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#11
(二)


1900-1930


1930-2000 1930-2000


2000-2030 20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#8
(二)


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#16
(二)


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン1
#24


(二)[最終話]


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#8
(二)


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#16
(二)


20:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#12
(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7
#2
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#3
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#4
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#5
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#6
(字) サタデー・ナイト・ムービー


21:00 ハートビート
(字)


2100-2130


2130-2200 2130-2200


2200-2230 22:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#15
(字)


22:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#5
(字)


22:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#16
(字)


22:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#9
(字)


22:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#13
(字)


2200-2230


2230-2300 2230-2300


2300-2330 23:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#8
(字)


23:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#20
(字)


23:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#5
(字)


23:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#16
(字)


23:00 グッド・ワイフ シーズン5
#21
(二)


2300-2330


2330-2400 2330-2400


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


#12
(字)


24:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#15
(字)


24:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#20
(字)


24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#5
(字)


24:00 グッド・ワイフ シーズン5
#22


(二)[最終話]


2400-2430


2430-2500 2430-2500


2600-2630


2630-2700 2630-2700


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#13
(二)


25:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#14
(字)


2500-2530


2530-2600 2530-2600


2600-2630 26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#6
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#14
(二)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#8
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#10
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#12
(字)


2500-2530 25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#1
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#2
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#3
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#4
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#5
(字)


2700-2730


2730-2800 2730-2800


11:30 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#13
(字) FOXイッキ見サンデーDX


12:00 グレイテスト・ダンサー シーズン
1
#5
(字)


13:00 マーサの楽しい料理教室
シーズン1 #12 (二)


14:00 グレイテスト・ダンサー シーズン
1
#6
(字)


15:55 グレイテスト・ダンサー シーズン
1
#7
(字)


2700-2730 27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#7
(字)


17:25 グレイテスト・ダンサー シーズン
1
#8


(字)[最終話]


19:00 マイ・フレンド・メモリー
(字)


21:00 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#14
(字)


22:00 ジャッキー・ブラウン
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#15
(二)


27:00 パッセージ
#3
(字)


26:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#8
(字)


24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#12
(二)


23:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#11
(二)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#9
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#11
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#13
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#15
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#14
(字)
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(ET) 月曜日 2021/08/09 火曜日 2021/08/10 水曜日 2021/08/11 木曜日 2021/08/12 金曜日 2021/08/13 土曜日 2021/08/14 日曜日 2021/08/15 (ET)


FOX 番組表 8月


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


#14
(字)


04:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#10
(字)


04:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#8
(字)


04:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#17
(字)


04:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン7
#4
(字)


最新シーズン開始直前！
04:00 9-1-1：LA救命最前線 シー


ズン3
#17 (字)


04:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#6
(字)


400-430


430-500 430-500


500-530 05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#1
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#2
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#3
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#4
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#5
(二)


05:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#1
(二)


05:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#17
(字)


500-530


530-600 530-600


600-630 最新シーズン開始直前！
06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー


ズン3
#6 (字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#7
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#8
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#9
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#10
(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
#17 (字)


600-630


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


#21
(字)


06:30 シンプソンズ シーズン31
#18 (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)
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～ #21 (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～ #23 (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～ #25 (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～ #27 (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～ #29 (吹)
07:30 NCIS:LA ～極秘潜入捜査


班 シーズン11
#1
(字)


07:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#15
(字)


730-800


800-830
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～ #22 (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～ #24 (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～ #26 (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～ #28 (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～ #30 (吹)
800-830


10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#9
(字)


10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#10
(字)


10:00 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン6
#5
(二)


1000-1030


1030-1100 1030-1100


830-900 08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#20
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#21
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#22
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン2
#23


(字)[最終話]


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#1
(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4 #3 (二)
900-930


1100-1130 11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#6
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#7
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#8
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#9
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#10
(二)


11:00 インフォメーション
(日)


1100-1130


1130-1200
11:30 インフォメーション


(日)
1130-1200


09:00 ストーンウォール[PG-12]
(字)


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 #7 (二)
930-1000


1000-1030 最新シーズン開始直前！
10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー


ズン3
#6 (字)


10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#7
(字)


10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#8
(字)


13:30 インフォメーション
(日)


1330-1400


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#1
(二)


1200-1230


1230-1300 1230-1300


1300-1330 1300-1330
13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ


ン2
#18 (二)


11:30 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#14
(字)


FOXイッキ見サンデーDX
12:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班


シーズン6
#1 (二)


12:30 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#14
(字)


13:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#2
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#3
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#11
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#19
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#3
(二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3


#10 (二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3


#18 (二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4


#2 (二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3


#2 (二)


1200-1230 20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2 #17 (二)


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#1
(二)


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#9
(二)


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#17
(二)


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)


1400-1430


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2


#14
(二)


1500-1530


1530-1600 20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2 #20 (二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#4
(二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#12
(二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#20
(二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#4
(二)


1530-1600


1600-1630 16:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#15
(二)


1600-1630


1630-1700


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#19
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#21
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#5
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#13
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#21
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#5
(二)


1630-1700


1700-1730 17:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#16
(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)
1730-1800


1800-1830 20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2 #22 (二)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#6
(二)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#14
(二)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#22
(二)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#6
(二)


18:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#17
(二)


1800-1830


1830-1900 1830-1900


1900-1930 19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#23
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#7
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#15
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#23
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#7
(二)


19:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#18
(二)


1900-1930


1930-2000 1930-2000


2000-2030 20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン2
#24


(二)[最終話]


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#8
(二)


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#16
(二)


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン3
#24


(二)[最終話]


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#8
(二)


20:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#19
(二)


2000-2030


2030-2100 2030-2100


2200-2230


2230-2300 2230-2300


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


23:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#21
(字)


23:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#6
(字)


23:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#17
(字)


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


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#8
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#9
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#10
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#11
(字)


最新シーズン開始直前！
23:00 9-1-1：LA救命最前線 シー


ズン3
#17 (字)


2100-2130


2130-2200 2130-2200


2200-2230 22:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#16
(字)


22:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#6
(字)


22:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#17
(字)


22:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#10


(字)[最終話]


22:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#14
(字)


2400-2430


2430-2500 2430-2500


2500-2530 25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#6
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#9
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#10
(字)


2600-2630


2630-2700 2630-270026:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#19


(二)[最終話]
27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班


シーズン2
#19
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#21
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#23


(字)[最終話]


27:00 パッセージ
#4
(字)


2700-2730


2730-2800 2730-2800


2700-2730 27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#17
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#2
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#8
(字)


2300-2330


2330-2400 2330-2400


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


#13
(字)


24:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#16
(字)


24:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#21
(字)


24:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#17
(二)


24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#6
(字)


24:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#1
(字)


23:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#16
(二)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#7
(字)


25:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#18
(二)


25:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#15
(字)


2500-2530


2530-2600 2530-2600


2600-2630 26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#1
(字)


26:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#9
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#16
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#18
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#20
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#22
(字)


14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#3
(二)


15:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#4
(二)


16:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#5
(二)


17:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#6
(二)


18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#7
(二)


19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#8
(二)


27:30 マーサの楽しい料理教室
シーズン4 #3 (二)


20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#9
(二)


サタデー・ナイト・ムービー
21:00 ストーンウォール[PG-12]


(字)


21:00 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#15
(字)


22:40 海を飛ぶ夢[PG-12]
(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2
#13 (二)
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(ET) 月曜日 2021/08/16 火曜日 2021/08/17 水曜日 2021/08/18 木曜日 2021/08/19 金曜日 2021/08/20 土曜日 2021/08/21 日曜日 2021/08/22 (ET)


FOX 番組表 8月


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


#15
(字)


04:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#9
(字)


04:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#18
(字)


04:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン7
#5
(字)


05:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#2
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#7
(二)


05:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#18
(字)


500-530


530-600 530-600


最新シーズン開始直前！
04:00 9-1-1：LA救命最前線 シー


ズン3
#18 (字)[最終話]


04:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#7
(字)


400-430


430-500 430-500


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#8
(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
#19 (字)


600-630


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


#22
(字)[最終話]


06:30 シンプソンズ シーズン31
#20 (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)
07:00 インフォメーション


(日)
700-730


600-630 最新シーズン開始直前！
06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー


ズン3
#11 (字)


最新シーズン開始直前！
06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー


ズン3
#12 (字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#13
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#14
(字)


04:00 休止 05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#9
(二)


500-530 05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#6
(二)


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～ #31 (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～ #33 (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～ #35 (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～ #39 (吹)
07:30 NCIS:LA ～極秘潜入捜査


班 シーズン11
#2
(字)


07:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#16
(字)


730-800


800-830
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～ #32 (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～ #34 (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～ #36 (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～ #38 (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～ #40 (吹)[最終話]


800-830


830-900 08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#2
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#3
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#4
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#5
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#6
(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4 #4 (二)
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 #8 (二)[最終話] 930-1000


1000-1030 最新シーズン開始直前！
10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー


ズン3
#11 (字)


10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#12
(字)


10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#13
(字)


10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#14
(字)


10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#15
(字)


10:00 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン6
#6
(二)


1000-1030


1030-1100 1030-1100


09:00 人生タクシー
(字)


1100-1130 11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#11
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#12
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#13
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#14
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#15
(二)


11:00 インフォメーション
(日)


1100-1130


1130-1200
11:30 インフォメーション


(日)
1130-1200


10:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#7
(字)


1200-1230 20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4 #9 (二)


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#17
(二)


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#1
(二)


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#9
(二)


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#17
(二)


FOXイッキ見サンデーDX
12:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班


シーズン6
#10 (二)


1200-1230


1230-1300 1230-1300


1300-1330 13:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#11
(二)


1300-1330
13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ


ン4
#10 (二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4


#18 (二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5


#2 (二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5


#10 (二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5


#18 (二)1330-1400
13:30 インフォメーション


(日)
1330-1400


11:30 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#15
(字)


13:00 マーサの楽しい料理教室
シーズン1 #13 (二)[最終話]


1400-1430 14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#11
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#19
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#3
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#11
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#19
(二)


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2
#20 (二)[最終話]


14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#12
(二)


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)
15:00 【新】ボディ・オブ・プルーフ／


死体の証言　シーズン3
#1
(二)


15:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#13
(二)


1500-1530


1530-1600 20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4 #12 (二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#20
(二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#4
(二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#12
(二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#20
(二)


1530-1600


1600-1630 16:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン3


#2
(二)


16:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#14
(二)


1600-1630


1630-1700 16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#13
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#21
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#5
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#13
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#21
(二)


1630-1700


1700-1730 17:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン3


#3
(二)


17:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#15
(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)
1730-1800


1800-1830 20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4 #14 (二)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#22
(二)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#6
(二)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#14
(二)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#22
(二)


18:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン3


#4
(二)1830-1900 1830-1900


18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#16
(二)


1800-1830


19:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン3


#5
(二)


19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#17
(二)


1900-1930


1930-2000 1930-2000


2000-2030


1900-1930 19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#15
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#23
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#7
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#15
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#23
(二)


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#16
(二)


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン4
#24


(二)[最終話]


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#8
(二)


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#16
(二)


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン5
#24


(二)[最終話]


20:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン3


#6
(二)


2100-2130


2130-2200 2130-2200


20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#18
(二)


2000-2030


2030-2100 2030-2100


2200-2230 22:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#17
(字)


22:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#7
(字)


22:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#18
(字)


最新シーズン開始直前！
22:00 9-1-1：LA救命最前線 シー


ズン3
#18 (字)[最終話]


2100-2130 21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#12
(字)


22:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#15
(字)


2200-2230


2230-2300 2230-2300


サタデー・ナイト・ムービー
21:00 人生タクシー


(字)


21:00 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#16
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#13
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#14
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#15
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#16
(字)


2300-2330 23:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#10


(字)[最終話]


23:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#22
(字)[最終話]


23:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#7
(字)


23:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#18
(字)


2300-2330


2330-2400 2330-2400


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


#14
(字)


24:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#17
(字)


24:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#22
(字)[最終話]


24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#7
(字)


2400-2430


2430-2500 2430-2500


最新シーズン開始直前！
23:00 レジデント 型破りな天才研修


医 シーズン3
#1 (字)


24:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#2
(字)


2500-2530 25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#12
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#13
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#14
(字)


2630-2700


2700-2730 27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#4
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#15
(字)


25:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#16
(字)


2500-2530


2530-2600 2530-2600


2600-2630 26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#3
(字)


2700-2730


2730-2800 2730-2800


25:00 休止


25:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#3
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#7
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#9
(字)


26:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#10


(字)[最終話]


2600-2630


2630-2700


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#6
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#8
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#10
(字)


27:00 パッセージ
#5
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#5
(字)


24:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#2
(字)


最新シーズン開始直前！
23:00 9-1-1：LA救命最前線 シー


ズン3
#18 (字)[最終話]


26:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#4
(字)


27:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#5
(字)


22:00 パルプ・フィクション[PG-12]
(字)


22:30 マーサの楽しい料理教室
シーズン4 #4 (二)
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FOX 番組表 8月


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


#16
(字)


04:00 9-1-1: Lone Star シーズン1
#10


(字)[最終話]


04:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#19
(字)


04:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン7
#6
(字)


04:00 【新】9-1-1：LA救命最前線
シーズン4
#1
(字)


04:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#8
(字)


400-430


430-500 430-500


500-530 05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#10
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#12
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#13
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#14
(二)


05:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#3
(二)


05:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#19
(字)


500-530


530-600 530-600


04:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#11
(字)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#11
(二)


600-630 最新シーズン開始直前！
06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー


ズン3
#15 (字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#17
(字)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#18


(字)[最終話]


キャッチアップ放送！
06:00 【新】9-1-1：LA救命最前線


シーズン4
#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
#21 (字)


600-630


630-700 06:30 【新】ボディ・オブ・プルーフ／
死体の証言　シーズン1


#1
(字)


06:30 シンプソンズ シーズン31
#22 (字)[最終話]


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)


06:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#16
(字)


730-800


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


800-830


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン8
#1
(字)


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン8
#2
(字)


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン8
#3
(字)


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン8
#4
(字)


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン8
#5
(字)


07:30 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン11


#3
(字)


07:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#17
(字)


830-900 08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#7
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#8
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#9
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#10
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#11
(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4 #5 (二)
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 最新シーズン開始直前！
10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー


ズン3
#16 (字)


10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#17
(字)


10:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン3
#18


(字)[最終話]


10:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#4
(字)


10:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#5
(字)


10:00 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン6
#7
(二)


1000-1030


1030-1100 1030-1100


09:00 ワン・デイ　悲しみが消えるま
で


(字)


09:30 【新】ナイジェラの食卓へようこそ #1
(二)


1200-1230


1230-1300 1230-1300


1300-1330 13:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#20
(二)


1300-1330
13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ


ン6
#2 (二)


1100-1130 11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#16
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#17
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#18
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#19
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#20
(二)


11:00 インフォメーション
(日)


1100-1130


1130-1200
11:30 インフォメーション


(日)
1130-1200


11:00 マーサの楽しい料理教室
シーズン4 #5 (二)


1330-1400


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6


#10 (二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6


#18 (二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7


#2 (二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7


#10 (二)


1400-1430 14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#3
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#11
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#19
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#3
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#11
(二)


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3
#7 (二)


14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#21
(二)


1400-1430


1430-1500 1430-1500


1330-1400
13:30 インフォメーション


(日)


12:30 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#16
(字)[最終話]


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#9
(二)


FOXイッキ見サンデーDX
12:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班


シーズン6
#19 (二)


11:30 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#16
(字)1200-1230 20周年！ 24 -TWENTY FOUR-


全シーズン一挙放送
12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ


ン6 #1 (二)


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#9
(二)


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#17
(二)


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#1
(二)


15:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#22
(二)


1500-1530


1530-1600 20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6 #4 (二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#12
(二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#20
(二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#4
(二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#12
(二)


1530-1600


1600-1630 16:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン3


#9
(二)


16:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#23
(二)


1600-1630


1630-1700 16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#5
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#13
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#21
(二)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#14
(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3
#8
(二)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#22
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#7
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#5
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#13
(二)


1630-1700


1700-1730


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#6
(二)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#14
(二)


17:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン3


#10
(二)


17:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#24
(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)
1730-1800


18:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン3


#11
(二)


18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6
#25


(二)[最終話]


1800-1830


1830-1900 1830-1900


1800-1830 20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6 #6 (二)


2000-2030


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#21
(字)


2100-2130


2130-2200 2130-2200


19:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン3


#12
(二)


1900-1930


1930-2000 1930-2000
19:00 レインディア・ゲーム


(字)
20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ


ン6
#8
(二)


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#16
(二)


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#24


(二)[最終話]


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#8
(二)


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#16
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#15
(二)


20:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン3


#13
(二)[最終話]


2000-2030


2030-2100 2030-2100


1900-1930 19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#7
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#15
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン6
#23
(二)


23:00 【新】9-1-1：LA救命最前線
シーズン4
#1
(字)


最新シーズン開始直前！
23:00 レジデント 型破りな天才研修


医 シーズン3
#17 (字)


23:00 【新】ボディ・オブ・プルーフ／
死体の証言　シーズン1


#1
(字)


2200-2230 22:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#18
(字)


22:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#8
(字)


22:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#19
(字)


最新シーズン開始直前！
23:00 レジデント 型破りな天才研修


医 シーズン3
#6 (字)


2300-2330


2330-2400 2330-2400


22:00 【新】9-1-1：LA救命最前線
シーズン4
#1
(字)


22:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#16
(字)[最終話]


2200-2230


2230-2300 2230-2300


2300-2330


サタデー・ナイト・ムービー
21:00 ワン・デイ　悲しみが消えるま


で
(字)


21:00 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#17
(字)


2100-2130 21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#17
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#18
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#19
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#20
(字)


24:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#7
(字)


2400-2430


2430-2500 2430-2500


2500-2530 25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#17
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#18
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#19
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#20
(字)


2400-2430


2500-2530


2530-2600 2530-2600


22:40 グッド・ウィル・ハンティング/旅
立ち
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#16
(字)


25:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#8
(字)


25:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#17
(字)


24:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#15
(字)


24:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#18
(字)


24:00 【新】ボディ・オブ・プルーフ／
死体の証言　シーズン1


#1
(字)


24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#8
(字)


24:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#3
(字)


23:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#8
(字)


23:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#19
(字)


2600-2630 26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#13
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#15
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#17
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#19
(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3
#14
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#16
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#18
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#20
(字)


2700-2730


2730-2800 2730-2800


26:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#9
(字)


26:00 【新】9-1-1：LA救命最前線
シーズン4
#1
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#11
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#12
(字)


27:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#10
(字)


27:00 パッセージ
#6
(字)
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(ET) 月曜日 2021/08/30 火曜日 2021/08/31 水曜日 2021/09/01 木曜日 2021/09/02 金曜日 2021/09/03 土曜日 2021/09/04 日曜日 2021/09/05 (ET)


FOX 番組表 8月


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


#17
(字)


04:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#12
(字)


400-430


430-500 430-500


500-530 05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#15
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#16
(二)


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 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#1
(字)


730-800


800-830 800-830


500-530


530-600 530-600


700-730


730-800 07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン8
#6
(字)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#2
(字)


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン8
#7
(字)


600-630


630-700


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3
#12
(字)


930-1000


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#13
(字)


830-900


900-930 900-930


1000-1030 10:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#6
(字)


10:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#7
(字)


1000-1030


1030-1100 1030-1100


1100-1130 11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#21
(二)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#22
(二)


1200-1230


1100-1130


1130-1200 1130-1200


1200-1230 20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7 #17 (二)


1230-1300 1230-1300


1300-1330 1300-1330
13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ


ン7
#18 (二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8


#2 (二)


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#1
(二)


1330-1400 1330-1400


1400-1430 14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#19
(二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#3
(二)


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)
1500-1530


1530-1600 20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7 #20 (二)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#4
(二)


1530-1600


1600-1630 1600-1630


1900-1930


1930-2000 1930-2000


1630-1700 16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#21
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#5
(二)


1630-1700


1700-1730 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)
1730-1800


2030-2100 2030-2100


2100-2130 21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#22
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#23
(字)


2100-2130


2130-2200 2130-2200


1800-1830 20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7 #22 (二)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#6
(二)


1800-1830


1830-1900 1830-1900


1900-1930 19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#23
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#7
(二)


2200-2230 22:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#19
(字)


22:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#9
(字)


2300-2330


2330-2400 2330-2400


2200-2230


2230-2300 2230-2300


2300-2330 最新シーズン開始直前！
23:00 レジデント 型破りな天才研修


医 シーズン3
#18 (字)


2000-2030 20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン7
#24


(二)[最終話]


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#8
(二)


2000-2030


2430-2500 2430-2500


2500-2530 25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#21
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#22
(字)


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


#16
(字)[最終話]


2500-2530


2530-2600 2530-2600


24:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#19
(字)


23:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#2
(字)


2400-2430


2600-2630 26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#21
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#23
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#24


(字)[最終話]


2600-2630


2630-2700 2630-2700


2700-2730


2730-2800 2730-2800


2700-2730 27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン3
#22
(字)








sat7


sun8 fri sat14mon9


sun15


tue10 wed11 thu12


fri


13


sat21mon16


sun22


tue17 wed18 thu19


fri


20


wed25 thu26 fri


fri


fri


sun1 frimon2 tue3 wed4 thu5 6 fri


27 sat28mon23


sun29


tue24


tue31mon30


▼『難波金融伝 ミナミの帝王』連続放送


▼『むこうぶち 高レート裏麻雀列伝』連続放送


▼『織田同志会 織田征仁』連続放送


▼『極道の紋章』連続放送


▼『極道 龍二』連続放送


▼『鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出』連続放送


▼『鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出』連続放送


▼『吾妻橋ぱちプロダクション』連続放送


▼『怪談旅館』連続放送


▼『怪談旅館』連続放送


▼『怪談旅館』連続放送


▼『誘女、派遣します』連続放送


▼『修羅場の侠たち』連続放送


▼『日本統一』連続放送


▼『吾妻橋ぱちプロダクション』連続放送
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●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） http://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


4:00
8:30
9:30
11:00
12:30
14:00
15:30
17:00
17:30
18:30
19:30
21:00
22:00
23:00


1:30
3:10
3:40


4:00
6:20
8:30
9:30
11:00
12:30
14:10
15:10
15:40
17:10
18:20
19:20
21:00
22:00
23:00


1:00
2:40


4:00
5:40
8:30
9:30
11:00
12:30
14:00
15:30
17:00
17:30
18:30
19:30
21:00
22:00
23:00


1:00
2:30


4:00
6:10
6:20
8:20
9:20
10:50
11:50
12:20
13:50
15:20
18:30
19:30
21:00
22:00
23:00
0:30
2:00
3:30


葉月あや＞6:00姫野みなみ
どうにか貧乏家族 #96
外道軍団
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#28
TWIN GANG
男ともだち #10
日本統一外伝 山崎一門2
女子プロレスの輪#5
ツキとスッポンぽん #320
海賊王船長タックS8#22
ミナミの帝王19 闇の裁き
パチマガギガウォーズDASH S5#8
凸凹戦隊ゼニゲバン #13
麻雀最強戦2019 歴代最強位
代表決定戦 A卓
愛するとき、愛されるとき
誘女、派遣します episode9
相談されても困るんですよ旅情編#21


高梨瑞樹 もしも瑞樹が…
沖田彩華 あなたに逢ったその日から・・・
どうにか貧乏家族 #97
日本統一44
凸凹戦隊ゼニゲバン #13
影の交渉人 ナニワ人情列伝
海賊王船長タックS8#29
インフォメーション
極道の紋章 第十二章
女子プロレスの輪#6
海賊王船長タックS8#23
ミナミの帝王20 絆-KIZUNA-
パチンコキャノンボールS12#3
男ともだち #11
麻雀最強戦2019 歴代最強位
代表決定戦 B卓
完全なる飼育
ミク、僕だけの妹


万理華 誘うカラダ～いけない…
山本ゆう ショートカットちゃん
どうにか貧乏家族 #98
織田同志会 織田征仁 第五章
男ともだち #11
影の交渉人2 ナニワ人情列伝 秘密を知る男
パチスロキャノンボールS16#3
むこうぶち7 筋殺し
女子プロレスの輪#7
ツキとスッポンぽん #322
海賊王船長タックS8#24
ミナミの帝王21 裏切りの報酬
パチマガギガウォーズDASH S6#1
凸凹戦隊ゼニゲバン #14
麻雀最強戦2019 歴代最強位
代表決定戦 決勝卓
劇場版 屍囚獄 起ノ篇
TONARI NO お姉さん First Love


ちとせよしの たっぷりよしの
番組案内
舞子 Maiko Diamond
どうにか貧乏家族 #99
日本極道戦争 第十章
凸凹戦隊ゼニゲバン #14
インフォメーション
実録 暴走族 ルート20
海賊王船長タックS8#30（終）
麻雀最強戦2019 サバイバルマッチ 決勝卓
海賊王船長タックS8#25
ミナミの帝王22 男たちの過去
パチンコキャノンボールS12#4
男ともだち #12
八局麻雀FINAL #1
劇場版 屍囚獄 結ノ篇
TONARI NO お姉さん Love Motion
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#2
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高梨瑞樹 もしも瑞樹が…
沖田彩華 あなたに逢ったその日から・・・
パチマガギガウォーズDASH S5#8
裏警察 BOX[私書箱]39 FILE.3 裏ビデオの女
どうにか貧乏家族 #96
インフォメーション
外道軍団
凸凹戦隊ゼニゲバン #13
インフォメーション
麻雀最強戦2019 歴代最強位
代表決定戦 A卓
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#28
実録 大日本菊水会 双龍伝
海賊王船長タックS8#23
どうにか貧乏家族 #97
麻雀最強戦2019 サバイバルマッチ A卓
ホラーハウス vol.2
誘女、派遣します episode9


万理華 誘うカラダ～いけない…
愛萌なの なのぶれいく
相談されても困るんですよ旅情編#21
パチンコキャノンボールS12#3
メン道一代 喧嘩ラーメン
どうにか貧乏家族 #97
日本統一44
男ともだち #11
麻雀最強戦2019 歴代最強位
代表決定戦 B卓
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #321
海賊王船長タックS8#29
実録 大日本菊水会 双龍伝 完結編
海賊王船長タックS8#24
どうにか貧乏家族 #98
麻雀最強戦2019 サバイバルマッチ B卓
ミク、僕だけの妹
情欲怪談 呪いの赤襦袢


美月絢音 ショートカット
安藤咲桜 サクライロ！
パチマガギガウォーズDASH S6#1
縁切り闇稼業 恐怖！毒殺保険金詐欺
どうにか貧乏家族 #98
織田同志会 織田征仁 第五章
凸凹戦隊ゼニゲバン #14
麻雀最強戦2019 歴代最強位
代表決定戦 決勝卓
吾妻橋ぱちプロダクション#20
パチスロキャノンボールS16#3
極道の紋章 第十三章
海賊王船長タックS8#25
どうにか貧乏家族 #99
麻雀最強戦2019 サバイバルマッチ 決勝卓
TONARI NO お姉さん First Love
吾妻橋ぱちプロダクション#21
相談されても困るんですよ旅情編#22


海野まりあ 海色Days
桜井木穂 きほわずらい
パチンコキャノンボールS12#4
縁切り闇稼業 システム金融の罠
どうにか貧乏家族 #99
日本極道戦争 第十章
男ともだち #12
八局麻雀FINAL #1
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#2
ツキとスッポンぽん #323
海賊王船長タックS8#30（終）
むこうぶち8 邪眼
海賊王船長タックS8#26
どうにか貧乏家族 #100
八局麻雀FINAL #2
TONARI NO お姉さん Love Motion
必勝！OLパチンカー琴美
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#3
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百白奈央 欲望の対象


 #1＞6:40  #2
相談されても困るんですよ旅情編#21
海賊王船長タックS8#23
極道の紋章 レジェンド
パチマガギガウォーズDASH S5#8
ミナミの帝王19＞13:30貧乏家族#97
麻雀最強戦2019 サバイバルマッチ A卓
凸凹戦隊ゼニゲバン #13
日本統一外伝 山崎一門2
カジ旅でGo! #6
女子プロレスの輪#6
ツキとスッポンぽん #321
怪談旅館#3
タックS8#29＞0:00蒼い体験
愛するとき、愛されるとき
卒業 熟女の妖しい誘い


森のんの＞5:40山本ゆう
海賊王船長タックS8#24
日本統一 エピソード集Ｉ 叔父貴ノ愛
パチンコキャノンボールS12#3
ミナミの帝王20＞14:10貧乏家族#98
相談されても困るんですよ旅情編#21
麻雀最強戦2019 サバイバルマッチ B卓
男ともだち #11
日本統一42
カジ旅でGo! #7
女子プロレスの輪#7
ツキとスッポンぽん #322
吾妻橋ぱちプロダクション#21
パチスロキャノンボールS16#3
完全なる飼育
情欲怪談 呪いの赤襦袢
怪談旅館 #3
相談されても困るんですよ旅情編#22


未梨一花＞6:20舞子
海賊王船長タックS8#25
極道の紋章 第十二章
パチマガギガウォーズDASH S6#1
ミナミの帝王21 裏切りの報酬
どうにか貧乏家族 #99
麻雀最強戦2019 サバイバルマッチ 決勝卓
凸凹戦隊ゼニゲバン #14
日本統一43
カジ旅でGo! #8
女子プロレスの輪#8
ツキとスッポンぽん #323
吾妻橋ぱちプロダクション#22
海賊王船長タックS8#30（終）
わたしはわたし～OL葉子の深夜残業～
劇場版 屍囚獄 起ノ篇
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出♯1
誘女、派遣します episode10


七海＞6:00愛萌なの
海賊王船長タックS8#26
むこうぶち7 筋殺し
パチンコキャノンボールS12#4
ミナミの帝王22＞14:00貧乏家族#100
八局麻雀FINAL #2
ツキとスッポンぽん #323
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#3
男ともだち#12＞19:30日本統一44
カジ旅でGo! #9
女子プロレスの輪#9
ツキとスッポンぽん #324
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#4
パチスロキャノンボールS16#4
透け透けミラクル☆エロス
スケベ三兄妹 淫らなしきたり


epi9＞3:30 epi10
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小林礼奈 昼顔
女子プロレスの輪#6
麻雀最強戦2019 歴代最強位
代表決定戦 A卓


龍二＞11:20 龍二 PARTII
パチマガギガウォーズDASH S5#8
海賊王船長タックS8#29
インフォメーション
凸凹戦隊ゼニゲバン #13
ツキとスッポンぽん #321
織田同志会 織田征仁 第四章
極道の紋章 レジェンド
日本統一 エピソード集Ｉ 叔父貴ノ愛
愛するとき、愛されるとき
ホラーハウス vol.2
卒業 熟女の妖しい誘い
蒼い体験 わがままメイドの恋


ちとせよしの たっぷりよしの
女子プロレスの輪#7
麻雀最強戦2019 歴代最強位
代表決定戦 B卓


伝説の愚連隊・盟朋会
伝説・河内十人斬り
パチンコキャノンボールS12#3
パチスロキャノンボールS16#3
男ともだち #11
ツキとスッポンぽん #322


日本統一42＞19:10日本統一43
日本統一44
完全なる飼育
情欲怪談＞1:20スケベ三兄妹 
吾妻橋ぱちプロダクション#21
誘女、派遣します episode10


森のんの 開放
女子プロレスの輪#8
麻雀最強戦2019 歴代最強位
代表決定戦 決勝卓


第十二章＞10:00第十三章
パチマガギガウォーズDASH S6#1
海賊王船長タックS8#30（終）
凸凹戦隊ゼニゲバン #14
ツキとスッポンぽん #323
日本統一 エピソード集Ｉ 叔父貴ノ愛


第四章＞19:30第五章
劇場版 屍囚獄 起ノ篇
TONARI NO お姉さん First Love
OMOCHA オモチャ 大人玩具
わたしはわたし～OL葉子の深夜残業～
モーレツ！透明変態人間 


姫野みなみ 清純博覧会
女子プロレスの輪#9
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#28


7筋殺し＞9:30 8邪眼
パチンコキャノンボールS12#4
パチスロキャノンボールS16#4
男ともだち #12
ツキとスッポンぽん #324


19 闇の裁き
20 絆-KIZUNA-
21 裏切りの報酬
22 男たちの過去
劇場版 屍囚獄 結ノ篇
TONARI NO お姉さん Love Motion
必勝！OLパチンカー琴美
OMOCHA オモチャ 大人玩具
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百白奈央 欲望の対象
怪談旅館 #2
裏警察 BOX[私書箱]39 FILE.3 裏ビデオの女
麻雀最強戦2019 全日本プロ
代表決定戦 A卓
TWIN GANG
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#28
海賊王船長タックS8#22
どうにか貧乏家族 #96
男ともだち #10
ツキとスッポンぽん #320
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 熱 A卓
外道軍団
ミナミの帝王19 闇の裁き
卒業 熟女の妖しい誘い
姫野みなみ＞3:10誘女epi9
相談されても困るんですよ旅情編#21


山本ゆう ショートカットちゃん
メン道一代 喧嘩ラーメン
麻雀最強戦2019 全日本プロ
代表決定戦 B卓
影の交渉人 ナニワ人情列伝
凸凹戦隊ゼニゲバン #13
海賊王船長タックS8#23
インフォメーション
どうにか貧乏家族 #97
海賊王船長タックS8#29
ツキとスッポンぽん #321
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 熱 B卓
日本統一44
ミナミの帝王20 絆-KIZUNA-
ミク、僕だけの妹
愛萌なの なのぶれいく
怪談旅館 #3


西本ヒカル 大人になんかならないで
怪談旅館 #3
吾妻橋ぱちプロダクション#21
縁切り闇稼業 恐怖！毒殺保険金詐欺
麻雀最強戦2019 全日本プロ
代表決定戦 決勝卓
影の交渉人2 ナニワ人情列伝 秘密を知る男
男ともだち #11
海賊王船長タックS8#24
どうにか貧乏家族 #98
パチスロキャノンボールS16#3
ツキとスッポンぽん #322
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 熱 決勝卓
織田同志会 織田征仁 第五章
ミナミの帝王21 裏切りの報酬
OMOCHA オモチャ 大人玩具
美月絢音 ショートカット


小林礼奈 昼顔
舞子 Maiko Diamond
相談されても困るんですよ旅情編#22
縁切り闇稼業 システム金融の罠
怪談旅館 #1
実録・暴走族 スペクター
実録 暴走族 ルート20
凸凹戦隊ゼニゲバン #14
海賊王船長タックS8#25
どうにか貧乏家族 #99
海賊王船長タックS8#30（終）
ツキとスッポンぽん #323
大阪風紀委員会
日本極道戦争 第十章
ミナミの帝王22 男たちの過去
必勝！OLパチンカー琴美
桜井木穂 きほわずらい
吾妻橋ぱちプロダクション#22


海野まりあ 海色Days
葉月あや 秘密
縁切り闇稼業 戦慄のカルト教団
筋モンリーグ 野球篇
極道の紋章 レジェンド
男ともだち #12
海賊王船長タックS8#26
インフォメーション
どうにか貧乏家族 #100
パチスロキャノンボールS16#4
インフォメーション
ツキとスッポンぽん #324
八局麻雀FINAL #3
日本統一 エピソード集II 兄弟ノ絆
人妻家庭教師
劇場版 屍囚獄 結ノ篇
岡本杷奈 花が咲いたよ
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#4
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万理華＞5:40ちとせよしの
海賊王船長タックS8#22
TWIN GANG
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#28
裏警察 BOX[私書箱]39 FILE.3 裏ビデオの女
パチンコキャノンボールS12#2
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 熱 A卓
ツキとスッポンぽん #320
どうにか貧乏家族 #96
外道軍団
実録 大日本菊水会 双龍伝
いつもより素敵な夜に
ホラーハウス vol.2
卒業 熟女の妖しい誘い


#17＞3:00 #18
誘女、派遣します episode9


未梨一花 もう撮らないで
安藤咲桜 サクライロ！
海賊王船長タックS8#29
影の交渉人 ナニワ人情列伝
海賊王船長タックS8#23
メン道一代 喧嘩ラーメン
パチマガギガウォーズDASH S5#8
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 #321
どうにか貧乏家族 #97
日本統一44
実録 大日本菊水会 双龍伝 完結編
Another XX ダブルエックス 狂愛
情欲怪談 呪いの赤襦袢
ミク、僕だけの妹


#19＞3:20 #20


森のんの 開放
美月絢音 ショートカット
パチスロキャノンボールS16#3
影の交渉人2 ナニワ人情列伝 秘密を知る男
海賊王船長タックS8#24
縁切り闇稼業 恐怖！毒殺保険金詐欺
パチンコキャノンボールS12#3
麻雀最強戦2019 著名人
代表決定戦 熱 決勝卓
ツキとスッポンぽん #322
どうにか貧乏家族 #98
織田同志会 織田征仁 第五章
極道の紋章 第十三章
Another XX ダブルエックス マトリの女
TONARI NO お姉さん First Love
OMOCHA オモチャ 大人玩具
吾妻橋ぱちプロダクション#19
誘女、派遣します episode10


高梨瑞樹 もしも瑞樹が…
番組案内(10分)


 #1＞7:00  #2
海賊王船長タックS8#30（終）
実録 暴走族 ルート20
海賊王船長タックS8#25
縁切り闇稼業 システム金融の罠
パチマガギガウォーズDASH S6#1
麻雀最強戦2019 サバイバルマッチ A卓
どうにか貧乏家族 #99
日本極道戦争 第十章
むこうぶち8 邪眼
スキマスキ
TONARI NO お姉さん Love Motion
必勝！OLパチンカー琴美
吾妻橋ぱちプロダクション#22
誘女、派遣します episode10


七海 もっと奥まで潜ろうよ
岡本杷奈 花が咲いたよ
パチスロキャノンボールS16#4
極道の紋章 レジェンド
海賊王船長タックS8#26
縁切り闇稼業 戦慄のカルト教団
パチンコキャノンボールS12#4
インフォメーション
修羅場の侠たち 伝説の愚連隊・盟朋会
ツキとスッポンぽん #324
どうにか貧乏家族 #100
日本統一 エピソード集II 兄弟ノ絆
大阪やくざ戦争 誤爆の代償
アルビノ
嬢王輪舞曲 時をかけるキャバ嬢と極上の一夜
人妻家庭教師


 #1＞3:20  #2
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小林礼奈 昼顔
安藤咲桜 サクライロ！
インフォメーション
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#28
実録 大日本菊水会 双龍伝
男ともだち #10
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#22
インフォメーション
麻雀最強戦2019 全日本プロ
代表決定戦 A卓
パチンコキャノンボールS12#2
TWIN GANG
ミナミの帝王19 闇の裁き
愛するとき、愛されるとき
高梨瑞樹 もしも瑞樹が…
いつもより素敵な夜に


百白奈央 欲望の対象


 #1＞6:40  #2
相談されても困るんですよ旅情編#21
凸凹戦隊ゼニゲバン #13
実録 大日本菊水会 双龍伝 完結編
海賊王船長タックS8#29
日本統一42
海賊王船長タックS8#23
麻雀最強戦2019 全日本プロ
代表決定戦 B卓
パチマガギガウォーズDASH S5#8
影の交渉人 ナニワ人情列伝
ミナミの帝王20 絆-KIZUNA-
完全なる飼育
森のんの 開放
Another XX ダブルエックス 狂愛
誘女、派遣します episode9


未梨一花 もう撮らないで
番組案内
沖田彩華 あなたに逢ったその日から・・・
男ともだち #11
極道の紋章 第十三章
パチスロキャノンボールS16#3
インフォメーション
日本統一43
海賊王船長タックS8#24
麻雀最強戦2019 全日本プロ
代表決定戦 決勝卓
パチンコキャノンボールS12#3
影の交渉人2 ナニワ人情列伝 秘密を知る男
ミナミの帝王21 裏切りの報酬
劇場版 屍囚獄 起ノ篇
海野まりあ 海色Days
Another XX ダブルエックス マトリの女
相談されても困るんですよ旅情編#22


葉月あや 秘密
姫野みなみ 清純博覧会
凸凹戦隊ゼニゲバン #14
むこうぶち8 邪眼
海賊王船長タックS8#30（終）
日本統一44
海賊王船長タックS8#25
インフォメーション
麻雀最強戦2019 サバイバルマッチ B卓
女子プロレスの輪#8
インフォメーション
パチマガギガウォーズDASH S6#1
実録 暴走族 ルート20
ミナミの帝王22 男たちの過去
劇場版 屍囚獄 結ノ篇
七海 もっと奥まで潜ろうよ
スキマスキ
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#1


西本ヒカル 大人になんかならないで
吾妻橋ぱちプロダクション#22


 #3＞7:30  #4
男ともだち#12＞9:30大阪やくざ戦争
パチスロキャノンボールS16#4
日本統一 エピソード集Ｉ 叔父貴ノ愛
海賊王船長タックS8#26
修羅場の侠たち 伝説・河内十人斬り
女子プロレスの輪#9
相談されても困るんですよ旅情編#22
パチンコキャノンボールS12#4
極道の紋章 レジェンド
日本極道戦争 第十章
青春H making of LOVE
アルビノ
ホラーハウス vol.2
相談…旅情編#22＞3:30誘女epi10


2020年 71分 TV初放送 8/22(日) 21：00～他
【出演】小沢仁志 阿部亮平 清水昭博 螢雪次朗


日本極道戦争 第十章
2021年 73分 TV初放送 8/2(月） 23：50～他
【出演】市川まさみ 優梨まいな 杉浦檸檬


ホラーハウス Vol.2


小沢仁志 主演の人気任侠ドラマシリーズ第10弾。阪神連合と
の抗争は終結し、勝利した相馬組だったが、今回の抗争で岡山
の黒田組が九州の豊秀組との抗争へと発展。一方、抗争の余
波で神征会本体は特定指定暴力団に特定されてしまう。それ
を予期していた三代目の矢島剛一は保身のため・・・。


市川まさみ主演のドキュメンタリースリラーシリーズ第2弾、
TV初放送。ある地方局の恋愛リアリティ番組の為に撮影した
素材。その番組には台本は一切なかった。集められたのは8人
の男女。遅れて合流した女性の正体とは・・・。


Ⓒ2021アドバンスⒸ2020日本極道戦争製作委員会


●4代目の座を狙う抗争を描く任侠ドラマ ●戦慄が走るドキュメンタリースリラー


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。








６.40D巴里の屋根の下
	 ［HDレストア版］
８.155胸騒ぎのシチリア
10.30　素直な悪女


夏に観たい！
とろけるラブロマンス


０.155トライアングルな夜
１.455マディソン郡の橋
４.155ミッドナイト・ラン
６.305キャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン
	 レオナルド・
	 ディカプリオi
９.005スラムドッグ＄
	 ミリオネア
	 デーヴ・パテルi
11.155Dシンドラーのリスト
２.50　トレンチコートの女
５.005ワールド・トレード・
	 センター


７.30　群盗荒野を裂く
９.455ある戦争
０.005バトルランナー
１.455コスメティック・ウォー	


わたしたちがBOSSよ！
シリーズ：隠れた良作


３.10　わが心の
	 ジミー・ディーン
５.105遠い空の向こうに
７.00　華やかな魔女たち
	 シルヴァーナ・
	 マンガーノi
９.00　シャンドライの恋
	 タンディ・ニュートンi
10.405ドゥ・ザ・ライト・
	 シング
	 スパイク・リーi
０.505アイ，ロボット
２.508Dカビリアの夜
５.005めまい


７.30　勇気ある追跡
９.455クロッシング
０.00　最後のサムライ／
	 ザ・チャレンジ
２.008ジャンヌ・ダーク
３.50　ディープ・シャーク
５.305アンダーウォーター
	 クリステン・
	 スチュアートi
７.158Dナイト・オブ・ザ・リビ


ング・デッド／ゾンビの誕生
	 ジュディス・オディアi
９.005ザ・コア
	 アーロン・エッカートi
11.305建築学概論
	 オム・テウンi
１.405デイ・アフター・
	 トゥモロー
３.45Dモラン神父
	 ［HDレストア版］


６.005プロヴァンスの贈りもの
８.008Dいとこ同志


THE映画遺産
10.00　スパルタカス
	 ［復元完全版］（1960）


夏に観たい！
とろけるラブロマンス


１.155追想（2017）
３.155きっと、
	 星のせいじゃない。
５.305トゥルーマン・ショー
７.15D密告（1943）
９.005ミュータント・
	 タートルズ（2014）
10.505ザ・インタープリター
１.105ゴースト／
	 ニューヨークの幻
３.20　キラー・シャーク	
	 殺人鮫
５.008D拳銃王


６.405追想（2017）
８.455奴隷の島、消えた人々
10.158さらばバルデス
０.00　テス
３.00　ジェイン・オースティン	


秘められた恋
	 アン・ハサウェイi
５.15D邪魔者は殺せ
	 ジェームズ・メイソンi
７.15　ザ・クリーナー	
	 消された殺人
	 サミュエル・L・
	 ジャクソンi
９.005アポロ13
	 トム・ハンクスi
11.30D海外特派員
	 ジョエル・マクリーi
１.40　天地創造	Iあり
	 ピーター・オトゥールi
４.405トライアングルな夜


６.108D現金に手を出すな
７.505ワールド・トレード・
	 センター
10.10　哀しみのトリスターナ
０.00Dマンマ・ローマ
	 ［HDレストア版］
２.00　OK牧場の決斗
４.155胸騒ぎのシチリア
６.30　スターチャンネル	4Kスペシャル
	 「Our	Cinema	Paradise」
７.00　囚われの女
	 ［HDレストア版］
９.005アルフィー（2004）
	 ジュード・ロウi
11.008D舞踏会の手帖
	 ［HDレストア版］
	 マリー・ベルi
１.15　恍惚（2003）
３.10　ヴァージン・スーサイズ
４.505ダウンヒル


６.20　カラヴァッジオ
	 ［HDリマスター版］
８.00　バーバレラ
９.455博士と彼女のセオリー


THE映画遺産
０.005Dシンドラーのリスト
３.305ラブソングができるまで
５.208D犯罪河岸
	 ベルナール・ブリエi
７.15　ウォーカー
	 エド・ハリスi
９.005監獄の首領
	 ハン・ソッキュi
11.15　サスペリア（1977）


［HDリマスター版］
	 ジェシカ・ハーパーi
１.10　危険な情事
	 マイケル・ダグラスi
３.20　襲われた幌馬車
５.15　裏窓（1954）


６.00D邪魔者は殺せ
８.00　OK牧場の決斗
10.155ドゥ・ザ・ライト・
	 シング
０.305ザ・コア
３.00　恍惚（2003）
	 ファニー・アルダンi
５.008D拳銃王
	 グレゴリー・ペックi
６.405The	Witch／魔女
	 キム・ダミi
９.005ザ・インタープリター
	 ニコール・キッドマンi


シリーズ：隠れた良作
11.15　わが心のジミー・
	 ディーン
	 サンディ・デニスi
１.155アルフィー（2004）
３.105アンダーウォーター
５.00　危険な情事


６.00　囚われの女
	 ［HDレストア版］
８.00　スターチャンネル	4Kスペシャル
	 「Our	Cinema	Paradise」
８.30　シャーク・イン・ベニス
10.15　ヴァージン・スーサイズ


THE映画遺産
０.00Dモラン神父
	 ［HDレストア版］
２.155めまい
４.40D海外特派員
６.505アイ，ロボット
９.005クロッシング
	 リチャード・ギアi
11.30D巴里の屋根の下
	 ［HDレストア版］
１.15　素直な悪女
３.005プロヴァンスの贈りもの
５.155ドラゴン／
	 ブルース・リー物語


７.305ゴースト／
	 ニューヨークの幻
10.00　トレンチコートの女
０.00　襲われた幌馬車
１.45　狼の血族
３.305恋におちた
	 シェイクスピア
５.40D密告（1943）
７.20　ディープ・シャーク
	 ディーン・コクランi
９.008ジャンヌ・ダーク
	 イングリッド・
	 バーグマンi
11.005ビューティフル・
	 マインド
	 ラッセル・クロウi
１.30D邪魔者は殺せ
	 ジェームズ・メイソンi
３.308D犯罪河岸
５.30　バーバレラ


７.15　天はすべて許し給う
９.00　テス
０.00　群盗荒野を裂く
	 ジャン・マリア・
	 ヴォロンテi
２.158Dいとこ同志
	 ジェラール・ブランi
４.155フォレスト・ガンプ／
	 一期一会
	 トム・ハンクスi
６.408D舞踏会の手帖
	 ［HDレストア版］
	 マリー・ベルi
９.005悪女／AKUJO
	 キム・オクビンi
11.155スクール・オブ・ロック
	 ジャック・ブラックi
１.155キャスト・アウェイ
３.455ルーシー・イン・ザ・
	 スカイ


６.00　パラダイム
８.005遠い空の向こうに


THE映画遺産
クラシック戦争映画傑作選


10.00D史上最大の作戦
	 ジョン・ウェインi
１.10　眼下の敵
	 ロバート・ミッチャムi
３.008D頭上の敵機
	 グレゴリー・ペックi
５.15　ジェイン・オースティン	


秘められた恋
	 アン・ハサウェイi
７.205奴隷の島、消えた人々
	 パク・ヒョジュi
９.005ある戦争
	 ピルー・アスベックi
11.10　裏窓（1954）
１.205アポロ13
３.50　華やかな魔女たち


６.458Dレ・ミゼラブル
	 ［第1部］（1933）
８.508Dレ・ミゼラブル
	 ［第2部］（1933）
10.308Dレ・ミゼラブル
	 ［第3部］（1933）
０.005ワールド・トレード・
	 センター
２.305博士と彼女のセオリー
４.45　裏窓（1954）
７.00　哀しみのトリスターナ
	 カトリーヌ・ドヌーヴi


シリーズ：隠れた良作
９.00　わが心のジミー・
	 ディーン
	 サンディ・デニスi
11.008D現金に手を出すな
０.405ザ・コア
３.00　パラダイム
４.45　OK牧場の決斗


７.008D拳銃王
８.40　恍惚（2003）
10.305コスメティック・ウォー	


わたしたちがBOSSよ！
０.005十戒	Iあり
４.005キャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン
６.30　勇気ある追跡
９.005アンダーウォーター
	 クリステン・
	 スチュアートi
10.405スラムドッグ＄
	 ミリオネア
	 デーヴ・パテルi
０.508Dオルフェの遺言	
	 私に何故と問い給うな
	 ［HDレストア版］
２.15　サスペリア（1977）


［HDリマスター版］
４.00　赤い砂漠


６.005恋におちた
	 シェイクスピア
８.155ドラゴン／
	 ブルース・リー物語
10.20　狼の血族
０.005フォレスト・ガンプ／
	 一期一会
２.30　『チャーリーズ・エンジェル』
	 監督・キャスト独占インタビュー
２.405チャーリーズ・
	 エンジェル（2019）
４.458ジャンヌ・ダーク
６.405クロッシング
クラシック戦争映画傑作選


９.00D史上最大の作戦
	 ジョン・ウェインi
０.155ルーシー・イン・ザ・
	 スカイ
２.40　群盗荒野を裂く
５.00　天はすべて許し給う


６.008Dいとこ同志
８.008D現金に手を出すな
９.455プロヴァンスの贈りもの


THE映画遺産
０.00D史上最大の作戦
	 ジョン・ウェインi
３.105ゴースト／
	 ニューヨークの幻
５.205ボディカメラ
７.00　トレンチコートの女


夏に観たい！
とろけるラブロマンス


９.005マディソン郡の橋
	 クリント・
	 イーストウッドi
11.305トライアングルな夜
	 ナタリー・
	 エマニュエルi
１.155ミッドナイト・ラン
３.455胸騒ぎのシチリア


６.005十戒	Iあり
10.00　囚われの女
	 ［HDレストア版］
０.008Dオルフェの遺言	私に


何故と問い給うな
	 ［HDレストア版］
１.305キャスト・アウェイ
４.00　ウォーカー
５.40　ヴァージン・スーサイズ
７.20D巴里の屋根の下
	 ［HDレストア版］


夏に観たい！
とろけるラブロマンス


９.005建築学概論
	 オム・テウンi
11.105きっと、
	 星のせいじゃない。
１.305ワールド・トレード・
	 センター
３.45D海外特派員


６.00　哀しみのトリスターナ
７.45Dモラン神父
	 ［HDレストア版］
10.00　赤い砂漠
０.00　バーバレラ
１.45　シャンドライの恋
３.30　パラダイム
５.158Dカビリアの夜
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
クラシック戦争映画傑作選


９.008D頭上の敵機
	 グレゴリー・ペックi
11.205キャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン
	 レオナルド・
	 ディカプリオi
１.505博士と彼女のセオリー
４.008D悪魔のような女（1955）


６.008D犯罪河岸
８.00　サスペリア（1977）


［HDリマスター版］
THE映画遺産


10.005Dシンドラーのリスト
１.30　スターチャンネル	4Kスペシャル
	 「Our	Cinema	Paradise」
２.005ビューティフル・
	 マインド
４.30　勇気ある追跡
７.005スクール・オブ・ロック
クラシック戦争映画傑作選


９.00　眼下の敵
10.455めまい
	 ジェームズ・
	 スチュアートi
１.005バトルランナー
２.45　ディープ・シャーク
４.305コスメティック・ウォー	


わたしたちがBOSSよ！


７.10Dマンマ・ローマ
	 ［HDレストア版］
９.005ダウンヒル
10.305アイ，ロボット
０.305恋するベーカリー
	 メリル・ストリープi
２.455スラムドッグ＄ミリオネア
	 デーヴ・パテルi
５.00　襲われた幌馬車
	 リチャード・
	 ウィドマークi
６.455監獄の首領
	 ハン・ソッキュi


夏に観たい！
とろけるラブロマンス


９.005追想（2017）
	 シアーシャ・ローナンi
11.0052番目のキス
	 ドリュー・バリモアi


（1.00～7.00放送休止）


７.00　最後のサムライ／
	 ザ・チャレンジ
９.00　天地創造	Iあり
０.005トゥルーマン・ショー
１.45　素直な悪女
３.20　カラヴァッジオ
	 ［HDリマスター版］
５.005デイ・アフター・
	 トゥモロー
７.158さらばバルデス


夏に観たい！
とろけるラブロマンス


９.005ラブソングができるまで
	 ヒュー・グラントi
11.005君は愛にふさわしい
	 アフシア・エルジi
０.45D密告（1943）
２.205愛しのローズマリー
４.20　ザ・クリーナー	
	 消された殺人


７.15　危険な情事
９.305ビューティフル・
	 マインド
０.008D犯罪河岸
１.50　赤い砂漠
３.50　シャーク・イン・ベニス
５.30　サスペリア（1977）


［HDリマスター版］
７.15　眼下の敵
	 ロバート・ミッチャムi
９.005The	Witch／魔女
	 キム・ダミi
11.105十戒	Iあり
	 チャールトン・ヘストンi
３.008D舞踏会の手帖
	 ［HDレストア版］
	 マリー・ベルi
５.158Dオルフェの遺言	私に


何故と問い給うな
	 ［HDレストア版］


６.408さらばバルデス
８.20　シャンドライの恋
10.00D邪魔者は殺せ
０.00　パラダイム
１.458Dカビリアの夜
３.455アイ，ロボット
５.45　天はすべて許し給う
７.205ダウンヒル
	 ウィル・フェレルi
９.00　裏窓（1954）
	 ジェームズ・
	 スチュアートi
11.00　テス
	 ナスターシャ・
	 キンスキーi


シリーズ：隠れた良作
２.00　わが心のジミー・
	 ディーン
４.008Dレ・ミゼラブル
	 ［第1部］（1933）


６.00　襲われた幌馬車
７.45　ディープ・シャーク
９.305アポロ13


THE映画遺産
０.00　スパルタカス
	 ［復元完全版］（1960）
３.15　ザ・クリーナー	
	 消された殺人
４.505ドゥ・ザ・ライト・
	 シング
７.005アルフィー（2004）
９.005めまい
	 ジェームズ・
	 スチュアートi
11.20　狼の血族
１.00Dマンマ・ローマ
	 ［HDレストア版］
２.45　ウォーカー
４.308Dレ・ミゼラブル
	 ［第2部］（1933）


６.00　トレンチコートの女
８.005愛しのローズマリー
10.005キャスト・アウェイ
０.30　スターチャンネル	4Kスペシャル
	 「Our	Cinema	Paradise」


夏に観たい！
とろけるラブロマンス


１.005ラブソングができるまで
３.005建築学概論
	 オム・テウンi
５.158D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
６.455ある戦争
	 ピルー・アスベックi
９.005グエムル	－漢江の怪物－
	 ソン・ガンホi
11.10　哀しみのトリスターナ


（1.00～7.00放送休止）


６.00　恍惚（2003）
７.508Dナイト・オブ・ザ・リ


ビング・デッド／ゾンビ
の誕生


９.405ザ・コア
０.00　カラヴァッジオ
	 ［HDリマスター版］
１.50Dモラン神父
	 ［HDレストア版］
４.105ザ・インタープリター
６.308D頭上の敵機
９.00　ジェイン・オースティン	


秘められた恋
	 アン・ハサウェイi
11.108ジャンヌ・ダーク
１.00D史上最大の作戦
４.108Dレ・ミゼラブル
	 ［第3部］（1933）
５.405ゴースト／
	 ニューヨークの幻


７.50D密告（1943）
９.405スラムドッグ＄
	 ミリオネア
０.00D巴里の屋根の下
	 ［HDレストア版］
１.45　天地創造	Iあり
	 ピーター・オトゥールi
５.005ミュータント・
	 タートルズ（2014）
	 ミーガン・フォックスi
７.005追想（2017）
	 シアーシャ・ローナンi
９.005奴隷の島、消えた人々
	 パク・ヒョジュi
10.455マディソン郡の橋
	 クリント・イーストウッドi
１.158Dいとこ同志
３.155クロッシング
５.305きっと、
	 星のせいじゃない。


７.45D海外特派員
THE映画遺産


10.00　ホンドー
11.405デイ・アフター・
	 トゥモロー


夏に観たい！
とろけるラブロマンス


１.455君は愛にふさわしい
３.3052番目のキス
５.15　赤い砂漠
	 モニカ・ヴィッティi
７.158D現金に手を出すな
	 ジャン・ギャバンi
９.005映画	ひつじのショーン	


UFOフィーバー！
10.305悪女／AKUJO
０.40　ヴァージン・スーサイズ
２.20　シャーク・イン・ベニス
４.10　囚われの女
	 ［HDレストア版］


６.008D舞踏会の手帖
	 ［HDレストア版］
８.30　ザ・クリーナー	
	 消された殺人
10.158Dカビリアの夜
０.20　IN	FOCUS
０.305バッドボーイズ	フォー・


ライフ
２.455ザ・インタープリター
５.00　最後のサムライ／
	 ザ・チャレンジ
７.005ミュータント・タートル


ズ（2014）
９.005ビューティフル・マインド
	 ラッセル・クロウi
11.30　シャンドライの恋
	 タンディ・ニュートンi
１.208さらばバルデス
３.105ボディカメラ
５.00　ウォーカー


７.00　狼の血族
８.455トライアングルな夜
10.155ボディカメラ
０.005キャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン
２.305ドゥ・ザ・ライト・
	 シング
４.40　群盗荒野を裂く
	 ジャン・マリア・
	 ヴォロンテi
６.455胸騒ぎのシチリア
	 ティルダ・スウィントンi
９.00　スパルタカス
	 ［復元完全版］（1960）
	 カーク・ダグラスi
０.158D拳銃王
	 グレゴリー・ペックi
１.505ダウンヒル
３.20　天はすべて許し給う
５.00　勇気ある追跡


７.15　ジェイン・オースティン	
秘められた恋


９.308D頭上の敵機
０.00　危険な情事
２.155アポロ13
４.45Dマンマ・ローマ
	 ［HDレストア版］
６.455きっと、
	 星のせいじゃない。
	 シャイリーン・ウッドリーi
９.005ルーシー・イン・ザ・
	 スカイ
	 ナタリー・ポートマンi
11.10　バーバレラ
	 ジェーン・フォンダi
１.00　カラヴァッジオ
	 ［HDリマスター版］
	 ナイジェル・テリーi
２.40　眼下の敵
４.20　素直な悪女
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『マディソン郡の橋』 8/11・22・27
© Warner Bros. Entertainment Inc.


『ラブソングができるまで』 8/10・18・29
© Warner Bros. Entertainment Inc.


夏真っ盛りの８月！暑さで体がと
ろけそうなこの時期に、心もと
ろけるような熱〜いラブロマン
スをお届けします！！


8/9（月・祝）〜8/12（木）
よる9：00〜 4日連続放送


8/21（土）〜8/22（日） ＆ 
8/28（土）〜8/29（日） 


2週連続放送 ほか
『建築学概論』
『マディソン郡の橋』
『ラブソングができるまで』
『君は愛にふさわしい』ほか


全8作品


夏に観たい！とろける
ラブロマンス


『ビューティフル・マインド』 8/1・5・14・23
© 2021 UNIVERSAL STUDIOS AND DREAMWORKS LLC. ALL RIGHTS 
RESERVED.


『シンドラーのリスト』 8/14・18・22
© 1993 Universal City Studios， Inc. and Amblin Entertainment， Inc. 
All Rights Reserved.


『スラムドッグ＄ミリオネア』 8/3・9・22・27
©2008 Celador Films and Channel 4 Television Corporation


※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8 2021


AUG
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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)


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)


00 ワールドプロレスリング完全版 #171


SUMMER STRUGGLE in JINGU


（2020年8月29日 東京・明治神宮野


球場）


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


決勝


30 帰ってきた時効警察


#4


30 ショッピング情報


00 テレメンタリー


00 麻雀最強戦2020


全日本プロ選手権


【B卓】井上絵美子・小平崇弘・下石戟・


須藤泰久


【決勝卓】


00 神田伯山の“真”日本プロレス


#3
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13
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22
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00 水曜どうでしょう Classic #212


30 ★おにぎりあたためますか #182


14


11


19 19


20


18 18


00  ぶらぶら町中華 #49


30 ★ワールドプロレスリング完全版


#183


DOMINION 6.6 in OSAKA-JO


HALL


（2021年6月7日 大阪・大阪城ホー


ル）


10


6


【テレ朝チャンネル2】2021年7月第5週


5


4


8 8


7


4


7


6


5


00 プロゴルファー猿


#144-148


30 ショッピング情報


00 京都迷宮案内（1999）


#5


00 ショッピング情報


30 ★おかずのクッキング #706


00 ショッピング情報
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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。


8月2日(月) 8月3日(火) 8月4日(水) 8月5日(木) 8月6日(金) 8月7日(土) 8月8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▽JGP


ファイナル史上最年少優勝（羽生結弦）


8月2日(月) 8月3日(火) 8月4日(水) 8月5日(木) 8月6日(金) 8月7日(土) 8月8日(日)


30 ショッピング情報


00 京都迷宮案内（1999）


#6


00 ショッピング情報


30 ★おかずのクッキング #707


30 ★おにぎりあたためますか #187


00 麻雀最強戦2021


男子プロ因縁の血闘


【A卓】朝倉康心・滝沢和典・井出洋介・


新津潔


【B卓】堀慎吾・本田朋広・新井啓文・近


藤誠一


【決勝卓】


（～6:00まで）


（～引き続き）


麻雀最強戦2021


男子プロ因縁の血闘


【A卓】朝倉康心・滝沢和典・井出洋介・


新津潔


【B卓】堀慎吾・本田朋広・新井啓文・近


藤誠一


【決勝卓】


00 人生の楽園 #869


30 ショッピング情報


00 美味しんぼ


#98-105


50 麻雀最強戦2020


ファイナル1st


【A卓】堀江貴文・黒沢咲・本田朋広・岡


田紗佳


【B卓】新井啓文・滝沢和典・安部颯斗・


近藤誠一


【C卓】多井隆晴・鈴木大介・二階堂亜


樹・三浦智博


【D卓】前田直哉・新津潔・宮内悠介・井


上絵美子


20 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 水曜どうでしょう Classic #218


30 ★おにぎりあたためますか #188


00 ワールドプロレスリング クラシックス


80年代外国人レスラー特集」


▽スタン・ハンセンvsキラー・カーン


▽アンドレ・ザ・ジャイアントvsタイガー戸口


▽アントニオ猪木vsハルク・ホーガン


▽アンドレ・ザ・ジャイアントvsハルク・ホーガン


▽アントニオ猪木vsスコット・マギー


▽カール・ゴッチvs藤原喜明


▽タイガー・マスクvsダイナマイト・キッド


▽ボブ・バックランドvs藤波辰巳


▽アントニオ猪木vsローランド・ボック


▽アントニオ猪木vsアブドーラ・ザ・ブッチャー


▽アブドーラ・ザ・ブッチャーvsダスティ・ローデ


ス


▽木戸修、星野勘太郎vsカルロス・ホセ・エス


トラーダ、ペーロ・アグアイヨ


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3


女流アマ予選1組目


【対局者】浅香唯・及川奈央・たしろさや


か・香川愛生


00 忍者ハットリくん


#19-24


30 ショッピング情報


00 ★人生の楽園 #1031


30 ショッピング情報


00 ★路線バスで寄り道の旅


「荻窪～阿佐ヶ谷～中野坂上で中央線沿


線を巡る旅！」


（2020年1月19日放送分）


「銀座～日比谷～西麻布のおしゃれスポッ


トを巡る旅！」


（2020年1月26日放送分）


「芝公園～虎ノ門～品川で港区の“老舗”


を巡る旅！」


（2020年2月2日放送分）


「鐘ヶ淵～上野～浅草で墨田区・台東区


の下町散策！」


（2020年2月9日放送分）


30 ★おにぎりあたためますか #189


00 ★[終]アリバイ崩し承ります


#5-7


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3


女流プロ準決勝1組目


6 6


【テレ朝チャンネル2】2021年8月第1週


4 4


5 5


00 [終]プロゴルファー猿


#149-153


30 ショッピング情報


00 ★人生の楽園 #1027


30 ショッピング情報


00 [新]忍者ハットリくん


#1-6


30 ショッピング情報


00 ★人生の楽園 #1028


30 ショッピング情報


00 忍者ハットリくん


#7-12


00 忍者ハットリくん


#13-18


30 ショッピング情報


00 ★人生の楽園 #1030


30 ショッピング情報


30 ショッピング情報


00 ★人生の楽園 #1029


30 ショッピング情報


00 忍者ハットリくん


#25-30


7 7


8 8


9 9


00 タッチ


#81-88


00 タッチ


#89-96


00 ★路線バスで寄り道の旅


「調布～深大寺～三鷹で自由奔放旅！」


（2019年11月24日放送分）


00 ショッピング情報


30 帰ってきた時効警察


#5


30 ショッピング情報


00 激論！クロスファイア


10 10


00 ★路線バスで寄り道の旅


「八王子＆横浜㊙穴場スポットSP編」


（2019年12月1日放送分）


「葛飾・立石～柴又～金町で東京の下町


を徳さんがご案内！」


（2019年12月8日放送分）


「人気再燃中の熱海をぐるり一周する自由


気ままな旅！」


（2020年1月12日放送分）


00 [終]タッチ


#97-101


30 昭和・平成 鉄道の時代


新型車両デビュー 平成の新型を中心に


11 11


12 12


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！


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？


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


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


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


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Ｄ


ＶＤを一週間延滞したのか？


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！ #26


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


13 13


14 14


00 麻雀最強戦2020


ファイナル2nd


【A卓】


【B卓】


【決勝卓】


15 15


20 美味しんぼ #41


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


20 美味しんぼ #43


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 麻雀最強戦2020


最強の麻雀戦術本プロ決戦


【決勝卓】


00 麻雀最強戦2020


最強の女流プロ ニュースター決戦


【A卓】瑞原明奈・丸山奏子・水口美香・


愛内よしえ


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 #44


00 麻雀最強戦2020


最強の女流プロ ニュースター決戦


【B卓】岡田紗佳・田渕百恵・和泉由希


子・仲田加南


30 じゃりン子チエ #15・16
16 16


17 17
30 ★はみだし刑事情熱系（1996）


#6-8


24 24


00 特命係長 只野仁（3rdシーズン）


#4-6


18 18


00 じゃりン子チエ #11


30 臨場 続章


#5-8


00 じゃりン子チエ #12


30 [終]臨場 続章


#9-11


00 ★[新]はみだし刑事情熱系


（1996）


#1


00 じゃりン子チエ #13


30 ★はみだし刑事情熱系（1996）


#2-5


04 じゃりン子チエ #14


19 19


20 20


30 ★はみだし刑事情熱系（1996）


#9-12


45 フィギュアレジェンドプログラム▽鈴木


明子（グランプリファイナル2009）


00 フィギュアレジェンドプログラム▽極北


（町田樹）


20 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


21


23


21


22


00 水曜どうでしょう Classic #213


30 ★おにぎりあたためますか #183


00 水曜どうでしょう Classic #214


30 ★おにぎりあたためますか #184


00 水曜どうでしょう Classic #215


30 ★おにぎりあたためますか #185


00 水曜どうでしょう Classic #216


30 ★おにぎりあたためますか #186


00 水曜どうでしょう Classic #217


23


00 水曜どうでしょう Classic #219


55 ★渡辺篤史の建もの探訪


#1620-1622


25 25


26 26


27 27


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3


女流プロ予選1組目


 【対局者】二階堂亜樹・大亀あすか・岡田


紗佳・都美


00 特命係長 只野仁（3rd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3


女流プロ予選2組目


【対局者】宮内こずえ・高宮まり・中山奈々


美・松嶋桃


00 [終]特命係長 只野仁（3rdシーズ


ン）


#10


10 ★[新]アリバイ崩し承ります


#1


00 ぶらぶら町中華 #53


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3


女流プロ予選3組目


 【対局者】和泉由希子・石田亜沙己・東


城りお・足木優


00 ★アリバイ崩し承ります


#2-4


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3


女流プロ予選4組目


【対局者】二階堂瑠美・菅原千瑛・小笠原


奈央・日向藍子


30 ★ウルトラB


#11・12


30 ★ウルトラB


#13・14


30 ★ウルトラB


#19・20


30 ★ウルトラB


#15・16


30 ★ウルトラB


#17・18


22
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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。


8月9日(月) 8月10日(火) 8月11日(水) 8月12日(木) 8月13日(金) 8月14日(土) 8月15日(日)


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


15 ★オバケのQ太郎 #381


8月9日(月) 8月10日(火) 8月11日(水) 8月12日(木) 8月13日(金) 8月14日(土) 8月15日(日)


00 ★ドラマスペシャル「点と線」


第1夜


第2夜


01 オトナ高校


#4-6


30 【ドラえもん1980-81年 一挙放送】


ジャイアンシチュー


パンドラボックス


ごきげんメーター


クイズゲームマシン


雪山のロマンス


ムリヤリトレパン


無生物さいみんメガフォン


チョージャワラシベ ほか


00 忍者ハットリくん


#61-66


30 ショッピング情報


00 京都迷宮案内（1999）


#7


00 ショッピング情報


30 ★おかずのクッキング #708


00 水曜どうでしょう Classic #225


30 ★おにぎりあたためますか #195


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 ぶらぶら町中華 #50


30 【ドラえもん1980-81年 一挙放送】


公園でスキーを！！


持ち主あて機


テレパしい


ようろうおつまみ


空であそんじゃあぶないよ


へやの中の大自然


ヤセール


さいなんにかこまれた話 ほか


（～引き続き）


麻雀最強戦2021


女流チャンピオン決戦


【A卓】二階堂亜樹・黒沢咲・岡田紗佳・


井上絵美子


【B卓】川原舞子・伊藤奏子・佐月麻理


子・魚谷侑未


【決勝卓】


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #871


30 ショッピング情報


00 美味しんぼ


#106・107・109-114


30 セレクション


30 ★おにぎりあたためますか #193


00 [新]オトナ高校


#1-3


30 【ドラえもん1980-81年 一挙放送】


人形あそび


ゴマロック


おかしなおかしなかさ


主役はめこみ機


宝くじ大当たり


手づくりミサイル大作戦


まどけしきとりかえ機


ぼく、マリちゃんだよ ほか


00 忍者ハットリくん


#55-60


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 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


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!?


54 麻雀最強戦2020


タイトルホルダー頂上決戦


【決勝卓】


00 じゃりン子チエ #22


30 ★[新]相棒 Season4


#1-3


00 水曜どうでしょう Classic #224


30 ★おにぎりあたためますか #194


00 麻雀最強戦2021


女流チャンピオン決戦


【A卓】二階堂亜樹・黒沢咲・岡田紗佳・


井上絵美子


【B卓】川原舞子・伊藤奏子・佐月麻理


子・魚谷侑未


【決勝卓】


（～5:30まで）


00 忍者ハットリくん


#49-54


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


30 ★[終]はみだし刑事情熱系


（1996）


#22


20 世界フィギュアスケート国別対抗戦


2021【完全版】


男子ショート


00 ★渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送


vol5「意外性ある間取りの家」


#1395・1401・1409・1429・1431・


1457・1458・1459・1465・1472


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #983


30 ショッピング情報


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!!


6 6


【テレ朝チャンネル2】2021年8月第2週


4 4


5 5


00 忍者ハットリくん


#31-36


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


00 忍者ハットリくん


#37-42


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


00 忍者ハットリくん


#43-48


7 7


8


20 美味しんぼ #46


00 麻雀最強戦2020


全国アマチュア最強位決定戦


【決勝卓】


20 美味しんぼ #47


8


9 9


00 ショッピング情報


30 帰ってきた時効警察


#6


30 ショッピング情報


00 テレメンタリー


10 10


30 スポーツセレクション


00 ★渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送


vol4「キッチン中心に楽しむ家」


#1437・1438・1439・1442・1447・


1453・1455・1460・1463・1469


00 ★渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送


vol3「庭を取り込む間取り」


#1399・1420・1424・1440・1443・


1448・1450・1454・1464・1471


00 ★渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送


vol2「敷地と〝戦う〟都市の家」


#1419・1433・1436・1441・1445・


1449・1456・1466・1467・1475


00 ★渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送


vol1「立地を活かした絶景の家」


#1390・1427・1428・1435・1451・


1461・1470・1474・1476・1478


19 19


20


11 11


12 12


00 ★新・法医学教室の事件ファイル


（1995/7/22）


死斑が2度動く!?女医が視た連続通り魔


の秘密


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


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


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


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!?


00 [新]チエちゃん奮戦記 じゃりン子チエ


一挙放送


#1-13


00 チエちゃん奮戦記 じゃりン子チエ


一挙放送


#14-26


13 13


14 14


15 15


20 美味しんぼ #45


00 麻雀最強戦2020


最強の女流プロ ニュースター決戦


【決勝卓】


24 2430 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3


女流プロ準決勝2組目


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3


女流アマ準決勝


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3


決勝


25 25


00 麻雀最強戦2020


タイトルホルダー頂上決戦


【A卓】藤崎智・坂本大志・堀慎吾・原浩


明


50 じゃりン子チエ #20


00 麻雀最強戦2020


タイトルホルダー頂上決戦


【B卓】森下剛任・本田朋広・河野高志・


伊藤優孝


00 じゃりン子チエ #21


30 西村京太郎トラベルミステリー


仙台・青葉の殺意～見知らぬ美貌の喪


主VS十津川警部!!夫の手帳にヒントが


…秋保温泉女将の復讐殺人?


16 16


17 17


18 18


30 じゃりン子チエ #17・18


30 ★はみだし刑事情熱系（1996）


#13


30 ★「世界バレエフェスティバル2021開


催記念」第15回世界バレエフェスティバル


全幕特別プロ「ドン・キホーテ」(2018年)


05 じゃりン子チエ #19


30 ★はみだし刑事情熱系（1996）


#14-17


30 ★はみだし刑事情熱系（1996）


#18-21


26 26


27 2730 ★ウルトラB


#21・22


30 ★ウルトラB


#23・24


30 ★ウルトラB


#25・26


20


21 21


00 水曜どうでしょう Classic #220


30 ★おにぎりあたためますか #190


55 [新]陽はまた昇る


#1-3


00 水曜どうでしょう Classic #221


30 ★おにぎりあたためますか #191


00 陽はまた昇る


#4-6


00 水曜どうでしょう Classic #222


30 ★おにぎりあたためますか #192


00 [終]陽はまた昇る


#7-9


00 水曜どうでしょう Classic #223


22 22


23 23
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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。


8月16日(月) 8月17日(火) 8月18日(水) 8月19日(木) 8月20日(金) 8月21日(土) 8月22日(日)


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


8月16日(月) 8月17日(火) 8月18日(水) 8月19日(木) 8月20日(金) 8月21日(土) 8月22日(日)


00 ★秘湯ロマン 一挙放送vol2


「濁り湯のお風呂」


#345


福島県 幕川温泉


#365


山形県 滑川温泉


#370


福島県 高湯温泉


#394


岐阜県 新穂高温泉「槍見館」


#396


群馬県 万座温泉「日進舘」


#423


岩手県 山の神温泉「優香苑」


#424


長野県 野沢温泉「旅館さかや」


#431


福島県 高湯温泉「安達屋」


#444


秋田県 露天風呂 水沢温泉 ほか


00 ★秘湯ロマン 一挙放送vol3


「歴史的建造物の宿」


#363


群馬県 四万温泉


#364


山形県 白布温泉


#367


秋田県 強首温泉


#414


福島県 甲子温泉「旅館 大黒屋」


#436


新潟県 松之山温泉「凌雲閣」


#441


長野県 崖の湯温泉「薬師平茜宿」


#447


長野県 渋温泉「金具屋」


#448


群馬県 御所平温泉「かくれの湯」ほか


00 ★秘湯ロマン 一挙放送vol4


「混浴風呂がある宿」


#366


秋田県 乳頭温泉郷


#385


岩手県 須川高原温泉


#387


富山県 黒薙温泉


#390


宮城県 松島温泉


#416


栃木県 大丸温泉「大丸温泉旅館」


#422


岩手県 藤七温泉「彩雲荘」


#428


群馬県 法師温泉「長寿館」


#432


栃木県 高雄温泉「おおるり山荘」


#455


栃木県 奥鬼怒温泉郷「加仁湯」ほか


00 ★秘湯ロマン 一挙放送vol5


「群馬県特集」


#222


群馬県 鳩ノ湯温泉


#310


群馬県-磯部温泉、猿ヶ京温泉


#395


群馬県 草津温泉「元湯 泉水館」


#405


群馬県 伊香保温泉「雨情の湯 森秋旅


館」


#406


群馬県 沢渡温泉「まるほん旅館」


#418


群馬県 猿ヶ京温泉「旅籠屋丸一」


#419


群馬県 老神温泉「吟松亭あわしま」


#449


群馬県 金島温泉「富貴の湯」ほか


00 神田伯山の“真”日本プロレス


#6


00 ★神田伯山の“真”日本プロレス


#7


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6


プロ予選1組目


【対局者】二階堂亜樹・高宮まり・山脇千


文美・都美


30 ★相棒 Season4


#8-10


00 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッ


パ編▽スイス3 スイス レマン湖畔の旅▽


スイス4 スイス 初夏の登山鉄道の旅▽オ


ランダ1 春のオランダ鉄道の旅


15 ★オバケのQ太郎 #382


30 ★相棒 Season4


#11-12


30 ワールドプロレスリング完全版 #69


G1 CLIMAX 23＜優勝決定戦＞


（2013年8月11日 東京・両国国技


館）


00 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


7


00 水曜どうでしょう Classic #231


30 ★おにぎりあたためますか #201


00 [新]トリック（2002）


#1-3


（～引き続き）


★麻雀最強戦2021


著名人最強決戦


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～ #3・4


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #873


30 ショッピング情報


00 忍者ハットリくん


#91-96


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #872


30 ショッピング情報


30 ★相棒 Season4


#13-16


15 ★ドラマスペシャル「氷の華」


第一夜


第二夜


00 忍者ハットリくん


#97-102


30 ショッピング情報


00 京都迷宮案内（1999）


#8


00 ショッピング情報


30 ★CAT Ladies2021


最終日


＜生中継＞


00 チエちゃん奮戦記 じゃりン子チエ


一挙放送


#27-39[終]


30 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


13


00 ★秘湯ロマン 一挙放送vol1


「渓流美の宿」


#417


栃木県 塩原元湯温泉「ゑびすや」


#429


群馬県 下仁田温泉「清流荘」


#437


新潟県の秘湯 貝掛温泉


#442


福島県 二岐温泉「大丸あすなろ荘」


#443


福島県 会津東山温泉「向瀧」


#450


静岡県 大滝温泉「天城荘」


#453


山梨県 甲府温泉「ホテル談露館」


#454


栃木県 塩の湯温泉「柏屋旅館」


#459


神奈川県 箱根湯本温泉「雉子亭 豊栄荘」ほか


6


【テレ朝チャンネル2】2021年8月第3週


4 4


5 5


00 忍者ハットリくん


#67-72


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #986


30 ショッピング情報


00 忍者ハットリくん


#73-78


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #987


30 ショッピング情報


00 忍者ハットリくん


#79-84


00 忍者ハットリくん


#85-90


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #989


30 ショッピング情報


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #988


30 ショッピング情報
6


7


8 8


9 9


00 美味しんぼ


#115


30 ★CAT Ladies2021


2日目


＜生中継＞


30 ワールドプロレスリング


中邑真輔 大特集！！


10 10


11 11


12 12


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!!


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!!


55 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


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 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


55 温泉若おかみの殺人推理


日光鬼怒川温泉～殺意のライン下り!!


白骨を抱いた死体!? 強奪された1億と消


えた第三の女!!


00 西村京太郎トラベルミステリー


仙台・青葉の殺意～見知らぬ美貌の喪


主VS十津川警部!!夫の手帳にヒントが


…秋保温泉女将の復讐殺人？


55 西村京太郎トラベルミステリー


伊豆海岸殺人ルート 1枚の写真が連続


殺人を呼ぶ!!写った7人の中に、被害者と


容疑者の全員がいた…


30 ★CAT Ladies2021


2日目


＜生中継＞


13


14 14


15 15


35 超ゴルフ塾～プロをやっつけろ！ #27


00 麻雀最強戦2020


著名人最強決戦


【A卓】加賀まりこ・風間杜夫・森川ジョー


ジ・堀江貴文


00 麻雀最強戦2020


著名人最強決戦


【B卓】大村朋宏・児嶋一哉・加藤哲郎・


月亭八光


00 麻雀最強戦2020


著名人最強決戦


【決勝卓】


00 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


00 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


00 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


30 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！


15 神田伯山の“真”日本プロレス


#5


16 16


17 17


18 18


00 じゃりン子チエ #23


30 ★相棒 Season4


#4-7


00 じゃりン子チエ #24


19 19


20 20


21 21


00 水曜どうでしょう Classic #226


30 ★おにぎりあたためますか #196


00 水曜どうでしょう Classic #227


30 ★おにぎりあたためますか #197


00 水曜どうでしょう Classic #228


30 ★おにぎりあたためますか #198


00 水曜どうでしょう Classic #229


30 ★おにぎりあたためますか #199


00 水曜どうでしょう Classic #230


30 ★おにぎりあたためますか #200


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


30 ★CAT Ladies2021


最終日


＜録画＞


22 22


23 23


24 24


00 [終]オトナ高校


#7・8


40 [新]トリック（2000）


#1


30 【ドラえもん1980-81年 一挙放送】


コーモンじょう


ピンチの時にタスケロン


カップルテストバッジ


架空通話アダプター


空でふわふわ


税金鳥


気象シート


雲になって…？ ほか


00 トリック（2000）


#2-4


30 【ドラえもん1980-81年 一挙放送】


さいみんグラス


黒べえをすくえ！


騒音公害をカンヅメにしちゃえ


してない貯金を使う法


水ぞくかんガス


ちょうちょ


みちすじカード


引力さえぎりガス ほか


00 トリック（2000）


#5-7


30 【ドラえもん1980-81年 一挙放送】


魔の手がせまる


重力ちょうせつ機


空想レンズ


しょうげき波ピストル


未来小切手帳


ドラキュラセット


ハッピープロムナード


チューシン倉でかたきうち ほか


00 [終]トリック（2000）


#8-10


30 【ドラえもん1980-81年 一挙放送】


材質変かん機


よわいおばけ


合体ノリ


自どう人形げき


他人のゆめをみる


ファンタグラス


あめんぼう ほか


00 ★麻雀最強戦2021


著名人最強決戦


【A卓】


森川ジョージ・亀田大毅・新川帆立・香川


愛生


【B卓】


鈴木大介・広瀬章人・本郷奏多・やべきょ


うすけ


【決勝卓】


（～4:30まで）


25 25


26 26


27 27


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6


プロ予選2組目


【対局者】宮内こずえ・中山奈々美・咲良


美緒・日當ひな


30 ★ウルトラB


#27・28
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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。


8月23日(月) 8月24日(火) 8月25日(水) 8月26日(木) 8月27日(金) 8月28日(土) 8月29日(日)


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


15 ★オバケのQ太郎 #383


8月23日(月) 8月24日(火) 8月25日(水) 8月26日(木) 8月27日(金) 8月28日(土) 8月29日(日)


00 女子ゴルフペアマッチ選手権


シーズン2


1回戦 マッチ5-8


00 女子ゴルフペアマッチ選手権


シーズン2


1回戦 マッチ1-4


00 路線バスで寄り道の旅


「日本橋～門前仲町～錦糸町～舞浜を


巡りマル秘絶景を目指す旅」


（2018年11月25日放送分）


00 ★路線バスで寄り道の旅


「銀座～日比谷～西麻布のおしゃれスポッ


トを巡る旅！」


（2019年2月3日放送分）


「鐘ヶ淵～上野～浅草で墨田区・台東区


の下町散策！」


（2019年2月10日放送分）


「二子玉川～武蔵小杉で多摩川沿いのマ


ダム人気の街を巡る旅！」


（2020年2月16日放送分）


「鎌倉～藤沢～江の島で冬しか見られな


い絶景を巡る旅！」


（2020年2月23日放送分）


00 ★「氷上のプレイリスト」～これが私の


フィギュアスケート観～ #2


00 ぶらぶら町中華 #51


00 水曜どうでしょう Classic #238


00 ショッピング情報


30 帰ってきた時効警察


#7


30 ショッピング情報


00 テレメンタリー


00 ショッピング情報


30 ★おかずのクッキング #709


00 フィギュアリクエスト企画


もう一度観たいあの演技


第1弾


00 「氷上のプレイリスト」～これが私の


フィギュアスケート観～ #1


55 ★渡辺篤史の建もの探訪


#1623-1625


30 ワールドプロレスリング完全版 ＃173


G1 CLIMAX 30 優勝決定戦


（2020年10月18日 東京・両国国技


館）


45 フィギュアレジェンドプログラム▽羽生結弦


（グランプリシリーズ2019カナダ大会）


00 マニュエル・ルグリ「Stars in Blue」


バレエ＆ミュージック(2019/3/31放送)10 [新]科捜研の女（2009）


#1


30 科捜研の女（2009）


#2-5


30 [終]科捜研の女（2009）


#9-10


10 [新]京都迷宮案内（2000）


#1・2


00 ワールドプロレスリング


棚橋弘至 大特集！！


6 6


【テレ朝チャンネル2】2021年8月第4週


4 4


5 5


00 忍者ハットリくん


#103-108


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #874


30 ショッピング情報


00 忍者ハットリくん


#109-114


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #875


30 ショッピング情報


00 忍者ハットリくん


#115-120


00 忍者ハットリくん


#121-126


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #1027


00 ★忍者ハットリくん


#139-144


00 忍者ハットリくん


#127-132


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #1028


30 ショッピング情報


55 西村京太郎トラベルミステリー


伝説の名刑事コンビ十津川警部・亀井刑


事のニセモノ現る!?特急あずさ22号、走


行中に消えた謎の女…究極のダイヤトリッ


ク対決


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


40 ★再捜査刑事・片岡悠介


函館～横浜・同窓会不倫殺人!ホスト殺し


と迷宮入り事件を結ぶネイルの傷とバター


の謎!!


20 美味しんぼ #48


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…


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!?


30 ショッピング情報


00 美味しんぼ


#116-121・124・125


30 ショッピング情報


00 [終]京都迷宮案内（1999）


#9


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #1029


30 ショッピング情報


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #817


30 ショッピング情報


00 女子ゴルフペアマッチ選手権


シーズン2


2回戦 マッチ9-12


17 1730 科捜研の女（2009）


#6-8


18


30 ★相棒 Season4


#17-20


30 ★[終]相棒 Season4


#21


00 忍者ハットリくん


#133-138


10 10


11 11


00 西村京太郎トラベルミステリー


十津川警部VS鉄道捜査官・花村乃里子


～究極のダイヤトリック…山形鉄道フラ


ワー長井線、雪の密室に現れた路線図に


ない駅の謎


7 7


8 8


9 9


00 女子ゴルフペアマッチ選手権


シーズン2


準決勝 マッチ13・14


決勝 マッチ15


12 12


00 西村京太郎トラベルミステリー


釧路・帯広殺人ルート “明日スーパーおお


ぞら5号で…”のメールが連続殺人を呼


ぶ!!逃亡美女が横領1億を20倍に増やせ


る秘密


00 西村京太郎トラベルミステリー


山形・陸羽西線に消えた女!復讐殺人?3


つの現場に残されたスケッチ画の謎…


40 西村京太郎トラベルミステリー


金沢～東京・殺人ルート2時間33分の罠


27 2730 ★ウルトラB


#29・30


30 ★ウルトラB


#31・32


00 時効警察


#5-7


22


13 13


14 14


15 15


05 西村京太郎トラベルミステリー


箱根紅葉・登山鉄道の殺意 妻を殺害し


た疑惑の夫は二度死ぬ!?死後に、自分で


遺言状を投函する男の謎…


00 麻雀最強戦2020


最強｢M｣トーナメント


【決勝卓】


35 超ゴルフ塾～プロをやっつけろ！ #29


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 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


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】


50 じゃりン子チエ #25


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 #26


00 ワールドプロレスリング完全版 #84


G1 CLIMAX 24＜優勝決定戦＞


（2014年8月10日 埼玉・西武ドーム）


16 16


00 [終]トリック（2002）


#10-11


40 [新]時効警察


#1


00 時効警察


#2-4


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6


女流プロ準決勝1組目


【対局者】和泉由希子・東城りお・日向藍


子・丸山奏子


20 【クレヨンしんちゃん1996年一挙放


送】


#152・153・155・156


21 【クレヨンしんちゃん1996年一挙放


送】


#157-160


19 19


20 20


00 トリック（2002）


#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6


プロ予選4組目


【対局者】和泉由希子・古川彩乃・大久保


朋美・丸山奏子


00 スポーツセレクション


30 ★ウルトラB


#33・34


30 ★ウルトラB


#35・36


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6


女流アマ準決勝


【対局者】浅香唯・及川奈央・椿彩菜・水


崎綾女


00 スポーツセレクション


22


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6


女流アマ予選1組目


【対局者】浅香唯・松本圭世・水崎彩女・


日野麻衣


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6


女流アマ予選2組目


【対局者】椿彩菜・長澤茉里奈・及川奈


央・中田花奈25 25


26 26


23 23


24 24


00 トリック（2002）


#4-6


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6


プロ予選3組目


【対局者】二階堂瑠美・東城りお・大亀あ


すか・日向藍子


18


00 水曜どうでしょう Classic #237


30 ★おにぎりあたためますか #207


00 ★ワールドプロレスリング RESPECT


棚橋弘至×藤波辰爾


00 セレクション


30 ★おにぎりあたためますか #20821 21


00 水曜どうでしょう Classic #232


30 ★おにぎりあたためますか #202


00 水曜どうでしょう Classic #233


30 ★おにぎりあたためますか #203


00 水曜どうでしょう Classic #234


30 ★おにぎりあたためますか #204


00 水曜どうでしょう Classic #235


30 ★おにぎりあたためますか #205


00 水曜どうでしょう Classic #236


30 ★おにぎりあたためますか #206
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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。


8月30日(月) 8月31日(火) 9月1日(水) 9月2日(木) 9月3日(金) 9月4日(土) 9月5日(日)


55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS


54 NEWS ACCESS


8月30日(月) 8月31日(火) 9月1日(水) 9月2日(木) 9月3日(金) 9月4日(土) 9月5日(日)


00 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッ


パ編▽ノルウェー1 ノルウェー オスロ発フィ


ヨルドへの旅▽スウェーデン1 スウェーデン


ダーラナ地方 夏至祭の旅▽スウェーデン2


スウェーデン 夏の北極圏への旅


00 水曜どうでしょう Classic #240


30 ★おにぎりあたためますか #210


00  帰ってきた時効警察


#2-4


30 【クレヨンしんちゃん1996年一挙放


送】


#169-176


25 25


26 26


19


20 20


21 21


30 京都迷宮案内（2000）


#3-6


00 水曜どうでしょう Classic #239


30 ★おにぎりあたためますか #209


32 [終]京都迷宮案内（2000）


#7-9


00 ★忍者ハットリくん


#151-156


30 ショッピング情報


27 27


30 【クレヨンしんちゃん1996年一挙放


送】


#161-168


22 22


23 23


24 24


00 [終]時効警察


#8・9


40 [新]帰ってきた時効警察


#1


19


17 17


18 18


18 ★オバケのQ太郎 #384


54 麻雀最強戦2020


著名人超頭脳決戦


【決勝卓】


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


16 16


13 13


14 14


15 15


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


20 美味しんぼ #49


00 温泉若おかみの殺人推理


金沢～和倉温泉 九谷焼き展示会で連続


殺人!!“聖地巡礼”の写真に殺人トリッ


ク!?


55 西村京太郎トラベルミステリー


伊豆海岸殺人ルート 1枚の写真が連続


殺人を呼ぶ!!写った7人の中に、被害者と


容疑者の全員がいた…


10 10


11 11


12 12


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 [新]京都地検の女(2003)


#1-4


20 ★おかずのクッキング #710


00 [終]京都地検の女(2003)


#5-8


20 ★おかずのクッキング #711


7 7


8 8


9 9


【テレ朝チャンネル2】2021年9月第1週


4 4


5 5


6 6


00 ★忍者ハットリくん


#145-150


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #1030


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #1031


30 ショッピング情報








※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 タイドラマ「TharnType／ターン×タイプ」2話連続 #7-#8


7:00 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


8:00 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #13


9:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #14


11:00 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」 #47


13:00 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」 #48


15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


15:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


16:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #8


18:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #9


20:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #10


22:00 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #13


22:55 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


23:25 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #14


0:20 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #15


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〜」 #71


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〜」 #72


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〜」 #73


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〜」 #74


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〜」 #75


　　　　


2021/7/26（⽉） 2021/7/27（⽕） 2021/7/28（⽔）


2021/7/29（⽊） 2021/7/30（⽊） 2021/7/31（⼟） 2021/8/1（⽇）


8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♪


若き王（キム・スヒョン）×
初恋の⼥性（ハン・ガイン）
切ない愛を描くファンタ
ジー・ロマンス史劇︕


★8/10（⽕）11:30〜スタート


© 2012 MBC


韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」第1話先⾏放送 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」


パク・シフ「王⼥の男」以来
9年ぶりとなる時代劇主演
作︕王位争奪戦を圧倒的な映
像美で描く本格時代劇︕


★8/9（⽉）9:30〜スタート


© 2020 TV Chosun







5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #36 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #37 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #38


5:55 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」 5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #2 5:55 新作ステーション 〜「バウンティ・ハンターズ」


6:00 タイドラマ「2gether」 #2 6:00 タイドラマ「2gether」 #3 6:00 タイドラマ「2gether」 #4


7:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」 7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #2 7:25 新作ステーション 〜「バウンティ・ハンターズ」


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〜」 #76 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〜」 #77 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〜」 #78


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」 #14 9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #15 9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #16


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〜」 #2 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〜」 #3 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〜」 #4


11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #16 11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #17 11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #18


13:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #13 13:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #14 13:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #15


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） #13 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） #14 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） #15


17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #16 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #17 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #18


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」 #13 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #15 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #17


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」 #14 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #16 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #18


※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」 #12 22:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #13 22:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #14


23:30 韓国ドラマ「君にスパーク︕」 #12 23:15 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 23:15 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〜」 #2


0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #11 0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #12 0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #13


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #18 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #19 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #20


2:30 中国ドラマ「陳情令」 #46 2:30 中国ドラマ「陳情令」 #47 2:30 中国ドラマ「陳情令」 #48


3:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」 3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #2 3:25 新作ステーション 〜「バウンティ・ハンターズ」
3:30 韓国ドラマ「元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜」 #15 3:30 韓国ドラマ「元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜」 #16 3:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #1


5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #39 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #40 5:00 韓国映画「王の預⾔書」 5:00 タイドラマ「TharnType／ターン×タイプ」2話連続 #9-#10


5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #2 5:55 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」 7:00 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


6:00 タイドラマ「2gether」 #5 6:00 タイドラマ「2gether」 #6 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 8:00 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #2


7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #2 7:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」 8:00 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #15 9:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #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」 #16 11:00 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〜」 #79 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〜」 #80 11:00 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #1 11:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #49


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 13:00 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〜」 #6 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〜」 #7 13:00 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #47 13:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #50


11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #19 11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #20 14:30 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


13:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #16 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #1-#2 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 15:30 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） #16 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） #17 15:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #48 16:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #13


17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #29 17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #30 17:00 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」 #14


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 20:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #15


19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #19 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #21 18:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #11 22:00 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #16


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「ずる賢いバツイチの恋」 #12 22:55 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」 #20 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #22 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 23:25 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #17


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「神と共に　第⼀章︓罪と罰」 0:20 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #18


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〜」 #5 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〜」 #6 1:05 韓国映画「アンダードッグ ⼆⼈の男」 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〜」 #76


0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #14 0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #15 2:55 中国映画「バウンティ・ハンターズ」 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〜」 #77


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #21 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #22 4:55 アジアドラマチックTVからのお知らせ 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〜」 #78


2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #23 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #24 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〜」 #79


3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #2 3:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」 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〜」 #80


3:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #2 3:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #3


　　　　


2021/8/2（⽉） 2021/8/3（⽕） 2021/8/4（⽔）


2021/8/5（⽊） 2021/8/6（⾦） 2021/8/7（⼟） 2021/8/8（⽇）


8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♪


イルイルドラマの騎⼠コ・セ
ウォン×愛憎劇のヒットメー
カーが贈る
嫉妬と嘘にまみれたマクチャ
ンドラマ︕


★8/6（⾦）13:30〜スタート
©2017 MBC


史上最⼤級のスペクタクル冥
界エンターテインメント︕
容赦なく襲いかかる７つの難
関を突破せよ︕


★8/7（⼟）22:30〜放送
© 2019 LOTTE ENTERTAINMENT
& DEXTER STUDIOS All Rights Reserved.


韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 韓国映画「神と共に 第⼀章︓罪と罰」







5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #41 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #42 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #43


5:55 新作ステーション 〜「神と共に　第⼆章︓因と縁」 5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #2 5:55 新作ステーション 〜「王の預⾔書」


6:00 タイドラマ「2gether」 #7 6:00 タイドラマ「2gether」 #8 6:00 タイドラマ「2gether」 #9


7:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼆章︓因と縁」 7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #2 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〜」 #81 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〜」 #82 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〜」 #83


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 「話題の韓国ロマンス時代劇」第1話先⾏放送 9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #1 9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #2


11:30 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #21 11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #1 11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #2


13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #3-#4 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #5-#6 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #7-#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） #18 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） #19 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） #20


17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #19 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #20 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #21


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」 #23 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #25 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #27


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


20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #24 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #26 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #28


※外国語放送は字幕放送です。 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


※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。 22:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #15 22:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #16 22:00 「話題の韓国ロマンス時代劇」第1話先⾏放送


23:15 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〜」 #3 23:15 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〜」 #4 0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #18


0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #16 0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #17 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #25


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #23 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #24 2:30 中国ドラマ「陳情令」スペシャル編


2:30 中国ドラマ「陳情令」 #49 2:30 中国ドラマ「陳情令」 #50 3:25 新作ステーション 〜「王の預⾔書」


3:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼆章︓因と縁」 3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #2 3:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #6


3:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #4 3:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #5


5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #44 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #45 5:00 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」2話連続 #1-#2 5:00 タイドラマ「TharnType／ターン×タイプ」2話連続 #11-#12


5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #2 5:55 新作ステーション 〜「神と共に　第⼆章︓因と縁」 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 タイドラマ「2gether」 #10 6:00 タイドラマ「2gether」 #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


7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #2 7:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼆章︓因と縁」 8:00 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #4 8:00 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #7


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「カンテク〜運命の愛〜」 #5 9:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #8


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〜」 #84 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〜」 #85 11:00 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #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 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」 #51


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〜」 #8 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〜」 #9 13:00 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #49 13:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #3 11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #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」 #52


13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #9-#10 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #11-#12 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「サイコパス ダイアリー」 #1 15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #2 15:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #50 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〜」 #31 17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #32 17:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 16:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #2


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「⻘い海の伝説」 #3


19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #29 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #31 18:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #16 20:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #4


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「⻘い海の伝説」 #1 22:00 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #19


20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #30 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #32 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「神と共に　第⼆章︓因と縁」 23:25 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #20


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〜」 #7 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〜」 #8 1:05 中国映画「バウンティ・ハンターズ」 0:20 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #21


0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #19 0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #20 3:05 韓国映画「王の預⾔書」 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〜」 #81


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #26 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #27 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〜」 #82


2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #25 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #26 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〜」 #83


3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #2 3:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼆章︓因と縁」 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〜」 #84


3:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #7 3:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #8 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〜」 #85
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8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♪


パク・シフ「王⼥の男」以来
9年ぶりとなる時代劇主演
作︕王位争奪戦を圧倒的な映
像美で描く本格時代劇︕


★8/9（⽉）9:30〜スタート


© 2020 TV Chosun


全編がクライマックスと化す、
最先端V FXスペクタクル︕
運命が結ぶ“因縁の前世”とは
──?


★8/14（⼟）22:30〜放送


© 2019 LOTTE ENTERTAINMENT 
& DEXTER STUDIOS All Rights Reserved.


韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」第1話先⾏放送 韓国映画「神と共に 第⼆章︓因と縁」







5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #46 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #47 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #48


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 #3 5:55 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」


6:00 タイドラマ「2gether」 #12 6:00 タイドラマ「2gether」 #13 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #1


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 #3 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〜」 #86 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〜」 #87 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〜」 #88


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「浪漫ドクターキム・サブ2」 #3 9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #4 9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #5


11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #5 11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #6 11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #7


13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #13-#14 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #15-#16 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #17-#18


15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #3 15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #4 15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #5


17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #22 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #23 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #24


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」 #33 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #35 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #37


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


20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #34 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #36 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #38


※外国語放送は字幕放送です。 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


※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。 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #1 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #2 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #3


0:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #21 0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #1 0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #2


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #28 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #29 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #30


2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #1 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #2 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #3


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 #3 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「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #9 3:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #10 3:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #11


5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #49 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #50 5:00 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」2話連続 #3-#4 5:00 タイドラマ「TharnType／ターン×タイプ」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 #3 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 6:00 タイドラマ「Still 2gether」 #1


6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #2 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #3 7:30 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 #3 7:25 新作ステーション 〜「僕の中のあいつ」 8:00 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #9 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 9:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #10 8:00 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #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〜」 #89 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〜」 #90 11:00 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #11 9:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #13


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 11:00 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〜」 #10 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〜」 #11 13:00 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #51 11:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #53


11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #8 11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #9 14:30 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


13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #19-#20 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #21-#22 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「パク代理の秘密の私⽣活」


15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #6 15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #7 15:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #52 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〜」 #33 17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #34 17:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 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 17:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 16:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #7


19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #39 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #41 18:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #5 18:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #8


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「⻘い海の伝説」 #6 20:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #9


20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #40 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #42 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:00 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #22


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」 22:55 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


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〜」 #9 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〜」 #10 0:50 韓国映画「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 23:25 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #23


0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #3 0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #4 3:10 韓国映画「アンダードッグ ⼆⼈の男」 0:20 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #24


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #31 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #32 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〜」 #86


2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #27 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #28 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〜」 #87


3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #3 3:25 新作ステーション 〜「僕の中のあいつ」 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〜」 #88


3:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #12 3:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #13 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〜」 #89


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〜」 #90


　　　　


2021/8/16（⽉） 2021/8/17（⽕） 2021/8/18（⽔）


2021/8/19（⽊） 2021/8/20（⾦） 2021/8/21（⼟） 2021/8/22（⽇）


8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♪


個性派俳優イ・ジュスン主
演︕岐路に⽴たされた主⼈公
の姿を明るく描くヒューマン
コメディ︕


★8/22  ( ⽇) 13: 30〜スタート


©CJ E&M Corporation, all rights reserved


韓国ドラマ「パク代理の秘密の私⽣活」 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」
2話連続


⼤ヒットタイドラマ「ラブ・
バイ・チャンス」が帰ってく
る︕⼤学⽣たちの⽢酸っぱい
⻘春ラブストーリー


★8/14（⼟）5:00〜スタート


ⒸNexus International Contents







5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #51 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #52 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #53


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 #3 5:55 新作ステーション 〜「バウンティ・ハンターズ」


6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #4 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #5 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #6


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 #3 7:25 新作ステーション 〜「バウンティ・ハンターズ」


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〜」 #91 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〜」 #92 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〜」 #93


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「浪漫ドクターキム・サブ2」 #6 9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #7 9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #8


11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #10 11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #11 11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #12


13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #23-#24 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #25-#26 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #27-#28


15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #8 15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #9 15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #10


17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #25 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #26 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #27


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」 #43 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #45 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #47


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


20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #44 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #46 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #48


※外国語放送は字幕放送です。 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


※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。 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #4 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #5 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #6


0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #5 0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #6 0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #7


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #33 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #34 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #35


2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #4 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #5 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #6


3:15 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #14 3:15 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #15 3:15 韓国ドラマ「ホテルデルーナ〜⽉明かりの恋⼈〜」 #16


5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #54 5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #55 5:00 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」2話連続 #5-#6 5:00 タイドラマ「Still 2gether」 #2


5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #3 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 6:00 タイドラマ「Still 2gether」 #3


6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #7 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #8 7:30 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 #3 7:25 新作ステーション 〜「王の預⾔書」 8:00 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #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 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #15 8:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #1


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〜」 #94 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〜」 #95 11:00 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #16 9:30 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #2


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 11:00 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〜」 #12 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〜」 #13 13:00 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #53 11:30 韓国ドラマ「直⽴歩⾏の歴史」


11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #13 11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #14 14:30 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


13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #29-#30 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #31-#32 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「遠⾜に⾏く⽇」


15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #11 15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #12 15:30 韓国ドラマ「B主任とラブレター」 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〜」 #35 17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #36 17:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 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 17:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 16:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #12


19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #49 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #51 18:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #10 18:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #13


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「⻘い海の伝説」 #11 20:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #14


20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #50 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #52 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:00 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #25


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」 22:55 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


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〜」 #11 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〜」 #12 0:30 韓国映画「江南ブルース」<R15＋指定> 23:25 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #26


0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #8 0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #9 3:00 中国映画「バウンティ・ハンターズ」 0:20 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #27


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #36 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #37 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〜」 #91


2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #29 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #30 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〜」 #92


3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #3 3:25 新作ステーション 〜「王の預⾔書」 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〜」 #93


3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #1 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #2 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〜」 #94


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〜」 #95


2021/8/23（⽉） 2021/8/24（⽕） 2021/8/25（⽔）


2021/8/26（⽊） 2021/8/27（⾦） 2021/8/28（⼟） 2021/8/29（⽇）


8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♪


⼈気⼥優ソン・ジヒョ主演︕
ロマンスを夢みる独⾝⼥⼦の
奮闘記︕


★8/28（⼟）15:30〜 スタート


©CJ E&M Corporation, all rights reserved


韓国ドラマ「B主任とラブレター」


キム・ドンワン
（SHINHWA）主演︕
⽣と死の狭間に⽴つ⼈間の静
かな感動を描く︕


★8/29（⽇）13:30〜放送


©CJ E&M Corporation, all rights reserved


韓国ドラマ「遠⾜に⾏く⽇」







5:00 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #56 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #1


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


6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #9 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #10


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


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〜」 #96 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〜」 #97


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「浪漫ドクターキム・サブ2」 #9 9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #10


11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #15 11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #16


13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #33-#34 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #35-#36


15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #13 15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #14


17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #28 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #29


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」 #53 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #55


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


20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #54 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #56


※外国語放送は字幕放送です。 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


※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。 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #7 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #8


0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #10 0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #11


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #38 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #39


2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #7 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #8


3:25 新作ステーション 〜「陳情令」 3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #3


3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #3 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #4


2021/8/30（⽉） 2021/8/31（⽕） 2021/9/1（⽔）


2021/9/2（⽊） 2021/9/3（⾦） 2021/9/4（⼟） 2021/9/5（⽇）


8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


★8/10（⽕）9:30〜 スタート


©SBS


韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ２」


1⽇に2回だけ透明⼈間になれ
る秘密を抱えた
⼥⼦⾼⽣の恋と友情を描く︕


★8/29（⽇）11:30〜放送


©CJ E&M Corporation, all rights reserved


韓国ドラマ「直⽴歩⾏の歴史」








時代劇専門チャンネル　2021年8月編成表


08/01(日)
4:00  4:00


［終］　精霊の守り人
　 終章 #9


主演：綾瀬はるか
5:00  5:10


[解]八幡鳩九郎


6:00 主演：松平健


7:00  7:00　【北大路欣也劇場】
隠密奉行　朝比奈１


#5
主演：北大路欣也


8:00  8:00
隠密奉行　朝比奈１


#6
9:00  9:00　【鬼平クラシックス】


鬼平犯科帳'69
#12


主演：初代 松本白鸚
10:00 10:00 【池波正太郎劇場】


［新］　鬼平犯科帳５
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞#1


主演：中村吉右衛門
11:00 11:00


剣客商売１
#2


主演：藤田まこと
12:00 12:00


(映画)
丹下左膳(1953）


13:00
主演：大河内傳次郎


14:00 14:00
へそ曲がり新左


主演： 菅原文太
15:00 15:00


御用牙


16:00 主演：松方弘樹


16:45 生活情報の時間
17:00 17:00 【池波正太郎劇場】


鬼平犯科帳４
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#14
18:00 主演：中村吉右衛門


18:30
剣客商売５


19:00 #7
主演：藤田まこと


19:30 チャンネル初放送！
【真夏の忠臣蔵祭り】


20:00 (映画)
赤穂城断絶


21:00
主演：萬屋錦之介


22:00
22:20


(映画)
利休


23:00


主演：三國連太郎
0:00


 0:45
1:00 運命峠


2:00
主演：松平健


3:00
3:15


【編成に関する注意】


■無料放送
・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「未来に伝える 太平洋戦争の記憶」の作品紹介
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents「未来に伝える 太平洋戦争の記憶」のすべて
・生活情報の時間
・おひるの生活情報の時間
・特選！大江戸買い物帳


・8/1(日)あさ10:00～午後3:00の番組 …
・毎週(月)～(金)午後2:00～午後4:00の番組 …


※8/9(月・振休)は除く


■＜4Kデジタルリマスター版＞＜4Kデジタル修復版＞の番組は2Kダウンコンバートにて放送いたします。


■解説放送
・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)
では、[解]のついた作品は副音声にて解説放送をお楽しみいただけます。


・8/1(日) あさ 5:10 ～ ｢八幡鳩九郎｣
・8/2(月) 午後 2:00 ～ ｢怪談 妖蝶の棲む館｣
・8/9(月・振休) よる 11:20 ～ ｢怪談 妖蝶の棲む館｣
・8/25(水) 午後 2:00 ～ ｢怪談 妖蝶の棲む館｣
・8/31(火) 深夜 2:00 ～ ｢八幡鳩九郎｣


■番組情報マーク
[新]:新シリーズスタート
[終]:シリーズ終了


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梗概をご確認ください。







時代劇専門チャンネル　2021年8月編成表


08/02(月) 08/03(火) 08/04(水) 08/05(木) 08/06(金) 08/07(土) 08/08(日)
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00［新］　ぬけまいる


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 ～女三人伊勢参り～
#10 #16 #1


主演：加藤剛 #11 #12 #13 #14 主演：小林桂樹 主演：田中麗奈
 5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00


斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ ［終］　斬り捨て御免！３ 平手造酒　利根の決闘 江戸の渦潮 ぬけまいる
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞#19 ＜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＞ ～女三人伊勢参り～


主演：中村吉右衛門 #20 #21 #22  主演：古谷一行 #17 #2
 6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00


闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 江戸の渦潮 ぬけまいる
大江戸犯科帳　#4 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 ～女三人伊勢参り～
主演：里見浩太朗 #5 #6 #7 #8 #18 #3


 7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00　【北大路欣也劇場】
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 名奉行 遠山の金さん 第7部 隠密奉行　朝比奈１


#10 #11 　#4
主演：加藤剛  7:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #12 #13 #14 主演：松方弘樹 #7


 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 ［終］　若さま侍捕物帳 名奉行 遠山の金さん 第7部 隠密奉行　朝比奈１


#14
主演：田村正和 #15 #16 #17 #18 #5 #8


 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　【鬼平クラシックス】
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 名奉行 遠山の金さん 第7部 鬼平犯科帳'69


#3
主演：三田村邦彦 #4 #5 #6 #7 #6 #13


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 雲霧仁左衛門 江戸編 鬼平犯科帳５


暴れん坊将軍　#12 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
主演：松平健 #13 #14 #15 #16 主演：松方弘樹 #2


11:00 11:00 11:00 11:00［終］ 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 おんなの密書 雲霧仁左衛門 名古屋編 剣客商売１


#21
主演：松方弘樹 #22 #23 #24 主演：古谷一行 主演：松方弘樹 #3


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　隠密剣士 第二部 12:00 12:00
忍法甲賀衆　#6 忍法甲賀衆　#7 忍法甲賀衆　#8 忍法甲賀衆　#9 忍法甲賀衆　#10 続続・三匹が斬る！ (映画)


12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 #6 丹下左膳　飛燕居合斬り
特選！大江戸買い物帳 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 特選！大江戸買い物帳 主演：高橋英樹


13:00【鬼平クラシックス】 13:00【新・藤沢周平劇場】 13:00【佐伯泰英劇場】 13:00
鬼平犯科帳'69 13:00　陰陽師☆安倍晴明 13：00［新］　剣客商売５ よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 続続・三匹が斬る！ 主演：中村錦之助


#11 ～王都妖奇譚～ #1 #6 #4
主演：初代 松本白鸚 #2　主演：三上博史 主演：藤田まこと 主演：中村俊介 主演：小出恵介 #7 13:45 生活情報の時間


14:00 14:00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 続続・三匹が斬る！
[解]怪談　妖蝶の棲む館 長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 風の墓標


 海を渡る五十万両  長七郎立つ！江戸城の対決 柳生の陰謀  怨霊見参！長七郎･弟と対決 #8
15:00　【北大路欣也劇場】


主演：佳那晃子 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 隠密奉行　朝比奈１　#9
15:30 生活情報の時間 15:30 生活情報の時間 主演：北大路欣也 主演：滝田栄


15:45 生活情報の時間 15:45 「太平洋戦争の記憶」の作品紹介 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 「太平洋戦争の記憶」の作品紹介 15:50
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 ［終］　隠密奉行　朝比奈１ 16:10【真夏の忠臣蔵祭り】


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 忠臣蔵異聞
#13 #10 生きていた吉良上野介


主演：京マチ子 #14 #15 #16 #17 主演：川谷拓三
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:10 【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
#17 #19 剣客商売 手裏剣お秀 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


主演：加藤剛 #18 17:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #20 #21 #15
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　#45 主演：北大路欣也


#41 #42 #43 #44 18:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #8
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 【生誕90年 カツライス劇場】 名奉行  遠山の金さん


#14 (映画) 江戸城転覆！女忍者の復讐


主演：松方弘樹 #15 #16 #17 #18 浮かれ三度笠
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 主演：松方弘樹


［新］　剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 主演：市川雷蔵
#1 20:30　歴史を訪ねて 日本の城


主演：加藤剛 #2 #3 #4 #5 20:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて 九州・沖縄編
21:00　壬生義士伝 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
新選組でいちばん強かった男 ［終］　壬生義士伝 ［新］　ちかえもん ちかえもん ちかえもん 【真夏の忠臣蔵祭り】 密使と番人


#9 新選組でいちばん強かった男 #1 大石内蔵助　冬の決戦 主演：森岡龍
主演：渡辺謙 #10 主演：青木崇高 #2 #3 前編


22:00 22:00【新・藤沢周平劇場】 22:00【佐伯泰英劇場】 22:05
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00　陰陽師☆安倍晴明 22:00 よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 主演：平幹二朗 チャンバラが消えた日


～Season3～】 ～王都妖奇譚～　#3　 剣客商売５　#2　 #7　 #5　 主演：鈴木杏
(舞台) 主演：三上博史 主演：藤田まこと 主演：中村俊介 主演：小出恵介


燃ゆる風 23:00 23:00
－軍師・竹中半兵衛－ 23:00 23:00 23:00 23:00 怨 清水次郎長１


天才脚本家 梶原金八 【7/28(なにわの日) 沖田総司 剣客商売　誘拐 勢揃い清水港
出演：七海ひろき 出演：ヨーロッパ企画 特集・関西ジャニーズ】 －華麗なる暗殺者－


／真彩希帆　ほか  0:10 (映画) 主演：真行寺君枝 主演：西郷輝彦
※前後解説付き しぶとい連中 忍ジャニ参上！ 主演：郷ひろみ 主演：加藤剛
ゲスト:七海ひろき 主演：菅原文太 未来への戦い


 0:45 「太平洋戦争の記憶」の作品紹介


 1:10  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00
必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ ［終］　必殺仕事人Ⅳ 上意討ち ［新］　神谷玄次郎捕物控 清水次郎長２


#40 #1 風雪流れ旅
主演：藤田まこと #41 #42 #43 主演：渡瀬恒彦 主演：古谷一行


 2:00  2:00［新］  2:00  2:00  2:00 主演：西郷輝彦
はぐれ医者　お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！  2:20
女を愛し悪を斬る世直し殺法 #1 神谷玄次郎捕物控


主演：藤田まこと #3 #5 #7
主演：藤田まこと  3:00  3:00  3:00  3:00 #2 3:00


はぐれ医者 お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！ 3:20


#2 #4 #6 #8
 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】


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梗概をご確認ください。







時代劇専門チャンネル　2021年8月編成表


08/09(月・振休) 08/10(火) 08/11(水) 08/12(木) 08/13(金) 08/14(土) 08/15(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  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 ぬけまいる
～女三人伊勢参り～


#15 #16 #17 #18 #19 #19 #4
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00


［新］　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 江戸の渦潮 ぬけまいる
#1 ～女三人伊勢参り～


主演：清原果耶 #2 #3 #4 #5 #20 #5
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00　　ぬけまいる


闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 江戸の渦潮 ～女三人伊勢参り～
大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 #6


#9 #10 #11 #12 #13 #21  6:50　【北大路欣也劇場】
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 隠密奉行　朝比奈１


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 名奉行 遠山の金さん 第7部 #9
 7:40


#15 #16 #17 #18 #19 #7 ［終］　隠密奉行　朝比奈１
8:00  8:00  8:00［新］壬生義士伝  8:00　壬生義士伝 8:00 8:00  8:00


天下の御意見番 罷り通る 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 壬生義士伝 壬生義士伝 名奉行 遠山の金さん 第7部 #10
彦左衛門外記 #1 #2 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


 主演：三船敏郎 主演：渡辺謙  8:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #3 #4 #8
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　【鬼平クラシックス】


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 名奉行 遠山の金さん 第7部 鬼平犯科帳'69


#8 #9 #10 #11 #12 #9 #14
10:00 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 鬼平犯科帳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 荒木又右衛門 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#17 #18 #19 #20 #21 決闘鍵屋の辻 #3
11:00 11:00［新］ 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00


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 主演：高橋英樹 剣客商売１
#1


主演：松方弘樹 #2 #3 #4 #5 11:45 生活情報の時間 #4
12:00 12:00　隠密剣士 第二部 12:00　隠密剣士 第二部 12:00［終］隠密剣士 第二部 12:00［新］姫君捕物控 12:00 12:00 12:00


忍法甲賀衆　#11 忍法甲賀衆　#12 忍法甲賀衆　#13 　#1　主演：加賀まりこ 姫君捕物控　#2 続続・三匹が斬る！ 【生誕90年 カツライス劇場】
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 (映画)


特選！大江戸買い物帳 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 特選！大江戸買い物帳 #9 浮かれ三度笠
13:00 13:00【鬼平クラシックス】 13:00【新・藤沢周平劇場】 13:00【佐伯泰英劇場】 13:00


鬼平犯科帳'69 13:00　陰陽師☆安倍晴明 13:00 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～ 剣客商売５ #7 主演：市川雷蔵


#12 #3 #2 13:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #5 #10
14:00 14:00 14:00 14:00


【真夏の忠臣蔵祭り】 14:00 14:00 14:00 14:00 続続・三匹が斬る！
忠臣蔵　前篇 長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 橋の上の霜


「君、怒りもて往生を遂ぐ」  母は敵か？！正雪の陰謀  風雲！旗本奴と町奴  血闘　荒木又右衛門  千姫有情　母ありき #11
15:00 15:00　【北大路欣也劇場】


主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 ［新］　隠密奉行　朝比奈２ 主演：武田鉄矢
#1　主演：北大路欣也


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 15:45 生活情報の時間 15:50 15:45 生活情報の時間
16:00 16:10 16:00 16:00 16:00 16:00 隠密奉行　朝比奈２ 16:00


［終］　必殺仕切人 ［新］　新必殺からくり人 新必殺からくり人 新必殺からくり人 #2 チャンバラが消えた日
忠臣蔵　後篇 #1


「我、一死もて大義に生く」 #18 主演：山田五十鈴 #2 #3 16:45 生活情報の時間 主演：鈴木杏
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】


主演：里見浩太朗 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　婚礼の夜 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#22 #23 #24 #25 #16
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 剣客商売５
18:30 「太平洋戦争の記憶」の作品紹介 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
18:45 歴史を訪ねて 日本の城 九州・沖縄編2 #46 #47 #48 #49 #9


19:00 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 【生誕90年 カツライス劇場】 (映画)


#20 (映画) 引っ越し大名！
#19 19:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #21 #22 #23 不知火檢校


20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 主演：勝新太郎 主演：星野源


#6 #7 #8 #9 #10 20:45 「太平洋戦争の記憶」の作品紹介


21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
ちかえもん ちかえもん ちかえもん ちかえもん ［終］　ちかえもん 【真夏の忠臣蔵祭り】 21:20


大石内蔵助　冬の決戦 (映画)
#4 #5 #6 #7 #8 後編 丹下左膳　飛燕居合斬り


22:00 22：00【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00【新・藤沢周平劇場】 22:00【佐伯泰英劇場】
～Season3～】 22:00　陰陽師☆安倍晴明 22:00 よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 主演：平幹二朗 主演：中村錦之助


（舞台）白鷺の城 ～王都妖奇譚～ 剣客商売５
 出演：真風涼帆／星風まどか　ほか #4 #3 #8 #6 22:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて


23:00 ※前後解説付き 23:00 23:00
23:20 23:00 23:00 23:00 23:00 怪猫有馬御殿 清水次郎長３
[解]怪談　妖蝶の棲む館 御用牙 必殺スペシャル 怪猫佐賀騒動 堀部安兵衛 男の涙 石松の 后


必殺仕事人意外伝
0:00 主水、第七騎兵隊と闘う


主演：佳那晃子 主演：松方弘樹 　大利根ウエスタン月夜 主演：池玲子 主演：小澤征悦 主演：岡田奈々 主演：西郷輝彦


主演：藤田まこと  0:45 「太平洋戦争の記憶」の作品紹介


1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00
［新］　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 神谷玄次郎捕物控 清水次郎長４


#1 筑波おろし 義侠の仇討
主演：京マチ子 #2 #3 #4 #5 #3


2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00
［終］ ［新］　新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 神谷玄次郎捕物控 主演：西郷輝彦
はぐれ医者 お命預かります！ #1


#9 主演：真田広之 #2 #3 #4 #4
3:00 3:00 3:00 3:00 3:00  3:00 3:00


神谷玄次郎捕物控


#5
 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】


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梗概をご確認ください。







時代劇専門チャンネル　2021年8月編成表


08/16(月) 08/17(火) 08/18(水) 08/19(木) 08/20(金) 08/21(土) 08/22(日)
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  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 ぬけまいる
～女三人伊勢参り～


#20 #21 #22 #23 #24 #22 #7
 5:00  5:00  5:00  5:00［新］　吉宗評判記  5:00  5:00  5:00


螢草　菜々の剣 ［終］　螢草　菜々の剣 しぶとい連中 暴れん坊将軍 吉宗評判記 ［終］　江戸の渦潮 ［終］　ぬけまいる
#1 暴れん坊将軍 ～女三人伊勢参り～


#6 #7 主演：菅原文太 主演：松平健 #2 #23 #8
 6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00【真夏の忠臣蔵祭り】


闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 上意討ち 忠臣蔵異聞
大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 生きていた吉良上野介


#14 #15 #16 #17 #18 主演：渡瀬恒彦 主演： 川谷拓三
 7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00　【北大路欣也劇場】


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7部 ［新］　隠密奉行　朝比奈２
#1


 7:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #20 #21 #22 #23 #10 主演：北大路欣也
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00  8:00  8:00


壬生義士伝 壬生義士伝 壬生義士伝 壬生義士伝 壬生義士伝 名奉行 遠山の金さん 第7部 隠密奉行　朝比奈２
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


#5 #6 #7 #8 #9 #11 #2
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　【鬼平クラシックス】


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 名奉行 遠山の金さん 第7部 鬼平犯科帳'69


#13 #14 #15 #16 #17 #12 #15
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 鬼平犯科帳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 剣客商売 御老中暗殺 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#22 #23 #24 #25 #26 #4
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
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 主演：北大路欣也 剣客商売１


#9
#6 #7 #8 11:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #10 11:45 生活情報の時間 #5


12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
姫君捕物控　#3 姫君捕物控　#4 姫君捕物控　#5 姫君捕物控　#6 姫君捕物控　#7 続続・三匹が斬る！ 【生誕90年 カツライス劇場】


12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 (映画)
特選！大江戸買い物帳 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 特選！大江戸買い物帳 #12 不知火檢校


13:00【鬼平クラシックス】 13:00【新・藤沢周平劇場】 13:00【佐伯泰英劇場】 13:00
鬼平犯科帳'69 13:00　陰陽師☆安倍晴明 13：00　剣客商売５ よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 続続・三匹が斬る！ 主演：勝新太郎


～王都妖奇譚～ #3
#13 #4 13:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #8 #6 #13 13:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて


14:00 14:00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 続続・三匹が斬る！
長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル はやぶさ新八御用帳
 天下を取れ！仕掛けられた反乱  一心太助とご落胤　男一匹ここにあり！  ふたり長七郎　京の舞い  長七郎　大奥まかり通る  後の挑戦　さらば長七郎 #14 大奥の恋人


15:00【北大路欣也劇場】
主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 隠密奉行　朝比奈２


15:40 生活情報の時間 #3 主演：中井貴一
15:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて 15:45 「太平洋戦争の記憶」の作品紹介 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２ 16:10 生活情報の時間


新必殺からくり人 新必殺からくり人 新必殺からくり人 新必殺からくり人 新必殺からくり人 #4
#8 16:30歴史を訪ねて 日本の城


#4 #5 #6 #7 16:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて 16:45 生活情報の時間 北海道・東北編
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 ［終］　大岡越前 第10部 ［新］　大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 ［新］　編笠十兵衛 鬼平犯科帳４
#1 #1 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#26 #27 主演：加藤剛 #2 #3 主演：村上弘明 #17
18:00 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 編笠十兵衛 ［終］　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


#50 #51 #52 #53 #54 #2 #10
19:00 19:00 19:00［終］ 19:00［新］ 19:00 19:00 チャンネル初放送！ 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5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 【真夏の忠臣蔵祭り】 名奉行 遠山の金さん


#1 (映画) 江戸城大騒乱!
#24 #25 #26 主演：松方弘樹 #2 赤穂城断絶  将軍とおんな天一坊


20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 主演：松方弘樹


#11 #12 #13 #14 #15
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 主演：萬屋錦之介 21:00


［新］　刺客請負人 刺客請負人 刺客請負人 刺客請負人 刺客請負人 【7/28(なにわの日)
#1 特集・関西ジャニーズ】


主演：村上弘明 #2 #3 #4 #5 (映画)
22:00 チャンネル初放送！ 22:00【新・藤沢周平劇場】 22:00【佐伯泰英劇場】 22:00 関西ジャニーズJr.の
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00［終］陰陽師☆安倍晴明 22:00 よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 スローな武士にしてくれ 京都太秦行進曲！


～Season3～】 ～王都妖奇譚～ 剣客商売５ ～京都　撮影所ラプソディー～


（舞台） #5 #4 #9 #7
紫子 23:00


－とりかえばや異聞－ 23:00 23:00 23:00 23:00 主演：内野聖陽 (映画)
 出演：霧矢大夢 密使と番人 名奉行  遠山の金さん 怨 はぐれ狼 忍ジャニ参上！


／蒼乃夕妃 ほか  主演：森岡龍 江戸城転覆！ 未来への戦い
※前後解説付き  0:05  覗かれた赤毛の女
ゲスト:霧矢大夢 チャンバラが消えた日 主演：松方弘樹 主演：真行寺君枝 主演：中村梅之助  0:15 「太平洋戦争の記憶」の作品紹介


 0:30　歴史を訪ねて 日本の城  0:30  0:30歴史を訪ねて 日本の城


近畿編 主演：鈴木杏 (映画) 北斎 中国・四国編
 1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00


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 神谷玄次郎捕物控 沖田総司
－華麗なる暗殺者－


#6 #7 #8 #9 #10 #6
 2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00


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 神谷玄次郎捕物控
#5 #6 #7 #8 #9 主演：郷ひろみ


 2:55  2:55  2:55  2:55  2:55 #7
［新］大江戸もののけ物語 大江戸もののけ物語 大江戸もののけ物語 大江戸もののけ物語 ［終］大江戸もののけ物語  3:00 3:00


#1 神谷玄次郎捕物控
主演：岡田健史 #2 #3 #4 #5


#8
 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】


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梗概をご確認ください。







時代劇専門チャンネル　2021年8月編成表


08/23(月) 08/24(火) 08/25(水) 08/26(木) 08/27(金) 08/28(土) 08/29(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00 （前日の続き）  4:00


大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 ［終］　大岡越前 第7部 ［新］　大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 ［新］痛快！三匹のご隠居
#1 主演：平幹二朗 #1


#25 #26 #27 主演：加藤剛 #2 主演：里見浩太朗
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00


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 大石内蔵助　冬の決戦 痛快！三匹のご隠居
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 後編


#3 #4 #5 #6 #7 #2
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00


闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ ［終］　闇を斬る！ ［新］　将軍家光忍び旅Ⅱ 主演：平幹二朗 痛快！三匹のご隠居
大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳


#19 #20 #21 #22 #1 #3
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00　【北大路欣也劇場】


大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 ［終］　大岡越前 第9部 主演：三田村邦彦 名奉行 遠山の金さん 第7部 隠密奉行　朝比奈２


#24 #25 #26 #13 #3
8:00  8:00  8:00　　　 折鶴  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00


［終］　壬生義士伝 山本周五郎・作 ［新］　ちかえもん ちかえもん ちかえもん 名奉行 遠山の金さん 第7部 隠密奉行　朝比奈２
新選組でいちばん強かった男 ひやめし物語より #1


#10 主演：国広富之 主演：青木崇高 #2 #3 #14 #4
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　【鬼平クラシックス】


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 名奉行 遠山の金さん 第7部 鬼平犯科帳'69


#18 #19 #20 #21 #22 #15 #16
10:00 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 鬼平犯科帳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 剣客商売 剣の誓約 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#27 #28 #29 #30 #31 #5
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00


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 主演：北大路欣也 剣客商売１


#11 #12 #13 #14 #15 11:45 生活情報の時間 #6
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00


姫君捕物控　#8 姫君捕物控　#9 姫君捕物控　#10 姫君捕物控　#11 姫君捕物控　#12 続続・三匹が斬る！ 沖田総司
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 －華麗なる暗殺者－


特選！大江戸買い物帳 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 特選！大江戸買い物帳 #15
13:00 13:00【鬼平クラシックス】 13:00【新・藤沢周平劇場】 13:00【佐伯泰英劇場】 13:00


鬼平犯科帳'69 13:00［終］　 13:00 よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 続続・三匹が斬る！ 主演：郷ひろみ
陰陽師☆安倍晴明 剣客商売５


#14 ～王都妖奇譚～　#5 #4 #9 #7 #16 13:45 生活情報の時間
14:00 14:00 14:00


14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 続続・三匹が斬る！
長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル [解]怪談　妖蝶の棲む館 長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 新・御宿かわせみ


長七郎の陰謀  虫ケラ一匹なればこそ 海を渡る五十万両 長七郎立つ！江戸城の対決 #17
15:00 後の剣舞い 15:00【北大路欣也劇場】 主演：真野響子


主演：里見浩太朗 主演：佳那晃子 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 隠密奉行　朝比奈２
主演：里見浩太朗 #5 15:30


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 15:45 生活情報の時間 15:50 必殺スペシャル
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 隠密奉行　朝比奈２ （秘）必殺現代版　


新必殺からくり人 新必殺からくり人 新必殺からくり人 新必殺からくり人 ［終］　新必殺からくり人 #6 主水の子孫が京都に現われた


仕事人VS暴走族
#9 #10 #11 #12 #13 16:45 生活情報の時間 主演：藤田まこと


17:00 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11部 大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 編笠十兵衛 鬼平犯科帳４


＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#4 #5 #6 #7 #8 #3 #18


18:00 18:00 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 編笠十兵衛 ［新］　剣客商売１


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 #1
#55 #56 #57 #58 #59 #4


19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 主演：藤田まこと
名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 【真夏の忠臣蔵祭り】


忠臣蔵　前篇 19:30歴史を訪ねて 日本の城


#3 #4 #5 #6 #7 「君、怒りもて往生を遂ぐ」 北陸・東海編
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00　TV初放送！


剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 【生誕90年 カツライス劇場】
主演：里見浩太朗 (映画)


#16 #17 #18 #19 #20 薄桜記
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:10 ＜4Kデジタル修復版＞


刺客請負人 刺客請負人 刺客請負人 ［終］　刺客請負人 ［新］　刺客請負人2 忠臣蔵　後篇
#1 「我、一死もて大義に生く」 主演：市川雷蔵


#6 #7 #8 #9 主演：村上弘明
22:00 22:00 チャンネル初放送！ 22:00【新・藤沢周平劇場】 22:00【佐伯泰英劇場】 22:00


【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00【真夏の忠臣蔵祭り】 22:00 ［終］ 吉原裏同心 主演：里見浩太朗 運命峠
～Season3～】 ［新］忠臣蔵 その義その愛 剣客商売５ よろずや平四郎活人剣


（舞台） #1　主演：内野聖陽 #5 #10 #8
23:00 義経妖狐夢幻桜 主演：松平健


23:00 23:00 23:00 23:00
出演：朝美絢 (映画) 【7/28(なにわの日) 怪猫有馬御殿 雲霧仁左衛門 23:30


／星南のぞみ　ほか 引っ越し大名！ 特集・関西ジャニーズ】
0:00 (映画) 伝説の殺陣集団　東映剣会


※前後解説付き 主演：星野源 関西ジャニーズJr.の 主演：岡田奈々 主演：萬屋錦之介
京都太秦行進曲！  0:30


松本清張の西海道談綺
1:00  1:00  1:10  1:00  1:00  1:00  1:00


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 神谷玄次郎捕物控
主演：松平健


#11 #12 #13 #14 #15 #9
2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00


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 神谷玄次郎捕物控


#10 #11 #12 #13 #14 #10
3:00 3:00 3:00 3:00 3:00  3:00  3:00 3:00


【真夏の忠臣蔵祭り】 ［終］　神谷玄次郎捕物控
大石内蔵助　冬の決戦


前編 #11
 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】


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梗概をご確認ください。







時代劇専門チャンネル　2021年8月編成表


08/30(月) 08/31(火)
 4:00  4:00


大岡越前 第8部 大岡越前 第8部


#3 #4
 5:00  5:00


吉宗評判記 吉宗評判記
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍


#8 #9
 6:00  6:00


将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ


#2 #3
 7:00  7:00
［新］　大岡越前 第10部 大岡越前 第10部


#1
主演：加藤剛 #2


 8:00  8:00
ちかえもん ちかえもん


#4 #5
 9:00  9:00


［新］　剣客商売'73 剣客商売'73
#1


主演：加藤剛 #2
10:00 10:00


吉宗評判記 吉宗評判記
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍


#32 #33
11:00 11:00
名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部


#16 #17
12:00 12:00［新］風の中のあいつ


［終］　姫君捕物控　#13 #1　主演：萩原健一
12:30 12:30


特選！大江戸買い物帳 おひるの生活情報の時間
13:00【鬼平クラシックス】 【特選！日替り時代劇】


鬼平犯科帳'69 13：00【真夏の忠臣蔵祭り】
［新］忠臣蔵 その義その愛


#15 #1　主演：内野聖陽


14:00 14:00
長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル


柳生の陰謀 怨霊見参！長七郎･弟と対決


主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗


15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間
16:00 16:00


［新］　新必殺仕置人 新必殺仕置人
#1


主演：藤田まこと #2
17:00 17:00


大岡越前 第11部 大岡越前 第11部


#9 #10
18:00 18:00


吉宗評判記 吉宗評判記
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍


#60 #61
19:00 19:00
名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部


#8 #9
20:00 20:00


剣客商売'73 ［終］　剣客商売'73


#21 #22
21:00 21:00


刺客請負人2 刺客請負人2


#2 #3
22:00 チャンネル初放送！ 【特選！日替り時代劇】
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00【真夏の忠臣蔵祭り】


～Season3～】 忠臣蔵 その義その愛
（舞台）蝶・恋（ディエ・リエン） #2


 －燃え尽きるとも－ 【時代劇プレミアム23】
出演：香寿たつき／渚あき ほか 23:00


※前後解説付き 必殺スペシャル
23:45 大老殺し


おんなの密書 下田港の殺し技
珍プレー好プレー 


主演：古谷一行
 0:45 歴史を訪ねて 日本の城 北陸・東海編2 主演：藤田まこと
 1:00  1:00


必殺仕切人 必殺仕切人


#16 #17
 2:00  2:00


［終］　新・半七捕物帳 [解]八幡鳩九郎


#15
3:00 主演：松平健


 4:00


【午後のスペシャルアワー】


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
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 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:  バイ
ク 用ゴ ーグル 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08月編成表


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)


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:  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)


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)


人気サバイ バルシリ ーズ一挙放送


★サバイ バルゲーム
シーズン 4:  Ep. 9 中国
( 字)


★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)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 3:  ピ ン ク のキャ デ
ラ ッ ク  1( 字)


★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)


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)


★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)


★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)


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)


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)


★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)


☆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)


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


☆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)
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)


☆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)


戦場の真実:  バルジの戦
い( 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)


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン 2:  巨大ク レ ーン
( 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)


★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)


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)


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)


★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)


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)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  緑色の魅力
( 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:  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:  P-
51と Me-109( 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:  消えた極秘
資料( 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)


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)


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)


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)


★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)


☆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)


☆世界のモ ノ 作り  シ ーズン 16:
フ ェ ン シ ン グ用の剣 ほか
( 新) ( 字)


☆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)


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)


★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)


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)


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)


★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)


★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)


戦闘艦大全 シーズン 2:
レ イ テ沖海戦( 二)


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  主力戦車「 T-90M」
( 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)


★ワールド ・ ト ッ プ5
シーズン 2:  究極のヘリ
コ プタ ー( 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( 字)


★完全マニュ アル:  航空母艦
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:  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)


★タ イ ムワープ　 瞬間の世
界:  ブレ イ ク ダン ス( 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:  1970年式
スカ ウト 800A( 二)


★シフ ティ ン グ・ ギア:
ラ リ ー参戦1( 字)


★カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  緑色の魅力
( 二)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  土星を 巡る
デススタ ー( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


Mot or Tr end


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  GMCデナリ ( 字)


★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)


★完全マニュ アル:  超高層ビ ルの
作り 方( 字)


★戦闘艦大全 シーズン
2:  水陸両用車( 二)


★ミ リ タ リ ー大百科
シーズン 2:  Ｓ Ａ Ｓ ( 二)


★ヒ スト リ ー・ オブ・
ウェ ポン :  戦争と 市民
( 字)


★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
( 字)


★潜入！ロ シア軍のすべ
て:  カ ラ シニコ フ 製ラ イ
フ ル「 AK-12」 ( 二)


★怪し い伝説 シーズン
10:  ３ 秒ク ッ キン グ( 二)


★秘境ハン タ ー:  アマゾ
ン  密林の青い湖( 字)


★宇宙の解体新書:  火星
探査( 二)


★火星探査 生命の痕跡
を 求めて( 字)


★火星への旅 完全ガイ
ド ( 字)


★ゲームチェ ン ジャ ー
未来を 創る 大変革:  宇宙
( 字)


★ト ッ プ・ エン ジニア:
最高の橋開発( 字)


★解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  太陽の秘密
( 二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8


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 日曜宇宙シアタ ー拡大 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 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


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 3:  300ド ルのシ
ボレ ーG10バン ( 字)


★発明家テスラ ： 謎の死
と 殺人光線:  調査チーム
( 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( 二)


人気サバイ バルシリ ーズ一挙放送


★サバイ バルゲーム
シーズン 5:  Ep. 1 北アフ
リ カ ( 字)


★サバイ バルゲーム
シーズン 5:  Ep. 2 ベアが
選ぶベスト ２ ５ ( 字)


★サバイ バルゲーム
シーズン 5:  Ep. 3 グルジ
ア( 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:  オーバーン ・ ボート テー
ル・ スピ 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 14:  フ ォ ード ・ エスコ ート
RSコ スワース( 二)


Di scover y Channel
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宇宙の解体新書:  火星探
査( 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)


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)


★ゲームチェ ン ジャ ー
未来を 創る 大変革:  流線
形( 字)


★舞台裏のスーパーテク ノ ロ ジー
シーズン 10:  Ep. 7 ジェ ッ ト 旅客機
の塗装( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★歴史に残る 空中戦:
F4Fと 零戦( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 1:  謎の光の群
れ( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 5:  Ep. 1 北アフ リ カ
( 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:  1970年式
スカ ウト 800A( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  視聴者質
問！舞台裏SP( 二)


★シフ ティ ン グ・ ギア:
ラ リ ー参戦2( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 14:
フ ォ ード ・ エスコ ート RSコ ス
ワース( 二)


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:  1965年式 マスタ ン
グフ ァ スト バッ ク ( 新) ( 二)


☆起業チャ レ ン ジ！覆面ビ
リ オネア シーズン 2:  Ep. 5
ク ロ ―ザー達( 新) ( 二)


☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステ リ ー シーズン 3:  ヒ ン
デン ブ ルク 号爆発事故
( 新) ( 字)


★アダムの怪し い実験:
パン ジャ ン ド ラ ム( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  1982年式ト
ヨ タ ・ スープラ ( 二)


☆ゴールド ・ ラ ッ シュ
～人生最後の一攫千金
～ シーズン 11:  Ep. 10
新記録達成( 新) ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  1973年式マ
スタ ン グ・ マッ ハ１ ( 二)


☆ベーリ ン グ海のゴー
ルド ラ ッ シュ  シーズン
8:  Ep. 9 勝利への戦略
( 新) ( 字)


☆THE NAKED シーズン
6:  メ キシコ  亡霊に取
り つかれたジャ ン グル
( 新) ( 二)


★秘境ハン タ ー:  ザン ビ
ア 奇妙な黒点模様( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  1973年式
サーブ・ 96( 二)


☆潜入！ロ シア軍のす
べて:  北極を 行く 主力
戦車「 T-80」 パート
1( 新) ( 二)


★メ ガ・ エアポート :  時
間と の闘い( 二)


★戦火の兵器大全:  第一
次世界大戦( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 3:  300ド ルのシボ
レ ーG10バン ( 字)


歴史に残る 空中戦:  F4F
と 零戦( 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)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  視聴者質
問！舞台裏SP( 二)


戦闘艦大全 シーズン 2:
水陸両用車( 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)


宇宙の解体新書:  火星探
査( 二)


★シリ ーズ工場見学 シーズン 2:
ビ ニール袋/アメ リ カ 国旗( 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:  失われた研
究所( 二)


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン 2:  究極のヘリ コ プ
タ ー( 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:  1932年式パッ カ ード ・ ツ
イ ン シッ ク ス( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 14:  1982年式ト ヨ タ ・ スー
プラ ( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 3:  オールズモ
ビ ル・ カ ト ラ ス パート
1( 字)


★歴史に残る 空中戦:  P-
47と Fw-190( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 1:  X字型の天体
( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 5:  Ep. 2 ベアが選ぶ
ベスト ２ ５ ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


☆徹底検証・ も し も い
ま建設し たら :  ノ ート
ルダム大聖堂パート
1( 新) ( 字)


DI SCO pr esent s テ ク ノ ロ ジー
アワー


★奇跡の建造:  台中国家
歌劇院( 字)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 3:  オールズモビ
ル・ カ ト ラ ス パート
1( 字)


歴史に残る 空中戦:  P-47
と Fw-190( 二)


徹底検証・ も し も いま建
設し たら :  ノ ート ルダム
大聖堂パート 1( 字)


奇跡の建造:  台中国家歌
劇院( 字)


火星探査 生命の痕跡を
求めて( 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:  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)


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
( 字)


★NOBU' S JAPAN:  長崎の味覚( 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:  よ みがえる
殺人光線( 二)


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:  V8 60 ミ ジェ ッ ト ・ レ ー
スカ ー( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 14:  1973年式マスタ ン グ・
マッ ハ１ ( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 3:  オールズモ
ビ ル・ カ ト ラ ス パート
2( 字)


★歴史に残る 空中戦:
F4Uと 零戦( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 1:  太陽に開い
た穴( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 5:  Ep. 3 グルジア
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  ハマーH1( 字)


★怪し い伝説 シーズン
10:  爆発スペシャ ル( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 3:  オールズモビ
ル・ カ ト ラ ス パート
2( 字)


歴史に残る 空中戦:  F4U
と 零戦( 二)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  1965年式 マ
スタ ン グフ ァ スト バッ ク
( 二)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  ハマーH1( 字)


火星への旅 完全ガイ ド
( 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:  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)


★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)


★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)


★Bi gド リ ームSmal l ハウス シーズ
ン 7:  楽し いヨ ガハウス( 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:  消えた極秘
資料( 二)


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  カ ラ シニコ フ 製ラ イ
フ ル「 AK-12」 ( 二)


★サバイ バルゲーム
シーズン 5:  Ep. 4 パプア
ニュ ーギニア( 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:  1970年式プリ ムス・ スー
パーバード ( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 14:  1973年式サーブ・
96( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 3:  真っ 赤な
キャ デラ ッ ク ・ コ ン バー
チブル 1( 字)


★激動 日本の半世紀:
1904-1936年( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 1:  小惑星のUFO
墜落現場( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 5:  Ep. 4 パプア
ニュ ーギニア( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 3:  真っ 赤なキャ デ
ラ ッ ク ・ コ ン バーチブル
1( 字)


激動 日本の半世紀:
1904-1936年( 二)


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 8:
Ep. 9 勝利への戦略( 字)


THE NAKED シーズン 6:
メ キシコ  亡霊に取り つ
かれたジャ ン グル( 二)


アダムの怪し い実験:  パ
ン ジャ ン ド ラ ム( 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:  ヴィ ン テージバイ ク 3
台 一挙放出( 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)


★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)


★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( 日)


☆おあそびマスタ ーズ:
Ep. 53( 新) ( 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 5:  Ep. 5 オース
ト ラ リ ア北部( 字)


戦闘艦大全 シーズン 2:
水陸両用車( 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 ィ アッ ト ・ アバルト 750
3台一挙発掘( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 14:  1994年式三菱GTO( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 3:  真っ 赤な
キャ デラ ッ ク ・ コ ン バー
チブル 2( 字)


★激動 日本の半世紀:
1937-1945年( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 1:  火星の衛星
の謎( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 5:  Ep. 5 オースト ラ
リ ア北部( 字)


☆ク リ エ イ タ ーと その愉快な仲間
たち :  ゲスト ： 加藤勇志郎
( 新) ( 日)


☆解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  新たな宇宙
空間の謎( 新) ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  1994年式三
菱GTO( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 3:  真っ 赤なキャ デ
ラ ッ ク ・ コ ン バーチブル
2( 字)


激動 日本の半世紀:
1937-1945年( 二)


メ ガ・ エアポート :  時間
と の闘い( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  新たな宇宙
空間の謎( 二)


宇宙の解体新書:  火星探
査( 二)


★サバイ バルTOP 5 ～命を 守
る 達人技～:  過酷な現実( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


THE NAKED シーズン 6:
メ キシコ  亡霊に取り つ
かれたジャ ン グル( 二)


★マジッ ク ・ オブ・ サイ エン
ス:  重力に逆ら う グラ ス( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ト ッ プギア シーズン
6:  フ ィ アッ ト ・ パン ダ
VS マラ ソ ン ラ ン ナー
( 字)


★ト ッ プギア シーズン
6:  フ ェ ラ ーリ F430( 字)


★ト ッ プギア シーズン
6:  アスト ラ VXR/ル
ノ ー・ メ ガーヌ ( 字)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  ヒ
ン デン ブルク 号爆発事故
( 字)


Mot or Tr end


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  ハマーH1( 字)


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)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★サバイ バルTOP 5 ～命を 守る 達
人技～:  サバイ バルグルメ ( 字)


起業チャ レ ン ジ！覆面ビ
リ オネア シーズン 2:
Ep. 5 ク ロ ―ザー達( 二)


火星への旅 完全ガイ ド
( 字)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～
シーズン 11:  Ep. 10 新記
録達成( 二)


怪し い伝説 シーズン 10:
爆発スペシャ ル( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 2:  MGB GT
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:  MGB GT
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:  VWビ ー
ト ルベースのバギー 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:  VWビ ー
ト ルベースのバギー 後編( 二)


★ワールド ・ ト ッ プ5
シーズン 2:  海を 制する
マシン ( 二)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  1965年式 マ
スタ ン グフ ァ スト バッ ク
( 二)


火星探査 生命の痕跡を
求めて( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★完全マニュ アル:  通信衛星
の作り 方( 字)


★解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 7:  超新星の恵
み( 二)


★解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 7:  ブラ ッ ク
ホール 宇宙の設計者
( 二)


★解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 7:  星雲の秘密
( 二)


★解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 7:  中性子星の
悪夢( 二)


戦闘艦大全 シーズン 2:
水陸両用車( 二)


ミ リ タ リ ー大百科 シー
ズン 2:  Ｓ Ａ Ｓ ( 二)


ヒ スト リ ー・ オブ・ ウェ
ポン :  戦争と 市民( 字)


徹底検証・ も し も いま建
設し たら :  ノ ート ルダム
大聖堂パート 1( 字)


怪し い伝説 シーズン 10:
爆発スペシャ ル( 二)


秘境ハン タ ー:  ザン ビ ア
奇妙な黒点模様( 字)


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  カ ラ シニコ フ 製ラ イ
フ ル「 AK-12」 ( 二)


ゲームチェ ン ジャ ー 未
来を 創る 大変革:  流線形
( 字)


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン 2:  海を 制する マシ
ン ( 二)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  ヒ
ン デン ブルク 号爆発事故
( 字)


完全マニュ アル:  超高層ビ ル
の作り 方( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


メ ガ・ エアポート :  時間
と の闘い( 二)


★タ イ ムワープ　 瞬間の世
界:  チアリ ーダー( 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:  視聴者質
問！舞台裏SP( 二)


シフ ティ ン グ・ ギア:  ラ
リ ー参戦2( 字)


★解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 7:  星間空間の
謎( 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( 二)


★宇宙の解体新書:  彗星
探査( 二)


☆解明・ 宇宙未来図:
国際宇宙ステーショ ン
の利益( 新) ( 二)


☆宇宙探査フ ロ ン テ ィ ア:
発射装置( 新) ( 二)


☆宇宙探査フ ロ ン テ ィ ア:
火星( 新) ( 二)


秘境ハン タ ー:  ザン ビ ア
奇妙な黒点模様( 字)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15


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 日曜宇宙シアタ ー拡大 15: 00


15: 30 15: 30


16: 00 16: 00


16: 30 16: 30


17: 00 17: 00


17: 30 17: 30


18: 00 夢の車SP 18: 00
★ド リ ームカ ー誕生 S3:  ベン ト
レ ー・ ミ ュ ルザン ヌ ( 字)


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 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
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宇宙の解体新書:  彗星探
査( 二)


起業チャ レ ン ジ！覆面ビ
リ オネア シーズン 2:
Ep. 5 ク ロ ―ザー達( 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:  オーバーン ・ ボート テール・
スピ 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 14:
フ ォ ード ・ エスコ ート RSコ ス
ワース( 二)


奇跡の建造:  台中国家歌
劇院( 字)


★舞台裏のスーパーテク ノ ロ ジー
シーズン 10:  Ep. 8 銅製の鐘( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 1:  謎の光の群れ
( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  新たな宇宙
空間の謎( 二)


人気サバイ バルシリ ーズ一挙放送
★サバイ バルゲーム シーズ
ン 5:  Ep. 6 モハベ砂漠( 字)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン 5:  Ep. 7 フ ァ ン も 一緒に
( 字)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン 5:  Ep. 8 撮影秘話3( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 1/パイ
ロ ッ ト 脱出( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 14:  1964年式フ ォ ード ・ ラ
ン チェ ロ ( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 3:  フ ォ ード GT
パート 1( 字)


★歴史の分岐点:  太平洋
での戦い( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 1:  土星の六角
形の渦( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 5:  Ep. 6 モハベ砂漠
( 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:  視聴者質
問！舞台裏SP( 二)


☆名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 16:  1979年式ト ラ イ アン
フ TR7( 新) ( 二)


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:  1951年式 フ ォ ード
ピ ッ ク アッ プ ト ラ ッ ク
( 新) ( 二)


☆起業チャ レ ン ジ！覆
面ビ リ オネア シーズン
2:  Ep. 6 前途多難
( 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. 11
良き 友でも ある ラ イ バル( 新) ( 二)


DI SCO pr esent s テ ク ノ ロ ジー
アワー


★欧州最高層ビ ル： ザ・
シャ ード ( 字)


★ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  F650 キャ ン ピ ン グ
カ ー( 字)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 2:  分裂する 小
惑星( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 6:  Ep. 1 アリ ゾナの
スカ イ アイ ラ ン ド ( 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. 10 時間と の戦い
( 新) ( 字)


☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステ リ ー シーズン 3:  バ
ミ ュ ーダ・ ト ラ イ アン グル
( 新) ( 字)


サバイ バルゲーム シー
ズン 6:  Ep. 2 ボルネオの
ジャ ン グル( 字)


☆ク リ エ イ タ ーと その愉快な仲間
たち :  ゲスト ： 加藤勇志郎・ 原健
一郎( 新) ( 日)


☆潜入！ロ シア軍のす
べて:  北極を 行く 主力
戦車「 T-80」 パート
2( 新) ( 二)


★メ ガ・ エアポート :  完
全制御の秘密( 二)


★戦火の兵器大全:  第二
次世界大戦( 二)


★シフ ティ ン グ・ ギア:
ラ リ ー参戦3( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  1964年式
フ ォ ード ・ ラ ン チェ ロ
( 二)
フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 3:  フ ォ ード GT パー
ト 1( 字)


歴史の分岐点:  太平洋で
の戦い( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  視聴者質
問！舞台裏SP( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 16:  1979年式ト
ラ イ アン フ TR7( 二)


戦火の兵器大全:  第一次
世界大戦( 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:  1932年式パッ カ ード ・ ツ イ ン
シッ ク ス( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  1982年式ト
ヨ タ ・ スープラ ( 二)


宇宙の解体新書:  彗星探
査( 二)


★シリ ーズ工場見学 シーズン 2:
レ コ ード 盤/方位磁石( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 1:  X字型の天体( 二)


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン 2:  海を 制する マシ
ン ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 2/橋崩
壊( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  1965年式
ダッ ジA100( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 3:  フ ォ ード GT
パート 2( 字)


★歴史の分岐点:  朝鮮戦
争( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 2:  水星の氷
( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 5:  Ep. 7 フ ァ ン も 一
緒に( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★アダムの怪し い実験:
マッ ド マッ ク ス風の車
( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  1965年式
ダッ ジA100( 二)


放送休止


放送休止


放送休止


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 14:  1973年式マ
スタ ン グ・ マッ ハ１ ( 二)


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 8:
Ep. 9 勝利への戦略( 字)


★NOBU' S JAPAN:  山口の味覚
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 1:  太陽に開いた穴
( 二)


怪し い伝説 シーズン 10:
爆発スペシャ ル( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 3/ステ
ルス墜落( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 14:  1965年式オースチン ・
ヒ ーレ ー( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 3:  フ ォ ード  5
ウイ ン ド ウ・ ク ーペ
パート 1( 字)


★歴史の分岐点:  中東戦
争( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 2:  月面着陸の
真相( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 5:  Ep. 8 撮影秘話
3( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  ハマーH1( 字)


★怪し い伝説 シーズン
10:  レ ジでの賢い並び方
( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 14:
1965年式オースチン ・ ヒ ー
レ ー( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 3:  フ ォ ード  5ウイ
ン ド ウ・ ク ーペ パート
1( 字)


歴史の分岐点:  中東戦争
( 字)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  1951年式
フ ォ ード  ピ ッ ク アッ プ
ト ラ ッ ク ( 二)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  F650 キャ ン ピ ン グ
カ ー( 字)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  発射装置
( 二)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  火星( 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:  1970年式プリ ムス・ スーパー
バード ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  1973年式
サーブ・ 96( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 2:  MGB GT
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:  MGB GT
後編( 二)


★Bi gド リ ームSmal l ハウス シーズ
ン 7:  ハイ エン ド な男の城( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 1:  小惑星のUFO墜落
現場( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン 6:  Ep. 1 アリ ゾナのスカ イ
アイ ラ ン ド ( 字)


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  北極を 行く 主力戦車
「 T-80」 パート 1( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 4/ロ
ケッ ト 事故( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  新コ ン ビ 舞
台裏( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 3:  フ ォ ード  5
ウイ ン ド ウ・ ク ーペ
パート 2( 字)


★歴史の分岐点:  ベト ナ
ム戦争( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大脱出！サバイ バル
レ ース:  ボルネオ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  新コ ン ビ 舞
台裏( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 3:  フ ォ ード  5ウイ
ン ド ウ・ ク ーペ パート
2( 字)


歴史の分岐点:  ベト ナム
戦争( 字)


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 8:
Ep. 10 時間と の戦い( 字)


↑


アダムの怪し い実験:
マッ ド マッ ク ス風の車
( 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 ィ アッ ト ・ アバルト 750 3台
一挙発掘( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  1994年式三
菱GTO( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 2:  VWビ ー
ト ルベースのバギー 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:  VWビ ー
ト ルベースのバギー 後編( 二)


ク リ エイ タ ーと その愉快な仲間た
ち :  ゲスト ： 加藤勇志郎( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 1:  火星の衛星の謎
( 二)


★サバイ バルゲーム シーズ
ン 6:  Ep. 2 ボルネオのジャ ン
グル( 字)


戦火の兵器大全:  第一次
世界大戦( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 5/ガス
会社の爆発火災( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 14:  1988年式ジープ・ グラ
ン ド ワゴニア( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 3:  ダッ ジ・
ダート  パート 1( 字)


★歴史の分岐点:  湾岸戦
争( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 2:  宇宙から の
破壊兵器( 二)


☆解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  白色矮星の
呪い( 新) ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 14:
1988年式ジープ・ グラ ン ド ワ
ゴニア( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 3:  ダッ ジ・ ダート
パート 1( 字)


歴史の分岐点:  湾岸戦争
( 字)


メ ガ・ エアポート :  完全
制御の秘密( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  白色矮星の
呪い( 二)


宇宙の解体新書:  彗星探
査( 二)


サバイ バルTOP 5 ～命を 守る 達人
技～:  サバイ バルグルメ ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


怪し い伝説 シーズン 10:
レ ジでの賢い並び方( 二)


★カ ク 博士のＳ Ｆ 研究室
シーズン 1:  Ep. 1 ラ イ ト セー
バー　 ( 二)
イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ト ッ プギア シーズン
6:  Ｂ ＭＷ・ 535d/ベン ト
レ ー・ フ ラ イ ン グスパー
( 字)


★ト ッ プギア シーズン
6:  ヴォ ク スホール・ モ
ナーロ VXR/ラ ン ボルギー
ニ・ ムルシエラ ゴ( 字)


★ト ッ プギア シーズン
7:  アスカ リ ・ KZ1/アス
ト ン ・ マーティ ン  V8
ヴァ ン テージ( 字)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  バ
ミ ュ ーダ・ ト ラ イ アン グ
ル( 字)


Mot or Tr end


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  F650 キャ ン ピ ン グ
カ ー( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 14:
視聴者質問！舞台裏SP( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★サバイ バルTOP 5 ～命を 守
る 達人技～:  悪天候( 字)


起業チャ レ ン ジ！覆面ビ
リ オネア シーズン 2:
Ep. 6 前途多難( 二)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  発射
装置( 二)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  火星
( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  新たな宇宙
空間の謎( 二)


★宇宙の解体新書:  地球
外生命体( 二)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人生最
後の一攫千金～ シーズン 11:
Ep. 11 良き 友でも ある ラ イ バ
ル( 二)


★ド リ ームカ ー誕生 S3:  シボ
レ ー・ カ マロ （ 第6世代） ( 字)


☆EV車の未来:  EVスーパー
カ ーと は( 新) ( 二)


☆EV車の未来:  EV車の象徴
と は( 新) ( 二)


★名車再生！ド リ ーム
カ ー大作戦:  ショ ート ・
ホイ ールベースへの道
( 二)


★名車再生！ド リ ーム
カ ー大作戦:  エスコ ー
ト ・ マーク ２ への道( 二)


☆スーパーカ ーの秘密
大解剖:  パガーニ ウア
イ ラ  ロ ード スタ ー
( 新) ( 二)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  1951年式
フ ォ ード  ピ ッ ク アッ プ
ト ラ ッ ク ( 二)


解明・ 宇宙未来図:  国際
宇宙ステーショ ン の利益
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★完全マニュ アル:  ロ ケッ ト
の作り 方( 字)


★解明・ 宇宙の仕組み シー
ズン 7:  ビ ッ グバン は本当に
起き たのか？( 二)


★解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 7:  暗黒宇宙の
戦い( 二)


★解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 7:  カ ッ シーニ
最後の功績( 二)


★解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 7:  地球外生命
体を 探し て( 二)


★解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 7:  第二の地球
は見つかる のか？( 二)


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン 2:  パワフ ルな航空
機( 二)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  バ
ミ ュ ーダ・ ト ラ イ アン グ
ル( 字)


完全マニュ アル:  通信衛星の
作り 方( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


メ ガ・ エアポート :  完全
制御の秘密( 二)


★タ イ ムワープ　 瞬間の世
界:  射撃( 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 16:  1979年式ト
ラ イ アン フ TR7( 二)


シフ ティ ン グ・ ギア:  ラ
リ ー参戦3( 字)


大脱出！サバイ バルレ ー
ス:  ボルネオ( 字)


☆解明・ 宇宙未来図:
宇宙での生活( 新) ( 二)


☆宇宙探査フ ロ ン テ ィ ア:
土星( 新) ( 二)


☆宇宙探査フ ロ ン テ ィ ア :  国際宇
宙ステ ーシ ョ ン ( 新) ( 二)


奇跡の建造:  台中国家歌
劇院( 字)


徹底検証・ も し も いま建
設し たら :  ノ ート ルダム
大聖堂パート 2( 字)


怪し い伝説 シーズン 10:
レ ジでの賢い並び方( 二)


解明・ 宇宙未来図:  国際
宇宙ステーショ ン の利益
( 二)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  発射
装置( 二)


潜入！ロ シア軍のすべて:  北極
を 行く 主力戦車「 T-80」 パート
1( 二)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  火星
( 二)


★ワールド ・ ト ッ プ5
シーズン 2:  パワフ ルな
航空機( 二)


戦火の兵器大全:  第一次
世界大戦( 二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22


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
ド リ ームカ ー誕生 S3:  ベン ト
レ ー・ ミ ュ ルザン ヌ ( 字)


EV車の未来:  EVスーパーカ ーと は
( 二)


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 日曜宇宙シアタ ー拡大 15: 00


15: 30 15: 30


16: 00 16: 00


16: 30 16: 30


17: 00 17: 00


17: 30 17: 30


18: 00 夢の車SP 18: 00
★ド リ ームカ ー誕生 S3:  ポル
シェ ・ パナメ ーラ ( 字)


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 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08月編成表


宇宙の解体新書:  地球外
生命体( 二)


起業チャ レ ン ジ！覆面ビ
リ オネア シーズン 2:
Ep. 6 前途多難( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 1/パイ
ロ ッ ト 脱出( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  1964年式
フ ォ ード ・ ラ ン チェ ロ
( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 16:  1974年式
フ ィ アッ ト X1/9( 二)
戦火の兵器大全:  第二次
世界大戦( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 2/橋崩壊
( 二)


世界を 変えた鉄道:  ス
ピ ード の変貌 新幹線
( 二)


解明・ 宇宙未来図:  宇宙
での生活( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 3/ステル
ス墜落( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 14:
1965年式オースチン ・ ヒ ー
レ ー( 二)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  チャ ッ ク ・ ノ リ ス仕
様シルバラ ード ( 字)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  土星
( 二)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  国際
宇宙ステーショ ン ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 4/ロ ケッ
ト 事故( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  新コ ン ビ 舞
台裏( 二)


THE NAKED シーズン 6:
アマゾン  過酷な熱帯雨
林( 二)


アダムの怪し い実験:
アーサー王の剣( 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 14:  1987年式アルフ ァ ロ メ
オ・ スパイ ダー ク ワド リ
フ ォ リ オ( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 3:  ダッ ジ・
ダート  パート 2( 字)


★戦争秘話:  バルジの戦
いと 米軍工兵部隊( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


怪し い伝説 シーズン 10:
レ ジでの賢い並び方( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 9/火山
噴火( 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)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 3:  パッ カ ード
出展 パート 2( 字)


★戦争秘話:  ベト ナム戦
争 フ エの米海兵隊( 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 14:  1977年式ポ
ルシェ 924( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 3:  パッ カ ード
出展 パート 1( 字)


★戦争秘話:  タ ラ ワの戦
いと 米海兵隊( 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 14:  1965年式
ダッ ジA100( 二)


EV車の未来:  EV車の象徴と は( 二)


★数字のいたずら :  一枚のコ
イ ン ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★サバイ バルゲーム
シーズン 6:  Ep. 4 サバイ
バル術復習編( 字)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 2:  水星の氷( 二)


ワールド ・ ト ッ プ5 シー
ズン 2:  パワフ ルな航空
機( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 8/カ ー
レ ース事故( 二)


人気サバイ バルシリ ーズ一挙放送


★サバイ バルゲーム
シーズン 6:  Ep. 3 マレ ー
シア( 字)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  白色矮星の
呪い( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 6/タ ン
カ ー火災( 二)


ド リ ームカ ー誕生 S3:  シボレ ー・
カ マロ （ 第6世代） ( 字)


★舞台裏のスーパーテク ノ ロ ジー
シーズン 10:  Ep. 9 エスプレ ッ ソ マ
シン ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 1:  土星の六角形の
渦( 二)


夢の車SP


名車再生！ド リ ームカ ー
大作戦:  ショ ート ・ ホ
イ ールベースへの道( 二)


名車再生！ド リ ームカ ー
大作戦:  エスコ ート ・
マーク ２ への道( 二)


★サバイ バルゲーム
シーズン 6:  Ep. 5 ニュ ー
ジーラ ン ド 南島( 字)


★NOBU' S JAPAN:  佐渡島の味
覚( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 2:  月面着陸の真相
( 二)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 2:  木星で核爆
発？( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 6:  Ep. 5 ニュ ージー
ラ ン ド 南島( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★Bi gド リ ームSmal l ハウス シーズ
ン 7:  新米パパママの夢の家( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 2:  分裂する 小惑星
( 二)


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  北極を 行く 主力戦車
「 T-80」 パート 2( 二)


★サバイ バルゲーム
シーズン 6:  Ep. 6 ニュ ー
ジーラ ン ド 北島( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 10/花火
工場爆発( 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)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 3:  ビ ュ イ ッ
ク ・ リ ヴィ エラ ( 字)


★戦争秘話:  朝鮮戦争
長津湖の伝説の中隊( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 2:  ナチスと 月
探査( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 6:  Ep. 6 ニュ ージー
ラ ン ド 北島( 字)


☆明日への扉( 新) ( 日)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 16:  1979年式ト
ラ イ アン フ TR7( 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)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 3:  パッ カ ード 出展
パート 1( 字)


戦争秘話:  タ ラ ワの戦い
と 米海兵隊( 二)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  バ
ミ ュ ーダ・ ト ラ イ アン グ
ル( 字)


☆ベーリ ン グ海のゴー
ルド ラ ッ シュ  シーズン
8 特別編:  報いを 受け
る 者たち ( 新) ( 字)


☆THE NAKED シーズン
6:  アマゾ ン  過酷な熱
帯雨林( 新) ( 二)


★大脱出！サバイ バル
レ ース:  カ ザフ スタ ン
( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  1972年式ラ
ン チア・ フ ルヴィ ア( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 3:  ビ ュ イ ッ ク ・ リ
ヴィ エラ ( 字)


戦争秘話:  朝鮮戦争 長
津湖の伝説の中隊( 二)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～
シーズン 11:  Ep. 12 再構
築の時( 二)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  F650 キャ ン ピ ン グ
カ ー( 字)


★ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  チャ ッ ク ・ ノ リ ス仕
様シルバラ ード ( 字)


★怪し い伝説 シーズン
10:  グミ 燃料ロ ケッ ト
( 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)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 3:  パッ カ ード 出展
パート 2( 字)


戦争秘話:  ベト ナム戦争
フ エの米海兵隊( 二)


☆起業チャ レ ン ジ！覆
面ビ リ オネア シーズン
2:  Ep. 7 タ ーニン グポ
イ ン ト ( 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. 12 再構築の時
( 新) ( 二)


☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステ リ ー シーズン 3:  ク
シュ 王国( 新) ( 字)


DI SCO pr esent s テ ク ノ ロ ジー
アワー
☆世界を 変えた鉄道:  ス
ピ ード の変貌 新幹線
( 新) ( 二)


★アダムの怪し い実験:
アーサー王の剣( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 16:  1979年式ト
ラ イ アン フ TR7( 二)


★サバイ バルゲーム
シーズン 6:  Ep. 7 ギレ ン
ホールも サバイ バル( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  1936年式
フ ォ ード ( 二)


☆潜入！ロ シア軍のす
べて:  22350型フ リ ゲー
ト の復活( 新) ( 二)


★戦火の兵器大全:  勝利
を 呼ぶ乗り 物( 二)


☆解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  次の超新星
( 新) ( 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)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 3:  ポルシェ 996
パート 1( 字)


戦争秘話:  沖縄戦 シュ
ガーロ ーフ の戦い( 二)


メ ガ・ エアポート :  眠ら
ない空港( 二)


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:  1936年式
フ ォ ード ( 新) ( 二)


★メ ガ・ エアポート :  眠
ら ない空港( 二)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 2:  宇宙遊泳の
罠( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 6:  Ep. 4 サバイ バル
術復習編( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 2:  宇宙ホタ ル
( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 6:  Ep. 3 マレ ーシア
( 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 16:  1974年式フ ィ アッ ト
X1/9( 新) ( 二)


★シフ ティ ン グ・ ギア:
レ ース・ オブ・ ジェ ン ト
ルマン 1( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 14:
1987年式アルフ ァ ロ メ オ・ ス
パイ ダー ク ワド リ フ ォ リ オ
( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 3:  ダッ ジ・ ダート
パート 2( 字)


戦争秘話:  バルジの戦い
と 米軍工兵部隊( 二)


☆ク リ エ イ タ ーと その愉快な仲間
たち :  ゲスト ： 加藤勇志郎
vol . 2( 新) ( 日)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  次の超新星
( 二)


スーパーカ ーの秘密 大
解剖:  パガーニ ウアイ
ラ  ロ ード スタ ー( 二)


サバイ バルTOP 5 ～命を 守る
達人技～:  悪天候( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


THE NAKED シーズン 6:
アマゾン  過酷な熱帯雨
林( 二)


★カ ク 博士のＳ Ｆ 研究室
シーズン 1:  Ep. 2 地球破壊
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ト ッ プギア シーズン
7:  アウディ ・ RS4 山登
り レ ース( 字)


★ト ッ プギア シーズン
7:  フ ォ ード ・ フ ォ ーカ
スST/パガーニ・ ゾン ダ
( 字)


Mot or Tr end


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  チャ ッ ク ・ ノ リ ス仕
様シルバラ ード ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 16:
1979年式ト ラ イ アン フ
TR7( 二)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  ク
シュ 王国( 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～:  達人の発想力
( 字)
起業チャ レ ン ジ！覆面ビ
リ オネア シーズン 2:
Ep. 7 タ ーニン グポイ ン
ト ( 二)


大惨事の瞬間:  Ep. 5/ガス会
社の爆発火災( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 14:
1988年式ジープ・ グラ ン ド ワ
ゴニア( 二)


ク リ エイ タ ーと その愉快な仲間た
ち :  ゲスト ： 加藤勇志郎・ 原健一
郎( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 2:  宇宙から の破壊
兵器( 二)


戦火の兵器大全:  第二次
世界大戦( 二)


スーパーカ ーの秘密 大
解剖:  パガーニ ウアイ
ラ  ロ ード スタ ー( 二)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  1936年式
フ ォ ード ( 二)


解明・ 宇宙未来図:  宇宙
での生活( 二)


★探求！宇宙ミ ステ
リ ー:  金星( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★オーク ショ ン ・ キン グ:  ビ
グスビ ーのギタ ー( 二)


★探求！宇宙ミ ステ
リ ー:  アポロ 11号の軌跡
( 二)


★探求！宇宙ミ ステ
リ ー:  地球の誕生( 二)


☆EV車の未来:  EV車 静寂のモ ー
タ ースポーツ ( 新) ( 二)


★大惨事の瞬間:  Ep. 11戦
車！市街地暴走( 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)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 3:  ポルシェ 996
パート 1( 字)


★戦争秘話:  沖縄戦
シュ ガーロ ーフ の戦い
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  冥王星探査
の危機( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 6:  Ep. 7 ギレ ン ホー
ルも サバイ バル( 字)


★名車再生！ド リ ーム
カ ー大作戦:  日産スカ イ
ラ イ ン への道( 二)


★名車再生！ド リ ーム
カ ー大作戦:  Ｔ Ｖ Ｒ ・
サーブラ ウへの道( 二)


☆スーパーカ ーの秘密
大解剖:  ラ ン ド ロ ー
バー・ ディ フ ェ ン ダー
( 新) ( 二)


★驚異の建造～不可能に
挑む～:  ド バイ ・ 高級リ
ゾート ( 字)


戦火の兵器大全:  第二次
世界大戦( 二)


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  北極を 行く 主力戦車
「 T-80」 パート 2( 二)


★ト ッ プギア シーズン
7:  パガーニ・ ゾン ダＦ
( 字)


解明・ 宇宙未来図:  宇宙
での生活( 二)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～
シーズン 11:  Ep. 12 再構
築の時( 二)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  土星
( 二)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  国際
宇宙ステーショ ン ( 二)


驚異の建造～不可能に挑
む～:  ド バイ ・ 高級リ
ゾート ( 字)


怪し い伝説 シーズン 10:
グミ 燃料ロ ケッ ト ( 二)


大脱出！サバイ バルレ ー
ス:  カ ザフ スタ ン ( 字)


★探求！宇宙ミ ステ
リ ー:  夢の恒星間航行
( 二)


欧州最高層ビ ル： ザ・
シャ ード ( 字)


驚異の建造～不可能に挑
む～:  ド バイ ・ 高級リ
ゾート ( 字)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  ク
シュ 王国( 字)


完全マニュ アル:  ロ ケッ ト の
作り 方( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


メ ガ・ エアポート :  眠ら
ない空港( 二)


★タ イ ムワープ　 瞬間の世
界:  ド ラ マー( 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 16:  1974年式
フ ィ アッ ト X1/9( 二)


シフ ティ ン グ・ ギア:
レ ース・ オブ・ ジェ ン ト
ルマン 1( 字)


★探求！宇宙ミ ステ
リ ー:  惑星の起源( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  白色矮星の
呪い( 二)


★宇宙の解体新書 シー
ズン 2:  超大質量ブラ ッ
ク ホール( 二)


☆解明・ 宇宙未来図:
地球外生命体の謎
( 新) ( 二)


☆宇宙探査フ ロ ン テ ィ ア :  木星
( 新) ( 二)


☆宇宙探査フ ロ ン テ ィ ア :  宇宙服
新) ( 二)


★ド リ ームカ ー誕生 S3:  プ
ジョ ーRCZ R( 字)


☆EV車の未来:  EV車でオフ
ロ ード ( 新) ( 二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29


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
ド リ ームカ ー誕生 S3:  ポル
シェ ・ パナメ ーラ ( 字)


EV車の未来:  EV車 静寂の
モータ ースポーツ ( 二)


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 日曜宇宙シアタ ー拡大 15: 00


15: 30 15: 30


16: 00 16: 00


16: 30 16: 30


17: 00 17: 00


17: 30 17: 30


18: 00 夢の車SP 18: 00
★ド リ ームカ ー誕生 S3:  アリ エル・
アト ム3S( 字)


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 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


ド リ ームカ ー誕生 S3:  プ
ジョ ーRCZ R( 字)


★舞台裏のスーパーテク ノ ロ ジー
シーズン 10:  Ep. 10 パリ の下水道
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 2:  宇宙ホタ ル( 二)


夢の車SP


名車再生！ド リ ームカ ー
大作戦:  日産スカ イ ラ イ
ン への道( 二)


名車再生！ド リ ームカ ー
大作戦:  Ｔ Ｖ Ｒ ・ サーブ
ラ ウへの道( 二)


スーパーカ ーの秘密 大
解剖:  ラ ン ド ロ ーバー・
ディ フ ェ ン ダー( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  次の超新星
( 二)


★NOBU' S JAPAN:  比叡山延暦寺の
精進料理( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 2:  木星で核爆発？
( 二)


怪し い伝説 シーズン 10:
グミ 燃料ロ ケッ ト ( 二)


カ ク 博士のＳ Ｆ 研究室 シーズン 1:
Ep. 2 地球破壊( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 2:  ナチスと 月探査
( 二)


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  22350型フ リ ゲート
の復活( 二)


★サバイ バルゲーム:  名
場面集( 字)


Di scover y Channel
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宇宙の解体新書 シーズ
ン 2:  超大質量ブラ ッ ク
ホール( 二)


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 8 特
別編:  報いを 受ける 者た
ち ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 6/タ ン
カ ー火災( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 14:
1987年式アルフ ァ ロ メ オ・ ス
パイ ダー ク ワド リ フ ォ リ オ
( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 16:  1999年式
BMW Z3Mク ーペ( 二)


戦火の兵器大全:  勝利を
呼ぶ乗り 物( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 8/カ ー
レ ース事故( 二)


世界を 変えた鉄道:  都市
の変貌 ロ ン ド ン 地下鉄
( 二)


解明・ 宇宙未来図:  地球
外生命体の謎( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 9/火山噴
火( 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)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  最悪失敗作UTVリ ベ
ン ジ( 字)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  木星
( 二)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  宇宙
服( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 10/花火工
場爆発( 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)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 12/墜落
5000ｍ( 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)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 4:  ポルシェ 996
パート 2( 字)


★戦争秘話:  ラ マディ の戦い
と 米陸軍の戦略( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  月の有機体
( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 6:  Ep. 8 アイ スラ ン
ド の氷河( 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 16:  1974年式
フ ィ アッ ト X1/9( 二)


☆名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 16:  1999年式BMW Z3Mク ー
ペ( 新) ( 二)


★シフ ティ ン グ・ ギア:
レ ース・ オブ・ ジェ ン ト
ルマン 2( 字)


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)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 4:  ポルシェ 996
パート 2( 字)


戦争秘話:  ラ マディ の戦
いと 米陸軍の戦略( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 16:  1974年式
フ ィ アッ ト X1/9( 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)


EV車の未来:  EV車でオフ ロ ー
ド ( 二)


★数字のいたずら :  不幸中の幸い
の確率( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


人気サバイ バルシリ ーズ一挙放送


★サバイ バルゲーム
シーズン 6:  Ep. 8 アイ ス
ラ ン ド の氷河( 字)


★サバイ バルゲーム
シーズン 6:  Ep. 9 ワイ ル
ド ・ ウエスト ( 字)


★サバイ バルゲーム
シーズン 6:  Ep. 10 シー
ズン ６ 撮影秘話( 字)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 2:  宇宙遊泳の罠
( 二)


驚異の建造～不可能に挑
む～:  ド バイ ・ 高級リ
ゾート ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 13/高速
道路の大ク ラ ッ シュ ( 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)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 4:  シボレ ー
3100 ピ ッ ク アッ プト
ラ ッ ク  パート 1( 字)


★未来の戦争:  なら ずも の国
家( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  氷の世界の
生命体( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 6:  Ep. 9 ワイ ルド ・
ウエスト ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


☆起業チャ レ ン ジ！覆
面ビ リ オネア シーズン
2:  Ep. 8 いばら の道
( 新) ( 二)


DI SCO pr esent s テ ク ノ ロ ジー
アワー
☆世界を 変えた鉄道:  都市
の変貌 ロ ン ド ン 地下鉄
( 新) ( 二)


★アダムの怪し い実験:
ニト ロ グリ セリ ン ( 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)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 4:  シボレ ー3100
ピ ッ ク アッ プト ラ ッ ク
パート 1( 字)


未来の戦争:  なら ずも の
国家( 字)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  ク
シュ 王国( 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:  1967年式 マスタ ン
グ( 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. 13 信頼の引継ぎ
( 新) ( 二)


☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステ リ ー シーズン 3:  サッ
カ ラ の最古のピ ラ ミ ッ ド
( 新) ( 字)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  チャ ッ ク ・ ノ リ ス仕
様シルバラ ード ( 字)


★ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  最悪失敗作UTVリ ベ
ン ジ( 字)


★怪し い伝説 シーズン
10:  タ ン ク 車破壊 真空
実験( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  視聴者質
問！舞台裏SP( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 4:  シボレ ー3100
ピ ッ ク アッ プト ラ ッ ク
パート 2( 字)


未来の戦争:  超大国( 字)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  1967年式 マ
スタ ン グ( 二)


☆ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 8 特別
編:  敵か味方になる 者たち
( 新) ( 字)


☆THE NAKED シーズン
6:  アフ リ カ  双子たち
のサバン ナ( 新) ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
1976年式フ ォ ード ・ カ プリ
Mk2( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 4:  パン テーラ 大改
造 パート 1( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 14/ボー
ダー90ｍ滑落( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 14:  視聴者質
問！舞台裏SP( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 4:  シボレ ー
3100 ピ ッ ク アッ プト
ラ ッ ク  パート 2( 字)


★未来の戦争:  超大国( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  彗星の歌
( 二)


サバイ バルゲーム シー
ズン 6:  Ep. 10 シーズン
６ 撮影秘話( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


☆潜入！ロ シア軍のす
べて:  攻撃ヘリ コ プ
タ ー「 Mi -28NM」
( 新) ( 二)


★戦火の兵器大全:  イ ギ
リ ス陸軍工兵隊( 二)


☆解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  ニュ ート リ
ノ の知ら れざ る 実態
( 新) ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 15/イ ン
ド でビ ル倒壊( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 15:  1976年式フ ォ ード ・ カ
プリ  Mk2( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 4:  パン テーラ
大改造 パート 1( 字)


★未来の戦争:  非対称戦争
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  消える 衛星
( 二)


サバイ バルゲーム:  名場
面集( 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 16:
1974年式フ ィ アッ ト X1/9( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★サバイ バルTOP 5 ～命を 守る 達
人技～:  失敗から 成功へ( 字)


未来の戦争:  非対称戦争
( 字)


THE NAKED シーズン 6:
アフ リ カ  双子たち のサ
バン ナ( 二)


↑


アダムの怪し い実験:  ニ
ト ロ グリ セリ ン ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 11戦車！
市街地暴走( 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)


ク リ エイ タ ーと その愉快な仲間た
ち :  ゲスト ： 加藤勇志郎
vol . 2( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  冥王星探査の危
機( 二)


戦火の兵器大全:  勝利を
呼ぶ乗り 物( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★サバイ バルゲーム： モ
ディ ・ イ ン ド 首相SP( 字)


★大惨事の瞬間:  Ep. 16/宙吊
り の窓拭き ゴン ド ラ ( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  1995年式ボ
ルボ850T-5R( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 4:  パン テーラ
大改造 パート 2( 字)


★コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ーズ
シーズン 1:  カ ン ト リ ーフ ェ
アー( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  火星の呪い
( 二)


サバイ バルゲーム： モ
ディ ・ イ ン ド 首相SP( 字)


☆ク リ エ イ タ ーと その愉快な仲間
たち :  ゲスト ： 加藤勇志郎・ 小橋
昭文( 新) ( 日)


☆宇宙探査フ ロ ン テ ィ ア:
惑星の謎( 新) ( 二)


☆宇宙探査フ ロ ン テ ィ ア:
太陽( 新) ( 二)


世界を 変えた鉄道:  ス
ピ ード の変貌 新幹線
( 二)


★メ ガ・ エアポート :  世
界の交差路( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  1995年式ボ
ルボ850T-5R( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 4:  パン テーラ 大改
造 パート 2( 字)


コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ー
ズ シーズン 1:  カ ン ト
リ ーフ ェ アー( 二)


メ ガ・ エアポート :  世界
の交差路( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  ニュ ート リ
ノ の知ら れざる 実態( 二)


スーパーカ ーの秘密 大
解剖:  ラ ン ド ロ ーバー・
ディ フ ェ ン ダー( 二)


サバイ バルTOP 5 ～命を 守る
達人技～:  達人の発想力( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


怪し い伝説 シーズン 10:
タ ン ク 車破壊 真空実験
( 二)


★カ ク 博士のＳ Ｆ 研究室
シーズン 1:  Ep. 4 人工知能ロ
ボッ ト ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ト ッ プギア シーズン
7:  ブガッ ティ ・ ヴェ イ
ロ ン /マーコ ス TSO( 字)


★ト ッ プギア シーズン
7:  BMW・ 131i /ゴルフ R32
徹底比較( 字)


★驚異の建造～不可能に
挑む～:  マイ アミ ・ 超高
層ビ ル( 字)


戦火の兵器大全:  勝利を
呼ぶ乗り 物( 二)


解明・ 宇宙未来図:  地球
外生命体の謎( 二)


★ト ッ プギア シーズン
7:  名物企画総集編( 字)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:
サッ カ ラ の最古のピ ラ
ミ ッ ド ( 字)


Mot or Tr end


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  最悪失敗作UTVリ ベ
ン ジ( 字)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  次の超新星
( 二)


★宇宙の解体新書 シー
ズン 2:  究極の恒星( 二)


☆解明・ 宇宙未来図:
宇宙から の学び
( 新) ( 二)


★ド リ ームカ ー誕生 S3:  アウディ
S8( 字)


★ド リ ームカ ー誕生 S3:  ウルティ
マ・ エボリ ュ ーショ ン ( 字)


★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！ド リ ーム
カ ー大作戦:  フ ォ ルク ス
ワーゲン  ゴルフ Ｇ Ｔ Ｉ
への道( 二)


★名車再生！ド リ ーム
カ ー大作戦:  デロ リ アン
への道( 二)


☆スーパーカ ーの秘密
大解剖:  ケーニグセ
グ・ レ ゲーラ ( 新) ( 二)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  木星
( 二)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  宇宙
服( 二)


驚異の建造～不可能に挑
む～:  マイ アミ ・ 超高層
ビ ル( 字)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:
サッ カ ラ の最古のピ ラ
ミ ッ ド ( 字)


オーク ショ ン ・ キン グ:  ビ グ
スビ ーのギタ ー( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


メ ガ・ エアポート :  世界
の交差路( 二)


★タ イ ムワープ　 瞬間の世
界:  スタ ン ト マン ( 字)


明日への扉( 日)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 16:  1999年式
BMW Z3Mク ーペ( 二)


シフ ティ ン グ・ ギア:
レ ース・ オブ・ ジェ ン ト
ルマン 2( 字)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  1967年式 マ
スタ ン グ( 二)


解明・ 宇宙未来図:  地球
外生命体の謎( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★オーク ショ ン ・ キン グ:  米大統
領の机( 二)


★NASA60年 栄光の軌跡
と 未来( 二)


★も っ と 解明・ 宇宙の仕
組み 2時間SP( 二)


★宇宙の天気予報( 二)


驚異の建造～不可能に挑
む～:  マイ アミ ・ 超高層
ビ ル( 字)


怪し い伝説 シーズン 10:
タ ン ク 車破壊 真空実験
( 二)


戦火の兵器大全:  イ ギリ
ス陸軍工兵隊( 二)


起業チャ レ ン ジ！覆面ビ
リ オネア シーズン 2:
Ep. 8 いばら の道( 二)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人生最
後の一攫千金～ シーズン 11:
Ep. 13 信頼の引継ぎ( 二)


潜入！ロ シア軍のすべて:
22350型フ リ ゲート の復活
( 二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5


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
ド リ ームカ ー誕生 S3:  アリ エル・
アト ム3S( 字)


ド リ ームカ ー誕生 S3:  ウルティ
マ・ エボリ ュ ーショ ン ( 字)


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 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


Di scover y Channel
2021年08月編成表


宇宙の解体新書 シーズ
ン 2:  究極の恒星( 二)


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 8 特
別編:  敵か味方になる 者
たち ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 12/墜落
5000ｍ( 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 16:  1964年式
ト ラ イ アン フ TR4( 二)


戦火の兵器大全:  イ ギリ
ス陸軍工兵隊( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 13/高速道
路の大ク ラ ッ シュ ( 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)


ド リ ームカ ー誕生 S3:  アウ
ディ  S8( 字)


★舞台裏のスーパーテク ノ ロ ジー
シーズン 10:  Ep. 11 獅子舞の衣装
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  月の有機体( 二)


夢の車SP


人気サバイ バルシリ ーズ一挙放送


★サバイ バルゲーム： ボ
リ ウッ ド スタ ーSP Par t
I I ( 字)


★サメ vsベア・ グリ ルス
( 字)


ド リ ームカ ー誕生 S3:  フ ェ ラ ー
リ ・ カ リ フ ォ ルニアT( 字)


★数字のいたずら :  数学的美
人( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  ニュ ート リ
ノ の知ら れざる 実態( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 17/巨大
雪崩( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  ト ヨ タ MR2
タ ーボ( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 4:  ハーレ ーダ
ビ ッ ド ソ ン WLA( 字)


★コ ン バッ ト ・ ディ ー
ラ ーズ シーズン 1:  歓
迎！ロ シア人資産家コ レ
ク タ ー( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  謎の放射線
( 二)


サバイ バルゲーム： ボリ
ウッ ド スタ ーSP Par t
I I ( 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 16:  1999年式
BMW Z3Mク ーペ( 二)


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:  オプ テ ィ マチャ レ ン
ジレ ース用マスタ ン グ
( 新) ( 二)


☆名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 16:  1964年式 ト ラ イ アン
フ TR4( 新) ( 二)


★シフ ティ ン グ・ ギア:
レ ース・ オブ・ ジェ ン ト
ルマン 3( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  ト ヨ タ MR2
タ ーボ( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 4:  ハーレ ーダビ ッ
ド ソ ン WLA( 字)


コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ー
ズ シーズン 1:  歓迎！ロ
シア人資産家コ レ ク タ ー
( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 16:  1999年式
BMW Z3M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 15:  2002年式シボレ ー・ コ
ルベッ ト Z06( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 4:  バレ ッ ト
ジャ ク ソ ン と 1955年式シ
ボレ ー パート 1( 字)


コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ー
ズ シーズン 1:  記念のパ
ラ シュ ート ジャ ン プ( 二)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:
サッ カ ラ の最古のピ ラ
ミ ッ ド ( 字)


★コ ン バッ ト ・ ディ ー
ラ ーズ シーズン 1:  記念
のパラ シュ ート ジャ ン プ
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  奇妙な光の
球( 二)


サメ vsベア・ グリ ルス
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


☆起業チャ レ ン ジ！覆
面ビ リ オネア シーズン
2:  Ep. 9 仲間割れの危
機( 新) ( 二)


DI SCO pr esent s テ ク ノ ロ ジー
アワー
☆世界を 変えた鉄道:  産業
の変貌 蒸気機関車( 新) ( 二)


★アダムの怪し い実験:
「 フ ィ フ ス・ エレ メ ン
ト 」 の銃( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
2002年式シボレ ー・ コ ルベッ
ト Z06( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 4:  バレ ッ ト ジャ ク
ソ ン と 1955年式シボレ ー
パート 1( 字)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  氷の世界の生命
体( 二)


驚異の建造～不可能に挑む
～:  マイ アミ ・ 超高層ビ ル
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 18/タ ン
ク ロ ーリ ー事故( 二)
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日本映画専門チャンネル 2021年8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　[字]男おばさん!! #222 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 倉本聰劇場 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 (46分) 差分: 14 [字]前略おふくろ様Ⅱ #16 [字]人情紙風船 6:30
6:45 (47分) 差分: 13 ＜４Kデジタル修復版＞ 6:45
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 　※2Kダウンコンバートにて放送 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 (86分) 差分: 14 7:15
7:30 ＜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 8:00
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 倉本聰劇場 8:15
8:30 （主演・山本陽子） #1 8:30 8:30 8:30 [字]前略おふくろ様Ⅱ #17 8:30
8:45 (47分) 差分: 13 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 8:55　時代劇専門チャンネルのすべて (47分) 差分: 13 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 9:00
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 おとなのサスペンス劇場 9:20 このドキュメンタリーがすごい！ 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 [字]米軍（アメリカ）が最も恐れた男　 9:30
9:45 (46分) 差分: 14 やさしい地方 (34分) 差分: 6 カメジロー　不屈の生涯 9:45
10:00 10:00 （主演・古谷一行） 10:00 (128分) 差分: 7 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 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 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 おとなのサスペンス劇場 [字]関西ジャニーズJr.の 11:15　「妖怪大戦争 ガーディアンズ」舞台裏メイキング 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 11:30
11:45 (46分) 差分: 14 捜査圏外の条件 (94分) 差分: 16 [字]ミックス。 11:45
12:00 12:00 （主演・古谷一行） (119分) 差分: 11 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 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 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 13:40 13:30
13:45 (45分) 差分: 15 －学校内警察・嶋田隆平－ [字]アルキメデスの大戦 13:45
14:00 14:00 #1-5 (130分) 差分: 10 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 16:00
16:15 16:20 日曜邦画劇場 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 [字]AI崩壊 16:30
16:45 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (34分) 差分: 6 (132分) 差分: 28 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 18:40 18:30
18:45 日曜邦画劇場SP 18:45
19:00 [字]キューポラのある街 19:00
19:15 19:20 19:25 (100分) 差分(解説含む): 40 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 【ゲスト：吉永小百合】 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 日曜邦画劇場ＳＰ 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 放送開始20周年・1000回記念 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 21:00 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 [字]秘密 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！ (121分) 差分(解説含む): 69 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 【ゲスト：広末涼子】 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 0:10 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 [字]二十六夜待ち＜R-15＞ 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＞ (124分) 差分: 6 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　 2:20 2:15
2:30 ＜R-15＞ (85分) 差分: 10 舌先に乱されて エロティカクイーン 裸の天使 2:30
2:45 2:55 (79分) 差分: 6 2:55 ＜R-15＞ 赤い部屋＜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 (71分) 差分: 9 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。 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 3:40 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＞ [字]チェンライの娘 3:45
4:00 ＜R-15＞ (71分) 差分: 9 (48分) 差分: 7 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 4:35 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 エクスタシー刑事 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　 ～特殊能力捜査官 冴子～ 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 ＜R-15＞ 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＞ (75分) 差分: 10 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 6:00
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8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 6:00 6:00 6:00 6:00 6:05　「妖怪大戦争 ガーディアンズ」舞台裏メイキング 6:00 6:00
6:15 [字]魂の試される時（ＴＶドラマ） #15 [字]魂の試される時（ＴＶドラマ） #16 [字]魂の試される時（ＴＶドラマ） #17（終） [字]前略おふくろ様 #1 [字]前略おふくろ様 #2 6:20 『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 6:15
6:30 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 倉本聰劇場 [字]怪獣総進撃 6:30
6:45 [字]前略おふくろ様Ⅱ #17 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 6:45
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 (47分) 差分: 13 ※2Kダウンコンバートにて放送 7:00
7:15 [字]二人の世界  #15-16 [字]二人の世界 #17-18 [字]二人の世界 #19-20 [字]二人の世界 #21-22 [字]兄弟（ＴＶドラマ・全26話） 7:20 (89分) 差分: 11 7:15
7:30 #23-26（終） うさぎ島日和① 7:40　[字]男おばさん!! #223 7:30
7:45 (35分) 差分: 5 7:45
8:00 8:00 8:00　Dearボス #25 8:00　Dearボス #26 8:00　Dearボス #27 8:00 8:00 8:00
8:15 おとなのサスペンス劇場 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 特集・鶴田浩二 倉本聰劇場 8:15
8:30 松本清張　球形の荒野 8:30　おとなのサスペンス劇場 8:30　おとなのサスペンス劇場 8:30　おとなのサスペンス劇場 [字]八月十五日の動乱 [字]前略おふくろ様Ⅱ #18 8:30
8:45 （主演・栗原小巻） 山村美紗京都サスペンス　哲学の小径の少女 山村美紗京都サスペンス　水仙の花言葉は死 山崎洋子のあなたのいない夜 (95分) 差分: 15 (47分) 差分: 13 8:45
9:00  #1-5（終） (主演・三田寛子) (主演・真野あずさ) （主演・小川真由美） 9:00 9:00 9:00
9:15 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 大空港（主演・鶴田浩二） [字]兵隊やくざ大脱走 9:15
9:30 9:30 9:30 9:30 #9-10 (88分) 差分: 17 9:30
9:45 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 9:50 9:45
10:00 京都・女性記者シリーズ９ 京都・女性記者シリーズ１０ 京都・女性記者シリーズ１１ [字]漫才ギャング 10:00
10:15 京都氷室殺人街道 京都近江殺人街道 京都奈良殺人街道 (138分) 差分: 12 10:15
10:30 （主演・坂口良子） （主演・若村麻由美） （主演・若村麻由美） 10:30
10:45 10:45　時代劇専門チャンネルのすべて 10:45 10:45
11:00 11:00 [字]幼獣マメシバ 11:00
11:15 11:25　時代劇専門チャンネルのすべて 11:25　時代劇専門チャンネルのすべて 11:25　時代劇専門チャンネルのすべて おとなのサスペンス劇場 (107分) 差分: 18 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 天才神津恭介の殺人推理１ 11:30
11:45 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 （主演・村上弘明） 11:45
12:00 12:10 [字]嫁・姑殺人事件 美談の団地心中 女の中の二つの顔 12:00
12:15 おとなのサスペンス劇場 （原作／小林久三・主演・丘みつ子） （原作／小林久三・主演／坂口良子） （主演・余貴美子） 12:20 12:15
12:30 愛と死の砂漠 週末“イッキミ”ドラマ 12:30
12:45 （原作・松本清張/主演・小川真由美） [字]CRISIS 12:50 12:45
13:00 #16-19 13:00 公安機動捜査隊特捜班 [字]交渉人 真下正義 13:00
13:15 おとなのサスペンス劇場  #1-#5 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ 13:15
13:30 13:30 13:30 13:30 天才神津恭介の殺人推理２ ※2Kダウンコンバートにて放送 13:30
13:45 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 （主演・村上弘明） (127分) 差分: 18 13:45
14:00 無人霊柩車殺人事件 デートの裏で殺人が 探偵・喜多嶋翔子の調査報告書 14:00
14:15 （原作／小林久三・主演・坂上二郎） （原作／小林久三・主演／池上季実子） （主演・室井滋） 14:15
14:30 14:30
14:45 14:55　時代劇専門チャンネルのすべて 14:45
15:00 15:00 15:00
15:15 15:25　時代劇専門チャンネルのすべて 15:25　時代劇専門チャンネルのすべて 15:25　時代劇専門チャンネルのすべて おとなのサスペンス劇場 15:15 15:15
15:30 15:40　[字]男おばさん!! #222 15:30 15:30 15:30 復讐するは我にあり 日曜邦画劇場 15:30
15:45 大空港（主演・鶴田浩二）  #13 大空港（主演・鶴田浩二）  #14 大空港（主演・鶴田浩二）  #15 （主演・柳葉敏郎） [字]AI崩壊 15:45
16:00 ソロデビュー50周年記念 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (132分) 差分: 23 16:00
16:15 特集・沢田研二 アンコール放送！ 16:15
16:30 16:00 16:30　Travel Salad #46 16:30　Travel Salad #32 16:30　Travel Salad #33 16:40 16:30
16:45 [字]ザ・タイガース (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 [字]CRISIS 16:45
17:00 世界はボクらを待っている 17:00 17:00 17:00　[字]男おばさん!! #222 公安機動捜査隊特捜班 17:00
17:15 (88分) 差分: 12 『妖怪大戦争』昭和版&平成版 一挙放送！ [字]幼獣マメシバ  #6-#10（終） 17:15
17:30 17:40 [字]妖怪大戦争[1968年版] (107分) 差分: 8 17:30 17:40　「妖怪大戦争 ガーディアンズ」舞台裏メイキング 17:30
17:45 [字]リボルバー (79分) 差分: 11 特集・鶴田浩二 17:50 17:45
18:00 (116分) 差分: 4 [字]あゝ決戦航空隊 18:00 日曜邦画劇場SP 18:00
18:15 (200分) 差分: 10 [字]NHKスペシャル 沢木耕太郎 [字]秘密 18:15
18:30 18:30 アマゾン思索紀行〜隔絶された人々 イゾラド〜 (121分) 差分(解説含む): 69 18:30
18:45 [字]ホワイトアウト 18:55 (50分) 差分: 10 18:45
19:00 (129分) 差分: 6 [字]ミックス。 19:00 19:00
19:15 (119分) 差分: 6 [字]いつかギラギラする日 19:15
19:30 19:40 (109分) 差分: 11 【ゲスト：広末涼子】 19:30
19:45 [字]炎の肖像 19:45
20:00 (96分) 差分: 24 20:00
20:15 20:15
20:30 20:30
20:45 20:45 20:45
21:00 [字]踊る大捜査線 THE MOVIE 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 21:00 日曜邦画劇場ＳＰ 21:00
21:15 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ 7/28 (なにわの日)　特集・関西ジャニーズ 『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 特集・鶴田浩二 [字]関西ジャニーズJr.の 放送開始20周年・1000回記念 21:15
21:30 21:40 ※2Kダウンコンバートにて放送 21:00 [字]怪獣総進撃 [字]八月十五日の動乱 目指せ♪ドリームステージ！ 21:00 21:30
21:45 [字]いつかギラギラする日 (120分) 差分: 10 [字]関西ジャニーズJr.の ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 (95分) 差分: 10 (94分) 差分: 6 [字]紙の月 21:45
22:00 (109分) 差分: 11 お笑いスター誕生！ ※2Kダウンコンバートにて放送 ＜PG-12＞ 22:00
22:15 (93分) 差分: 7 (89分) 差分: 11 (127分) 差分(解説含む): 53 22:15
22:30 22:40　[字]闇金ウシジマくん Season2 #4 22:40 22:40 22:30
22:45 22:55　[字]闇金ウシジマくん Season2 #1 (24分) 差分: 6 日本統一劇場SP 22:45 [字]関西ジャニーズJr.の 22:45
23:00 (24分) 差分: 6 23:10　[字]闇金ウシジマくん Season2 #5 [字]田村悠人　日本統一外伝 ミナミの帝王劇場 お笑いスター誕生！ 【ゲスト：宮沢りえ】 23:00
23:15 23:25　[字]闇金ウシジマくん Season2 #2 (24分) 差分: 6 (81分) 差分: 9 [字]難波金融伝 ミナミの帝王 (93分) 差分: 7 23:15
23:30 23:40　[字]闇金ウシジマくん #7 (24分) 差分: 6 23:40　[字]闇金ウシジマくん Season2 #6 劇場版16 23:30
23:45 (24分) 差分: 6 23:55　[字]闇金ウシジマくん Season2 #3 (24分) 差分: 6  借金セミナー 23:45
0:00 0:10　[字]闇金ウシジマくん #8 (24分) 差分: 6 0:10 0:10 (89分) 差分: 6 0:00 0:00
0:15 (24分) 差分: 6 0:25 Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 日本統一劇場SP 0:20 0:20 闇金ドッグス６＜R-15＞ 0:15
0:30 0:40　[字]闇金ウシジマくん #9（終） 農家に嫁いだ女　 仁義４７ [字]田村悠人　日本統一外伝２ 女占い師と美人OL　 月イチ衝撃作 (80分) 差分: 10 0:30
0:45 (24分) 差分: 6 熟れた果実 (86分) 差分: 9 (71分) 差分: 9 W巨尻で狂わせて [字]完全なる飼育 etude 0:45
1:00 1:10 ＜R-15＞ ＜R-15＞ ＜R-15＞ 1:00
1:15 エロティカクイーン　 (79分) 差分: 6 (82分) 差分: 8 (82分) 差分: 8 1:15
1:30 悲しき天使 1:30 1:30 1:30
1:45 ＜R-15＞ 1:50 1:45 優しいおしおき　 1:50 1:50 ダブル・エクスタシー　 1:45
2:00 (91分) 差分: 9 日本統一劇場 風俗秘話　 おやすみ、ご主人様 Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 日本統一劇場 美女刑事コンビの快感大捜査線 2:00
2:15 [字]日本統一３１ 時代に抱かれた女たち ＜R-15＞ 仁義４５ [字]日本統一３２ ＜R-15＞ 2:15
2:30 (73分) 差分: 7 ＜R-15＞ (70分) 差分: 10 (81分) 差分: 9 (82分) 差分: 8 (74分) 差分: 6 2:30
2:45 2:50 (85分) 差分: 10 2:50 2:50 2:45
3:00 日本統一劇場 3:10 東京の恋人＜R-15＞ 農家に嫁いだ女　 3:00
3:15 [字]日本統一３０ セックス依存症　 3:20 (81分) 差分: 9 3:20 3:20 熟れた果実 3:15
3:30 (77分) 差分: 8 漫才師の濡れた毎日 幼なじみ　発情てんこ盛り 姉妹事件簿 [字]虜　極妻の性（R-15版）＜R-15＞ ＜R-15＞ 3:30
3:45 ＜R-15＞ ＜R-15＞ エッチにまる見え (66分) 差分: 9 (79分) 差分: 11 3:45
4:00 (68分) 差分: 7 (81分) 差分: 9 ＜R-15＞ 4:00
4:15 4:15 4:25 4:20 (71分) 差分: 9 4:20 4:15
4:30 花咲く部屋、昼下がりの蕾 東京の恋人＜R-15＞ えろぼん！ 4:40 4:35 団地妻は、わけあってヤリました。 4:30
4:45 ＜R-15＞ (81分) 差分: 14 4:50 オヤジとムスコの性春日記 [字]巨乳だらけ　渚の乳喧嘩 カテキョのセンセ。 ＜R-15＞ 4:45
5:00 (71分) 差分: 9 ブラコン！ ＜R-15＞ ＜R-15＞ ＜R-15＞ (85分) 差分: 15 5:00
5:15 僕と妹のノゾミ (74分) 差分: 6 (71分) 差分: 9 (66分) 差分: 9 5:15
5:30 5:35 ＜R-15＞ 5:40　「妖怪大戦争 ガーディアンズ」舞台裏メイキング 5:30
5:45 (66分) 差分: 4 5:55 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8月


8/9(月) 8/10(火) 8/11(水) 8/12(木) 8/13(金) 8/14(土) 8/15(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　[字]男おばさん!! #223 6:00
6:15 ミナミの帝王劇場 [字]前略おふくろ様 #3 [字]前略おふくろ様 #4 [字]前略おふくろ様 #5 [字]前略おふくろ様 #6 6:20 6:15
6:30 [字]難波金融伝 ミナミの帝王 (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
6:45 劇場版16 [字]前略おふくろ様Ⅱ #18 6:45
7:00  借金セミナー 7:00 7:00 7:00 7:00 (47分) 差分: 13 7:00
7:15 (89分) 差分: 11 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 7:20 7:25　[字]男おばさん!! #224 7:15
7:30 7:40 紐 松本清張原作　 松本清張の種族同盟 松本清張原作　 [字]半世界 7:30
7:45 『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 （原作・松本清張/主演・酒井和歌子） 死んだ馬 （主演・小川真由美） 支払い過ぎた縁談 (120分) 差分: 10 7:45 7:45
8:00 [字]怪獣総進撃 （主演・小川真由美） （主演・名取裕子） このドキュメンタリーがすごい！ 8:00
8:15 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 [字]米軍（アメリカ）が最も恐れた男　 8:15
8:30 ※2Kダウンコンバートにて放送 カメジロー　不屈の生涯 8:30
8:45 (89分) 差分: 11 8:55　時代劇専門チャンネルのすべて (128分) 差分: 7 8:45
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8.13『妖怪大戦争 ガーディアンズ』公開記念 9:00
9:15 9:20 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 『妖怪大戦争』昭和版&平成版 一挙放送！ 9:15
9:30 [字]君に届け 松本清張　溺れ谷 松本清張　殺人行おくのほそ道 松本清張原作　中央流沙 松本清張　霧の旗 9:30　「妖怪大戦争 ガーディアンズ」舞台裏メイキング 9:30
9:45 (129分) 差分: 11 （主演：近藤正臣） （主演・竹下景子） （主演・緒形拳） （主演・大竹しのぶ） 9:45 9:45
10:00 [字]妖怪大戦争[1968年版] 8.15終戦の日 10:00
10:15 (79分) 差分: 11 未来に伝える 太平洋戦争の記憶 10:15
10:30 10:00 10:30
10:45 [字]ジョバンニの島 10:45
11:00 11:00 (102分) 差分: 13 11:00
11:15 おとなのサスペンス劇場 11:25　時代劇専門チャンネルのすべて 11:15 11:15
11:30 11:40 松本清張　坂道の家 11:30 [字]妖怪大戦争[2005年版] 11:30
11:45 [字]踊る大捜査線 THE MOVIE 11:45　時代劇専門チャンネルのすべて 11:45　時代劇専門チャンネルのすべて （主演・坂口良子） おとなのサスペンス劇場 (125分) 差分: 10 11:55 11:45
12:00 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ 12:00 12:00 松本清張　指 [字]八月十五日の動乱 12:00
12:15 ※2Kダウンコンバートにて放送 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 （主演・名取裕子） (95分) 差分: 10 12:15
12:30 (120分) 差分: 10 松本清張　風の息 松本清張　帝銀事件 12:30
12:45 （主演・仲谷昇）　 12:55　時代劇専門チャンネルのすべて 12:45
13:00 13:00 13:00
13:15 おとなのサスペンス劇場 13:15
13:30 松本清張原作　連環 13:30 13:30 13:40 13:30
13:45 13:50 （主演・片平なぎさ） おとなのサスペンス劇場 週末“イッキミ”ドラマ [字]日本のいちばん長い日 13:45
14:00 [字]踊る大捜査線 THE MOVIE2 松本清張　脊梁（せきりょう） [字]三匹のおっさん3 ＜４Kデジタルリマスター版＞ 14:00
14:15 レインボーブリッジを封鎖せよ！ （主演・池上季実子） ～正義の味方、みたび!!～ ※2Kダウンコンバートにて放送 14:15
14:30 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ 14:35　[字]男おばさん!! #223 #1-#4 (158分) 差分: 12 14:30
14:45 ※2Kダウンコンバートにて放送 14:45　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 14:45
15:00 (139分) 差分: 6 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 大空港（主演・鶴田浩二）  #16 大空港（主演・鶴田浩二）  #18 大空港（主演・鶴田浩二）  #20 15:25　時代劇専門チャンネルのすべて 15:15
15:30 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 15:30 15:30
15:45 二十四の瞳（主演・黒木瞳） 15:45
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:15 16:15 大空港（主演・鶴田浩二）  #17 大空港（主演・鶴田浩二）  #19 大空港（主演・鶴田浩二）  #21 16:15
16:30 [字]踊る大捜査線 THE MOVIE3 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 9 16:30 16:30
16:45 ヤツらを解放せよ！ 16:55 [字]あゝ決戦航空隊 16:45
17:00 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ 17:00 17:00 俳優・大沢たかおに魅せられて 17:00 (200分) 差分: 10 17:00
17:15 ※2Kダウンコンバートにて放送 『妖怪大戦争』昭和版&平成版 一挙放送！ [字]君に届け [字]藁の楯　わらのたて [字]三匹のおっさん3 17:15
17:30 (142分) 差分: 8 [字]妖怪大戦争[2005年版] (129分) 差分: 6 (126分) 差分: 14 ～正義の味方、みたび!!～ 17:30
17:45 (125分) 差分: 5 17:50  #5-#8（終） 17:45
18:00 うさぎ島日和② 18:00
18:15 (34分) 差分: 16 18:15
18:30 18:40 18:30
18:45 18:45 [字]アルキメデスの大戦 18:45
19:00 [字]踊る大捜査線 THE FINAL 19:10 (130分) 差分: 10 19:00
19:15 新たなる希望 [字]映画「架空ＯＬ日記」 19:15 19:15 19:15
19:30 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ (101分) 差分: 9 蔵出し名画座 特集・鶴田浩二 19:30
19:45 　※2Kダウンコンバートにて放送 [字]戦争を知らない子供たち [字]八月十五日の動乱 19:45
20:00 (127分) 差分: 8 (90分) 差分(解説含む): 15 (95分) 差分: 10 20:00 20:00
20:15 [字]火垂るの墓 20:15
20:30 (88分) 差分: 32 20:30
20:45 20:45
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
21:15 日曜邦画劇場SP 日曜邦画劇場SP 日曜邦画劇場SP 日曜邦画劇場SP 日曜邦画劇場SP 日曜邦画劇場SP 21:15
21:30 [字]人情紙風船 [字]夜叉 [字]いつかギラギラする日 [字]キューポラのある街 [字]秘密 [字]紙の月 21:30
21:45 ＜４Kデジタル修復版＞ ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 (109分) 差分(解説含む): 51 (100分) 差分(解説含む): 35 (121分) 差分(解説含む): 69 ＜PG-12＞ 21:45
22:00 　※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 (127分) 差分(解説含む): 53 22:00 22:00
22:15 (86分) 差分(解説含む): 49 (127分) 差分(解説含む): 83 日曜邦画劇場 22:15
22:30 [字]この世界の 22:30
22:45 【音声ゲスト：山下達郎】 【ゲスト：高倉健】 【ゲスト：萩原健一】 【ゲスト：吉永小百合】 【ゲスト：広末涼子】 【ゲスト：宮沢りえ】 （さらにいくつもの）片隅に 22:45
23:00 (168分) 差分(解説含む): 52 23:00
23:15 23:15 23:15 23:15
23:30 [字]ビッグ・ウェイブ 23:40　[字]闇金ウシジマくん Season2 #7 日本統一劇場SP 23:30
23:45 (94分) 差分: 11 (24分) 差分: 6 [字]田村悠人　日本統一外伝 23:45
0:00 0:10　[字]闇金ウシジマくん Season2 #8 (81分) 差分: 9 0:10 0:00 【ゲスト：片渕須直監督】 0:00
0:15 (24分) 差分: 6 エロティカクイーン　 月イチ衝撃作 0:15
0:30 0:30 0:40　[字]闇金ウシジマくん Season2 #9（終） あざみさんのこと [字]牝猫たち（R-15版） 0:30
0:45 カテキョのセンセ。 (23分) 差分: 7 0:45 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 0:45
1:00 1:00 ＜R-15＞ 1:10 日本統一劇場SP (116分) 差分: 9 (85分) 差分: 10 1:00
1:15 Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 (66分) 差分: 9 Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 [字]田村悠人　日本統一外伝２ 1:15
1:30 仁義４６ 仁義４８ (71分) 差分: 14 1:35 1:40 1:30
1:45 (82分) 差分: 8 1:45 (83分) 差分: 7 日本統一劇場 淫ら温泉　 1:45
2:00 童貞さん いらっしゃ～い！ 2:10 [字]日本統一３３ 揉みがえりの湯 2:00
2:15 ＜R-15＞ ダブル・エクスタシー　 2:15 (74分) 差分: 11 ＜R-15＞ 2:15
2:30 2:30 (75分) 差分: 10 2:40 美女刑事コンビの快感大捜査線 ブラコン！ (81分) 差分: 9 2:30
2:45 オトナのしおり　 美容室へイクっ！ ＜R-15＞ 僕と妹のノゾミ＜R-15＞ 2:45
3:00 とじて、ひらいて 3:10 ～童貞卒業物語～ (74分) 差分: 6 (66分) 差分: 4 3:00 3:10 3:00
3:15 ＜R-15＞ Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 ＜R-15＞ 3:25 夫婦のカタチ　 ツンデレ娘 奥手な初体験 3:15
3:30 (67分) 差分: 8 仁義４７ (72分) 差分: 8 3:30 バージン協奏曲 夫に覗かれて・・・ ＜R-15＞ 3:30
3:45 3:45 (86分) 差分: 9 エロティカクイーン　 それゆけ純白パンツ! ＜R-15＞ (71分) 差分: 9 3:45
4:00 優しいおしおき　 4:00 アララト＜R-15＞ ＜R-15＞ (75分) 差分: 10 4:00
4:15 おやすみ、ご主人様 風俗秘話　 (120分) 差分: 10 (70分) 差分: 10 4:25 4:15
4:30 ＜R-15＞ 時代に抱かれた女たち 姉妹事件簿 4:30 4:30
4:45 (70分) 差分: 15 4:45 ＜R-15＞ 4:45 エッチにまる見え えろぼん！ 4:45
5:00 5:10 エロティカクイーン　 (85分) 差分: 15 カテキョのセンセ。 ＜R-15＞ オヤジとムスコの性春日記 5:00
5:15 うさぎ島日和② メビウスの悪女　赤い部屋 ＜R-15＞ (71分) 差分: 9 ＜R-15＞ 5:15
5:30 (34分) 差分: 6 ＜R-15＞ 5:40　[字]男おばさん!! #223 5:40　「妖怪大戦争 ガーディアンズ」舞台裏メイキング (66分) 差分: 9 (74分) 差分: 6 5:30
5:45 5:50 (67分) 差分: 8 5:45 5:50 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 [字]ビッグ・ウェイブ 6:00
6:15 (94分) 差分: 6 6:15
6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00
7:15 7:25 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8月


8/16(月) 8/17(火) 8/18(水) 8/19(木) 8/20(金) 8/21(土) 8/22(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]前略おふくろ様 #7 [字]前略おふくろ様 #8 [字]前略おふくろ様 #9 [字]前略おふくろ様 #10 [字]前略おふくろ様 #11 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 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
7:15 [字]二人の世界 #23-24 [字]二人の世界 #25-26（終） 日曜劇場 #74　 日曜劇場 #75　 大空港（主演・鶴田浩二） 7:20 7:15
7:30 離婚保険（脚本/高橋正圀) やぶ髭ないしょ話（脚本/高橋玄洋) #11-14 蔵出し名画座 7:30
7:45 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 [字]戦争を知らない子供たち 7:45
8:00 8:00 8:00　Travel Salad #34 8:00　Travel Salad #35 8:00　Travel Salad #36 (90分) 差分(解説含む): 10 8:00 8:00
8:15 おとなのサスペンス劇場 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 倉本聰劇場 8:15
8:30 紐 8:30　おとなのサスペンス劇場 8:30　おとなのサスペンス劇場 8:30　おとなのサスペンス劇場 [字]前略おふくろ様Ⅱ #19 8:30
8:45 （原作・松本清張/主演・酒井和歌子） 黒井千次の灰色の記念碑(主演・古谷一行) 立松和平の白い空(主演・古尾谷雅人) 小池真理子の隣の女(主演・小川真由美) (47分) 差分: 13 8:45
9:00 (46分) 差分: 9 (46分) 差分: 9 (46分) 差分: 9 9:00 9:00 9:00
9:15 9:25　時代劇専門チャンネルのすべて 9:25　時代劇専門チャンネルのすべて 9:25　時代劇専門チャンネルのすべて ミナミの帝王劇場 [字]兵隊やくざ　俺にまかせろ 9:15
9:30 9:30 9:30 9:30 [字]難波金融伝 ミナミの帝王 (89分) 差分: 11 9:30
9:45 9:55　時代劇専門チャンネルのすべて おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 劇場版17 プライド 9:45
10:00 10:00 京都・女性記者シリーズ１２ 京都・女性記者シリーズ１３ 京都・女性記者シリーズ１４ (90分) 差分: 10 10:00
10:15 おとなのサスペンス劇場 京都塩津殺人街道 京都日野殺人街道 京都九里半殺人街道 10:20　時代劇専門チャンネルのすべて 10:15
10:30 松本清張　風の息 （主演・若村麻由美） （主演・若村麻由美） （主演・若村麻由美） 10:30 10:40 10:40　[字]男おばさん!! #225 10:30
10:45 おとなのサスペンス劇場 [字]アルキメデスの大戦 10:45
11:00 女の中の二つの顔 (130分) 差分: 10 11:10 11:00
11:15 （主演・余貴美子） [字]映画「架空ＯＬ日記」 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 (101分) 差分: 19 11:30
11:45 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 11:45
12:00 森村誠一サスペンス　不信 森村誠一サスペンス　街角の切り花 森村誠一サスペンス　雪の絶唱 12:00
12:15 （主演・小林稔侍） （主演・風間杜夫） （主演・村上弘明） 12:15
12:30 12:30 12:30
12:45 12:45　時代劇専門チャンネルのすべて おとなのサスペンス劇場 12:45
13:00 13:00 死刑台のロープウェイ 13:10 13:00
13:15 おとなのサスペンス劇場 13:25　時代劇専門チャンネルのすべて 13:25　時代劇専門チャンネルのすべて 13:25　時代劇専門チャンネルのすべて （原作・夏樹静子/主演・東ちづる） 「妖怪大戦争 ガーディアンズ」舞台裏メイキング 13:15
13:30 愛と死の砂漠 13:30 13:30 13:30 13:00 13:30
13:45 （原作・松本清張/主演・小川真由美） おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 [字]問題のあるレストラン　 13:45
14:00 #20-23 京都の芸者弁護士事件簿１ 京都の芸者弁護士事件簿２ 京都の芸者弁護士３ #1-5 13:30 14:00
14:15 （主演・涼風真世） （主演・涼風真世） （主演・涼風真世） 14:25　時代劇専門チャンネルのすべて [字]劇的紀行 深夜特急'96 14:15
14:30 14:30 ～熱風アジア編～ 14:30
14:45 弟よ！ (96分) 差分: 9 14:45
15:00 （原作/つかこうへい・ 15:00
15:15 主演/風間杜夫） 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 [字]劇的紀行 深夜特急'97 15:30
15:45 大空港（主演・鶴田浩二）  #22 大空港（主演・鶴田浩二）  #23 大空港（主演・鶴田浩二）  #24 ～西へ！ユーラシア編～ 15:45
16:00 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (93分) 差分: 12 16:00
16:15 16:20 16:15
16:30 16:30 16:30　森崎博之の あぐり王国 北海道 #32 16:30　森崎博之の あぐり王国 北海道 #33 16:30　森崎博之の あぐり王国 北海道 #34 [字]日本のいちばん長い日 16:30
16:45 [字]ホワイトアウト (26分) 差分: 4 (26分) 差分: 4 (25分) 差分: 5 ＜４Kデジタルリマスター版＞ 16:45
17:00 (129分) 差分: 6 17:00 17:00 17:00 ※2Kダウンコンバートにて放送 17:00 17:00
17:15 [字]男女７人秋物語  [字]男女７人秋物語  [字]男女７人秋物語  (158分) 差分: 12 17:25 [字]劇的紀行 深夜特急'98 17:15
17:30 #1-4 #5-8   #9-11（終） [字]問題のあるレストラン ～飛光よ！ヨーロッパ編～ 17:30
17:45 #6-10（終） (93分) 差分: 12 17:45
18:00 18:00
18:15 18:15
18:30 18:30
18:45 18:45 18:45 18:45
19:00 [字]記憶にございません！ 19:10 [字]藁の楯　わらのたて 19:00
19:15 (127分) 差分: 8 特集・鶴田浩二 (126分) 差分: 9 19:15
19:30 19:30 [字]八月十五日の動乱 19:30
19:45 『妖怪大戦争』昭和版&平成版 一挙放送！ (95分) 差分: 15 19:45
20:00 [字]妖怪大戦争[1968年版] 20:00
20:15 20:20 20:20 (79分) 差分: 11 20:15
20:30 うさぎ島日和① うさぎ島日和② 20:30
20:45 (35分) 差分: 5 (34分) 差分: 6 20:45
21:00 21:00 最高画質で甦る 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
21:15 [字]関西ジャニーズJr.の 監督・山中貞雄の世界 「古畑任三郎」デジタルリマスター版 TV初放送 『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 特集・鶴田浩二 日曜邦画劇場 21:15
21:30 お笑いスター誕生！ 21:00 [字]警部補・古畑任三郎（第１シリーズ） [字]怪獣総進撃 [字]あゝ決戦航空隊 21:35 [字]AI崩壊 21:30
21:45 (93分) 差分: 7 [字]丹下左膳餘話 百萬両の壺 ＜デジタルリマスター版＞ ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 (200分) 差分: 10 [字]聖夜の奇跡 (132分) 差分(解説含む): 48 21:45
22:00 ＜4Kデジタル復元・最長版＞　  #1-#2 ※2Kダウンコンバートにて放送 (99分) 差分: 11 22:00
22:15 ※2Kダウンコンバートにて放送 (89分) 差分: 11 22:15
22:30 22:40　[字]闇金ウシジマくん Season3 #1 (93分) 差分: 12 22:40 【ゲスト：大沢たかお】 22:30
22:45 (24分) 差分: 6 22:45　[字]闇金ウシジマくん Season3 #4 22:45　[字]闇金ウシジマくん Season3 #7 日曜邦画劇場 22:45
23:00 23:10　[字]闇金ウシジマくん Season3 #2 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 [字]この世界の 23:00
23:15 (24分) 差分: 6 23:15　[字]闇金ウシジマくん Season3 #5 23:15　[字]闇金ウシジマくん Season3 #8 （さらにいくつもの）片隅に 23:25 23:15
23:30 23:40　[字]闇金ウシジマくん Season3 #3 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (168分) 差分(解説含む): 52 [字]春のまぼろし 23:30
23:45 (24分) 差分: 6 23:45　[字]闇金ウシジマくん Season3 #6 23:45　[字]闇金ウシジマくん Season3 #9（終） 23:50 23:45
0:00 0:10 (24分) 差分: 11 (24分) 差分: 6 月イチ衝撃作 0:00 0:00
0:15 日本統一劇場 0:20 0:15 [字]ゼニガタ＜R-15＞ 「古畑任三郎」デジタルリマスター版 TV初放送 0:15
0:30 [字]日本統一３２ 日本統一劇場 エクスタシー刑事 0:30 (112分) 差分: 8 [字]警部補・古畑任三郎（第１シリーズ） 0:30
0:45 (82分) 差分: 8 [字]日本統一３３ ～特殊能力捜査官 冴子～ 【ゲスト：片渕須直監督】 ミナミの帝王劇場 ＜デジタルリマスター版＞ 0:45
1:00 (74分) 差分: 11 ＜R-15＞ [字]難波金融伝 ミナミの帝王  #1-#2 1:00
1:15 (75分) 差分: 10 劇場版17 プライド 1:15
1:30 1:40 1:40 (90分) 差分: 10 1:30
1:45 [字]凪待ち＜PG-12＞ 1:45 オトナのしおり　 1:50 1:50 1:45
2:00 (126分) 差分: 14 女闇金ユリ とじて、ひらいて 2:10 セックス依存症　 オトナのしおり　 2:00
2:15 ～恥辱に悶える夜の花園～ ＜R-15＞ 2:20 エロティカクイーン　 漫才師の濡れた毎日 とじて、ひらいて 2:15
2:30 ＜R-15＞ (67分) 差分: 13 童貞さん いらっしゃ～い！ アララト＜R-15＞ ＜R-15＞ ＜R-15＞ 2:30
2:45 (74分) 差分: 11 ＜R-15＞ (120分) 差分: 10 (68分) 差分: 7 (67分) 差分: 13 2:45
3:00 3:10 3:00 (75分) 差分: 10 3:05 3:10 3:00
3:15 女占い師と美人OL　 カテキョのセンセ。 エロティカクイーン　 日本統一劇場 3:15
3:30 W巨尻で狂わせて ＜R-15＞ メビウスの悪女　赤い部屋 [字]日本統一３２ 3:30
3:45 ＜R-15＞ (66分) 差分: 14 3:45 ＜R-15＞ (82分) 差分: 8 3:45
4:00 4:00 (82分) 差分: 8 セックス依存症　 (67分) 差分: 8 4:00
4:15 エロティカクイーン 裸の天使 4:20 漫才師の濡れた毎日 4:20 4:20 4:15
4:30 赤い部屋＜R-15＞ 4:40 エロティカクイーン　 ＜R-15＞ ブラコン！ エロティカクイーン 裸の天使 4:40 4:30
4:45 (71分) 差分: 9 [字]巨乳だらけ　渚の乳喧嘩 メビウスの悪女　赤い部屋 (68分) 差分: 17 僕と妹のノゾミ 赤い部屋＜R-15＞ 美容室へイクっ！ 4:45
5:00 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 5:10 ＜R-15＞ (71分) 差分: 9 ～童貞卒業物語～ 5:00
5:15 5:20 (71分) 差分: 9 (67分) 差分: 13 うさぎ島日和① (66分) 差分: 4 ＜R-15＞ 5:15
5:30 うさぎ島日和① 5:40　[字]男おばさん!! #224 (35分) 差分: 5 5:30 5:40 (72分) 差分: 8 5:30
5:45 (35分) 差分: 5 5:50 [字]ジョバンニの島 『妖怪大戦争』昭和版&平成版 一挙放送！ 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 (102分) 差分: 8 [字]妖怪大戦争[2005年版] 6:00 6:00
6:15 (125分) 差分: 15 6:15
6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00
7:15 7:20 7:15
7:30 7:30
7:45 8:00 7:45


脚本家・坂元裕二劇場


俳優・大沢たかおに魅せられて


※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8月


8/23(月) 8/24(火) 8/25(水) 8/26(木) 8/27(金) 8/28(土) 8/29(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]前略おふくろ様 #12 [字]前略おふくろ様 #13 [字]前略おふくろ様 #14 [字]前略おふくろ様 #15 [字]前略おふくろ様 #16 [字]前略おふくろ様Ⅱ #19 6:15
6:30 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (46分) 差分: 14 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (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 日曜劇場 #76　 日曜劇場 #77　 日曜劇場 #78　 日曜劇場 #79　 大空港（主演・鶴田浩二） 『妖怪大戦争』昭和版&平成版 一挙放送！ 7:15
7:30 やぶ髭ないしょ話ーパパ帰るー（脚本/高橋玄洋) ぼくの椿姫（脚本/山田洋次・朝間義隆) 北の熱帯魚(脚本/金子成人) 京子より愛をこめて(脚本/高橋正圀) #15-18 [字]妖怪大戦争[1968年版] 7:30
7:45 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (79分) 差分: 11 7:45
8:00 8:00 8:00　森崎博之の あぐり王国 北海道 #35 8:00　森崎博之の あぐり王国 北海道 #36 8:00　森崎博之の あぐり王国 北海道 #37 「日本のいちばん長い日」＜４Kデジタルリマスター版＞放送記念 8:00 8:00
8:15 おとなのサスペンス劇場 (26分) 差分: 4 (26分) 差分: 4 (25分) 差分: 5 歴史探偵・半藤一利の言葉 [字]前略おふくろ様Ⅱ #20 8:15
8:30 [字]松本清張　砂の器 8:30　おとなのサスペンス劇場 8:30　おとなのサスペンス劇場 8:30　おとなのサスペンス劇場 8:30 (47分) 差分: 13 8:30
8:45 （主演・仲代達矢） 小池真理子の喪服を着る女 山崎洋子の愛する人にきらめく死を 阿刀田高の迷い道 [字]食は文学にあり 8:45
9:00 #1-6（終） (主演・藤真利子) (主演・黒木瞳) (主演・橋爪功) 荷風と谷崎 終戦前夜の晩餐 9:00 9:00
9:15 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (60分) 差分: 10 うさぎ島日和② 9:15
9:30 9:30 9:30 9:30 9:40 (34分) 差分: 16 9:30
9:45 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 [字]100年インタビュー　半藤一利　 9:50 9:45
10:00 京都・女性記者シリーズ１５ 検察官　沢木穂乃歌２ 京都妖怪地図１　 (91分) 差分: 9 日曜邦画劇場 10:00
10:15 京都北陸殺人街道 悪の断層 嵯峨野に生きる900歳の新妻 10:20　時代劇専門チャンネルのすべて [字]この世界の 10:15
10:30 （主演・若村麻由美） （主演・岩下志麻） 10:30 （さらにいくつもの）片隅に 10:30
10:45 おとなのサスペンス劇場 (168分) 差分(解説含む): 52 10:45
11:00 事件記者・三上雄太１ 11:00
11:15 （主演・水谷豊） 11:20 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 [字]日本のいちばん長い日 11:30
11:45 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 ＜４Kデジタルリマスター版＞ 11:45
12:00 森村誠一サスペンス　孤独の密葬 森村誠一サスペンス　侵略夫人 京都妖怪地図２　 ※2Kダウンコンバートにて放送 【ゲスト：片渕須直監督】 12:00
12:15 （主演・中野良子） （主演・泉ピン子） きらら坂に住む400歳の氷女 (158分) 差分: 17 12:15
12:30 12:30 12:30
12:45 おとなのサスペンス劇場 12:45
13:00 13:00 事件記者・三上雄太２ 13:00
13:15 おとなのサスペンス劇場 13:25　時代劇専門チャンネルのすべて 13:25　時代劇専門チャンネルのすべて 13:25　時代劇専門チャンネルのすべて （主演・水谷豊） 13:15
13:30 愛と死の砂漠 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:45 （原作・松本清張/主演・小川真由美） おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 日曜邦画劇場 13:45
14:00 #24-26（終） 京都の芸者弁護士４ 京都の芸者弁護士５ 京都妖怪地図３　 [字]AI崩壊 14:00
14:15 （主演・涼風真世） （主演・涼風真世） 鳥辺山に棲む八百歳の女子大生 14:25　時代劇専門チャンネルのすべて 14:15 (132分) 差分(解説含む): 48 14:15
14:30 14:30 [字]交渉人 真下正義 14:30
14:45 おとなのサスペンス劇場 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ 14:45
15:00 事件記者・三上雄太３ ※2Kダウンコンバートにて放送 【ゲスト：大沢たかお】 15:00
15:15 （主演・水谷豊） (127分) 差分: 8 15:15
15:30 15:40　[字]男おばさん!! #225 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 大空港（主演・鶴田浩二）  #25 大空港（主演・鶴田浩二）  #26 大空港（主演・鶴田浩二）  #27 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 俳優・大沢たかおに魅せられて 16:15
16:30 [字]藁の楯　わらのたて 16:30　おとな旅あるき旅 #25 16:30　おとな旅あるき旅 #26 16:30　おとな旅あるき旅 #27 16:30　[字]男おばさん!! #225 16:30
16:45 (126分) 差分: 19 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 16:50 16:45
17:00 17:00 17:00 17:00 [字]秘密 16:30 16:30 17:00
17:15 [字]青のSP－学校内警察・嶋田隆平－ [字]青のSP－学校内警察・嶋田隆平－ [字]青のSP－学校内警察・嶋田隆平－ (121分) 差分: 9 [字]コンフィデンスマンJP [字]コンフィデンスマンJP　 17:15
17:30 #1-3 　#4-6 　#7-10（終） #1-5 運勢編 17:30
17:45 (106分) 差分: 24 17:45
18:00 18:00
18:15 18:15
18:30 18:35 18:40 18:30
18:45 [字]アルキメデスの大戦 [字]コンフィデンスマンJP 18:45
19:00 (130分) 差分: 15 19:00 ロマンス編 19:00
19:15 [字]いつかギラギラする日 (116分) 差分: 24 19:15
19:30 19:40　[字]男おばさん!! #225 (109分) 差分: 11 19:30
19:45 19:50 19:45
20:00 [字]フォトドキュメント 20:00 20:00
20:15 天涯へ 旅人 沢木耕太郎の世界 [字]サーキット・ナース 20:20 20:15
20:30 (60分) 差分: 10 (49分) 差分: 11 [字]火垂るの墓 20:30
20:45 (88分) 差分: 12 20:45
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
21:15 [字]北の国から '98 [字]北の国から '98 「古畑任三郎」デジタルリマスター版 TV初放送 特集・鶴田浩二 21:20 日曜邦画劇場 21:15
21:30  時代 前編 時代 後編 [字]警部補・古畑任三郎（第１シリーズ） [字]八月十五日の動乱 [字]コンフィデンスマンJP [字]コンフィデンスマンJP 21:30
21:45 (144分) 差分: 6 (167分) 差分: 13 ＜デジタルリマスター版＞ (95分) 差分: 15  #6-10（終） プリンセス編 21:45
22:00 #3-#4 22:00 (124分) 差分(解説含む): 36 22:00
22:15 日曜邦画劇場 22:15
22:30 [字]AI崩壊 22:30
22:45 22:50 (132分) 差分(解説含む): 48 ２ヶ月連続 特別版オールメディア独占初放送！ 22:45
23:00 [字]ホタルノヒカリ  #5 GREAT JOURNEY OF KARATE 23:00
23:15 (46分) 差分: 9 ～時空を超え、空手の源流を辿る壮大なるドキュメント～ 23:15
23:30 23:30 【ゲスト：大沢たかお】 22:50 23:40 23:30
23:45 [字]ホタルノヒカリ  #1 23:45 [字]GREAT JOURNEY OF KARATE 「古畑任三郎」デジタルリマスター版 TV初放送 23:45
0:00 (53分) 差分: 7 0:00 [字]ホタルノヒカリ  #6  沖縄編 [字]警部補・古畑任三郎（第１シリーズ） 0:00
0:15 [字]ホタルノヒカリ  #3 (46分) 差分: 9 (122分) 差分: 18 ＜デジタルリマスター版＞ 0:15
0:30 0:30 (46分) 差分: 9 0:40 #3-#4 0:30
0:45 [字]ホタルノヒカリ  #2 0:55 バージン協奏曲 (93分) 差分: 17 0:45
1:00 (46分) 差分: 9 [字]ホタルノヒカリ  #4 それゆけ純白パンツ! 1:00 1:10 1:00
1:15 1:25 (46分) 差分: 9 ＜R-15＞ 夫婦のカタチ　 ミナミの帝王劇場 1:15
1:30 日本統一劇場 (70分) 差分: 10 夫に覗かれて・・・ [字]難波金融伝 ミナミの帝王 1:30 1:30
1:45 [字]日本統一３３ 1:50 ＜R-15＞ 劇場版16 1:50 エロティカクイーン　 1:45
2:00 (74分) 差分: 16 エロティカクイーン　 2:00 (75分) 差分: 10  借金セミナー 月イチ衝撃作 アララト＜R-15＞ 2:00
2:15 悲しき天使 Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 2:25 (89分) 差分: 6 [字]風に濡れた女（R-15版） (120分) 差分: 10 2:15
2:30 ＜R-15＞ 仁義４８ 団地妻は、わけあってヤリました。 ＜R-15＞ 2:30
2:45 2:55 (91分) 差分: 9 (83分) 差分: 7 ＜R-15＞ 2:45 (78分) 差分: 7 2:45
3:00 えろぼん！ (85分) 差分: 10 [字]虜　極妻の性（R-15版）＜R-15＞ 3:00
3:15 オヤジとムスコの性春日記 (66分) 差分: 9 3:15 3:15
3:30 ＜R-15＞ 3:30 3:30 [字]チェンライの娘 3:40 3:30
3:45 (74分) 差分: 6 ブラコン！ 姉妹事件簿 (48分) 差分: 7 ツンデレ娘 奥手な初体験 3:45
4:00 僕と妹のノゾミ エッチにまる見え 4:00 4:00　うさぎ島日和② 4:10 ＜R-15＞ 4:00
4:15 4:15 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 優しいおしおき　 (34分) 差分: 6 幼なじみ　発情てんこ盛り (71分) 差分: 9 4:15
4:30 花咲く部屋、昼下がりの蕾 (66分) 差分: 9 (71分) 差分: 9 おやすみ、ご主人様 4:40 ＜R-15＞ 4:30
4:45 ＜R-15＞ 4:45 4:50 ＜R-15＞ [字]巨乳だらけ　渚の乳喧嘩 (81分) 差分: 9 4:45
5:00 (71分) 差分: 14 [字]虜　極妻の性（R-15版）＜R-15＞ [字]チェンライの娘 (70分) 差分: 10 ＜R-15＞ 5:00　うさぎ島日和① 5:00
5:15 (66分) 差分: 9 (48分) 差分: 12 5:20 (71分) 差分: 9 (35分) 差分: 5 5:15
5:30 5:40　[字]男おばさん!! #225 うさぎ島日和② 5:40 5:40 5:30
5:45 5:50 (34分) 差分: 6 [字]春を告げる町 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 (131分) 差分: 9 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 8:00 7:45


史上初！「コンフィデンスマンJP」


映画・ドラマ一挙放送


※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8月


8/30(月) 8/31(火) 9/1(水) 9/2(木) 9/3(金) 9/4(土) 9/5(日)


5:15 5:15
5:30 5:30
5:45 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00
6:15 [字]前略おふくろ様 #17 [字]前略おふくろ様 #18 6:15
6:30 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00 7:00 7:00
7:15 日曜劇場 #80　 日曜劇場 #81　 7:15
7:30 Ａ列車でいこう(脚本/岩佐憲一） 女流マンガ家故郷に帰る(脚本/ 冨川元文) 7:30
7:45 (47分) 差分: 13 (46分) 差分: 14 7:45
8:00 8:00 8:00　おとな旅あるき旅 #28 8:00
8:15 おとなのサスペンス劇場 (25分) 差分: 5 8:15
8:30 松本清張の種族同盟 8:30　おとなのサスペンス劇場 8:30
8:45 （主演・小川真由美） 乱歩賞作家サスペンス　まだ眠らない 8:45
9:00 （主演・鳥越マリ） 9:00
9:15 (46分) 差分: 14 9:15
9:30 9:30 9:30
9:45 おとなのサスペンス劇場 9:45
10:00 10:00 京都妖怪地図４　 10:00
10:15 おとなのサスペンス劇場 河原町に棲む四百歳の不倫女医 10:15
10:30 松本清張原作　 10:30
10:45 死んだ馬 10:45
11:00 （主演・小川真由美） 11:00
11:15 11:25　時代劇専門チャンネルのすべて 11:15
11:30 11:30 11:30
11:45 11:55　時代劇専門チャンネルのすべて おとなのサスペンス劇場 11:45
12:00 12:00 京都妖怪地図５　 12:00
12:15 おとなのサスペンス劇場 嵯峨野に生きた900歳の美人能面師 12:15
12:30 松本清張原作　連環 12:30
12:45 （主演・片平なぎさ） 12:45
13:00 13:00
13:15 13:15
13:30 13:30 13:30
13:45 おとなのサスペンス劇場 13:45
14:00 14:00 京都妖怪地図６　 14:00
14:15 おとなのサスペンス劇場 時空を超えて時代祭に甦る愛の伝説！ 14:15
14:30 松本清張　帝銀事件 1200歳の美女 VS 霊感デカ 14:30
14:45 （主演・仲谷昇）　 14:45
15:00 15:00
15:15 15:25　時代劇専門チャンネルのすべて 15:15
15:30 15:30 15:30
15:45 大空港（主演・鶴田浩二）  #28 15:45
16:00 (46分) 差分: 14 16:00
16:15 16:15
16:30 16:35　「妖怪大戦争 ガーディアンズ」舞台裏メイキング 16:30　Dearボス #10 16:30
16:45 16:50 (24分) 差分: 6 16:45
17:00 ミナミの帝王劇場 17:00　[字]男おばさん!! #225 17:00
17:15 [字]難波金融伝 ミナミの帝王 17:15
17:30 劇場版16 17:30 17:30
17:45  借金セミナー 特集・鶴田浩二 17:45
18:00 (89分) 差分: 11 [字]あゝ決戦航空隊 18:00
18:15 (200分) 差分: 10 18:15
18:30 18:30 18:30
18:45 [字]踊る大捜査線 THE MOVIE2 18:45
19:00 レインボーブリッジを封鎖せよ！ 19:00
19:15 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ 19:15
19:30 ※2Kダウンコンバートにて放送 19:30
19:45 (139分) 差分: 11 19:45
20:00 20:00
20:15 20:15
20:30 20:30
20:45 20:45
21:00 21:00 21:00 21:00
21:15 [字]北の国から 2002 [字]北の国から 2002 21:15
21:30 遺言 前編 遺言 後編 21:30
21:45 (128分) 差分: 7 (156分) 差分: 9 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 23:15
23:30 [字]ホタルノヒカリ  #7 23:30
23:45 (46分) 差分: 9 23:45 23:45
0:00 0:10 [字]ホタルノヒカリ  #9 0:00
0:15 [字]ホタルノヒカリ  #8 (46分) 差分: 9 0:15
0:30 (46分) 差分: 14 0:40 0:30
0:45 [字]ホタルノヒカリ  #10 0:45
1:00 1:10 (58分) 差分: 7 1:00
1:15 ミナミの帝王劇場 1:15
1:30 [字]難波金融伝 ミナミの帝王 1:30
1:45 劇場版17 プライド 1:45 1:45
2:00 (90分) 差分: 10 女闇金ユリ 2:00
2:15 ～恥辱に悶える夜の花園～ 2:15
2:30 ＜R-15＞ 2:30
2:45 2:50 (74分) 差分: 6 2:45
3:00 淫ら温泉　 3:05 3:00
3:15 揉みがえりの湯 バージン協奏曲 3:15
3:30 ＜R-15＞ それゆけ純白パンツ! 3:30
3:45 (81分) 差分: 9 ＜R-15＞ 3:45
4:00 (70分) 差分: 10 4:00
4:15 4:20 4:25 4:15
4:30 [字]虜　極妻の性（R-15版）＜R-15＞ 団地妻は、わけあってヤリました。 4:30
4:45 (66分) 差分: 9 ＜R-15＞ 4:45
5:00 (85分) 差分: 10 5:00
5:15 5:15
5:30 5:35　[字]男おばさん!! #225 5:30
5:45 5:55 5:45
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


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。


・「妖怪大戦争 ガーディアンズ」舞台裏メイキング


・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。
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[  番組表  ]


月
2・9・16・23・30


火
3・10・17・24・31


水
4・11・18・25


木
5・12・19・26


金
6・13・20・27


 土
7・14・21・28


 日
1・8・15・22・29


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
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


歌謡決定版
歌謡決定版


演歌新曲ファイル
※⑤歌謡決定版


※⑲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


若っ人ランド
①椎名佐千子特集 ベストヒット演歌
⑧吉幾三特集 ベストヒット演歌
⑮㉒㉙歌謡決定版


8 歌謡決定版 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星


9
ベストヒット演歌 ③山内惠介
⑩香西かおり⑰氷川きよし
㉔島津亜矢㉛細川たかし


きよしとこの夜
※⑫福田こうへい特集 ベストヒット演歌
※㉖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
※⑩歌謡決定版


※㉔聴かせて！あなたのリクエ
スト　新曲・名曲・ヒット曲
※㉛ごごナマ　ごごウタ


USEN
演歌ベスト20


歌謡決定版
歌謡決定版


12
演歌男子。夏だ！浴衣だ！
トーク祭りだ！
※⑤演歌の花道※⑲宮本隆治
の歌謡ポップス☆一番星 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


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
※⑬聴かせて！あなたのリクエスト　
新曲・名曲・ヒット曲
※㉗昭和青春歌謡 コレクション


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


⑦演歌の花道
⑭島津亜矢 感動！！熱舞台
名作歌謡劇場（～7:00）
㉑市川由紀乃コンサート
2017～唄女～㉘オリコ
ン演歌＆歌謡 2021年上
半期TOP30（～7:00）


①⑮演歌新曲ファイル
⑧㉒聴かせて！あなたのリク
エスト 新曲・名曲・ヒット曲
㉙ビッグショー 八代亜紀
4:45～ ふたりのビッグシ
ョー 八代亜紀＆藤圭子
5:30～ 僕たちの青春ソン
グス


インフォメーション


5 ④演歌男子。大運動会
⑪演歌の花道
⑱歌謡決定版
㉕太田裕美 庄野真代 渡辺
真知子 オーケストラで歌う
青春ポップスコンサート
6:30～ TUBE ミュージッ
クビデオ特集


⑤⑫⑲歌謡決定版
㉖明日へつなげるコンサー
ト 南相馬市「氷川きよし 
福田こうへい島津亜矢ほか
豪華ゲスト登場」
6:00～ 福田こうへい特集 
ベストヒット演歌


⑦テレサ・テン 
コンサート・ライブ
6:30～ 音楽・夢くらぶ　
中村雅俊×さだまさし
㉑市川由紀乃 
オン・ステージ
～令和の夢～


6
宮本隆治の


歌謡ポップス☆一番星
※⑥福田こうへい特集 ベスト
ヒット演歌※⑳島津亜矢特集 
ベストヒット演歌


演歌男子。夏だ！浴衣だ！トー
ク祭りだ！※①五木ひろしメモ
リアルコンサート 70yearsさ
らなる挑戦（～8:00）※⑮飯尾
和樹とコムアイの音楽クエスト
※㉙中村雅俊ビルボードライブ


「DAWN」


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


列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 


MUSIC 


⑦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
9:15～ レッツゴーヤング
⑭島津亜矢リサイタル
2015 ありがとう
9:30～ TUBE ミュージッ
クビデオ特集
㉑鉄道歌浪漫2
8:30～ 80年代女性アイド
ルソング 中森明菜ベスト20
㉘島津亜矢　SINGER in 
東京オペラシティ
9:00～ 飯尾和樹とコムア
イの音楽クエスト


①8:00～ 艶歌 -ENKA- 
<60分> 
⑧特集 歌のビッグステージ 
8:30～鉄道歌浪漫（～10:00）
⑮MV特集
㉒歌謡パレード（～9:15）
㉙音楽・夢くらぶ　
中村雅俊×さだまさし
7:30～ 特集 歌のビッグ
ステージ
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MV特集


MV特集


70's80's JUKEBOX　
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～


MV特集


⑥レッツゴーヤング
⑬ヤングスタジオ１０１
⑳ジャストポップアップ


㉗ポップジャム


MV特集


9
MV特集


⑥80年代 女性アイドルソ
ング・ベスト１００
⑬MV特集
⑳70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～
0:00～ツメ折り！カセット
ソング
㉗昌子・淳子・百恵 
涙の卒業式　出発
10:00～70年代女性アイ
ドルソング キャンディーズ
ベストテン
11:00～70年代女性アイ
ドルソング 太田裕美ベス
トテン
0:00～70年代女性アイド
ルソング 岩崎宏美 ベスト
テン


①MV特集 （～0:00）
⑮レッツゴーヤング㉒MV特集
9:30～ 松任谷由実 ミュージ
ックビデオ特集（～10:00）
㉙ポップジャム


MV特集


10
③松任谷由実 ミュージックビ
デオ特集 10:30～ TUBE ミ
ュージックビデオ特集
⑩⑰㉛MV特集 
㉔レベッカ ミュージックビデ
オ特集10:30～青春ソングス


MV特集


⑧和楽器バンド 大新年会2016 
日本武道館 -暁ノ宴-◇WOW!iSM 
―SPEC!AL―（～0:30）
⑮70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～
11:00～ 僕たちの青春ソングス
11:30～ SUPER☆GiRLS 
超LIVE 2019～新たなる道へ～
◇WOW!iSM ―SPEC!AL― 


（～2:30）㉒㉙MV特集
11 70's80's JUKEBOX 


～カテゴリ別 名曲プレイリスト～


CAR and DRIVE 
MUSIC


※㉛70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～


J-POP ライブラリー 70's80's JUKEBOX　
～私たちが選ぶこの10曲～


0 CAR and DRIVE 
MUSIC ツメ折り！カセットソング


70/80年代 
シティ・ポップの名曲 


ベスト100
※㉕Lym「今はこれしか
言えない」◇WOW!iSM


―SPEC!AL―


しゃべくりDJ ダイアモンド☆
ユカイ & 平松愛理のミュージ
ックアワー！！※⑤しゃべくり
DJ 平松愛理のミュージックア
ワー！！※⑫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！！


①70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～
1:00～ ツメ折り！カセットソング
2:00～ 懐メロ♪ ドライブミュ
ージック⑧0:30～ MV特集
㉒工藤静香 ミュージックビデ
オ特集0:30～ ヤなことそっと
ミュート「ミュートリップ」◇
WOW!iSM ―ART!ST―
㉙Who is Hakubi?
◇WOW!iSM―ART!ST―
1:00～ DedachiKenta  
WOW!iSMーL!VEー from 
RITTOR BASE 2:00～ TRF 
ミュージックビデオ特集


1
懐メロ♪ ドライブミュージック


ぐっ！ジョブ ナンデモ特命係 
発見らくちゃく！


④⑱政経マネジメント塾⑪㉕郷
土劇場「芸能の広場」（～2:30） 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 70's80's JUKEBOXシリーズ　
Ｂ面コレクション※㉘野球選手の
うた～平成名球界編～


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


特番・新番組








2021.08 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。


二ヶ国語放送 初オンエア番組★ 生中継


午
　
前


午
　
後


深
　
夜


午
　
前


午
　
後


深
　
夜


午
　
前


午
　
後


深
　
夜


午
　
前


午
　
後


深
　
夜


午
　
前


午
　
後


深
　
夜


午
　
前


午
　
後


深
　
夜


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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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）


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ゴルフのたすき2021 #1
6:00
二


海外男子メジャー
全英オープン
ゴルフ選手権
1日目


9:00 橋本マナミのリーダーズ #141
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #91
10:00


二


海外男子メジャー
全英オープン
ゴルフ選手権
2日目


1:00 TEAM SERIZAWA 406
1:30
二


海外男子メジャー
全英オープン
ゴルフ選手権
3日目


4:30 2021 年度 第 62回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技


6:00
二


海外男子メジャー
全英オープン
ゴルフ選手権
最終日


9:00ひとりゴルフ
石井理緒


10:00★あすゴル！#175
二▽10:15    WGC 2016-17


ブリヂストン
インビテーショナル
最終日 後半
優勝者 : 松山 英樹
▽1:15 Golf Link #8
▽1:45 プレメン！3吉本巧編 #4


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 #4
5:30 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2
6:00 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4
6:30
二


2016
全米女子アマチュア
ゴルフ選手権
準々決勝


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
永井花奈


10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2
11:00 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4
11:30インフォメーション
0:00牧野裕のEnjoy Golf
0:30 あすゴル！#175 ▽0:45 プレメン！3 #4
1:00インフォメーション
1:30
二


WGC 2013-14
ブリヂストン
インビテーショナル
最終日
優勝者 :ローリー・マキロイ


4:30インフォメーション
5:00
二


1990 全米アマチュア
ゴルフ選手権 決勝
優勝者 :フィル・ミケルソン


6:30インフォメーション
7:00 WGC 2015-16 ブリヂストンインビテーショナル


最終日 ダイジェスト 優勝者 :D・ジョンソン
8:00
二


WGC 2013
ブリヂストン
インビテーショナル
最終日
優勝者 :タイガー・ウッズ


11:00★ぎゅっと #186 ▽11:15 限定！ ギアMAX
11:30★稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #65


0:30ゴルフのたすき2021 #1
1:00 あすゴル！#175 ▽1:15 ぎゅっと #186
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 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 #5
5:30
二


2019
全米女子アマチュア
ゴルフ選手権
決勝
優勝者 :ガブリエラ・ルフェルス


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
稲森佑貴


10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 土手陸編 #1＆2
11:00 プレメン！3 土手陸編 #3＆4
11:30インフォメーション
0:00 ぎゅっと #186 ▽0:15 プレメン！3 #4
0:30ゴルフのたすき2021 #1
1:00インフォメーション
1:30
二


WGC 2017-18
ブリヂストン
インビテーショナル
最終日 後半
優勝者 :ジャスティン・トーマス


4:30インフォメーション
5:00
二


1994 全米アマチュア
ゴルフ選手権 決勝
優勝者 :タイガー・ウッズ


6:30インフォメーション
7:00 あすゴル！#175 ▽7:15 ぎゅっと #186
7:30 2021 年度 第 105回 
日本アマチュア
ゴルフ選手権競技


9:00 ぎゅっと #186 ▽9:15 限定！ ギアMAX
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #91
10:00★らく･ごる #40
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 #42 ▽11:45 ★Turf＆Trip2
0:00★橋本マナミのリーダーズ #142
0:30 ぎゅっと #186 ▽0:45 限定！ ギアMAX
1:00銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲストすみれ】


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 PGAツアー プレーヤーズ #6
5:30
二


2020
全米女子アマチュア
ゴルフ選手権
決勝
優勝者 :ローズ・チャン


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
若林舞衣子


10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2
11:00 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4
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
二


WGC 2018-19
フェデックス
セントジュード
インビテーショナル
最終日
優勝者 :ブルックス・ケプカ


4:30インフォメーション
5:00
二


1995 全米アマチュア
ゴルフ選手権 決勝
優勝者 :タイガー・ウッズ


6:30インフォメーション
7:00 WGC 2014-15 ブリヂストン インビテーショナル


最終日 ダイジェスト 優勝者 :シェーン・ローリー
8:00ひとりゴルフ
石井理緒


9:00★ゴルフ真剣勝負
the MATCH #64
石井理緒 ×イ・ミニョン


10:30ゴルフのたすき2021 #1
11:00★ゴル★パラ #78
11:30 あすゴル！#175 ▽11:45 限定！ ギアMAX
0:00 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2
0:30 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4
1:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #65


2:00インフォメーション


3:00
二


衛星生中継 全米女子アマチュア
ゴルフ選手権 1 回戦


（3:00~）
二


衛星生中継
全米女子アマチュア
ゴルフ選手権
1回戦


6:00
二


2020
全米アマチュア
ゴルフ選手権
決勝
優勝者 :タイラー・ストラファシ


9:00 TEAM SERIZAWA 406
9:30 Golf Link #8
10:00インフォメーション
10:30ひとりゴルフ
石井理緒


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


WGC 2019-20
フェデックス
セントジュード
インビテーショナル
最終日
優勝者 :ジャスティン・トーマス


4:30インフォメーション
5:00
二


1996 全米アマチュア
ゴルフ選手権 決勝
優勝者 :タイガー・ウッズ


6:30インフォメーション
7:00
二


全米女子アマチュア
ゴルフ選手権
1回戦


10:00 あすゴル！#175 ▽10:15 限定！ ギアMAX
10:30ゴルフのたすき2021 #1
11:00


二


PGAツアー
衛星生中継
バラクーダ
チャンピオンシップ 1日目


1:00
二


WGC
衛星生中継
フェデックス
セントジュード
インビテーショナル
1日目


（1:00~）
二


WGC 衛星生中継
フェデックス
セントジュード
インビテーショナル 1日目


6:00
二


★全米女子アマチュア
ゴルフ選手権
2回戦・3回戦


9:00銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲストすみれ】


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！」 #65


11:30インフォメーション
0:00 PGA_HL ▽0:15 プレメン！3 #1
0:30牧野裕のEnjoy Golf
1:00インフォメーション
1:30
二


PGAツアー
バラクーダ
チャンピオンシップ
1日目


3:30 PGA_HL ▽3:45 あすゴル！#175
4:00インフォメーション
4:30
二


WGC
フェデックス
セントジュード
インビテーショナル
1日目


9:30 PGA_HL ▽9:45 限定！ ギアMAX
10:00★ギア猿


～地クラブをサルベージ（1）～
11:00


二


PGAツアー
衛星生中継
バラクーダ
チャンピオンシップ 2日目


1:00
二


WGC
衛星生中継
フェデックス
セントジュード
インビテーショナル
2日目


（1:00~）
二


WGC 衛星生中継
フェデックス
セントジュード
インビテーショナル 2日目


6:00
二


★全米女子アマチュア
ゴルフ選手権
準々決勝


9:00 橋本マナミのリーダーズ #142
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #91
10:00 Golf Link #8
10:30らく･ごる #40
11:00ゴルフのたすき2021 #1
11:30 あすゴル！#175 ▽11:45 PGA_HL
0:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #65


1:00★ゴルフのたすき2021 #2
1:30
二


PGAツアー
バラクーダ
チャンピオンシップ
2日目


3:30 PGA_HL ▽3:45 限定！ ギアMAX
4:00
二


WGC
フェデックス
セントジュード
インビテーショナル
2日目


9:00
二


全米女子アマチュア
ゴルフ選手権
準々決勝


0:00 TEAM SERIZAWA 406
0:30 PGA_HL ▽0:45 限定！ ギアMAX
1:00
二


WGC
衛星生中継
フェデックス
セントジュード
インビテーショナル
3日目 ※最大延長 午前 8:00


（1:00~）
二


WGC
衛星生中継
フェデックス
セントジュード
インビテーショナル
3日目 ※最大延長 午前 8:00
▽7:15 インフォメーション
▽7:45 プレメン！3 #1


8:00
二


PGAツアー
衛星生中継
バラクーダ
チャンピオンシップ 3日目


10:00
二


★全米女子アマチュア
ゴルフ選手権
準決勝


1:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #64
石井理緒 ×イ・ミニョン


2:30ギア猿
～地クラブをサルベージ（1）～


3:30 PGA_HL ▽3:45 限定！ ギアMAX
4:00
二


WGC
フェデックス
セントジュード
インビテーショナル
3日目


10:00★あすゴル！#176 ▽10:15 PGA_HL
10:30


二


PGAツアー
バラクーダ
チャンピオンシップ
3日目


0:30 PGA_HL ▽0:45 限定！ ギアMAX
1:00
二


WGC
衛星生中継
フェデックス
セントジュード
インビテーショナル
最終日※最大延長 午前 10:30


（1:00~）
二


WGC
衛星生中継
フェデックス
セントジュード
インビテーショナル
最終日 ※最大延長 午前 10:30
▽7:15 限定！ ギアMAX


7:30 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2
8:00 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4
8:30イメージスイング
9:00ひとりゴルフ
深堀圭一郎


10:00ゴルフのたすき2021 #2
10:30 あすゴル！#176 ▽10:45 限定！ ギアMAX
11:00


二


★PGAツアー
バラクーダ
チャンピオンシップ
最終日


2:00
二


★全米女子アマチュア
ゴルフ選手権
決勝


5:00
二


WGC
フェデックス
セントジュード
インビテーショナル
最終日


11:00★ぎゅっと #187 ▽11:15 PGA_HL
11:30ゴルフ真剣勝負
the MATCH #64
石井理緒 ×イ・ミニョン


1:00 あすゴル！#176 ▽1:15 ぎゅっと #187
1:30牧野裕のEnjoy Golf
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


全米女子アマチュア
ゴルフ選手権
2回戦・3回戦


8:30インフォメーション
9:00 ぎゅっと #187 ▽9:15 PGA_HL
9:30ゴルフのたすき2021 #2
10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2
11:00 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4
11:30インフォメーション
0:00 ぎゅっと #187 ▽0:15 あすゴル！#176
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
二


全米女子アマチュア
ゴルフ選手権
準々決勝


4:30インフォメーション
5:00
二


PGAツアー
バラクーダ
チャンピオンシップ
最終日


8:00ギア猿
～地クラブをサルベージ（1）～


9:00 PGA_HL ▽9:15 ぎゅっと #187
9:30★スター☆ゴルフマッチⅡ #92
10:00★TEAM SERIZAWA 407
10:30★Golf Link #9
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★藤田光里 向上委員会 #43 ▽11:45 ★Turf＆Trip2
0:00★橋本マナミのリーダーズ #143
0:30 ぎゅっと #187 ▽0:45 限定！ ギアMAX
1:00機器メンテナンス


（1:00~）機器メンテナンス


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インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
藤田寛之


10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2
11:00 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4
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


全米女子アマチュア
ゴルフ選手権
準決勝


4:30インフォメーション
5:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #65


6:00インフォメーション
6:30
二


WGC
フェデックス
セントジュード
インビテーショナル
最終日


9:30 あすゴル！#176 ▽9:45 限定！ ギアMAX
10:00★ひとりゴルフ
川満陽香理


11:00★ゴル★パラ #79
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ひとりゴルフ
藤田寛之


2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2
3:30 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4


4:00
二


衛星生中継
全米アマチュア
ゴルフ選手権
1回戦


7:00ギア猿
～地クラブをサルベージ（1）～


8:00ゴルフのたすき2021 #2
8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
関藤直熙


10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 田島創志編 #1＆2
11:00 プレメン！3 田島創志編 #3＆4
11:30インフォメーション
0:00ひとりゴルフ
川満陽香理


1:00インフォメーション
1:30
二


全米女子アマチュア
ゴルフ選手権
決勝


4:30インフォメーション
5:00スター☆ゴルフマッチⅡ #92
5:30ゴルフのたすき2021 #2
6:00インフォメーション
6:30らく･ごる #40
7:00ラキールカップ 第 7回


日本クラブチームゴルフ選手権
▽8:15 あすゴル！#176


8:30
二


全米アマチュア
ゴルフ選手権
1回戦


11:30ゴルフのたすき2021 #2
0:00
二


衛星生中継
全米アマチュア
ゴルフ選手権
2回戦・3回戦


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
二


PGAツアー
衛星生中継
ウィンダム
チャンピオンシップ
1日目


7:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #64
石井理緒 ×イ・ミニョン


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
林菜乃子


10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
11:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4
11:30インフォメーション
0:00 PGA_HL ▽0:15 プレメン！3 #2
0:30ゴルフのたすき2021 #2
1:00インフォメーション
1:30
二


全米アマチュア
ゴルフ選手権
2回戦・3回戦


4:30インフォメーション
5:00 あすゴル！#176 ▽5:15 PGA_HL
5:30ゴルフのたすき2021 #2
6:00
二


PGAツアー
ウィンダム
チャンピオンシップ
1日目


9:00★国内女子ツアー
NEC軽井沢 72
ゴルフトーナメント 1日目


10:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #65


11:30 PGA_HL ▽11:45 限定！ ギアMAX
0:00
二


衛星生中継
全米アマチュア
ゴルフ選手権
準々決勝


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
二


PGAツアー
衛星生中継
ウィンダム
チャンピオンシップ
2日目


7:00 橋本マナミのリーダーズ #143
7:30★国内女子ツアー
とことん1番ホール生中継
NEC軽井沢 72
ゴルフトーナメント
2日目


11:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #64
石井理緒 ×イ・ミニョン


0:30
二


全米アマチュア
ゴルフ選手権
準々決勝


3:30 あすゴル！#176 ▽3:45 PGA_HL
4:00国内女子ツアー
PLAYBACK1番ホール
NEC
軽井沢 72
ゴルフトーナメント
2日目


7:30 PGA_HL ▽7:45 限定！ ギアMAX
8:00
二


PGAツアー
ウィンダム
チャンピオンシップ
2日目


11:00★国内女子ツアー NEC軽井沢 72
ゴルフトーナメント 2日目


0:00ギア猿
～地クラブをサルベージ（1）～


1:00 PGA_HL ▽1:15 限定！ ギアMAX
1:30牧野裕のEnjoy Golf
2:00
二


PGAツアー
衛星生中継
ウィンダム
チャンピオンシップ 3日目


（2:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
ウィンダム
チャンピオンシップ
3日目


7:00★国内女子ツアー
とことん1番ホール生中継
NEC軽井沢 72
ゴルフトーナメント
最終日


※最大延長 午前 11:00
10:30ゴルフのたすき2021 #2
11:00銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲストすみれ】


0:00 TEAM SERIZAWA 407
0:30 PGA_HL ▽0:45 限定！ ギアMAX
1:00★debut！ディアマナPDシリーズデビュー！
1:30国内女子ツアー
PLAYBACK1番ホール
NEC軽井沢 72
ゴルフトーナメント
最終日


4:00
二


全米アマチュア
ゴルフ選手権
準決勝


7:00
二


PGAツアー
ウィンダム
チャンピオンシップ
3日目


10:00★あすゴル！#177
▽10:15 ★国内女子ツアー
NEC軽井沢 72ゴルフトーナメント 最終日
▽11:45 PGAツアーハイライト


0:00 Golf Link #9
0:30ひとりゴルフ
川満陽香理


1:30 限定！ ギアMAX ▽1:45 PGA_HL
2:00
二


PGAツアー
衛星生中継
ウィンダム
チャンピオンシップ 最終日


（2:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
ウィンダム
チャンピオンシップ
最終日


※最大延長 午前 10:00
▽7:45 限定！ ギアMAX


8:00イメージスイング
8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
進藤大典


10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2
11:00 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4
11:30インフォメーション
0:00 debut！ディアマナPDシリーズデビュー！
0:30牧野裕のEnjoy Golf
1:00インフォメーション
1:30
二


全米アマチュア
ゴルフ選手権
決勝


4:30インフォメーション
5:00 あすゴル！#177 ▽5:15 PGA_HL
5:30
二


PGAツアー
ウィンダム
チャンピオンシップ
最終日


11:00★ぎゅっと #188 ▽11:15 あすゴル！#177
11:30 PGAツアーハイライト


▽11:45 ひとりゴルフ 川満陽香理
▽0:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #188


1:00ギア猿
～地クラブをサルベージ（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 #8
5:30
二


PGAツアー
ウィンダム
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ひとりゴルフ
古閑美保


10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 大西翔太編 #1＆2
11:00 プレメン！3 大西翔太編 #3＆4
11:30インフォメーション
0:00 ぎゅっと #188 ▽0:15 PGA_HL
0:30ゴルフのたすき2021 #2
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！」 #65


2:30インフォメーション
3:00 ぎゅっと #188 ▽3:15 プレメン！3 #2
3:30 debut！ディアマナPDシリーズデビュー！
4:00インフォメーション
4:30
二


PGAツアー
ウィンダム
チャンピオンシップ
最終日


7:30 ぎゅっと #188 ▽7:45 あすゴル！#177
8:00
二


★PGAツアー チャンピオンズ
ショーチャリティー
クラシック 1日目


9:30スター☆ゴルフマッチⅡ #92
10:00銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲストすみれ】


11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★藤田光里 向上委員会 #44 ▽11:45 PGA_HL
0:00★橋本マナミのリーダーズ #144
0:30 ぎゅっと #188 ▽0:45 限定！ ギアMAX
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 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 #9
5:30
二


全米アマチュア
ゴルフ選手権
準決勝


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
野澤真央


10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 勝又優美編 #1＆2
11:00 プレメン！3 勝又優美編 #3＆4
11:30インフォメーション
0:00
二


★PGAツアー チャンピオンズ
ショーチャリティー
クラシック 2日目


1:30 2021 年度 第 105回 
日本アマチュア
ゴルフ選手権競技


3:00インフォメーション
3:30ギア猿


～地クラブをサルベージ（1）～
4:30 プレメン！3 #2 ▽4:45 あすゴル！#177
5:00インフォメーション
5:30 debut！ディアマナPDシリーズデビュー！
6:00 Golf Link #9
6:30インフォメーション
7:00ゴルフのたすき2021 #2
7:30国内女子ツアー
NEC軽井沢 72
ゴルフトーナメント 1日目


9:00 国内女子ツアー NEC軽井沢 72
ゴルフトーナメント 2日目


10:00★銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲスト石原良純】


11:00★ゴル★パラ #80
11:30国内女子ツアー
NEC軽井沢 72
ゴルフトーナメント 最終日


1:00 TEAM SERIZAWA 407
1:30らく･ごる #40
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 #10
5:30
二


PGAツアー 2019-20
ザ・ノーザントラスト
最終日
優勝者 :ダスティン・ジョンソン


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
石坂友宏


10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2
11:00 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4
11:30インフォメーション
0:00
二


全米アマチュア
ゴルフ選手権
決勝


3:00インフォメーション
3:30 あすゴル！#177 ▽3:45 プレメン！3 #3
4:00牧野裕のEnjoy Golf
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
ショーチャリティー
クラシック 最終日


6:30
二


海外女子メジャー
衛星生中継
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権
1日目 前半


9:30ゴルフ真剣勝負
the MATCH #64
石井理緒 ×イ・ミニョン


11:00
二


海外女子メジャー
衛星生中継
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権 1日目 後半


※最大延長 午前深夜 3:00
2:00インフォメーション


3:00
二


PGAツアー 衛星生中継
ザ・ノーザントラスト 1日目


（3:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
ザ・ノーザントラスト
1日目


7:00スター☆ゴルフマッチⅡ #92
7:30 橋本マナミのリーダーズ #144
8:00
二


海外女子メジャー
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権
1日目 前半


11:00
二


海外女子メジャー
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権
1日目 後半


2:00インフォメーション
2:30 PGAツアーハイライト


二▽2:45
PGAツアー
ザ・ノーザントラスト
1日目


▽5:45 PGAツアーハイライト
6:00インフォメーション
6:30
二


海外女子メジャー
衛星生中継
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権
2日目 前半


9:30 TEAM SERIZAWA 407
10:00 あすゴル！#177 ▽10:15 PGA_HL
10:30 debut！ディアマナPDシリーズデビュー！
11:00


二


海外女子メジャー
衛星生中継
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権 2日目 後半


※最大延長 午前深夜 3:00
2:00インフォメーション


3:00
二


PGAツアー 衛星生中継
ザ・ノーザントラスト 2日目


（3:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
ザ・ノーザントラスト
2日目


7:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #64
石井理緒 ×イ・ミニョン


8:30
二


海外女子メジャー
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権
2日目 前半


11:30
二


海外女子メジャー
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権
2日目 後半


2:30 あすゴル！#177 ▽2:45 PGA_HL
3:00
二


PGAツアー
ザ・ノーザントラスト
2日目


6:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #65


7:00 debut！ディアマナPDシリーズデビュー！
7:30★国内男子ツアー 長嶋茂雄 INVITATIONAL


セガサミーカップゴルフトーナメント 3日目
8:30 PGA_HL ▽8:45 限定！ ギアMAX
9:00銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲスト石原良純】


10:00
二


海外女子メジャー
衛星生中継
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権
3日目


3:00
二


PGAツアー 衛星生中継
ザ・ノーザントラスト 3日目


（3:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
ザ・ノーザントラスト
3日目


※最大延長 午前 8:00
▽7:15 インフォメーション
▽7:45 プレメン！3 #3


8:00
二


海外女子メジャー
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権
3日目


1:00★登別
シニアオープン
2021


2:30 PGAツアーハイライト
二▽2:45


PGAツアー
ザ・ノーザントラスト
3日目


▽5:45 PGAツアーハイライト
6:00ひとりゴルフ
川満陽香理


7:00★あすゴル！#178 ▽7:15 PGA_HL
7:30★国内男子ツアー


長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップ
ゴルフトーナメント 最終日


9:00
二


海外女子メジャー
衛星生中継
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権
最終日


※最大延長 午前 7:00
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


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 チャンピオンズ
ショーチャリティー
クラシック 最終日


7:00 牧野裕のEnjoy Golf
7:30 Golf Link #9
8:00インフォメーション
8:30 あすゴル！#178 ▽8:45 プレメン！3 #3
9:00
二


★PGAツアー
ザ・ノーザントラスト
最終日


2:00インフォメーション
2:30
二


海外女子メジャー
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権
最終日


7:30★国内女子ツアー
CAT Ladies
最終日


9:00 PGA_HL ▽9:15 限定！ ギアMAX
9:30ひとりゴルフ
川満陽香理


10:30 ゴルフのたすき2021 #2
11:00★ぎゅっと週刊国内ツアー #189


▽11:15 2021 年度 第 62回
日本女子アマチュアゴルフ選手権競技
▽0:45 PGAツアーハイライト


1:00 ぎゅっと #189 ▽1:15 限定！ ギアMAX
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 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 #2
5:30
二


PGAツアー
ザ・ノーザントラスト
3日目


8:30インフォメーション
9:00 ぎゅっと #189 ▽9:15 PGA_HL
9:30 debut！ディアマナPDシリーズデビュー！
10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2
11:00 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4
11:30インフォメーション
0:00 ぎゅっと #189 ▽0:15 あすゴル！#178
0:30
二


PGAツアー
ザ・ノーザントラスト
最終日


3:30 PGA_HL ▽3:45 プレメン！3 #3
4:00インフォメーション
4:30
二


PGAツアー チャンピオンズ
ショーチャリティー
クラシック 2日目


6:00
二


PGAツアー チャンピオンズ
ショーチャリティー
クラシック 最終日


7:30
二


★PGAツアー チャンピオンズ
ボーイングクラシック
1日目


9:00 ぎゅっと #189 ▽9:15 限定！ ギアMAX
9:30★スター☆ゴルフマッチⅡ #93
10:00★TEAM SERIZAWA 408
10:30★Golf Link #10
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★藤田光里 向上委員会 #45 ▽11:45 PGA_HL
0:00★橋本マナミのリーダーズ #145
0:30 あすゴル！#178 ▽0:45 ぎゅっと #189
1:00ひとりゴルフ
川満陽香理


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 #3
5:30
二


PGAツアー 2018-19
BMW
チャンピオンシップ
最終日
優勝者 :ジャスティン・トーマス


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
木下稜介


10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 土手陸編 #1＆2
11:00 プレメン！3 土手陸編 #3＆4
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
二


PGAツアー
ザ・ノーザントラスト
3日目


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
ボーイングクラシック
2日目


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！」 #65


8:00 国内男子ツアー 長嶋茂雄 INVITATIONAL
セガサミーカップゴルフトーナメント 3日目


9:00国内男子ツアー
長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップ
ゴルフトーナメント 最終日


10:30 debut！ディアマナPDシリーズデビュー！
11:00★ゴル★パラ #81
11:30国内女子ツアー
CAT Ladies
最終日


1:00 あすゴル！#178 ▽1:15 プレメン！3 #3
1:30 ゴルフのたすき2021 #2
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 PGAツアー プレーヤーズ #4
5:30
二


PGAツアー 2019-20
BMW
チャンピオンシップ
最終日
優勝者 :ジョン・ラーム


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
宮本勝昌


10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2
11:00 debut！ディアマナPDシリーズデビュー！
11:30インフォメーション
0:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #65


1:00インフォメーション
1:30
二


PGAツアー
ザ・ノーザントラスト
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
ボーイングクラシック
最終日


6:30インフォメーション
7:00
二


海外女子メジャー
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権
1日目


10:00 あすゴル！#178 ▽10:15 限定！ ギアMAX
10:30


二


海外女子メジャー
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権
2日目


1:30 ゴルフのたすき2021 #2
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
二


PGAツアー
衛星生中継
BMW
チャンピオンシップ
1日目


8:00 TEAM SERIZAWA 408
8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
ゴルフタレントなみき


10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2
11:00 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4
11:30インフォメーション
0:00 PGA_HL ▽0:15 プレメン！3 #4
0:30 ゴルフのたすき2021 #2
1:00インフォメーション
1:30 橋本マナミのリーダーズ #145
2:00らく･ごる #40
2:30インフォメーション
3:00 debut！ディアマナPDシリーズデビュー！
3:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #93
4:00インフォメーション
4:30
二


PGAツアー
BMW
チャンピオンシップ
1日目


8:30 あすゴル！#178 ▽8:45 PGA_HL
9:00ギア猿


～地クラブをサルベージ（1）～
10:00限定！ ギアMAX


二▽10:15
海外女子メジャー
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権 3日目
▽1:15 PGAツアーハイライト


1:30 牧野裕のEnjoy Golf
2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2
3:30 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4


4:00
二


PGAツアー
衛星生中継
BMW
チャンピオンシップ
2日目


8:00★国内女子ツアー
とことん1番ホール生中継
ニトリレディス
ゴルフトーナメント
3日目


1:00 PGA_HL ▽1:15 あすゴル！#178
1:30
二


PGAツアー
BMW
チャンピオンシップ
2日目


4:30 ゴルフのたすき2021 #2
5:00 PGAツアーハイライト
▽5:15 
国内女子ツアー
PLAYBACK1番ホール
ニトリレディス
ゴルフトーナメント
3日目


▽9:45 PGAツアーハイライト
10:00


二


海外女子メジャー
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権
最終日


1:00
二


PGAツアー
衛星生中継
BMW
チャンピオンシップ
3日目


（1:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
BMW
チャンピオンシップ
3日目


※最大延長 午前 8:00
▽7:15 インフォメーション
▽7:45 プレメン！3 #4


8:00★国内女子ツアー
とことん1番ホール生中継
ニトリレディス
ゴルフトーナメント
最終日 ※最大延長 午前 11:00


10:30 ゴルフのたすき2021 #2
11:00ギア猿


～地クラブをサルベージ（1）～
0:00 PGA_HL ▽0:15 限定！ ギアMAX
0:30 debut！ディアマナPDシリーズデビュー！
1:00ひとりゴルフ
川満陽香理


2:00
二


PGAツアー
BMW
チャンピオンシップ
3日目


7:00 Golf Link #10
7:30国内女子ツアー
PLAYBACK1番ホール
ニトリレディス
ゴルフトーナメント
最終日


10:00★あすゴル！#179 ▽10:15 PGA_HL
10:30らく･ごる #40
11:00銀座ゴルフ倶楽部


【MCヒロミ×ゲスト石原良純】
0:00 ゴルフのたすき2021 #2
0:30 PGA_HL ▽0:45 ★オンデマンドでみよう！8月号
1:00
二


PGAツアー
衛星生中継
BMW
チャンピオンシップ
最終日


（1:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
BMW
チャンピオンシップ
最終日


※最大延長 午前 10:00
▽7:15 限定！ ギアMAX


7:30ゴルトレ！山本邦子
～イメージ通りのスイングへの挑戦～


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
石井理緒


10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 田島創志編 #1＆2
11:00 プレメン！3 田島創志編 #3＆4
11:30インフォメーション
0:00 牧野裕のEnjoy Golf
0:30 ゴルフのたすき2021 #2
1:00インフォメーション
1:30ギア猿


～地クラブをサルベージ（1）～
2:30 PGA_HL ▽2:45 あすゴル！#179
3:00インフォメーション
3:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #65


4:30インフォメーション
5:00
二


PGAツアー
BMW
チャンピオンシップ
最終日


11:00★ぎゅっと #190 ▽11:15 あすゴル！#179
11:30ラキールカップ 第 7回


日本クラブチームゴルフ選手権
▽0:45 PGAツアーハイライト


1:00 ぎゅっと #190 ▽1:15 オンデマンドでみよう！8月号
1:30 debut！ディアマナPDシリーズデビュー！
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
BMW
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 ぎゅっと #190 ▽9:15 PGA_HL
9:30 ゴルフのたすき2021 #2
10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
11:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4
11:30インフォメーション
0:00 ぎゅっと #190 ▽0:15 あすゴル！#179
0:30イメージスイング
1:00インフォメーション
1:30
二


PGAツアー
BMW
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ゴルフ真剣勝負
the MATCH #64
石井理緒 ×イ・ミニョン


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
ザ・アリーチャレンジ
1日目


8:30 debut！ディアマナPDシリーズデビュー！
9:00 PGA_HL ▽9:15 ぎゅっと #190
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #93
10:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #65


11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★藤田光里 向上委員会 #46 ▽11:45 プレメン！3 #4
0:00★橋本マナミのリーダーズ #146
0:30 ぎゅっと #190 ▽0:45 限定！ ギアMAX
1:00ひとりゴルフ
川満陽香理


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








【音声】


30


23
00


00


18


22


30


30


30


00


30


00


00


30


30


00


解読！MANKIND／人間史 ～
歴史をつくった12のテーマ～


[二] 他


情報番組


. 脅威の巨大爆弾 -軍事
技術の新時代-　[字] /


宇宙から見た第二次世界
大戦


[字] 他


18
00


30


00


00


00


情報番組


解読！MANKIND／人間史 ～
歴史をつくった12のテーマ～


[二] 他


【週末一挙マラソン】


古代の宇宙人
S10～S12 [二]


グレイテスト ミステ
リー with L. Fishburne


[字]


古代の宇宙人
Presents エイリアンを


調査せよ！ [二]


19


00


30


情報番組


真相！北朝鮮のダークな
国家秘密 [字]


名もなき人々の戦争 他


アメリカお宝鑑定団 ポーン・ス
ターズ  [二]


アメリカお宝鑑定団 ポーン・ス
ターズ  [二]


30


【にっぽんの歴史】 THE 歴史列伝 / THEナンバー2 ～歴史を動かした陰の主役たち～  /
にっぽん！歴史鑑定 出演：田辺誠一  *金曜のみ（19:55～）ルネサンス新世界


30


00


2


30


00


●メインテナンス停波
ナシ


●放送日時・番組内容は変更になる場合があります。


2.～18. 古代の宇宙人 S10～S12 [二] / 19.～24. グレイテスト ミステリー with L. Fishburne [字] /
25.～31.古代の宇宙人Presents エイリアンを調査せよ！ [二]


[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


【にっぽんの歴史】
THE 歴史列伝


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


2.～27. 偵察写真が語る第二次世界大戦 [二] /
30. 第二次世界大戦を変えた最終兵器 [字] / 31. レジェンドが語る 人種差別の歴史[字]


24


23
00


30
22


00


30


30


00


30


00


【週末一挙マラソン】


古代の宇宙人
S11～S12 [二]


グレイテスト ミステ
リー with L. Fishburne


[字]


古代の宇宙人
Presents エイリアンを


調査せよ！ [二]


【週末一挙マラソン】


古代の宇宙人
S11～S12 [二]


グレイテスト ミステ
リー with L. Fishburne


[字]


古代の宇宙人
Presents エイリアンを


調査せよ！ [二]


Defending JAPAN


パール・ハーバー：生存者
たちの回想録 [字]


東京レガシー TOKYO
LEGACY


 [字]


世界１０大ミステリーを追
え！[二] 他


週末一挙マラソン


3


21


5
00


4


30


30


3


00


情報番組


まんが日本史


2.～13. 世界１０大ミステリーを追え！[二] 16.～31.アラスカの恐怖「魔の三角地帯」[二]


30


00


00


30


00


1


24


21
30


00


20
30


古代の宇宙人 S8～S10 [二]


【にっぽんの歴史】 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】 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


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] 他


古代の宇宙人 S8～S10 [二]
30


14


13


16


30


00 情報番組


30
15


【週末一挙マラソン】


古代の宇宙人
S10～S12 [二]


グレイテスト ミステ
リー with L. Fishburne


[字]


古代の宇宙人
Presents エイリアンを


調査せよ！ [二]


2.～9. BIG HISTORY ～科学の眼でみる壮大な歴史～ [二] 10.～31. 名車発掘 カー・ハンターズ [二]


情報番組


アメリカお宝鑑定団 ポーン・ス
ターズ  [二]


歴代大統領が見た第二次
世界大戦  後編 [字]


真相！北朝鮮のダークな
国家秘密 [字]　他


2.～27. 偵察写真が語る第二次世界大戦 [二] /30. 第二次世界大戦を変えた最終兵器 [字] /
31. レジェンドが語る 人種差別の歴史[字]　*火、木曜のみ（12:55～）ルネサンス新世界


2.～18. 古代の宇宙人 S10～S12 [二] / 19.～24. グレイテスト ミステリー with L. Fishburne [字] /
25.～31.古代の宇宙人Presents エイリアンを調査せよ！ [二]


土曜日金曜日木曜日火曜日曜日


00


水曜日月曜日


2.～13. 世界１０大ミステリーを追え！[二] 16.～31. アラスカの恐怖「魔の三角地帯」[二]


2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28
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曜日日曜日


6


30


30


00


30


00


30


10


7
情報番組 情報番組


8


00


偵察写真が語る第二次世
界大戦 [二]　他


古代の宇宙人 S11 [二]
他 6：50～WALK3000


9


30


00


00


歴代大統領が見た第二次
世界大戦  前編 [字]


パール・ハーバー：生存者
たちの回想録 [字] 他


30


30


00


30
11


00


00


19


20


30


00


00


00


00


00


13


30


30


30


16


14


15


17


12


1.8.15.22.29


2.～9. BIG HISTORY ～科学の眼でみる壮大な歴史～ [二] 10.～31. 名車発掘 カー・ハンターズ [二]


情報番組


6
30


7


8


グレイテスト ミステリー with L. Fishburne [字] / 解禁！米政府UFO機密調査ファイル S2 [字] /
W・シャトナーの世界の怪奇現象 S2 [字]/ バトル３６０～空母エンタープライズの戦い～ [二] /


にっぽん！歴史鑑定 出演：田辺誠一 他


グレイテスト ミステリー with L. Fishburne [字] / 解禁！米政府UFO機密調査ファイル S2 [字] /
W・シャトナーの世界の怪奇現象 S2 [字]/ バトル３６０～空母エンタープライズの戦い～ [二] /


 ドナルド・トランプ 世界支配への道 [字] 他


2.～18. 古代の宇宙人 S10～S12 [二] / 19.～24. グレイテスト ミステリー with L. Fishburne [字] /
25.～31.古代の宇宙人Presents エイリアンを調査せよ！ [二]


10


11
30


00


12


00


情報番組


30


30


まんが日本史


00


9


解読！MANKIND／人間史 ～
歴史をつくった12のテーマ～


[二] 他


00








00


新・みんなの鉄道
東日本旅客鉄道・北
海道旅客鉄道「寝台
特急カシオペア」
#40-8【HD】


45


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


08:00 #5-5【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
10:15 #6-5【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


12:30 #7-5【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


00
ラーメンWalker TV2 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 #284-20


30


SELECTRAVEL


15:00 #28-2【HD】
関東 群馬・埼玉編 Ｓ二
15:30 #29-2【HD】
関東 山梨編 Ｓ二
16:00 #30-1【HD】


関東 東京・千葉編 Ｓ二
40PR 2021年8月 #22-1【HD】 


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <押尾
コータロー> #92-28 【HD】


30


2021 FORMULA 1


17:00 #53-2【HD】
【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
18:20 #54-2【HD】
【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


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「とんかつ けい太」
#78-37【HD】【字】


20
純喫茶に恋をして
#16-12【HD】【字】


00


2021 FORMULA 1
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】
FORMULA 1 MAGYAR 
NAGYDIJ 2021


決勝
開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ
Ｓ二 生 #55-1
【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


#39-7【HD】


00


鎧美女
甲冑:真田幸村 美女:星乃まみ


#73-18【HD】【字】


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」
#5-13【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
長野編


Ｓ二 #39-31【HD】【字】


40


第1回全国高校AIアスリート選手
権大会「シンギュラリティバト
ルクエスト2020」バーチャルツ


アー #1-3【HD】 


40


SELECTRAVEL  06:40 #1-65
【HD】 北海道 小樽・函館
編 Ｓ二 07:10 #2-60【HD】 
北海道 旭川・美瑛・富良野


編 Ｓ二 


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 #286-20【HD】【字】 


50


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


08:00 #8-4【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


10:10 #9-9【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
12:30 #10-6【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


00


FIBAバスケットボー
ルアジアカップ2021


予選
日本
vs
中国


#1-3【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「CR真・花
の慶次2 漆黒の衝撃」
前編 #15-29【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 #296-
15【HD】 石川観光編② 
18:30 #297-15【HD】 7th
シーズン総集編① 


50


2021 FORMULA 1


19:00 #54-3【HD】
【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


21:10 #55-3【HD】
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】
FORMULA 1 MAGYAR 
NAGYDIJ 2021
決勝


開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ
Ｓ二


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>
第103夜


「ももクロと松本隆
縛りの忘年会」
#6-10【HD】


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】 


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #13-25【HD】 


30


SKY EYE～空からのメッセージ～
滋賀編


Ｓ二 #23-59【HD】【字】


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:30 #11-4【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
08:45 #12-4【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


10 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」 #9-4【HD】 


00


2021 FORMULA 1


11:10 #54-4【HD】
【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


13:20 #55-4【HD】
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】
FORMULA 1 MAGYAR 
NAGYDIJ 2021
決勝


開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ
Ｓ二


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「CR真・花
の慶次2 漆黒の衝撃」
後編 #16-29【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 #298-
15【HD】 7thシーズン総集
編② 18:30 #299-15【HD】 
7thシーズン総集編③ 


00


TOKYO IDOL 
FESTIVAL 2020


19:00 #1-7【HD】
この指と～まれ!
season4 TIFオンラ
イン2020直前SP
20:00 #3-7【HD】
この指と～まれ! 
season4 in TIFオン


ライン2020
21:00 #4-7【HD】
TOKYO IDOL 
FESTIVAL 2020


密着!!スペシャルド
キュメンタリー
23:00 #5-6【HD】
TOKYO IDOL 


FESTIVAL オンライ
ン2020 初日ステー
ジ&バックステージ


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>
第104夜


「詩織たこネギ音楽
新年会」
#7-11【HD】


30PR 2021年8月 #22-14【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


#2-6【HD】


00


SELECTRAVEL  06:00 #3-52
【HD】 北海道 稚内・利尻
島編 Ｓ二 06:30 #4-49
【HD】 北海道 帯広・釧路


編 Ｓ二 


00


みんなの鉄道リター
ンズ 「札幌市交通
局 札幌市電」 #59-
5【HD】【字】 


50


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


08:00 #13-4【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


10:15 #14-4【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


12:30 #15-4【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


00 ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2014年優勝 ﾌｪｰﾋﾞｰ・ﾔｵ


50


FIBAバスケットボー
ルアジアカップ2021


予選
日本
vs


チャイニーズタイペ
イ #2-4【HD】 


00PR 2021年8月 #22-18【HD】 


00


パチンコLAB～8th 
season～
総集編前編
#17-22【HD】


00


パチスロ(旅)  18:00 #300-
15【HD】 7thシーズン総集
編④ 18:30 #301-19【HD】 
特別編鳥取～島根観光① 


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！


#1-5【HD】


40


2021 FORMULA 1
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】
FORMULA 1 MAGYAR 
NAGYDIJ 2021


決勝
開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ
Ｓ二 #55-5【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105夜


「Dear BEATLES 勝
手に前夜祭！」


#8-10【HD】


30
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <押尾
コータロー> #92-29 【HD】


00


鎧美女
甲冑:徳川家康 美女:村上りいな


#76-15【HD】【字】


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」
#56-11【HD】


00


SELECTRAVEL


06:00 #5-41【HD】 北海道 
札幌編 Ｓ二 06:30 #6-43
【HD】 網走・知床編 Ｓ二 


15
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』


25PR 2021年8月 #22-23【HD】 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


07:25 #16-4【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


09:45 #17-7【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


10


2021 FORMULA 1


12:00 #54-5【HD】
【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
13:40 #55-6【HD】
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】
FORMULA 1 MAGYAR 
NAGYDIJ 2021


決勝
開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ


Ｓ二


30
純喫茶に恋をして ～大森・ルア
ン #14-35【HD】【字】 


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」 #79-40【HD】【字】 


00


パチンコLAB～8th 
season～
総集編後編
#18-21【HD】


00


パチスロ(旅)  18:00 #302-
19【HD】 特別編鳥取～島根
観光② 18:30 #303-20


【HD】 特別編鳥取～島根観
光③ 


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
#23-13【HD】


00


きくちから
『しおこうじフォー
ク村』入門篇
#84-4【HD】


50


存在理由～Raison 
d'etre～ さだまさ
しコンサートツアー


2020
#1-3【HD】


20


ジョン・レノン&オ
ノ・ヨーコ 


ABOVE US ONLY SKY
#1-7【HD】


30


The Who 
Live at Kilburn 


1977
#1-4【HD】


45


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106夜


「ももクロときたや
まおさむ縛りアンプ


ラグド」
#9-10【HD】


00
ラーメンWalker TV2 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』


00


いいすぽ！
話題のプロリーグ目
前!「ビートマニア


IIDX」
Ｓ二 #57-12【HD】


30


SELECTRAVEL 九州 福岡・大
分編 Ｓ二 #7-38【HD】 


40


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:30 #18-8【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
08:50 #19-6【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


11:10 #20-7【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


50


FIBAバスケットボー
ルアジアカップ2021


予選
日本
vs
中国


#3-4【HD】


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #18-3【HD】 


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「函館市交通局」
#20-6【HD】【字】


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「エヴァ
ンゲリヲン超暴走」
前編 #1-31【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 #304-
20【HD】 特別編鳥取～島根
観光④ 18:30 #305-19


【HD】 特別編鳥取～島根観
光⑤ 


00


アンスラックス
ベルリンLive 2017
#1-9【HD】


00


2021 F1 GPニュース
第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP特集


FORMULA 1 MAGYAR NAGYDIJ 
2021


生 #9-1【HD】


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
#10-5【HD】


30


KiramuneカンパニーR
保住宴会部長が登場！


入社4年目になりコスメや男性ﾒｲ
ｸなど新規事業を浪川社長にﾌﾟﾚ


ｾﾞﾝ！
MC：Uncle Bomb（浪川大輔・吉


野裕行）
ｹﾞｽﾄ：保住有哉
#63-2【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
群馬編


Ｓ二 #37-38【HD】【字】


00


2021 F1 GPニュース
第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP特集


FORMULA 1 MAGYAR NAGYDIJ 
2021


#9-2【HD】


10


Rage Against The 
Machine


Live at フィンズベ
リーパーク
#1-12【HD】


50


アリス・クーパー 
Live at モントルー


2005
#4-9【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107夜  特別篇
「坂崎幸之助のお台
場J-POP SCHOOL」
#10-10【HD】


00PR 2021年8月 #22-36【HD】 


00


SELECTRAVEL  06:00 #8-50
【HD】 九州 大分・宮崎編 
Ｓ二 06:30 #9-41【HD】 九
州 宮崎・鹿児島編 Ｓ二 


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「雪月花 銀座」
#84-13【HD】


40PR 2021年8月 #22-37【HD】 


55
ラーメンWalker TV2


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』 #293-11【HD】【字】 


50


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


07:55 #21-4【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
10:15 #22-4【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


12:30 #23-3【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


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #13-26【HD】 


10


2021 FORMULA 1


15:00 #54-6【HD】
【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
16:40 #55-7【HD】
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】
FORMULA 1 MAGYAR 
NAGYDIJ 2021


決勝
開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ


Ｓ二


10


2021 F1 GPニュース
第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP特集


FORMULA 1 MAGYAR NAGYDIJ 
2021


#9-3【HD】


00


メタリカ Classic Albums


～ﾌﾞﾗｯｸ･ｱﾙﾊﾞﾑの誕生～
 #1-9【HD】 


30


SATANIC CARNIVAL 2021
【DAY1】


ROTTENGRAFFTY、Survive 
Said The Prophet、
Suspended 4th、
Northern19、Dizzy 


Sunfist、NAMBA69、SPARK!!
SOUND!!SHOW!!、Fear, and 
Loathing in Las Vegas、
バックドロップシンデレ
ラ、SiM、WANIMA
#1-1【HD】


00


ビバラ!オンライン2020


23:30 #1-8【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


25:20 #2-8【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


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108夜「リモート 
フォーク村！生演


奏」
#11-8【HD】


00


SELECTRAVEL  06:00 #10-35
【HD】 九州 鹿児島・熊本
編 Ｓ二 06:30 #11-32
【HD】 九州 長崎・佐賀編 


Ｓ二 


00


フジサンケイレディ
スクラシック黄金伝


説


07:00 #7-15
1996年 第15回大会
岡本綾子 ツアー通
算60勝達成


08:00 #14-12【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


00


JリーグYBCルヴァン
カップ


～FINAL 激闘の歴史
～


12:00 #9-5【HD】
2010年


ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田
vs


ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島
14:30 #10-4【HD】


2012年
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ


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」 #81-27【HD】【字】 


00


2021 FORMULA 1
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】
FORMULA 1 MAGYAR 
NAGYDIJ 2021


決勝
開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ
Ｓ二 #55-8【HD】


00


2021 F1 GPニュース
第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP特集


FORMULA 1 MAGYAR NAGYDIJ 
2021


#9-4【HD】


30


SATANIC CARNIVAL 2021
【DAY2】


04 Limited Sazabys、
NOISEMAKER、SHADOWS、Age 
Factory、MONGOL800、10-
FEET、G-FREAK FACTORY、
TOTALFAT、HEY-SMITH、
HAWAIIAN6、Ken Yokoyama、


coldrain
#2-1【HD】


30


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


#3-8【HD】


40PR 2021年8月 #22-41【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109夜「帰って来
たフォーク村！彩高
たまい生誕祭」
#12-9【HD】


00


はちみつロケットへ
きくちから
#63-7【HD】


40


2021 FORMULA 1


06:00 #1-3【HD】
【開幕戦ﾊﾞｰﾚｰﾝGP】
FORMULA 1 GULF AIR 


BAHRAIN GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行1


開催地:ﾊﾞｰﾚｰﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｰ
ｷｯﾄ
Ｓ二


07:20 #2-3【HD】
【開幕戦ﾊﾞｰﾚｰﾝGP】
FORMULA 1 GULF AIR 


BAHRAIN GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行2


開催地:ﾊﾞｰﾚｰﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｰ
ｷｯﾄ
Ｓ二


08:40 #3-3【HD】
【開幕戦ﾊﾞｰﾚｰﾝGP】
FORMULA 1 GULF AIR 


BAHRAIN GRAND PRIX 2021
土曜ﾌﾘｰ走行


開催地:ﾊﾞｰﾚｰﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｰ
ｷｯﾄ
Ｓ二


10:00 #4-8【HD】
【開幕戦ﾊﾞｰﾚｰﾝGP】
FORMULA 1 GULF AIR 


BAHRAIN GRAND PRIX 2021
予選


開催地:ﾊﾞｰﾚｰﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｰ
ｷｯﾄ
Ｓ二


11:30 #5-10【HD】
【開幕戦ﾊﾞｰﾚｰﾝGP】
FORMULA 1 GULF AIR 


BAHRAIN GRAND PRIX 2021
決勝


開催地:ﾊﾞｰﾚｰﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｰ
ｷｯﾄ
Ｓ二


40


フジサンケイレディスクラシッ
ク黄金伝説


1994年 第13回大会 黄ゲッキン 
三つ巴の争いを制し初優勝
※ゲッキンは王へんに月、琴の


下のラを除く #6-12 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


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
#24-3【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「エヴァ
ンゲリヲン超暴走」
後編 #2-31【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 #306-
20【HD】 特別編鳥取～島根
観光⑥ 18:30 #307-18


【HD】 特別編鳥取～島根観
光⑦ 


00


キミは=LOVEを愛せるか!!
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!


#1-5【HD】


00


スパイストラベラー


20:00 #9-12【HD】
第9話「やっぱり猫が好き」
名店紹介：Spice BAR 猫六


ゲスト：田中真琴 20:30 #10-11【HD】
第10話「I am me.」
名店紹介：生駒


ゲスト：田中真琴 21:00 #11-10【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) 21:30 #12-9【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) 


40


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 #54-7【HD】


40


FACTORY ARCHIVES
SOIL &"PIMP" 
SESSIONS
#10-3【HD】


40


25:40 #66-10【HD】
真心ブラザーズへき


くちから
26:40 #67-9【HD】
清塚信也へきくちか


ら


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <押尾
コータロー> #92-30 【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 #58-13【HD】


55


2021 FORMULA 1


06:00 #6-3【HD】
【第2戦ｴﾐﾘｱ･ﾛﾏｰﾆｬGP】
FORMULA 1 PIRELLI GRAN 
PREMIO DEL MADE IN ITALY 
E DELL'EMILIA ROMAGNA 


2021
金曜ﾌﾘｰ走行1


開催地:ｲﾀﾘｱ ｲﾓﾗｻｰｷｯﾄ Ｓ二
07:20 #7-3【HD】


【第2戦ｴﾐﾘｱ･ﾛﾏｰﾆｬGP】
FORMULA 1 PIRELLI GRAN 
PREMIO DEL MADE IN ITALY 
E DELL'EMILIA ROMAGNA 


2021
金曜ﾌﾘｰ走行2


開催地:ｲﾀﾘｱ ｲﾓﾗｻｰｷｯﾄ Ｓ二
08:40 #8-3【HD】


【第2戦ｴﾐﾘｱ･ﾛﾏｰﾆｬGP】
FORMULA 1 PIRELLI GRAN 
PREMIO DEL MADE IN ITALY 
E DELL'EMILIA ROMAGNA 


2021
土曜ﾌﾘｰ走行


開催地:ｲﾀﾘｱ ｲﾓﾗｻｰｷｯﾄ Ｓ二
10:00 #9-6【HD】


【第2戦ｴﾐﾘｱ･ﾛﾏｰﾆｬGP】
FORMULA 1 PIRELLI GRAN 
PREMIO DEL MADE IN ITALY 
E DELL'EMILIA ROMAGNA 


2021
予選


開催地:ｲﾀﾘｱ ｲﾓﾗｻｰｷｯﾄ Ｓ二
11:30 #10-6【HD】
【第2戦ｴﾐﾘｱ･ﾛﾏｰﾆｬGP】
FORMULA 1 PIRELLI GRAN 
PREMIO DEL MADE IN ITALY 
E DELL'EMILIA ROMAGNA 


2021
決勝


開催地:ｲﾀﾘｱ ｲﾓﾗｻｰｷｯﾄ Ｓ二


25


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」
#80-33【HD】【字】


45
MUSIC SOUP -45r.p.m.-


甲斐よしひろ #133-18 【HD】


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


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
#25-7【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「フィー
バー蒼穹のファフナー
2」前編 #3-35【HD】 


00


パチスロ(旅)


18:00 #308-18【HD】 特別
編鳥取～島根観光⑧ 18:30 
#309-19【HD】 東京編2① 


00


キミは=LOVEを愛せるか!! 「＝
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! #2-4【HD】 


00


スパイストラベラー  20:00 #13-10【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) 
20:30 #14-10【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 21:00 #15-7【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) 21:30 #16-7
【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) 


30


2021 FORMULA 1
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】
FORMULA 1 MAGYAR 
NAGYDIJ 2021
決勝


開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ
Ｓ二 #55-9【HD】


30


2021 F1 GPニュース
第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP特集


FORMULA 1 MAGYAR NAGYDIJ 
2021


#9-5【HD】


30


25:30 #68-11【HD】
石田弘へきくちから 


前篇
26:30 #69-12【HD】
石田弘へきくちから 


後篇


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
秋田編


Ｓ二 #33-38【HD】【字】


00


いいすぽ！
サッカーゲームの最
新鋭!「FIFA21」
Ｓ二 #59-11【HD】


35


2021 FORMULA 1


06:00 #11-4【HD】
【第3戦ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙGP】


FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE 
PREMIO DE PORTUGAL 2021


金曜ﾌﾘｰ走行1
開催地:ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ ｱﾙｶﾞﾙﾍﾞｲﾝ


ﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


07:20 #12-4【HD】
【第3戦ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙGP】


FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE 
PREMIO DE PORTUGAL 2021


金曜ﾌﾘｰ走行2
開催地:ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ ｱﾙｶﾞﾙﾍﾞｲﾝ


ﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


08:50 #13-3【HD】
【第3戦ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙGP】


FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE 
PREMIO DE PORTUGAL 2021


土曜ﾌﾘｰ走行
開催地:ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ ｱﾙｶﾞﾙﾍﾞｲﾝ


ﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


10:10 #14-6【HD】
【第3戦ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙGP】


FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE 
PREMIO DE PORTUGAL 2021


予選
開催地:ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ ｱﾙｶﾞﾙﾍﾞｲﾝ


ﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


11:30 #15-6【HD】
【第3戦ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙGP】


FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE 
PREMIO DE PORTUGAL 2021


決勝
開催地:ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ ｱﾙｶﾞﾙﾍﾞｲﾝ


ﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


50
ラーメンWalker TV2 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』


00PR 2021年8月 #22-56【HD】 


30


SKY EYE～空からのメッセージ～
神奈川編


Ｓ二 #22-67【HD】【字】


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ
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
#26-3【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「フィー
バー蒼穹のファフナー
2」後編 #4-33【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#310-19【HD】 東京編
2② 18:30 #311-17
【HD】 東京編2③ 


00


キミは＝LOVEを愛せるか！！
レギュラー化記念特番「無敵カ
ワイイ記者会見」 『祝辞』はﾒﾝ
ﾊﾞｰもびっくりのあっと驚くあん
な人からｻﾌﾟﾗｲｽﾞﾒｯｾｰｼﾞ!、暴露ｴ
ﾋﾟｿｰﾄﾞのﾀﾚｺﾐも! #1-4【HD】 


00


スパイストラベラー


20:00 #17-7【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) 20:30 #18-6
【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) 21:00 #19-8
【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 21:30 #20-8【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 


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！


#1-3【HD】


30


24:30 #70-10【HD】
林青空へきくちから
25:30 #71-7【HD】
杉真理へきくちから


00


26:30 #47-9【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 #48-9【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


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 #60-9【HD】


40


2021 FORMULA 1


06:00 #16-3【HD】
【第4戦ｽﾍﾟｲﾝGP】


FORMULA 1 ARAMCO GRAN 
PREMIO DE ESPANA 2021


金曜ﾌﾘｰ走行1
開催地:ｽﾍﾟｲﾝ ｶﾀﾛﾆｱｻｰｷｯﾄ


Ｓ二
07:20 #17-3【HD】
【第4戦ｽﾍﾟｲﾝGP】


FORMULA 1 ARAMCO GRAN 
PREMIO DE ESPANA 2021


金曜ﾌﾘｰ走行2
開催地:ｽﾍﾟｲﾝ ｶﾀﾛﾆｱｻｰｷｯﾄ


Ｓ二
08:40 #18-3【HD】
【第4戦ｽﾍﾟｲﾝGP】


FORMULA 1 ARAMCO GRAN 
PREMIO DE ESPANA 2021


土曜ﾌﾘｰ走行
開催地:ｽﾍﾟｲﾝ ｶﾀﾛﾆｱｻｰｷｯﾄ


Ｓ二
10:00 #19-9【HD】
【第4戦ｽﾍﾟｲﾝGP】


FORMULA 1 ARAMCO GRAN 
PREMIO DE ESPANA 2021


予選
開催地:ｽﾍﾟｲﾝ ｶﾀﾛﾆｱｻｰｷｯﾄ


Ｓ二
11:35 #20-9【HD】
【第4戦ｽﾍﾟｲﾝGP】


FORMULA 1 ARAMCO GRAN 
PREMIO DE ESPANA 2021


決勝
開催地:ｽﾍﾟｲﾝ ｶﾀﾛﾆｱｻｰｷｯﾄ


Ｓ二


40


フジサンケイレディスクラシッ
ク黄金伝説


1988年 第7回大会
安井純子


C.ラリックとの一騎打ちを制し
初優勝 #3-10 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


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
#27-3【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「CRター
ミネーター2」前編 
#5-37【HD】 


30


パチスロ(旅) 東京編2
④ #312-17【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


#53-6【HD】


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
#24-12【HD】


00


スパイストラベラー


20:00 #21-7【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) 20:30 #22
-5【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) 21:00 #23
-5【HD】


第23話「突キ破レル」
名店紹介:オリエンタルバル 桃の実
ゲスト:西川貴教 21:30 #24-5【HD】


第24話「雷鳴に続け」
名店紹介:Spice Bar コザブロ


ゲスト:西川貴教 


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!


#1-6【HD】


40


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！


#1-6【HD】


40


24:40 #72-7【HD】 
2020年5月21日、リ
モートフォーク村へき
くちから 25:40 #73-9
【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


へきくちから 


10


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


#49-11【HD】


30
純喫茶に恋をして ～吉祥寺・ウッド
ストック #11-41【HD】【字】 


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「M2」


#77-43【HD】【字】


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 #61-9【HD】


40


2021 FORMULA 1


06:00 #21-3【HD】
【第5戦ﾓﾅｺGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX DE 
MONACO 2021
木曜ﾌﾘｰ走行1


開催地:ﾓﾝﾃｶﾙﾛ市街地ｺｰｽ
Ｓ二


07:20 #22-3【HD】
【第5戦ﾓﾅｺGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX DE 
MONACO 2021
木曜ﾌﾘｰ走行2


開催地:ﾓﾝﾃｶﾙﾛ市街地ｺｰｽ
Ｓ二


08:40 #23-3【HD】
【第5戦ﾓﾅｺGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX DE 
MONACO 2021
土曜ﾌﾘｰ走行


開催地:ﾓﾝﾃｶﾙﾛ市街地ｺｰｽ
Ｓ二


10:00 #24-9【HD】
【第5戦ﾓﾅｺGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX DE 
MONACO 2021
予選


開催地:ﾓﾝﾃｶﾙﾛ市街地ｺｰｽ
Ｓ二


11:25 #25-10【HD】
【第5戦ﾓﾅｺGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX DE 
MONACO 2021
決勝


開催地:ﾓﾝﾃｶﾙﾛ市街地ｺｰｽ
Ｓ二


40


フジサンケイレディスクラ
シック黄金伝説
1999年 第18回大会


米山みどり プロ入り370日
でツアー初優勝 #8-15 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ
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
#28-3【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「CRター
ミネーター2」後編 
#6-37【HD】 


00


パチスロ(旅)  
18:00 #1-39【HD】 
大阪編① 18:30 #2-
39【HD】 大阪編② 


00


ザ・ヒストリー・オ
ブ・コヤブソニック


#1-6【HD】


00


スパイストラベラー  20:00 #25-5
【HD】 第25話「武道館か もしくは」


名店紹介:吉田カレー
ゲスト:PEDRO 20:30 #26-3【HD】 第
26話「ここではない どこかへ」


名店紹介:かりい食堂
ゲスト:PEDRO 21:00 #27-4【HD】 第


27話「神、宿る」
名店紹介:Bli Made


ゲスト:TAKUMA(10-FEET) 21:30 #28-3
【HD】 第28話「明日には」
名店紹介:Japanese Spice Curry 


wacca
ゲスト:TAKUMA(10-FEET) 


30


Kiramuneカンパニー
R


#64-1【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
#1-5【HD】


00


25:00 #74-9【HD】
篠原ともえと加藤い
づみへきくちから
26:00 #75-6【HD】
あいらもえかへきく


ちから


00


27:00 #50-10【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


28:00 #51-10【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


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「石山坂本線」
#40-5【HD】【字】


10


2021 FORMULA 1


06:00 #26-3【HD】
【第6戦ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝGP】
FORMULA 1 AZERBAIJAN 
GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行1


開催地:ﾊﾞｸｰ市街地ｺｰｽ
Ｓ二


07:20 #27-3【HD】
【第6戦ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝGP】
FORMULA 1 AZERBAIJAN 
GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行2


開催地:ﾊﾞｸｰ市街地ｺｰｽ
Ｓ二


08:40 #28-3【HD】
【第6戦ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝGP】
FORMULA 1 AZERBAIJAN 
GRAND PRIX 2021
土曜ﾌﾘｰ走行


開催地:ﾊﾞｸｰ市街地ｺｰｽ
Ｓ二


10:00 #29-10【HD】
【第6戦ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝGP】
FORMULA 1 AZERBAIJAN 
GRAND PRIX 2021


予選
開催地:ﾊﾞｸｰ市街地ｺｰｽ


Ｓ二
11:40 #30-11【HD】
【第6戦ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝGP】
FORMULA 1 AZERBAIJAN 
GRAND PRIX 2021


決勝
開催地:ﾊﾞｸｰ市街地ｺｰｽ


Ｓ二


40


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「焼肉ケニヤ」
#82-26【HD】【字】


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


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
#29-3【HD】


10


2021 FORMULA 1


17:00 #54-8【HD】
【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
18:40 #55-10【HD】
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】
FORMULA 1 MAGYAR 
NAGYDIJ 2021


決勝
開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ


Ｓ二


10


“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!
#1-4【HD】


00


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！
#1-5【HD】


00


25:00 #76-5【HD】
武部聡志ときくちか


ら
26:00 #77-7【HD】
武部聡志ときくちか


ら 続篇


30


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


#52-9【HD】


50
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <押尾
コータロー> #92-31 【HD】


10


2021 FORMULA 1
【第7戦ﾌﾗﾝｽGP】


FORMULA 1 EMIRATES GRAND 
PRIX DE FRANCE 2021
金曜ﾌﾘｰ走行1


開催地：ﾎﾟｰﾙ・ﾘｶｰﾙ・ｻｰｷｯﾄ
Ｓ二 #31-2【HD】


00


2021 FORMULA 1 【第7戦ﾌﾗﾝｽGP】
FORMULA 1 EMIRATES GRAND PRIX DE 


FRANCE 2021
金曜ﾌﾘｰ走行2


開催地：ﾎﾟｰﾙ・ﾘｶｰﾙ・ｻｰｷｯﾄ Ｓ二 #32
-2【HD】 


30


2021 FORMULA 1
【第7戦ﾌﾗﾝｽGP】


FORMULA 1 EMIRATES GRAND PRIX DE FRANCE 2021
金曜ﾌﾘｰ走行2


開催地：ﾎﾟｰﾙ・ﾘｶｰﾙ・ｻｰｷｯﾄ Ｓ二 #32-2【HD】 


35


2021 FORMULA 1


06:30 #33-3【HD】
【第7戦ﾌﾗﾝｽGP】


FORMULA 1 EMIRATES GRAND 
PRIX DE FRANCE 2021
土曜ﾌﾘｰ走行


開催地：ﾎﾟｰﾙ・ﾘｶｰﾙ・ｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


07:50 #34-7【HD】
【第7戦ﾌﾗﾝｽGP】


FORMULA 1 EMIRATES GRAND 
PRIX DE FRANCE 2021


予選
開催地：ﾎﾟｰﾙ・ﾘｶｰﾙ・ｻｰｷｯﾄ


Ｓ二
09:30 #35-8【HD】
【第7戦ﾌﾗﾝｽGP】


FORMULA 1 EMIRATES GRAND 
PRIX DE FRANCE 2021


決勝
開催地：ﾎﾟｰﾙ・ﾘｶｰﾙ・ｻｰｷｯﾄ


Ｓ二


00


ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ  11:35 #12-7【HD】 2006年優勝 大山志保


最終18番奇跡のﾛﾝｸﾞﾊﾟｯﾄで逆転V 11:50 #9-39【HD】 2014年優勝 ﾌｪｰﾋﾞｰ・ﾔ
ｵ


強風の中ﾉｰﾎﾞｷﾞｰでﾂｱｰ初V 


30


VIVA LA ROCK 2021


12:00 #1-2【HD】
【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
14:30 #2-2【HD】
【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
17:00 #3-2【HD】
【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
19:30 #4-2【HD】
【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
22:00 #5-2【HD】
【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


00


ジミ・ヘンドリック
ス


Blue Wild Angel
～ワイト島ライブ～
#1-14【HD】


00


26:00 #78-7【HD】
武部聡志ときくちか


ら 完結篇?
27:00 #79-8【HD】
なぎら健壱と坂崎幸
之助へきくちから
28:00 #80-6【HD】
松本隆へきくちから


00


新・みんなの鉄道
北海道旅客鉄道・留


萌本線
#41-16【HD】


00


2021 FORMULA 1


06:00 #36-3【HD】
【第8戦ｼｭﾀｲﾔｰﾏﾙｸGP】
FORMULA 1 BWT GROSSER 


PREIS DER STEIERMARK 2021
金曜ﾌﾘｰ走行1


開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ Ｓ二
07:20 #37-3【HD】
【第8戦ｼｭﾀｲﾔｰﾏﾙｸGP】
FORMULA 1 BWT GROSSER 


PREIS DER STEIERMARK 2021
金曜ﾌﾘｰ走行2


開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ Ｓ二
08:40 #38-3【HD】
【第8戦ｼｭﾀｲﾔｰﾏﾙｸGP】
FORMULA 1 BWT GROSSER 
PREIS DER STEIERMARK 2021


土曜ﾌﾘｰ走行
開催地:ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ Ｓ二


25


2021 FORMULA 1
【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 #1-2【HD】


20


2021 FORMULA 1
【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 #40-6【HD】


15


ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ  13:20 #2-46【HD】 2009年優勝 石川


遼
4日間ﾄｯﾌﾟを守り完全優勝! 13:40 #3-57


【HD】 2010年優勝 石川遼
薗田峻輔との対決はﾌﾟﾚｰｵﾌ決着! 14:10 #10-


48【HD】 2006年優勝 片山晋呉
大会初Vは節目の20勝! 


45


SKY EYE～空からのメッセージ～
東京編


Ｓ二 #36-46【HD】【字】


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ
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
#32-3【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「ぱちん
こ GANTZ:2」前編 
#7-40【HD】 


00


パチスロ(旅)  
18:00 #3-38【HD】 
大阪編③ 18:30 #4-
34【HD】 大阪編④ 


30


NEC軽井沢72ゴルフ
トーナメント2021


第1日
#1-3【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


#66-3【HD】


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>
第122夜


「GIRLS'FOLKTORY 
NEXT」


#25-1【HD】


00


ラーメンWalker TV2  23:20 #291-21【HD】【字】 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 23:40 #292-15【HD】【字】 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」 


50


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


'00⑦
日本S･フライ級タイ


トルマッチ
菊井徹平vs河野公平
日本S･バンタム級タ
イトルマッチ


山中大輔vs下田昭文
ほか #21-23 


10
純喫茶に恋をして
#15-17【HD】【字】


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


'00⑧
日本ウェルター級タ
イトルマッチ


沼田康司vs中川大資
日本S･バンタム級タ
イトルマッチ


木村章司vs芹江匡晋
ほか #22-17【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


2021/07/20 19:48


（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。
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2021 FORMULA 1


06:00 #41-3【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
07:20 #42-3【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
08:40 #43-3【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
10:00 #44-10【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


40
ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ


ﾊｲﾗｲﾄ 2018年優勝 星野陸也
男子ｺﾞﾙﾌ界に待望のﾆｭｰﾋｰﾛｰ誕生 #1-18【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 #45-10【HD】


10


ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ  13:40 #3-34【HD】 2011年優勝 金田久美子
最終日に大逆転!悲願のﾂｱｰ初優勝 14:00 #8-41【HD】 


2017年優勝 吉田弓美子
大混戦抜け出し2年ぶり6勝目! 


25
ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ


ﾊｲﾗｲﾄ 2015年優勝 金庚泰
土壇場で強さを見せ2度目のV #11-6【HD】 


35PR 2021年8月 #22-82【HD】 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


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
#33-8【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「ぱちん
こ GANTZ:2」後編 
#8-40【HD】 


00


18:00 #67-2【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 #68-1【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 #26-1【HD】


00


My Dear Life 70th 
渡辺貞夫 70周年記
念コンサートJAZZ & 
BOSSA with STRINGS


#1-2【HD】


00


NEC軽井沢72ゴルフ
トーナメント2021


第2日
#3-2【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
#26-2【HD】


00


26:00 #81-5【HD】
miwaへきくちから
27:00 #82-5【HD】
武部聡志ときくちか
ら リピートアゲイ


ン


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」
#56-12【HD】


30


2021 FORMULA 1


06:00 #46-3【HD】
【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


07:20 #47-9【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
08:45 #48-3【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


10:05 #49-11【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


11:00 #50-11【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


フジサンケイレディスクラ
シック黄金伝説
2005年 第24回大会


藤井かすみ プレーオフ制し
大会連覇


#10-12【HD】


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


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
#34-5【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～


社員旅行SP鹿児島編
① #9-27【HD】 


00


パチスロ(旅)  
18:00 #5-33【HD】 
兵庫編① 18:30 #6-
34【HD】 兵庫編② 


00


NEC軽井沢72ゴルフ
トーナメント2021


19:00 #4-3【HD】
最終日


1番ﾎｰﾙ生中継
20:30 #5-2【HD】


最終日


10


キミは=LOVEを愛せる
か!


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！！
#3-7【HD】


30
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <押尾
コータロー> #92-32 【HD】


30


24:30 #83-5【HD】
宗本康兵へきくちか


ら
25:30 #84-5【HD】
きくちから


『しおこうじフォー
ク村』入門篇


26:30 #85-3【HD】
ほのさきちぃへきく


ちから


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


#53-7【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 #57-13【HD】


10


2021 FORMULA 1


06:00 #51-3【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
07:20 #52-3【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
08:40 #53-3【HD】
【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
10:00 #54-9【HD】
【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
11:40 #55-11【HD】
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】
FORMULA 1 MAGYAR 
NAGYDIJ 2021


決勝
開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ Ｓ二


40


春の高校ﾊﾞﾚｰ
ﾊｲﾗｲﾄ 2017年男子決勝


駿台学園vs東亜学園 白熱の東京対決 #8-35
【HD】 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


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
#35-5【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～


社員旅行SP鹿児島編
② #10-28【HD】 


00


パチスロ(旅)  
18:00 #7-29【HD】 
兵庫編③ 18:30 #8-
31【HD】 兵庫編④ 


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 #25-11【HD】 


00


NSP 中村貴之 平賀
和人へきくちから
#86-3【HD】


30


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
#1-7【HD】


00


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
#1-5【HD】


00


FACTORY ARCHIVES
CRAZY KEN BAND
#7-5【HD】


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>
第110夜「オトナゲ
スト 篠原ともえ」


#13-9【HD】


50


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


#54-9【HD】
00PR 2021年8月 #22-96【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 #58-14【HD】


30


SELECTRAVEL


06:00 #12-23【HD】
九州 熊本・福岡編 Ｓ二
06:30 #13-37【HD】
四国 徳島・高知編 Ｓ二
07:00 #14-29【HD】
四国 香川・愛媛編 Ｓ二


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」 #79-44【HD】【字】 


00


フジサンケイレディスクラ
シック黄金伝説
2002年 第21回大会


具玉姫 日本ツアー20勝達成
#9-17


40


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


09:00 #30-3【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
11:20 #31-3【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


00
純喫茶に恋をして ～吉祥寺・ウッド
ストック #11-42【HD】【字】 


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「高松琴平電鉄」
#9-11【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
#26-3【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～


社員旅行SP鹿児島編
③ #11-25【HD】 


00


パチスロ(旅)  
18:00 #9-29【HD】 
宮城編① 18:30 #10
-29【HD】 宮城編② 


00


FACTORY ARCHIVES
くるり


#9-3【HD】


00


2021 F1 GPニュース
前半戦総括&後半戦


予想SP
生 #10-1【HD】


10


エリック・クラプト
ン Live in 
California
#1-1【HD】


10


2021 F1 GPニュース
前半戦総括&後半戦


予想SP
#10-2【HD】


00


ローレウス世界ス
ポーツ賞
#1-2【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111夜「オト
ナゲスト杉真理ふた


たび」
しおこうじスタジオ
ライブ #14-8【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111夜「オ
トナゲスト杉真理ふたたび」


30
純喫茶に恋をして ～築地・マコ 


#13-37【HD】【字】 


30


SELECTRAVEL  06:30 #15-22
【HD】 中国・四国 山口編 
Ｓ二 07:00 #16-13【HD】 
中国・四国 鳥取・島根編 


Ｓ二 


30


新・みんなの鉄道
富士急行・富士急行


線
#29-5【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
群馬編


Ｓ二 #37-39【HD】【字】


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


09:00 #36-5【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
11:20 #37-5【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


13:40 #38-5【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


00


2021 F1 GPニュース
前半戦総括&後半戦


予想SP
#10-3【HD】


30


THINKofMICHINOKU
完全版


ASIAN KUNG-FU 
GENERATION
BiS


BRAHMAN
ELLEGARDEN
The Birthday


サンボマスター ほ
か #1-1【HD】 


00


スパイストラベラー
第29話


名店紹介:タコムマサラダイナー
ゲスト:TOSHI-LOW(BRAHMAN) #29-1【HD】 


00


FACTORY ARCHIVES


21:00 #12-2【HD】
HY


22:00 #13-1【HD】
POLYSICS


00


オアシス Live at 
ブラックアイラン
ド・スタジオ2008
#1-7【HD】


00


西川貴教の僕らの音楽


25:00 #23-14【HD】
『僕らの音楽』 presents
武部聡志 ピアノデイズ 前


編
26:00 #24-13【HD】


『僕らの音楽』 presents
武部聡志 ピアノデイズ 後


編


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112夜


「第3回ももクロア
ンプラグド」
#15-7【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


#55-9【HD】


15


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #39-4【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


08:15 #40-5【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


10:35 #41-6【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


12:55 #42-8【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


30
ラーメンWalker TV2 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』


00


ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2013年優勝 松山英樹


ﾌﾟﾚｰｵﾌにもつれる死闘 #4-53【HD】 


00


新・みんなの鉄道
東日本旅客鉄道・北
海道旅客鉄道「寝台
特急カシオペア」
#40-9【HD】


00


2021 F1 GPニュース
前半戦総括&後半戦


予想SP
#10-4【HD】


00


ザ・ヒストリー・オ
ブ・コヤブソニック


#1-7【HD】


00


コールドプレイ 
Live at La Cigale 


2012
#1-5【HD】


00


西川貴教の僕らの音楽


22:00 #25-12【HD】
武部聡志特別編


祭nine./日和ゆず/有澤百華
23:00 #26-13【HD】
武部聡志特別編


森口博子/原田珠々華/やま
もとひかる


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。 #1-7【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113夜


「ダウンタウンしお
こうじストリング
ス」 #16-6【HD】 


10


28:10 #56-7【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
28:40 #57-6【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


30
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <押尾
コータロー> #92-33 【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
北海道編


Ｓ二 #2-71【HD】【字】


30


SELECTRAVEL


06:00 #17-14【HD】
中国・四国 岡山編 Ｓ二
06:30 #18-15【HD】
中国・四国 広島編 Ｓ二
07:00 #19-15【HD】


東海・北信越 静岡編 Ｓ二


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ミートカイザー」
#83-17【HD】【字】


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


08:00 #43-4【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


10:20 #44-5【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
12:40 #45-5【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


00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  15:00 #23-60【HD】
【字】 滋賀編 Ｓ二 15:30 
#24-55【HD】【字】 愛知編 


Ｓ二 


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「箱根登山鉄道」
#15-9【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～


社員旅行SP鹿児島編
④ #12-25【HD】 


00


パチスロ(旅)  
18:00 #11-28【HD】 
宮城編③ 18:30 #12
-27【HD】 宮城編④ 


10


ズームイン!!SMA!
#1-7【HD】


10


FACTORY ARCHIVES
サンボマスター
#3-10【HD】


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>
第114夜


「ダウンタウンしお
こうじ合唱団」
#17-5【HD】


50


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


#58-6【HD】


50


26:50 #3-5【HD】
春のONEナイトカーニバル


2021
実話怪談倶楽部The LIVE!


主宰：兵動大樹
ゲスト：RaMu


怪員：城谷歩/スズサク/ぱ
んち


28:20 #5-2【HD】
実話怪談倶楽部The Secret


主宰：兵動大樹
ゲスト：くるみ


怪員：三木大雲/吉田悠軌/
今仁英輔


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #14-25【HD】 


00


SELECTRAVEL  06:00 #20-17
【HD】 東海・北信越 愛
知・三重編 Ｓ二 06:30 #21
-13【HD】 東海・北信越 富


山編 Ｓ二 


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル


07:00 #80-36【HD】【字】 「ロウ
リーズ・ザ・プライムリブ 恵比寿
ガーデンプレイス店」 07:30 #81-30
【HD】【字】 「シャンウェイ フライ


ドマスター店」/「美会」 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


08:00 #46-5【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


10:20 #47-4【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
12:40 #48-4【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


00


フジサンケイクラ
シック黄金伝説
2002年 第30回大会 
佐藤信人 プレーオ
フで記念大会を制


す!
#10-28


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
#13-31【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #13-28【HD】 
福島編① 18:30 #14
-28【HD】 福島編② 


50


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!
#1-8【HD】


50


FACTORY ARCHIVES


20:50 #4-7【HD】
THEE MICHELLE GUN 


ELEPHANT
22:50 #5-7【HD】
ZAZEN BOYS


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115夜


「松本隆×筒美京平
縛り フNs音楽祭」
#18-5【HD】


10


28:10 #59-6【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
28:40 #60-8【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


30
純喫茶に恋をして
#15-18【HD】【字】


00


SELECTRAVEL 東海・北信越 
新潟編 Ｓ二 #22-14【HD】 


20


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #49-7【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


08:15 #50-7【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
10:35 #51-5【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


13:00 #52-6【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


00


フジサンケイクラ
シック黄金伝説
1992年 第20回大会 
牧野裕が完全優勝!


#29-9


00


パチンコLAB～8th season～
「PF機動戦士ガンダム 逆襲


のシャア」後編
#14-32【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #15-28【HD】 
福島編③ 18:30 #16
-28【HD】 福島編④ 


50


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！ #1-6


【HD】 


20


FACTORY ARCHIVES


20:50 #6-4【HD】
東京スカパラダイス
オーケストラ


22:50 #8-4【HD】
怒髪天


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116夜


「フォーク村 新年
大反省会」
#19-4【HD】


40


26:40 #61-8【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
27:10 #62-4【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


50 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」 #8-3【HD】 


00PR 2021年8月 #22-116【HD】 


00


いいすぽ！
サッカーゲームの最
新鋭!「FIFA21」
Ｓ二 #59-12【HD】


30


SELECTRAVEL


06:00 #23-13【HD】 東海・
北信越 長野・岐阜編 Ｓ二
06:30 #24-14【HD】 東海・
北信越 石川・福井編 Ｓ二
07:00 #25-15【HD】 関東 


栃木編 Ｓ二


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
石川編


Ｓ二 #9-60【HD】【字】


30


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


08:00 #53-5【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


11:10 #54-7【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


00


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! #3-58【HD】 


20


ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2011年優勝 金田久美子


最終日に大逆転!悲願のﾂｱｰ初優勝 #3-35【HD】 


00


フジサンケイレディス
クラシック黄金伝説
2010年 第29回大会
服部真夕 2年ぶりツ


アー2勝目
#13-9【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「富良野線」
#44-18【HD】【字】


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「CR真・花
の慶次2 漆黒の衝撃」
前編 #15-30【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#17-26【HD】 鹿児島
編① 18:30 #18-26
【HD】 鹿児島編② 


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
#26-14【HD】


00


きくちから
#87-1【HD】


30


次ナルTV-S超特急タカシ メキ
ホ！太陽みたいな恋しようスペ


シャル
地上波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）必見の貴重映像満載番組！今


回は夏をﾃｰﾏにお届け!
#1-2【HD】


30


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！ #1-8【HD】 


30


FACTORY ARCHIVES
andymori
#11-3【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117夜


「Dearest BEATLES
無観客生配信」
#20-4【HD】


40


26:40 #63-4【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
27:10 #64-4【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
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <押尾
コータロー> #92-34 【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 #60-11【HD】


30


SELECTRAVEL


06:00 #26-12【HD】
関東 神奈川編 Ｓ二
06:30 #27-5【HD】
関東 茨城編 Ｓ二
07:00 #28-3【HD】


関東 群馬・埼玉編 Ｓ二


00


春の高校ﾊﾞﾚｰ
ﾊｲﾗｲﾄ 2019年女子決勝
金蘭会vs東九州龍谷


ﾌﾙｾｯﾄの大熱戦! #7-44【HD】 


20


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
横浜F・ﾏﾘﾉｽ


vs
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌
#55-7【HD】


40


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! #6-45【HD】 


10


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「M2」


#77-45【HD】【字】


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


#56-4【HD】


50
ラーメンWalker TV2 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 #284-22


00 寺門ジモンの肉専門チャンネル【ミニ】
「アカシア 新宿本店」 #13-3【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
#15-7【HD】


00


パチンコLAB～8th 
season～ 「CR真・花
の慶次2 漆黒の衝撃」
後編 #16-30【HD】 


20
純喫茶に恋をして ～町屋・はま
ゆう #12-40【HD】【字】 


40


2021 FORMULA 1
【第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP】


FORMULA 1 ROLEX BELGIAN 
GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行1


開催地:ｽﾊﾟ ﾌﾗﾝｺﾙｼｬﾝ
Ｓ二 生 #56-1【HD】


50PR 2021年8月 #22-121【HD】 


10
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <押尾
コータロー> #92-35 【HD】


50


ジェフ・ベック 
Live in Tokyo 2014


#1-3【HD】


10


2021 FORMULA 1
【第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP】


FORMULA 1 ROLEX BELGIAN 
GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行2


開催地:ｽﾊﾟ ﾌﾗﾝｺﾙｼｬﾝ
Ｓ二 生 #57-1【HD】


00


ディープ・パープル 
Live at モントルー


2006
#3-8【HD】


10


1993年に行われたLUNA 
SEA初武道館ライブ
Sin After Sin
#1-12【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<完全


版>
第118夜


「フォーク村 ライ
ブ！ライブ！」
#21-3【HD】


00


連夜のONEナイトカーニバル
実話怪談倶楽部The LIVE!


主宰：兵動大樹
ゲスト：出口亜梨沙


特別出演：ケンドーコバヤシ
怪員：北極ジロ／伊藤えん魔／


ヌ・ヒカル


#4-3【HD】


40


フジサンケイクラ
シック黄金伝説


06:00 #24-11
1986年 第14回大会 
ジャンボ尾崎、大混


戦を制す!
07:10 #2-12


1991年 第19回大会 
大会史上初!4人のプ
レーオフ ノーカッ


ト版
09:00 #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!


00


春の高校ﾊﾞﾚｰ
ﾊｲﾗｲﾄ 2017年女子決勝
下北沢成徳vs就実


ｴｰｽが見せた底力 黒後愛 春高連覇へ! #5-51【HD】 


10


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）
#16-7【HD】


50


ラーメンWalker TV2  15:10 #291-26【HD】【字】 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 15:30 #292-20【HD】【字】 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純喫茶に恋をして(10分だけver.) #17-9【HD】 


40


2021 FORMULA 1


16:00 #56-2【HD】
【第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP】


FORMULA 1 ROLEX BELGIAN 
GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行1


開催地:ｽﾊﾟ ﾌﾗﾝｺﾙｼｬﾝ Ｓ二
17:20 #57-2【HD】
【第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP】


FORMULA 1 ROLEX BELGIAN 
GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行2


開催地:ｽﾊﾟ ﾌﾗﾝｺﾙｼｬﾝ Ｓ二
50PR 2021年8月 #22-124【HD】 


10


2021 FORMULA 1
【第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP】


FORMULA 1 ROLEX BELGIAN 
GRAND PRIX 2021
土曜ﾌﾘｰ走行


開催地:ｽﾊﾟ ﾌﾗﾝｺﾙｼｬﾝ
Ｓ二 生 #58-1【HD】


50


ジェフ・ベック 
Live At The 
Hollywood Bowl
#1-2【HD】


00


2021 FORMULA 1
【第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP】
FORMULA 1 ROLEX 
BELGIAN GRAND PRIX 


2021
予選


開催地:ｽﾊﾟ ﾌﾗﾝｺﾙｼｬﾝ
Ｓ二 生 #59-1【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「弘南鉄道」
#19-10【HD】


00


あなたと温泉に行ったら・・・  
25:00 #41-14【HD】【字】 「飯坂温
泉編」前篇 25:15 #42-14【HD】
【字】 「飯坂温泉編」後篇 25:30 
#43-15【HD】【字】 「磐梯熱海温泉
編」前篇 25:45 #44-15【HD】【字】 


「磐梯熱海温泉編」後篇 


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119夜


「高田渡に会いに行
く」


#22-3【HD】


40


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


 #38-15【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! #3-35【HD】 


15


フジサンケイクラ
シック黄金伝説


06:00 #1-23
1987年 第15回大会 
ジャンボ尾崎 奇跡
の連続チップイン
07:20 #13-23【HD】
2009年 第37回大会 
石川遼が4日間トッ
プで大会初優勝!
09:05 #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！


30
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


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「焼肉ケニヤ」


#82-28【HD】【字】


40


フジサンケイクラ
シック黄金伝説  


12:00 #40-29【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! 14:00 #42-20
【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
#16-14【HD】【字】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「大井川鐵道 井川
線」 #12-16【HD】 


30


2021 FORMULA 1


17:00 #58-2【HD】
【第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP】


FORMULA 1 ROLEX BELGIAN 
GRAND PRIX 2021
土曜ﾌﾘｰ走行


開催地:ｽﾊﾟ ﾌﾗﾝｺﾙｼｬﾝ
Ｓ二


18:20 #59-2【HD】
【第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP】


FORMULA 1 ROLEX BELGIAN 
GRAND PRIX 2021


予選
開催地:ｽﾊﾟ ﾌﾗﾝｺﾙｼｬﾝ


Ｓ二


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
静岡編


Ｓ二 #6-63【HD】【字】


20


春の高校ﾊﾞﾚｰ
ﾊｲﾗｲﾄ 2002年女子決勝
三田尻女vs成徳学園


ﾒｸﾞｶﾅ直接対決! #1-34【HD】 


00


2021 FORMULA 1
【第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP】
FORMULA 1 ROLEX 
BELGIAN GRAND PRIX 


2021
決勝


開催地:ｽﾊﾟ ﾌﾗﾝｺﾙｼｬ
ﾝ


Ｓ二 生 #60-1
【HD】


00


フジサンケイレディスクラ
シック黄金伝説
1990年 第9回大会
平瀬真由美


大会最年少優勝 #4-16 


00


鎧美女  26:00 #78-5【HD】
【字】 甲冑:徳川秀忠 美
女:美月絢音 26:30 #79-5
【HD】 甲冑:細川忠興 美


女:メイリ 


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>


第120夜
「加藤いづみ×しおこ
うじ ジョイントライ


ブ」
-加藤いづみデビュー
30周年 玉井詩織復活
生誕祭- #23-2【HD】 


50


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


#65-4【HD】
00PR 2021年8月 #22-126【HD】 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


00


新・みんなの鉄道


13:00 #32-3【HD】
九州旅客鉄道「なな
つ星in九州」


15:00 #34-2【HD】
東日本旅客鉄道 寝
台特急あけぼの定期
運行ラストラン


00


パチンコLAB～8th 
season～
総集編前編
#17-23【HD】


00


パチスロ(旅)  18:00 
#19-25【HD】 鹿児島
編③ 18:30 #20-26
【HD】 鹿児島編④ 


50


2021 FORMULA 1


19:00 #59-3【HD】
【第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP】
FORMULA 1 ROLEX 
BELGIAN GRAND PRIX 


2021
予選


開催地:ｽﾊﾟ ﾌﾗﾝｺﾙｼｬ
ﾝ
Ｓ二


21:10 #60-3【HD】
【第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP】
FORMULA 1 ROLEX 
BELGIAN GRAND PRIX 


2021
決勝


開催地:ｽﾊﾟ ﾌﾗﾝｺﾙｼｬ
ﾝ
Ｓ二


00


LUNA SEA
10TH ANNIVERSARY GIG
[NEVER SOLD OUT]CAPACITY


∞


10万人のオーディエンスを
集めて行われたLUNA SEA10


周年記念ライブ!
ヘリコプターからメンバー
が降り立ったド派手な演出


も注目!
 #2-11【HD】 


00


「兵動・小籔のおしゃべり一本
勝負」&「実話怪談倶楽部」 in 
両国国技館 実話怪談倶楽部Ver.


ゲスト：朝日奈央
怪員：島田秀平／ぁみ／匠平 #2


-3【HD】 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


10PR 2021年8月 #22-130【HD】 


00


2021 FORMULA 1


11:10 #59-4【HD】
【第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP】
FORMULA 1 ROLEX 
BELGIAN GRAND PRIX 


2021
予選


開催地:ｽﾊﾟ ﾌﾗﾝｺﾙｼｬ
ﾝ
Ｓ二


13:20 #60-4【HD】
【第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP】
FORMULA 1 ROLEX 
BELGIAN GRAND PRIX 


2021
決勝


開催地:ｽﾊﾟ ﾌﾗﾝｺﾙｼｬ
ﾝ
Ｓ二


00


パチンコLAB～8th 
season～
総集編後編
#18-22【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #21-26【HD】 
宮崎編① 18:30 #22
-26【HD】 宮崎編② 


40


19:00 #3-12【HD】
LUNA SEA


THE FINAL ACT 
TOKYO DOME


2000年12月26日、27
日に東京ドームで行
われたLUNA SEAの終
幕ライブを放送!


24:50 #4-12【HD】
LUNA SEA


The End of the 
Dream ZEPP TOUR 
2012「降臨」


2012年12月16日ZEPP 
TOKYOで行われた12
年振りとなるスタン
ディングツアー!


20


エレファントカシマ
シ


桜の花舞い上がる武
道館


#1-11【HD】


50


鎧美女 甲冑:細川忠興 美
女:メイリ #79-6【HD】 


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #16-10【HD】 
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2021/07/20 19:48


（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 2021.07.26-2021.08.01
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）


25:00 25:00 00[S][HD][F]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


25:00


25:30


27:00 27:00


27:30 27:30 27:30


25:30 25:30


26:00 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(08/01)』


※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


27:00


23:30 23:30 30[S][HD]
MLBイッキ見！ #18


23:30


24:00 24:00 24:00
15[S][F]インフォメーション


24:30 24:30 30[S][字][HD][F]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


24:30


19:30 19:30


20:00 20:00 00[二][同][HD][F]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(07/31)』


20:00


20:30 20:30 20:30


22:00 22:00 22:00


22:30 22:30 22:30


21:00 21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


23:00 23:00 23:00


16:00 16:00 00[S][休][HD][F]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


16:00


16:30 16:30 30[多][同][HD]
Cycle*2021　クラシカ・サン
セバスティアン
(2021/07/31)


16:30


17:00 17:00


18:30 18:30 18:30


19:00 19:00 19:00


17:00


17:30 17:30 17:30


18:00 18:00 18:00


19:30


15:00 15:00 00[S][休][字][HD][F]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
マルチプレイヤー ディオン・
サンダース


15:00


15:30 15:30 15:30


14:00 14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


13:30 13:30 13:30


12:00 12:00 12:00


12:30 12:30 12:30


11:30


10:00 10:00 10:00


10:30 10:30 10:30


13:00 13:00 13:00


07:00 07:00 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(07/31)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


07:00


07:30 07:30 07:30


09:00 09:00 09:00


09:30 09:30 09:30


08:00 08:00 08:00


08:30 08:30 08:30


11:00 11:00 11:00


11:30 11:30


04:00 04:00 00[S][休][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


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 00[S][休][字][HD][F]
WWE スマックダウン #1144
(休止の場合あり)


05:00


05:30 05:30 05:30


06:00 06:00 06:00


06:30 06:30 06:30
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J SPORTS 4 2021.08.02-2021.08.08
2021.08.02 2021.08.03 2021.08.04 2021.08.05 2021.08.06 2021.08.07 2021.08.08


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 26:30 26:30


27:00 27:00 27:00


24:30 24:30 24:30


25:00 00[S][同][HD]
WWE ロウ #1471
【英語版】


25:00 25:00
15[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


25:30 30[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第13ステージ
(2021/05/21)


25:30 25:30
45[S][休][HD]SUPER GT
2021 ダイジェスト26:00 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)


00[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)


00[多][休][HD]
Cycle*2021　クラシカ・サン
セバスティアン
(2021/07/31)
(休止の場合あり)


26:00 00[S][同][休][HD]
WWE スマックダウン #1146
【英語版】
(休止の場合あり)


00[二][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第4戦 アドリア(イタリア)
『決勝』
(2021/08/01)


27:30 27:30 27:30
45[S][HD]SUPER GT 2021
ダイジェスト


23:30 23:30 23:30


24:00 24:00 24:00


22:00


22:30 22:30 22:30


23:00 23:00 23:00


19:30


20:00 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)


20:00 20:00


20:30 30[二][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第10ステージ
(2021/07/06)


20:30 20:30
45[S][HD]SUPER GT 2021
ダイジェスト21:00 00[二][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第8ステージ
(2021/07/03)


21:00 21:00


21:30 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


21:30 21:30


22:00 00[多][L][初][HD]
Cycle*2021　アークティック
レース・オブ・ノルウェー
第1ステージ
(2021/08/05)


※放送開始時刻未定


00[多][L][初][HD]
Cycle*2021　アークティック
レース・オブ・ノルウェー
第2ステージ
(2021/08/06)


※放送開始時刻未定


22:00 00[多][L][初][HD]
Cycle*2021　アークティック
レース・オブ・ノルウェー
第3ステージ
(2021/08/07)


※放送開始時刻未定


00[多][L][初][HD]
Cycle*2021　アークティック
レース・オブ・ノルウェー
第4ステージ
(2021/08/08)


※放送開始時刻未定


16:00 16:00


16:30 30[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第15ステージ
(2021/05/23)


16:30 16:30


17:00 17:00


18:00 18:00
15[S]インフォメーション


18:30 30[二][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第9ステージ
(2021/07/04)


18:30 30[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


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 19:00 00[多][同][HD]
Cycle*2021　アークティック
レース・オブ・ノルウェー
第2ステージ
(2021/08/06)


00[多][同][HD]
Cycle*2021　アークティック
レース・オブ・ノルウェー
第3ステージ
(2021/08/07)


19:00


19:30 19:30


13:00 13:00


15:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』
(休止の場合あり)


00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1470
(休止の場合あり)


00[多][同][HD]
Cycle*2021　アークティック
レース・オブ・ノルウェー
第1ステージ
(2021/08/05)


15:00 15:00


15:30 15:30 15:30


16:00


17:00


17:30 17:30 30[S][HD]
MLBイッキ見！ #19


17:30
45[S][HD]MLBミュージック
#2718:00 00[S][初][字][HD]


WWE ロウ #1470
00[多][HD]
Cycle*2021　クラシカ・サン
セバスティアン
(2021/07/31)


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1145


00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1144


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


11:30 11:30 11:30


12:00 00[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第12ステージ
(2021/05/20)


12:00


13:30 13:30 13:30


14:00 14:00 00[多][休][HD]
Cycle*2021　クラシカ・サン
セバスティアン
(2021/07/31)
(休止の場合あり)


14:00


14:30 14:30 14:30


00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1145
(休止の場合あり)


12:00
15[S][休][HD]SUPER GT
2021 ダイジェスト12:30 30[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第14ステージ
(2021/05/22)


12:30 12:30


13:00


08:30 08:30


09:00 00[二][休][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)
(休止の場合あり)


00[S][L][初][HD]
WWE ロウ #1471
【英語版】


00[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第17ステージ
(2021/05/26)


09:00 00[S][L][初][HD]
WWE スマックダウン #1146
【英語版】


09:00


09:30 09:30 09:30


10:00 10:00 00[二][休][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第4戦 アドリア(イタリア)
『決勝』
(2021/08/01)
(休止の場合あり)


10:00


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00 11:00
15[S][休][HD][F]山本尚貴
25[二][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第11ステージ
(2021/07/07)


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)


06:00 00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


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)


06:00 00[S][HD]SUPER GT 2021
ダイジェスト


00[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第18ステージ
(2021/05/27)


06:00
15[S][字][HD]
WWE ロウ #147006:30 30[S][HD]MLBミュージック


#27
06:30 06:30


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)


07:00 07:00


07:30 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(08/03)』


※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(08/04)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00 08:00


04:00 ～[多][休][HD]
Cycle*2021　クラシカ・サン
セバスティアン
(2021/07/31)
(休止の場合あり)


00[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)


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 00[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第16ステージ
(2021/05/24)


05:00


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(08/01)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


～[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第13ステージ
(2021/05/21)


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


07:00


08:30


05:00


05:30 30[S]
休止


05:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


05:30
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J SPORTS 4 2021.08.09-2021.08.15
2021.08.09 2021.08.10 2021.08.11 2021.08.12 2021.08.13 2021.08.14 2021.08.15


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）


27:30 27:30


45[S][HD]MLBミュージック
#2725:00 00[S]
機器メンテナンス


00[多][休][HD]
Cycle*2021　クラシカ・サン
セバスティアン
(2021/07/31)
(休止の場合あり)


00[二][休][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第4戦 アドリア(イタリア)
『決勝』
(2021/08/01)
(休止の場合あり)


25:00 25:00
15[S][HD][F]ル・マン24時間
レース2021 ナビ25:30 25:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


25:30


26:00 26:00 26:00


26:30 26:30 26:30


27:00 00[S][休][字][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
マルチプレイヤー ディオン・
サンダース


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第6戦
『モスト(チェコ)』


27:00 27:00


27:30


22:00


23:00 23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 00[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第20ステージ
(2021/05/29)


24:00 00[二][L][初][HD][F]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第1ステージ
(2021/08/14)


※放送開始時刻未定


24:00


00[S][同][HD]
WWE ロウ #1472
【英語版】


00[多][HD]
Cycle*2021　アークティック
レース・オブ・ノルウェー
第1ステージ
(2021/08/05)


00[多][HD]
Cycle*2021　アークティック
レース・オブ・ノルウェー
第2ステージ
(2021/08/06)


22:00 22:00


22:30 22:30 22:30


23:00 00[二][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第14ステージ
(2021/07/10)


24:30 24:30 24:30


19:00 00[多][初][HD]
ISUフィギュアスケートアーカ
イブ #4
2017年 世界選手権 女子シ
ングル


(2017/03/29, 31　ハート
ウォールアリーナ,　ヘルシン
キ, フィンランド)


19:00 19:00


19:30 19:30 19:30


20:00 00[多][HD]
Cycle*2021　アークティック
レース・オブ・ノルウェー
第3ステージ
(2021/08/07)


20:00 20:00


20:30 20:30 20:30
45[S][HD]MLBミュージック
#2721:00 00[多][同][HD]
Cycle*2021　アークティック
レース・オブ・ノルウェー
第4ステージ
(2021/08/08)


21:00 00[多][HD]
Cycle*2021　アークティック
レース・オブ・ノルウェー
第4ステージ
(2021/08/08)


21:00


21:30 21:30 21:30


50[二][L][初][HD][F]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第2ステージ
(2021/08/15)


※放送開始時刻未定


16:00 00[二][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第15ステージ
(2021/07/11)


16:00


16:30 16:30 16:30


17:00 00[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第21ステージ
(2021/05/30)


17:00 17:00


17:30 30[二][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第13ステージ
(2021/07/09)


17:30 30[二][同][HD][F]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第1ステージ
(2021/08/14)


17:30


18:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1471


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1146


18:00 18:00


18:30 30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


18:30 18:30


13:30


14:00 00[二][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第12ステージ
(2021/07/08)


14:00 00[二][同][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第14戦・予選
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/14)
(休止の場合あり)


14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 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
準々決勝


00[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第6戦
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07-08)
(休止の場合あり)


00[S][休][HD]MLBミュー
ジック #27


15:00 00[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


15:00
15[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1471
(休止の場合あり)


15:30 15:30 30[二][同][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第14戦・決勝
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/14)
(休止の場合あり)


15:30


16:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1145


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


30[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第19ステージ
(2021/05/28)


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 #1472
【英語版】


09:00


12:00 12:00 00[多][HD]
ISUフィギュアスケートアーカ
イブ #4
2017年 世界選手権 女子シ
ングル


(2017/03/29, 31　ハート
ウォールアリーナ,　ヘルシン
キ, フィンランド)


00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1146
(休止の場合あり)


12:00
15[S][休][HD][F]ル・マン24
時間レース2021 ナビ12:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


12:30 12:30


13:00 00[多][同][HD]
Cycle*2021　アークティック
レース・オブ・ノルウェー
第4ステージ
(2021/08/08)


00[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第3戦
『モンツァ6時間レース(イタリ


13:00 13:00


13:30 13:30


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(08/11)』


※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(08/12)』


※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
#2708:30


11:00 11:00
15[S][初][HD][F]FIFA フット
サルワールドカップ ナビ11:30 11:30 30[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


11:30


09:30 09:30


10:00 10:00 00[二][休][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第4戦 アドリア(イタリア)
『決勝』
(2021/08/01)
(休止の場合あり)


10:00


10:30 10:30 10:30


11:00


06:30 06:30 30[多][HD]
Cycle*2021　クラシカ・サン
セバスティアン
(2021/07/31)


06:30


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(08/10)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


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】


00[S][休][字][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NBA ドウェイン・ウェイド特
集】


07:00 07:00


00[S][休][字][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NBA ドウェイン・ウェイド特
集】


06:00 00[S][HD][F]ル・マン24時間
レース2021 ナビ


06:00
15[S][字][HD]
WWE ロウ #1471


15[S][HD][F]FIFA フットサ
ルワールドカップ ナビ 2021


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3戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/08/07 FNBスタジア
ム, ヨハネスブルグ, 南アフリ
カ)


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】


00[S][L][初][HD]
WWE スマックダウン #1147
【英語版】


09:00


09:30


07:30 07:30 07:30


05:00 05:00


05:30 30[S]
休止


05:30 05:30


04:00 ～[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第6戦
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07-08)


～
[二][L][初][HD][F]Cycle*20


04:00
15[S][同][休][HD]
WWE スマックダウン #1147
【英語版】
(休止の場合あり)


04:30 30[S]
休止


04:30 04:30


05:00


04:00 00[S]
休止


～[二][HD]
Cycle*2021　ジロ・デ・イタリ
ア
第20ステージ
(2021/05/29)


～[S]
機器メンテナンス


～[多][休][HD]
Cycle*2021　クラシカ・サン
セバスティアン


00[S]
休止


06:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション
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J SPORTS 4 2021.08.16-2021.08.22
2021.08.16 2021.08.17 2021.08.18 2021.08.19 2021.08.20 2021.08.21 2021.08.22


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）


30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021


27:30 30[S][休][字][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～


27:30


25:30


26:00 26:00 26:00


26:30 26:30 26:30


24:30 24:30 24:30


25:00 25:00 25:00
15[S][HD][F]ル・マン24時間
レース2021 ナビ


15[S][同][HD]
WWE ロウ #1473
【英語版】


15[二][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第18ステージ
(2021/07/15)


15[S][字][HD]
WWE ロウ #1472


15[S][休][HD][F]ル・マン24
時間レース2021 ナビ


15[S][休][HD][F]FIFA フット
サルワールドカップ ナビ


15[S][休][HD][F]FIFA フット
サルワールドカップ ナビ25:30 30[二][HD]


FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第15戦・決勝
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/15)


30[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第6節-2
『ガンバ大阪ユース vs. サン
フレッチェ広島F.Cユース』
(2021/08/19, OFA万博フッ
トボールセンター グラウンド
B)


25:30 30[S][同][HD]
WWE スマックダウン #1148
【英語版】


30[多][同][HD]
SUPER GT 2021
第3戦 鈴鹿サーキット
『決勝』
(2021/08/22)


27:00 27:00 27:00


27:30 30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


50[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第3ステージ
(2021/08/16)


※放送開始時刻未定


50[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第4ステージ
(2021/08/17)


※放送開始時刻未定


50[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第5ステージ
(2021/08/18)


※放送開始時刻未定


50[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第6ステージ
(2021/08/19)


※放送開始時刻未定 23:00


20:30
45[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
勝 もうひとつの闘い ～セ


50[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #5
(休止の場合あり)


23:30 23:30 23:30


24:00 24:00 24:00


22:00 22:00 22:00


22:30 30[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第7ステージ
(2021/08/20)


※放送開始時刻未定


22:30 30[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第8ステージ
(2021/08/21)


※放送開始時刻未定


22:30


23:00 23:00


19:00 19:00


20:30 30[二][L][初][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
『放送開始時刻・対戦カード
未定(08/21)』
(2021/08/21)


※開催スケジュール未定に
より変更の場合あり


21:00 00[S][休][HD][F]
FIFA フットサルワールドカッ


00[S][休][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


21:00 21:00


20[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


21:30


19:30 19:30 19:30


20:00 00[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


20:00 20:00
15[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


20:30 30[二][L][初][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
『放送開始時刻・対戦カード
未定(08/20)』
(2021/08/20)


※開催スケジュール未定に
より変更の場合あり


30[S][休][HD][F]
FIFA フットサルワールドカッ


21:30 21:30


00[二][同][休][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
(2021/08/20)
(休止の場合あり)


15:00


15:30 30[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第2ステージ
(2021/08/15)


15:30 15:30


16:00 16:00


18:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1472


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1147


18:00 18:00


18:30 18:30 18:30
45[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第9ステージ
(2021/08/22)


※放送開始時刻未定


19:00


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/16)』


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/17)』


30[S][休][HD]
SUPER GT 2021 ダイジェス


17:30 17:30


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6節-2
『ガンバ大阪ユース vs. サン
フレッチェ広島F.Cユース』
(2021/08/19, OFA万博フッ
トボールセンター グラウンド
B)


13:00 13:00


14:30 30[S][休][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


14:30 30[多][L][初][HD]
SUPER GT 2021
第3戦 鈴鹿サーキット
『決勝』
(2021/08/22)


※放送開始時刻未定


14:30
45[S][休][HD][F]FIFA フット
サルワールドカップ ナビ15:00 00[二][同][HD]


Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第3ステージ
(2021/08/16)


00[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第4ステージ
(2021/08/17)


00[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第5ステージ
(2021/08/18)


16:00


16:30 16:30 16:30


17:00 00[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #5
(休止の場合あり)


17:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/20)』


17:00


17:30


00[二][同][休][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
(2021/08/19)
(休止の場合あり)


15:00


30[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第8ステージ
(2021/08/21)


09:30


10:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』
(休止の場合あり)


00[二][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第19ステージ
(2021/07/16)


10:00 10:00


10:30 10:30 10:30


13:30 13:30 13:30


14:00 14:00 14:00


12:00
15[S][休][HD][F]FIFA フット
サルワールドカップ ナビ12:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


12:30 30[S][休][HD]
J SPORTS セレクション


(休止の場合あり)


12:30


13:00


08:30 08:30


09:00 00[S][L][初][HD]
WWE ロウ #1473
【英語版】


09:00 09:00


09:30 09:30


00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1146
(休止の場合あり)


00[二][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第17ステージ
(2021/07/14)


00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第15戦・決勝
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/15)


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(08/19)』


※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(08/20)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


11:00 00[二][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第16ステージ
(2021/07/13)


11:00 11:00


11:30 11:30 11:30


12:00 12:00 00[S][休][HD]
MLB 深掘り History #4
(休止の場合あり)


06:00 00[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(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[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第14戦・決勝
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/14)


00[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


06:00 06:00


06:30 30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第15戦・予選
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/15)


06:30 06:30


07:00 00[S][休][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[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


07:00 07:00


07:30 30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第14戦・予選
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/14)


07:30 30[二][同][休][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
(2021/08/21)
(休止の場合あり)


07:30


08:00 08:00


08:30


04:00 ～[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第15戦・決勝
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/15)


～[S][休][字][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～


04:00


04:30 04:30 30[S][HD]MLBミュージック
#28


04:30
45[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1472
(休止の場合あり)


05:00


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


～[二][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第18ステージ
(2021/07/15)


00[S]
休止


05:00 05:00


05:30 30[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第6ステージ
(2021/08/19)


05:30 30[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第7ステージ
(2021/08/20)


05:30
45[S]休止
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J SPORTS 4 2021.08.23-2021.08.29
2021.08.23 2021.08.24 2021.08.25 2021.08.26 2021.08.27 2021.08.28 2021.08.29


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）


30[S][同][HD]
WWE スマックダウン #1149
【英語版】


25:30


26:00 26:00 26:00


26:30 26:30 26:30


23:30 23:30


25:00 25:00 25:00
15[S][同][HD]
WWE ロウ #1474
【英語版】


15[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


15[多][HD]
SUPER GT 2021
第3戦 鈴鹿サーキット
『予選』
(2021/08/21)


15[多][HD]
SUPER GT 2021
第3戦 鈴鹿サーキット
『決勝』
(2021/08/22)


15[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #1


15[二][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第20ステージ
(2021/07/17)


25:30


45[S][HD][F]FIFA フットサ
ルワールドカップ ナビ 202127:00 00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


27:00 27:00


27:30 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＆


27:30 30[S][同][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021


27:30


30[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021


25:30


30[S][HD]
魁！！サッカー塾　～川勝


22:00 22:00 22:00


22:30 22:30 22:30


30[S][HD][F]
FIFA フットサルワールドカッ


21:30 21:30


50[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第10ステージ
(2021/08/24)


※放送開始時刻未定


50[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第11ステージ
(2021/08/25)


※放送開始時刻未定


50[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第12ステージ
(2021/08/26)


※放送開始時刻未定


50[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第13ステージ
(2021/08/27)


※放送開始時刻未定


24:00 24:00 24:00


24:30 24:30 24:30


23:00 23:00 23:00


23:30


18:00 00[S][休][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #1


18:00
15[S][初][休][HD]Cycle*20
21　ツール・ド・フランス #2


19:30


20:00 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②】


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②】


20:00 20:00
15[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第14ステージ
(2021/08/28)


※放送開始時刻未定


20:30 30[二][L][初][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
『放送開始時刻・対戦カード
未定(08/23)』
(2021/08/23)


※開催スケジュール未定に
より変更の場合あり


20:30 20:30


21:00 00[S][HD]
魁！！サッカー塾　～川勝


00[S][HD][F]
FIFA フットサルワールドカッ


00[S][HD]
MLB 深掘り History #4


21:00 21:00


20[S][HD]
MLB 深掘り History #4


20[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(ノル


21:30


17:00 17:00 17:00


17:30 30[S][HD]
MLB 深掘り History #4


30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(ノル


17:30 30[S][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ


17:30


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5節-3
『ヴィッセル神戸U-18 vs. 東
福岡高校』
(2021/08/28, いぶきの森球
技場Ｃグラウンド)


18:00


18:30 18:30 30[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第15ステージ
(2021/08/29)


※放送開始時刻未定


18:30


19:00 00[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021


19:00 19:00


19:30 19:30


00[多][初][HD]
ISUグランプリファイナル
2014
ハイライト


(2014/12/11-14, バルセロ
ナ・インタナショナルコンベン
ションセンター, カタルーニャ
州バルセロナ)


00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/25)』


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1148


15:00


15:30 30[S][HD]
フィギュアスケーターのオア
シス♪ KENJIの部屋


15:30 15:30


14:30 30[S][HD]
フィギュアスケーターのオア
シス♪ KENJIの部屋


14:30 30[多][HD]
ISUグランプリファイナル
2014
ハイライト


(2014/12/11-14, バルセロ
ナ・インタナショナルコンベン
ションセンター, カタルーニャ
州バルセロナ)


14:30


15:00 00[多][HD]
SUPER GT 2021
第3戦 鈴鹿サーキット
『決勝』
(2021/08/22)


00[S][HD]
フィギュアスケーターのオア
シス♪ KENJIの部屋


00[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第11ステージ
(2021/08/25)


00[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第12ステージ
(2021/08/26)


16:00 00[S][HD]
フィギュアスケーターのオア
シス♪ KENJIの部屋


16:00 16:00


16:30 30[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第10ステージ
(2021/08/24)


16:30 30[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②】


16:30


00[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第13ステージ
(2021/08/27)


00[多][L][初][HD]
スーパーフォーミュラ 2021
第5戦 ツインリンクもてぎ
『決勝』
(2021/08/29)


※放送開始時刻未定


12:00
15[S][休][HD]MLBミュー
ジック #2812:30 30[S][HD]
Yogibo SUPER GTに挑む！
#3


12:30 12:30


13:00 00[二][同][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
(2021/08/23)


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②】


00[二][同][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
準々決勝-4
(2021/08/26)


13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第9ステージ
(2021/08/22)


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②】


00[S][HD]
フィギュアスケーターのオア
シス♪ KENJIの部屋


14:00 14:00


15:00


11:00 00[多][同][HD]
SUPER GT 2021
第3戦 鈴鹿サーキット
『決勝』
(2021/08/22)


00[二][同][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
準々決勝-3
(2021/08/26)


11:00 11:00
15[S][休][HD]MLBミュー
ジック #2811:30


00[S][L][初][HD]
WWE スマックダウン #1149
【英語版】


09:00


09:30 09:30 09:30


10:00 00[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021


00[二][休][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
(休止の場合あり)


10:00 10:00


11:30 30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


11:30


12:00 00[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021


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


00[二][同][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
準々決勝-2
(2021/08/26)


09:00


00[二][同][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
準々決勝-1
(2021/08/26)


07:00 07:00


07:30 07:30 07:30


08:00 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][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021


00[二][休][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
(休止の場合あり)


00[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【MLB特集】
『球界を永久追放された2人


06:00 06:00


10:30 10:30 10:30


15[S][字][HD]
WWE ロウ #147306:30 06:30 06:30


07:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1147


05:00 05:00


05:30 05:30 30[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第14ステージ
(2021/08/28)


05:30


06:00 00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1147
(休止の場合あり)


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【バスケットボール オムニバ
ス】


00[二][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第4戦 決勝
『ニュルブルクリンク(ドイツ)』


(2021/08/22)


08:00 08:00


08:30 08:30 08:30


09:00 00[二][同][休][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
(2021/08/22)
(休止の場合あり)


00[S][L][初][HD]
WWE ロウ #1474
【英語版】


04:00 ～[多][HD]SUPER GT 2021
第3戦 鈴鹿サーキット


～[S][同][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第5節-3
『ヴィッセル神戸U-18 vs. 東
福岡高校』
(2021/08/28, いぶきの森球
技場Ｃグラウンド)


04:00
15[S][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第6節-2
『ガンバ大阪ユース vs. サン
フレッチェ広島F.Cユース』
(2021/08/19, OFA万博フッ
トボールセンター グラウンド
B)
(休止の場合あり)


04:30 30[S]
休止


30[S]
休止


04:30 04:30


04:00 ～[多][同][HD]
SUPER GT 2021
第3戦 鈴鹿サーキット


00[S]
休止


00[S]
休止


～[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＆


00[S]
休止


05:00







週 間 番 組 表 Page：6/6
出力：2021/7/25  10:56


J SPORTS 4 2021.08.30-2021.09.05
2021.08.30 2021.08.31 2021.09.01 2021.09.02 2021.09.03 2021.09.04 2021.09.05


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）


26:30


22:00 22:00 22:00


24:30 24:30 24:30


25:00 25:00 25:00
15[S][同][休][HD]
WWE ロウ #1475
【英語版】
(休止の場合あり)


25:30 25:30 25:30


27:00 27:00 27:00


27:30 27:30 27:30


26:00 26:00 26:00


26:30 26:30


21:00 00[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #2


00[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #1


21:00 21:00


23:30 23:30 23:30


24:00 24:00 24:00


22:30 22:30 22:30


23:00 23:00 23:00


15[二][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第15ステージ
(2021/08/29)


15[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #221:30 30[S][初][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ


21:30 21:30


50[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第16ステージ
(2021/08/31)


※放送開始時刻未定


18:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1474


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/29)』
(休止の場合あり)


18:00 18:00


18:30 18:30 18:30


19:00 00[S][HD]
フィギュアスケーターのオア
シス♪ KENJIの部屋
【村元哉中＆髙橋大輔 完全
版】


19:00 19:00


19:30 19:30 19:30


20:00 20:00 20:00


20:30 20:30 20:30
45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #1


16:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1148


16:00 16:00


16:30 16:30 16:30


17:00 17:00 17:00


17:30 17:30 17:30


12:30 30[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


12:30 12:30
45[二][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第21ステージ
(2021/07/18)


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30


15:00 15:00 15:00


15:30 15:30 15:30
45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #1


13:30


14:00 14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


09:00 00[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・
エスパーニャ
第15ステージ
(2021/08/29)


00[S][L][初][HD]
WWE ロウ #1475
【英語版】


09:00 09:00


09:30 09:30 09:30


10:00 10:00


11:30 11:30 11:30


12:00 12:00 12:00
15[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


10:00


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


07:00 07:00


07:30 07:30 07:3035[S][休][HD]
ラグビー 一人語り #3


08:00 00[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


08:00 08:00


08:30 08:30 08:30


05:00


05:30 05:30 05:30


06:00 00[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


06:00 06:00


04:00 ～[二][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ
ンス
第20ステージ
(2021/07/17)


00[S]
休止


04:00 04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 05:00


06:30 30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


06:30 06:30


07:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1148








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）


 


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字
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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


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


字


劇場版 仮面ライダーゼロワン REAL×TIME


劇場短編 仮面ライダーセイバー 不死鳥の剣士と破滅の本


ゴーゴー仮面ライダー 4Kリマスター版


仮面ライダー対ショッカー 4Kリマスター版


仮面ライダー対じごく大使 4Kリマスター版


仮面ライダーV3（劇場版） 4Kリマスター版


仮面ライダーV3対デストロン怪人 4Kリマスター版


仮面ライダーX（劇場版） 4Kリマスター版


五人ライダー対キングダーク 4Kリマスター版


仮面ライダーアマゾン（劇場版） 4Kリマスター版


仮面ライダーストロンガー（劇場版） 4Kリマスター版


仮面ライダー 8人ライダーVS銀河王 4Kリマスター版


仮面ライダースーパー1(劇場版) 4Kリマスター版


仮面ライダーBLACK 鬼ヶ島へ急行せよ 4Kリマスター版


仮面ライダーBLACK 恐怖!悪魔峠の怪人館 4Kリマスター版


10号誕生!仮面ライダー全員集合!!


仮面ライダーワールド


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


騎士竜戦隊リュウソウジャーVSルパンレンジャーVSパトレンジャー


魔進戦隊キラメイジャー エピソードZERO


孤狼の血［R15+］


ひとよ


サニー／32


彼女がその名を知らない鳥たち［R15+］


麻雀放浪記2020


仁義なき戦い 4Kリマスター版［R15+］


県警対組織暴力


殴り込み艦隊


あゝ 同期の桜


最後の特攻隊


南太平洋波高し


犬鳴村


犬鳴村 恐怖回避ばーじょん


呪怨（ビデオオリジナル版）


呪怨2（ビデオオリジナル版）


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


劇場版 ドラゴンボールZ 極限バトル!!三大超サイヤ人


劇場版 ドラゴンボールZ 燃えつきろ!!熱戦・烈戦・超激戦


人生劇場 飛車角


人生劇場 続 飛車角


人生劇場 新 飛車角


人生劇場 飛車角と吉良常


新 極道の妻たち 惚れたら地獄


極道の妻たち 赫（あか）い絆


警視庁物語 一〇八号車


警視庁物語 遺留品なし


やくざ刑事


麻薬売春Gメン 恐怖の肉地獄


直撃地獄拳 大逆転


徳川家康


レ・ミゼラブル あゝ 無情


反逆児


この首一万石


現代神秘サスペンス 間違った死に場所


傑作推理劇場 ステレオ殺人事件


傑作推理劇場 妻よ安らかに眠れ


人妻恐怖・地獄道路


現代鬼婆考・殺愛


水戸黄門漫遊記 幽霊城の佝僂男


水戸黄門漫遊記 天下の副将軍


木枯し紋次郎 関わりござんせん


真田幸村の謀略


大奥㊙物語


女渡世人


継承盃


花札渡世


日本の黒幕（フィクサー）


ゾロ目の三兄弟


日本極道戦争 第八章


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


殺し屋1［R15+版］


初恋


湯殿山麓呪い村


別れぬ理由［R15+］


ひとひらの雪［R15+］


新宿純愛物語


太陽のきずあと


セーラー服色情飼育［R15+版］


OL日記 牝猫の情事［R15+版］


徳川いれずみ師 責め地獄［R15+］


大奥十八景［R15+］


徳川女系図［R15+］


好色元禄㊙物語［R15+版］


徳川セックス禁止令 色情大名［R15+］


熊切あさ美 ありがとう


佐々木萌香 もえもえキュン!


緒方咲 おしえて! さき先生


橘アヤコは見られたい［R15+］


農家に嫁いだ女　禁断の収穫［R15+］


華麗なるシニア～プレイボーイ/性の終活～［R15+］


モンブランの女［R15+］


赤穂浪士（1979・TV） #3～12


柳生あばれ旅 #21～26


眠狂四郎 #1～6


はぐれ刑事純情派（第11シリーズ） #17～25


さすらい刑事旅情編 #7～17


キイハンター #187～194


はぐれ刑事純情派（第12シリーズ） #12～21


プレイガール #247～256


軍兵衛目安箱 #1～8


特別機動捜査隊 #685～692、721～728、749～756


非情のライセンス 第3シリーズ #19～26


バーディー大作戦 #19～26


アイフル大作戦 #19～28


あゝ 忠臣蔵 #1～10


非情のライセンス 第2シリーズ #91～100


 


仮面ライダーエグゼイド #7～16


イナズマン #21～25


イナズマンF #1～6


仮面ライダー(新) #21～32


仮面ライダー剣（ブレイド） 超解像版 #19～26


仮面ライダーゴースト #17～24


仮面ライダーストロンガー #1～8


 


仮面の忍者 赤影 #15～26


ジャイアントロボ #3～12


刑事くん第二部 #43～52


超人バロム・1 #15～22


 


動物戦隊ジュウオウジャー #37～46


バトルフィーバーJ #25～36


手裏剣戦隊ニンニンジャー #11～18


ジャッカー電撃隊 #23～30


 


宇宙刑事シャイダー #15～22


 


美少女戦士セーラームーンS #5～14


魔女っ子メグちゃん #11～20、67～72


美少女戦士セーラームーンSuperS #27～38


バビル2世 #1～6


ゲゲゲの鬼太郎（第4期） #51～58、#67～74


SF西遊記 スタージンガー #33～40


デジモンテイマーズ #19～26


マジンガーZ #33～40


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）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）井上昭 他　出）田村正和


監）吉川一義 他　出）藤田まこと／城島茂


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）松尾正武 他　出）片岡千恵蔵／渡辺篤史


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


監）佐藤純弥 他　出）小川真由美／谷隼人


監）倉田準二 他　出）山村聰／松方弘樹


監）永野靖忠 他　出）天知茂／山村聡


 


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）塚田正煕 他　出）伴直弥


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


監）塚田正熙 他　出）荒木茂／岡田京子


 


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


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）田宮武 他　声)神谷明／大塚周夫


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／野沢雅子


監）芹川有吾 他　声)石丸博也／松島トモ子


1979年　60分


1980年　60分


1972年　60分


1998年　60分


1988年　60分


1968年　60分


1999年　60分


1969年　60分


1971年　60分


1961年　60分


1980年　60分


1974年　60分


1973年　60分


1969年　60分


1974年　60分


 


2016年　30分


1973年　30分


1974年　30分


1979年　30分


2004年　30分


2015年　30分


1975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


1973年　30分


1996年　30分


1978年　30分


2001年　30分


1972年　30分


INDEX8


放送日★毎週(月)


放送日★毎週(月)【再放送】(月)


放送日★毎週(月)【再放送】(月)／16日スタート


放送日★毎週(火)


放送日★毎週(火)【再放送】(火)


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)／6日スタート


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)／1日スタート


放送日★毎週(日)


放送日★毎週(月)


放送日★毎週(月)【再放送】(金)


放送日★毎週(月)【再放送】(金)／16日スタート


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)／5日スタート


放送日★毎週(月)【再放送】(金)


放送日★毎週(火)


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)


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(火)【再放送】(土)／17日スタート


放送日★毎週(水)／毎週(水)


放送日★毎週(木)


放送日★毎週(木)


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


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+］


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+］


夜の演歌 しのび恋


夜の歌謡シリーズ なみだ恋


XX ダブルエックス 美しき凶器 ［R15+］


新女囚さそり 701号


現代ポルノ伝 先天性淫婦 ［R15+］


シネマ☆チョップ！


監）野田幸男　出）千葉真一／葉山良二／山本麟一


監）高桑信　出）千葉真一／渡瀬恒彦／郷鍈治


監）石井輝男　出）千葉真一／志穂美悦子／池部良


 


監）伊藤大輔　出）北大路欣也／中村錦之助／田村高廣


監）伊藤大輔／マキノ雅弘　出）早川雪洲／薄田研二


監）伊藤大輔　出）中村錦之助／岩崎加根子／杉村春子


監）伊藤大輔　出）大川橋蔵／江利チエミ／堺駿二


 


監）岡林可典　出）浅野ゆう子／室井滋／野際陽子


監）小山幹夫　出）秋吉久美子／結城しのぶ／峰岸徹


監）渡邊祐介　出）愛川欽也／赤座美代子／畑中葉子


監）降旗康男　出）野際陽子／中丸忠雄／白石奈緒美


監）竹本弘一　出）千葉真一／志穂美悦子／野際陽子


 


監）伊賀山正徳　出）月形龍之介／千原しのぶ／坂東蓑助


監）渡辺邦男　出）市川右太衛門／大友柳太朗／徳大寺伸


監）中島貞夫　出）菅原文太／市原悦子／田中邦衛


監）中島貞夫　出）松方弘樹／萬屋錦之介／寺田農


監）中島貞夫　出）佐久間良子／藤純子／岸田今日子


 


監）小沢茂弘　出）藤純子／鶴田浩二／木暮実千代


監）大森一樹　出）真田広之／古手川祐子／緒形拳


監）成沢昌茂　出）梅宮辰夫／鰐渕晴子／伴淳三郎


監）降旗康男　出）佐分利信／田村正和／松尾嘉代


監）山下耕作　出）小林旭／田中邦衛／渡瀬恒彦


 


監）港雄二　出）小沢仁志／阿部亮平／桑田昭彦


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）三池崇史　出）浅野忠信／大森南朋／エイリアン・サン


監）三池崇史　出）窪田正孝／大森南朋／染谷将太


監）池田敏春　出）永島敏行／織本順吉／岩崎加根子


監）降旗康男　出）三田佳子／津川雅彦／古尾谷雅人


監）根岸吉太郎　出）秋吉久美子／津川雅彦／沖直美


監）那須博之　出）仲村トオル／一条寺美奈／五十嵐いづみ


監）曽根中正　出）金田賢一／田中浩二／林未来


 


監）渡辺護　出）可愛かずみ／今日珠実／杉佳代子


監）加藤彰　出）中川梨絵／宮下順子／山田克明


 


監）石井輝男　出）吉田輝雄／小池朝雄／橘ますみ


監）鈴木則文　出）辻沢杏子／伊織祐未／野村真美


監）石井輝男　出）御影京子／三原葉子／三浦布美子


監）関本郁夫　出）ひし美ゆり子／橘麻紀／川谷拓三


監）鈴木則文　出）杉本美樹／サンドラ・ジュリアン／名和宏


 


出）熊切あさ美


監）橋本修一　出）佐々木萌香


監）安倍雄治　出）緒方咲


 


監）佐藤周　出）山岸逢花／小梅えな


監）貝原クリス亮　出）水戸かな／一本橋渡


監）池島ゆたか　出）しのざきさとみ／田口あゆみ


監）髙原秀和　出）奥田咲／涼南佳奈


2020年　80分


2020年　22分


1971年　25分


1972年　33分


1972年　37分


1973年　24分


1973年　32分


1974年　24分


1974年　29分


1975年　24分


1975年　21分


1980年　45分


1981年　46分


1988年　25分


1988年　25分


1984年　46分


1994年　9分


2021年　36分


2021年　34分


2020年　56分


2020年　35分


 


2018年　126分


2019年　123分


2018年　110分


2017年　124分


2019年　118分


1973年　99分


1975年　101分


 


1960年　90分


1967年　107分


1970年　122分


1962年　95分


 


2020年　109分


2020年　111分


2000年　71分


2000年　76分


 


1991年　47分


1992年　46分


1992年　47分


1993年　73分


 


1963年　95分


1963年　97分


1964年　105分


1968年　109分


 


1994年　106分


1995年　114分


 


1959年　55分


1959年　67分


放送日★22・29


放送日★22・29


放送日★6・22


放送日★6・22


放送日★6・22


放送日★6・22


放送日★13・22


放送日★13・22


放送日★13・22


放送日★13・22


放送日★20・22


放送日★20・22


放送日★20・22


放送日★22・27


放送日★22・27


放送日★22・27


放送日★22・27


放送日★15


放送日★15


放送日★1


放送日★8


放送日★7・20・29


放送日★5・18・28


放送日★8・20・28


放送日★9・19・28


放送日★1・19・28


放送日★6・16・29


放送日★9・17・29


放送日★1・15・23


放送日★3・15・25


放送日★4・15・26


放送日★2・15・24


放送日★8・21


放送日★11・21


放送日★10・21


放送日★11・21


放送日★14・28


放送日★14・28


放送日★7・21・27


放送日★7・21・27


放送日★1・7・13・23


放送日★2・7・14・24


放送日★3・7・15・25


放送日★4・7・16・26


放送日★5・14・19・24


放送日★6・14・20・25


放送日★1・31


放送日★1・8・26


1970年　89分


1972年　88分


1974年　86分


 


1965年　144分


1950年　130分


1961年　111分


1963年　94分


 


1989年　47分


1982年　46分


1982年　46分


1973年　46分


1973年　47分


 


1955年　78分


1952年　100分


1972年　91分


1979年　148分


1967年　96分


 


1971年　91分


1992年　119分


1967年　93分


1979年　131分


1972年　89分


 


2020年　71分


2020年　71分


2020年　66分


2020年　65分


2020年　73分


2020年　71分


 


2001年　128分


2020年　116分


1984年　112分


1987年　108分


1985年　105分


1987年　97分


1981年　100分


 


1982年　61分


1972年　76分


 


1969年　95分


1986年　116分


1968年　90分


1975年　68分


1972年　89分


 


2021年　110分


2021年　119分


2021年　133分


 


2020年　72分


2021年　81分


1996年　59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


1974年　75分


1973年　74分


1994年　90分


1976年　88分


1971年　87分


 


2021年　30分


放送日★5


放送日★21


放送日★12


放送日★16


放送日★17


放送日★23


放送日★10・22


放送日★21


放送日★6・14


放送日★21・29


放送日★2・24


放送日★1・7・15・20・21・29


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


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）降旗康男　出）中島ゆたか／梅宮辰夫


監）斉藤武市　出）中島ゆたか／谷隼人


監）小水一男　出）宮崎ますみ／草刈正雄


監）小平裕　出）多岐川裕美／范文雀


監）鈴木則文　出）池玲子／サンドラ・ジュリアン


 スーパーヒーローMAX【仮面ライダー・スーパー戦隊 特集】


 『孤狼の血 LEVEL2』公開記念 関連作品特集


 清水崇の最恐ホラースペシャル


 8か月連続企画【劇場版 ドラゴンボールスペシャル Vol.5】


 生誕90年特集 番外編 戦争映画と高倉健


 連続放送！ 警視庁物語


 連続放送！ 極妻スペシャル


 人生劇場 飛車角スペシャル


 オリジナル番組


 東映アクションスターファイル


 俠のVシネ劇場


 没後40年 伊藤大輔監督特集


 違いのわかる傑作サスペンス劇場


 傑作時代劇スペシャル


 エドの時代の異常な愛


 ロマンポルノ傑作選


 アイドル☆パラダイス


 傑作任俠スペシャル


 東映チャンネル名画館


 ミッドナイトシアター


監）杉原輝昭　出）高橋文哉／伊藤英明／岡田龍太郎


監）柴崎貴行　出）内藤秀一郎／山口貴也／川津明日香


監）北村秀敏　出）藤岡弘／小林昭二／真樹千恵子


監）山田稔　出）佐々木剛／藤岡弘／小林昭二／千葉治郎


監）山田稔　出）藤岡弘／千葉治郎／潮健児／小林昭二


監）山田稔　出）宮内洋／藤岡弘／佐々木剛／小林昭二


監）山田稔　出）宮内洋／小林昭二／小野ひずる


監）内田一作　出）速水亮／美山尚子／山岡徹也


監）折田至　出）速水亮／小林昭二／早田みゆき


監）内田一作　出）岡崎徹／松岡まり子／松田洋治


監）折田至　出）荒木茂／岡田京子／小林昭二／浜田晃


監）石ﾉ森章太郎 他　出）村上弘明／船倉たまき／二瓶秀雄


監）山田稔　出）高杉俊介／田中由美子／塚本信夫


監）小西通雄　出）倉田てつを／井上明美／田口あゆみ


監）小笠原猛　出）倉田てつを／井上明美／田口あゆみ


監）山田稔　出）菅田俊／宮内洋／高杉俊介


監）渡辺勝也　出）望月祐多／土門廣／てらそま昌紀


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


監）渡辺勝也　出）一ノ瀬颯／伊藤あさひ／結木滉星


監）山口恭平　出）小宮璃央／木原瑠生／新條由芽


 


監）白石和彌　出）役所広司／松坂桃李／真木よう子


監）白石和彌　出）佐藤健／鈴木亮平／松岡茉優


監）白石和彌　出）北原里英／ピエール瀧／門脇麦


監）白石和彌　出）蒼井優／阿部サダヲ／松坂桃李


監）白石和彌　出）斎藤工／もも(チャラン・ポ・ランタン)／竹中直人


監）深作欣二　出）菅原文太／梅宮辰夫／松方弘樹


監）深作欣二　出）菅原文太／松方弘樹／梅宮辰夫


 


監）島津昇一　出）高倉健／田崎潤／水木襄


監）中島貞夫　出）鶴田浩二／高倉健／松方弘樹


監）佐藤純彌　出）鶴田浩二／高倉健／若山富三郎


監）渡辺邦男　出）鶴田浩二／高倉健／梅宮辰夫


 


監）清水崇　出）三吉彩花／坂東龍汰／古川毅


監）清水崇　出）三吉彩花／坂東龍汰／古川毅


監）清水崇　出）栗山千明／三輪ひとみ／三輪明日美


監）清水崇　出）大家由祐子／芦川誠／藤井かほり


 


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


監）菊池一仁　声)野沢雅子／古川登志夫／堀川亮


監）山内重保　声)野沢雅子／古川登志夫／堀川亮


 


監）沢島忠　出）鶴田浩二／佐久間良子／高倉健


監）沢島忠　出）鶴田浩二／佐久間良子／梅宮辰夫


監）沢島忠　出）鶴田浩二／佐久間良子／長門裕之


監）内田吐夢　出）鶴田浩二／辰巳柳太郎／高倉健


 


監）降旗康男　出）岩下志麻／世良公則／高島忠夫


監）関本郁夫　出）岩下志麻／宅麻伸／鈴木砂羽


 


監）村山新治 他　出）堀雄二／南廣／神田隆


監）村山新治　出）堀雄二／南廣／木村功


放送日★9・13・27


放送日★17・27


放送日★12・18


放送日★10・18・30


放送日★6・11・17


放送日★4・13・19


放送日★5・12・20


放送日★3・14・31


放送日★10・29


放送日★10・15


放送日★24・31


放送日★3・24


放送日★6・14・30


放送日★5・13


放送日★8・16・31


放送日★8・14・27


放送日★8・16・23


放送日★9・21・29


放送日★2・12


放送日★11・30


放送日★3・12・26


放送日★1・25・31


放送日★6・25


放送日★17


放送日★31


放送日★31


放送日★31


放送日★24


放送日★30


放送日★8


放送日★10・29


放送日★4・23


放送日★2・18


放送日★17・28


放送日★11・28


放送日★7・23


放送日★5


放送日★3・13


放送日★4・16


放送日★12・22


放送日★15・27


放送日★2・14


放送日★9・15・30


放送日★1・19・27


放送日★8・18・26


放送日★1・13・25
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TVシリーズ好評放送中！







番組を詳しく知るならwebで！
東映チャンネル　　　　　　検索


www . t o e i c h . j p0570-000-304


045-330-2273


カスタマーセンター


● お 問 い 合 わ せ は 、こ ち ら！   


受付時間
10：00～20：00（年中無休）


※2021年7月20日より、電話番号が変更いたします。


受付時間10：00～18：00(土・日・祝を除く）
※2021年7月19日まで


東映チャンネルプログラムガイド 8月
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アイフル大作戦#19―20
　あゝ 忠臣蔵#1―2
非情のライセンス 
第2シリーズ#91―92
リュウソウジャーVS
ルパンレンジャーVSパトレンジャー
人生劇場 飛車角
警視庁物語 一〇八号車
警視庁物語 遺留品なし
シネマ☆チョップ！
バビル2世#1
イナズマンF#1
眠狂四郎#1
ゾロ目の三兄弟
殴り込み艦隊
麻雀放浪記2020
橘アヤコは見られたい［R15+］
佐々木萌香 もえもえキュン!
放送終了
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11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00


20:00
22:00
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3:00


赤穂浪士（1979・TV）#3―4
美少女戦士セーラームーンS#5―6
仮面ライダーエグゼイド#7―8
魔女っ子メグちゃん#11―12
柳生あばれ旅#21―22
人生劇場 続 飛車角
継承盃
柳生あばれ旅#23―24
イナズマン#23―24
仮面の忍者 赤影#17―18
美少女戦士セーラームーン
SuperS#29―30
南太平洋波高し
ひとひらの雪［R15+］
徳川セックス禁止令 
色情大名［R15+］
現代ポルノ伝 
先天性淫婦［R15+］
放送終了
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8:00
9:00


11:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
1:00


3:00


はぐれ刑事純情派
（第11シリーズ）#17―18
動物戦隊ジュウオウジャー
#37―38
ジャイアントロボ#3―4
刑事くん第二部#43―44
さすらい刑事旅情編#7―8
人生劇場 新 飛車角
間違った死に場所
現代鬼婆考・殺愛
さすらい刑事旅情編#9―10
魔女っ子メグちゃん#69―70
バトルフィーバーJ#27―28
仮面ライダー(新)#23―24
あゝ 同期の桜
日本の黒幕
徳川いれずみ師 
責め地獄［R15+］
放送終了
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18:00
19:00
20:00
22:30
0:30
2:30


キイハンター#187―188
手裏剣戦隊ニンニンジャー#11―12
ゲゲゲの鬼太郎（第4期）#51―52
仮面ライダー剣 
超解像版#19―20
はぐれ刑事純情派
(第12シリーズ)#12―13
人生劇場 飛車角と吉良常
反逆児
はぐれ刑事純情派
(第12シリーズ)#14―15
ジャッカー電撃隊#23―24
ゲゲゲの鬼太郎（第4期）#67―68
仮面ライダーゴースト#17―18
最後の特攻隊
別れぬ理由［R15+］
大奥十八景［R15+］
放送終了
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19:00
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特別機動捜査隊#749―750
　仮面ライダーストロンガー#1―2
超人バロム・1#15―16
SF西遊記 
スタージンガー#33―34
プレイガール#247―248
水戸黄門漫遊記 
天下の副将軍
この首一万石
プレイガール#249―250
デジモンテイマーズ#19―20
宇宙刑事シャイダー#15―16
マジンガーZ#33―34
新 極道の妻たち 惚れたら地獄
ひとよ
OL日記 牝猫の情事［R15+版］
ミッドナイト・シンデレラ［R15+］
放送終了
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19:30
20:00
22:00
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3:30


特別機動捜査隊#721―722
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
　軍兵衛目安箱#1―2
水戸黄門漫遊記 幽霊城の佝僂男
レ・ミゼラブル あゝ 無情
特別機動捜査隊#685―686
ゴーゴー仮面ライダー 4K版
仮面ライダー対ショッカー 4K版
仮面ライダー対じごく大使 4K版
仮面ライダーV3(劇場版) 4K版
極道の妻たち 赫い絆
仁義なき戦い 4K版［R15+］
日本極道戦争 第八章
XX ダブルエックス 
美しき凶器［R15+］
放送終了
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非情のライセンス 
第3シリーズ#19―20
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
バーディー大作戦#19―20
劇場版 ドラゴンボールZ 極限バトル!!
劇場版 ドラゴンボールZ 燃えつきろ!!
シネマ☆チョップ！
人生劇場 飛車角
人生劇場 続 飛車角
人生劇場 新 飛車角
人生劇場 飛車角と吉良常
孤狼の血［R15+］
セーラー服色情飼育[R15+版]
農家に嫁いだ女 
禁断の収穫［R15+］
放送終了
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23:30
0:00
1:30
3:30


アイフル大作戦#23―24
あゝ 忠臣蔵#5―6
非情のライセンス 
第2シリーズ#95―96
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
妻よ安らかに眠れ
人生劇場 新 飛車角
殴り込み艦隊
南太平洋波高し
あゝ 同期の桜
最後の特攻隊
シネマ☆チョップ！
好色元禄㊙物語［R15+版］
熊切あさ美 ありがとう
放送終了
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赤穂浪士（1979・TV）#7―8
美少女戦士セーラームーンS
#9―10
仮面ライダーエグゼイド#11―12
魔女っ子メグちゃん#15―16
柳生あばれ旅#25―26
木枯し紋次郎 関わりござんせん
人生劇場 飛車角と吉良常
　眠狂四郎#1―2
　イナズマンF#1―2
仮面の忍者 赤影#21―22
美少女戦士セーラームーン
SuperS#33―34
仁義なき戦い 4K版［R15+］
大奥㊙物語
大奥十八景［R15+］
暴行魔真珠責め［R15+］
放送終了
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はぐれ刑事純情派
（第11シリーズ）#21―22
動物戦隊ジュウオウジャー
#41―42
ジャイアントロボ#7―8
刑事くん第二部#47―48
さすらい刑事旅情編#11
レ・ミゼラブル あゝ 無情
麻薬売春Gメン 恐怖の肉地獄
さすらい刑事旅情編#12―13
　バビル2世#1―2
バトルフィーバーJ#31―32
仮面ライダー(新)#27―28
県警対組織暴力
新宿純愛物語
キングダム6
ザ・娼年倶楽部［R15+］
放送終了


キイハンター#191―192
手裏剣戦隊ニンニンジャー#15―16
ゲゲゲの鬼太郎（第4期）#55―56
仮面ライダー剣 
超解像版#23―24
はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#16―17
徳川家康
直撃地獄拳 大逆転
はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#18―19
ジャッカー電撃隊#27―28
ゲゲゲの鬼太郎（第4期）#71―72
仮面ライダーゴースト#21―22
ひとよ
ひとひらの雪［R15+］
緒方咲 おしえて! さき先生
放送終了
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特別機動捜査隊
#753―754
仮面ライダーストロンガー#5―6
超人バロム・1#19―20
SF西遊記 
スタージンガー#37―38
プレイガール#251―252
反逆児
新 極道の妻たち 惚れたら地獄
プレイガール#253―254
デジモンテイマーズ#23―24
宇宙刑事シャイダー#19―20
マジンガーZ#37―38
麻雀放浪記2020
彼女がその名を
知らない鳥たち［R15+］
佐々木萌香 もえもえキュン!
放送終了
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1:30


3:00


特別機動捜査隊#725―726
イナズマン#25
仮面の忍者 赤影#19―20
美少女戦士セーラームーン
SuperS#31―32
軍兵衛目安箱#5―6
この首一万石
極道の妻たち 赫い絆
特別機動捜査隊#689―690
仮面ライダーストロンガー(劇場版) 4K版
仮面ライダー 8人ライダーVS銀河王 4K版
仮面ライダースーパー1(劇場版) 4K版
シネマ☆チョップ！
サニー／32
孤狼の血［R15+］
華麗なるシニア［R15+］
農家に嫁いだ女 
禁断の収穫［R15+］
放送終了
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19:00
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3:30


アイフル大作戦#21―22
あゝ 忠臣蔵#3―4
非情のライセンス 
第2シリーズ#93―94
魔進戦隊キラメイジャー 
エピソードZERO
木枯し紋次郎 
関わりござんせん
真田幸村の謀略
大奥㊙物語
警視庁物語 
遺留品なし
初恋
サニー／32
犬鳴村
緒方咲 
おしえて! さき先生
放送終了
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18:00
19:00


20:00
22:00
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赤穂浪士（1979・TV）#5―6
美少女戦士セーラームーンS#7―8
仮面ライダーエグゼイド
#9―10
魔女っ子メグちゃん#13―14
柳生あばれ旅#23―24
県警対組織暴力
やくざ刑事
柳生あばれ旅#25―26
イナズマン#25
仮面の忍者 赤影#19―20
美少女戦士セーラームーン
SuperS#31―32
女渡世人
彼女がその名を
知らない鳥たち［R15+］
熊切あさ美 ありがとう
放送終了
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11:00
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19:00
20:00
22:30
0:00
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3:00


はぐれ刑事純情派
（第11シリーズ）#19―20
動物戦隊ジュウオウジャー#39―40
ジャイアントロボ#5―6
刑事くん第二部#45―46
さすらい刑事旅情編#9―10
湯殿山麓呪い村
ステレオ殺人事件
妻よ安らかに眠れ
さすらい刑事旅情編#11
魔女っ子メグちゃん#71―72
バトルフィーバーJ#29―30
仮面ライダー(新)#25―26
徳川家康
呪怨(ビデオオリジナル版)
夜の演歌 しのび恋
モンブランの女［R15+］
放送終了
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キイハンター#189―190
手裏剣戦隊ニンニンジャー#13―14
ゲゲゲの鬼太郎(第4期)#53―54
仮面ライダー剣 
超解像版#21―22
はぐれ刑事純情派
(第12シリーズ)#14―15
太陽のきずあと
花札渡世
はぐれ刑事純情派
(第12シリーズ)#16―17
ジャッカー電撃隊#25―26
ゲゲゲの鬼太郎(第4期)#69―70
仮面ライダーゴースト#19―20
レ・ミゼラブル あゝ 無情
呪怨2(ビデオオリジナル版)
犬鳴村 恐怖回避ばーじょん
華麗なるシニア［R15+］
放送終了
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19:00
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22:00
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特別機動捜査隊
#751―752
仮面ライダーストロンガー#3―4
超人バロム・1#17―18
SF西遊記 
スタージンガー#35―36
プレイガール#249―250
直撃地獄拳 大逆転
日本の黒幕
プレイガール#251―252
デジモンテイマーズ#21―22
宇宙刑事シャイダー#17―18
マジンガーZ#35―36
この首一万石
継承盃
徳川女系図［R15+］
おっさんとわたし［R15+］
放送終了
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20:00
22:00
0:00
2:00
3:30


特別機動捜査隊#723―724
イナズマン#23―24
仮面の忍者 赤影#17―18
美少女戦士セーラームーン
SuperS#29―30
軍兵衛目安箱#3―4
水戸黄門漫遊記 天下の副将軍
人生劇場 飛車角
特別機動捜査隊#687―688
仮面ライダーV3対
デストロン怪人 4K版
仮面ライダーX(劇場版) 4K版
五人ライダー対キングダーク 4K版
仮面ライダーアマゾン(劇場版) 4K版
反逆児
やくざ刑事
徳川いれずみ師 責め地獄［R15+］
橘アヤコは見られたい［R15+］
放送終了


4:00


6:00
7:00
8:00
9:00


11:00


12:00


13:00
15:00
17:00
19:00
20:00
21:30
0:00
1:30


3:30


非情のライセンス 
第3シリーズ#21―22
魔女っ子メグちゃん#69―70
バトルフィーバーJ#27―28
仮面ライダー(新)#23―24
バーディー大作戦#21―22
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
人生劇場 続 飛車角
新 極道の妻たち 惚れたら地獄
極道の妻たち 赫い絆
間違った死に場所
水戸黄門漫遊記 幽霊城の佝僂男
真田幸村の謀略
徳川セックス禁止令 色情大名［R15+］
XX ダブルエックス 
美しき凶器［R15+］
放送終了


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
3:00


9月の先取り情報！


26


19


4


18


25


©石森プロ・東映 
©2020東映まんがまつり製作委員会


熊切あさ美 
ありがとう


【アイドル☆パラダイス】


087


4:00
6:00
8:00


10:00
10:30
11:30
12:30
13:00
14:00
14:30
15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:30
21:00
22:30
23:00
0:30
2:30


アイフル大作戦#25―26
あゝ 忠臣蔵#7―8
非情のライセンス 第2シリーズ#97―98
ゴーゴー仮面ライダー 4K版
仮面ライダー対ショッカー 4K版
仮面ライダー対じごく大使 4K版
仮面ライダーV3(劇場版) 4K版
仮面ライダーV3対デストロン怪人 4K版
仮面ライダーX(劇場版) 4K版
五人ライダー対キングダーク 4K版
仮面ライダーアマゾン(劇場版) 4K版
仮面ライダーストロンガー(劇場版) 4K版
仮面ライダー 8人ライダーVS銀河王 4K版
仮面ライダースーパー1(劇場版) 4K版
仮面ライダーBLACK 鬼ヶ島へ急行せよ 4K版
仮面ライダーBLACK 恐怖!悪魔峠の怪人館 4K版
10号誕生!仮面ライダー全員集合!!
仮面ライダーワールド
劇場版 仮面ライダーゼロワン
劇場短編 仮面ライダーセイバー
夜の演歌 しのび恋
徳川女系図［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
1:30
3:00


赤穂浪士（1979・TV）#9―10
美少女戦士セーラームーンS
#11―12
仮面ライダーエグゼイド#13―14
魔女っ子メグちゃん#17―18
　眠狂四郎#1―2
殴り込み艦隊
大奥㊙物語
眠狂四郎#3―4
イナズマンF#3―4
仮面の忍者 赤影#23―24
美少女戦士セーラームーン
SuperS#35―36
人生劇場 飛車角
別れぬ理由［R15+］
セーラー服色情飼育［R15+版］
オーガズムリポートⅡ［R15+］
放送終了


はぐれ刑事純情派
（第11シリーズ）#23―24
動物戦隊ジュウオウジャー#43―44
ジャイアントロボ#9―10
刑事くん第二部#49―50
さすらい刑事旅情編#12―13
南太平洋波高し
現代鬼婆考・殺愛
人妻恐怖・地獄道路
さすらい刑事旅情編#14―15
バビル2世#3―4
バトルフィーバーJ#33―34
仮面ライダー(新)#29―30
人生劇場 続 飛車角
新 極道の妻たち 惚れたら地獄
日本極道戦争 第七章
現代ポルノ伝 先天性淫婦［R15+］
放送終了


29 30 31 （日） 　 　　　                   （月）　　　　　              　 （火）
4:00
6:00
8:00


10:00
11:30


12:00
14:00
15:00
17:00
19:00
21:00
21:30
0:00
1:30


3:00


アイフル大作戦#27―28
あゝ 忠臣蔵#9―10
非情のライセンス 
第2シリーズ#99―100
劇場版 仮面ライダーゼロワン
劇場短編 
仮面ライダーセイバー
女渡世人
ステレオ殺人事件
湯殿山麓呪い村
仁義なき戦い 4K版［R15+］
県警対組織暴力
シネマ☆チョップ！
孤狼の血［R15+］
新女囚さそり 701号
農家に嫁いだ女 
禁断の収穫［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
22:00
0:30
2:30


4:00


5:00
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
23:30
1:00
2:30


赤穂浪士（1979・TV）#11―12
美少女戦士セーラームーンS
#13―14
仮面ライダーエグゼイド#15―16
魔女っ子メグちゃん#19―20
眠狂四郎#3―4
水戸黄門漫遊記 
幽霊城の佝僂男
徳川家康
眠狂四郎#5―6
イナズマンF#5―6
仮面の忍者 赤影#25―26
美少女戦士セーラームーン
SuperS#37―38
花札渡世
殺し屋1［R15+版］
熊切あさ美 ありがとう
放送終了


はぐれ刑事純情派
（第11シリーズ）#25
警視庁物語 一〇八号車
動物戦隊ジュウオウジャー#45―46
ジャイアントロボ#11―12
刑事くん第二部#51―52
さすらい刑事旅情編#14―15
ゾロ目の三兄弟
人妻恐怖・地獄道路
間違った死に場所
さすらい刑事旅情編#16―17
バビル2世#5―6
バトルフィーバーJ#35―36
仮面ライダー(新)#31―32
木枯し紋次郎 関わりござんせん
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
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
1:30
3:00


キイハンター#193―194
手裏剣戦隊ニンニンジャー#17―18
ゲゲゲの鬼太郎(第4期)#57―58
仮面ライダー剣 超解像版#25―26
はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#18―19
あゝ 同期の桜
ゾロ目の三兄弟
はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#20―21
ジャッカー電撃隊#29―30
ゲゲゲの鬼太郎(第4期)#73―74
仮面ライダーゴースト#23―24
人生劇場 新 飛車角
極道の妻たち 赫い絆
日本極道戦争 第八章
橘アヤコは見られたい［R15+］
放送終了


4:00


6:00


7:00
8:00


9:00
11:00
13:30
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
0:30
3:00


特別機動捜査隊
#755―756
仮面ライダー
ストロンガー#7―8
超人バロム・1#21―22
SF西遊記 
スタージンガー#39―40
プレイガール#253―254
最後の特攻隊
警視庁物語 遺留品なし
プレイガール#255―256
デジモンテイマーズ#25―26
宇宙刑事シャイダー#21―22
マジンガーZ#39―40
人生劇場 飛車角と吉良常
日本の黒幕
緒方咲 おしえて! さき先生
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00
9:00


11:00
13:30
15:00
17:00


17:30


18:00
19:00
19:30
20:30
22:00
0:00
1:30
3:30


特別機動捜査隊#727―728
　イナズマンF#1―2
仮面の忍者 赤影#21―22
美少女戦士セーラームーンSuperS#33―34
軍兵衛目安箱#7―8
真田幸村の謀略
麻薬売春Gメン 恐怖の肉地獄
特別機動捜査隊#691―692
仮面ライダーBLACK 
鬼ヶ島へ急行せよ 4K版
仮面ライダーBLACK 
恐怖!悪魔峠の怪人館 4K版
10号誕生！仮面ライダー全員集合!!
仮面ライダーワールド
劇場版 ドラゴンボールZ 極限バトル!!
劇場版 ドラゴンボールZ 燃えつきろ!!
やくざ刑事
好色元禄㊙物語［R15+版］
佐々木萌香 もえもえキュン!
放送終了


4:00


6:00
7:00
8:00
9:00


11:00


12:00


13:00
15:00
16:50
17:00
19:00
21:30
23:30


2:00
3:00


非情のライセンス 
第3シリーズ#25―26
　バビル2世#1―2
バトルフィーバーJ#31―32
仮面ライダー(新)#27―28
バーディー大作戦#25―26
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
新宿純愛物語
太陽のきずあと
番組案内
麻雀放浪記2020
ひとよ
サニー／32
彼女がその名を
知らない鳥たち［R15+］
華麗なるシニア［R15+］
放送終了


©東映ビデオ
6（金）深夜1：30より放送ほか
「XX ダブルエックス 美しき凶器[R15+]」


※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。


宮崎ますみにウットリしてたら…
草刈正雄がまさかの姿で反撃に！
衝撃のエロスXXシリーズ第1弾！


原作は大沢在昌。政
界の口封じ工作のた
め、情事の最中に男
を殺す女…罠と知り
ながら女に魅せられ
た殺し屋…女と男の
危険な駆け引き！
大杉漣は秒殺です。
チュ～もく‼（む）


©2021 TAKE SHOBO CO.,LTD.
9（月）深夜0：30より放送ほか


『仮面ライダー電王 
プリティ電王
とうじょう！』
TV初放送！


非情のライセンス 
第3シリーズ#23―24
魔女っ子メグちゃん#71―72
バトルフィーバーJ#29―30
仮面ライダー(新)#25―26
バーディー大作戦#23―24
劇場版 ドラゴンボールZ 極限バトル!!
劇場版 ドラゴンボールZ 燃えつきろ!!
シネマ☆チョップ！
女渡世人
犬鳴村 恐怖回避ばーじょん
犬鳴村
呪怨(ビデオオリジナル版)
呪怨2(ビデオオリジナル版)
夜の歌謡シリーズ なみだ恋
新女囚さそり 701号
淫霊の館［R15+］
放送終了


世の男性を骨抜きにする
イイ女・熊切あさ美のイメ
ージ映像。








 2021年 8月　日テレジータス月間番組表


日テレG+　8月 月間番組表 2020/7/21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
日 月 火 水 木 金 土 日・祝 月・休 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火


15 Gベスト！ 日本テレビ 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！ 36 15 Gベスト！


５ 2021 ５ 2021 2021 2021 ゴルフ ジャイアンツ ５ 2021 2021 2021 ジャイアンツ トム・ブレイディ DRAMATIC ５ ジャイアンツ (再) DRAMATIC ５ DRAMATIC ジャイアンツ DRAMATIC DRAMATIC DRAMATIC ジャイアンツ ５ 2021 2021 ５


MotoGP MotoGP MotoGP MotoGP ジャイアンツ メジャー ジャイアンツ イースタン プロ野球 プロ野球 プロ野球 タイムマシーン 特集 DRAMATIC BASEBALL DRAMATIC ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ヴィンテージ ※放送時間 BASEBALL BASEBALL タイムマシーン BASEBALL BASEBALL BASEBALL ジャイアンツ ベスト MotoGP MotoGP


第6戦 第7戦 第8戦 第9戦 イースタン 00 （再） イースタン リーグ エキシビション エキシビション エキシビション ⑩（再） ７度の BASEBALL 2021 BASEBALL イースタン イースタン イースタン ⑬（再） 短縮アリ 2021 2021 ⑫（再） 2021 2021 2021 イースタン セレクション 第10戦 第11戦


イタリアGP カタルーニャGP ドイツGP オランダGP リーグ リーグ 2021 マッチ マッチ マッチ 1987年 スーパーボウル制覇 2021 2021 リーグ リーグ リーグ 激闘！ 15 1988年 リーグ 12（再） スティリアGP オーストリアGP


６ 編集版 ６ 編集版 編集版 編集版 2021 ジャイアンツ 2021 ６ 王巨人特集 すべて見せます ６ 2021 2021 2021 巨人ＶＳ阪神 30 Gベスト！ ６ 王巨人特集 2021 東京ドーム ６ 編集版 編集版 ６
タイムマシーン 巨人 Part2 第53回 巨人 巨人 第一次長嶋監督編 巨人 巨人 Part2 巨人 巨人 巨人 名場面集①


（再） （再） （再） （再） 巨人 ①（再） 巨人 × ソフトバンク ソフトバンク ソフトバンク 00 スーパーボウル × × 巨人 巨人 巨人 巨人 00 Part2 DRAMATIC × × 00 × × × 巨人 00 （再） （再）


× 1983年 × DeNA × × × ペイトリオッツ 中日 中日 × × × × 15 Gベスト！ BASEBALL DeNA DeNA 15 Gベスト！ 広島 広島 広島 × 15 Gベスト！


７ Moto3 ７ Moto3 Moto3 Moto3 DeNA 藤田巨人特集 DeNA ～ジャイアンツ ７ 巨人 巨人 巨人 ジャイアンツ × ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ７ 中日 ヤクルト ヤクルト ヤクルト ジャイアンツ 2021 ～東京ドーム～ ７ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ 千葉ロッテ ７ Moto3 Moto3 ７


Moto2 MotoGP Moto2 Moto2 ～ジャイアンツ Part１ ～ジャイアンツ 球場～ ～PayPay～ ～PayPay～ ～PayPay～ タイムマシーン ラムズ ～東京ドーム～ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～江戸川〜 ベストセレクション ジャイアンツ ～ジャイアンツ ジャイアンツ Moto2 Moto2


MotoGP Moto2 MotoGP MotoGP 球場～ 00 球場～ （再） ⑪（再） （再） 球場～ 球場～ 19（再） 巨人 タイムマシーン 球場～ ベスト MotoGP MotoGP


（再） ジータスモール （再） 8/1開催 1988年 （再） （再） （再） （再） （再） （再） 槙原寛己 × （再） （再） ⑬（再） （再） （再） （再） （再） セレクション


８ ８ 7/30開催 30 7/31開催 ※雨天中止の ８ （再） （再） （再） 王巨人特集 30 8/13開催 8/14開催 ８ 8/15開催 8/9開催 8/10開催 8/11開催 完全試合 DeNA 8/21開催 ８ 8/22開催 1989年 8/24開催 8/25開催 8/26開催 8/19開催 13（再） ８ ８


※雨天中止の 45 Gベスト！ ※雨天中止の 場合番組変更 8/3開催 8/4開催 8/5開催 Part1 ジータスモール ※雨天中止の ※雨天中止の ※雨天中止の 45 ～東京ドーム～ 藤田巨人 ※雨天中止の 東京ドーム


場合番組変更 場合番組変更 00 00 00 場合番組変更 場合番組変更 場合番組変更 プロ野球熱ケツ情報 特集 場合番組変更 名場面集②


15 15 15 15 15 15 ジータスモール 15 15 15 ジータスモール 15 15 15 15 15 15 15 637（再） 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15


９ 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 NFL on 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 30 トム・ブレイディ 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 （再） 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 ジータスモール ９ ジータスモール ジータスモール ９


45 45 45 45 45 日テレジータス 45 プロ野球熱ケツ情報 45 45 45 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 特集 45 45 45 45 45 45 45 8/20開催 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45


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！ 2021 00 Gベスト！ 00 641 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 リーグ792（再） ７度の 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 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 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 スーパーボウル制覇 プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 車いすバスケ 15 リーグ791（再） 15 リーグ792（再） プロ野球熱ケツ情報 JLPGAツアー ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ プロ野球熱ケツ情報 ジャイアンツ ジャイアンツ


１０ 30 640 １０ NFL NFL NFL NFL 殿堂入り選手 トム・ブレイディ 2021 １０ トム・ブレイディ トム・ブレイディ トム・ブレイディ トム・ブレイディ すべて見せます 30 641（再） 30 640（再） １０ 三菱電機 30 Gベスト！ 車いすバスケ 第15回全日本 第15回全日本 30 30 642 １０ チャンピオンシップ 第15回全日本 フラッシュバック フラッシュバック フラッシュバック フラッシュバック 30 643 １０ フラッシュバック フラッシュバック １０


2021 MotoGP 殿堂入り選手 殿堂入り選手 殿堂入り選手 殿堂入り選手 登場！ 特集 MotoGP 特集 特集 特集 特集 第55回 車いすバスケ 車いすバスケ ワールド 車いすバスケ 三菱電機 中学野球 中学野球 ジータスモール ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ リコーカップ2020 中学野球 2008① 2008② 2008③ 2008④ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 2020 ② 2020③


ハイライト 特集 特集 特集 特集 ７度の 第10戦 ７度の ７度の ７度の ７度の スーパーボウル 三菱電機 三菱電機 チャレンジ 三菱電機 ワールド 選手権大会 選手権大会 00 00 リーグ793（再） 最終日 選手権大会 （再） （再） （再） （再） 00 リーグ794（再） （再） （再）


⑨オランダ P・マニング P・マニング P・マニング P・マニング プレシーズン スーパーボウル制覇 スティリアGP スーパーボウル制覇 スーパーボウル制覇 スーパーボウル制覇 スーパーボウル制覇 特別編 ワールド ワールド カップ2019 ワールド チャレンジ ジャイアンツ ジャイアンツ 祝2000安打！ ジャイアンツ 地上波 ジャイアンツ 坂本勇人 坂本勇人


１１ 30 （再） １１ マッチ すべて見せます 予選 １１ すべて見せます すべて見せます すべて見せます すべて見せます （再） チャレンジ チャレンジ １１ 日本 チャレンジ カップ2019 カップ カップ 坂本勇人 フラッシュバック １１ 30  （再） カップ 4月・5月 6月・7月 8月・9月 G-T 第15回全日本 １１ 2000安打の 2000安打の １１


ワールドレディス 第41回 第44回 第48回 第50回 ホール・オブ・ 第36回 編集版 第38回 第39回 第49回 第51回 チーフス カップ2018 カップ2018 ｘ カップ2019 3位決定戦 準決勝 決勝 激動の 2017① ワールドレディス 決勝 天王山 中学野球 軌跡 軌跡


チャンピオンシップ スーパーボウル スーパーボウル スーパーボウル スーパーボウル フェイム スーパーボウル スーパーボウル スーパーボウル スーパーボウル スーパーボウル x カナダ×日本 日本男子 オーストラリア 日本　× 日本ｘ韓国 （生） 2020年 阿部慎之助 サロンパス 00 00 00 00 選手権大会 00　前編 00　後編


サロンパス コルツ セインツ シーホークス パンサーズ （生） 特別編 パンサーズ ペイトリオッツ ペイトリオッツ ペイトリオッツ バッカニアーズ （再） 決勝戦 （再） イラン （再） (生） DC版 2000安打の カップ2021 （再） 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☆ ジャイアンツ G+マーケット G+マーケット


１２ カップ2021 １２ × × × × カウボーイズ ラムズ Moto3 １２ × × × × 30 30 （再） １２ 30 （再) 30 30 （再） 30　軌跡（再） １２ 最終日地上波 30 リーグ790（再） 30 リーグ791（再） 30 リーグ792（再） 30 リーグ793（再） カップ １２ 30 30 １２


最終日地上波 ベアーズ コルツ ブロンコス ブロンコス x × MotoGP ペイトリオッツ イーグルス シーホークス ファルコンズ ハーフタイム G+マーケット G+マーケット 45 G+マーケット G+マーケット ～いわき～ ～いわき～ G+マーケット G+マーケット （再） ～いわき～ 徳光和夫の ゴルフ革命α 2021 MotoGP G+マーケット 決勝 プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報


00 （再） （再） （再） （再） （再） スティーラーズ ペイトリオッツ Moto2 （再） （再） （再） （再） ショー 00 00 G+マーケット 00 00 ※Bプロ 00 00   （再） 週刊 Season3 ハイライト 00 00 643（再） 00 643（再）


G+マーケット 15 （再） ザ・ウィークエンド GIANTS GIANTS 15 戦略のゴルフ 戦略のゴルフ 延長ナシ GIANTS GIANTS G+マーケット ジャイアンツ ①（再） ⑪オーストリア （再） 15 Gベスト！


１３ 30 １３ 30 30 30 30 30 Gベスト！ 30 30 １３ 30 30 30 30 30 プレゲームショー プレゲームショー １３ 49 50 51 52 53 54 30 プレゲームショー プレゲームショー １３ 30 30 30 470（再） 30 30 （再） ジャイアンツ １３ １３


第99回 第99回 第99回 第99回 第99回 第99回 第99回 第99回 第99回 第99回 G+マーケット G+マーケット G+マーケット 45　（生） 45　（生） 2021 芹澤信雄 芹澤信雄 ※Bプロアリ プロ野球熱ケツ情報 45　（生） 45　（生） 戦略のゴルフ G+マーケット G+マーケット G+マーケット G+マーケット イースタン ～いわき～ 激闘！ 2021


全国高校 全国高校 全国高校 全国高校 全国高校 全国高校 全国高校 全国高校 全国高校 全国高校 00 00 00 MotoGP 関根勤 池上季実子 延長ナシ 00 639（再） 55 56 57 00 00 00 00 リーグ スーパーボウル MotoGP


サッカー選手権 サッカー選手権 サッカー選手権 サッカー選手権 サッカー選手権 サッカー選手権 サッカー選手権 サッカー選手権 サッカー選手権 サッカー選手権 DRAMATIC DRAMATIC 第10戦 （再） （再） DRAMATIC DRAMATIC 藤田寛之 ジャイアンツ 2021 特集① 第12戦


１４ 高校サッカー １４ 高校サッカー 高校サッカー 高校サッカー 高校サッカー 高校サッカー 高校サッカー 高校サッカー １４ 高校サッカー 高校サッカー ジャイアンツ 2021 巨人練習中 BASEBALL BASEBALL １４ スティリアGP 30 30 巨人練習中 BASEBALL BASEBALL １４ 栗田貫一 巨人練習中 巨人練習中 巨人練習中 フラッシュバック 30 １４ イギリスGP １４


伝説の名試合 伝説の名試合 伝説の名試合 伝説の名試合 伝説の名試合 伝説の名試合 伝説の名試合 伝説の名試合 伝説の名試合 伝説の名試合 イースタン MotoGP 「直生」 2021 2021 編集版 2021 MotoGP 徳光和夫の 「直生」 2021 2021 （再） 「直生」 「直生」 「直生」 2020 ① 巨人 G+マーケット 編集版


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ リーグ 第10戦 （再） ハイライト 週刊 00 （再） × 00 第32回大会


（再） （再） （再） （再） （再） （再） （再） （再） （再） （再） 2021 スティリアGP ⑪オーストリア ジャイアンツ ショップ ジャイアンツ DeNA ゴルフ革命α エルウェイ


１５ 30 １５ 30 30 30 30 30 30 30 １５ 30 30 予選 30 巨人 巨人 １５ 30 30 469（再） 30 30 巨人 巨人 １５ 30 30 30 30 2020 ～ひたちなか〜 Season3 １５ & ファーヴ １５


ショップ 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 G+マーケット G+マーケット G+マーケット G+マーケット 巨人 編集版 ショップ × × Moto3 ショップ ショップ G+マーケット G+マーケット × × F170周年 プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 45 Gベスト！ 優勝への軌跡 ③ ラストドライブ Moto3


00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 × （再） 00 中日 中日 Moto2 00 00 00 00 DeNA DeNA 記念番組 00 642（再） 00 642（再） 00 （生） 00 の攻防 MotoGP


2021 MotoGP 2021 MotoGP 2021 MotoGP 2021 MotoGP ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ジャイアンツ 15 Gベスト！ ヤクルト プロ野球熱ケツ情報 ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ MotoGP プロ野球熱ケツ情報 ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ レース・トゥ・ レース・トゥ・ レース・トゥ・ レース・トゥ・ レース・トゥ・ ※Bプロ レース・トゥ・ パッカーズ Moto2


１６ ジャイアンツ １６ ハイライト ハイライト ハイライト ハイライト ３0 リーグ791（再） フラッシュバック レース・トゥ・ １６ ジャイアンツ ジャイアンツ ～江戸川〜 Moto3 30 641（再） （生） （生） １６ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ 30 641（再） （生） （生） １６ パーフェクション パーフェクション パーフェクション パーフェクション パーフェクション 延長ナシ パーフェクション １６ × １６


イースタン ⑦カタルーニャ ⑥イタリア ⑧ドイツ（再） ⑨オランダ ジャイアンツ 2008④ パーフェクション イースタン イースタン MotoGP 45 Gベスト！ ＊試合終了 ＊試合終了 イースタン イースタン イースタン 45 Gベスト！ ＊試合終了 ＊試合終了 ①（再） ②（再） ③（再） ④（再） ⑤（再） ⑦（再） ブロンコス


リーグ 00 （再） 00 （再） 00 00 （再） フラッシュバック （再） ⑦ リーグ リーグ （生） Moto2 GIANTS まで放送 まで放送 リーグ リーグ リーグ GIANTS まで放送 まで放送 00 00 00 00 00 00 00


2021 2021 MotoGP ショップ ショップ ショップ 2008① 15 2021 2021 ※Bプロ プレゲームショー 2021 2021 2021 プレゲームショー 2021 MotoGP GIANTS GIANTS GIANTS プロ野球熱ケツ情報 15 Gベスト！ 第34回大会


１７ １７ ハイライト 30 30 30 （再） G-T ショップ １７ 延長ナシ 30 30　（生） １７ 30 30　（生） １７ ハイライト プレゲームショー プレゲームショー プレゲームショー 30 641（再） レース・トゥ・ NFL １７ 故マクネア 30 １７


巨人 ⑧ドイツ（再） 45 Gベスト！ 45 Gベスト！ 45 Gベスト！ 天王山 45 巨人 巨人 45 Gベスト！ 45 巨人 巨人 巨人 ⑪オーストリア 45　（生） 45　（生） 45　（生） 45 Gベスト！ パーフェクション 関連番組 届かぬ1y


× 00 4月・5月 00 × × 00 DRAMATIC 00 2021 × × × DRAMATIC 00 00 00 （再） ⑥（再） ① ラムズ


DeNA 15 Gベスト！ 2021 2021 2021 2021 MotoGP ヤクルト ヤクルト 2021 BASEBALL ショップ ＊野球が MotoGP 千葉ロッテ 千葉ロッテ 千葉ロッテ BASEBALL ショップ ショップ 追悼 DRAMATIC DRAMATIC DRAMATIC 2021 × DRAMATIC


１８ ～ジャイアンツ １８ プロ野球 プロ野球 プロ野球 30 ハイライト １８ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ MotoGP 2021 30 延長の場合、 １８ 第11戦 ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ 2021 30 30 １８ パトリオット BASEBALL BASEBALL BASEBALL MotoGP 30 30 １８ タイタンズ BASEBALL １８


球場～ エキシビション エキシビション エキシビション ジャイアンツ ⑨オランダ 2021 球場～ 球場～ NFL on 第10戦 プロ野球熱ケツ情報 18:00、18:15、 オーストリアGP 球場～ 球場～ 球場～ 45 Gベスト！ 45 Gベスト！ 2021 2021 2021 第11戦 ショップ ショップ 2021


（生） 2020 マッチ マッチ マッチ フラッシュバック 00 （再） MotoGP （生） （生） 日テレジータス スティリアGP 00 640（再） 18:45、19:15 予選 （生） （生） （生） プロレス オーストリアGP 00 00 （再）


※Bプロ MotoGP 2008② ショップ 第10戦 ※Bプロ ※Bプロ 2021 編集版 巨人 プロ野球熱ケツ情報 19:45からの 編集版 ※Bプロ ※Bプロ ※Bプロ 巨人 ジャイアンツ ジャイアンツ 激闘の記憶 編集版 プロ野球熱ケツ情報


１９ 延長ナシ １９ 第6戦 ソフトバンク ソフトバンク ソフトバンク （再） 30 スティリアGP １９ 延長ナシ 延長ナシ × 30 638（再） 可能性あり １９ 延長ナシ 延長ナシ 延長ナシ × イースタン イースタン １９ ～鶴龍　＆ 巨人 巨人 巨人 30 642（再） １９ 巨人 １９


スティリアGP × × × 殿堂入り選手 中日 DeNA リーグ リーグ 四天王編～ × × × （再） ゴルフ革命α ×


00 巨人 巨人 巨人 6月・7月 00 00 登場！ ～東京ドーム～ ＊野球が 2021 Moto3 00 00 00 ～東京ドーム～ 2021 2021 13 (再) 広島 広島 広島 Season3 2021 00 ヤクルト


ショップ 編集版 ～PayPay～ ～PayPay～ ～PayPay～ 2021 （生） ショップ ショップ Moto3 （生） 延長の場合、 MotoGP MotoGP ショップ ショップ ショップ （生） 全日本プロレス ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ Moto3 ②（再） MotoGP ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ～岐阜～


２０ 30 ２０ （再） 30 MotoGP ２０ 30 30 プレシーズン Moto2 ＊試合終了 20:00からの 第11戦 ２０ Moto2 30 30 30 ＊試合終了 巨人 巨人 ２０ 創立20周年 （生） （生） （生） Moto2 30 第12戦 ２０ 30 リーグ795 （生） ２０


（生） （生） （生） ジャイアンツ 第10戦 祝2000安打！ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ マッチ MotoGP まで放送 可能性あり オーストリアGP まで放送 × × 1992・10・21 ＊試合終了 ＊試合終了 ＊試合終了 MotoGP イギリスGP ショップ ＊Ｂプロ


2020 フラッシュバック スティリアGP Moto3 坂本勇人 00 リーグ791（再） ホール・オブ・ 2021 （生） 00 2021 プロレス プロレス 千葉ロッテ 千葉ロッテ 00　武道館 三冠戦 まで放送 まで放送 まで放送 00 早終了アリ


MotoGP ＊試合終了 ＊試合終了 ＊試合終了 2008③ 予選 Moto2 激動の 2021 MotoGP フェイム MotoGP 徳光和夫の MotoGP 激闘の記憶 激闘の記憶 ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ 徳光和夫の 2021 （生） 徳光和夫の ＊試合終了


２１ 第6戦 ２１ Moto3 まで放送 まで放送 まで放送 （再） （生） MotoGP ２１ 2020年 ハイライト （再） 30 第11戦 Moto3 ２１ 週刊 第11戦 ～三沢 ～鶴龍＆ 30 球場～ 球場～ ２１ 週刊 MotoGP ２１ 週刊 まで放送 ２１


スティリアGP Moto2 DC版 ⑩スティリア カウボーイズ ショップ オーストリアGP Moto2 ジャイアンツ オーストリアGP NOAH編～ 四天王編～ ショップ （再） （再） ジャイアンツ 第12戦 ジャイアンツ


予選 MotoGP 00 00 00 8月・9月 00 （再） 00 x 00 00 予選 ＭｏｔｏＧＰ 00 469 編集版 ⑩（再） ⑥ 00 8/17開催 8/18開催 00 470 00 00 00 00 イギリスGP 00 471 00


編集版 ショップ ショップ ショップ Moto3 ショップ ショップ スティーラーズ ショップ 2021 MotoGP （生） ショップ 1999・5・2 日本テレビ ※雨天中止の ※雨天中止の ショップ ショップ ショップ ショップ ショップ 予選 ショップ


２２ （再） ２２ 30 30 30 30 30 MotoGP ２２ 30 30 30 30 ハイライト ２２ 30 2004・7・10 東京ドーム ゴルフ 場合番組変更 場合番組変更 ２２ 30 30 30 30 30 （生） ２２ 30 ２２


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☆ ショップ Moto2 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ プロ野球熱ケツ情報 ショップ 戦略のゴルフ ⑩スティリア Moto3 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 東京ドーム 三冠戦 メジャー 45 45 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 45 Gベスト！ 45 Gベスト！ 45 Gベスト！ 2021 MotoGP Moto3 激闘！ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆


00 00 リーグ789（再）00 リーグ790（再）00 リーグ791（再）00 00 00 リーグ792 00 640（再） 00 55 56 57 00 （再） MotoGP 00 00 リーグ793 Moto3 ベイダー 00（再） 00 リーグ794 ハイライト MotoGP スーパーボウル 00 リーグ794（再）


Moto3 漫画みてぇな話 漫画みてぇな話 漫画みてぇな話 漫画みてぇな話 漫画みてぇな話 ゴルフ革命α 漫画みてぇな話 漫画みてぇな話 2021 MotoGP 藤田寛之 Moto2 ショップ 日本テレビ Moto2 GHC戦 × 月刊プロ野球！ DRAMATIC DRAMATIC プロレス DRAMATIC DRAMATIC DRAMATIC ⑪オーストリア Moto3 Moto2 特集②


２３ MotoGP ２３ 30  ① 30  ② 30  ③ 30  ④ 30  ⑤ Season3 ２３ 30  ⑥ 30  ⑦ ハイライト 栗田貫一 DRAMATIC 30 ２３ ゴルフ MotoGP 小橋 三沢光晴 さまぁ～ず BASEBALL BASEBALL ２３ クラシック BASEBALL BASEBALL BASEBALL 30 （再） MotoGP ２３ DRAMATIC ２３


Moto2 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 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 45 ②（再） プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 ⑩スティリア （再） BASEBALL 45 45 Gベスト！ メジャー × スタジアム 2021 2021 ～伝承～ 2021 2021 2021 プロレス Moto2 BASEBALL


00 00 リーグ791 00  第１章（再） 00  第２章（再） 00  第３章（再） 00  第４章（再） 00 Gベスト！ 00 00 638（再） 00 638（再） 00 （再） 00 2021 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 日本テレビ 00（再） 秋山 00 29 6（再） クラシック 第37回大会 2021


プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス 15 リーグ791（再） ゴルフ プロレス (再) 15 Gベスト！ ～伝承～ 15 ジョン・


0 クラシック 0 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 クラシック クラシック 0 クラシック クラシック クラシック クラシック 巨人 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ メジャー 0 クラシック 巨人 巨人 0 30 巨人 巨人 巨人 10 30 Gベスト！ 0 グルーデンを巡る 巨人 0


50（再） 55（再） 56（再） 57（再） 76（再） 77（再） 78（再） 79(再） 80（再） 81（再） 82（再） 83（再） × 45 リーグ792（再） 45 （再） 84（再） 45 DRAMATIC × × プロレス × × × 45 プロ野球熱ケツ情報 物語 ×


 '82世界最強 大木金太郎 “東洋の神秘” “鉄の爪”2世 プロレス 世界王者 暴走戦士 スペシャル・ 抗争過熱！ 史上初！ 追悼 頂上対決！ 中日 00 Gベスト！ '85世界最強 00 Gベスト！ 00 00 BASEBALL DeNA DeNA クラシック 広島 広島 広島 00 00 Gベスト！ 00 643（再） レイダース ヤクルト


タッグ決定 追悼特集 ザ・グレート・カブキ ケリー・フォン こけら 包囲網！ ザ・ロード・ ウォーズ・ 全日本 NWA＆ 三沢光晴選手 ジャンボ鶴田 ～東京ドーム～ DRAMATIC タッグ ゴルフ革命α ゴルフ革命α 日本テレビ 2021 ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ～伝承～ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ プロレス プロレス プロレス × ～岐阜～


1 リーグ戦 1 日本逆上陸 ・エリック 落とし 長州、鶴田 ウォリアーズ イン武道館 1 vsジャパン& AWA 特集 vs BASEBALL DRAMATIC 1 決定リーグ戦 Season3 Season3 ゴルフ 1 7（再） クラシック クラシック クラシック 1 バッカニアーズ 1


Part 1 来日 両国国技館 連続挑戦 日本席巻 テリー 世界統一戦 長州力 2021 BASEBALL Part1 ①（再） ②（再） メジャー 巨人 85（再） 86（再） 87（再）


00 00 00 00 00 00 00 00 00 vsハンセン 00 00 00 （当日放送） 2021 00 00 00 00（再） × （当日放送） （当日放送） 00 （当日放送） （当日放送） （当日放送） '85世界最強 '85世界最強 長州力 （当日放送）


日本テレビ ゴルフ革命α ゴルフ革命α ゴルフ革命α ゴルフ革命α ゴルフ革命α ゴルフ革命α ゴルフ革命α ゴルフ革命α ゴルフ革命α ゴルフ革命α ゴルフ革命α 2021 MotoGP 2021 MotoGP 2021 MotoGP 2021 MotoGP DeNA プロレス タッグ タッグ 異種格闘技戦 第42回大会 ＊Ｂプロ


2 ゴルフ 2 Season2 Season2 Season2 Season2 Season2 Season2 Season2 2 Season2 Season2 Season2 Season3 巨人 巨人 2 ハイライト ハイライト ハイライト ハイライト ～東京ドーム～ 2 クラシック 決定リーグ戦 決定リーグ戦 2 奇跡の 早終了アリ 2


メジャー ①（再） ②（再） ③（再） ④（再） ⑤（再） ⑥（再） ⑦ （再） ⑧ （再） ⑨ （再） ⑩ （再） ①（再） × × ⑦カタルーニャ ⑧ドイツ（再） ⑨オランダ ⑩スティリア ～伝承～ Part2 Part3 ヘルメットキャッチ


00 （再） 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 中日 中日 00 （再） 00 00 （再） 00 （再） 00 00 8（再） 00 00 00 00 00 00 ジャイアンツ 00


～東京ドーム～ ～東京ドーム～ （当日放送） ×


3 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 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 30 ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ 巨人 巨人 3 ペイトリオッツ ジャイアンツ 3
ヴィンテージ ヴィンテージ タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン ヴィンテージ ヴィンテージ ヴィンテージ ヴィンテージ ヴィンテージ ヴィンテージ ヴィンテージ タイムマシーン ヴィンテージ ヴィンテージ ヴィンテージ ヴィンテージ タイムマシーン タイムマシーン プロレス タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン ヴィンテージ in in タイムマシーン


①（再） ②（再） 36 37 38 ③（再） ④（再） ⑤（再） ⑥（再） ⑦（再） ⑧（再） ⑨（再） 36 （当日放送） （当日放送） ⑩（再） ⑪（再） ⑭（再） ⑫（再） 37 38 クラシック 36 37 38 ⑮（再） 東京ドーム 東京ドーム 36


(再) (再) (再) (再) 第一次 激闘！ 王 貞治 激闘！ 15 (再) (再) ～伝承～ (再) (再) (再) 2020 2021 （再） (再)


4 長嶋茂雄 4 後楽園 ※放送時間 ※放送時間 ※放送時間 王貞治特集 江川卓特集 江川卓特集 4 原 辰徳 '８３リーグ優勝 助っ人外国人 V9戦士 ※放送時間 4 長嶋巨人 巨人ＶＳ阪神 特集 巨人ＶＳ阪神 ※放送時間 ※放送時間 4 9（再） ※放送時間 ※放送時間 ※放送時間 江川卓特集 （再） （再） 4 ※放送時間 4


引退試合 ラストゲーム 短縮アリ 短縮アリ 短縮アリ Part1 ① ② 特集 特集 特集 短縮アリ 特集 川上監督編 Ｐａｒｔ2 第一次長嶋監督編 ジャイアンツ 短縮アリ 短縮アリ 短縮アリ 短縮アリ 短縮アリ ③ 短縮アリ


00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     Part1 タイムマシーン 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
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8 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。
（６９０ｃｈモーニング開催時は変更あり）
※オールスター競輪の放送時間は、
９日▲


６９０ｃｈ　後９：００～/深０：００～▲


６９１ｃｈ　後１１：００～▲


６９４ｃｈ　後８：００～
１０日～１４日▲


６９０ｃｈ　深０：００～▲


６９１ｃｈ　後１１：００～
＊翌日朝６９２ｃｈで再放送いたします。


ミッドナイトBINGO!　＃９
競輪“新感覚”バラエティー
　「ミッドナイトBINGO!」
けいマルガールズの３人と
ゲストがミッドナイト車券
勝負！的中者がでると巨大
ビンゴに挑戦、みごとBINGOが完成すればオリジ
ナルグッズを視聴者にプレゼント！毎回変わるゲ
ストとの車券勝負、ビンゴ完成に向けどう立ち回
るかも注目です！
出演：山口幸二・加藤慎平
けいりんマルシェアンバサダー けいマルガールズ
（田村響華、八伏紗世、開坂映美）
放送初回：８月１日（日）▲


６９０ｃｈ　後１１：３０～
真券！競輪魂 ＃２５
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　８月６日（金）▲


６９０ｃｈ　後９：００～▲


６９２ｃｈ　後６：３０～


チェック＆チェック　＃３８１
オールスター競輪を振り返
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　８月１９日（木）▲


６９０ｃｈ　後１１：１５～
第６４回オールスター競輪　激闘の６日間
レース直後の選手の表情な
ど舞台裏の様子を交えなが
ら、決勝までの栄光に隠さ
れた勝負のドラマを、さら
に深く振り返ります。
初回放送日・時間　８月２５日（水）▲


６９０ｃｈ　後１１：００～
Ｔｒｉｇｇｅｒ　＃１２
人が走る競輪、トップで活
躍する選手には成功のキッ
カケ＝Ｔｒｉｇｇｅｒ（ト
リガー）となった分岐点が
ある。その引き金＝Ｔｒｉ
ｇｇｅｒとなった事柄に山口幸二が焦点を当て
ながら、選手の競輪人生に迫ります。
初回放送日・時間　８月１５日（日）▲


６９０ｃｈ　後１１：００～


まもなく開幕！
第６４回オールスター競輪


吉岡稔真と内林久徳が、直前にひかえたオー
ルスター競輪の見どころや注目選手を独自の
視点でご紹介します。出場予定の「気になる
選手」も出演！近況やレース内容、普段は聞
けない選手の本音など車券のヒントになる情
報をお届けします。
初回放送日・時間　８月４日（水）　
６９０ｃｈ　深０：４５～
６９２ｃｈ　後６：３０～


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 日 ♥奈良 ＦⅡ ① 高　知 ＧⅢ 第４日 ♥松阪 ＦⅠ ② 小田原 ＦⅠ 第１日 ♥奈良 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


♥松阪 ＦⅠ ②
(後3:00～後5:00) 佐世保 ＦⅡ ③ 高知 ＧⅢ(オッズ) 第４日 青 森 ＦⅡ ②


2 月 ♥奈良 ＦⅡ ② 小田原 ＦⅠ 第２日 ♥松阪 ＦⅠ ③ ♥岐阜 ＦⅡ 第１日 別 府 ＦⅠ ① ♥奈良 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


♥松阪 ＦⅠ ③
(後3:00～後5:00) 青 森 ＦⅡ ③


別　府 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00)


3 火 ♥奈良 ＦⅡ ③ 小松島 ＦⅠ 第１日 別 府 ＦⅠ ② 小田原 ＦⅠ 第３日 ♥岐阜 ＦⅡ 第２日 京都向日町 ＦⅡ ① ♥弥彦 ＦⅡ 第１日 ♥松山 ＦⅡ ① ♥奈良 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


別府 ＦⅠ ②
(後3:00～後5:00)


4 水 小松島 ＦⅠ 第２日 別 府 ＦⅠ ③ ♥岐阜 ＦⅡ 第３日 ♥弥彦 ＦⅡ 第２日 京都向日町 ＦⅡ ② 別　府 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) ♥松山 ＦⅡ ②


5 木 小松島 ＦⅠ ③
(前10:00～後2:30)


♥川崎 ＧⅢ 第１日
(後2:30～後9:00) 小松島 ＦⅠ 第３日 ♥弥彦 ＦⅡ 第３日 京都向日町 ＦⅡ ③ ♥松山 ＦⅡ ③


6 金 前橋 ＦⅠ ①
(前10:00～後2:30)


♥川崎 ＧⅢ 第２日
(後2:30～後9:00) 前　橋 ＦⅠ 第１日 ♥四日市 ＦⅡ ① 函 館 ＦⅡ ①


7 土 前橋 ＦⅠ ②
(前10:00～後2:30)


♥川崎 ＧⅢ 第３日
(後2:30～後9:00) 前　橋 ＦⅠ 第２日 ♥高知 ＦⅡ ① 岐　阜 ＦⅠ 第１日 ♥四日市 ＦⅡ ② ♥高知 ＦⅡ 第１日


(後3:00～後5:00) 函 館 ＦⅡ ②


8 日 前橋 ＦⅠ ③
(前10:00～後2:30)


♥川崎 ＧⅢ 第４日
(後2:30～後9:00) 前　橋 ＦⅠ 第３日 ♥高知 ＦⅡ ② 岐　阜 ＦⅠ 第２日 ♥四日市 ＦⅡ ③ ♥高知 ＦⅡ 第２日


(後3:00～後5:00) 函 館 ＦⅡ ③


9 月 岐　阜 ＦⅠ 第３日 ♥高知 ＦⅡ ③ ♥高知 ＦⅡ 第３日
(後3:00～後5:00) 松 山 ＦⅡ ① 奈 良 ＦⅡ ①


10 火 ♥別府 ＦⅡ ① 西武園 ＦⅠ ①
(前10:00～後2:00)


いわき平 ＧⅠ(ｵｰﾙｽﾀｰ) 第１日
(後2:00～後9:00)


防府 ＦⅠ ①
(前10:00～後2:00)


いわき平 ＧⅠ(ｵｯｽﾞ) 第１日
(後2:00～後9:00) 西武園 ＦⅠ 第１日 松 山 ＦⅡ ② 防　府 ＦⅠ 第１日 奈 良 ＦⅡ ② ♥別府 ＦⅡ 第１日


(前10:00～後3:00)


11 水 ♥別府 ＦⅡ ② 西武園 ＦⅠ ②
(前10:00～後2:00)


♥いわき平 ＧⅠ(ｵｰﾙｽﾀｰ) 第２日
(後2:00～後9:00)


防府 ＦⅠ ②
(前10:00～後2:00)


♥いわき平 ＧⅠ(ｵｯｽﾞ) 第２日
(後2:00～後9:00) 西武園 ＦⅠ 第２日 松 山 ＦⅡ ③ 防　府 ＦⅠ 第２日 奈 良 ＦⅡ ③ ♥別府 ＦⅡ 第２日


(前10:00～後3:00)


12 木 ♥別府 ＦⅡ ③ 西武園 ＦⅠ ③
(前10:00～後2:00)


♥いわき平 ＧⅠ(ｵｰﾙｽﾀｰ) 第３日
(後2:00～後9:00)


防府 ＦⅠ ③
(前10:00～後2:00)


♥いわき平 ＧⅠ(ｵｯｽﾞ) 第３日
(後2:00～後9:00) 西武園 ＦⅠ 第３日 豊 橋 ＦⅡ ① 防　府 ＦⅠ 第３日 宇都宮 ＦⅡ ① ♥別府 ＦⅡ 第３日


(前10:00～後3:00)


13 金 ♥武雄 ＦⅡ ① 京都向日町 ＦⅠ ①
(前10:00～後2:00)


いわき平 ＧⅠ(ｵｰﾙｽﾀｰ) 第４日
(後2:00～後9:00)


青森 ＦⅠ ①
(前10:00～後2:00)


いわき平 ＧⅠ(ｵｯｽﾞ) 第４日
(後2:00～後9:00) 京都向日町 ＦⅠ 第１日 豊 橋 ＦⅡ ② 青　森 ＦⅠ 第１日 宇都宮 ＦⅡ ② ♥武雄 ＦⅡ 第１日


(前10:00～後3:00)


14 土 ♥武雄 ＦⅡ ② 京都向日町 ＦⅠ ②
(前10:00～後2:00)


いわき平 ＧⅠ(ｵｰﾙｽﾀｰ) 第５日
(後2:00～後9:00)


青森 ＦⅠ ②
(前10:00～後2:00)


いわき平 ＧⅠ(ｵｯｽﾞ) 第５日
(後2:00～後9:00) 京都向日町 ＦⅠ 第２日 豊 橋 ＦⅡ ③ 青　森 ＦⅠ 第２日 宇都宮 ＦⅡ ③ ♥武雄 ＦⅡ 第２日


(前10:00～後3:00)


15 日 ♥武雄 ＦⅡ ③ 京都向日町 ＦⅠ ③
(前10:00～後2:00)


いわき平 ＧⅠ(ｵｰﾙｽﾀｰ) 第６日
(後2:00～後9:00)


青森 ＦⅠ ③
(前10:00～後2:00)


いわき平 ＧⅠ(ｵｯｽﾞ) 第６日
(後2:00～後9:00) 京都向日町 ＦⅠ 第３日 川 崎 ＦⅡ ① 青　森 ＦⅠ 第３日 ♥武雄 ＦⅡ 第３日


(前10:00～後3:00)


16 月 防 府 ＦⅡ ① ♥岸和田 ＦⅠ 第１日 ♥京王閣 ＦⅠ ① 防府 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


♥京王閣 ＦⅠ ①
(後3:00～後5:00) 川 崎 ＦⅡ ② ♥西武園 ＦⅡ ①


17 火 防 府 ＦⅡ ② ♥岸和田 ＦⅠ 第２日 ♥京王閣 ＦⅠ ② 防府 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


♥京王閣 ＦⅠ ②
(後3:00～後5:00) 川 崎 ＦⅡ ③ ♥西武園 ＦⅡ ②


18 水 防 府 ＦⅡ ③ ♥岸和田 ＦⅠ 第３日 ♥京王閣 ＦⅠ ③ ♥伊東温泉 ＦⅠ 第１日 四日市 ＦⅠ ① 防府 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


ナイター競輪
函　館 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後7:45)


♥西武園 ＦⅡ ③
ナイター競輪


函　館 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後9:00)


♥京王閣 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00)


19 木 ♥別府 ＦⅡ ① ♥伊東温泉 ＦⅠ 第２日 四日市 ＦⅠ ② ♥別府 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


函　館 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後9:00)


ナイター競輪
平　塚 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後9:00)


四日市 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00)


20 金 ♥別府 ＦⅡ ② ♥伊東温泉 ＦⅠ 第３日 四日市 ＦⅠ ③ ♥和歌山 ＦⅡ 第１日 函 館 ＦⅡ ③ ♥別府 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


ナイター競輪
平　塚 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後8:00)


佐世保 ＦⅡ ① 四日市 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) ♥松山 ＦⅡ ①


ナイター競輪
平　塚 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後9:00)


21 土 ♥別府 ＦⅡ ③ 松　戸 ＧⅢ 第１日 武 雄 ＦⅠ ① 小松島 ＦⅠ 第１日 平 塚 ＦⅡ ③ ♥和歌山 ＦⅡ 第２日 佐世保 ＦⅡ ② ♥別府 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


武雄 ＦⅠ ①
(後3:00～後5:00) ♥松山 ＦⅡ ② 松戸 ＧⅢ(オッズ) 第１日


22 日 青 森 ＦⅡ ① 松　戸 ＧⅢ 第２日 武 雄 ＦⅠ ② 小松島 ＦⅠ 第２日 ♥和歌山 ＦⅡ 第３日 佐世保 ＦⅡ ③ 青森 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


武雄 ＦⅠ ②
(後3:00～後5:00) ♥松山 ＦⅡ ③ 松戸 ＧⅢ(オッズ) 第２日


23 月 青 森 ＦⅡ ② 松　戸 ＧⅢ 第３日 武 雄 ＦⅠ ③ 小松島 ＦⅠ 第３日 ♥函館 ＦⅠ ① 青森 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


武雄 ＦⅠ ③
(後3:00～後5:00) ♥松阪 ＦⅡ ① 松戸 ＧⅢ(オッズ) 第３日 ♥函館 ＦⅠ 第１日


(後3:00～後5:00)


24 火 青 森 ＦⅡ ③ 松　戸 ＧⅢ 第４日 ♥函館 ＦⅠ ② 青森 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


♥函館 ＦⅠ ②
(後3:00～後5:00) 松戸 ＧⅢ(オッズ) 第４日 ♥松阪 ＦⅡ ② 高 知 ＦⅡ ①


25 水 宇都宮 ＦⅡ ① ♥福井 ＦⅠ 第１日 ♥函館 ＦⅠ ③ 名古屋 ＦⅡ 第１日 宇都宮 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


♥函館 ＦⅠ ③
(後3:00～後5:00) ♥松阪 ＦⅡ ③ 高 知 ＦⅡ ②


26 木 宇都宮 ＦⅡ ② 小田原 ＧⅢ 第１日 松 山 ＦⅠ ① ♥福井 ＦⅠ 第２日 名古屋 ＦⅡ 第２日 高 知 ＦⅡ ③ ♥取手 ＦⅡ 第１日 宇都宮 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


松山 ＦⅠ ①
(後3:00～後5:00)


27 金 宇都宮 ＦⅡ ③ 小田原 ＧⅢ 第２日 松 山 ＦⅠ ② ♥福井 ＦⅠ 第３日 名古屋 ＦⅡ 第３日 武 雄 ＦⅡ ① ♥取手 ＦⅡ 第２日 四日市 ＦⅡ ① 宇都宮 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


松山 ＦⅠ ②
(後3:00～後5:00)


28 土 小田原 ＧⅢ 第３日 松 山 ＦⅠ ③ ♥取手 ＦⅡ 第３日 佐世保 ＦⅠ ① 松　山 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) 武 雄 ＦⅡ ② 佐世保 ＦⅠ 第１日


(後3:00～後5:00) 四日市 ＦⅡ ②


29 日 小田原 ＧⅢ 第４日 佐世保 ＦⅠ ② ♥富山 ＦⅠ 第１日 弥　彦 ＦⅡ 第１日 武 雄 ＦⅡ ③ 佐世保 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 四日市 ＦⅡ ③


30 月 立　川 ＦⅠ 第１日 佐世保 ＦⅠ ③ ♥富山 ＦⅠ 第２日 弥　彦 ＦⅡ 第２日 川 崎 ＦⅡ ① 佐世保 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) 別 府 ＦⅡ ①


31 火 青 森 ＦⅡ ① 立　川 ＦⅠ 第２日 ♥函館 ＦⅠ ① ♥富山 ＦⅠ 第３日 弥　彦 ＦⅡ 第３日 川 崎 ＦⅡ ② 青森 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


♥函館 ＦⅠ ①
(後3:00～後5:00) 別 府 ＦⅡ ②


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。


8/18（水） 四日市 ＦⅠ 第１日
（後3:00～後5:00） 8/21（土） 平　塚 ＦⅡ 第３日


（後3:00～後5:00）


8/20（金） 函　館 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。（11、12日のいわき平はガールズケイリンコレクション2021いわき
　平ステージ）


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。別府ＦⅡ＜8/10～ 12、8/19～ 21＞、武雄ＦⅡ＜8/13～ 15＞、防府ＦⅡ＜8/16
　～18＞、青森ＦⅡ＜8/22～ 24、8/31～ 9/2＞、宇都宮ＦⅡ＜8/25～ 27＞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　8月2021年　8月 https：//www.speedchannel.co.jp













釣りビジョン 2021年8月　オススメ番組情報（通常版）


■メインオススメ番組（こちらの番組をメインでご使用ください）


お魚ざくざく北信越！ 1　毎週月曜の夜8時“釣ります！ニッポン”シリーズに、北信越エリアの新番組が誕生！
放送日：2021年8月30日（月）午後8：30～9：00ほか
出演者：地元大好きガール
ロケ地：福井県
魚種：堤防五目


ついに！北陸を舞台にした新番組が誕生！その名も『お魚ざくざく北信越！』。地元大好きガールが、高級魚介ざっくざくの宝庫・
北信越の釣りはもちろん、ご当地の歴史や文化、絶品お魚グルメなどを体当たり取材し、独自の魅力をご紹介します！同時に、北
海道、関東（内水面中心）、中四国、沖縄の新番組が立ち上がり、従来からお馴染みの地域密着番組「大漁！関東沖釣り爆釣会」、
「こちら東海です。」、「東北つれつれ団」、「関西発 めちゃめちゃ釣りたい！」、「すごかby九州」も、“釣ります！ニッポン”シリーズの
一員としてリニューアルします！毎週月曜夜8時台にぜひご注目ください！！


勝手に番組ジャック！ 43　ロンブー亮がアオリイカ専門番組をジャックする！
放送日：2021年8月7日（土）午後9：00～10：00ほか
出演者：田村 亮（ロンドンブーツ1号2号）・川上英佑
ロケ地：静岡県 伊豆半島
魚種：アオリイカ


自他共に認める無類の釣り好き芸人・田村 亮（ロンドンブーツ1号2号）が、芸能界No.1のマルチアングラーを目指し、釣りビジョン
の番組のロケ現場へ勝手に乗り込み、片っ端からジャックに挑む！今回ターゲットは、「プラスワンエギング」をテーマに、これまで
釣れなかったアオリイカを確実にキャッチするためのテクニックを徹底解説する人気エギング番組『SOUL JERKER』。静岡県伊豆
半島の沖磯でロケをする理論派エギンガー・川上英佑の元に押しかけ、番組のジャックを目論む！


鮎2021　群馬県上野村「釣りで輝く奇跡の里山」
放送日：2021年8月1日（日）午後9：00～10：00ほか


出演者：加藤るみ・宮田亜夢
ロケ地：群馬県 上野村・神流川
魚種：鮎


過疎、高齢化など、ネガティブな言葉が飛び交いがちな里山。しかし、そんな里山にも独自の魅力がある。群馬県上野村には、ビ
ギナーからベテランまで、そして老若男女が様々な釣りを楽しめる神流川が流れている。そんな上野村に、釣り好きで知られる
SKE48の元メンバー・加藤るみさんが、知人の宮田亜夢さんと2泊3日の鮎釣り旅に向かった。「釣り」も「食」も、目いっぱい楽しむ二
人の姿を通し、 上野村と釣りの魅力をお伝えする。


■追加オススメ番組（上記の番組情報だけでは足りない場合にご使用ください）


SALT Dreamer 84　超大型モンスターキハダに挑む！
放送日：2021年8月11日（水）午後10：00～11：00ほか
出演者：鈴木 斉
ロケ地：沖縄県 宮古島
魚種：キハダ


プロフェッショナルアングラー鈴木斉が、オフショアのビッグゲームから陸っぱりのシーバスフィッシングまで、海のルアーフィッシン
グをお届けする『SALT Dreamer』。今回は番組初上陸となる沖縄県宮古島を舞台に、キャスティング＆ジギングでのキハダマグロ
を狙う。狙いはもちろん50㎏を超える超大型。表層付近にベイトの気配があり鳥山やナブラが起こる状況ならばキャスティング、中
層に反応が出る場合はジギングで勝負。夏の宮古島、炎天下の船上で体力の限界を超える壮絶なバトルが繰り広げられる！


Go for it！ 179 7月のナチュラルハイランドレイク・福島県曽原湖
放送日：2021年8月17日（火）午後9：00～10：00ほか
出演者：田辺哲男
ロケ地：福島県 曽原湖
魚種：ブラックバス


バスフィッシング界のレジェンド、田辺哲男が唯一無二のゲームでブラックバスを追う『Go for it !』。今回の舞台は裏磐梯のレンタ
ルボートレイク・曽原湖。桧原湖と同様にスモールマウスバスが生息するが、ビッグラージの実績も高いという魅惑の小規模フィー
ルド。時は2021年7月上旬、人生初となる曽原湖を田辺が一から攻略していく。


渓流ギャラリー　キャスティング＆友釣りスタイルで狙う鮎のルアーフィッシング
放送日：2021年8月14日（土）午後10：00～11：00ほか


出演者：小森優太・飯田重祐
ロケ地：滋賀県 安曇川
魚種：鮎


テンカラ、エサ釣りなど、魅力あふれる様々な釣りをお送りしてきた渓流ギャラリー。今回のテーマは鮎のルアーフィッシング。鮎釣
りと言えば、オトリ鮎を泳がせて、鮎の縄張り意識を利用して掛ける友釣りが有名だが、そのオトリの代わりに鮎を模したルアーを用
いるのが、鮎のルアーフィッシングだ。舞台は琵琶湖にそそぐ滋賀県の安曇川。釣り人は、友釣りとルアーで鮎釣りを楽しんでいる
地元の名手・小森優太と、トラウトルアーフィッシングのエキスパート・飯田重祐。友釣りとの違い、ルアーならではの醍醐味など、そ
れぞれの目線で楽しさを紹介する。


休日は釣りに夢中！21・22　フッチーとにっしゃんが淡路島の釣りを満喫！
放送日：2021年8月8日（日）午後9：00～10：00ほか
出演者：渕上万莉・西田直恵ほか
ロケ地：兵庫県淡路島　淡路島観光ホテル
魚種：マダイほか


人気インスタグラマーのフッチーと、お友達のにっしゃんが繰り広げる女性同士のリアル釣行記『休日は釣りに夢中!』。今回は関西
圏の釣りパラダイス・淡路島が舞台。日本一のフィッシングホテルとして名高い淡路島観光ホテルを訪れ、チャーターボートでのタ
イラバゲーム、そしてホテル敷地内のプライベート釣り場から五目釣りを楽しみます。番組後半では釣り上げた魚を食し、夏の淡路
島を満喫。そんな二人の釣行にカメラがお邪魔します。


ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 6　真夏の夜はイカメタル祭り！
放送日：2021年8月6日（金）午後9：00～10：00ほか
出演者：井阪祐子・片山愛海・小濱 弥ほか
ロケ地：兵庫県 香美町 香住
魚種：イカ


釣りビジョンに出演する関西の釣りガールたちを中心に結成された『ASHIYA（芦屋）ガールズフィッシングクラブ』。今回の舞台は日
本海、兵庫県香住エリア。デカイカ専用リグ「オモリグ」を使ったイカメタルゲームで盛り上がる。昨年釣り方の基本を覚えた祐子お
ねぃさんと愛海おねぃさんは、アップデートしたオモリグメソッドで大爆釣を目論む！暑い夏の夜、女子たちは船酔いを乗り越え、爆
釣することができるのか！？







特別編成


8月1日(日)


04:00 FS0314960R0C 04:00
Seabass Journey 36


秋田県雄物川
04:30 村岡昌憲 04:30


05:00 FS0104830R0C 05:00
ハイパーエキスパート


ヘンリーズフォーク＆ミズーリ
05:30 杉坂研治 05:30


06:00 FS6209180R0C 06:00
ヘラブナギャラリー


夏のチョウチン 伊藤宏二の両ダンゴ
06:30 伊藤宏二 06:30


07:00 FS6103070R0C 07:00
休日は釣りに夢中！ 1


渕上万莉・西田直恵・タイガーさん
07:30 FS6103080R0C 07:30


休日は釣りに夢中！ 2
渕上万莉・西田直恵・藤澤周郷


08:00 FS0506810R0C 08:00
楽釣楽磯宣言 53
高知県柏島エリア


08:30 城本尚史 08:30


09:00 FS0215110R0C 09:00
△Dz BASS 6


09:30 藤田京弥 09:30


10:00 FS6306809R0C 10:00
すごかby九州 57


佐賀県唐津市 真夏の磯遊び
10:30 小雪・川原 恵 10:30


11:00 FS0317050R0C 11:00
△とことんエギパラダイス 145


11:30 片山愛海 11:30


12:00 FS0215090R0C 12:00
△GAN’s GANGS 74
広島県八田原ダム


12:30 平岩孝典 12:30


13:00 FS8421120R0C 13:00
△伝心伝承 218


13:30 松田 稔 13:30


14:00 FS0214260R0C 14:00
トップ道 58


梅雨ノ晴レ間ノ高知県大渡ダム
14:30 荒井謙太 14:30


15:00 FS6103050R0C 15:00
衝撃！噂のタンコブゲーム 1


センドウタカシ・西浦伸至
15:30 FS6104160 15:30


△J LAND 10
大野雄大(Da-iCE)ほか


16:00 FS0105010R0C 16:00
△フライギャラリー


静岡県浜名湖　クロダイほか


16:30 丸橋英三・杉浦雄三 16:30


17:00 FS0409860R0C 17:00
チヌ道一直線 103


水潮のホーム 回復期の大チヌ
17:30 山本太郎 17:30


18:00 FS6209860R0C 18:00
わくわくキャンプフィッシング 1


女子キャンパーたちの釣りの楽しみ方
18:30 森 風美ほか 18:30


19:00 FS0309829R0C 19:00
ソルトギャラリー


瀬戸内海タイラバ
19:30 佐々木洋三 19:30


20:00 FS6104200R0C 20:00
☆つりメガミ 11


20:30 20:30


21:00 FS6209890R0C 21:00
☆鮎2021


群馬県上野村・神流川・鮎
21:30 加藤るみ・宮田亜夢 21:30


22:00 FS0409830R0C 22:00
オフショアレボリューションNEXT 140


宮古島のキハダ
22:30 高橋哲也・松田竜也 22:30


23:00 【特集：サーフェイスタクティクス７選】 23:00
魚種格闘技戦！174
浜名湖チヌポゲーム


23:30 村田 基 23:30


24:00 FS0214240R0C 24:00
5L ton32


『ラーメンを食べると釣れるってホント？』
24:30 タク石黒 24:30


25:00 FS6306829R0C 25:00
関西発！RASHIKU派 15


虫エサ克服！淀川河口で投げキビレ！
25:30 美波千尋・鈴記 徹 25:30


26:00 FS0214320R0C 26:00
Osprey's EYE 46
夏の津風呂湖


26:30 並木敏成・阿部貴樹 26:30


27:00 FS6909630R0C 27:00


参るぞ狼 26
霞ヶ浦へ日本初の○○プロに会いに参るぞ


27:30 菅原正志・菖蒲理乃・吉田幸二 27:30







特別編成 特別編成 特別編成 特別編成 特別編成 特別編成 特別編成


8月2日(月) 8月3日(火) 8月4日(水) 8月5日(木) 8月6日(金) 8月7日(土) 8月8日(日)


04:00 FS0104260R0C FS0214100R0C FS6209610R0C FS0315880R0C FS0214210R0C FS8420010R0C FS0213280R0C 04:00
フライギャラリー バーニング帝国 39 トラウトギャラリー Dz SALT 129 ガチコン 26 BIG BITE 144 BBブラザーズ 28


On the Flat 2 浜名湖のクロダイ 初夏の青蓮寺ダム 道具と愉しむ鱒釣旅 新潟県魚野川水系 熊本県球磨川シーバスフィッシング 梅雨の早明浦ダムを攻略せよ！ フル満水の早明浦攻略＋α 静かなるデカバスハンター
04:30 杉浦雄三 清水盛三 やまけん 藤田知洋 大仲正樹 菊元俊文 松田悟志・奥村和正 04:30


05:00 FS0214220R0C FS0105010R0C FS0213250R0C FS0409830R0C FS0316090R0C FS6103029R0C FS0409409R0C 05:00
バスギャラリー フライギャラリー 俺たちのバスフィッシングR 62 オフショアレボリューションNEXT 140 ソルトギャラリー 31 つりメガミ 5 大漁！関東沖釣り爆釣会 171


初夏の霞ケ浦水系を徹底攻略 静岡県浜名湖　クロダイほか コンプリート達成！メモリアルRが出現だぜ！ 宮古島のキハダ 手軽に尺アジ狙い！田辺湾のボートアジング釣りガールYouTuber バッキー降臨！ 相模湾のライトタックル五目
05:30 赤松 健 丸橋英三・杉浦雄三 ダウザー俺達。・水野浩聡 高橋哲也・松田竜也 家邊克己 魚住つばき（ばっきー） 太田 唯・近藤加津哉 05:30


06:00 FS0314950R0C FS6209860R0C FS6209880R0C FS6209600R0C FS8419190R0C FS0316070R0C FS6209199R0C 06:00
Rock'n Fish 69 わくわくキャンプフィッシング 1 鮎2021 ヘラブナギャラリー 魚種格闘技戦！ 197 BinBinソルト 52 鮎2019


長崎五島灘ショアロックゲーム 最盛期の管理釣り場を楽しもう続・世界の果てパタゴニア グレイシャーキング福井県三国沖 ディープタイラバ 3世代鮎師・鷲見親子 郡上鮎を紡ぐ
06:30 折本隆由 森 風美ほか 熊谷 充 村田 基 田中亜衣 鷲見冬彦・鷲見夏生・鷲見冬馬 06:30


07:00 FS6103030 FS6209170R0C FS6208610R0C FS0506610R0C FS6209590R0C FS0315020R0C FS8415370R0C 07:00
釣りたガール！ 35 玄界灘でSLJ 鮎2019 ヘラブナギャラリー Oh！エド釣り日記 鮎2020 ソルトギャラリー 25 森のチカラ 10


村西利恵・エミリー 古座川の美女鮎求める女子鮎旅 円良田湖 真夏の両ダンゴ 真夏の静岡県で観光、時々堤防 井川弘二郎が釣る 和良川 東京湾のボートアジング 都会を流れる多摩川の秘密
07:30 FS6103040 島田細香 杉山達也 エド山口 井川弘二郎 小町広一 仲川希良・渡邉佐智 07:30


釣りたガール！ 36 玄界灘のタイラバゲーム
村西利恵・エミリー


08:00 FS0317050R0C FS6909630R0C FS6307080R0C FS8418260R0C FS8421120R0C FS0104700R0C FS8420040R0C 08:00
とことんエギパラダイス 145 参るぞ狼 26 関西発めちゃめちゃ釣りたい！3 ツリくる！？ 伝心伝承 218 ハイパーエキスパート Go for it！ 166


霞ヶ浦へ日本初の○○プロに会いに参るぞ 瀬戸もも 夏の湘南釣りパーティー Guest：つるの剛士 九州長崎のクロダイ 夏のリザーバー・大分県芹川ダム
08:30 片山愛海 菅原正志・菖蒲理乃・吉田幸二 FS6307090R0C つるの剛士・松田悟志・柳野玲子 松田 稔 杉坂研治 田辺哲男 08:30


関西発めちゃめちゃ釣りたい！4


09:00 FS6306269R0C FS6208680R0C FS6306809R0C FS6104219R0C FS0314150R0C FS6102620R0C FS0215120R0C 09:00
関西発！海釣り派 175 エリアトラベラーズ 93 すごかby九州 57 △ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 5 Dz SALT 108 釣りたガール！ 7 △ぶらりバスの旅 19


大阪・淀川の河口で投げ釣り 鹿島槍ガーデン 佐賀県唐津市 真夏の磯遊び 東京湾タコジグ 清流のデイシーバスゲーム in 島根 大阪湾の夏を満喫！ 北陸福井県エリア


09:30 青山ハル・鈴記 徹 村田 基 小雪・川原 恵 片山愛海ほか 藤田知洋 村西利恵・石川文菜 センドウタカシ 09:30


10:00 FS0409430R0C FS0104130R0C FS8419240R0C FS6209890R0C FS0315010R0C FS0213330R0C FS6104170R0C 10:00
なるほど！沖釣りマスター 3 フライギャラリー Fishing Cafe 65 △鮎2021 やっぱりシー研 海洋生物研究所 2 Are you mad？ 2 △釣りとナニスル？ 5


大阪湾のタチウオでなるほど！ 晩夏・関東のイワナ釣り クロダイとチヌ 大学教授・海野徹也 群馬県上野村・神流川・鮎 兵庫県明石沖 超高級マダコ 関東攻略！ジャイアントベイト 三重県銚子川で鮎とキャンプ
10:30 富所 潤・吉田昇平 里見栄正 海野徹也 加藤るみ・宮田亜夢 藤澤周郷・久保浩一 Satanシマダ 井手大介ほか 10:30


11:00 FS0314000R0C FS8416410R0C FS8421130R0C FS0215120R0C FS6306269R0C FS0408230R0C FS6104219R0C 11:00
BinBinソルト 43 Fishing Café 53 ☆釣りますニッポン！NAVI 1 △ぶらりバスの旅 19 関西発！海釣り派 175 チヌ道一直線 79 △ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 5


岡山瀬戸内 能楽からはじまる音楽、そして釣楽 北陸福井県エリア 大阪・淀川の河口で投げ釣り 年ナシ連発！話題の中切り 東京湾タコジグ
11:30 中島成典 一噌幸弘 センドウタカシ 青山ハル・鈴記 徹 山本太郎 片山愛海ほか 11:30


12:00 FS6104170R0C FS0314150R0C FS0409450R0C FS0316160R0C FS0506610R0C FS8419240R0C FS6104180R0C 12:00
△釣りとナニスル？ 5 Dz SALT 108 目指せ！竿頭 3 とことんエギパラダイス 137 Oh！エド釣り日記 Fishing Cafe 65 △帰ってきた5L ton 1


三重県銚子川で鮎とキャンプ 清流のデイシーバスゲーム in 島根 阪本智子・吉野公大 和歌山県南紀の旅 真夏の静岡県で観光、時々堤防 クロダイとチヌ 大学教授・海野徹也 タク石黒


12:30 井手大介ほか 藤田知洋 FS0409460R0C 片山愛海・那須テルキ エド山口 海野徹也 FS6104190R0C 12:30
目指せ！竿頭 4 △帰ってきた5L ton 2
 真夏のシロギス


13:00 FS6104219R0C FS0104700R0C FS6306279R0C FS0311990R0C FS0316830R0C FS6104200R0C FS0316250R0C 13:00
△ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 5 ハイパーエキスパート こちら東海です。 169 ドラゴン8 #6 ☆ソルトギャラリー 37 △つりメガミ 11 ヒラメイト 26


東京湾タコジグ 九州長崎のクロダイ 南伊勢でチヌのかかり釣り テンヤ勝負の大阪湾 ドラ7 玄界灘タイラバ 夏でも釣りしたら何かが起こる説
13:30 片山愛海ほか 杉坂研治 吉村 唯・吉川麻帆（ちぬ子） 吉岡 進 大西洋平 堀田光哉・イイジマ 13:30


14:00 FS0315020R0C FS0215120R0C FS0409860R0C FS6102620R0C FS0409430R0C FS6209890R0C FS0506390R0C 14:00
ソルトギャラリー 25 △ぶらりバスの旅 19 チヌ道一直線 103 釣りたガール！ 7 なるほど！沖釣りマスター 3 △鮎2021 磯を駆ける 80


東京湾のボートアジング 北陸福井県エリア 水潮のホーム 回復期の大チヌ 大阪湾の夏を満喫！ 大阪湾のタチウオでなるほど！ 群馬県上野村・神流川・鮎 新潟県笹川流れの旅
14:30 小町広一 センドウタカシ 山本太郎 村西利恵・石川文菜 富所 潤・吉田昇平 加藤るみ・宮田亜夢 平和卓也 14:30


15:00 FS8419240R0C FS8417350R0C FS6208680R0C FS0104130R0C FS6209200R0C FS6104230R0C FS6306279R0C 15:00
Fishing Cafe 65 魚種格闘技戦！ 174 エリアトラベラーズ 93 フライギャラリー ヘラブナギャラリー ☆ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 6 こちら東海です。 169


クロダイとチヌ 大学教授・海野徹也シャローだよ！トップだよ！浜名湖チヌポゲーム 鹿島槍ガーデン 晩夏・関東のイワナ釣り 友部湯崎湖・夏のチョウチン 兵庫県香住町・イカメタル 南伊勢でチヌのかかり釣り
15:30 海野徹也 村田 基 村田 基 里見栄正 杉本智也 井阪祐子ほか 吉村 唯・吉川麻帆（ちぬ子） 15:30


16:00 FS6104200R0C FS0316160R0C FS6209890R0C FS6909630R0C FS8416410R0C FS0409070R0C FS0409450R0C 16:00
△つりメガミ 11 とことんエギパラダイス 137 △鮎2021 参るぞ狼 26 Fishing Café 53 大漁！関東沖釣り爆釣会 162 目指せ！竿頭 3


和歌山県南紀の旅 群馬県上野村・神流川・鮎 霞ヶ浦へ日本初の○○プロに会いに参るぞ能楽からはじまる音楽、そして釣楽 相模湾のカツオ・キハダマグロ 阪本智子・吉野公大
16:30 片山愛海・那須テルキ 加藤るみ・宮田亜夢 菅原正志・菖蒲理乃・吉田幸二 一噌幸弘 太田 唯・横田知樹 FS0409460R0C 16:30


目指せ！竿頭 4
 真夏のシロギス


17:00 FS0506610R0C FS6104180R0C FS0313050R0C FS0313160R0C FS0316250R0C FS0408679R0C FS0211370R0C 17:00
Oh！エド釣り日記 △帰ってきた5L ton 1 ソルトギャラリー 4 POWER FIGHT 4 ヒラメイト 26 沖釣りギャラリー ぶらりバスの旅 6


真夏の静岡県で観光、時々堤防 タク石黒 石川県金沢沖 スキッディング根魚ゲーム スローピッチ 日向灘のキハダ 夏でも釣りしたら何かが起こる説 相模湾のカツオ・キハダ 箱根芦ノ湖
17:30 エド山口 FS6104190R0C 秋山進一 小野 誠 堀田光哉・イイジマ 田渕雅生 センドウタカシ 17:30


△帰ってきた5L ton 2


18:00 FS6306809R0C FS6306269R0C FS0215120R0C FS0313140R0C FS0213330R0C FS0316830R0C FS0313170R0C 18:00
すごかby九州 57 関西発！海釣り派 175 △ぶらりバスの旅 19 メタルバスター 12 Are you mad？ 2 ☆ソルトギャラリー 37 ソルトギャラリー 7


佐賀県唐津市 真夏の磯遊び 大阪・淀川の河口で投げ釣り 北陸福井県エリア VS相模湾＆駿河湾の小型回遊魚 関東攻略！ジャイアントベイト 玄界灘タイラバ 茨城県・鹿島灘 タイラバゲーム
18:30 小雪・川原 恵 青山ハル・鈴記 徹 センドウタカシ 沼田純一 Satanシマダ 大西洋平 折本隆由 18:30


19:00 FS0315010R0C FS6104200R0C FS6103060R0C FS8420040R0C FS6209890R0C FS6206940R0C FS8415480R0C 19:00
やっぱりシー研 海洋生物研究所 2 △つりメガミ 11 衝撃！噂のタンコブゲーム 2 Go for it！ 166 △鮎2021 ヘラブナギャラリー Fishing Café 49


兵庫県明石沖 超高級マダコ センドウタカシ・西浦伸至 夏のリザーバー・大分県芹川ダム 群馬県上野村・神流川・鮎 群馬県三名湖 チョウチン両ダンゴ テンカラの足跡を訪ねて
19:30 藤澤周郷・久保浩一 FS6104160 田辺哲男 加藤るみ・宮田亜夢 石井忠相 石垣尚男・山田和幸・ダニエル W ガルハルド19:30


J LAND 10
大野雄大(Da-iCE)ほか


20:00 FS6306279R0C FS0409430R0C FS0314000R0C FS0104700R0C FS0506390R0C FS8421130R0C FS0313160R0C 20:00
こちら東海です。 169 なるほど！沖釣りマスター 3 BinBinソルト 43 ハイパーエキスパート 磯を駆ける 80 ☆釣りますニッポン！NAVI 1 POWER FIGHT 4


南伊勢でチヌのかかり釣り 大阪湾のタチウオでなるほど！ 岡山瀬戸内 九州長崎のクロダイ 新潟県笹川流れの旅 スローピッチ 日向灘のキハダ
20:30 吉村 唯・吉川麻帆（ちぬ子） 富所 潤・吉田昇平 中島成典 杉坂研治 平和卓也 小野 誠 20:30


21:00 FS8421130R0C FS6102620R0C FS0316830R0C FS0409450R0C FS6104230R0C FS8421140R0C FS6104240R0C 21:00
☆釣りますニッポン！NAVI 1 釣りたガール！ 7 ☆ソルトギャラリー 37 目指せ！竿頭 3 ☆ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 6 ☆勝手に番組ジャック！ 43 ☆休日は釣りに夢中！ 21


大阪湾の夏を満喫！ 玄界灘タイラバ 阪本智子・吉野公大 兵庫県香住町・イカメタル 静岡県伊豆・エギング 渕上万莉・西田直恵
21:30 村西利恵・石川文菜 大西洋平 FS0409460R0C 井阪祐子ほか 田村亮（ロンドンブーツ1号2号）ほか FS6104250R0C 21:30


目指せ！竿頭 4 ☆休日は釣りに夢中！ 22
 真夏のシロギス


22:00 【8/2～10　22時・23時はリクエストアワー】【8/2～10　22時・23時はリクエストアワー】【8/2～10　22時・23時はリクエストアワー】【8/2～10　22時・23時はリクエストアワー】【8/2～10　22時・23時はリクエストアワー】【8/2～10　22時・23時はリクエストアワー】【8/2～10　22時・23時はリクエストアワー】 22:00
伝心伝承 68 S‐FRONTIER 1 S‐FRONTIER 2 オフショアレボリューションNEXT 114 ソルトギャラリー 21 魚種格闘技戦！ 102 魚種格闘技戦！ 102


山口県錦川 晩夏の鮎に思いを馳せて 海底制圧に挑む者たち 海底制圧に挑む者たち 後編 大阪湾のタチウオ初挑戦！ 鹿児島県屋久島 エギング レッドモンスター 第1幕 西表島 魅惑のぱいぬ島 第2幕 西表島 魅惑のぱいぬ島
22:30 松田 稔 弘田一博・佐藤統洋・大西洋平 弘田一博・佐藤統洋・大西洋平 高橋哲也・松田竜也 湯川マサタカ 村田 基 村田 基 22:30


23:00 FS0304120 FS0210000R0C FS0210330R0C FS0210560R0C FS0314480R0C FS8413060R0C FS8413220R0C 23:00
THE FISHERMAN ぶらりバスの旅 1 ぶらりバスの旅 2 ぶらりバスの旅 3 突撃！SEAソルジャー 49 森のチカラ 1 森のチカラ 2


スーパーディープジギング in ホワイトアイランドHIROSHIMA REBORN DAY'S 初夏のYAMANAKA HAPPY DAY’S 秋のOITA YUKEMURI DAY’S 丹後半島沖 青物ジギング 富士山から生まれる水を見に行く 尾瀬の分水嶺を見に行こう
23:30 鈴木文雄 センドウタカシ センドウタカシ センドウタカシ 福島和可菜・久角真梨奈 仲川希良・渡辺佐智 仲川希良 23:30


24:00 FS8420040R0C FS6104219R0C FS0315020R0C FS0210390R0C FS6104170R0C FS0313170R0C FS0409070R0C 24:00
Go for it！ 166 △ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 5 ソルトギャラリー 25 霞ヶ浦ダンディ～ 8 △釣りとナニスル？ 5 ソルトギャラリー 7 大漁！関東沖釣り爆釣会 162


夏のリザーバー・大分県芹川ダム 東京湾タコジグ 東京湾のボートアジング 夏は“涼”を求めて上流 三重県銚子川で鮎とキャンプ 茨城県・鹿島灘 タイラバゲーム 相模湾のカツオ・キハダマグロ
24:30 田辺哲男 片山愛海ほか 小町広一 村川勇介 井手大介ほか 折本隆由 太田 唯・横田知樹 24:30


25:00 FS0409860R0C FS0213330R0C FS0311980R0C FS0312000R0C FS0212400R0C FS0212360R0C FS0311990R0C 25:00
チヌ道一直線 103 Are you mad？ 2 突撃！SEAソルジャー 35 ソルトギャラリー TryB 4 霞ヶ浦ダンディ～ 16 ドラゴン8 #6


水潮のホーム 回復期の大チヌ 関東攻略！ジャイアントベイト 湘南サーフでマゴチゲーム 鯛ラバゲームin福岡 愛知県・入鹿池にTry！ “8月編” シェード＆カレントが… テンヤ勝負の大阪湾 ドラ7
25:30 山本太郎 Satanシマダ 福島和可菜・近藤清之 庄山英伸 伊藤 巧 村川勇介 吉岡 進 25:30


26:00 FS0215120R0C FS0212249R0C FS0315010R0C FS0316830R0C FS0316160R0C FS0104130R0C FS6102150R0C 26:00
△ぶらりバスの旅 19 トップ道 49 やっぱりシー研 海洋生物研究所 2 ☆ソルトギャラリー 37 とことんエギパラダイス 137 フライギャラリー 釣りはじめます！Ⅱ57


北陸福井県エリア 千葉オールドレイク 兵庫県明石沖 超高級マダコ 玄界灘タイラバ 和歌山県南紀の旅 晩夏・関東のイワナ釣り 奈良編 フォトジェニ女子
26:30 センドウタカシ 荒井謙太 藤澤周郷・久保浩一 大西洋平 片山愛海・那須テルキ 里見栄正 竹内里佳 26:30


27:00 FS6209890R0C FS8421130R0C FS0212990R0C FS0315030R0C FS0313180R0C FS6208680R0C FS0408230R0C 27:00


△鮎2021 ☆釣りますニッポン！NAVI 1 BASS SESSION 1 ソルトギャラリー 26 RUN＆GUN SALT 4 エリアトラベラーズ 93 チヌ道一直線 79
群馬県上野村・神流川・鮎 黒田健史 最強丹後スタイル in 大阪湾 大阪湾 タチウオ・スローワインド 鹿島槍ガーデン 年ナシ連発！話題の中切り


27:30 加藤るみ・宮田亜夢 FS0213310R0C 山本育宏 関根健太 村田 基 山本太郎 27:30


BASS SESSION 2
山木一人







1週目 1週目 1週目 1週目 1週目 1週目 1週目


8月9日(月) 8月10日(火) 8月11日(水) 8月12日(木) 8月13日(金) 8月14日(土) 8月15日(日)


04:00 FS0316100R0C FS0214230R0C FS0316110R0C FS0214240R0C FS6103560R0C FS6103640R0C FS6103610R0C 04:00
Rock'n Fish 76 俺たちのバスフィッシングR 67 Seabass Journey 39 5L ton32 釣りたガール！ 濃いめ 3 イカメタル第2回 釣りうま女王決定戦 夏の陣 前編 もう一人で夜釣りはいけません


屋久島 スジアラGAME 友情パワー全開！夏のR攻略法 岩手県大船渡 『ラーメンを食べると釣れるってホント？』 村西利恵・島田細香 夏のクイーンに輝くのは誰だ！？ 最恐！怪談 釣り場の都市伝説
04:30 折本隆由 ダウザー俺達。・水野浩聡 村岡昌憲 タク石黒 FS6103570R0C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・美吉岡 進・田村優季・松居泉典 04:30


釣りたガール！ 濃いめ 4 バチコン
村西利恵・島田細香


05:00 FS0409390R0C FS0314970R0C FS0213270R0C FS0316149R0C FS6102590R0C FS6103650R0C FS6103620R0C 05:00
 オフショアレボリューションNEXT 134 Dz SALT 119 Osprey's EYE 42 SALT X 10 誰でも簡単！はじめてのジギング 第2回 釣りうま女王決定戦 夏の陣 後編 つりメガミ 8


オフレボ波照間島初上陸！ 伊良湖水道 真夏のタイラバゲーム 宮崎のメジャーレイク 真夏の野尻湖福井越前沖！SLJ＆メタルスッテゲーム 玄界灘 遂に夏のクイーンが決まる！！ 噂のビッグベイトガール・レイラ降臨！
05:30 高橋哲也・松田竜也 中井一誠 並木敏成・見上祥太 富所 潤 太田武志・あぜっち井手大介・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・美レイラ 05:30


06:00 FS6306539R0C FS6209890R0C FS0315030R0C FS6208010R0C FS0408610R0C FS0314070R0C FS0409330R0C 06:00
関西発！RASHIKU派 5 鮎2021 ソルトギャラリー 26 ヘラブナギャラリー 大漁！関東沖釣り爆釣会 149 アジングへ行こう！ 11 目指せ！竿頭 1 タチウオ 前編


大阪府・岬町 真夏の海釣り公園 群馬県上野村・神流川・鮎 最強丹後スタイル in 大阪湾 山梨県西湖 夏のチョウチン両ダンゴ 夏休みだ！親子でアジ釣りに行こう！ 真夏のアジング 豆アジ攻略の旅 阪本智子・藁田信明
06:30 星崎柑那・美波千尋・岡崎桃子 加藤るみ・宮田亜夢 山本育宏 野島 孝 小野瀬みらい・佐藤保成 家邊克己 FS0409410R0C 06:30


目指せ！竿頭 2 タチウオ 後編
阪本智子・藁田信明


07:00 FS6104180R0C FS6909480R0C FS6104219R0C FS0213370R0C FS0409440R0C FS6103010R0C FS8416320R0C 07:00
帰ってきた5L ton 1 参るぞ狼 12 ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 5 トップ道 54 東北つれつれ団 62 釣りのある人生 森のチカラ 14


タク石黒 郡上八幡へ参るぞ 東京湾タコジグ 愛媛トリエンナーレ 青森県平舘海峡のテンヤマダイ ～2ndLife Part.1 三重県尾鷲市 山形県大鳥池のタキタロウ
07:30 FS6104190R0C 菅原正志・柳野玲子・白滝治郎 片山愛海ほか 荒井謙太 星 礼美・根元陽介 杉浦悦雄 仲川希良・渡辺佐智 07:30


帰ってきた5L ton 2


08:00 FS6209649R0C FS6209200R0C FS6104200R0C FS0409890R0C FS0215120R0C FS6306829R0C FS1003430R0C 08:00
エリアトラベラーズ 104 ヘラブナギャラリー つりメガミ 11 なるほど！沖釣りマスター 9 ぶらりバスの旅 19 関西発！RASHIKU派 15 トップウォーターの真実


北海道 アカイガワ 友部湯崎湖・夏のチョウチン 金洲のキメジ・カツオ五目 北陸福井県エリア 虫エサ克服！淀川河口で投げキビレ！
08:30 村田 基 杉本智也 松本圭一・鈴木新太郎 センドウタカシ 美波千尋・鈴記 徹荒井謙太・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08:30


09:00 FS0315040R0C FS8418320R0C FS0104849R0C FS6104240R0C FS6104170R0C FS6103630R0C FS8421140R0C 09:00
Dz SALT 120 魚種格闘技戦！ 186 ハイパーエキスパート △休日は釣りに夢中！ 21 釣りとナニスル？ 5 釣りとナニスル？ 3 △勝手に番組ジャック！ 43


島根県中海のシーバスゲーム 夏の思い出に三陸宮古でママス 岐阜県蒲田川ウェット＆ニンフ 渕上万莉・西田直恵 三重県銚子川で鮎とキャンプ 東京BAYSIDEたこ焼きキャンプ 静岡県伊豆・エギング


09:30 藤田知洋 村田 基 杉坂研治 FS6104250R0C 井手大介ほか 井手大介・吉野七宝実 田村亮（ロンドンブーツ1号2号）ほか 09:30
△休日は釣りに夢中！ 22


10:00 FS6103110 FS0408650R0C FS0313119R0C FS0410240 FS6208690R0C FS8420600R0C FS6104230R0C 10:00
釣りたガール！ 37 イカメタル オフショアレボリューションNEXT 113 ドラゴン8 #10 ☆きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 1 鮎2018 Go for it！ 172 △ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 6


村西利恵・加藤るみ 相模湾のキハダ＆カツオ テンヤ真っ向勝負！大阪湾 トーナメンターの眼 初めての利根川 真夏のステルスレイク・広島県神龍湖 兵庫県香住町・イカメタル
10:30 FS6103120 高橋哲也・松田竜也 吉岡 進 FS6307100 島 啓悟 田辺哲男 井阪祐子ほか 10:30


釣りたガール！ 38 レンコダイ五目 ☆こちら東海です。DX 1
村西利恵・加藤るみ


11:00 FS0409440R0C FS8419250R0C FS0507040R0C FS6104230R0C FS6209649R0C FS0315069R0C FS0316170R0C 11:00
東北つれつれ団 62 伝心伝承 188 ☆楽釣楽磯宣言 60 △ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 6 エリアトラベラーズ 104 Let's try ソルトゲーム 2 やっぱりシー研 海洋生物研究所 8


青森県平舘海峡のテンヤマダイ 宮崎県一ツ瀬川 高知県大月町柏島・青物 兵庫県香住町・イカメタル 北海道 アカイガワ 鳥取県大山沖のメタルティップラン 兵庫県神戸沖から明石沖
11:30 星 礼美・根元陽介 松田 稔 城本尚史 井阪祐子ほか 村田 基 太田武志・あぜっち（畔地香帆） 藤澤周郷・新 拓也 11:30


12:00 FS6209200R0C FS0312010R0C FS0408640R0C FS8421140R0C FS6207510R0C FS0316180R0C FS0316830R0C 12:00
ヘラブナギャラリー Azing lab.2nd 31 チヌ道一直線 85 △勝手に番組ジャック！ 43 ヘラブナギャラリー メタルバスター 22 △ソルトギャラリー 37


友部湯崎湖・夏のチョウチン 大分県で夏を満喫！ 梅雨明け直後の大阪湾！ 静岡県伊豆・エギング 晩夏の山上湖に魅せられて VS 東京都神津島村のカンパチ リベンジ 玄界灘タイラバ


12:30 杉本智也 富永 敦 山本太郎 田村亮（ロンドンブーツ1号2号）ほか 萩野孝之 沼田純一 大西洋平 12:30


13:00 FS6104230R0C FS0316180R0C FS6208690R0C FS0209430R0C FS0316919R0C FS0214330R0C FS8421130R0C 13:00
△ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 6 メタルバスター 22 鮎2018 霞ヶ浦ダンディ～ 4 ☆ソルトギャラリー 38 Are you mad？ 6 △釣りますニッポン！NAVI 1


兵庫県香住町・イカメタル VS 東京都神津島村のカンパチ リベンジトーナメンターの眼 初めての利根川 ダンディ～的夏休みの過ごし方 静岡県静岡市・沼津市・ショアジグ エイトトラップ炸裂！初夏の相模湖攻略
13:30 井阪祐子ほか 沼田純一 島 啓悟 村川勇介 萩原孝幸 Satanシマダ 13:30


14:00 FS0315030R0C FS8421140R0C FS6103110 FS0317060R0C FS0104849R0C FS6104240R0C FS1101090 14:00
ソルトギャラリー 26 △勝手に番組ジャック！ 43 釣りたガール！ 37 イカメタル ☆SALT Dreamer 84 ハイパーエキスパート △休日は釣りに夢中！ 21 ☆釣りうぇ～ぶ 106


最強丹後スタイル in 大阪湾 静岡県伊豆・エギング 村西利恵・加藤るみ 沖縄県宮古島・キハダ 岐阜県蒲田川ウェット＆ニンフ 渕上万莉・西田直恵
14:30 山本育宏 田村亮（ロンドンブーツ1号2号）ほか FS6103120 鈴木 斉 杉坂研治 FS6104250R0C 井手大介・英玲奈ほか 14:30


釣りたガール！ 38 レンコダイ五目 △休日は釣りに夢中！ 22
村西利恵・加藤るみ


15:00 FS0408640R0C FS0313119R0C FS6209649R0C FS0408650R0C FS6909480R0C FS8418330R0C FS0409890R0C 15:00
チヌ道一直線 85 ドラゴン8 #10 エリアトラベラーズ 104 オフショアレボリューションNEXT 113 参るぞ狼 12 Fishing Cafe 61 なるほど！沖釣りマスター 9


梅雨明け直後の大阪湾！ テンヤ真っ向勝負！大阪湾 北海道 アカイガワ 相模湾のキハダ＆カツオ 郡上八幡へ参るぞ 江戸前鮨職人・三ツ木新吉 金洲のキメジ・カツオ五目
15:30 山本太郎 吉岡 進 村田 基 高橋哲也・松田竜也 菅原正志・柳野玲子・白滝治郎 三ツ木新吉 松本圭一・鈴木新太郎 15:30


16:00 FS0408650R0C FS0409440R0C FS6104240R0C FS8419250R0C FS0315040R0C FS0410240 FS0409870R0C 16:00
オフショアレボリューションNEXT 113 東北つれつれ団 62 △休日は釣りに夢中！ 21 伝心伝承 188 Dz SALT 120 ☆きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 1 TSURI na KIBUN 5


相模湾のキハダ＆カツオ 青森県平舘海峡のテンヤマダイ 渕上万莉・西田直恵 宮崎県一ツ瀬川 島根県中海のシーバスゲーム KISU na KIBUN つーちゃんの夏休み


16:30 高橋哲也・松田竜也 星 礼美・根元陽介 FS6104250R0C 松田 稔 藤田知洋 FS6307100 利水つばさ・YUKI 16:30
△休日は釣りに夢中！ 22 ☆こちら東海です。DX 1


17:00 FS0409890R0C FS0104849R0C FS0315069R0C FS8421130R0C FS0315050R0C FS0316919R0C FS0213350R0C 17:00
なるほど！沖釣りマスター 9 ハイパーエキスパート Let's try ソルトゲーム 2 △釣りますニッポン！NAVI 1 Azing Lab.2nd 49 ☆ソルトギャラリー 38 バーニング帝国 36
金洲のキメジ・カツオ五目 岐阜県蒲田川ウェット＆ニンフ 鳥取県大山沖のメタルティップラン 三重の離島で夏アジング＆キャンプ 静岡県静岡市・沼津市・ショアジグ 岡山爆釣の旅 ホンマに100匹


17:30 松本圭一・鈴木新太郎 杉坂研治 太田武志・あぜっち（畔地香帆） 富永 敦 萩原孝幸 清水盛三 17:30


18:00 FS6909480R0C FS0316830R0C FS8421140R0C FS0316170R0C FS0213370R0C FS6103110 FS0317060R0C 18:00
参るぞ狼 12 △ソルトギャラリー 37 △勝手に番組ジャック！ 43 やっぱりシー研 海洋生物研究所 8 トップ道 54 釣りたガール！ 37 イカメタル ☆SALT Dreamer 84


郡上八幡へ参るぞ 玄界灘タイラバ 静岡県伊豆・エギング 兵庫県神戸沖から明石沖 愛媛トリエンナーレ 村西利恵・加藤るみ 沖縄県宮古島・キハダ
18:30 菅原正志・柳野玲子・白滝治郎 大西洋平 田村亮（ロンドンブーツ1号2号）ほか 藤澤周郷・新 拓也 荒井謙太 FS6103120 鈴木 斉 18:30


釣りたガール！ 38 レンコダイ五目
村西利恵・加藤るみ


19:00 FS8421130R0C FS0310980R0C FS8420600R0C FS0214330R0C FS6104240R0C FS0507040R0C FS6208690R0C 19:00
△釣りますニッポン！NAVI 1 RUN&GUN SALT Go for it！ 172 Are you mad？ 6 △休日は釣りに夢中！ 21 ☆楽釣楽磯宣言 60 鮎2018


石川県能登島ライトロックゲーム 真夏のステルスレイク・広島県神龍湖エイトトラップ炸裂！初夏の相模湖攻略 渕上万莉・西田直恵 高知県大月町柏島・青物 トーナメンターの眼 初めての利根川
19:30 清水智一 田辺哲男 Satanシマダ FS6104250R0C 城本尚史 島 啓悟 19:30


△休日は釣りに夢中！ 22


20:00 FS0410240 FS6102090R0C FS6102130R0C FS6102140R0C FS0313119R0C FS0215130R0C FS0211370R0C 20:00
☆きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 1 釣戦 ～IKUSA～ 1 釣戦 ～IKUSA～ 2 釣戦 ～IKUSA～ 3 ドラゴン8 #10 ☆D-IMPACT 76 ぶらりバスの旅 6


霞ヶ浦水系オカッパリ対決 聖地・池原ダム ビッグバス対決 岐阜県板取川 鮎対決 テンヤ真っ向勝負！大阪湾 奈良県池原ダム 箱根芦ノ湖
20:30 FS6307100 川村光大郎・伊豫部健 平岩孝典・サタン島田 高橋祐次・島 啓悟 吉岡 進 奥村和正 センドウタカシ 20:30


☆こちら東海です。DX 1


21:00 FS0507040R0C FS0215130R0C FS0316919R0C FS0316180R0C FS1101090 FS8421150R0C FS0315090R0C 21:00
☆楽釣楽磯宣言 60 ☆D-IMPACT 76 ☆ソルトギャラリー 38 メタルバスター 22 ☆釣りうぇ～ぶ 106 ☆魚種格闘技戦！ 232 ヒラメイト 21


高知県大月町柏島・青物 奈良県池原ダム 静岡県静岡市・沼津市・ショアジグ VS 東京都神津島村のカンパチ リベンジ 香川県高松・ 瀬戸内タイラバ五目 番組新ナビゲーター争奪 前編
21:30 城本尚史 奥村和正 萩原孝幸 沼田純一 井手大介・英玲奈ほか 村田 基 堀田光哉・高木 孝・原田恭平・橋本康宏・萩原 徹21:30


22:00 【8/2～10　22時・23時はリクエストアワー】【8/2～10　22時・23時はリクエストアワー】 FS0317060R0C FS0315069R0C FS0408679R0C FS6209900R0C FS0315100R0C 22:00
旬の釣り 5L ton #4 ☆SALT Dreamer 84 Let's try ソルトゲーム 2 沖釣りギャラリー ☆渓流ギャラリー ヒラメイト 22


千曲川 本流釣り 『良い事をすれば釣れるってホント！？』 沖縄県宮古島・キハダ 鳥取県大山沖のメタルティップラン 相模湾のカツオ・キハダ 滋賀県安曇川・鮎ルアー・鮎 番組新ナビゲーター争奪 後編
22:30 細山長司 タク石黒 鈴木 斉 太田武志・あぜっち（畔地香帆） 田渕雅生 小森優太・飯田重祐 堀田光哉・高木 孝・原田恭平・橋本康宏・萩原 徹22:30


23:00 FS1003740R0C FS8414470R0C 【特集：真夏の釣りのアソビ方5選】 【特集：真夏の釣りのアソビ方5選】 【特集：真夏の釣りのアソビ方5選】 【特集：真夏の釣りのアソビ方5選】 【特集：真夏の釣りのアソビ方5選】 23:00
海上釣堀DE ポン 魚種格闘技戦！ 141 霞ヶ浦ダンディ～ 4 Azing Lab.2nd 49 鮎2020 TSURI na KIBUN 5 魚種格闘技戦！163


2016夏 秋渓流シーズン直前の北海道トラウト ダンディ～的夏休みの過ごし方 三重の離島で夏アジング＆キャンプ 小沢兄弟の夏休み KISU na KIBUN つーちゃんの夏休み 八重山ブルー石垣島旅
23:30 日向瑠菜 村田 基 村川勇介 富永 敦 小沢 聡・小澤 剛 利水つばさ・YUKI 村田 基 23:30


24:00 FS0214330R0C FS0410240 FS0213350R0C FS0313150R0C FS0313160R0C FS1101090 FS0408640R0C 24:00
Are you mad？ 6 ☆きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 1 バーニング帝国 36 Dz SALT 96 POWER FIGHT 4 ☆釣りうぇ～ぶ 106 チヌ道一直線 85


エイトトラップ炸裂！初夏の相模湖攻略 岡山爆釣の旅 ホンマに100匹 島根県高津川のリバーシーバス スローピッチ 日向灘のキハダ 梅雨明け直後の大阪湾！
24:30 Satanシマダ FS6307100 清水盛三 山本典史 小野 誠 井手大介・英玲奈ほか 山本太郎 24:30


☆こちら東海です。DX 1


25:00 FS0213370R0C FS6104230R0C FS0310980R0C FS0309790R0C FS0312020R0C FS8419250R0C FS0309800R0C 25:00
トップ道 54 △ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 6 RUN&GUN SALT 根魚！コーストパトロール9 メタルバスター 8 伝心伝承 188 ソルトギャラリー


愛媛トリエンナーレ 兵庫県香住町・イカメタル 石川県能登島ライトロックゲーム 隠岐の夏メバル 北海道 日本海のショアブリ 宮崎県一ツ瀬川 銭洲スローピッチジャーク
25:30 荒井謙太 井阪祐子ほか 清水智一 金丸竜児 沼田純一 松田 稔 西本康生 25:30


26:00 FS8421140R0C FS0316170R0C FS0315040R0C FS0316919R0C FS0317060R0C FS6306250R0C FS0315050R0C 26:00
△勝手に番組ジャック！ 43 やっぱりシー研 海洋生物研究所 8 Dz SALT 120 ☆ソルトギャラリー 38 ☆SALT Dreamer 84 投げ釣りギャラリー Azing Lab.2nd 49


静岡県伊豆・エギング 兵庫県神戸沖から明石沖 島根県中海のシーバスゲーム 静岡県静岡市・沼津市・ショアジグ 沖縄県宮古島・キハダ 夏の夜の大勝負！興奮の磯モン狙い 三重の離島で夏アジング＆キャンプ
26:30 田村亮（ロンドンブーツ1号2号）ほか 藤澤周郷・新 拓也 藤田知洋 萩原孝幸 鈴木 斉 中本嗣通 富永 敦 26:30


27:00 FS6104240R0C FS0507040R0C FS0215130R0C FS8420600R0C FS0409070R0C FS0209430R0C FS0313140R0C 27:00


△休日は釣りに夢中！ 21 ☆楽釣楽磯宣言 60 ☆D-IMPACT 76 Go for it！ 172 大漁！関東沖釣り爆釣会 162 霞ヶ浦ダンディ～ 4 メタルバスター 12
渕上万莉・西田直恵 高知県大月町柏島・青物 奈良県池原ダム 真夏のステルスレイク・広島県神龍湖 相模湾のカツオ・キハダマグロ ダンディ～的夏休みの過ごし方 VS相模湾＆駿河湾の小型回遊魚


27:30 FS6104250R0C 城本尚史 奥村和正 田辺哲男 太田 唯・横田知樹 村川勇介 沼田純一 27:30


△休日は釣りに夢中！ 22







2週目 2週目 2週目 2週目 2週目 2週目 2週目


8月16日(月) 8月17日(火) 8月18日(水) 8月19日(木) 8月20日(金) 8月21日(土) 8月22日(日)


04:00 FS6103050R0C FS0213300R0C FS0314990R0C FS0213290R0C FS6103590R0C FS0214250R0C FS0313030R0C 04:00
衝撃！噂のタンコブゲーム 1 熱血！ミラクル道 2 SALT X 3 ガチコン 22 休日は釣りに夢中！ 11 ぶらりバスの旅 16 Seabass Journey 28


センドウタカシ・西浦伸至 地元福岡県遠賀川で夏の50UP 静岡県伊豆半島 エギング レンタルボートフィールドで50UPを釣れ！ 渕上万莉・西田直恵 讃岐エリアで観光＆グルメ満載！ 山形県・最上川
04:30 FS6103060R0C 酒井俊信 湯川マサタカ 大仲正樹 FS6103600R0C センドウタカシ 村岡昌憲 04:30


衝撃！噂のタンコブゲーム 2 休日は釣りに夢中！12
センドウタカシ・西浦伸至 渕上万莉・西田直恵


05:00 FS8420540R0C FS0314980R0C FS0213350R0C FS0316120R0C FS0213240R0C FS0214290R0C FS6103000R0C 05:00
魚種格闘技戦！ 220 アジングへ行こう！ 17 バーニング帝国 36 Dz SALT 130 D-IMPACT 68 BASS SESSION 7 愛媛県金砂湖 戦慄！釣り場の心霊スポット巡り 2019


夏の東京湾キビレ＆クロダイ 夏のアジング 兵庫県坊勢島の旅 岡山爆釣の旅 ホンマに100匹 大分県臼杵湾 タイラバ＆幻のシロアマダイモンスター出現！梅雨の池原ダム 奥田 学
05:30 村田 基 家邊克己 清水盛三 中井一誠 奥村和正 FS0214300R0C 星崎柑那・美波千尋・松居泉典 05:30


BASS SESSION 8 愛媛県金砂湖
黒田健史


06:00 FS0506140R0C FS6104240R0C FS0314030R0C FS0104110R0C FS6207470R0C FS0214360R0C FS6208590R0C 06:00
本流のライセンス 休日は釣りに夢中！ 21 Rock’n Fish 63 フライギャラリー ヘラブナギャラリー バスギャラリー トラウトギャラリー


夏の新潟県村上・寝屋釣行 渕上万莉・西田直恵 新潟県粟島 沖磯ロックゲーム BASSゲーム@芦ノ湖 長竿で楽しむ夏の芦ノ湖 草深幸範流 秋の相模湖攻略法 怪魚ハンター北海道ワイルドレインボー
06:30 鵜澤政則 FS6104250R0C 折本隆由 岩井渓一郎 石井忠相 草深幸範 赤塚ケンイチ 06:30


休日は釣りに夢中！ 22


07:00 FS0316830R0C FS0409870R0C FS6104230R0C FS6209630R0C FS6306550R0C FS0316130R0C FS8419990R0C 07:00
ソルトギャラリー 37 TSURI na KIBUN 5 ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 6 鮎2020 関西発！RASHIKU派 6 アジングへ行こう！ 23 Fishing Cafe 68


玄界灘タイラバ KISU na KIBUN つーちゃんの夏休み 兵庫県香住町・イカメタル 小沢兄弟の夏休み 兵庫県 天神釣り池でヘラブナ 瀬戸内海で夏アジング教室！ 北海道朱鞠内湖 秋・春編 イトウ
07:30 大西洋平 利水つばさ・YUKI 井阪祐子ほか 小沢 聡・小澤 剛 星崎柑那・美波千尋・島 照彦 家邊克己・りのぴこ 中野信之 07:30


08:00 FS6306790R0C FS6207510R0C FS0316200R0C FS0316210R0C FS8421140R0C FS0316080R0C FS6102570R0C 08:00
こちら東海です。 181 ヘラブナギャラリー Dz SALT 2ND 1 Azing lab.2nd 54 勝手に番組ジャック！ 43 ソルトギャラリー 32 やってみよう！アクアリウムのススメ


イカメタル＆バチコンにいざ挑戦！！ 晩夏の山上湖に魅せられて 石川県輪島 アラ スロージギング 愛媛県で大爆釣！真夏の磯アジング 静岡県伊豆・エギング 伊勢志摩のライトジギング ～ガサガサしてみよう～
08:30 吉村 唯・村上晴彦 萩野孝之 藁科友章 富永 敦 田村亮（ロンドンブーツ1号2号）ほか 井入宏之・飯田育也 彼方茜香ほか 08:30


09:00 FS0506820R0C FS8420050R0C FS6306250R0C FS0315080R0C FS8421130R0C FS6306520R0C FS8421150R0C 09:00
Oh！エド釣り日記 伝心伝承 200 投げ釣りギャラリー SOUL JERKER 2 釣りますニッポン！NAVI 1 すごかby九州 51 △魚種格闘技戦！ 232


新フカセスタイル 夏の海釣り公園 200回記念（前編） 夏の夜の大勝負！興奮の磯モン狙い 長崎県平戸エリア×夏イカ攻略 福岡県宗像沖！イカメタルでデカイカ 香川県高松・ 瀬戸内タイラバ五目


09:30 エド山口 松田 稔 中本嗣通 川上英佑 美舞・小濱 弥 村田 基 09:30


10:00 FS0317060R0C FS0409050R0C FS0409850R0C FS6104260 FS6209900R0C FS6103090R0C FS0215130R0C 10:00
△SALT Dreamer 84 オフショアレボリューションNEXT125 東北つれつれ団 66 ☆ほっかほか北海道 1 △渓流ギャラリー 釣りとナニスル？ 1 △D-IMPACT 76


沖縄県宮古島・キハダ 錦江湾タチウオ 新応援団長就任！地元の海でカレイ五目釣り！ 滋賀県安曇川・鮎ルアー・鮎 シーカヤックフィッシング×キャンプ 奈良県池原ダム
10:30 鈴木 斉 高橋哲也・松田竜也 青木悠奈・千葉めぐみ FS6307110 小森優太・飯田重祐 井手大介 奥村和正 10:30


☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 5


11:00 FS0104949R0C FS0314120R0C FS6209910R0C FS8421150R0C FS0215169R0C FS0213390R0C FS0410240 11:00
ハイパーエキスパート イカ魂 11 ☆鮎2021 △魚種格闘技戦！ 232 ☆Natural Tripper season2 2 BLACKBASSTAR 2 △きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 1


北海道知床のカラフトマス2020 夏の夜はイカメタル 福井県茱崎沖 香川県高松・ 瀬戸内タイラバ五目 広島県三川・八田原ダム 手賀沼パワーゲーム
11:30 杉坂研治 山本康平・彼方茜香 村田 基 村上晴彦 吉田 遊 FS6307100 11:30


△こちら東海です。DX 1


12:00 FS6209210R0C FS1101090 FS0506770R0C FS0213380R0C FS0315070R0C FS0104949R0C FS0316919R0C 12:00
エリアトラベラーズ 99 △釣りうぇ～ぶ 106 磯を駆ける 87 5L ton 29 SALT X 4 ハイパーエキスパート △ソルトギャラリー 38


つりぼりあかし 兵庫県三尾の旅 『苦しい思いをしたあとには…』 山口県見島 スローピッチ 北海道知床のカラフトマス2020 静岡県静岡市・沼津市・ショアジグ


12:30 村田 基 井手大介・英玲奈ほか 平和卓也 タク石黒 山本啓人 杉坂研治 萩原孝幸 12:30


13:00 FS6209900R0C FS0409069R0C FS0506820R0C FS6208070R0C FS0317070R0C FS0317060R0C FS0507040R0C 13:00
△渓流ギャラリー 沖釣りギャラリー Oh！エド釣り日記 ヘラブナギャラリー ☆Rock’n Fish 82 △SALT Dreamer 84 △楽釣楽磯宣言 60


滋賀県安曇川・鮎ルアー・鮎 東京湾のシャクリタチウオ 新フカセスタイル 夏の海釣り公園 埼玉県円良田湖 晩夏の両ダンゴ 沖縄県宮古島・キハダ 高知県大月町柏島・青物
13:30 小森優太・飯田重祐 高槻 慧 エド山口 西田一知 折本隆由 鈴木 斉 城本尚史 13:30


14:00 FS6209630R0C FS8421150R0C FS0315090R0C FS0317080R0C FS9600170R0C FS6103100R0C FS1101100 14:00
鮎2020 △魚種格闘技戦！ 232 ヒラメイト 21 ☆Seabass Journey 44 釣り百景 ＃300 高橋哲也の釣り、行きませんか？ 5 ☆釣りうぇ～ぶ 107


小沢兄弟の夏休み 香川県高松・ 瀬戸内タイラバ五目 番組新ナビゲーター争奪 前編 佐賀県筑後川 アメリカバストーナメントに挑む 夏休み・子供たちと海に行こう！
14:30 小沢 聡・小澤 剛 村田 基 堀田光哉・高木 孝・原田恭平・橋本康宏・萩原 徹 村岡昌憲 伊豫部 健・伊藤 巧 高橋哲也ほか 井手大介・英玲奈ほか 14:30


15:00 FS0409050R0C FS0316200R0C FS0315100R0C FS0409040R0C FS0314120R0C FS6104260 FS0215169R0C 15:00
オフショアレボリューションNEXT125 Dz SALT 2ND 1 ヒラメイト 22 チヌ道一直線 91 イカ魂 11 ☆ほっかほか北海道 1 ☆Natural Tripper season2 2


錦江湾タチウオ 石川県輪島 アラ スロージギング 番組新ナビゲーター争奪 後編 上天草のかかり釣りに挑む！ 夏の夜はイカメタル 福井県茱崎沖 広島県三川・八田原ダム
15:30 高橋哲也・松田竜也 藁科友章 堀田光哉・高木 孝・原田恭平・橋本康宏・萩原 徹 山本太郎 山本康平・彼方茜香 FS6307110 村上晴彦 15:30


☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 5


16:00 FS8420050R0C FS6306250R0C FS0409820R0C FS6909470R0C FS6209210R0C FS0506770R0C FS6209900R0C 16:00
伝心伝承 200 投げ釣りギャラリー TSURI na KIBUN 4 参るぞ狼 11 エリアトラベラーズ 99 磯を駆ける 87 △渓流ギャラリー


200回記念（前編） 夏の夜の大勝負！興奮の磯モン狙い初体験のマダコ釣りでツリジョ2人が大興奮！ 熱海港海釣施設へ参るぞ つりぼりあかし 兵庫県三尾の旅 滋賀県安曇川・鮎ルアー・鮎


16:30 松田 稔 中本嗣通 利水つばさ・白姫あかり 菅原正志・柳野玲子・安田和彦 村田 基 平和卓也 小森優太・飯田重祐 16:30


17:00 FS1101090 FS0316210R0C FS0410240 FS0104949R0C FS0506820R0C FS0317070R0C FS9600170R0C 17:00
△釣りうぇ～ぶ 106 Azing lab.2nd 54 △きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 1 ハイパーエキスパート Oh！エド釣り日記 ☆Rock’n Fish 82 釣り百景 ＃300


愛媛県で大爆釣！真夏の磯アジング 北海道知床のカラフトマス2020 新フカセスタイル 夏の海釣り公園 アメリカバストーナメントに挑む
17:30 井手大介・英玲奈ほか 富永 敦 FS6307100 杉坂研治 エド山口 折本隆由 伊豫部 健・伊藤 巧 17:30


△こちら東海です。DX 1


18:00 FS0214360R0C FS0316919R0C FS8421150R0C FS6209900R0C FS0507040R0C FS6104160 FS0317080R0C 18:00
バスギャラリー △ソルトギャラリー 38 △魚種格闘技戦！ 232 △渓流ギャラリー △楽釣楽磯宣言 60 J LAND 10 ☆Seabass Journey 44


草深幸範流 秋の相模湖攻略法 静岡県静岡市・沼津市・ショアジグ 香川県高松・ 瀬戸内タイラバ五目 滋賀県安曇川・鮎ルアー・鮎 高知県大月町柏島・青物 大野雄大(Da-iCE)ほか 佐賀県筑後川
18:30 草深幸範 萩原孝幸 村田 基 小森優太・飯田重祐 城本尚史 FS6104280 村岡昌憲 18:30


☆J LAND 11
大野雄大(Da-iCE)ほか


19:00 FS8421130R0C FS0506770R0C FS0213390R0C FS8420060R0C FS0213380R0C FS6209910R0C FS0214370R0C 19:00
釣りますニッポン！NAVI 1 磯を駆ける 87 BLACKBASSTAR 2 SUGOIアワー 206 5L ton 29 ☆鮎2021 ランガンパニック 43


兵庫県三尾の旅 手賀沼パワーゲーム 釣りは世界を救う！24時間TVっぽい最終回！『苦しい思いをしたあとには…』 撃流ルアーローテがカギ
19:30 平和卓也 吉田 遊 河辺裕和・市村直之・小池貴幸 タク石黒 吉田 撃 19:30


20:00 FS6104260 FS0315080R0C FS0314120R0C FS8416310R0C FS0316210R0C FS8421160R0C FS0410250R0C 20:00
☆ほっかほか北海道 1 SOUL JERKER 2 イカ魂 11 魚種格闘技戦！163 Azing lab.2nd 54 ☆Go for it！ 179 ☆オフショアレボリューションNEXT 146


長崎県平戸エリア×夏イカ攻略 夏の夜はイカメタル 福井県茱崎沖 八重山ブルー石垣島旅 愛媛県で大爆釣！真夏の磯アジング 福島県曽原湖 東京湾・エビスズキ＆エビマゴチ


20:30 FS6307110 川上英佑 山本康平・彼方茜香 村田 基 富永 敦 田辺哲男 高橋哲也・松田竜也 20:30
☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 5


21:00 FS6209910R0C FS8421160R0C FS0317070R0C FS0410250R0C FS1101100 FS6104279R0C FS6104290R0C 21:00
☆鮎2021 ☆Go for it！ 179 ☆Rock’n Fish 82 ☆オフショアレボリューションNEXT 146 ☆釣りうぇ～ぶ 107 ☆G WORLD 10 ☆釣りたガール！ 濃いめ 11


福島県曽原湖 東京湾・エビスズキ＆エビマゴチ 長崎県五島列島福江島・イシダイ
21:30 田辺哲男 折本隆由 高橋哲也・松田竜也 井手大介・英玲奈ほか 早田昭浩 FS6104300R0C 21:30


☆釣りたガール！ 濃いめ 12


22:00 FS9600170R0C FS0214370R0C FS0317080R0C FS0215169R0C FS0214360R0C FS6209929R0C FS6209930R0C 22:00
釣り百景 ＃300 ランガンパニック 43 ☆Seabass Journey 44 ☆Natural Tripper season2 2 バスギャラリー ☆ヘラブナギャラリー ☆トラウトギャラリー


アメリカバストーナメントに挑む 撃流ルアーローテがカギ 佐賀県筑後川 広島県三川・八田原ダム 草深幸範流 秋の相模湖攻略法 愛知県鳳来湖 山形県寒河江川
22:30 伊豫部 健・伊藤 巧 吉田 撃 村岡昌憲 村上晴彦 草深幸範 石井旭舟 やまけん 22:30


23:00 【特集：日本の夏、オフショアの夏】 【特集：日本の夏、オフショアの夏】 【特集：日本の夏、オフショアの夏】 【特集：日本の夏、オフショアの夏】 【特集：日本の夏、オフショアの夏】 【特集：日本の夏、オフショアの夏】 【特集：日本の夏、オフショアの夏】 23:00
SALT Dreamer 51 魚種格闘技戦！ 164 ソルトギャラリー SALT X 4 ソルトギャラリー 33 ソルトギャラリー 28 ソルトギャラリー


北海道・知床半島 ブリ 宮崎日向灘シイラ楽園夏物語 スローピッチ 千葉県・南房総 アカムツ 山口県見島 スローピッチ 大阪湾 真夏のタチウオジギング 三重沖のボートアジング パワースロー久米島のキハダ
23:30 鈴木 斉 村田 基 西本康生 山本啓人 井入宏之・飯田育也 村上晴彦 小野 誠 23:30


24:00 FS0213390R0C FS6104260 FS6209900R0C FS0316200R0C FS0310939R0C FS1101100 FS0315080R0C 24:00
BLACKBASSTAR 2 ☆ほっかほか北海道 1 △渓流ギャラリー Dz SALT 2ND 1 ドラゴン8 #2 ☆釣りうぇ～ぶ 107 SOUL JERKER 2
手賀沼パワーゲーム 滋賀県安曇川・鮎ルアー・鮎 石川県輪島 アラ スロージギング シーズン到来の大阪湾！ 長崎県平戸エリア×夏イカ攻略


24:30 吉田 遊 FS6307110 小森優太・飯田重祐 藁科友章 吉岡 進 井手大介・英玲奈ほか 川上英佑 24:30
☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 5


25:00 FS0213380R0C FS0211370R0C FS6209210R0C FS0409069R0C FS0215130R0C FS8416310R0C FS8420050R0C 25:00
5L ton 29 ぶらりバスの旅 6 エリアトラベラーズ 99 沖釣りギャラリー △D-IMPACT 76 魚種格闘技戦！163 伝心伝承 200


『苦しい思いをしたあとには…』 箱根芦ノ湖 つりぼりあかし 東京湾のシャクリタチウオ 奈良県池原ダム 八重山ブルー石垣島旅 200回記念（前編）
25:30 タク石黒 センドウタカシ 村田 基 高槻 慧 奥村和正 村田 基 松田 稔 25:30


26:00 FS8421150R0C FS9600170R0C FS0409050R0C FS0317070R0C FS0317080R0C FS0315090R0C FS0315070R0C 26:00
△魚種格闘技戦！ 232 釣り百景 ＃300 オフショアレボリューションNEXT125 ☆Rock’n Fish 82 ☆Seabass Journey 44 ヒラメイト 21 SALT X 4


香川県高松・ 瀬戸内タイラバ五目 アメリカバストーナメントに挑む 錦江湾タチウオ 佐賀県筑後川 番組新ナビゲーター争奪 前編 山口県見島 スローピッチ
26:30 村田 基 伊豫部 健・伊藤 巧 高橋哲也・松田竜也 折本隆由 村岡昌憲 堀田光哉・高木 孝・原田恭平・橋本康宏・萩原 徹 山本啓人 26:30


27:00 FS8420060R0C FS6209910R0C FS8421160R0C FS0214370R0C FS0410250R0C FS0315100R0C FS0407850R0C 27:00
SUGOIアワー 206 ☆鮎2021 ☆Go for it！ 179 ランガンパニック 43 ☆オフショアレボリューションNEXT 146 ヒラメイト 22 オフショアレボリューションNEXT 89


釣りは世界を救う！24時間TVっぽい最終回！ 福島県曽原湖 撃流ルアーローテがカギ 東京湾・エビスズキ＆エビマゴチ 番組新ナビゲーター争奪 後編 宮古島男祭り 第1弾
27:30 河辺裕和・市村直之・小池貴幸 田辺哲男 吉田 撃 高橋哲也・松田竜也 堀田光哉・高木 孝・原田恭平・橋本康宏・萩原 徹 高橋哲也 27:30







3週目 3週目 3週目 3週目 3週目 3週目 3週目


8月23日(月) 8月24日(火) 8月25日(水) 8月26日(木) 8月27日(金) 8月28日(土) 8月29日(日)


04:00 FS8420570R0C FS9600170R0C FS6102600R0C FS0214260R0C FS0214280R0C FS0213230R0C FS6208620R0C 04:00
BIG BITE 148 釣り百景 ＃300 つりメガミ 1 トップ道 58 ランガンパニック 42 Make？！ 25 トラウトギャラリー


真夏の七川ダムを攻略せよ アメリカバストーナメントに挑む でかバスあいどる りんか降臨 梅雨ノ晴レ間ノ高知県大渡ダム 撃釣！雨の濁りは反転流を狙え！ 夏・カレント・遠賀川の法則 夏の九頭竜川水系
04:30 菊元俊文 伊豫部 健・伊藤 巧 りんか 荒井謙太 吉田 撃 金森隆志 やまけん 04:30


05:00 FS0314020R0C FS6209900R0C FS0214320R0C FS0311950R0C FS0314080R0C FS6208650R0C FS1004140R0C 05:00
突撃！SEAソルジャー 46 渓流ギャラリー Osprey's EYE 46 ソルトギャラリー ソルトギャラリー 18 鮎2018 The Tying Room


能登半島タイラバゲームの魅力 滋賀県安曇川・鮎ルアー・鮎 夏の津風呂湖 沖縄県・久米島 パワースロー スローピッチジギング 新潟県 アラ 都心近郊に天然遡上り 晩夏の酒匂川 ～ピーコック～
05:30 福島和可菜・北出弘紀 小森優太・飯田重祐 並木敏成・阿部貴樹 西本康生 山本啓人 井川弘二郎 嶋崎 了・東 知憲 05:30


06:00 FS0407420R0C FS6207450R0C FS6305259R0C FS0316249R0C FS0410240 FS0409849R0C FS0314940R0C 06:00
沖釣りギャラリー トラウトギャラリー 関西発！海釣り派 138 ヒットマン66 #4 きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 1 大漁！関東沖釣り爆釣会 177 BinBinソルト 47
真夏のキンメダイ 怪魚ハンター登場！北海道 ムコイチの夏！六代目タコ釣りに初挑戦！シーズン開幕！大阪湾のタチウオ 東京湾で高級魚アカムツを狙う！ 愛媛県松山沖 


06:30 岡本光央 赤塚ケンイチ 日向瑠菜・森 正志 山本育宏・井入宏之 FS6307100 太田 唯・松本秀夫 田中亜衣 06:30
こちら東海です。DX 1


07:00 FS0316919R0C FS0317060R0C FS0408260R0C FS0314060R0C FS8421150R0C FS9600170R0C FS0506600R0C 07:00
ソルトギャラリー 38 SALT Dreamer 84 沖釣りギャラリー Dz SALT 107 魚種格闘技戦！ 232 釣り百景 ＃300 楽釣楽磯宣言 47


静岡県静岡市・沼津市・ショアジグ 沖縄県宮古島・キハダ 千葉県勝山沖 カワハギ釣り 北海道・白神岬沖のタイラバゲーム 香川県高松・ 瀬戸内タイラバ五目 アメリカバストーナメントに挑む愛媛県下灘湾エリア マンモスチヌで磯命名宣言！
07:30 萩原孝幸 鈴木 斉 宮澤幸則 中井一誠 村田 基 伊豫部 健・伊藤 巧 城本尚史 07:30


08:00 FS0314110R0C FS0409069R0C FS0313130R0C FS6306830R0C FS0507040R0C FS6209930R0C FS0409450R0C 08:00
ヒラメイト 17 沖釣りギャラリー Azing lab.2nd 37 せとうち！ツリキャス 2 楽釣楽磯宣言 60 △トラウトギャラリー 目指せ！竿頭 3


青森県津軽＆南部地方で夏ヒラメ攻略！ 東京湾のシャクリタチウオ 初めての東北でアジング＆キャンプ 愛媛県松山沖で青物ジギング 高知県大月町柏島・青物 山形県寒河江川 阪本智子・吉野公大
08:30 堀田光哉 高槻 慧 富永 敦 田村優季・池田茂生 城本尚史 やまけん FS6104280 08:30


△J LAND 11
大野雄大(Da-iCE)ほか


09:00 FS0409040R0C FS6209930R0C FS6209620R0C FS6104290R0C FS6208000R0C FS0215169R0C FS6104279R0C 09:00
チヌ道一直線 91 △トラウトギャラリー 鮎2020 △釣りたガール！ 濃いめ 11 鮎2017 △Natural Tripper season2 2 △G WORLD 10


上天草のかかり釣りに挑む！ 山形県寒河江川 型にはまらず、自由に遊ぶ。 高知県奈半利川 広島県三川・八田原ダム 長崎県五島列島福江島・イシダイ


09:30 山本太郎 やまけん 桑原 健 FS6104300R0C 有岡只祐 村上晴彦 早田昭浩 09:30
△釣りたガール！ 濃いめ 12


10:00 FS0317080R0C FS6208070R0C FS6909470R0C FS0410260 FS6209929R0C FS0316230R0C FS8421160R0C 10:00
△Seabass Journey 44 ヘラブナギャラリー 参るぞ狼 11 ☆きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 2 △ヘラブナギャラリー SOUL JERKER 6 △Go for it！ 179


佐賀県筑後川 埼玉県円良田湖 晩夏の両ダンゴ 熱海港海釣施設へ参るぞ 愛知県鳳来湖 実践編 和歌山県中紀エリア×夏イカ攻略 福島県曽原湖
10:30 村岡昌憲 西田一知 菅原正志・柳野玲子・安田和彦 FS6307120 石井旭舟 川上英佑 田辺哲男 10:30


☆発見！すごかby九州 1


11:00 FS6306220R0C FS0310950R0C FS0408620R0C FS6104279R0C FS0506800R0C FS0214270R0C FS6104260 11:00
すごかby九州 45 ソルトギャラリー 東北つれつれ団 51 △G WORLD 10 ITT 12 バスギャラリー △ほっかほか北海道 1


夏の砂浜 投げ釣りに挑戦 パワースロー久米島のキハダ 地元仙宮城県仙台港のシャコ釣り 長崎県五島列島福江島・イシダイ 熊本県天草 高水温期でも結果を出す！怪物ルーキーが挑む千葉県高滝ダム
11:30 美舞・日置 淳 小野 誠 星 礼美・針生秀一 早田昭浩 田中 貴 藤田京弥 FS6307110 11:30


△関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 5


12:00 FS9600170R0C FS1101100 FS0409420R0C FS0316220R0C FS6103120 FS9500170 FS0317070R0C 12:00
釣り百景 ＃300 △釣りうぇ～ぶ 107 チヌ道一直線 97 SALT X 11 釣りたガール！ 38 レンコダイ五目 THEフィッシング ＃1751 ライトショアジギ △Rock’n Fish 82


アメリカバストーナメントに挑む 千葉県・勝山のかかり釣り 大阪湾！真夏のライトジギング！ 村西利恵・加藤るみ 髙橋慶朗・藁科友章


12:30 伊豫部 健・伊藤 巧 井手大介・英玲奈ほか 山本太郎 山本啓人 FS6104280 FS9500180 折本隆由 12:30
△J LAND 11 THEフィッシング ＃1755 スーパーライトジギング


大野雄大(Da-iCE)ほか 住澤直樹・戸出玄樹
13:00 FS8420020R0C FS0506150R0C FS8420030R0C FS0315110R0C FS0317090R0C FS0410250R0C FS6209910R0C 13:00


伝心伝承 199 磯を駆ける 76 魚種格闘技戦！ 210 ソルトギャラリー 28 ☆Dz SALT 2ND 12 △オフショアレボリューションNEXT 146 △鮎2021
宮崎県一ツ瀬川 島根県出雲の旅 ヒラマサ 南国パラオ釣行！トロピカル 三重沖のボートアジング 東京湾・エビスズキ＆エビマゴチ


13:30 松田 稔 平和卓也 村田 基 村上晴彦 高橋哲也・松田竜也 13:30


14:00 FS6209929R0C FS0409040R0C FS6209930R0C FS0317100R0C FS0408260R0C FS6104290R0C FS1101110 14:00
△ヘラブナギャラリー チヌ道一直線 91 △トラウトギャラリー ☆アジングへ行こう！ 29 沖釣りギャラリー △釣りたガール！ 濃いめ 11 ☆釣りうぇ～ぶ 108


愛知県鳳来湖 上天草のかかり釣りに挑む！ 山形県寒河江川 大阪湾 千葉県勝山沖 カワハギ釣り
14:30 石井旭舟 山本太郎 やまけん 家邊克己ほか 宮澤幸則 FS6104300R0C 井手大介・英玲奈ほか 14:30


△釣りたガール！ 濃いめ 12


15:00 FS6306830R0C FS6104279R0C FS8420610R0C FS0407850R0C FS0104930R0C FS0410260 FS0214310R0C 15:00
せとうち！ツリキャス 2 △G WORLD 10 伝心伝承 208 オフショアレボリューションNEXT 89 フライギャラリー ☆きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 2 BLACKBASSTAR 6


愛媛県松山沖で青物ジギング 長崎県五島列島福江島・イシダイ リクエストスペシャル第二弾 宮古島男祭り 第1弾 Brotherhood3 源流イワナ キャンプとバスフィッシングとEGU'sキッチン！！
15:30 田村優季・池田茂生 早田昭浩 松田 稔 高橋哲也 杉坂友大郎・杉坂渓亮 FS6307120 吉田 遊・江口俊介 15:30


☆発見！すごかby九州 1


16:00 FS0410250R0C FS0313130R0C FS6104290R0C FS0310950R0C FS0316260R0C FS0317080R0C FS6209929R0C 16:00
△オフショアレボリューションNEXT 146 Azing lab.2nd 37 △釣りたガール！ 濃いめ 11 ソルトギャラリー Seabass Journey 40 △Seabass Journey 44 △ヘラブナギャラリー


東京湾・エビスズキ＆エビマゴチ 初めての東北でアジング＆キャンプ パワースロー久米島のキハダ 青森県十三湖 佐賀県筑後川 愛知県鳳来湖


16:30 高橋哲也・松田竜也 富永 敦 FS6104300R0C 小野 誠 村岡昌憲 村岡昌憲 石井旭舟 16:30
△釣りたガール！ 濃いめ 12


17:00 FS1101100 FS0314110R0C FS6104260 FS6209910R0C FS6209930R0C FS0317090R0C FS0316220R0C 17:00
△釣りうぇ～ぶ 107 ヒラメイト 17 △ほっかほか北海道 1 △鮎2021 △トラウトギャラリー ☆Dz SALT 2ND 12 SALT X 11


青森県津軽＆南部地方で夏ヒラメ攻略！ 山形県寒河江川 大阪湾！真夏のライトジギング！
17:30 井手大介・英玲奈ほか 堀田光哉 FS6307110 やまけん 山本啓人 17:30


△関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 5


18:00 FS0215169R0C FS0317070R0C FS6104279R0C FS6209929R0C FS0506150R0C FS6103660R0C FS0317100R0C 18:00
△Natural Tripper season2 2 △Rock’n Fish 82 △G WORLD 10 △ヘラブナギャラリー 磯を駆ける 76 熱愛！サカナ図鑑 1 ☆アジングへ行こう！ 29


広島県三川・八田原ダム 長崎県五島列島福江島・イシダイ 愛知県鳳来湖 島根県出雲の旅 ヒラマサ ～アジ～ 大阪湾
18:30 村上晴彦 折本隆由 早田昭浩 石井旭舟 平和卓也 菅原正志・高橋宏司・神山克也・家邊克己 家邊克己ほか 18:30


19:00 FS8421130R0C FS0410250R0C FS0506800R0C FS0316230R0C FS6104290R0C FS0214380R0C FS0312050R0C 19:00
釣りますニッポン！NAVI 1 △オフショアレボリューションNEXT 146 ITT 12 SOUL JERKER 6 △釣りたガール！ 濃いめ 11 GAN'S GANGS 70 RUN＆GUN SALT


東京湾・エビスズキ＆エビマゴチ 熊本県天草 高水温期でも結果を出す！実践編 和歌山県中紀エリア×夏イカ攻略 夏の大渡ダム ビッグベイト KAGOSHIMA SHORE HATA GAME
19:30 高橋哲也・松田竜也 田中 貴 川上英佑 FS6104300R0C 平岩孝典 高木勇介 19:30


△釣りたガール！ 濃いめ 12


20:00 FS0410260 FS0316260R0C FS0315110R0C FS8420610R0C FS6306540R0C FS8421170R0C FS0104570R0C 20:00
☆きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 2 Seabass Journey 40 ソルトギャラリー 28 伝心伝承 208 こちら東海です。 175 ☆BIG BITE 152 ハイパーエキスパート


青森県十三湖 三重沖のボートアジング リクエストスペシャル第二弾 サーベルテンヤとは何ぞや？！ 神奈川県相模湖 中部山岳渓流2017
20:30 FS6307120 村岡昌憲 村上晴彦 松田 稔 吉村 唯・宮﨑智康 菊元俊文 杉坂研治 20:30


☆発見！すごかby九州 1


21:00 FS8420030R0C FS8421170R0C FS0317090R0C FS0212370R0C FS1101110 FS0105020R0C FS0410270R0C 21:00
魚種格闘技戦！ 210 ☆BIG BITE 152 ☆Dz SALT 2ND 12 ぶらりバスの旅 10 ☆釣りうぇ～ぶ 108 ☆フライギャラリー ☆TSURI na KIBUN 16


南国パラオ釣行！トロピカル 神奈川県相模湖 夏の東北 HIBARAKO HAPPYDAYS 静岡県芝川 静岡県駿河湾・エサ釣り・バラムツ
21:30 村田 基 菊元俊文 センドウタカシ 井手大介・英玲奈ほか 杉坂友大郎・杉坂渓亮 利水つばさ 21:30


22:00 FS0316220R0C FS0312050R0C FS0317100R0C FS0314140R0C FS9500170 FS8419220R0C FS6104310R0C 22:00
SALT X 11 RUN＆GUN SALT ☆アジングへ行こう！ 29 メタルバスター 16 THEフィッシング ＃1751 ライトショアジギ 魚種格闘技戦！198 ☆ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 7


大阪湾！真夏のライトジギング！ KAGOSHIMA SHORE HATA GAME 大阪湾 東京都伊豆諸島神津島村のカンパチ 髙橋慶朗・藁科友章 これが本家陸奥湾スタイルだぁ！ 和歌山県七川ダム・バス
22:30 山本啓人 高木勇介 家邊克己ほか 沼田純一 FS9500180 村田 基 井阪祐子ほか 22:30


THEフィッシング ＃1755 スーパーライトジギング


住澤直樹・戸出玄樹
23:00 【真夏のオカッパリバス特集】 【真夏のオカッパリバス特集】 【真夏のオカッパリバス特集】 【真夏のオカッパリバス特集】 【真夏のオカッパリバス特集】 【真夏のオカッパリバス特集】 【真夏のオカッパリバス特集】 23:00


バスギャラリー TryB 8 バスギャラリー MEGA UP！ 6 MEGA UP！ 2 バスギャラリー ランガンパニック 34
オリジナル・カスミ・スティーロ　番外編 真夏の府中湖にTry！ Ultimate RUN＆GUN Style 3 灼熱！真夏の淀川攻略 真夏の高山ダム攻略 灼熱のカスミ水系オカッパリ攻略 夏のモンスターバスを攻略


23:30 吉田 遊 伊藤 巧 岡 友成 HASSY（ハッシー） Katsuu（かつぅ） 折金一樹 吉田 撃 23:30


24:00 FS6103110 FS0410260 FS6209929R0C FS6209930R0C FS0104570R0C FS1101110 FS8420030R0C 24:00
釣りたガール！ 37 イカメタル ☆きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 2 △ヘラブナギャラリー △トラウトギャラリー ハイパーエキスパート ☆釣りうぇ～ぶ 108 魚種格闘技戦！ 210


村西利恵・加藤るみ 愛知県鳳来湖 山形県寒河江川 中部山岳渓流2017 南国パラオ釣行！トロピカル
24:30 FS6104280 FS6307120 石井旭舟 やまけん 杉坂研治 井手大介・英玲奈ほか 村田 基 24:30


△J LAND 11 ☆発見！すごかby九州 1
大野雄大(Da-iCE)ほか


25:00 FS0316230R0C FS0215169R0C FS6306540R0C FS0313130R0C FS8421160R0C FS0212370R0C FS0309860R0C 25:00
SOUL JERKER 6 △Natural Tripper season2 2 こちら東海です。 175 Azing lab.2nd 37 △Go for it！ 179 ぶらりバスの旅 10 SALT Dreamer 51


実践編 和歌山県中紀エリア×夏イカ攻略 広島県三川・八田原ダム サーベルテンヤとは何ぞや？！ 初めての東北でアジング＆キャンプ 福島県曽原湖 夏の東北 HIBARAKO HAPPYDAYS 北海道・知床半島 ブリ
25:30 川上英佑 村上晴彦 吉村 唯・宮﨑智康 富永 敦 田辺哲男 センドウタカシ 鈴木 斉 25:30


26:00 FS6104279R0C FS6306830R0C FS0314110R0C FS0317090R0C FS0317100R0C FS0314140R0C FS0314139R0C 26:00
△G WORLD 10 せとうち！ツリキャス 2 ヒラメイト 17 ☆Dz SALT 2ND 12 ☆アジングへ行こう！ 29 メタルバスター 16 とことんエギパラダイス 126


長崎県五島列島福江島・イシダイ 愛媛県松山沖で青物ジギング 青森県津軽＆南部地方で夏ヒラメ攻略！ 大阪湾 東京都伊豆諸島神津島村のカンパチ 大分県佐伯の旅
26:30 早田昭浩 田村優季・池田茂生 堀田光哉 家邊克己ほか 沼田純一 彼方茜香・岡 隆之 26:30


27:00 FS6104290R0C FS0316249R0C FS8421170R0C FS0214380R0C FS6102090R0C FS6102130R0C FS6102140R0C 27:00


△釣りたガール！ 濃いめ 11 ヒットマン66 #4 ☆BIG BITE 152 GAN'S GANGS 70 釣戦 ～IKUSA～ 1 釣戦 ～IKUSA～ 2 釣戦 ～IKUSA～ 3
シーズン開幕！大阪湾のタチウオ 神奈川県相模湖 夏の大渡ダム ビッグベイト 霞ヶ浦水系オカッパリ対決 聖地・池原ダム ビッグバス対決 岐阜県板取川 鮎対決


27:30 FS6104300R0C 山本育宏・井入宏之 菊元俊文 平岩孝典 川村光大郎・伊豫部健 平岩孝典・サタン島田 高橋祐次・島 啓悟 27:30


△釣りたガール！ 濃いめ 12







4週目 4週目


8月30日(月) 8月31日(火)


04:00 FS0214110R0C FS8417300R0C
INCREDIBASS 14 魚種格闘技戦！173


奈良県七色ダム 夏の虫パターンが炸裂！ 深いよー暗いよーデカイよー！
04:30 青木大介 村田 基


05:00 FS1004070R0C FS6209929R0C
カワハギ テクニック ヘラブナギャラリー


愛知県鳳来湖
05:30 宮澤幸則・飯田純男・鈴木 孝 石井旭舟


06:00 FS6305559R0C FS6104290R0C
すごかby九州 33 釣りたガール！ 濃いめ 11
夏の夜遊び！


06:30 美舞・薗田隆次 FS6104300R0C
釣りたガール！ 濃いめ 12


07:00 FS0317070R0C FS0506800R0C
Rock’n Fish 82 ITT 12


熊本県天草 高水温期でも結果を出す！


07:30 折本隆由 田中 貴


08:00 FS9500170 FS0317080R0C
THEフィッシング ＃1751 ライトショアジギ Seabass Journey 44


髙橋慶朗・藁科友章 佐賀県筑後川
08:30 FS9500180 村岡昌憲


THEフィッシング ＃1755 スーパーライトジギング


住澤直樹・戸出玄樹
09:00 FS0506150R0C FS6104310R0C


磯を駆ける 76 △ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 7
島根県出雲の旅 ヒラマサ 和歌山県七川ダム・バス


09:30 平和卓也 井阪祐子ほか


10:00 FS0317100R0C FS6209650R0C
△アジングへ行こう！ 29 鮎2020


大阪湾 高橋祐次のシーズン終盤ドタバタ釣行記
10:30 家邊克己ほか 高橋祐次


11:00 FS8420589R0C FS0314139R0C
伝心伝承 207 とことんエギパラダイス 126


特別編 ～リクエストスペシャル～ 大分県佐伯の旅
11:30 松田 稔 彼方茜香・岡 隆之


12:00 FS0316260R0C FS1101110
Seabass Journey 40 △釣りうぇ～ぶ 108


青森県十三湖


12:30 村岡昌憲 井手大介・英玲奈ほか


13:00 FS0314140R0C FS6208650R0C
メタルバスター 16 鮎2018


東京都伊豆諸島神津島村のカンパチ 都心近郊に天然遡上り 晩夏の酒匂川
13:30 沼田純一 井川弘二郎


14:00 FS6306540R0C FS0105020R0C
こちら東海です。 175 △フライギャラリー


サーベルテンヤとは何ぞや？！ 静岡県芝川
14:30 吉村 唯・宮﨑智康 杉坂友大郎・杉坂渓亮


15:00 FS0409420R0C FS0212370R0C
チヌ道一直線 97 ぶらりバスの旅 10


千葉県・勝山のかかり釣り 夏の東北 HIBARAKO HAPPYDAYS
15:30 山本太郎 センドウタカシ


16:00 FS6209650R0C FS0104570R0C
鮎2020 ハイパーエキスパート


高橋祐次のシーズン終盤ドタバタ釣行記 中部山岳渓流2017
16:30 高橋祐次 杉坂研治


17:00 FS1101110 FS0214380R0C
△釣りうぇ～ぶ 108 GAN'S GANGS 70


夏の大渡ダム ビッグベイト
17:30 井手大介・英玲奈ほか 平岩孝典


18:00 FS0214340R0C FS0317090R0C
MEGA UP！ 6 △Dz SALT 2ND 12


灼熱！真夏の淀川攻略
18:30 HASSY（ハッシー）


19:00 FS8421130R0C FS0316150R0C
釣りますニッポン！NAVI 1 ソルトギャラリー 33


大阪湾 真夏のタチウオジギング
19:30 井入宏之・飯田育也


20:00 FS6104320 FS0313099R0C
☆釣って関東！ 1 突撃！SEAソルジャー 43


東京湾でモンスター級のギガアジゲット！
20:30 FS6104330 福島和可菜・トモ清水


☆お魚ざくざく北信越！ 1


21:00 FS8421180R0C FS0215140R0C
☆伝心伝承 219 ☆ガチコン 31


福岡県遠賀川
21:30 松田 稔 大仲正樹


22:00 FS9600180R0C FS0215150R0C
釣り百景 ＃301 ☆BASS SESSION 17


大型キハダ捕獲！御蔵島 岐阜県五三川
22:30 鈴木 斉 伊豫部健


23:00 【特集：渓流に涼み鱒と遊ぶ】 【特集：渓流に涼み鱒と遊ぶ】
TROUT QUEST 14 トラウトギャラリー


岐阜県庄川水系 山岳渓流で尺イワナ 真夏の北東北 ヤマメ＆イワナ
23:30 吉田和展 やまけん


24:00 FS0310940R0C FS6104320
Azing lab.2nd 25 ☆釣って関東！ 1


広島県呉 真夏のナイトアジングで大アジ・SSアジが大乱舞
24:30 富永 敦 FS6104330


☆お魚ざくざく北信越！ 1


25:00 FS0313099R0C FS0214340R0C
突撃！SEAソルジャー 43 MEGA UP！ 6


東京湾でモンスター級のギガアジゲット！ 灼熱！真夏の淀川攻略
25:30 福島和可菜・トモ清水 HASSY（ハッシー）


26:00 FS0105020R0C FS9600180R0C
△フライギャラリー 釣り百景 ＃301


静岡県芝川 大型キハダ捕獲！御蔵島
26:30 杉坂友大郎・杉坂渓亮 鈴木 斉


27:00 FS0410270R0C FS8421180R0C
△TSURI na KIBUN 16 ☆伝心伝承 219


静岡県駿河湾・エサ釣り・バラムツ
27:30 利水つばさ 松田 稔








（7/19 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。


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)


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 三月のパンタシア LIVE 2020


「ブルーポップは鳴りやまない」


Special Edition ＜みあによる副音


声あり＞


[スカパー！無料除外]


00 三月のパンタシア presents 三月春


のスタジオライブ祭り


 [スカパー！無料除外]


【CSテレ朝チャンネル1 】2021年7月第5週


4


6


5


00 遺留捜査（2011）#6


00 ナサケの女〜国税局査察官〜


#5


00 ナサケの女〜国税局査察官〜


#6


  


00 [新]相棒Season6 #1


初回SP


「複眼の法廷」


50 DJ KOOのココDO KOO!? #1


[スカパー！無料除外]


10 DJ KOOのココDO KOO!? #2


[スカパー！無料除外]


30 足立佳奈「ADACHI KANA


LIVE TOUR 2021〜Dear.〜」


[スカパー！無料除外]


10 DJ KOOのココDO KOO!? #3


[スカパー！無料除外]


9


7


9


（〜引き続き）チンプイ


#44-46


18


17


15


7


8


10


13


6


5


11


16


00 遺留捜査（2011）#5


19


20


17


8


12


13


14


10


11


12


14


15


16


27


26


25


27


26


24


20


30 チンプイ #44-46


（〜5:00まで）


10 DJ KOOのココDO KOO!? #12


30 チンプイ #47-49


（〜5:00まで）


19


18


25


24


22


23 23


21


22


21


4


40 DJ KOOのココDO KOO!? #4


[スカパー！無料除外]


00 にじさんじ JAPAN TOUR


2020 Shout in the


Rainbow！ 東京リベンジ公演


豪華特典付スペシャルエディション


[スカパー！無料除外]


40 DJ KOOのココDO KOO!? #5


00 ドラえもん #108


00 [字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#13


#14


30 クレヨンしんちゃん #592


00 RE-MAIN #3


30 ★RE-MAIN #4


00 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #4


30 ゲキレア珍百景 #43


30 ドラえもん #109


00 ドラえもん #110


30 ドラえもん #111


00 クレヨンしんちゃん #591


00 東京お笑いライブマニア


エル・カブキ単独ライブ「年刊実話


〜放送OK演芸2018〜」 （前


編）







（7/19 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。


8月2日(月) 8月3日(火) 8月4日(水) 8月5日(木) 8月6日(金) 8月7日(土) 8月8日(日)


20 CSテレ朝ナビ！！ 20 CSテレ朝ナビ！！


10 CSテレ朝ナビ！！


00 CSテレ朝ナビ！！


30 CSテレ朝ナビ！！ 30 CSテレ朝ナビ！！


50 [字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #7（〜5:00


まで）


50 [字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #8（〜5:00


まで）


50 [字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #9（〜5:00


まで）


50 [字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #10（〜


5:00まで）


8月2日(月) 8月3日(火) 8月4日(水) 8月5日(木) 8月6日(金) 8月7日(土) 8月8日(日)


27


20


26


23


25


21 21


22


23


00 幻想魔伝 最遊記 #27


30 幻想魔伝 最遊記 #28


00 上田ちゃんネル #351


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#31


#32


#33


30 DJ KOOのココDO KOO!? #4


00 ワールドトリガー #47


30 ワールドトリガー #48


00 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2016）#7


00 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#7


30 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#8


00 ドォーモ 真夜中のウワサ話


#52


30 ゲキレア珍百景 #101


00 [字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


 


#15


#16


26


24


【CSテレ朝チャンネル1 】2021年8月第1週


4


12


16


11


5


6


7


30 [新]ドクターX〜外科医・大門


未知子〜（2014）#1


初回SP


10 [字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」


#12


#13


30 あたしンち #201


（〜引き続き）[字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」 #10


00 おみやさん（2008-2009）


#14


14


15


10


30 [新]DOCTORS3 最強の名


医 #1 初回SP


31 DOCTORS3 最強の名医


#2


30 ドラマスペシャル 狙撃


次期首相候補を貫く4発の凶弾!!時


効寸前真相に挑む命知らずの女刑事


VS欺き合う10人の刑事たち…生存


者はゼロ!?の衝撃ラスト


（〜引き続き）[字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」 #7


00 おみやさん（2008-2009）


#11


00 あたしンち #187


30 ★魔進戦隊キラメイジャー


#36


00 クレヨンしんちゃん #369


19


20


24


25


22


00 おみやさん（2008-2009）


#13


00 あたしンち #189


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 #36


00 クレヨンしんちゃん #371


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #60


00 仮面ライダービルド #34


30 [終]ドクターX〜外科医・大門


未知子〜（2012）#8


最終回SP


12


13


14


18


9


10


15


16


5


6


30 囲碁将棋の山はなんでも知っ


ている #5 #6[終]


00 時効警察はじめました #5


7


8 8


4


（〜引き続き）[字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」 #9


30 幻想魔伝 最遊記 #2


00 ドラえもん #219


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 #33


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 仮面ライダーゼロワン #33


30 仮面ライダーゼロワン #34


00 警視庁・捜査一課長


Season2 #4


00 警視庁・捜査一課長


Season2 #5


00 相棒Season6 #2


「陣川警部補の災難」


00 おみやさん（2008-2009）


#12


（〜引き続き）チンプイ


#50-52


11


30 仮面ライダーゼロワン #34
17 17


20 警視庁･捜査一課長


Season3 #2


00 あたしンち #190


30 ワールドトリガー #29


00 クレヨンしんちゃん #372


27


00 ★新あたしンち #19


30 ★新あたしンち #20


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #61


00 パーマン #123 #124


10 遺留捜査（2011）#4


32 ドラマスペシャル 緊急取調室


（2015）


容疑者をマル裸に!!警視庁最強チーム


が帰ってきた!!不可能連続殺人を自


首!?女たちの嘘と裏切りを暴く緊迫の


バトルが今始まる


00 ドラえもん #200


30 ドラえもん #201


10 [字]韓国ドラマ


「刑務所のルールブック」


#13


#14


05 体操ザムライ #8


9


18


13


00 魔進戦隊キラメイジャー #34


10 DJ KOOのココDO KOO!? #10


30 チンプイ #50-52


（〜5:00まで）


19


10 [新]遺留捜査（2011）#1


10 ★[字]韓国ドラマ


「真心が届く〜僕とスターのオフィ


ス・ラブ!?〜」


#9


#10


35 あたしンち #198


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 #33


30 仮面ライダービルド #33


00 ドラえもん #406


（〜引き続き）チンプイ


#53-55


00 遺留捜査（2011）#7


00 遺留捜査（2011）#8


00 ナサケの女〜国税局査察官〜


#7


00 [終]ナサケの女〜国税局査察


官〜 #8 最終回SP


00 相棒Season6 #3


「蟷螂たちの幸福」


30 [終]チンプイ #56


00 RE-MAIN #4


30 ★RE-MAIN #5


00 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #5


30 ゲキレア珍百景 #44


00 東京お笑いライブマニア


エル・カブキ単独ライブ「年刊実話


〜放送OK演芸2018〜」 （後


編）


00 BORDER #5


30 チンプイ #53-55


（〜5:00まで）


00 ドラえもん #114


30 ドラえもん #115


00 クレヨンしんちゃん #593


30 クレヨンしんちゃん #594


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 [字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#17


#18


10 DJ KOOのココDO KOO!? #11


00 [終][字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#19


#20


10 DJ KOOのココDO KOO!? #12


（〜引き続き）[字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」 #8


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 #33


00 ＜夜の集中放送＞


団地ともお


#17


#18


#19


#20


00 あたしンち #188


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 #35


00 クレヨンしんちゃん #370


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #59


00 仮面ライダービルド #33


（〜引き続き）チンプイ


#47-49


00 おみやさん（2008-2009）


#10


00 あたしンち #186


30 ★魔進戦隊キラメイジャー


#35


00 クレヨンしんちゃん #368


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #57


00 仮面ライダーゼロワン #33


30 相棒Season5 #19


「殺人シネマ」


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 仮面ライダーゼロワン #33


30 仮面ライダーゼロワン #34


30 [新]科捜研の女（2009）


#1 初回SP


10 科捜研の女（2009）#2


30 [終]相棒Season5 #20


最終回SP


「サザンカの咲く頃」


00 科捜研の女（2011）#5


00 相棒Season4 #12


「緑の殺意」


00 魔進戦隊キラメイジャー #33


20 DOCTORS 最強の名医 #6


30 クレヨンしんちゃん #831


00 仮面ライダービルド #33


30 仮面ライダービルド #34


00 おぼっちゃまくん #58


30 DJ KOOのココDO KOO!? #2


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #58


00 仮面ライダーゼロワン #34


30 [終]おみやさん（2006）#8


スペシャル


20 DOCTORS 最強の名医 #7


10 遺留捜査（2011）#2


10 ★[字]韓国ドラマ


「真心が届く〜僕とスターのオフィ


ス・ラブ!?〜」


#11


#12


30 あたしンち #199


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 #34


30 仮面ライダービルド #34


30 ドラえもん #407


00 クレヨンしんちゃん #830


00 相棒Season4 #11


元旦SP


「汚れある悪戯」


10 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2012）#2


00 東野圭吾「秘密」 #8


30 魔進戦隊キラメイジャー #34


00 おぼっちゃまくん #57


30 DJ KOOのココDO KOO!? #1 30 DJ KOOのココDO KOO!? #3


30 [新]相棒Season17 #1


初回SP


「ボディ」


00 DJ KOOのココDO KOO!? #1


30 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #10


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#28


#29


#30


00 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2016）#6


00 体操ザムライ #6


30 体操ザムライ #7


00 バトルアスリーテス大運動会


#6


30 バトルアスリーテス大運動会


#7


00 別冊ももクロChan #244


00 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2012）#4


00 [終]東野圭吾「秘密」 #9


00 ドラえもん #254


30 ドラえもん #255


00 クレヨンしんちゃん #928


30 クレヨンしんちゃん #929


00 [新]体操ザムライ


#1-4


00 クレヨンしんちゃん #739


30 クレヨンしんちゃん #740


25 [新]警視庁･捜査一課長


Season3 #1


初回SP


00 ★クレヨンしんちゃん #993


30 クレヨンしんちゃん #703


30 ドラマスペシャル


不協和音 炎の刑事VS氷の検事


21年ぶりに再会した兄弟…!!熱血新


米刑事の兄と冷徹天才検事の弟が上


級国民を狙う放火事件の真相解明に


挑む!!相性最悪の2人は最強バディに


なれるのか!?


10 [字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」


#10


#11


30 あたしンち #200


00 魔進戦隊キラメイジャー #33


20 遺留捜査（2011）#3


20 [終]DOCTORS 最強の名医


#8


最終回SP


30 仮面ライダーゼロワン #33


00 ドラえもん #147


30 ドラえもん #148


00 番組未定


40 DJ KOOのココDO KOO!? #1


00 バトルアスリーテス大運動会


#8


00 ★大原櫻子 CONCERT


TOUR 2021“Which?” ＜P＆


L version＋Special


interview ＞


00 おにぎりあたためますか #702


30 ★おにぎりあたためますか


#703


00 ドラえもん #112


30 ドラえもん #113


00 時効警察はじめました #4


00 上田ちゃんネル #321


00 ★別冊ももクロChan #245


30 ドラえもん #220


00 番組未定


40 DJ KOOのココDO KOO!? #2


30 バトルアスリーテス大運動会


#7


00 ★プリンスロードVol.10 〜


ミュージカル界最強の歌ウマ＆イケ


メンが集結 真夏の夜の夢・ミニラ


イブ2ｈ+15分拡大SP〜


15 ドラえもん #487


45 ドラえもん #488


15 クレヨンしんちゃん #965


45 クレヨンしんちゃん #966


15 体操ザムライ


#5-7
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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。


8月9日(月) 8月10日(火) 8月11日(水) 8月12日(木) 8月13日(金) 8月14日(土) 8月15日(日)


30 CSテレ朝ナビ！！


20 CSテレ朝ナビ！！


50 [字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #11（〜


5:00まで）


50 [字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #12（〜


5:00まで）


50 [字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #13（〜


5:00まで）


50 [字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #14（〜


5:00まで）


8月9日(月) 8月10日(火) 8月11日(水) 8月12日(木) 8月13日(金) 8月14日(土) 8月15日(日)


27 27


25 25


26 26


00 仮面ライダービルド #35


30 仮面ライダービルド #36


00 おぼっちゃまくん #60


30 DJ KOOのココDO KOO!? #6


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#34


#35


#36


30 DJ KOOのココDO KOO!? #7 30 DJ KOOのココDO KOO!? #8


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#37


#38


#39


30 カミナリのトーク番組 カミナリ／


10 #5-10（〜5:00まで）


30 囲碁将棋の山はなんでも知ってい


る #1-6[終] （〜5:00まで）


30 体操ザムライ #1 #2


（〜4:30まで）


00 仮面ライダーゼロワン #35


30 仮面ライダーゼロワン #35.5


00 魔進戦隊キラメイジャー #35


30 魔進戦隊キラメイジャー #36


00 おぼっちゃまくん #59


00 [字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」


#3


#4


10 DJ KOOのココDO KOO!? #14


23 23


24 24


00 緊急取調室（2017）#2


00 ＜夜の集中放送＞


団地ともお


#21


#22


#23


#24


00 体操ザムライ #8


30 体操ザムライ #9


00 バトルアスリーテス大運動会


#8


30 バトルアスリーテス大運動会


#9


00 別冊ももクロChan #245


30 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #11


00 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#9


30 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#10


00 幻想魔伝 最遊記 #29


30 幻想魔伝 最遊記 #30


00 上田ちゃんネル #351


00 ドォーモ 真夜中のウワサ話


#53


30 ゲキレア珍百景 #102


00 別冊ももクロChan #245


30 ★フィロのス亭 #42


00 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #6


30 ゲキレア珍百景 #45


00 バトルアスリーテス大運動会


#9


20 20


00 クレヨンしんちゃん #930


30 クレヨンしんちゃん #931


00 科捜研の女（2011）#8


00 ★クレヨンしんちゃん #994


30 クレヨンしんちゃん #704 30 クレヨンしんちゃん #742


00 ★新あたしンち #21


30 ★新あたしンち #22


00 ドラえもん #489


21 21


00 おにぎりあたためますか #703


30 ★おにぎりあたためますか


#704


00 時効警察はじめました #6


00 時効警察はじめました #7


30 クレヨンしんちゃん #833


00 科捜研の女（2011）#7


00 相棒Season4 #13


「最後の着信」


00 クレヨンしんちゃん #832


30 ドラえもん #117


00 [終]体操ザムライ


#8-11


00 [新][副]バトルアスリーテス大


運動会ReSTART!


#1-4


22 22


00 相棒Season4 #14


「アゲハ蝶」


00 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2012）#6


19 19


00 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2016）#8


00 ワールドトリガー #49


30 ワールドトリガー #50


00 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2016）#9


30 クレヨンしんちゃん #596


17 17


00 魔進戦隊キラメイジャー #36


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 #36


30 仮面ライダービルド #36


00 ドラえもん #256


30 ドラえもん #257


00 魔進戦隊キラメイジャー #35


30 仮面ライダーゼロワン #35


00 ドラえもん #149


30 ドラえもん #150


00 ドラえもん #202


30 ドラえもん #203


00 ドラえもん #221


30 ドラえもん #222


30 仮面ライダーゼロワン #35.5


【CSテレ朝チャンネル1 】2021年8月第2週


4


（〜引き続き）[字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」 #11


7 7


8 8


9 9


4


5 5


6 6


30 相棒Season17 #5


「計算違いな男」


30 科捜研の女（2009）#5


（〜引き続き）囲碁将棋の山は


なんでも知っている


#1-6[終]


00 遺留捜査（2011）#9


00 [終]遺留捜査（2011）


#11


00 相棒Season6 #5


「裸婦は語る」


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／


10 #1-4


00 [終]おみやさん（2008-


2009）#15


最終回SP


（〜引き続き）[字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」 #14


00 べしゃり暮らし #4


13 13


20 警視庁･捜査一課長


Season3 #5


10 遺留捜査（2011）#7


14 14


30 DOCTORS 最強の名医


新春スペシャル（2018）


15 15


10 ★[終][字]韓国ドラマ


「真心が届く〜僕とスターのオフィ


ス・ラブ!?〜」


#15


#16


10 [字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」


#14


#15


12


10 10


11 11


12


16 1630 あたしンち #20330 あたしンち #202


30 ★NMB48 白間美瑠卒業コ


ンサート みるるん、さるるん、ありが


とう♡  ＜TV独占生中継＞


00 ドラえもん #408


30 ドラえもん #409


（〜引き続き）カミナリのトーク番


組 カミナリ／10


#5-10


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 #35


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 #36


00 仮面ライダーゼロワン #35


30 仮面ライダーゼロワン #35.5


00 警視庁・捜査一課長


Season2 #6


00 警視庁・捜査一課長


Season2 #7


00 相棒Season6 #4


「TAXI」


00 あたしンち #194


30 ワールドトリガー #30


00 クレヨンしんちゃん #377


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #66


00 パーマン #125 #126


30 DOCTORS3 最強の名医


#3


（〜引き続き）[字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」 #12


00 べしゃり暮らし #2


（〜引き続き）[字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」 #13


00 べしゃり暮らし #3


00 仮面ライダーゼロワン #35.5


30 相棒Season17 #3


「辞書の神様」


00 あたしンち #192


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 #37


00 クレヨンしんちゃん #375


00 あたしンち #193


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 #38


00 クレヨンしんちゃん #376


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #65


00 仮面ライダービルド #36


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #64


00 仮面ライダービルド #35


00 [新]東野圭吾「秘密」 #1


10 [終][字]韓国ドラマ


「刑務所のルールブック」


#15


#16


00 番組未定


40 DJ KOOのココDO KOO!? #2


00 番組未定


00 [新]べしゃり暮らし #1


00 あたしンち #191


30 ★魔進戦隊キラメイジャー


#38


00 クレヨンしんちゃん #374


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #63


20 警視庁･捜査一課長


Season3 #6


00 上田ちゃんネル #322


30 あたしンち #204


10 [終][字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」 #16


20 ★[新][字]韓国ドラマ


「彼女の私生活」 #1


35 ★魔進戦隊キラメイジャー


#37


00 クレヨンしんちゃん #373


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #62


00 仮面ライダーゼロワン #35


30 相棒Season17 #2


「ボディ〜二重の罠」


30 科捜研の女（2009）#3


30 ドラマスペシャル 遺留捜査2


あの風変わりな刑事が帰ってきた!!連


続誘拐事件発生!!犯人の要求は


9125万円の身代金と事件の完全生


中継!?“東京-長崎の寝台特急券”に


3分の真実


10 遺留捜査（2011）#8


20 警視庁･捜査一課長


Season3 #3


10 遺留捜査（2011）#5


10 ★[字]韓国ドラマ


「真心が届く〜僕とスターのオフィ


ス・ラブ!?〜」


#13


#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 #35


30 仮面ライダービルド #35


15 囲碁将棋の山はなんでも知っている #5


30 DJ KOOのココDO KOO!? #5


30 科捜研の女（2009）#4


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!!


30 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2014）#2


32 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2014）#3


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


00 クレヨンしんちゃん #741


30 DOCTORS3 最強の名医


#4


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


20 警視庁･捜査一課長


Season3 #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 #36


20 警視庁･捜査一課長


Season3 #4


10 遺留捜査（2011）#6 10 遺留捜査（2011）#9


30 幻想魔伝 最遊記 #3


00 [新][字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」


#1


#2


10 DJ KOOのココDO KOO!? #13


00 [新]緊急取調室（2017）


#1


01 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #35


00 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2012）#5


00 ドラえもん #116


00 東野圭吾「秘密」 #2


40 あたしンち #205


00 ★終戦記念日


戦争童話集7「キクちゃんとオオカ


ミ」 戦争童話集8「青い瞳の女の


子の話」


40 番組未定


00 [字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」


#5


#6


30 ドラえもん #490


30 カミナリのトーク番組 カミナリ／


10 #1 #2


00 BORDER #6


00 ドラえもん #118


30 ドラえもん #120


00 クレヨンしんちゃん #595


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 クレヨンしんちゃん #967


30 クレヨンしんちゃん #968


00 RE-MAIN #5


30 ★RE-MAIN #6







（7/19 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。


8月16日(月) 8月17日(火) 8月18日(水) 8月19日(木) 8月20日(金) 8月21日(土) 8月22日(日)


50 [字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #15（〜


5:00まで）


50 [字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #16（〜


5:00まで）


50 [字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #17（〜


5:00まで）


50 [終][字]韓国ドラマ「雲が描いた月明り」 #18（〜


5:00まで）


8月16日(月) 8月17日(火) 8月18日(水) 8月19日(木) 8月20日(金) 8月21日(土) 8月22日(日)


22


24


00 [副]バトルアスリーテス大運動


会ReSTART!


#5-8


00 [終][副]バトルアスリーテス大


運動会ReSTART!


#9-12


1818


1919
30 ドラえもん #492


00 クレヨンしんちゃん #969


30 クレヨンしんちゃん #970


20 ★『長渕剛 伝説の8.22


SPECIAL PROGRAM』


「100,000 ALL NIGHT LIVE


2015 IN 富士山麓 スペシャル・


ドキュメンタリー」


30 バトルアスリーテス大運動会


#11


00 ワールドトリガー #51


30 ワールドトリガー #52


00 [終]ドクターX〜外科医・大門


未知子〜（2016）#11


最終回SP


30 クレヨンしんちゃん #744


00 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2016）#10


00 クレヨンしんちゃん #743


00 体操ザムライ #10


00 幻想魔伝 最遊記 #31


30 幻想魔伝 最遊記 #32


00 ★新あたしンち #23


20


25


27 27


26


22


23 23


30 魔進戦隊キラメイジャー #38


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 #37


00 おぼっちゃまくん #61


30 DJ KOOのココDO KOO!? #9


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 #38


00 仮面ライダーゼロワン #36


30 仮面ライダーゼロワン #37


00 魔進戦隊キラメイジャー #37


30 仮面ライダービルド #38


00 おぼっちゃまくん #62


55 ★『長渕剛 伝説の8.22


SPECIAL PROGRAM』


「ONE MAN SHOW 2016」


26


24


25


21 21


00 バトルアスリーテス大運動会


#10


11


30 クレヨンしんちゃん #705


00 おにぎりあたためますか #704


30 ★フィロのス亭 #43


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #67


20


15 15


16 16


1717
35 仮面ライダービルド #37 35 仮面ライダービルド #38


30 あたしンち #206


00 魔進戦隊キラメイジャー #37


30 仮面ライダーゼロワン #36


30 あたしンち #207


00 魔進戦隊キラメイジャー #38


30 クレヨンしんちゃん #933


00 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2011）#9


20 警視庁･捜査一課長


Season3 #8


00 パーマン #127 #128


00 ドラえもん #151


00 クレヨンしんちゃん #379


00 ★クレヨンしんちゃん #995


30 ★新あたしンち #24


00 ドラえもん #204


6


【CSテレ朝チャンネル1 】2021年8月第3週


4


6


5


13


14


11


4


5


77


88


9 9


10


12


13


14


00 上田ちゃんネル #323


12


10


（〜引き続き）[字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」 #17


30 DJ KOOのココDO KOO!? #10


（〜引き続き）[字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」 #16


00 べしゃり暮らし #7


00 あたしンち #197


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 #39


00 クレヨンしんちゃん #380


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #69


00 仮面ライダービルド #37


00 相棒Season4 #15


「殺人セレブ」


00 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2012）#7


00 緊急取調室（2017）#3


00 ＜夜の集中放送＞


団地ともお


#25


#26


#27


#28


00 仮面ライダービルド #37


00 ドラえもん #258


00 別冊ももクロChan #245


30 [終]さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！#12


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#40


#41


#42


30 DJ KOOのココDO KOO!? #11


00 あたしンち #196


30 ★魔進戦隊キラメイジャー


#40


30 ドラマスペシャル 事件救命医2〜


IMATの奇跡〜


爆破されたドナー心臓 バスジャックの


車中で緊急手術！救えるのは政治家


か？少女の命？ノンストップ史上最悪


の4時間が始まる…


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #68


（〜引き続き）[字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」 #15


00 べしゃり暮らし #6


30 体操ザムライ #7 #8


（〜4:30まで）


30 ゲキレア珍百景 #46


00 [字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」


#11


#12


10 DJ KOOのココDO KOO!? #4


30 DOCTORS3 最強の名医


#5


30 DOCTORS3 最強の名医


#6


30 幻想魔伝 最遊記 #4


30 体操ザムライ #3 #4


（〜4:30まで）


00 ドラえもん #491


00 RE-MAIN #6


30 ★RE-MAIN #7


00 番組未定


30 体操ザムライ #5 #6


（〜4:30まで）


00 BORDER #7


30 ゲキレア珍百景 #103


00 ★別冊ももクロChan #246


00 [新]原作：池井戸潤 民王


#1


00 [字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」


#7


#8


30 ★おにぎりあたためますか


#705


00 [終]時効警察はじめました


#8


30　『長渕剛 伝説の8.22


SPECIAL PROGRAM』


「100,000 ALL NIGHT LIVE


2015 IN 富士山麓」


00 東野圭吾「秘密」 #3


00 東野圭吾「秘密」 #4


00 相棒Season6 #7


「空中の楼閣」


00 [新]DOCTORS 最強の名医


#1


00 DOCTORS 最強の名医 #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 #37


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 #38


00 仮面ライダーゼロワン #36


30 仮面ライダーゼロワン #37


00 相棒Season6 #6


「この胸の高鳴りを」


00 ★上田ちゃんネル #352


00 長渕剛 40th Anniversary


 「2019太陽の家LIVE」


00 番組未定


30 DJ KOOのココDO KOO!? #12


20 DOCTORS2 最強の名医


#2


10 おみやさん（2008-2009）


#3


10 [新][字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」


#１


#２


01 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#11


30 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#12


30 ドラマスペシャル スイッチ


元恋人同士の検事VS弁護士のラブ


リーガルサスペンス!!…母は2回殺され


た!?“背中どん男”が呼ぶ殺人連


鎖!!2人の衝撃の過去が暴かれた時!!


30 あたしンち #208


00 体操ザムライ #9


20 [新]DOCTORS2 最強の名


医 #1 初回SP


20 おみやさん（2008-2009）


#2


10 ★[字]韓国ドラマ


「彼女の私生活」


#4


#5


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#43


#44


#45


30 仮面ライダーゼロワン #37


30 ドラえもん #205 30 ドラえもん #224


00 ドォーモ 真夜中のウワサ話


#54


10 DJ KOOのココDO KOO!? #2


00 [字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」


#9


#10


10 DJ KOOのココDO KOO!? #3


00 ドラえもん #223


00 [終]べしゃり暮らし #8


00 あたしンち #198


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 #40


00 クレヨンしんちゃん #381


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #70


00 仮面ライダービルド #38


30 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2014）#4


30 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2014）#5


00 クレヨンしんちゃん #382


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #71


30 相棒Season17 #8


「微笑みの研究」


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2009）#8


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


10 [終]遺留捜査（2011）


#11


00 [新][字]韓国ドラマ


「刑務所のルールブック」


#1


#2


10 快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレ


ンジャー #37


00 ★Hello! Project


presents「ソロフェス！2」


10 [新]おみやさん（2008-


2009）#1


00 [字]韓国ドラマ


「刑務所のルールブック」


#3


#4


10 快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレ


ンジャー #38


30 ドラえもん #259


00 クレヨンしんちゃん #932


20 警視庁･捜査一課長


Season3 #9


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!!


30 [終]体操ザムライ #11


20 [終]警視庁･捜査一課長


Season3 #10


最終回SP


00 ★[字]韓国ドラマ


「彼女の私生活」


#２


#３


00 ドラえもん #410


30 ドラえもん #411 30 ドラえもん #152


（〜引き続き）体操ザムライ


#3 #4


30 カミナリのトーク番組 カミナリ／


10


#4 #5


00 警視庁・捜査一課長


Season2 #8


00 警視庁・捜査一課長


Season2 #9


（〜引き続き）体操ザムライ


#5 #6


30 カミナリのトーク番組 カミナリ／


10


#6 #7


00 ★続・裏あのちゃんねる #4


（〜引き続き）体操ザムライ


#1 #2


30 カミナリのトーク番組 カミナリ／


10


#9 #10


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2009）#6


00 あたしンち #195


30 ★魔進戦隊キラメイジャー


#39


00 クレヨンしんちゃん #378


00 べしゃり暮らし #5


00 仮面ライダーゼロワン #36


30 相棒Season17 #6


「ブラックパールの女」


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!!


00 仮面ライダーゼロワン #37


30 相棒Season17 #7


「うさぎとかめ」


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2009）#7


（〜引き続き）[終][字]韓国ドラ


マ「雲が描いた月明り」 #18


00 [新]ナサケの女〜国税局査察


官 〜 #1 初回SP


01 あたしンち #199


30 ワールドトリガー #31







（7/19 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。


8月23日(月) 8月24日(火) 8月25日(水) 8月26日(木) 8月27日(金) 8月28日(土) 8月29日(日)
（〜引き続き）[終][字]韓国ドラマ「ただひとつの愛」


#15 #16


50 CSテレ朝ナビ！！


50 CSテレ朝ナビ！！


50 [新][字]韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」 #1


（〜5:00まで）


50 [字]韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」 #2（〜


5:00まで）


50 [字]韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」 #3（〜


5:00まで）


50 [字]韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」 #4（〜


5:00まで）


8月23日(月) 8月24日(火) 8月25日(水) 8月26日(木) 8月27日(金) 8月28日(土) 8月29日(日)


20


19


17


21


18


22


24


00 東野圭吾「秘密」 #5


00 東野圭吾「秘密」 #6


00 相棒Season6 #8


「正義の翼」


00 クレヨンしんちゃん #971


00 ドラえもん #121


30 ドラえもん #122


00 ドラえもん #123


30 ドラえもん #124


00 クレヨンしんちゃん #597


30 クレヨンしんちゃん #598


00 RE-MAIN #7


30 クレヨンしんちゃん #972


12


00 [新][副]バトルアスリーテス大


運動会 ReSTART! #1


13


14


7


4


00 ワールドトリガー #53


30 ワールドトリガー #54


00 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2017）#2


21


6


10 ★[字]韓国ドラマ


「彼女の私生活」


#8


#9


30 あたしンち #210


00 魔進戦隊キラメイジャー #40


5


7


17


11


30 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2014）#6


30 ドクターX〜外科医・大門未


知子〜（2014）#7


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 #746


（〜引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #4


00 ナサケの女〜国税局査察官〜


#6


14


15


30 仮面ライダーゼロワン #39


40 カミナリのトーク番組 カミナリ／10


#3


10 [終]体操ザムライ #11


12


16


15


00 ドラえもん #153


30 相棒Season17 #11


「密着特命係24時」


30 【劇場版公開記念!!】


[終]科捜研の女（2009）#10


30 【劇場版公開記念!!】


[新]科捜研の女（2013）#1


初回SP


20 DOCTORS2 最強の名医


#5


10 おみやさん（2008-2009）


#6


10 ★[字]韓国ドラマ


「彼女の私生活」


#6


#7


30 相棒Season17 #10


元日SP


「ディーバ」


10 [字]韓国ドラマ


「刑務所のルールブック」


#7


#8


16


00 相棒Season6 #9


「編集された殺人」


00 【劇場版公開記念!!週末一挙


放送】


科捜研の女（2009）


#8-10[終]


10 おみやさん（2008-2009）


#5


00 【アンコール放送！】


ナオトの日 スペシャルLIVE 2021


〜じゅっしゅぅ、じゅっしゅぅ、10周


年!! あなたが思うよりおまっトゥリ


です!!〜


30 番組未定


5


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 #39


20


9


19


8


10


30 ★[終]新あたしンち #26


00 あたしンち #204


00 ★新あたしンち #25


00 ドラえもん #225


30 仮面ライダーゼロワン #39


00 ドラえもん #206


30 ドラえもん #207 30 ドラえもん #226
18


00 [終]警視庁・捜査一課長


Season2 #10


最終回SP


40 DJ KOOのココDO KOO!? #6
30 DOCTORS3 最強の名医


#7


30 DOCTORS3 最強の名医


#8


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!!


13


00 DOCTORS 最強の名医 #3


20 DOCTORS2 最強の名医


#4


26


27


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#46


#47


#48


【CSテレ朝チャンネル1 】2021年7月第4週


4


6


11


（〜引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #3


10


00 ナサケの女〜国税局査察官〜


#5


00 あたしンち #203


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 #42


00 クレヨンしんちゃん #386


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #75


00 仮面ライダービルド #40


8


9


30 ★魔進戦隊キラメイジャー


#41


00 クレヨンしんちゃん #383


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #72


00 あたしンち #202


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 #41


00 仮面ライダーゼロワン #38


25


27


25


24


22


23


00 上田ちゃんネル #352


00 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#13


30 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#14


00 幻想魔伝 最遊記 #33


30 幻想魔伝 最遊記 #34


30 ★RE-MAIN #8


00 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #7


30 ★ゲキレア珍百景 #157


00 [終]BORDER #9


00 [終][字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」


#15


#16


（〜4:10まで）


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）


23


00 BORDER #8


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#49


#50


#51


30 DJ KOOのココDO KOO!? #2


00 おぼっちゃまくん #63


30 DJ KOOのココDO KOO!? #1


26
30 魔進戦隊キラメイジャー #40


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 #39


30 仮面ライダービルド #39


00 ドラえもん #412


30 ドラえもん #413


00 クレヨンしんちゃん #834


30 クレヨンしんちゃん #835


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 #39


00 緊急取調室（2017）#4


30 仮面ライダーゼロワン #39


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 #40


00 仮面ライダーゼロワン #38


00 相棒Season4 #16


「天才の系譜」


30 バトルアスリーテス大運動会


#13


30 DJ KOOのココDO KOO!? #13


00 おぼっちゃまくん #64


30 DJ KOOのココDO KOO!? #14


00 [終]ドクターX〜外科医・大門


未知子〜（2012）#8


最終回SP


00 魔進戦隊キラメイジャー #39


00 ★電脳少女シロの超サイキ道DX


シロちゃん４歳ほちょにおめでとう!!!!


４つの企画でお祝い１時間SP


10 DJ KOOのココDO KOO!? #5


00 [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


00 クレヨンしんちゃん #387


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #76


00 パーマン #129 #130


30 仮面ライダーゼロワン #38


00 映画クレヨンしんちゃん


アクション仮面VSハイグレ魔王


20 DOCTORS2 最強の名医


#6


00 クレヨンしんちゃん #745


10 おみやさん（2008-2009）


#7


30 幻想魔伝 最遊記 #5


30 ドラえもん #154


10 [字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」


#3


#4


10 おみやさん（2008-2009）


#8


00 原作：池井戸潤 民王 #3


30 あたしンち #209


00 魔進戦隊キラメイジャー #39


00 ★クレヨンしんちゃん #996


30 クレヨンしんちゃん #706


00 [新]ドクターX〜外科医・大門


未知子〜（2013）#1


初回SP


01 緊急取調室（2017）#5


（〜引き続き）[新][字]韓国ドラ


マ「運命のように君を愛してる」


#1


00 ナサケの女〜国税局査察官〜


#3


00 仮面ライダーゼロワン #39


30 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 あたしンち #201


30 ★魔進戦隊キラメイジャー


#42


00 クレヨンしんちゃん #384


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #73


（〜引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #2


00 ナサケの女〜国税局査察官〜


#4


00 仮面ライダービルド #39


00 ＜夜の集中放送＞


団地ともお


#29


#30


#31


#32


00 仮面ライダービルド #39


30 仮面ライダービルド #40


30 クレヨンしんちゃん #935


20 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #40


30 ドラえもん #262


00 クレヨンしんちゃん #934


00 ドラえもん #260


00 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2011）#11


00 相棒Season4 #17


「告発の行方」


（〜引き続き）体操ザムライ


#7 #8


30 カミナリのトーク番組 カミナリ／


10


#8 #9
00 ナサケの女〜国税局査察官〜


#2


00 あたしンち #200


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!!


50 [字]韓国ドラマ


「刑務所のルールブック」


#5


#6


00 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2011）#10


30 相棒Season17 #9


「刑事一人」


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2009）#9


00 仮面ライダーゼロワン #38


10 DOCTORS2 最強の名医


#3


00 おみやさん（2008-2009）


#4


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 #40


（〜引き続き）体操ザムライ


#9 #10


30 カミナリのトーク番組 カミナリ／


10


#1 #2


30 ＜夜の集中放送＞団地ともお


#1-3（〜5:00まで）


00 [字]韓国ドラマ


「ただひとつの愛」


#13


#14


30 体操ザムライ #9 #10


（〜4:30まで）


00 原作：池井戸潤 民王 #2


30 あたしンち #211


00 体操ザムライ #10


00 おにぎりあたためますか #705


30 ★おにぎりあたためますか


#706


00 DOCTORS 最強の名医 #4


30 囲碁将棋の山はなんでも知っ


ている #1 #2


00 別冊ももクロChan #246


00 【劇場版公開記念!!週末一挙


放送】


科捜研の女（2009）


#1-7


45 番組未定


00 映画クレヨンしんちゃん


ブリブリ王国の秘宝


30 ワールドトリガー #32


15 囲碁将棋の山はなんでも知っている #3


00 ドォーモ 真夜中のウワサ話


#56


30 ゲキレア珍百景 #104


00 ドラえもん #493


30 [副]バトルアスリーテス大運動


会 ReSTART! #2


00 バトルアスリーテス大運動会


#12


00 [新]ドクターX〜外科医・大門


未知子〜（2017）#1


 初回SP


20 DOCTORS2 最強の名医


#7


30 ドラえもん #494


00 クレヨンしんちゃん #385


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #74


00 AKB48チーム8のあんた、ロ


ケロケ！ターボ #55







（7/16 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。


8月30日(月) 8月31日(火) 9月1日(水) 9月2日(木) 9月3日(金) 9月4日(土) 9月5日(日)


20 CSテレ朝ナビ！！


50 CSテレ朝ナビ！！


50 [字]韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」 #5（〜


5:00まで）


50 [字]韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」 #6（〜


5:00まで）


8月30日(月) 8月31日(火) 9月1日(水) 9月2日(木) 9月3日(金) 9月4日(土) 9月5日(日)


5


00 [終]ナサケの女〜国税局査察


官〜 #8 最終回SP


30 ★魔進戦隊キラメイジャー


#43


30 ★魔進戦隊キラメイジャー


#44


5


6


01 あたしンち #206


6


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #78


8


7


00 クレヨンしんちゃん #388 00 クレヨンしんちゃん #389


8


00 仮面ライダーゼロワン #40 00 仮面ライダーゼロワン #41


30 相棒Season17 #12


「怖い家」


30 相棒Season17 #13


「10億分の1」


15 15


9 9


13


【CSテレ朝チャンネル1 】2021年9月第1週


4


（〜引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #5


7
30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #77


10 10
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 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


17


11 11


12 1220 DOCTORS2 最強の名医


#8


13


16 16


14 14


4


17
35 仮面ライダービルド #40 30 仮面ライダービルド #41


19


00 クレヨンしんちゃん #836 00 クレヨンしんちゃん #936


18
30 ドラえもん #415 30 ドラえもん #264


18


00 ドラえもん #414 00 ドラえもん #263


19
30 クレヨンしんちゃん #837 30 クレヨンしんちゃん #937


20


00 【劇場版公開記念!!】]科捜研


の女（2011）#13


21


00 相棒Season4 #20


「7人の容疑者」


23


22


00 相棒Season4 #19


「ついてない女」


23


00 緊急取調室（2017）#6


21


22


00 [終]相棒Season4 #21


最終回SP


「桜田門内の変」


27


00 おぼっちゃまくん #65


25
30 仮面ライダーゼロワン #41


00 おぼっちゃまくん #66


2730 DJ KOOのココDO KOO!? #3 30 DJ KOOのココDO KOO!? #4


26


00 魔進戦隊キラメイジャー #41 00 仮面ライダービルド #41


00 相棒Season4 #18


「節約殺人」


24
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 #42


24


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 #41


00 ＜夜の集中放送＞


団地ともお


#33


#34


#35


#36


25


00 仮面ライダーゼロワン #40


26
30 魔進戦隊キラメイジャー #42 30 仮面ライダービルド #42


20


（〜引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #6


00 ナサケの女〜国税局査察官〜


#7


00 あたしンち #205


10 おみやさん（2008-2009）


#9


00 [字]韓国ドラマ


「刑務所のルールブック」


#9


#10


10 快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレ


ンジャー #41


00 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2011）#12


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2013）#2


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2013）#3


10  [字]韓国ドラマ


「刑務所のルールブック」


#11


#12


20 [終]DOCTORS2 最強の名


医 #9 最終回SP


20 おみやさん（2008-2009）


#10


（〜引き続き）


＜夜の集中放送＞団地ともお


#1-3

































Page 1 of 6


DATE: 2021/06/02 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。


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


130-200a


200-230a


230-300a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


300-330a


330-400a


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


11:05 ショッピング・インフォメーション(日)


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13話(終)【二】


06:00 ジェシカおばさんの事件簿
（シーズン3）


20
【二】


07:10 ジェシカおばさんの事件簿
（シーズン3）


21(終)
【二】


08:20 CSI : 科学捜査班
（シーズン13）


11
【字】


09:45 かんたん健康トレーニング 5【日】


10:00 アウトランダー（シーズン4）
10


【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


23:00
HAWAII FIVE-0（シーズン10）


11
【字】


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: 7月 2021


300-330a


330-400a


400-430a


430-500a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


11:20 かんたん健康トレーニング
#6-7【日】


11:50 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


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10～12話
【二】


17:50
アンフォゲッタブル


完全記憶捜査
（シーズン3）
一挙放送
第2～5話


【二】


21:50 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～#6-10【日】


00:00
バイオニック・ジェミー


（シーズン2）
第11～16話


(二)


22:00
HAWAII FIVE-0（シーズン10）


10
【字】


16:25
アンフォゲッタブル


完全記憶捜査（シーズン3）
一挙放送　第1話【二】


17:20 ショッピング・
インフォメーション(日)


14:55 ショッピング・
インフォメーション(日)







Page 2 of 6


DATE: 2021/06/02 Grid: #


(ET) 月曜日 2021/08/02 火曜日 2021/08/03 水曜日 2021/08/04 木曜日 2021/08/05 金曜日 2021/08/06 土曜日 2021/08/07 日曜日 2021/08/08 (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。


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


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


330-400a


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


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
（シーズン2）


17
(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22～23話


(二)


300-330a


230-300a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
11


【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


11
【字】


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス
第21～22話


(二)


09:55 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


12
【二】


11:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
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）
 7


【二】
12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！


～マイアミ＆ハワイ旅～11【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
8


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
 9


【二】


22:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
12


【字】


23:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


15
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン2）
7


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン2）
8


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン2）
9


【二】


03:30 マイアミ・バイス
21
(二)


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
12


【二】


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス
第23話(終)


(二)


04:30 マイアミ・バイス
22
(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
（シーズン2）


18
(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）
12


【二】


11:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


15
【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン2）
12


【二】


03:30 マイアミ・バイス
23(終)
(二)


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


1
(二)


05:30 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≫


マイアミ・バイス（シーズン2）
第1話
(二)


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


12
【字】


22:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


15
【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）


10
【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 8【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン2）


19
(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）
10


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン2）
11


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
 10


【二】
12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ 12【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
 11


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
 12


【二】


09:55 私立探偵マグナム
（シーズン2）


15
【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）


10
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
 13


【二】
12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ 13【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
 14


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
15


【二】


23:00 シカゴ・ジャスティス
11


【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン2）
13


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン2）
14


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン2）
15


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


2
(二)


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
13


【二】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン8）
第25話(終)


【二】


20:05
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン9）
 1


【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


13
【字】


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス
（シーズン2）
第2～3話


(二)


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
14


【二】


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


3
(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
（シーズン2）


20
(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）


10
【二】


11:00 シカゴ・ジャスティス
11


【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）


10
【字】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン2）
18


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


4
(二)


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


5
(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


14
【字】


22:00 シカゴ・ジャスティス
11


【字】


23:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


13
【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
（シーズン2）


21
(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）
16


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン2）
17


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
16


【二】
12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！


～マイアミ＆ハワイ旅～ 14(終)【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
17


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
18


【二】


09:55 シカゴ・ジャスティス
11


【字】


11:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


13
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
19


【二】
12:58 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（シーズン2）
20


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
21


【二】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン2）
19


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン2）
20


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン2）
21


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


6
(二)


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
15


【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


15
【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)


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


7
(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）
12


【二】


07:10 ナイトライダー（シーズン4）
13


【二】


08:20 ナイトライダー（シーズン4）
14


【二】


09:45 かんたん健康トレーニング 6【日】


22:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


13
【字】


23:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
13


【字】


06:00 マイアミ・バイス
1


(二)


07:10 マイアミ・バイス
2


(二)


08:20 マイアミ・バイス
3


(二)


09:45 かんたん健康トレーニング 7【日】


10:00 アウトランダー（シーズン4）
11


【字】


11:10 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)


11:25 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


11:30 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【日】


14:55 ショッピング・
インフォメーション(日)


20:50 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～#11-14,1【日】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


22:00(新)
SUPERGIRL / スーパーガール


（シーズン5）
1


【字】


23:00
ARROW / アロー（シーズン8）


10(終)
【字】


00:00
【土夜激アワー：オトナのシネマ】


≪映画≫
ワイルドシングス


（R15相当）
【字】


20:50 シカゴ P.D.（シーズン7）
13


【字】


22:00
HAWAII FIVE-0（シーズン10）


12
【字】


23:00
HAWAII FIVE-0（シーズン10）


13
【字】


00:00
バイオニック・ジェミー


（シーズン2）
第17～22話(終)


(二)


10:00
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン13）
第12,14～16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17～19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20～22話（終）
【字】


21:50 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ #1-5【日】


02:00
≪新シーズン直前！≫


LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官


一挙放送
第1～4話


【字】


17:50
アンフォゲッタブル


完全記憶捜査
（シーズン3）
一挙放送


第11～13話(終)
【二】


21:00 マイアミ・バイス
3


(二)


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


12:00
アンフォゲッタブル


完全記憶捜査
（シーズン3）
一挙放送
第6～8話


【二】


15:25
アンフォゲッタブル


完全記憶捜査
（シーズン3）
一挙放送
第9～10話


【二】


930-1000a


1000-1030a


1030-1100a


1100-1130a


1130-000p


000-030p


030-100p


100-130p


130-200p


200-230p


230-300p


300-330p


830-900p


900-930p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


600-630p


AXN


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


300-330a


1130-000a


000-030a


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24～25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26～27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28～29話(終)


(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4）
第1～2話


(二)


MONTH: 8月 2021


330-400a


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス
（シーズン2）
第4～5話


(二)


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス
（シーズン2）
第6～7話


(二)


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン8）
第21～22話


【二】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン8）
第23～24話


【二】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン9）
第2～3話


【二】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン9）
第4～5話


【二】
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DATE: 2021/06/02 Grid: #


(ET) 月曜日 2021/08/09 火曜日 2021/08/10 水曜日 2021/08/11 木曜日 2021/08/12 金曜日 2021/08/13 土曜日 2021/08/14 日曜日 2021/08/15 (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。


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


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


330-400a


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


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
（シーズン2）


22(終)
(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4）
第3～4話


(二)


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
24(終)
【二】


09:55 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


13
【二】


11:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
13


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
22


【二】
12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！


～マイアミ＆ハワイ旅～ 2【日】


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
16


【二】


830-900p


500-530p


300-330a


230-300a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン9）
第6～7話


【二】


530-600p


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン2）
23


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン2）
24(終)
【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


8
(二)


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
17


【二】


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


9
(二)


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス（シーズン2）
第8～9話


(二)


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


16
【字】


22:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
13


【字】


23:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


16
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン2）
22


【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 2【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


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）
13


【二】


11:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


16
【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


17
【字】


22:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


16
【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）


11
【字】


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス（シーズン2）
第10～11話


(二)


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


02:25 CSI : マイアミ（シーズン3）
3


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


10
(二)


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


11
(二)


01:00 CSI : マイアミ（シーズン2）
23


【二】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン3）
1


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン3）
2


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
1


【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（シーズン3）
2


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
3


【二】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン9）
第8～9話


【二】


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
18


【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


18
【字】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン9）
第10～11話


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
5


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
6


【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3）


2
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


22:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


11
【字】


23:00 シカゴ・ジャスティス
12


【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン3）
4


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン3）
5


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン3）
6


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


12
(二)


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
19


【二】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン9）
第12～13話


【二】


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


13
(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 4【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


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）


11
【二】


11:00 シカゴ・ジャスティス
12


【字】


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


15
(二)


05:30 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3）
7


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン3）
12


【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 5【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


4
(二)


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


19
【字】


22:00 シカゴ・ジャスティス
12


【字】


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（シーズン3）
11


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン3）
11


【二】
01:15 CSI : マイアミ（シーズン3）


8
【二】


02:35 CSI : マイアミ（シーズン3）
9


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


14
(二)


23:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


14
【字】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
7


【二】


13:15
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
8【二】


14:05
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
9


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


16
(二)


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


17
(二)


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン9）
第14～15話


【二】


02:00
≪新シーズン直前！≫


LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官


一挙放送
第5～7話


【字】


23:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
14


【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン3）
10


【二】


06:00 ナイトライダー（シーズン4）
15


【二】


07:10 ナイトライダー（シーズン4）
16


【二】


08:20 ナイトライダー（シーズン4）
17


【二】


09:45 かんたん健康トレーニング 8【日】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


20
【字】


22:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


14
【字】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
12


【二】


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム
20(終)
【二】


14:25
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン14）


第5～7話
【字】


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


05:30 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【日】


23:00 ＧＯＴＨＡＭ / ゴッサム
（シーズン5）


1
【字】


00:00
【土夜激アワー：オトナのシネマ】


≪映画≫
ワイルドシングス２


（R15相当）
【字】


06:00 マイアミ・バイス
4


(二)


07:10 マイアミ・バイス
5


(二)


08:20 マイアミ・バイス
6


(二)


09:45 かんたん健康トレーニング 9【日】


10:00 アウトランダー（シーズン4）
12


【字】


22:00
SUPERGIRL / スーパーガール


（シーズン5）
2


【字】


21:50 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ #6-10【日】


11:05 ショッピング・インフォメーション(日)


11:30 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【日】


12:00
【スター絶叫！


ホラー＆サスペンス映画特集】
≪映画≫


フラットライナーズ
【字】


14:05 ショッピング・
インフォメーション(日)


11:20 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


05:00 ショッピング・
インフォメーション(日)


17:50
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン14）
第8～11話


【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14）


第1～4話
【字】


14:35
【スター絶叫！


ホラー＆サスペンス映画特集】
≪映画≫


インビジブル
【字】


16:40 ショッピング・
インフォメーション(日)


17:10
【スター絶叫！


ホラー＆サスペンス映画特集】
≪映画≫


インビジブル２
【字】


19:10
【スター絶叫！


ホラー＆サスペンス映画特集】
≪映画≫


エミリー・ローズ
【字】


21:30 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【日】


22:00
HAWAII FIVE-0（シーズン10）


14
【字】


23:00
HAWAII FIVE-0（シーズン10）


15
【字】


00:00
≪映画≫


インビジブル
【字】


02:05
≪映画≫


インビジブル２
【字】


03:50
≪映画≫


フラットライナーズ
【字】


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


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


300-330a


330-400a


400-430a


430-500a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


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4）
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4）
第7～8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4）
第9～10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4）
第11～12話


(二)


AXN


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス（シーズン2）
第14～15話


(二)


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス（シーズン2）
第16～17話


(二)


09:55 シカゴ・ジャスティス
12


【字】


11:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


14
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
10


【二】


MONTH: 8月 2021


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス（シーズン2）
第12～13話


(二)


09:55 私立探偵マグナム
（シーズン2）


16
【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）


11
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
4


【二】
12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！


～マイアミ＆ハワイ旅～ 4【日】
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DATE: 2021/06/02 Grid: #


(ET) 月曜日 2021/08/16 火曜日 2021/08/17 水曜日 2021/08/18 木曜日 2021/08/19 金曜日 2021/08/20 土曜日 2021/08/21 日曜日 2021/08/22 (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。


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


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


330-400a


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


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3）


5
(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4）
第13～14話


(二)


300-330a


230-300a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


09:55 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


14
【二】


11:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
14


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
13


【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（シーズン3）
14


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
15


【二】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン3）
13


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン3）
14


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン3）
15


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


18
(二)


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム（シーズン2）
1


【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


21
【字】


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス（シーズン2）
第18～19話


(二)


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン9）
第16～17話


【二】


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


19
(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 7【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


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）
14


【二】


11:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


17
【二】


22:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
14


【字】


23:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


17
【字】


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


21
(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 8【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


7
(二)


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査


22(終)
【字】


22:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


17
【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）


12
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン3）
16


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
16


【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（シーズン3）
20


【二】


01:15 CSI : マイアミ（シーズン3）
17


【二】


02:35 CSI : マイアミ（シーズン3）
18


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


20
(二)


13:15
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
17【二】


14:10
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
18


【二】


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム（シーズン2）
2


【二】


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス（シーズン2）
第20～21話


(二)


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン9）
第18～19話


【二】


23:00 シカゴ・ジャスティス
13(終)
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン3）
19


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン3）
20


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン3）
21


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
21


【二】


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム（シーズン2）
3


【二】


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス（シーズン2）
第22～23話(終)


(二)


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン9）
第20～21話


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


22
(二)


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン2）


23(終)
(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 9【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


8
(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）


12
【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン2）


1
【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）


12
【字】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


1
(二)


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン2）


2
【字】


22:00 シカゴ・ジャスティス
13(終)
【字】


11:00 シカゴ・ジャスティス
13(終)
【字】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
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（シーズン3）
23


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
24(終)
【二】


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム（シーズン2）
4


【二】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン9）
第22～23話


【二】


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


2
(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10【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


9
(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
13(終)
【字】


00:50 CSI : マイアミ（シーズン3）
22


【二】


01:50 CSI : マイアミ（シーズン3）
23


【二】


02:40 CSI : マイアミ（シーズン3）
24(終)
【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン2）


3
【字】


23:00
≪クロスオーバー≫


シカゴ・ファイア（シーズン8）
第15話


×
シカゴ P.D.（シーズン7）


第15話
【字】


22:00
≪クロスオーバー≫


シカゴ・ファイア（シーズン8）
第15話


×
シカゴ P.D.（シーズン7）


第15話
【字】


12:40
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
1


【二】


13:40
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
2


【二】


14:40
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
3【二】


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム（シーズン2）
5


【二】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン4）
1


【二】


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス（シーズン3）
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（シーズン3）
第3～4話


(二)


01:00 CSI : マイアミ（シーズン4）
2


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン4）
3


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


3
(二)


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


4
(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）
18


【二】


07:10 ナイトライダー（シーズン4）
19


【二】


08:20 ナイトライダー（シーズン4）
20


【二】


09:45 かんたん健康トレーニング 10【日】


10:00
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン14）
第12～15話


【字】


13:55 ショッピング・
インフォメーション(日)


14:25
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン14）
第16～18話


【字】


17:20 ショッピング・
インフォメーション(日)


17:50
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン14）


第19～22話(終)
【字】


21:50 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～#11-14,1【日】


22:00
SUPERGIRL / スーパーガール


（シーズン5）
3


【字】


23:00
ＧＯＴＨＡＭ / ゴッサム


（シーズン5）
2


【字】


00:00
【土夜激アワー：オトナのシネマ】


≪映画≫
ワイルドシングス３


（R15相当）
【字】


05:00 ショッピング・
インフォメーション(日)


05:30 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【日】


02:00
≪新シーズン直前！≫


LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官


一挙放送
第8～10話


【字】


06:00 マイアミ・バイス
7


(二)


07:10 マイアミ・バイス
8


(二)


08:20 マイアミ・バイス
9


(二)


09:45 とっても！かんたん健康ストレッチ 1【日】


10:00 アウトランダー（シーズン4）
13(終)
【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】


11:30 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【日】


12:00
【スター絶叫！


ホラー＆サスペンス映画特集】
≪映画≫


ジキル＆ハイド
【字】


14:05 ショッピング・
インフォメーション(日)


14:35
【スター絶叫！


ホラー＆サスペンス映画特集】≪
映画≫


パニック・ルーム
【字】


16:40 ショッピング・
インフォメーション(日)


17:10
【スター絶叫！


ホラー＆サスペンス映画特集】
≪映画≫
モーテル


【字】


19:00
【スター絶叫！


ホラー＆サスペンス映画特集】
≪映画≫
キャリー


【字】


21:00 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【日】


22:00
HAWAII FIVE-0（シーズン10）


16
【字】


21:30 とっても！かんたん
健康ストレッチ #2-3【日】


23:00
HAWAII FIVE-0（シーズン10）


17
【字】


00:00
≪映画≫


エミリー・ローズ
【字】


02:45
≪映画≫


パニック・ルーム
【字】


04:50 ショッピング・
インフォメーション(日)


05:20 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【日】


05:50 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


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


100-130a


730-800p


800-830p


830-900p


900-930p


930-1000p


1000-1030p


530-600a


AXN
MONTH: 8月 2021


130-200a


200-230a


230-300a


300-330a


330-400a


400-430a


1030-1100p


430-500a


500-530a


1100-1130p


1130-000a


000-030a


030-100a


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン9）
第24～25話(終)


【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4）
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4）
第17～18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4）
第19～20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4）
第21～22話


(二)


11:00
≪クロスオーバー≫


シカゴ・ファイア（シーズン8）
第15話


×
シカゴ P.D.（シーズン7）


第15話
【二】


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 私立探偵マグナム
（シーズン2）


17
【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）


12
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン3）
19


【二】
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09:55 私立探偵マグナム
（シーズン2）


18
【二】


10:00
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン15）


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15）


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15）
第8～11話


【字】


10:00
シカゴ・ジャスティス


一挙放送
第1～4話


【字】


13:55
シカゴ・ジャスティス


一挙放送
第5～7話


【字】


17:05
シカゴ・ジャスティス


一挙放送
第8～13話(終)


【字】


16:35 ショッピング・
インフォメーション(日)


11:00 シェイズ・オブ・ブルー
ブルックリン警察（シーズン2）


13(終)
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
11


【二】


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


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


330-400a


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


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3）


10
(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4）
第23～24話


(二)


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
6


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
4


【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4）
5


【二】


09:55
≪クロスオーバー≫


シカゴ・ファイア（シーズン8）
第15話


×
シカゴ P.D.（シーズン7）


第15話
【二】


500-530p


300-330a


230-300a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


530-600p


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


02:25 CSI : マイアミ（シーズン4）
6


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


5
(二)


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム（シーズン2）
7


【二】


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


6
(二)


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス（シーズン3）
第5～6話


(二)


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン2）


4
【字】


22:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
15


【字】


23:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


18
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン4）
4


【二】


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム（シーズン2）
6


【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3）


11
(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）
15


【二】


11:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


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（シーズン2）


5
【字】


22:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


18
【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）


13(終)
【字】


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス（シーズン3）
第7～8話


(二)


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


02:25 CSI : マイアミ（シーズン4）
10


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


7
(二)


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


8
(二)


01:00 CSI : マイアミ（シーズン4）
5


【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 1【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


12
(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4）
8


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン4）
9


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
8


【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4）
9


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
10


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


11
(二)


01:00 CSI : マイアミ（シーズン4）
15


【二】


12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ 11【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
12


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
13


【二】


23:00 ≪新シーズン直前！≫
LA's FINEST /


ロサンゼルス捜査官
13(終)
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン4）
11


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン4）
12


【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 2【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


13
(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）


13(終)
【二】


11:00 ≪新シーズン直前！≫
LA's FINEST /


ロサンゼルス捜査官
13(終)
【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）


13(終)
【字】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン4）
16


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン4）
13


【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 3【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


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（シーズン4）
14


【二】


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


10
(二)


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


9
(二)


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム（シーズン2）
8


【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン2）


6
【字】


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス（シーズン3）
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（シーズン2）
10


【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン2）


8
【字】


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス（シーズン3）
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（シーズン3）
第13～14話


(二)


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


12
(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（シーズン2）


7
【字】


22:00 ≪新シーズン直前！≫
LA's FINEST /


ロサンゼルス捜査官
13(終)
【字】


23:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


16
【字】


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム（シーズン2）
9


【二】


11:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


16
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
17


【二】
12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ 13【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
18


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
19


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
14


【二】
12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～ 12【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
15


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
16


【二】


22:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


16
【字】


23:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
16


【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン4）
17


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン4）
18


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン4）
19


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


13
(二)


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


14
(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）
21(終)
【二】


07:10
HAWAII FIVE-0（シーズン10）


9
【二】


08:20
HAWAII FIVE-0（シーズン10）


10
【二】


09:45 とっても！かんたん健康ストレッチ 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）
4


【字】


23:00
ＧＯＴＨＡＭ / ゴッサム


（シーズン5）
3


【字】


00:00
【土夜激アワー：オトナのシネマ】


≪映画≫
ワイルドシングス４


（R15相当）
【字】


04:55 ショッピング・
インフォメーション(日)


02:00
≪新シーズン直前！≫


LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官


一挙放送
第11～13話(終)


【字】


05:25 とっても！かんたん
健康ストレッチ #8-9【日】


05:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


06:00 マイアミ・バイス
10
(二)


07:10 マイアミ・バイス
11
(二)


08:20 マイアミ・バイス
12
(二)


09:45 とっても！かんたん健康ストレッチ 3【日】


13:25 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）


18
【字】


23:00
HAWAII FIVE-0（シーズン10）


19
【字】


00:00
≪映画≫
キャリー


【字】


02:05
≪映画≫
モーテル


【字】


03:45
≪映画≫


ジキル＆ハイド
【字】


05:45 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


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


300-330a


330-400a


400-430a


430-500a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


AXN
MONTH: 8月 2021


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン10）
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10）
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10）
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10）
第7～8話


【二】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン10）
第9～10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4）
第25～26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4）
第27～28話(終)


(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5）
第1～2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5）
第3～4話


(二)


09:55 ≪新シーズン直前！≫
LA's FINEST /


ロサンゼルス捜査官
13(終)
【二】
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DATE: 2021/06/02 Grid: #


(ET) 月曜日 2021/08/30 火曜日 2021/08/31 水曜日 2021/09/01 木曜日 2021/09/02 金曜日 2021/09/03 土曜日 2021/09/04 日曜日 2021/09/05 (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。


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


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


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 4【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


15
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


300-330a


330-400a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン2）


9
【字】


09:55 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


16
【二】


11:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
16


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
20


【二】
12:58 熱中！夢中！Stay Tuned！


～マイアミ＆ハワイ旅～ 14(終)【日】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
21


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
22


【二】


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス（シーズン3）
第15～16話


(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 5【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


16
(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）
16


【二】


11:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


19
【二】


22:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
16


【字】


23:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


19
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン4）
20


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
23


【二】
12:58 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（シーズン4）
24


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン4）
25(終)
【二】


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム（シーズン2）
13


【二】


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


16
(二)


01:00 CSI : マイアミ（シーズン4）
21


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン4）
22


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


15
(二)


15:30
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


私立探偵マグナム（シーズン2）
11


【二】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン4）
23


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン4）
24


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン4）
25(終)
【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


17
(二)


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


18
(二)


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン2）


10
【字】


22:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


19
【字】


23:00 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【日】


900-930a


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5）
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5）
第7～8話


(二)


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


23:30 さらばCSI : 科学捜査班
 ～グレート・メモリーズ～【字】


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


830-900a


930-1000a


1000-1030a


1030-1100a


1100-1130a


1130-000p


000-030p


030-100p


100-130p


130-200p


200-230p


230-300p


300-330p


900-930p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


600-630p


AXN


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


300-330a


1130-000a


000-030a


17:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


マイアミ・バイス（シーズン3）
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10）
第11・13話


【二】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン10）
第14～15話


【二】


MONTH: 8月 2021


330-400a


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p





		1W

		2W

		3W

		4W

		5W

		6W
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(ET) 日曜日 2021/08/01 (ET)


注　:　   （二)  二カ国語　　   　　（字)  字幕　　　 　　　（日） 日本語　　 　　　（吹)  吹替 　　（　）表記はSD作品
　　　　　【二】  二カ国語　　　　　【字】  字幕　　　　　　【日】 日本語　　　　　　【吹】吹替　　　【　】表記はHD作品
　　　　　『二』  二カ国語　　　　　『字』  字幕　　　　　　『日』 日本語　　　　　　『吹』吹替　　　『　　』表記はアップコンバートした作品


06:30
赤かぶ検事奮戦記シリーズ


#27～28
(日)


400-430a


430-500a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


600-630p


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


300-330a


330-400a


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


300-330p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


1030-1100a


1100-1130a


1130-000p


530-600p


000-030p


030-100p


100-130p


130-200p


200-230p


230-300p


04:15 小京都ミステリー
4


(日)


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


830-900a


900-930a


930-1000a


1000-1030a


06:00 インフォメーション


15:30 インフォメーション


16:00
名探偵と最高の相棒特集


主任警部モース
1


【字】


11:00 ニュー・トリックス
～退職デカの事件簿～


（シーズン9）#1～4
【字】


18:00 主任警部モース
2


【字】


20:00 主任警部モース
3


【字】


22:15
名探偵と最高の相棒特集


小京都ミステリー
1


(日)


00:15 小京都ミステリー
2


(日)


02:15 小京都ミステリー
3


(日)


300-330a


330-400a


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


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 2 of 6


(ET) 月曜日 2021/08/02 火曜日 2021/08/03 水曜日 2021/08/04 木曜日 2021/08/05 金曜日 2021/08/06 土曜日 2021/08/07 日曜日 2021/08/08 (ET)


注　:　   （二)  二カ国語　　   　　（字)  字幕　　　 　　　（日） 日本語　　 　　　（吹)  吹替 　　（　）表記はSD作品
　　　　　【二】  二カ国語　　　　　【字】  字幕　　　　　　【日】 日本語　　　　　　【吹】吹替　　　【　】表記はHD作品
　　　　　『二』  二カ国語　　　　　『字』  字幕　　　　　　『日』 日本語　　　　　　『吹』吹替　　　『　　』表記はアップコンバートした作品


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#1～2
【字】


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#3～4
【字】


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#5～6
【字】


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#7～8
【字】


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


430-500a


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


09:40 インフォメーション


10:10 ブラウン神父
（シーズン7）セレクション【字】


06:30
赤かぶ検事奮戦記シリーズ


#29～30（終）
(日)


300-330a


330-400a


400-430a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


02:00
シェトランド（シーズン3）


1
【字】


04:00
シェトランド（シーズン3）


2
【字】


06:00 インフォメーション


08:40
松本清張　白い闇


『日』


15:30 インフォメーション


16:00 名探偵アワー
シェトランド（シーズン3）


1
【字】


18:00
シェトランド（シーズン3）


2
【字】


20:00
もう一人のバーナビー警部


蜂の一刺し
【字】


11:00 ニュー・トリックス
～退職デカの事件簿～


（シーズン9）#5～8
【字】


06:00 インフォメーション


18:00 ヴェラ～信念の女警部
～（シーズン7）


2
【字】


20:00 主任警部モース
29


【字】


22:00 バーナビー警部全81話
コンプリート放送
バーナビー警部


75
【字】


23:55 バーナビー警部
76


【字】


22:00 バーナビー警部全81話
コンプリート放送
バーナビー警部


73
【字】


23:55 バーナビー警部
74


【字】


21:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪5【日】


22:00 バーナビー警部全81話
コンプリート放送
バーナビー警部


77
【字】


01:40 インフォメーション


02:10
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン7）
1


【字】


04:15 ヴェラ～信念の女警部
～（シーズン7）


2
【字】


06:00 インフォメーション


08:40
松本清張　眼の気流


『日』


15:30 インフォメーション15:30 インフォメーション


16:00 名探偵アワー
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン7）
1


【字】


23:55 バーナビー警部
78


【字】


01:40
パティシエ探偵ハンナ


1
【字】


03:20
パティシエ探偵ハンナ


2
【字】


05:00 メンテナンスのため
放送休止


06:00 インフォメーション


08:40
松本清張　ガラスの城


～伊豆修善寺殺人事件～
【日】


16:00 名探偵アワー
パティシエ探偵ハンナ


1
【字】


18:00
パティシエ探偵ハンナ


2
【字】


20:00 ダブリン 悪意の森
6


【字】


21:15 インフォメーション


04:20
ガレージセール・ミステリー


アンティーク探偵ジェニファー
4


【字】


06:00 インフォメーション


08:40
松本清張　強き蟻
／米倉涼子主演


【日】


15:30 インフォメーション


16:00 名探偵アワー
ガレージセール・ミステリー


アンティーク探偵ジェニファー
3


【字】


18:00
ガレージセール・ミステリー


アンティーク探偵ジェニファー
4


【字】


20:00 13 サーティーン
／誘拐事件ファイル


3【字】


21:00 13 サーティーン
／誘拐事件ファイル


4【字】


17:00 ミステリー in パラダイス
（シーズン10）


6【字】


18:00 ミステリー in パラダイス
（シーズン10）


7【字】


19:00 ミステリー in パラダイス
（シーズン10）
8（終）【字】


20:00 名探偵と最高の相棒特集


刑事リバー
死者と共に生きる


1【字】


23:55 バーナビー警部
80


【字】


01:40 インフォメーション


22:00 バーナビー警部全81話
コンプリート放送
バーナビー警部


79
【字】


02:00 ミステリー in パラダイス
（シーズン10）


5【字】


02:10 とっても！かんたん健康ストレッチ12【日】


02:25
ガレージセール・ミステリー


アンティーク探偵ジェニファー
3


【字】


03:00 ミステリー in パラダイス
（シーズン10）


6【字】


04:00 ミステリー in パラダイス
（シーズン10）


7【字】


05:00 ミステリー in パラダイス
（シーズン10）
8（終）【字】


11:45 [CC]名探偵ポワロ
スタイルズ荘の怪事件


【二】


21:15 インフォメーション


21:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪6【日】


22:00 バーナビー警部全81話
コンプリート放送
バーナビー警部


81（終）
【字】


00:00 名探偵のお弁当3【日】


16:00 名探偵アワー
ミステリー in パラダイス


（シーズン10）5【字】


04:20 [CC]名探偵ポワロ
カーテン


～ポワロ最後の事件～（終）
【二】


17:55 [CC]名探偵ポワロ
ABC殺人事件


【二】


20:05 [CC]名探偵ポワロ
エジプト墳墓のなぞ


【二】


21:20 [CC]名探偵ポワロ
イタリア貴族殺害事件


【二】


22:35 [CC]名探偵ポワロ
ゴルフ場殺人事件


【二】


16:55 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#10【二】


17:55 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#11【二】


18:55 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#12【二】


19:50 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#13【二】


00:35 [CC]名探偵ポワロ
もの言えぬ証人


【二】


02:30 [CC]名探偵ポワロ
エッジウェア卿の死


【二】


20:45 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#14【二】


21:40 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#15【二】


22:40 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#16【二】


23:35 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#17【二】


00:30 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#18【二】


01:25 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#19【二】


02:20 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#20【二】


03:15 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#21
【二】


05:05 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#22【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


730-800p


800-830p


830-900p


500-530a


430-500a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


300-330a


330-400a


400-430a


06:00 [CC]
１日まるごと


名探偵ポワロとヘイスティングス


名探偵ポワロ
コックを捜せ


エンドハウスの怪事件
【二】


09:15 [CC]名探偵ポワロ
二重の罪


誘拐された総理大臣
【二】


14:10 [CC]名探偵ポワロ
マースドン荘の惨劇


二重の手がかり
【二】


06:00 [CC]
２日間まるごと


シャーロック・ホームズの冒険


シャーロック・ホームズの冒険
#1～2
【二】


08:25 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#3～4
【二】


10:55 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#5～6
【二】


13:25 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#7～8
【二】


15:55 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#9【二】


16:40 [CC]名探偵ポワロ
猟人荘の怪事件


【二】


11:00 ニュー・トリックス
～退職デカの事件簿～
（シーズン9）#9～10（終）


（シーズン10）#1～2
【字】


11:00 ニュー・トリックス
～退職デカの事件簿～


（シーズン10）#3～6
【字】


11:00 ニュー・トリックス
～退職デカの事件簿～


（シーズン10）#7～10（終）
【字】


11:00 ニュー・トリックス
～退職デカの事件簿～


（シーズン11）#1～4
【字】


00:15 ブラック・ウィドウ
黒衣の人妻たち（シーズン2）


#1～2
【字】


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


630-700p


700-730p
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(ET) 月曜日 2021/08/09 火曜日 2021/08/10 水曜日 2021/08/11 木曜日 2021/08/12 金曜日 2021/08/13 土曜日 2021/08/14 日曜日 2021/08/15 (ET)


注　:　   （二)  二カ国語　　   　　（字)  字幕　　　 　　　（日） 日本語　　 　　　（吹)  吹替 　　（　）表記はSD作品
　　　　　【二】  二カ国語　　　　　【字】  字幕　　　　　　【日】 日本語　　　　　　【吹】吹替　　　【　】表記はHD作品
　　　　　『二』  二カ国語　　　　　『字』  字幕　　　　　　『日』 日本語　　　　　　『吹』吹替　　　『　　』表記はアップコンバートした作品


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#15～16
【字】


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#17～18
【字】


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#19～20
【字】


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


830-900a


06:00 インフォメーション


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


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
#3～4（終）


【字】


300-330a


330-400a


400-430a


430-500a


500-530a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


14:20 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#29～30
【二】


00:15 ブラック・ウィドウ
黒衣の人妻たち（シーズン2）


#5～6
【字】


11:00 ニュー・トリックス
～退職デカの事件簿～


（シーズン11）#5～8
【字】


11:00 ニュー・トリックス
～退職デカの事件簿～


（シーズン11）#9～10（終）
（シーズン12）#1～2


【字】


06:00 [CC]
２日間まるごと


シャーロック・ホームズの冒険


シャーロック・ホームズの冒険
#23～24


【二】


08:30 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#25～26
【二】


11:50 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#27～28
【二】


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#9～10
【字】


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#11～12
【字】


00:15 ブラック・ウィドウ
黒衣の人妻たち（シーズン2）


#3～4
【字】


02:20 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#38【二】


03:15 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#39【二】


04:10 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#40【二】


16:50 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#31【二】


17:50 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#32【二】


18:45 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#33
【二】


20:40 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#34
【二】


05:05 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#41（終）【二】


06:00 インフォメーション


08:40
松本清張　共犯者


【日】


15:30 インフォメーション


16:00 名探偵アワー
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン7）
3


【字】


18:00
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン7）
4（終）
【字】


22:35 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#35
【二】


00:30 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#36【二】


01:25 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


#37【二】


02:35
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン7）
3


【字】


06:00 インフォメーション


08:40
松本清張　喪失の儀礼


／村上弘明主演
【日】


15:30 インフォメーション


16:00 名探偵アワー
パティシエ探偵ハンナ


3
【字】


20:00 主任警部モース
30


【字】


22:00
名探偵と最高の相棒特集
アストリッドとラファエル


文書係の事件録
1


【字】


18:00
パティシエ探偵ハンナ


4（終）
【字】


20:00 ダブリン 悪意の森
7


【字】


21:15 インフォメーション


21:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪7【日】


04:15
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン7）
4（終）
【字】


00:00 名探偵のお弁当4【日】


02:05 インフォメーション 02:00 インフォメーション


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#13～14
【字】


20:00 13 サーティーン
／誘拐事件ファイル


5（終）【字】


21:00 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


曲がった男【二】


11:00 ニュー・トリックス
～退職デカの事件簿～


（シーズン12）#3～6
【字】


04:20
ガレージセール・ミステリー


アンティーク探偵ジェニファー
6


【字】


02:35
ガレージセール・ミステリー


アンティーク探偵ジェニファー
5


【字】


22:00
名探偵と最高の相棒特集
アストリッドとラファエル


文書係の事件録
#4～5
【字】


16:00 名探偵アワー
ガレージセール・ミステリー


アンティーク探偵ジェニファー
5


【字】


18:00
ガレージセール・ミステリー


アンティーク探偵ジェニファー
6


【字】


08:40
松本清張　強き蟻
／若村麻由美主演


【日】


02:30
パティシエ探偵ハンナ


3
【字】


15:30 インフォメーション


04:20
パティシエ探偵ハンナ


4（終）
【字】


22:00
名探偵と最高の相棒特集
アストリッドとラファエル


文書係の事件録
#2～3
【字】


06:00 インフォメーション


08:40
松本清張　渡された場面


【日】


16:00 名探偵アワー
マヨルカ島の捜査ファイル


1【字】


17:00 マヨルカ島の捜査ファイル
2


【字】


18:00 マヨルカ島の捜査ファイル
3


【字】


02:05 インフォメーション


00:15 ブラック・ウィドウ
黒衣の人妻たち（シーズン2）


#7～8
【字】


03:00 マヨルカ島の捜査ファイル
2


【字】


04:00 マヨルカ島の捜査ファイル
3


【字】


05:00 マヨルカ島の捜査ファイル
4


【字】


00:15 ブラック・ウィドウ
黒衣の人妻たち（シーズン2）


#9～10
【字】


19:00 マヨルカ島の捜査ファイル
4


【字】


20:00 名探偵と最高の相棒特集


刑事リバー
死者と共に生きる


2【字】


21:15 インフォメーション


21:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪8【日】


22:00
名探偵と最高の相棒特集
アストリッドとラファエル


文書係の事件録
#6～7
【字】


06:00 インフォメーション


08:40
松本清張　誤差


【日】


15:00 インフォメーション


15:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪1【日】


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
#1～2
【字】


02:00 マヨルカ島の捜査ファイル
1


【字】


11:00 ニュー・トリックス
～退職デカの事件簿～


（シーズン12）#7～10（終）
【字】


22:15 名探偵のお弁当1【日】


22:30 家政婦は見た！
22
(日)


00:55 家政婦は見た！
23


【日】


03:20 刑事コロンボ
毒のある花


【二】


15:45 かんたん健康トレーニング1【日】


16:00 名探偵と最高の相棒特集


（新）弔い写真家の事件アルバム
1【字】


17:00
弔い写真家の事件アルバム


2【字】


18:00
弔い写真家の事件アルバム


3【字】


19:00
弔い写真家の事件アルバム


4【字】


20:00
弔い写真家の事件アルバム


5【字】


05:00 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


まだらの紐【二】


06:00 インフォメーション


08:40
松本清張　黒い画集－草－


【日】


15:00 インフォメーション


15:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪2【日】


15:45 インフォメーション


16:00
名探偵と最高の相棒特集


主任警部モース
4


【字】


18:00 主任警部モース
5


【字】


21:00
弔い写真家の事件アルバム


6（終）【字】


22:00 インフォメーション


20:00 主任警部モース
6


【字】


22:15
名探偵と最高の相棒特集


小京都ミステリー
5


(日)


00:15 小京都ミステリー
6


(日)


02:15 小京都ミステリー
7


(日)


04:15 小京都ミステリー
8


(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


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


430-500a


500-530a


530-600a


130-200a


200-230a


230-300a


300-330a


330-400a


400-430a
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(ET) 月曜日 2021/08/16 火曜日 2021/08/17 水曜日 2021/08/18 木曜日 2021/08/19 金曜日 2021/08/20 土曜日 2021/08/21 日曜日 2021/08/22 (ET)


注　:　   （二)  二カ国語　　   　　（字)  字幕　　　 　　　（日） 日本語　　 　　　（吹)  吹替 　　（　）表記はSD作品
　　　　　【二】  二カ国語　　　　　【字】  字幕　　　　　　【日】 日本語　　　　　　【吹】吹替　　　【　】表記はHD作品
　　　　　『二』  二カ国語　　　　　『字』  字幕　　　　　　『日』 日本語　　　　　　『吹』吹替　　　『　　』表記はアップコンバートした作品


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#23～24
【字】


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#25～26
【字】


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#27～28
【字】


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#29～30
【字】


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#31～32
【字】


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#33～34
【字】


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


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


06:00 インフォメーション


08:40
松本清張　張込み


【日】


10:45 名探偵のお弁当1【日】


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#21～22
【字】


300-330a


330-400a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


15:00 インフォメーション


15:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪3【日】


15:45 かんたん健康トレーニング3【日】


16:00 名探偵アワー
シェトランド（シーズン3）


3（終）
【字】


18:20 刑事コロンボ
ビデオテープの証言


【二】


20:00
もう一人のバーナビー警部


湖の伝説（終）
【字】


22:00
名探偵と最高の相棒特集


アート・オブ・クライム
美術犯罪捜査班
(シーズン1) #1～2


【字】


00:15
名探偵と最高の相棒特集


金田一耕助シリーズ
／古谷一行


1(日)


02:05 インフォメーション


05:00 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


青い紅玉【二】


04:15
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン8）
2


【字】


02:15 インフォメーション


02:45
シェトランド（シーズン3）


3（終）
【字】


22:00
名探偵と最高の相棒特集
アストリッドとラファエル


文書係の事件録
#8～9（終）


【字】


00:15 ブラック・ウィドウ
黒衣の人妻たち（シーズン2）


#11～12（終）
【字】


06:00 インフォメーション


08:40
松本清張　不在宴会


死亡記事の女
【日】


10:45 名探偵のお弁当2【日】


15:00 インフォメーション


15:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪4【日】


02:35
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン8）
1


【字】


18:00
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン8）
2


【字】


20:00 主任警部モース
31


【字】


15:45 かんたん健康トレーニング4【日】


16:00 名探偵アワー
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン8）
1


【字】


06:00 インフォメーション


08:40
松本清張　黒の奔流


【日】


10:45 名探偵のお弁当3【日】


15:15 インフォメーション


15:45 かんたん健康トレーニング5【日】


16:00 名探偵アワー
バルタザール


法医学者捜査ファイル1【字】


03:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


2【字】


04:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


3【字】


17:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


2【字】


18:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


3【字】


19:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


4【字】


20:00 ダブリン 悪意の森
8（終）
【字】


21:15 インフォメーション


21:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪9【日】


22:00
名探偵と最高の相棒特集


アート・オブ・クライム
美術犯罪捜査班


 (シーズン1) #3～4
【字】


16:00 名探偵アワー
ガレージセール・ミステリー


アンティーク探偵ジェニファー
7


【字】


18:00
ガレージセール・ミステリー


アンティーク探偵ジェニファー
8


【字】


00:15
名探偵と最高の相棒特集


金田一耕助シリーズ
／古谷一行


2(日)


02:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


1【字】


22:00
名探偵と最高の相棒特集


アート・オブ・クライム
美術犯罪捜査班


(シーズン1) #5～6（終）
【字】


00:15
名探偵と最高の相棒特集


金田一耕助シリーズ
／古谷一行


3(日)


02:05 インフォメーション


05:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


4【字】


06:00 インフォメーション


08:40
松本清張　事故
～黒い画集～


【日】


10:45 名探偵のお弁当4【日】


15:15 インフォメーション


15:45 かんたん健康トレーニング6【日】


02:35
ガレージセール・ミステリー


アンティーク探偵ジェニファー
7


【字】


04:15
ガレージセール・ミステリー


アンティーク探偵ジェニファー
8


【字】


20:00 ブランニック警部
～非情の大地


1【字】


21:00 ブランニック警部
～非情の大地


2【字】


06:00 インフォメーション


08:40
松本清張　鉢植を買う女


【日】


10:45 名探偵のお弁当5【日】


15:00 インフォメーション


15:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪5【日】


15:45 かんたん健康トレーニング7【日】


02:20 マヨルカ島の捜査ファイル
5


【字】


03:15 マヨルカ島の捜査ファイル
6


【字】


16:00 名探偵アワー
マヨルカ島の捜査ファイル


5【字】


17:00 マヨルカ島の捜査ファイル
6


【字】


18:00 マヨルカ島の捜査ファイル
7


【字】


19:00 マヨルカ島の捜査ファイル
8


【字】


20:00 名探偵と最高の相棒特集


刑事リバー
死者と共に生きる


3【字】


21:15 インフォメーション


22:00
名探偵と最高の相棒特集


アート・オブ・クライム
美術犯罪捜査班
(シーズン2) #1～2


【字】


06:00 インフォメーション


08:40
松本清張　聞かなかった場所


【日】


10:45 名探偵のお弁当1【日】


15:00 インフォメーション


15:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪6【日】


15:45 かんたん健康トレーニング8【日】


19:30
心配性刑事


ワーグナーの捜査
3（終）【字】


21:30 名探偵のお弁当3【日】


21:45 とっても！かんたん健康ストレッチ5【日】


22:00 家政婦は見た！
24


【日】


04:10 マヨルカ島の捜査ファイル
7


【字】


05:05 マヨルカ島の捜査ファイル
8


【字】


21:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪10【日】


00:15
名探偵と最高の相棒特集


金田一耕助シリーズ
／古谷一行


4(日)


00:30 家政婦は見た！
25（終）
【日】


03:00 ミニチュア作家
1


【字】


04:00 ミニチュア作家
2


【字】


05:00 ミニチュア作家
3（終）
【字】


06:00 インフォメーション


08:40
松本清張　留守宅の事件


【日】


10:45 名探偵のお弁当2【日】


15:00 インフォメーション


16:00
名探偵と最高の相棒特集


（新）心配性刑事
ワーグナーの捜査


1【字】


17:45
心配性刑事


ワーグナーの捜査
2【字】


15:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪7【日】


15:45 インフォメーション
1


16:00
名探偵と最高の相棒特集


主任警部モース
7


【字】


18:00 主任警部モース
8


【字】


20:00 主任警部モース
9


【字】


22:15
名探偵と最高の相棒特集


小京都ミステリー
9


(日)


00:15 小京都ミステリー
10
(日)


02:15 小京都ミステリー
11
(日)


04:15 小京都ミステリー
12
(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


900-930p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


600-630p


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


000-030a


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


300-330a


330-400a


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
（シーズン2）#1～2


【字】


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
（シーズン2）#3～4（終）


【字】


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
（シーズン3）#1～2


【字】


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
（シーズン3）#3～4（終）


【字】


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
（シーズン4）#1～2


【字】


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
（シーズン4）#3～4（終）


【字】


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
（シーズン5）#1～2


【字】


030-100a


930-1000p
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(ET) 月曜日 2021/08/23 火曜日 2021/08/24 水曜日 2021/08/25 木曜日 2021/08/26 金曜日 2021/08/27 土曜日 2021/08/28 日曜日 2021/08/29 (ET)


注　:　   （二)  二カ国語　　   　　（字)  字幕　　　 　　　（日） 日本語　　 　　　（吹)  吹替 　　（　）表記はSD作品
　　　　　【二】  二カ国語　　　　　【字】  字幕　　　　　　【日】 日本語　　　　　　【吹】吹替　　　【　】表記はHD作品
　　　　　『二』  二カ国語　　　　　『字』  字幕　　　　　　『日』 日本語　　　　　　『吹』吹替　　　『　　』表記はアップコンバートした作品


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


430-500a


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


06:00 インフォメーション


08:25
松本清張　たづたづし


【日】


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#35～36
【字】


300-330a


330-400a


400-430a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


00:15
名探偵と最高の相棒特集


金田一耕助シリーズ
／古谷一行


5(日)


15:00 インフォメーション


15:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪8【日】


15:45 かんたん健康トレーニング10【日】


16:00 名探偵アワー
主任警部アラン・バンクス


（シーズン3）1【字】


17:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン3）


2【字】


18:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン3）


3【字】


22:00
名探偵と最高の相棒特集


アート・オブ・クライム
美術犯罪捜査班
(シーズン2) #3～4


【字】


02:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン3）


1【字】


03:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン3）


2【字】


04:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン3）


3【字】


05:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン3）


4【字】


06:00 インフォメーション


08:25
松本清張　わるいやつら


【日】


19:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン3）


4【字】


20:00 埋もれる殺意
～26年の沈黙～


1【吹】


21:00 埋もれる殺意
～26年の沈黙～


2【吹】


00:15
名探偵と最高の相棒特集


金田一耕助シリーズ
／古谷一行


6(日)


02:05 インフォメーション


02:35
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン8）
3


【字】


04:15
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン8）
4（終）
【字】


15:00 インフォメーション


15:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪9【日】


15:45 とっても！かんたん健康ストレッチ1【日】


16:00 名探偵アワー
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン8）
3


【字】


18:00
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン8）
4（終）
【字】


20:00 主任警部モース
32


【字】


22:00
名探偵と最高の相棒特集


アート・オブ・クライム
美術犯罪捜査班


(シーズン2) #5～6（終）
【字】


00:15
名探偵と最高の相棒特集


金田一耕助シリーズ
／古谷一行


7(日)


15:00 インフォメーション


15:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪10【日】


15:45 とっても！かんたん健康ストレッチ2【日】


16:00 名探偵アワー
バルタザール


法医学者捜査ファイル5【字】


17:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


6（終）【字】


18:05 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）1【字】


22:00
名探偵と最高の相棒特集


アート・オブ・クライム
美術犯罪捜査班
(シーズン3) #1～2


【字】


02:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


5【字】


03:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


6（終）【字】


04:05 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）1【字】


05:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）2【字】


08:15
松本清張　黒い画集 紐


【日】


15:00 インフォメーション


19:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）2【字】


20:00 英国スキャンダル
～セックスと陰謀のソープ事件


1【字】


21:00 英国スキャンダル
～セックスと陰謀のソープ事件


2【字】


00:15
名探偵と最高の相棒特集


金田一耕助シリーズ
／古谷一行


8(日)


02:05 インフォメーション


02:35
ガレージセール・ミステリー


アンティーク探偵ジェニファー
9


【字】


04:15
ガレージセール・ミステリー


アンティーク探偵ジェニファー
10


【字】


15:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪1【日】


15:45 とっても！かんたん健康ストレッチ3【日】


16:00 名探偵アワー
ガレージセール・ミステリー


アンティーク探偵ジェニファー
9


【字】


18:00
ガレージセール・ミステリー


アンティーク探偵ジェニファー
10


【字】


20:00 ブランニック警部
～非情の大地


3【字】


21:00 ブランニック警部
～非情の大地


4（終）【字】


22:00
名探偵と最高の相棒特集


アート・オブ・クライム
美術犯罪捜査班


(シーズン3) #3～4（終）
【字】


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
（シーズン5）#3～4（終）


【字】


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
（シーズン6）#1～2


【字】


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
（シーズン6）#3～4（終）


【字】


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
（シーズン7）#1～2


【字】


15:00 インフォメーション


15:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪2【日】


15:45 とっても！かんたん健康ストレッチ4【日】


16:00 名探偵アワー
マヨルカ島の捜査ファイル


9【字】


17:00 マヨルカ島の捜査ファイル
10（終）
【字】


18:00 マヨルカ島の捜査ファイル
（シーズン2）


1【字】


03:00 マヨルカ島の捜査ファイル
10（終）
【字】


04:00 マヨルカ島の捜査ファイル
（シーズン2）


1【字】


22:00
名探偵と最高の相棒特集


アート・オブ・クライム
美術犯罪捜査班
(シーズン4) #1～2


【字】


05:00 マヨルカ島の捜査ファイル
（シーズン2）


2【字】


06:00 インフォメーション


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
（シーズン7）#3（終）


（シーズン8）#1
【字】


19:00 マヨルカ島の捜査ファイル
（シーズン2）


2【字】


20:00 名探偵と最高の相棒特集


刑事リバー
死者と共に生きる


4【字】


21:15 インフォメーション


21:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪5【日】


15:45 とっても！かんたん健康ストレッチ5【日】


16:00
名探偵と最高の相棒特集


（新）Backstrom
はみ出し刑事ベックストレーム


1【字】


17:45 Backstrom
はみ出し刑事ベックストレーム


2
【字】


19:30 Backstrom
はみ出し刑事ベックストレーム


3（終）
【字】


00:15
名探偵と最高の相棒特集


金田一耕助シリーズ
／古谷一行


9(日)


02:00 マヨルカ島の捜査ファイル
9


【字】


21:30 刑事コロンボ
ハッサン・サラーの反逆


【二】


23:10 刑事コロンボ
仮面の男


【二】


01:15 刑事コロンボ
溶ける糸


【二】


02:55 刑事コロンボ
断たれた音


【二】


04:35 刑事コロンボ
二つの顔


【二】


06:00 インフォメーション


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
（シーズン8）#2～3（終）


【字】


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
（シーズン9）#1～2


【字】


15:00 インフォメーション


15:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪3【日】


15:00 インフォメーション


15:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪4【日】


15:45 インフォメーション


16:00
名探偵と最高の相棒特集


主任警部モース
10


【字】


18:00 主任警部モース
11


【字】


20:00 主任警部モース
12


【字】


22:15
名探偵と最高の相棒特集


小京都ミステリー
13
(日)


00:15 小京都ミステリー
14
(日)


02:15 小京都ミステリー
15
(日)


04:15 小京都ミステリー
16
(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


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


300-330a


330-400a


400-430a


430-500a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#37～38
【字】


06:30 王朝の謀略
周新と10の怪事件


#39～40（終）
【字】


06:00 茂七の事件簿3
ふしぎ草紙 #1～2


『日』


06:00 茂七の事件簿3
ふしぎ草紙 #3～5（終）


『日』
06:30 夏樹静子サスペンス


検事 霞夕子 #1～2
【日】


06:30 夏樹静子サスペンス
検事 霞夕子 #3～4


【日】


08:15
松本清張　家紋


【日】


06:00 インフォメーション


08:25
松本清張　喪失の儀礼


／泉ピン子主演
【日】
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注　:　   （二)  二カ国語　　   　　（字)  字幕　　　 　　　（日） 日本語　　 　　　（吹)  吹替 　　（　）表記はSD作品
　　　　　【二】  二カ国語　　　　　【字】  字幕　　　　　　【日】 日本語　　　　　　【吹】吹替　　　【　】表記はHD作品
　　　　　『二』  二カ国語　　　　　『字』  字幕　　　　　　『日』 日本語　　　　　　『吹』吹替　　　『　　』表記はアップコンバートした作品


900-930a


930-1000a


1000-1030a


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


830-900a


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


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


330-400a


400-430a


430-500a


300-330a


230-300a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


500-530a


22:00
名探偵と最高の相棒特集


アート・オブ・クライム
美術犯罪捜査班


(シーズン4) #3～4（終）
【字】


06:00 インフォメーション


11:00
名探偵と最高の相棒特集
オックスフォードミステリー


ルイス警部
（シーズン9）#3（終）


【字】


13:15 刑事コロンボ
祝砲の挽歌


【二】


15:15 インフォメーション


06:30 夏樹静子サスペンス
検事 霞夕子 #5～6


【日】


15:45 とっても！かんたん健康ストレッチ7【日】


16:00 名探偵アワー
主任警部アラン・バンクス


（シーズン3）5【字】


17:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン3）
6（終）【字】


18:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン4）


1【字】


19:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン4）


2【字】


20:00 埋もれる殺意
～26年の沈黙～


3【吹】


04:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン4）


1【字】


05:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン4）


2【字】


06:00 インフォメーション


15:15 インフォメーション


15:45 とっても！かんたん健康ストレッチ8【日】


16:00 名探偵アワー
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン9）
1


【字】


21:00 埋もれる殺意
～26年の沈黙～


4【吹】


00:15
名探偵と最高の相棒特集


金田一耕助シリーズ
／古谷一行


10(日)


02:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン3）


5【字】


03:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン3）
6（終）【字】


02:30
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン9）
1


【字】


04:15
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン9）
2


【字】


18:00
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン9）
2


【字】


20:00 主任警部モース
33（終）
【字】


00:15
名探偵と最高の相棒特集


金田一耕助シリーズ
／古谷一行


11(日)


02:00 インフォメーション


06:30 夏樹静子サスペンス
検事 霞夕子 #7～8


【日】


11:00 バーナビー警部
#1～2
【字】


22:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


#1～2
【字】


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


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


300-330p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


600-630p


630-700p


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


300-330a


330-400a


400-430a


430-500a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a
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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)


※最新の番組表はこちら


NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 8月


2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2700-2730


2730-2800


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


2130-2200


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


2100-2130


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


1300-1330


730-800


800-830


830-900


900-930


930-1000


1000-1030


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)


26:00 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)


27:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「火炎地獄（HD）」(二)


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


700-730


19:00  【新】命がけの実験：サメ vs 人間
（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「米空軍C-5Aギャラクシー（ＨＤ）」(二)


21:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「速度計の警告サイン（HD）」(二)


22:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発
(HD)」(字)


23:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃(HD)」
(二)


24:00 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)


13:00 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)


14:00 名車対決！夢のスーパーカー「伝
説のフォードGT（HD）」(二)


15:00 世界の巨大工場７「フェラーリFF
（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 【新】血戦！サメvsイルカ（HD）(字)


18:00  【新】海の王者決定戦：サメ vs
捕食動物（HD）(二)


04:00 密着！ドバイ国際空港 3「雨と時
間との戦い（HD）」(二)


05:00 密着！ドバイ国際空港 3「ミスの
連鎖（HD）」(二)


06:00 廃車復活！ジャンクヤード・チャレ
ンジ「シボレー･カマロと対決（HD）」(二)


07:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁王朝
「神の子（HD）」(字)


08:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「来たる混乱に備えよ！（HD）」


(二)


09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「自給自足のプレッパーズ


（HD）」(二)


10:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「放射線と家族の絆（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「古都：京都（HD）」(字)


12:00 世界遺産「自由の女神（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：シャーク・フェス



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2021/08/02 火曜日 2021/08/03 水曜日 2021/08/04 木曜日 2021/08/05 金曜日 2021/08/06 土曜日 2021/08/07 日曜日 2021/08/08 (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 無敵の翼：アメリカ第８航空軍
（HD）(二)


06:00 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)


07:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「火炎地獄（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


1771便(HD)」(二)


09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス「ロブ・リグルとアイスランドへ（HD）」


(二)


10:00 獣医ミシェルの日常 5「破壊的な
母豚（HD）」(字)


11:00 スネーク・シティ 6「汚物まみれのヘ
ビ（HD）」(二)


12:00 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)
12:30 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)


13:00 衝撃の瞬間２「コンコルド墜落事
故」(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証「太
平洋に潜む脅威（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 名車対決！夢のスーパーカー「伝
説のフォードGT（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「カルマンギアと妻の愛（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造「シボレー・カマ
ロ（HD）」(二)


19:00 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)


20:00 潜入！北朝鮮：金王朝の継承
（HD）(二)


21:00 潜入！北朝鮮：国家犯罪（HD）
(二)


22:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局「砂漠のヘロイン追跡（HD）」(二)


23:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局「不法入国グループ（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！１４：航空機事故の真
実と真相「ナショナル・エアラインズ102便


（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線事
故（HD)」(二)


27:00 独裁者のルール「永遠の指導者
金日成（HD）」(字)


04:00 独裁者のルール「冷酷な指導者
サッダーム･フセイン（HD）」(字)


05:00 特選！カー・SOS 思い出の名車
「ティムの悪知恵特集（HD）」(二)


06:00 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)


07:00 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)


08:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「タカ航空110便(HD)」(二)


09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス「ブリー･ラーソンとパール諸島へ


（HD）」(二)


10:00 獣医ミシェルの日常 5「牛の捕獲
大作戦（HD）」(字)


11:00 世界大自然紀行：スカンジナビア
半島「神秘の水（HD）」(二)


12:00 潜入！北朝鮮：国家犯罪（HD）
(二)


13:00 衝撃の瞬間２「モンブラン・トンネル
火災」(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証「地
中海に眠る古代世界（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３
「スターリング･モス現る（HD）」(二)


17:00 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)


18:00 スーパーカー大改造「日産・GT-R
（HD）」(二)


19:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍「ナ
チスの要塞（HD）」(字)


20:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争へ
（HD）」(二)


21:00 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌
（HD）」(二)


22:00 アメリカ刑務所潜入！ 獄中内部
事情「#1 刑務所の入り口（HD）」(二)


23:00 アメリカ刑務所潜入！ 獄中内部
事情「#2 受刑者のビジネス（HD）」(二)


24:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「ヴァリグ・ブラジル航空２５４便


（HD）」(二)


25:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「エメリー・ワールドワイド17便


（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続テロ
事件（HD)」(二)


27:00 独裁者のルール「独裁の先駆者
ベニート・ムッソリーニ（HD）」(字)


04:00 独裁者のルール「スペイン内戦の覇
者 フランコ将軍（HD）」(字)


05:00 特選！カー・SOS 思い出の名車
「愛車と感動の再会特集（HD）」(二)


06:00 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)


07:00 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)


08:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「スカンジナビア航空686便(HD)」


(二)


09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス「ザカリー･クイントとパナマのジャングル


へ（HD）」(二)


10:00 獣医ミシェルの日常 5「牙にご用
心！（HD）」(字)


11:00 シーザー・ミラン横断記：犬との絆
「#2 ワシントンD.C.を訪れて（HD）」(字)


12:00 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)


13:00 衝撃の瞬間２「オクラホマシティ連
邦ビル爆破」(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証「マ
レーシア航空370便（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３
「伝説のモーガン・スリーホイラー（HD）」


(二)


17:00 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)


18:00 スーパーカー大改造「アウディ・A8
（HD）」(二)


19:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍「死
の森（HD）」(字)


20:00 徹底スキャン:第二次世界大戦の
秘密「マルタ島 地下トンネル（HD）」(二)


21:00 徹底スキャン:第二次世界大戦の
秘密「パプアニューギニア 密林の長期戦


（HD）」(二)


22:00 第二次世界大戦の潜水艦３「グロ
ウラー：私に構わず潜航せよ（HD）」(二)


23:00 第二次世界大戦の潜水艦３「フィ
ンバック：パイロット救出作戦（HD）」(二)


24:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「７３７型機に潜む危機（HD）」


(二)


25:00 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)


26:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベントリー
沈没（HD)」(二)


27:00 独裁者のルール「諜報の策士 マヌ
エル･ノリエガ（HD）」(字)


04:00 独裁者のルール「残虐な独裁者
イディ･アミン（HD）」(字)


05:00 特選！カー・SOS 思い出の名車
「奇跡の復活劇特集（HD）」(二)


06:00 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)


07:00 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)


08:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「ユナイテッド航空232便(HD)」(二)


09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス「カーラ・デルヴィーニュとサルデーニャ


島の山岳地帯へ（HD）」(二)


10:00 獣医ミシェルの日常 5「怒れるジャ
コウウシ（HD）」(字)


11:00 シーザー・ミラン横断記：犬との絆
「#3 シカゴを訪れて（HD）」(字)


12:00 ジーニアス：アレサ「第五話 プロテス
ト（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間２「スカンジナビア・フェ
リー火災」(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証「東シ
ナ海に眠る巨大戦艦（HD）」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 2「南
北戦争の海戦（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 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)


18:00 世界の巨大工場「フェラーリ（HD)」
(二)


19:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍「若
きナチスの猛攻（HD）」(字)


20:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「最後の足掻き（HD）」(二)


21:00 世界大自然紀行：スカンジナビア
半島「タイガの魅力（HD）」(二)


22:00 世界大自然紀行：ブラジル「豊穣
と飢餓の湿地（HD）」(二)


23:00 スネーク・シティ 6「夜のブラックマン
バ（HD）」(二)


24:00 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)


25:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「中国国際航空129便（HD）」


(二)


26:00 衝撃の瞬間６「チヌーク空軍ヘリ墜
落事故（HD)」(二)


27:00 潜入！北朝鮮：独裁者の精神
「独裁者のジレンマ（HD）」(二)


04:00 潜入！北朝鮮：独裁者の精神
「駆け引きの激化（HD）」(二)


05:00 特選！カー・SOS 思い出の名車
「究極のクセモノ特集（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「ロジャー･ムーアも愛したボルボP1800


（HD）」(二)


07:00 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)


08:00  【中国を知る】
中国と海洋文化「#3（HD）」(字)


09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス「アーミー・ハマーとサルデーニャ島へ


（HD）」(二)


10:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「炎の大地（HD）」(字)


11:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「最後の足掻き（HD）」(字)


12:00 名車対決！夢のスーパーカー「伝
説のフォードGT（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間２「ドイツ・高速列車
事故」(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証「アト
ランティス伝説（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)


16:00 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)


17:00 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)


18:00 世界の巨大工場２「ランボルギーニ
（HD）」(二)


19:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍
「イッター城の戦い（HD）」(字)


20:00 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)


21:00 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「バナナ・チョコチップ・バーの秘密


（HD）」(二)
21:30 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「世界一売れてるヨーグルト（HD）」


(二)
22:00 名車対決！夢のスーパーカー「至


高のスポーツカー（HD）」(二)


23:00 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)


24:00 メーデー！１７：航空機事故の真
実と真相「KLMシティホッパー433便


（HD）」(二)


25:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「大韓航空8509便(HD)」(二)


26:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発目の原
子爆弾（HD)」(二)


27:00 潜入！北朝鮮：国家犯罪（HD）
(二)


04:00 世界大自然紀行：北アメリカ「オオ
カミ王国（HD）」(二)


05:00 世界大自然紀行：北アメリカ「吸
血コウモリの襲来（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「歌声を失ったシンガー･ルマン（HD）」(二)


07:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「最後の足掻き（HD）」(二)


08:00 世界大自然紀行：スカンジナビア
半島「タイガの魅力（HD）」(二)


09:00 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)


10:00 スネーク・シティ 6「夜のブラックマン
バ（HD）」(二)


11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 2.5
「構ってちゃん！ ルリコンゴウインコを救え


（HD）」(字)


12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 2.5
「ふらつき症候群！ ハリネズミを救え


（HD）」(字)


13:00 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)


14:00 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)


15:00 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)


16:00 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)


17:00 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)


18:00 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)


19:00  【中国を知る】
解読！中国の遺物「天と地（HD）」(字)


20:00 【新】甦る！エジプトに眠る財宝 2
「ツタンカーメンの謎（HD）」(二)


21:00 【新】発掘！砂漠に眠るファラオの
謎（HD）(二)


22:00 ツタンカーメン ～財宝に隠された真
の素顔「#1 新たな発見の数々（HD）」


(二)


23:00 ツタンカーメン ～財宝に隠された真
の素顔「#2 黄金のデスマスク（HD）」(二)


24:00 ツタンカーメン ～財宝に隠された真
の素顔「#3 王家の呪い（HD）」(二)


25:00 密着！ドバイ国際空港 3「コンコー
スの猛煙（HD）」(二)


26:00 密着！ドバイ国際空港 3「エボラ
の恐怖（HD）」(二)


27:00 密着！ドバイ国際空港 3「テストを
成功させろ（HD）」(二)


04:00 密着！ドバイ国際空港 3「運命の
日（HD）」(二)


05:00 麻薬王エル･チャポ：脱獄と逃走
（HD）(二)


06:00 廃車復活！ジャンクヤード・チャレ
ンジ「メルセデスＸクラスと対決（HD）」(二)


07:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁王朝
「核家族（HD）」(字)


08:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「ニューヨークからの脱出（HD）」


(二)


09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「戦いは常にアンフェア（HD）」


(二)


10:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「巨大津波に備えよ（HD）」(二)


12:00 世界遺産「トルコ：カッパドキア
（HD）」(字)


13:00 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)


14:00 名車対決！夢のスーパーカー「至
高のスポーツカー（HD）」(二)


15:00 世界の巨大工場７「レクサスLFA
（HD)」(二)


11:50 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）(日)


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「キリマンジャロ（HD）」(字)


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 【新】サメ：狂乱のディナータイム
（HD）(二)


18:00 シャーク：牙を剥く狂気（HD）(字)


19:00  【新】共食いをするサメの謎（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「チュニインター1153便（ＨＤ）」(二)


21:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「注意散漫（HD）」(二)


22:00 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)


23:00 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！１１：航空機事故の真
実と真相「イタビア航空870便（HD）」(二)


25:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカルト
教団（HD)」(二)


26:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨大嵐
「カテゴリー5のハリケーン ドリアン（HD）」


(二)


27:00 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)


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


2100-2130


2130-2200


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1830-1900


2700-2730


2730-2800


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 8月


2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


ワイルド ネイチャー：サマーSP特集：第二次世界大戦


特集：シャーク・フェス


特集：オールアバウト・プリズン


土曜ミステリーファイル


ミステリーアドベンチャー！エジプト



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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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 黙示録：冷戦時代「戦争拡大の
脅威（HD）」(二)


05:00 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)


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 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)


08:00 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)


09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス「デイヴ･バウティスタとアリゾナの峡谷


へ（HD）」(二)


10:00 血戦！サメvsイルカ（HD）(字)


11:00 スネーク・シティ 6「夜のブラックマン
バ（HD）」(二)


12:00 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「バナナ・チョコチップ・バーの秘密


（HD）」(二)
12:30 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「世界一売れてるヨーグルト（HD）」


(二)
13:00 衝撃の瞬間２「アムトラック列車事


故」(二)


14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ツタ
ンカーメンの謎（HD）」(二)


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 名車対決！夢のスーパーカー「至
高のスポーツカー（HD）」(二)


17:00 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)


18:00 世界の巨大工場２「ロールス・ロイ
ス　ファントム（HD）」(二)


19:00 第二次世界大戦の潜水艦３「グロ
ウラー：私に構わず潜航せよ（HD）」(二)


20:00 潜入！北朝鮮：サイバー攻撃
（HD）(二)


21:00 発見！北朝鮮の歩き方「平壌観
光（HD）」(字)


22:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局「秘密のトンネル作戦（HD）」(二)


23:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局「真夜中のパトロール（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！５：航空機事故の真実
と真相「大地への激突（ＨＤ）」(二)


26:00 レスキュー！衝撃の救出映像「牙
をむく自然（HD）」(字)


27:00 囚われし者たち～戦火の絆「ブラッ
クホーク･ダウン（HD）」(字)


04:00 囚われし者たち～戦火の絆「コロン
ビア･バイス（HD）」(字)


05:00 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)


06:00 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)


07:00 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)


08:00 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)


09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス「ジョエル･マクヘイルとアリゾナの砂漠


へ（HD）」(二)


10:00 海の王者決定戦：サメ vs 捕食動
物（HD）(二)


11:00 世界大自然紀行：スカンジナビア
半島「タイガの魅力（HD）」(二)


12:00 UFOと宇宙人：エリア51機密解除
（HD）(二)


13:00 衝撃の瞬間２「チェルノブイリ原発
事故」(二)


14:00 発掘！砂漠に眠るファラオの謎
（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３
「ドイツ工学の結晶ゴルフGTIマーク1


（HD）」(二)


17:00 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)


18:00 世界の巨大工場２「アウディ
（HD）」(二)


19:00 ヒトラーを欺いた英国王（HD）(二)


20:00 ロング・ロード・ホーム「#3 未知の領
域（HD）」(二)


21:00 ロング・ロード・ホーム「#4 死の谷
（HD）」(二)


22:00 アメリカ刑務所潜入！ 獄中内部
事情「#3 刑務所が人を変える時（HD）」


(二)


23:00 アメリカ刑務所潜入！ 獄中内部
事情「#4 更生への道（HD）」(二)


24:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「コパ航空２０１便（HD）」(二)


25:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「トランスアジア航空222便


（HD）」(二)


26:00 レスキュー！衝撃の救出映像「失
血死の恐怖（HD）」(字)


27:00 囚われし者たち～戦火の絆「撃墜
されたステルス戦闘機（HD）」(字)


04:00 囚われし者たち～戦火の絆「たった
一人の帰還兵（HD）」(字)


05:00 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)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「歴史を変えたBMW2002ターボ（HD）」


(二)


07:00 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)


08:00 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)


09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス「チャニング･テイタムとノルウェーの荒


野へ（HD）」(二)


10:00 命がけの実験：サメ vs 人間（HD）
(二)


11:00 シーザー・ミラン横断記：犬との絆
「#4 セントルイスを訪れて（HD）」(字)


12:00 第二次世界大戦の潜水艦３「グロ
ウラー：私に構わず潜航せよ（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間２「北海油田爆発事
故」(二)


14:00 ツタンカーメン ～財宝に隠された真
の素顔「#1 新たな発見の数々（HD）」


(二)


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３
「イタリアの名車ランチア･フラヴィア（HD）」


(二)


17:00 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)


18:00 世界の巨大工場２「ポルシェ
（HD）」(二)


19:00 ナチス潜水艦U-745の謎(HD)(二)


20:00 徹底スキャン:第二次世界大戦の
秘密「イタリア 苛烈な地上戦（HD）」(二)


21:00 徹底スキャン:第二次世界大戦の
秘密「ヒュルトゲン 森の戦い（HD）」(二)


22:00 【新】第二次世界大戦：欧州フロ
ントラインの実録（HD）(字)


23:00 THE SS：ヒトラーへの忠誠（HD）
(二)


24:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「太平洋上空でのパニック（HD）」


(二)


25:00 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)


26:00 レスキュー！衝撃の救出映像「九
死に一生（HD）」(字)


27:00 囚われし者たち～戦火の絆「地獄
からの生還（HD）」(字)


04:00 囚われし者たち～戦火の絆「地獄
の記憶（HD）」(字)


05:00 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)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「サンタが贈るレンジローバー（HD）」(二)


07:00 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)


08:00 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)


09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス「ボビー･ボーンズとノルウェーのフィヨル


ドへ（HD）」(二)


10:00 世界大自然紀行：イギリス「山と森
の生き物（HD）」(二)


11:00 シーザー・ミラン横断記：犬との絆
「#5 サンディエゴを訪れて（HD）」(字)


12:00 ジーニアス：アレサ「第六話 アメイジ
ング・グレイス（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間２「オーストリア・ケーブ
ル鉄道火災」(二)


14:00 ツタンカーメン ～財宝に隠された真
の素顔「#2 黄金のデスマスク（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)


16:00 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)


17:00 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)


18:00 世界の巨大工場６「日産 GT-
R(HD)」(二)


19:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166の記
憶（HD）(二)


20:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「王冠（HD）」(二)


21:00 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)


22:00 世界大自然紀行：ブラジル「命あ
ふれる海岸線（HD）」(二)


23:00 スネーク・シティ 6「冷蔵庫の中のヘ
ビ！（HD）」(二)


24:00 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)


25:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「トランスワールド航空800便


（HD）」(二)


26:00 レスキュー！衝撃の救出映像「海
からのSOS（HD）」(字)


27:00 戦火の記憶「初期（HD）」(二)


04:00 戦火の記憶「中期（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「復活のロードスター（HD）」(二)


07:00 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)


08:00  【中国を知る】
解読！中国の遺物「天と地（HD）」(字)


09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス「アレックス･オノルドとスイスアルプスへ


（HD）」(二)


10:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「最後の足掻き（HD）」(字)


11:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「王冠（HD）」(字)


12:00 名車対決！夢のスーパーカー「至
高のスポーツカー（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間２「イタリア・ダム崩壊
事故」(二)


14:00 ツタンカーメン ～財宝に隠された真
の素顔「#3 王家の呪い（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)


16:00 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)


17:00 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)


18:00 世界の巨大工場７「レクサスLFA
（HD)」(二)


19:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）(二)


20:00 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)


21:00 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)


22:00 名車対決！夢のスーパーカー「EV
ラリークロスに挑戦（HD）」(二)


23:00 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)


24:00 メーデー！１７：航空機事故の真
実と真相「AIA808便（HD）」(二)


25:00 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)


26:00 レスキュー！衝撃の救出映像「沈
没船からの生還（HD）」(字)


27:00 戦火の記憶「後期（HD）」(二)


04:00 世界大自然紀行：北アメリカ「ヘラ
ジカの秘密（HD）」(二)


05:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ピューマ vs オオツノヒツジ（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「復活、ボクスホール アストラGTE（HD）」


(二)


07:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「王冠（HD）」(二)


08:00 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)


09:00 世界大自然紀行：オーストラリア
「コアラの棲む森（HD）」(二)


10:00 スネーク・シティ 6「冷蔵庫の中のヘ
ビ！（HD）」(二)


11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 2.5
「ベジタリアン大トカゲ！ トゲオアガマを救


え（HD）」(字)


12:00 スゴ腕どうぶつドクター「ドクター・
ポールの１日(HD)」(二)


13:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「大統領の死（HD）」(二)


14:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「エチオピア航空409便（HD）」


(二)


15:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「サンタバーバラ航空518便


（HD）」(二)


16:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「エール・フランス447便（HD）」


(二)


17:00 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)


18:00 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)


19:00  【中国を知る】
解読！中国の遺物「家族（HD）」(字)


20:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ネ
フェルティティを探して（HD）」(二)


21:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#1 ツ
タンカーメンの秘宝（HD）」(二)


22:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#2 ハ
トシェプスト女王の素顔（HD）」(二)


23:00 仰天！海の底まる見え検証「古
代エジプトの謎（HD）」(二)


24:00 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)


25:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「コカイン密輸の摘発（HD）」(二)


26:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「異様に目立つ靴（HD）」(二)


27:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「コカインを運ぶ老女（HD）」(二)


04:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「ビジネスクラスの運び屋（HD）」(二)


05:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「意外な容疑者（HD）」(二)


06:00 廃車復活！ジャンクヤード・チャレ
ンジ「ポルシェ911と対決（HD）」(二)


07:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁王朝
「ロケットマン（HD）」(字)


08:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「求む！プレッパー仲間（HD）」


(二)


09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「運命に導かれて（HD）」(二)


10:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「プレッパーの婚活事情（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「インドネシア：ボロブドゥル


（HD）」(字)


12:00 世界遺産「グレート・バリア・リーフ
（HD）」(字)


13:00 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)


14:00 名車対決！夢のスーパーカー「EV
ラリークロスに挑戦（HD）」(二)


15:00 世界の巨大工場７「グンペルト・ア
ポロ（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 【新】衝撃映像：サメ襲撃「足を食
われた漁師（HD）」(二)


18:00 衝撃映像：サメ襲撃「ケージに突
入されたダイバー（HD）」(二)


19:00 衝撃映像：サメ襲撃「下から突進
された研究者（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


「アダム航空574便（ＨＤ）」(二)


21:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「無線沈黙（HD）」(二)


22:00 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)


23:00 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)


24:00 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)


25:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれたコック
ピット（HD)」(二)


26:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨大嵐
「ハリケーン フンベルトの直撃（HD）」(二)


27:00 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)
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2330-2400


2400-2430


2430-2500


2500-2530


2530-2600


ワイルド ネイチャー：サマーSP特集：第二次世界大戦


特集：シャーク・フェス


特集：オールアバウト・プリズン


土曜ミステリーファイル


ミステリーアドベンチャー！エジプト
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700-730


730-800


800-830


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


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 黙示録：冷戦時代「共産主義の
拡大（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「歌声を失ったシンガー･ルマン（HD）」(二)


07:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「大統領の死（HD）」(二)


08:00 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)


09:00 未知なる深海への旅「#1 火山は
生命の源(HD)」(二)


10:00 サメ：狂乱のディナータイム（HD）
(二)


11:00 スネーク・シティ 6「冷蔵庫の中のヘ
ビ！（HD）」(二)


12:00 血戦！サメvsイルカ（HD）(字)


13:00 衝撃の瞬間２「メキシコ・グアダラハ
ラの悲劇」(二)


14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ネ
フェルティティを探して（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 名車対決！夢のスーパーカー「EV
ラリークロスに挑戦（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 密着！伝説のスーパーカー誕生の
秘密「アストンマーティンDBSスーパーレッ


ジェーラ（HD）」(二)


19:00 第二次世界大戦の潜水艦３「フィ
ンバック：パイロット救出作戦（HD）」(二)


20:00 続 潜入！北朝鮮:金王朝の真実
（HD）(字)


21:00 発見！北朝鮮の歩き方「平壌郊
外の景色（HD）」(字)


22:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局２「最前線の国境警備(HD)」(字)


23:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局２「霧の中の侵入者(HD)」(字)


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 休止


04:00  休止


07:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「エチオピア航空409便（HD）」


(二)


08:00 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)


09:00 未知なる深海への旅「#2 眠る財
宝(HD)」(二)


10:00 シャーク：牙を剥く狂気（HD）(字)


11:00 世界大自然紀行：モンゴル「ゴビ砂
漠の動物たち（HD）」(二)


12:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ツタ
ンカーメンの謎（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間２「スペイン・航空機衝
突事故」(二)


14:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#1 ツ
タンカーメンの秘宝（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４
「ロジャー･ムーアも愛したボルボP1800


（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「傷だらけのメルセデス・ベンツ パゴダ


（HD）」(二)


18:00 密着！伝説のスーパーカー誕生の
秘密「フェラーリ・ポルトフィーノ（HD）」(二)


19:00 第二次世界大戦：欧州フロントラ
インの実録（HD）(字)


20:00 ロング・ロード・ホーム「#5 選択
（HD）」(二)


21:00 ロング・ロード・ホーム「#6 天国と呼
ばれた場所（HD）」(二)


22:00 アメリカ刑務所潜入！ 獄中内部
事情「#5 出所（HD）」(二)


23:00 アメリカ刑務所潜入！ 獄中内部
事情「#6 規則違反（HD）」(二)


24:00 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)


25:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「デルタ航空1141便（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間 巨大災害「巨大竜
巻 米国を襲う（HD）」(字)


27:00 ナチスに残る都市伝説の真相「美
しき絵画の数奇な運命（HD）」(二)


04:00 ナチスに残る都市伝説の真相「番
外編:ワニに襲われた日本軍（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 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)


07:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「サンタバーバラ航空518便


（HD）」(二)


08:00 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)


09:00 未知なる深海への旅「#3 海底の
生物たち(HD)」(二)


10:00 共食いをするサメの謎（HD）(二)


11:00 シーザー・ミラン横断記：犬との絆
「#6 サンフランシスコを訪れて（HD）」(字)


12:00 第二次世界大戦の潜水艦３「フィ
ンバック：パイロット救出作戦（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間２「ペンタゴン９・１１」
(二)


14:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#2 ハ
トシェプスト女王の素顔（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４
「幻の美しきACアシーカ（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「ついに登場！アストンマーティンDB6


（HD）」(二)


18:00 密着！伝説のスーパーカー誕生の
秘密「ベントレー・コンチネンタルGT


（HD）」(二)


19:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2
「サン・マロの港を奪還せよ（HD）」(字)


20:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「捕虜収容所からの逃走（HD）」


(二)


21:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「極寒からの脱出（HD）」(二)


22:00 【新】暴露！ヒトラーのセックスライフ
「体の秘密（HD）」(二)


23:00 【新】第二次世界大戦：ナチス敗
北の全貌「奇妙な同盟関係（HD）」(二)


24:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「未確認小型飛行機（HD）」(二)


25:00 メーデー！６：航空機事故の真実
と真相「パンナム103便（ＨＤ）」(二)


26:00 衝撃の瞬間 巨大災害「チリ鉱山
落盤事故 33人の救出劇（HD）」(字)


27:00 ナチスに残る都市伝説の真相「消
えた黄金列車（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 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)


06:00 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)


07:00 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)


08:00 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)


09:00 未知なる深海への旅「#4 変動す
る海洋環境(HD)」(二)


10:00 世界大自然紀行：イギリス「淡水
の生き物（HD）」(二)


11:00 シーザー・ミラン横断記：犬との絆
「#7 ロサンゼルスを訪れて（HD）」(字)


12:00 ジーニアス：アレサ「第七話 チェイ
ン・オブ・フールズ（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカルト
教団（HD)」(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「太
平洋戦争 日本軍の快進撃（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５
「伝説のホットハッチ、ルノー5GTターボ


（HD）」(二)


18:00 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)


19:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2
「アントワープを制圧せよ（HD）」(字)


20:00 【新】世界大自然紀行：中央アメリ
カ「コスタリカ 色とりどりな動物たち（HD）」


(二)


21:00 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)


22:00 世界大自然紀行：ブラジル「空飛
ぶ王者（HD）」(二)


23:00 スネーク・シティ 6「分割統治
（HD）」(二)


24:00 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)


25:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「ガルーダ・インドネシア航空152


便（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間 巨大災害「土石流の
恐怖 米カリフォルニア（HD）」(字)


27:00 悲劇のUSSインディアナポリスを探
せ（HD）(二)


04:00 空母ロナルド・レーガンの最新構造
(HD)(二)


05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「悩めるエスコートRS（HD）」(二)


06:00 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)


07:00 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)


08:00  【中国を知る】
解読！中国の遺物「家族（HD）」(字)


09:00 未知なる深海への旅「#5 開発
ウォーズ:海洋vs宇宙(HD)」(二)


10:00 サベージ・キングダム 4：残酷の帝
国「王冠（HD）」(字)


11:00 シーザー・ミラン横断記：犬との絆
「#8 旅の終わり（HD）」(字)


12:00 名車対決！夢のスーパーカー「EV
ラリークロスに挑戦（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれたコック
ピット（HD)」(二)


14:00 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)


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４
「歴史を変えたBMW2002ターボ（HD）」


(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「亡き妻へ捧げるフィアット500（HD）」(二)


18:00 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)


19:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2
「マーケット・ガーデン作戦を強行せよ


（HD）」(字)


20:00 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)


22:00 名車対決！夢のスーパーカー「アリ
エル・ノマドvsレイジ・コメットR（HD）」(二)


23:00 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)


24:00 メーデー！１７：航空機事故の真
実と真相「ファイン航空101便（HD）」(二)


25:00 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)


21:00 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)


26:00 衝撃の瞬間 巨大災害「最悪の山
火事 ポルトガル（HD）」(字)


21:50 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）(日)


27:00 第二次世界大戦：欧州フロントラ
インの実録（HD）(字)


04:00 世界大自然紀行：北アメリカ「爬
虫類の楽園（HD）」(二)


05:00 世界大自然紀行：北アメリカ「闇
夜のグリズリー（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「レースに復活!? ミニクーパーS（HD）」(二)


07:00 世界大自然紀行：中央アメリカ「コ
スタリカ 色とりどりな動物たち（HD）」(二)


08:00 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)


09:00 世界大自然紀行：ブラジル「空飛
ぶ王者（HD）」(二)


10:00 スネーク・シティ 6「分割統治
（HD）」(二)


11:00 スゴ腕どうぶつドクター「ウシを襲った
一大事(HD)」(二)


12:00 スゴ腕どうぶつドクター「ヒツジと格
闘(HD)」(二)


13:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「タン航空3054便(HD)」(二)


14:00 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)


15:00 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)


16:00 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 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)


18:00 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)


19:00  【中国を知る】
解読！中国の遺物「健康（HD）」(字)


20:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ス
フィンクスと動物信仰（HD）」(二)


21:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#3 墓
泥棒との戦い（HD）」(二)


22:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#4 来
世への祈り（HD）」(二)


23:00 ツタンカーメン ～人を虜にする秘密
（HD）(二)


25:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「高齢の運び屋（HD）」(二)


26:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「電光石火の自白（HD）」(二)


27:00 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)


04:00 密着！空港警察：南アメリカ「大
量のコカイン（HD）」(二)


05:00 密着！空港警察：南アメリカ「水
際作戦（HD）」(二)


06:00 廃車復活！ジャンクヤード・チャレ
ンジ「アウディR8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「地の利を生かして生き残れ


（HD）」(二)


09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「我慢は大事（HD）」(二)


10:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「海上の要塞（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「ヴェルサイユ宮殿（HD）」(字)


12:00 世界遺産「カンボジア：アンコール
ワット（HD）」(字)


13:00 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)


14:00 名車対決！夢のスーパーカー「アリ
エル・ノマドvsレイジ・コメットR（HD）」(二)


15:00 世界の巨大工場７「テスラ・モデル
S（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 【新】クリス・ヘムズワースinシャーク・
ビーチ（HD）(二)


18:00 【新】魅惑のハワイ！サメの世界
（HD）(二)


19:00 対決！サメvs海の捕食者（HD）
(字)


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
「アメリカン･イーグル航空4184便（ＨＤ）」


(二)


21:00 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)


22:00 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)


23:00 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)


24:00 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)


25:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･ダウ
ン（HD)」(二)


26:00 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)


27:00 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)


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


2100-2130


2130-2200


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1830-1900


2700-2730


2730-2800


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 8月


2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


ワイルド ネイチャー：サマーSP特集：第二次世界大戦


特集：シャーク・フェス


特集：オールアバウト・プリズン


土曜ミステリーファイル


ミステリーアドベンチャー！エジプト



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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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 黙示録：冷戦時代「大いなる隔た
り（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「傷だらけのメルセデス・ベンツ パゴダ


（HD）」(二)


07:00 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)


08:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「USエアー1493便 (HD)」(二)


09:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空キッ
チン「ペルー：アルパカ肉のレシピ（HD）」


(二)


10:00 衝撃映像：サメ襲撃「足を食われ
た漁師（HD）」(二)


11:00 スネーク・シティ 6「分割統治
（HD）」(二)


12:00 世界大自然紀行：中央アメリカ「コ
スタリカ 色とりどりな動物たち（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･ダウ
ン（HD)」(二)


14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ス
フィンクスと動物信仰（HD）」(二)


15:00 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)


16:00 名車対決！夢のスーパーカー「アリ
エル・ノマドvsレイジ・コメットR（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「初代ボンドカー サンビーム・アルパイン


（HD）」(二)


18:00 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)


19:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「体
の秘密（HD）」(二)


20:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス「ブリー･ラーソンとパール諸島へ


（HD）」(二)


21:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス「アーミー・ハマーとサルデーニャ島へ


（HD）」(二)


22:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局２「密輸と戦う新人警備官(HD)」(字)


23:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局２「危険な国境地帯(HD)」(字)


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！５：航空機事故の真実
と真相「キャビンの穴（ＨＤ）」(二)


26:00 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)


27:00 チェーン・オブ・コマンド「#1 米軍の
指揮系統（HD）」(二)


04:00 チェーン・オブ・コマンド「#2 過激主
義との戦い（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「ついに登場！アストンマーティンDB6


（HD）」(二)


07:00 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)


08:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「大韓航空007便 (HD)」(二)


09:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空キッ
チン「ニュージーランド：マオリの伝統料理


（HD）」(二)


10:00 衝撃映像：サメ襲撃「ケージに突
入されたダイバー（HD）」(二)


11:00 世界大自然紀行：モンゴル「広大
な草原地帯（HD）」(二)


12:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ネ
フェルティティを探して（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量遭
難事故（HD)」(二)


14:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#3 墓
泥棒との戦い（HD）」(二)


15:00 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)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「サンタが贈るレンジローバー（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「ケータハム・セブンに感謝を込めて


（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造 2「アウディ・R8
（HD）」(二)


19:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「奇妙な同盟関係（HD）」(二)


20:00 ロング・ロード・ホーム「#7 消え行く
希望（HD）」(二)


21:00 ロング・ロード・ホーム「#8 夢を見て
（HD）」(二)


22:00 アメリカ刑務所潜入！ 獄中内部
事情「#7 ラスベガスの拘置所（HD）」(二)


23:00 アメリカ刑務所潜入！ 獄中内部
事情「#8 拘置所の女子収容区（HD）」


(二)


24:00 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)


25:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「マレーシア航空17便 撃墜事


件（HD）」(二)


26:00 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)


27:00 チェーン・オブ・コマンド「#3 激化す
る戦いの裏で（HD）」(二)


04:00 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦地に
漂う悲壮感（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「伝説のホットハッチ、ルノー5GTターボ


（HD）」(二)


07:00 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)


08:00 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)


09:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空キッ
チン「モロッコ：正月料理で対決（HD）」


(二)


10:00 衝撃映像：サメ襲撃「下から突進
された研究者（HD）」(二)


11:00 シーザー・ミランの 子犬トラブル
（HD）(字)


12:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「奇妙な同盟関係（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間６「日本航空123便墜
落事故（HD)」(二)


14:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#4 来
世への祈り（HD）」(二)


15:00 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)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「復活のロードスター（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「名もなき英雄 オースチン10・ユーティリ


ティトラック（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造 2「ル・マン マ
セラティ（HD）」(二)


19:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2
「バルジの戦い 進撃せよ（HD）」(字)


20:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「死の鉄道からの逃走（HD）」(二)


21:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「ナチスの島から生還（HD）」(二)


22:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「
異常な愛情（HD）」(二)


23:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「まぼろしの超兵器（HD）」(二)


24:00 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)


25:00 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)


26:00 衝撃の瞬間２「コンコルド墜落事
故」(二)


27:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次世代
の為に（HD）」(二)


04:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交差す
る想い（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「亡き妻へ捧げるフィアット500（HD）」(二)


07:00 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)


08:00 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)


09:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空キッ
チン「ハワイ：トロピカルフルーツとポイの島


（HD）」(二)


10:00 世界大自然紀行：イギリス「海辺
の生き物（HD）」(二)


11:00 シーザー・ミランの 愛犬レスキュー：
アジア編「赤ん坊か、愛犬か（HD）」(字)


12:00 ジーニアス：アレサ「最終話 誰も眠
らずに（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線事
故（HD)」(二)


14:00 ツタンカーメン ～人を虜にする秘密
（HD）(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「歌声を失ったシンガー･ルマン（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造 2「ジャガー・ド
ラッグスター（HD）」(二)


19:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2
「コルマールを制圧せよ（HD）」(字)


20:00 世界大自然紀行：中央アメリカ「グ
アテマラ 生き物の楽園（HD）」(二)


21:00 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)


22:00 小型ネコの仲間たち（HD）(二)


23:00 スネーク・シティ 6「幼稚園にいた新
種（HD）」(二)


24:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「大統領の死（HD）」(二)


25:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「USエアー1016便（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間２「モンブラン・トンネル
火災」(二)


27:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国境な
き戦い（HD）」(二)


04:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 なぜ戦う
のか？（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「初代ボンドカー サンビーム・アルパイン


（HD）」(二)


07:00 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)


08:00  【中国を知る】
解読！中国の遺物「健康（HD）」(字)


09:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空キッ
チン「ラオス：森一番の珍味（HD）」(二)


10:00 ビッグ・キャット：華麗なる一族「ネコ
科の誕生（HD）」(二)


11:00 シーザー・ミランの 愛犬レスキュー：
アジア編「閉じ込められた犬（HD）」(字)


12:00 名車対決！夢のスーパーカー「アリ
エル・ノマドvsレイジ・コメットR（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続テロ
事件（HD)」(二)


14:00 アンガ族：燻製ミイラの謎（HD）(二)


15:00 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)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「復活、ボクスホール アストラGTE（HD）」


(二)


17:00 特選！カー・SOS 思い出の名車
「ティムの悪知恵特集（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造 2「ラグジュア
リーなキャリアカー（HD）」(二)


19:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2
「ライン川を死守せよ（HD）」(字)


20:00 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 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)


22:00 名車対決！夢のスーパーカー「美
しきザガート・シューティングブレーク（HD）」


(二)


23:00 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)


24:00 メーデー！１７：航空機事故の真
実と真相「タロム航空371便（HD）」(二)


25:00 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


1771便(HD)」(二)


26:00 衝撃の瞬間２「オクラホマシティ連
邦ビル爆破」(二)


27:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「体
の秘密（HD）」(二)


04:00 世界大自然紀行：ロシア「カムチャ
ツカ：炎と氷（HD）」(二)


05:00 世界大自然紀行：ロシア「水の楽
園（HD）」(二)


06:00 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)


07:00 世界大自然紀行：中央アメリカ「グ
アテマラ 生き物の楽園（HD）」(二)


08:00 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)


09:00 小型ネコの仲間たち（HD）(二)


10:00 スネーク・シティ 6「幼稚園にいた新
種（HD）」(二)


11:00 クリス・ヘムズワースinシャーク・ビー
チ（HD）(二)


12:00 魅惑のハワイ！サメの世界（HD）
(二)


13:00 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)


14:00 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)


15:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「大韓航空8509便(HD)」(二)


16:00 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)


17:00 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)


18:00 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)


19:00  【中国を知る】
解読！中国の遺物「文明の種（HD）」


(字)


20:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「
クレオパトラの消息（HD）」(二)


21:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#5 ピ
ラミッドから岩窟墓へ（HD）」(二)


22:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#6 ク
レオパトラの墓を探して（HD）」(二)


23:00 黒人ファラオ：ナイルに沈んだ王墓
（HD）(二)


24:00 黒人ファラオ：異端の王の謎（HD）
(二)


25:00 密着！空港警察：南アメリカ「親
子を引き裂く麻薬取引（HD）」(二)


26:00 密着！空港警察：南アメリカ「抵
抗する容疑者たち（HD）」(二)


27:00 密着！空港警察：南アメリカ「逮
捕と裏切り（HD）」(二)


04:00 密着！空港警察：南アメリカ「命を
懸ける運び屋たち（HD）」(二)


05:00 密着！空港警察：南アメリカ「最
年長の運び屋（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 潜入！北朝鮮：3代の独裁王朝
「神の子（HD）」(字)


08:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「サバイバーの血は先祖ゆずり


（HD）」(二)


09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「経済崩壊に備えよ！（HD）」


(二)


10:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「プレッパーの英才教育（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「日本:富士山（HD）」(字)


12:00 世界遺産「アメリカ：エヴァグレーズ
国立公園（HD）」(字)


13:00 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)


14:00 名車対決！夢のスーパーカー「美
しきザガート・シューティングブレーク（HD）」


(二)


15:00 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)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「スターリング･モス現る（HD）」(二)


17:00 【新】官能的！シャーク・ライフ
（HD）(二)


18:00 【新】ビックリ？！おかしなシャーク
大集合（HD）(二)


19:00 【新】参上！暴れん坊シャーク
（HD）(二)


20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
 メーデー！番外編：惨劇の全貌「誤解の


悲劇（HD）」(二)


21:00 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)


22:00 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)


23:00 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)


24:00 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)


25:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量遭
難事故（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 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)


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


2100-2130


1530-1600


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


1830-1900


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2730-2800


NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 8月


2430-2500


2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


2700-2730


2130-2200


ワイルド ネイチャー：サマーSP特集：第二次世界大戦


特集：シャーク・フェス


特集：オールアバウト・プリズン


土曜ミステリーファイル


ミステリーアドベンチャー！エジプト



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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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 黙示録：冷戦時代「泥沼の戦い
（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「ケータハム・セブンに感謝を込めて


（HD）」(二)


07:00 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)


08:00 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)


09:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空キッ
チン「アラスカ：山海の幸（HD）」(二)


10:00 クリス・ヘムズワースinシャーク・ビー
チ（HD）(二)


11:00 スネーク・シティ 6「幼稚園にいた新
種（HD）」(二)


12:00 世界大自然紀行：中央アメリカ「グ
アテマラ 生き物の楽園（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベントリー
沈没（HD)」(二)


14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「
クレオパトラの消息（HD）」(二)


15:00 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)


16:00 名車対決！夢のスーパーカー「美
しきザガート・シューティングブレーク（HD）」


(二)


17:00 特選！カー・SOS 思い出の名車
「愛車と感動の再会特集（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造 2「マクラーレ
ン・P1（HD）」(二)


19:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「
異常な愛情（HD）」(二)


20:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス「カーラ・デルヴィーニュとサルデーニャ


島の山岳地帯へ（HD）」(二)


21:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス「チャニング･テイタムとノルウェーの荒


野へ（HD）」(二)


22:00 密着！国境警備の戦い:番外編
「国境警備犬Ｋ９（HD）」(字)


23:00 密着！国境警備の戦い:番外編
「密入国者の大追跡（HD）」(字)


24:00 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)


25:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「謎の炎（ＨＤ）」(二)


26:00 衝撃の瞬間２「スカンジナビア・フェ
リー火災」(二)


27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#1 訓
練の始まり（HD）」(字)


04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#2 試
される団結力（HD）」(字)


05:00 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)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「名もなき英雄 オースチン10・ユーティリ


ティトラック（HD）」(二)


07:00 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)


08:00 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)


09:00 生き抜け！原始生活「パプア
ニューギニア　伝説の村　（HD）」(二)


19:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「まぼろしの超兵器（HD）」(二)


20:00 ホット・ゾーン「第一話 襲来（HD）」
(二)


21:00 ホット・ゾーン「第二話 感染（HD）」
(二)


10:00 魅惑のハワイ！サメの世界（HD）
(二)


11:00 世界大自然紀行：モンゴル「雲の
上の王国（HD）」(二)


12:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ス
フィンクスと動物信仰（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間６「チヌーク空軍ヘリ墜
落事故（HD)」(二)


14:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#5 ピ
ラミッドから岩窟墓へ（HD）」(二)


15:00 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)


22:00 アメリカ刑務所潜入！ 獄中内部
事情「#9 ラスベガスの依存症たち（HD）」


(二)


23:00 アメリカ刑務所潜入！ 獄中内部
事情「#10 自由を求めて（HD）」(二)


24:00 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)


25:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「スホーイ・スーパージェット100


（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間２「ドイツ・高速列車
事故」(二)


27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#3 嵐
の前の静けさ（HD）」(字)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「レースに復活!? ミニクーパーS（HD）」(二)


17:00 特選！カー・SOS 思い出の名車
「奇跡の復活劇特集（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造 2「最高のポル
シェ（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


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


2100-2130


2130-2200


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1830-1900


2700-2730


2730-2800


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 8月


2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


特集：オールアバウト・プリズン



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf











1 （日）


25 （水）18 （水）16 （月）


2 （月） 12 （木）


5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4


5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4


3 （火） 4 （水） 5 （木） 6 （金） 13 （金）9 （月）8 （日）7 （土） 14 （土） 15 （日）10 （火） 11 （水）


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/


5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4


5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4


22 （日） 29 （日）23 （月） 30 （月） 31 （火）24 （火） 26 （木）17 （火） 20 （金） 27 （金）21 （土）19 （木） 28 （土）


川崎憲次郎の釣りガール養成講座 #13
#11・12


2回戦
「常総学院 vs　　　 
　　　中京大中京」


#24


インフォメーション


準々決勝


「仙台育英 vs 天理」


#25


準々決勝
「東海大相模 vs　　 
　　　　福岡大大濠」


#26


準々決勝


「明豊 vs 智弁学園」


#27


釣りガール養成講座 
#14


準々決勝
「東海大菅生 vs　　 
　　　　中京大中京」


#28


準決勝


「天理 vs 東海大相模」


#29


準決勝


「明豊 vs 中京大中京」


#30


決勝


「東海大相模 vs 明豊」


#31


インフォメーション


 
｢沼津編 その①②｣・


#1


川崎漁業組合
#2・3 K-1 WORLD GP 川崎漁業組合 #4


Road To INDY 
佐藤琢磨への挑戦 ！


#3


インディカー・
シリーズ 
2021


ミュージック・シティ・ 
グランプリ 


～ナッシュビル～
#11 


ガチなキャンプで 
ごめんなさい 


～女子ソロキャン～
#1・2


こんなところに釣り人


#1・2


＜本戦第1日＞


ATPテニスマガジン 
#558


千客万来～がおら寄席～


インフォメーション


#19・20


#13


インフォメーション


#1・2


こんなところに釣り人


インフォメーション


＜本戦第2日＞


#1


#21・22


#14


#3・4


＜本戦第3日＞ ＜本戦第4日＞


＜準々決勝1&2＞
 


#553・554


＜準々決勝3&4＞


＜準決勝1＞
 


#555～558


＜準決勝2＞


最先端バトル 
 ドラゴンゲート!! #116


#2


最先端バトル 
 ドラゴンゲート!! #115


インディカー・
シリーズ 
2021


ミュージック・シティ・ 
グランプリ 


～ナッシュビル～


#11


SUNDAYスマイル
GOLF #77・78


戦略のゴルフ #25


よしもと新喜劇
抜け出せない男達


痛快！明石家電視台
さんまと若手芸人20人！ 
変な家族が突然登場SP！


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!?


ごぶごぶ
#421


佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #5


森永トレーニングラボ
#5・6


シングルへの道 
#61・62


#7・8


#77・78


#25・26


SUNDAYスマイルGOLF
#79・80


#26
戦略のゴルフ


SUNDAYスマイル
GOLF #105・106
シングルへの道 


#63・64


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #1


SUNDAYスマイル
GOLF #104・105
シングルへの道  


#61・62


森永トレーニングラボ  
#7・8


インフォメーション


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! #114 #44・45


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


北海道日本ハム 
vs 


東京ヤクルト


（鎌スタ）


 


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


北海道日本ハム 
vs 


埼玉西武


（鎌スタ）


 


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


北海道日本ハム 
vs 


埼玉西武


（鎌スタ）


 


 


北海道日本ハム 
vs 


巨人


（鎌スタ）


 


北海道日本ハム 
vs 


巨人


（鎌スタ）


 


北海道日本ハム 
vs 


巨人


（鎌スタ）


阪神 
vs 


広島


（京セラドーム大阪）


阪神 
vs 


広島


（京セラドーム大阪）


阪神 
vs 


広島


（京セラドーム大阪）


その結婚、ちょっと待った！ 瀬戸際の花婿!? 運ないの人!?
川崎漁業組合


シモ’Sキッチン！ #7


GAORA
プロ野球中継
～エキシビション 
　　　  マッチ～


 


阪神 
vs 


埼玉西武
 
 


（甲子園）
  


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


北海道日本ハム  
vs 


東京ヤクルト
 


（8.1鎌スタ） 


ガチなキャンプで 
ごめんなさい #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！


よしもと新喜劇NEXT～小籔千豊には怒られたくない～
#42・43


インフォメーション


GAORA
プロ野球中継
～エキシビション 
　　　  マッチ～


 


阪神 
vs 


埼玉西武
 


（8.1甲子園） 


シングルへの道 
#61・62


#1
インフォメーション


#1～5


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! #114


【一挙放送】
ろくでなし 
ミトリズ


#49～54
 


#2


#6～10


ろくでなしミトリズ #55
ATPテニスマガジン 


#557


 


北海道日本ハム 
vs 


埼玉西武


（8.3鎌スタ）


～女子～
久光 vs 埼玉上尾


おうちでワークアウト #3・4


ごぶごぶ
#429


よしもと新喜劇NEXT 
#51


ろくでなしミトリズ #55


#46・47


 


北海道日本ハム 
vs 


横浜DeNA


（函館）


よしもと新喜劇
小籔座長の傑作選！ 


「お化けなんて嘘さ」


#48・49


 


北海道日本ハム 
vs 


横浜DeNA


（函館）


#4


 


北海道日本ハム 
vs 


横浜DeNA


（8.5函館）


 


北海道日本ハム 
vs 


埼玉西武


（8.5鎌スタ）


レジェンド・オブ・
ファイターズ
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


京都知新  
#11・12


SUNDAYスマイル
GOLF #79・80


#50・51


 


北海道日本ハム 
vs 


横浜DeNA


（函館）


#5


 


北海道日本ハム 
vs 


横浜DeNA


（8.6函館）


K-1 
WORLD 


GP 
2021 


JAPAN


7.17 
福岡国際センター


香妻琴乃の 
スマイルGOLF #7


#6


 


阪神 
vs 


広島


（8.7鳴尾浜）


#7
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


#1


こんなところに釣り人


#1・2


レジェンド・オブ・
ファイターズ
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


森永トレーニングラボ  
#8・9


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! #115


 


北海道日本ハム 
vs 


巨人


（函館）


#7


 


北海道日本ハム 
vs 


巨人


（8.8函館）


#8


DRAGONGATE  
無限大～infinity～


2021.7.9 
後楽園ホール


#564


#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


Road To INDY 
佐藤琢磨への挑戦 ！


#1・2


インフォメーションATPテニスマガジン 
#558


本田真凜のクッキング  
#1・2


 


北海道日本ハム 
vs 


巨人


（函館）


元気めしキッチン ！ 3 #2


おうちでワークアウト #2 元気めしキッチン ！ 3 #1元気めしキッチン ！ 3 #1 YAMATOの元気めしキッチン ！ Round 3 #3～5
シモ’Sキッチン ！ #8


シモ’Sキッチン ！ #17 シモ’Sキッチン ！ #7シモ’Sキッチン ！ #7 シモ’Sキッチン ！ #9～11GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


阪神 
vs 


広島


（鳴尾浜）
 


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! #114
ろくでなしミトリズ #55


#9


#1 #2
亀山つとむ・江草仁貴の


トラツボ ！ #1
インフォメーション


インディカー・
シリーズ 
2021


ミュージック・シティ・ 
グランプリ 


～ナッシュビル～


#11


2010 Summer
#1


セレクション①


2010 LA
#2


セレクション②


#3


 


北海道日本ハム 
vs 


横浜DeNA


（8.4函館）


 


北海道日本ハム 
vs 


埼玉西武


（8.4鎌スタ）


～女子～
JT vs 岡山


#8


 


北海道日本ハム 
vs 


巨人


（8.9函館）


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #1


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! #115


森永トレーニングラボ 
#8・9


本田真凜のすべらないクッキング #1・2


#557 #558


＜本戦第1日＞ ＜本戦第2日＞ ＜本戦第3日＞ ＜本戦第4日＞


#5～7 #8・9 #10・11


男子テニス
ATPツアー


2021
ナショナル・バンク・ 
オープン～トロント～


＜準決勝1＞


男子テニス
ATPツアー


2021
ナショナル・バンク・ 
オープン～トロント～


＜ダブルス決勝＞ 　


ATPテニスマガジン


#557・558


ろくでなしミトリズ


#55・56


＜準々決勝1&2＞


ATPテニスマガジン 
#559


インディカー・
シリーズ 
2021


インディアナポリス・ 
グランプリ


#12 


＜準決勝1＞　


82021


こんなところに
釣り人
#1～4


本田真凜のクッキング  
#1・2


インフォメーション


男子テニス
ATPツアー


2021


ナショナル・バンク・ 
オープン 


～トロント～


セレクション③
 


インディカー・
シリーズ 
2021


インディアナポリス・ 
グランプリ


#12


男子テニス
ATPツアー


2021
ナショナル・バンク・ 


オープン 
～トロント～


＜決勝＞
 


ATPテニスマガジン 
#559 #3 #4


川崎漁業組合 #12～14


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #2


＜本戦第2日　　　 
　　デイセッション＞


＜本戦第3日　　　 
　　デイセッション＞


＜本戦第4日　　　 
　　デイセッション＞ ＜本戦第5日＞


#55


インフォメーション


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #2


 


北海道日本ハム 
vs 


オリックス


（8.17鎌スタ）


#56
最先端バトル  


ドラゴンゲート!! #116


 


北海道日本ハム 
vs 


オリックス


（8.18鎌スタ）


男子テニス
ATPツアー


2021
ナショナル・バンク・ 


オープン 
～トロント～


＜決勝＞
 


ATPテニスマガジン 
#559


＜本戦第2日　　　 
　　デイセッション＞


＜本戦第2日　　　 
　ナイトセッション＞


 


北海道日本ハム 
vs 


オリックス


（鎌スタ）


＜本戦第3日　　　 
　　デイセッション＞


＜本戦第3日　　　 
　ナイトセッション＞


 


北海道日本ハム 
vs 


オリックス


（鎌スタ）


＜本戦第4日　　　 
　　デイセッション＞


＜本戦第4日　　　 
　ナイトセッション＞


ATPテニスマガジン 
#559


スサノオノミカタ


#1・2


インフォメーション


インフォメーション


インディカー・
シリーズ 
2021


インディアナポリス・ 
グランプリ


#12


男子テニス
ATPツアー


2021


ウエスタン＆サザン・ 
オープン 


～シンシナティ～


セレクション①


 


＜本戦第5日＞


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


北海道日本ハム 
vs 


埼玉西武


（鎌スタ）


 


GAORA
プロ野球中継


 


北海道日本ハム 
vs 


楽天
 


 
（札幌ドーム）


  


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! #116


＜準々決勝1&2＞ ＜準決勝1＞


インフォメーション


北海道日本ハム 
vs 


楽天


（札幌ドーム）


＜第3日＞


シングルへの道 
#63・64


ATPテニスマガジン 
#560


インフォメーション


Vリーグ
2020-21 
レビュー
～女子～


埼玉上尾 vs PFU
（1.16ジップアリーナ岡山）


インフォメーション


フィギュアスケート 
アイスショー 


オール・ザット・ 
スケート


2010 Summer 
 #1


インフォメーション


インディカー・
シリーズ 
2021


ゲートウェイ500 
～イリノイ～


#13


ATPテニスマガジン 
#560


男子テニス
ATPツアー


2021
ウエスタン＆サザン・ 


オープン 
～シンシナティ～


＜決勝＞
 


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #3
朝日奈央の 


キラめきスポーツ #8


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! #117


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（札幌ドーム）


阪神 
vs 


横浜DeNA


（8.24京セラドーム大阪）


　　　　#6


スサノオノミカタ #2


#1・2 #3～5


GAORAプロ野球中継


痛快！明石家電視台
さんまと若手芸人20人！ 
変な家族が突然登場SP！


インフォメーション


ごぶごぶ
#430


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #3


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! #117


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（8.24札幌ドーム）


ごぶごぶ
#422


よしもと新喜劇NEXT 
#52


ろくでなしミトリズ #56


インフォメーション


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（札幌ドーム）


阪神 
vs 


横浜DeNA


（8.25京セラドーム大阪）


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #3


阪神 
vs 


横浜DeNA


（京セラドーム大阪）


よしもと新喜劇
危険な二人!?


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


阪神  
vs 


オリックス
 


（8.26鳴尾浜） 


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（8.25札幌ドーム）


プレイバック①


シングルへの道 
#63・64 #79・80 #81・82 よしもと新喜劇


絵に描いたような 
理想のマイホーム!?


痛快！明石家電視台
激減!? 芸人涙の 


お金事情SP


元気めしキッチン ！ 3 #1
本田真凜のクッキング #2


フィギュアスケート 
アイスショー 


オール・ザット・ 
スケート


 
2010 Summer 


 
 #1


2010 LA 
 


 #2


ATPテニスマガジン 
#561


シングルへの道 
#65・66


インフォメーション
最先端バトル  


ドラゴンゲート!! #118


全日本プロレス
ALL JAPAN 
B-Banquet


第8回 王道トーナメント
開幕戦


2021.8.15 
新宿FACE


#435 


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #4


DRAGONGATE  
無限大～infinity～


2021.8.9 
エディオンアリーナ大阪


#565


痛快！明石家電視台
激減!? 芸人涙の 


お金事情SP


ごぶごぶ
#431


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! #118
よしもと新喜劇NEXT 


#52


GAORA
プロ野球中継


 


北海道日本ハム 
vs 


オリックス
 


 
（札幌ドーム）


  


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #4


GAORA
プロ野球中継


 


 
北海道日本ハム 


vs 
オリックス


 


（8.31札幌ドーム）


GAORA
プロ野球中継


 


阪神 
vs 


中日
 


（8.31甲子園）
 


DRAGONGATE  
無限大～infinity～


2021.8.11 
後楽園ホール


#566
最先端バトル  


ドラゴンゲート!! #118


#27#8・9
京都知新 
#13・14


#26・27 SUNDAYスマイル
GOLF #106・107


プレイバック② プレイバック① プレイバック②


インフォメーション
狩野舞子の女バレ部 ！ #2


Vリーグ
2020-21 レビュー


～女子～
埼玉上尾 vs 東レ


（1.17ジップアリーナ岡山）


SUNDAYスマイル
GOLF #81・82


元気めしキッチン ！ 3 #6
シモ’Sキッチン！ #12


フィギュアスケート 
アイスショー 


オール・ザット・ 
スケート
2010 LA 


 #2


シモ’Sキッチン！ #13
亀山つとむ・江草仁貴の 


トラツボ ！ #2


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


阪神 
vs 


オリックス


（鳴尾浜）
 


ろくでなしミトリズ #57


KOBEプロレス 
フェスティバル2021


7.31 
神戸ワールド 
記念ホール


DRAGONGATE 
無限大 


～infinity～ 
ありがとう 
吉野正人 


永久保存版


#1～4
 


ろくでなしミトリズ #57


香妻琴乃の 
スマイルGOLF #8


シングルへの道 
#65・66


おうちでワークアウト #5 元気めしキッチン ！ 3 #7 Vリーグ
2020-21 レビュー
～女子～岡山 vs PFU


（1.17ジップアリーナ岡山）


元気めしキッチン ！ 3 #8
おうちでワークアウト #6


北海道日本ハム 
vs 


楽天


（鎌スタ）


ATPテニスマガジン 
#561


ろくでなしミトリズ #57
おうちでワークアウト #7


シモ’Sキッチン！ #14


北海道日本ハム 
vs 


楽天


（鎌スタ）


森永トレーニングラボ 
#9・10


おうちでワークアウト #8
シモ’Sキッチン！ #15


インフォメーション


2021長嶋茂雄 
INVITATIONAL 
セガサミーカップ 
ゴルフトーナメント


＜第3日＞


＜最終日＞ 


インフォメーション


亀山つとむ・江草仁貴の 
トラツボ ！ #3


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


阪神 
vs 


オリックス


（鳴尾浜）
 


北海道日本ハム 
vs 


楽天


（鎌スタ）


インフォメーション


こんなところに釣り人 
#3


SPEED STAR 
FINAL


2021.8.1 
神戸ワールド 
記念ホール


#5


インディアナポリス・ 
グランプリ


#12


最先端バトル 
 ドラゴンゲート!! #118


こんなところに釣り人 
#4


2021.8.9 
エディオンアリーナ大阪


#565


2021.8.11 
後楽園ホール


#566


#6・7


ゲートウェイ500 
～イリノイ～


#13


佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #6


森永トレーニングラボ
#6・7


よしもと新喜劇
川畑座長の傑作選！ 


「青いお空とブルーなシート」


朝日奈央の 
キラめきスポーツ #8


＜準々決勝1&2＞


ATPテニスマガジン


#558・559


＜準々決勝3&4＞


ATPテニスマガジン 
#560


朝日奈央の 
キラめきスポーツ #8


男子テニス
ATPツアー


2021


ウエスタン＆サザン・ 
オープン 


～シンシナティ～


＜決勝＞


 


インフォメーション
狩野舞子の女バレ部 ！ #1


Vリーグ
2020-21 レビュー


～女子～
岡山 vs 東レ


（1.16ジップアリーナ岡山）


ATPテニス 
マガジン
#557～560


 


男子テニス 
ATPツアー


2021
ウエスタン＆サザン・ 


オープン 
～シンシナティ～
＜準決勝2＞


 


インディカー・
シリーズ 
2021


ゲートウェイ500 
～イリノイ～


#13
 


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! #117


インフォメーション


北海道日本ハム 
vs 


楽天


（札幌ドーム）


＜最終日＞


 


インディカー・
シリーズ 
2021


ゲートウェイ500 
～イリノイ～


#13


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #2


#1・2 #3・4


ATPテニスマガジン 
#560


本田真凜のクッキング #1


男子テニス
ATPツアー


2021
ウエスタン＆サザン・ 


オープン 
～シンシナティ～
＜ダブルス決勝＞


 


スサノオノミカタ #1
川崎漁業組合 #15


ATPツアー


LIVE


LIVE LIVE LIVE LIVE LIVE
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LIVE


LIVE


LIVE


LIVE LIVE LIVE LIVE


LIVE


LIVE
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LIVE
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GAORA
プロ野球中継


～エキシビションマッチ～


GAORA
プロ野球中継


～エキシビションマッチ～


みんなの甲子園


佐渡裕となみきのゴルフ虎の穴


（12.6SAGAサンライズパーク総合体育館）


Vリーグ 2020-21 レビュー


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


GAORA
プロ野球中継


～エキシビションマッチ～


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


GAORA
プロ野球中継


～エキシビションマッチ～


朝日奈央のキラめきスポーツ～キラスポ～


本田家でアイスショー鑑賞 ！


ガチなキャンプでごめんなさい


本田家でアイスショー鑑賞 ！


じゅんいちダビッドソンの
下手なキャンプでごめんなさい


ATPテニスマガジン


フィギュアスケート
アイスショー


オール・ザット・スケート


男子テニス 
ATPツアー2021


ナショナル・バンク・オープン～トロント～


20


よしもと新喜劇


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


55 55 55


GAORA
プロ野球中継


男子テニス 
ATPツアー2021 


ナショナル・バンク・オープン～トロント～


男子テニスATPツアー2021 
ナショナル・バンク・オープン～トロント～


4:45 ～


こんなところに釣り人


ろくでなしミトリズ


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


55 55


GAORA
プロ野球中継


2021長嶋茂雄 INVITATIONAL 
セガサミーカップゴルフトーナメント


男子テニス 
ATPツアー2021 


ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～


セレクション② ＜準々決勝＞ 
セレクション


多 二


男子テニス 
ATPツアー2021
ウエスタン＆サザン・オープン 


～シンシナティ～


男子テニスATPツアー2021
ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～


こんなところに釣り人


片岡篤史と岩本勉のMIND GOLF


戦略のゴルフ


05


DRAGONGATE 無限大～infinity～ 
ありがとう吉野正人 永久保存版


インディカー・ 
シリーズ 2021


DRAGONGATE 
無限大～infinity～


GAORA
プロ野球中継


GAORA
プロ野球中継


GAORA
プロ野球中継


男子テニスATPツアー2021


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


25


GAORA
プロ野球中継 ムチュア・マドリード・オープン BNLイタリア国際～ローマ～


SUNDAYスマイルGOLF


40
55


10


ATPテニスマガジン








６.005ブルー・ストーリー
７.505ジャングルランド
９.45510人の泥棒たち
０.30C吹替版・櫻井孝宏／飛田
	 展男『ステージド	俺たち
	 の舞台、ステイホーム！』
１.155ジョジョ・ラビット
３.10　『ジョジョ・ラビット』製作の裏側
３.455黒い司法	0％からの奇跡
６.05　『黒い司法	0％からの奇跡』


キャスト独占インタビュー
６.155オデッセイ（2015）
９.005パージ
	 イーサン・ホークi
10.455パージ：エクスペリメント
	 イラン・ノエルi
０.305猿の惑星：
	 新世紀（ライジング）
３.005ウエスタン・スターズ
５.005ロッジ	－白い惨劇－


７.155ザ・ウェイバック
９.155スケアリーストーリーズ	


怖い本
ナチス支配の影に隠された
知られざる実話たち


11.155少女ファニーと運命の旅
１.005ビカミング・ア・ゴッド⑦
２.005V.I.P.	修羅の獣たち
４.155ブリッジ・オブ・スパイ
６.455リチャード・ジュエル
９.00　『リチャード・ジュエル』
	 キャスト独占インタビュー
第1回ゾンビ世界選手権2021
９.15　デッド・シティ
	 ルーベン・ゲバラi
11.005ビカミング・ア・ゴッド⑧
０.005DEVILS～金融の悪魔～⑧
１.105ジョン・F・ドノヴァンの


死と生
３.305インサイダーズ／内部者たち


６.005ザ・キッチン
７.50　IN	FOCUS
８.005ドクター・スリープ
ナチス支配の影に隠された
知られざる実話たち


10.455ちいさな独裁者
１.005ザ・ゴールドフィンチ
３.455サラブレッド
５.305ナンシー・ドリューと
	 秘密の階段
７.155スポンティニアス
第1回ゾンビ世界選手権2021
９.155ゾンビ・ファイト・クラブ


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⑧
１.45　ポップスター
４.005グッドライアー	
	 偽りのゲーム


６.005リズム・セクション
８.155エンツォ	レーサーになりた


かった犬とある家族の物語
10.305BRAVE	NEW	WORLD／ブレ
	 イブ・ニュー・ワールド①②
０.305BRAVE	NEW	WORLD／ブレ
	 イブ・ニュー・ワールド③④
２.305ベルリン・アレクサンダ


ープラッツ
５.35　『ベルリン・アレクサンダー


プラッツ』アフタートーク
６.005魂のゆくえ
８.00　『ステージド	俺たちの舞台、
	 ステイホーム！』第1＆2話
９.005パピヨン	（2017）
11.305I	AM	アルフレッド・
	 ヒッチコック
１.155ある少年の告白
３.305オール・ザ・ウェイ	


JFKを継いだ男


７.005パラサイト・バイティング	
食人草


８.455ザ・レイド
10.305栄光のランナー／
	 1936ベルリン
１.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド③
２.005しあわせの百貨店へようこそ
４.005ハイウェイの彼方に
５.305ペット2
７.155アニタ	
	 ～世紀のセクハラ事件～
第1回ゾンビ世界選手権2021
９.15　エルサレム（2015）
11.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド④
０.005パージ
１.455パージ：エクスペリメント
３.35　IN	FOCUS
３.455バッドボーイズ	フォー・ライフ


６.005エリック・クラプトン
	 ～12小節の人生～
８.305ザ・レイド	GOKUDO
11.155こころに剣士を
１.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実⑦
２.005魔女がいっぱい
４.005ザ・エージェント
６.305マザーレス・ブルックリン
９.00　エドワード・ノートン独占インタビュー
９.155ゾンビの中心で、
	 愛をさけぶ
11.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実⑧I
０.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド④
１.005幼い依頼人
３.00　きっと	ここが帰る場所
５.155ロニートとエスティ	
	 彼女たちの選択


７.155ヴィランズ
９.005僕のワンダフル・
	 ジャーニー
ナチス支配の影に隠された
知られざる実話たち


11.005ふたつの名前を持つ少年
１.005DEVILS～金融の悪魔～⑦
２.005ファヒム	パリが見た奇跡
４.005弱虫スクービーの大冒険
５.45　映画	ひつじのショーン	
	 ～バック・トゥ・ザ・ホーム～
７.305映画	ひつじのショーン	


UFOフィーバー！
９.15　サマー・インフェルノ
11.005DEVILS～金融の悪魔～⑧
０.105ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実⑧I
１.105ジャングルランド
３.005悪人伝
５.005ジェイソン・ボーン


６.005グッドライアー	
	 偽りのゲーム
８.005ブラック・クランズマン
10.305悪人伝
０.305ザ・エージェント
３.005ジュディ	虹の彼方に
	 レニー・ゼルウィガーi
５.155ニュー・ミュータント
	 アニャ・テイラー＝
	 ジョイi
７.005僕のワンダフル・
	 ジャーニー
	 デニス・クエイドi
９.005ファヒム	パリが見た奇跡
	 アサド・アーメッドi
11.005V.I.P.	修羅の獣たち
	 チャン・ドンゴンi
１.155ブレイキング・イン
３.005ふたつの名前を持つ少年
５.005ザ・ゴールドフィンチ


６.005フードロア：Island	of	Dreams
７.155ペット2
９.005侵入する男
11.005幼い依頼人
１.005DEVILS～金融の悪魔～⑤
２.00　アレッサンドロ・ボルギ＆
	 パトリック・デンプシー対談
２.205ブルー・ストーリー
４.005ジェミニマン
６.155ある少年の告白
８.30510人の泥棒たち
	 キム・ユンソクi
11.005DEVILS～金融の悪魔～⑥
０.005ザ・キャプチャー	歪められた真実⑥
１.005グッドライアー	
	 偽りのゲーム
３.005エンツォ	レーサーになりた


かった犬とある家族の物語
５.005フードロア：彼は魚をさ
	 ばき、彼女は花を食べる


６.005フードロア：マリアの秘密のレシピ
７.005ロニートとエスティ		


彼女たちの選択
９.155ナンシー・ドリューと秘密の階段
11.00547歳	人生のステータス
０.45　『47歳	人生のステータス』アフタートーク
１.005ビカミング・ア・ゴッド⑤
２.155エリック・クラプトン
	 ～12小節の人生～
４.455ウエスタン・スターズ
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』	


監督・キャスト独占インタビュー
９.005スポンティニアス
11.005ビカミング・ア・ゴッド⑥
０.005DEVILS～金融の悪魔～⑥
１.005魂のゆくえ
３.005リズム・セクション
５.005フードロア：A	Plate	of	Moon


６.005フードロア：ケータリング
７.155パージ
９.005パージ：エクスペリメント
11.005家族を想うとき
１.00　映画	ひつじのショーン	
	 ～バック・トゥ・ザ・ホーム～
２.305映画	ひつじのショーン	


UFOフィーバー！
４.05　IN	FOCUS
４.155バッドボーイズ	フォー・


ライフ
６.305ブラッドショット
８.305ワイルド・スピード／	


スーパーコンボ
11.005パラサイト・バイティング	
	 食人草
０.455ビカミング・ア・ゴッド⑥
１.455ヴィランズ
３.305少女ファニーと運命の旅
５.155フードロア：タマリンド


６.155フードロア：Stray	Dogs
７.155ハイウェイの彼方に
８.455ジョジョ・ラビット
10.40　『ジョジョ・ラビット』製作の裏側
11.155猿の惑星：	


新世紀（ライジング）
最新作『ランボー　ラスト・ブラッド』


放送記念！全作一挙放送
１.455ランボー
３.305ランボー／怒りの脱出
５.155ランボー3／
	 怒りのアフガン
７.155ランボー	最後の戦場
９.005ランボー	
	 ラスト・ブラッド
11.005ザ・レイド
０.455ザ・レイド	GOKUDO
３.305リチャード・ジュエル
５.45　『リチャード・ジュエル』
	 キャスト独占インタビュー


７.00　リカウント	アメリカが
揺れた36日間


９.155弱虫スクービーの大冒険
11.005ブラック	アンド	ブルー
１.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド①
２.005ターミネーター4
４.005ターミネーター：	


ニュー・フェイト
６.15　『ターミネーター』スタッフ＆キャストインタビュー
６.35　『ターミネーター』製作の裏側SP
７.155世界一不幸せなボクの初恋
９.005タンタンの冒険／
	 ユニコーン号の秘密
11.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド②
０.005インサイダーズ／内部者たち
２.305マザーレス・ブルックリン
５.00　エドワード・ノートン独占インタビュー
５.155ロイ・コーンの真実


７.005ファンタジー・アイランド
９.005I	AM	アルフレッド・	


ヒッチコック
10.455マーウェン
１.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実⑤
２.005デッド・ドント・ダイ
４.05　IN	FOCUS
４.155ブラック・クランズマン
６.455グランド・ブダペスト・


ホテル
８.45　ポップスター
11.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実⑥
０.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド②
１.005ロッジ	－白い惨劇－
３.005スケアリーストーリーズ	


怖い本
５.005フードロア：Life	in	a	Box


第1回ゾンビ世界選手権2021
７.155感染家族
９.15　エルサレム（2015）
11.005ゾンビの中心で、
	 愛をさけぶ
０.45　サマー・インフェルノ
２.30528日後...
４.305デッド・ドント・ダイ
	 ビル・マーレイi
６.308Dナイト・オブ・ザ・リビ
	 ング・デッド／ゾンビの誕生
	 ジュディス・オディアi
８.15　デッド・シティ
	 ルーベン・ゲバラi
10.005フォードvsフェラーリ
	 マット・デイモンi
０.35　『フォードvsフェラーリ』を語る
１.005ザ・ウェイバック
３.005家族を想うとき
５.005ターミネーター4


６.305ザ・キッチン
８.305ウエスタン・スターズ
10.305オデッセイ（2015）
１.005DEVILS～金融の悪魔～⑥
２.005ランボー3／
	 怒りのアフガン
４.005栄光のランナー／
	 1936ベルリン
６.305ジョジョ・ラビット
８.25　『ジョジョ・ラビット』製作の裏側
第1回ゾンビ世界選手権2021
９.005感染家族
	 キム・ナムギルi
11.005DEVILS～金融の悪魔～⑦
０.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実⑦
１.005ブラッドショット
３.00　リカウント	アメリカが


揺れた36日間
５.005ビッグ・リトル・ライズ③


６.005ビッグ・リトル・ライズ④
７.005ちいさな独裁者
９.155ニュー・ミュータント
11.005ロッジ	－白い惨劇－
１.005ビカミング・ア・ゴッド⑥
最新作『ランボー　ラスト・ブラッド』


放送記念！全作一挙放送
２.005ランボー	最後の戦場
３.455ジャングルランド
５.305ヴィランズ
７.155サラブレッド
第1回ゾンビ世界選手権2021
９.005ゾンビマックス！
	 怒りのデス・ゾンビ
	 ジェイ・ギャラガーi
11.005ビカミング・ア・ゴッド⑦
０.005DEVILS～金融の悪魔～⑦
１.005ファンタジー・アイランド
３.005ドクター・スリープ
５.505ビッグ・リトル・ライズ⑤


７.005ビッグ・リトル・ライズ⑥
８.105黒い司法	0％からの奇跡
10.30　『黒い司法	0％からの奇跡』


キャスト独占インタビュー
10.455ジュディ	虹の彼方に
最新作『ランボー　ラスト・ブラッド』


放送記念！全作一挙放送
１.005ランボー	ラスト・
	 ブラッド
３.005ブラック	アンド	ブルー
５.005長沙里9.15
７.005I	AM	アルフレッド・
	 ヒッチコック
８.455アイアムアヒーロー
11.005ザ・ボーイ	
	 ～残虐人形遊戯～
０.455ビカミング・ア・ゴッド⑦
１.455ロイ・コーンの真実
３.305弱虫スクービーの大冒険
５.155ビッグ・リトル・ライズ⑦I


６.305グランド・ブダペスト・
ホテル


８.155タンタンの冒険／
	 ユニコーン号の秘密
10.155ブレイキング・イン
０.005ジェイソン・ボーン
２.155ジョン・F・ドノヴァンの


死と生
４.305マーウェン
６.45547歳	人生のステータス
８.30　『47歳	人生のステータス』アフタートーク


メガヒット9
９.005魔女がいっぱい
第1回ゾンビ世界選手権2021
11.005ゾンビマックス！
	 怒りのデス・ゾンビ
１.005ゾンビ・ファイト・クラブ
２.455アイアムアヒーロー
５.005新感染	ファイナル・
	 エクスプレス


７.455ハッピー・デス・デイ
９.305こころに剣士を
11.155ナンシー・ドリューと
	 秘密の階段
１.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド②
２.005ランボー
３.455スケアリーストーリーズ	


怖い本
５.455IT／イット	THE	END	
	 “それ”が見えたら、終わり。
８.455新感染	ファイナル・
	 エクスプレス
11.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド③
０.00　アレッサンドロ・ボルギ＆
	 パトリック・デンプシー対談
０.20　『フォードvsフェラーリ』を語る
０.40　『47歳	人生のステータス』アフタートーク


（1.00～7.00放送休止）


７.005ハッピー・デス・デイ	2U
８.455ある少年の告白
10.455チャーリーズ・エンジェル（2019）
０.45　『チャーリーズ・エンジェル』
	 監督・キャスト独占インタビュー
１.005ザ・キャプチャー	歪められた真実⑥
２.005ランボー／怒りの脱出
３.455エンツォ	レーサーになりた


かった犬とある家族の物語
５.455ベルリン・アレクサンダープラッツ
８.50　『ベルリン・アレクサンダー


プラッツ』アフタートーク
９.158Dナイト・オブ・ザ・リビ
	 ング・デッド／ゾンビの誕生
11.005ザ・キャプチャー	歪められた真実⑦
０.005BRAVE	NEW	WORLD③
１.005ターミネーター：ニュー・フェイト
３.15　『ターミネーター』スタッフ＆キャストインタビュー
３.35　『ターミネーター』製作の裏側SP
４.155ビッグ・リトル・ライズ①②


７.005ブラッドショット
９.00528日後...
11.105ロイ・コーンの真実
１.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド④
２.005僕のワンダフル・
	 ジャーニー
４.05　IN	FOCUS
４.155ドクター・スリープ
７.15　作品未定
ナチス支配の影に隠された
知られざる実話たち


８.455ヒトラーと戦った22日間
11.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑤
０.005アイアムアヒーロー
２.155ザ・ボーイ	
	 ～残虐人形遊戯～
４.005アニタ	
	 ～世紀のセクハラ事件～


６.005しあわせの百貨店へようこそ
８.005ジュディ	虹の彼方に
10.155ザ・ゴールドフィンチ
１.005ザ・キャプチャー	
	 歪められた真実⑧I


メガヒット9
２.005パピヨン	（2017）
４.305オール・ザ・ウェイ	


JFKを継いだ男
７.005タンタンの冒険／
	 ユニコーン号の秘密
９.00　サウルの息子
	 ルーリグ・ゲーザi
11.00　ステージド	俺たちの舞台、
	 ステイホーム！①～③
０.305BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑤
１.305ランボー
３.155ランボー／怒りの脱出
５.005ブラック	アンド	ブルー


７.005長沙里9.15
９.005ブレイキング・イン
10.455新感染	ファイナル・
	 エクスプレス
１.005DEVILS～金融の悪魔～⑧
２.105リズム・セクション
４.155ザ・ウェイバック
６.155猿の惑星：
	 新世紀（ライジング）
	 gアンディ・サーキスi
８.45　作品未定
11.005DEVILS～金融の悪魔～⑨
０.10　ステージド	俺たちの舞台、
	 ステイホーム！①～③
最新作『ランボー　ラスト・ブラッド』


放送記念！全作一挙放送
１.405ランボー3／
	 怒りのアフガン
３.305ランボー	最後の戦場
５.155ブリッジ・オブ・スパイ


ナチス支配の影に隠された
知られざる実話たち


６.455名もなき生涯
	 アウグスト・ディールi
10.00　作品未定


ナチス支配の影に隠された
知られざる実話たち


１.155Dシンドラーのリスト
４.455ヒトラーと戦った22日間
７.00　サウルの息子
	 ルーリグ・ゲーザi
９.00　作品未定


10.305栄光のランナー／
	 1936ベルリン
	 ステファン・ジェームスi


（1.00～7.00放送休止）


７.455マザーレス・ブルックリン
10.15　エドワード・ノートン
	 独占インタビュー
10.45　きっと	ここが帰る場所
１.005ビカミング・ア・ゴッド⑧
２.005ワイルド・スピード／
	 スーパーコンボ
４.305ジェイソン・ボーン
ナチス支配の影に隠された
知られざる実話たち


６.455名もなき生涯
	 アウグスト・ディールi
10.00　作品未定
11.005ビカミング・ア・ゴッド⑨
０.005DEVILS～金融の悪魔～⑨
１.105ランボー	ラスト・
	 ブラッド
３.005ゾンビ・ファイト・クラブ
４.455グランド・ブダペスト・


ホテル


６.30　リカウント	アメリカが
揺れた36日間


８.455V.I.P.	修羅の獣たち
11.005感染家族
１.005インサイダーズ／
	 内部者たち
３.305悪人伝
５.305ファンタジー・アイランド
ナチス支配の影に隠された
知られざる実話たち


７.305Dシンドラーのリスト
金曜HORROR穴


11.00　幽霊屋敷の恐怖	
	 血を吸う人形
０.455ビカミング・ア・ゴッド⑨
１.455ゾンビマックス！
	 怒りのデス・ゾンビ
３.305黒い司法	0％からの奇跡
５.50　『黒い司法	0％からの奇跡』


キャスト独占インタビュー


６.005ふたつの名前を持つ少年
８.005サラブレッド
９.455フォードvsフェラーリ
０.20　『フォードvsフェラーリ』を語る
０.45　ポップスター


特集：ザ・ビートルズ
３.00　ポール・マッカートニー
	 ／ゲット・バック
４.45　ジョン・レノン，
	 ニューヨーク
	 ジョン・レノンi
７.005ザ・ビートルズ	EIGHT	DAYS	
	 A	WEEK	The	Touring	Years
	 ジョン・レノンi
９.005イエスタデイ（2019）
	 ヒメーシュ・パテルi
11.155エリック・クラプトン
	 ～12小節の人生～
１.45510人の泥棒たち
４.155ザ・エージェント


６.005アニタ		
～世紀のセクハラ事件～


８.005サスペリア（2018）
10.455長沙里9.15
０.455ブリッジ・オブ・スパイ
３.155ザ・キッチン
５.155ハッピー・デス・デイ
７.005ハッピー・デス・デイ	


2U
９.00　きっと	ここが帰る場所
	 ショーン・ペンi
11.155IT／イット	THE	END		


“それ”が見えたら、終わり。
	 ジェームズ・マカヴォイi
２.10　『IT／イット	THE	END』


出演者インタビュー
２.305オール・ザ・ウェイ	


JFKを継いだ男
５.005しあわせの百貨店へ	


ようこそ


７.005ファヒム	パリが見た奇跡
９.005スポンティニアス
11.005魔女がいっぱい
１.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑤
２.005ロニートとエスティ	
	 彼女たちの選択
４.155ジョン・F・ドノヴァンの


死と生
６.305ターミネーター4
８.455幼い依頼人
	 イ・ドンフィi
11.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑥
０.005デッド・ドント・ダイ
	 ビル・マーレイi
２.005ゾンビの中心で、
	 愛をさけぶ
３.455ハッピー・デス・デイ
５.305ハッピー・デス・デイ	2U


７.155リチャード・ジュエル
９.305少女ファニーと運命の旅
11.15　エルサレム（2015）
１.00　ステージド	俺たちの舞台、
	 ステイホーム！①～③


特集：ザ・ビートルズ
２.305イエスタデイ（2019）
４.455ザ・ビートルズ	EIGHT	DAYS	
	 A	WEEK	The	Touring	Years
６.455家族を想うとき
８.45547歳	人生のステータス
	 ベン・スティラーi
10.30　『47歳	人生のステータス』


アフタートーク
11.00　ステージド	俺たちの舞台、
	 ステイホーム！④～⑥I
０.305BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑥
１.305マーウェン
３.455ちいさな独裁者
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『ステージド　俺たちの舞台、ステイホーム！　＃１』 8/24・25・31
© Staged Films Limited MMXX


『パピヨン（2017）』 8/21・24
© 2017 Papillon Movie Finance LLC. ALL RIGHTS RESERVED.


個性派イギリス人俳優、デヴィッ
ド・テナントとマイケル・シーン
のふたりが、『グッド・オーメン
ズ』以来の再タッグ。 コロナ禍
で奮闘する演劇人の喜怒哀楽を
描いた、完全オンライン収録に
よる傑作コメディドラマが、つい
に日本初上陸！


8/24（火）より
毎週火曜よる11:00〜


（3話連続） ほか


海外ドラマ『ステージド 俺たちの舞台、 
ステイホーム！』独占日本初放送スタート！


『魔女がいっぱい』 8/14・17・30
© 2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved


『ポップスター』 8/3・20・28
Motion Picture ©2018 VOX LUX FILM HOLDINGS， LLC. All Rights 
Reserved.


『イエスタデイ』 8/28・31
© 2019 Universal Studios. All Rights Reserved.


※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8 2021
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★初回放送
(ET) 日曜日 2021/08/01 (ET)


MONTH: 8月 2021


26:00


26:30


27:00


27:30


20:00


20:30


21:00


21:30


16:00


16:30


22:00


22:30


17:00


17:30


18:00


14:30


15:00


15:30


21:30 ★大人のプラモ道
#12


「オペル・ブリッツ」を作ろう ＜車両仕上げ後編＞


22:00 おふろやさん日和2
#9


銭湯って寺小屋である～湯処じんのび～


22:30 おふろやさん日和2
#10


和モダンな銭湯～イーストランド～


23:00 ★パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#313


24:00 パチスロ常勝理論！
#395


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#6


AV監督・カンパニー松尾


5:00


5:30


6:00


6:30


7:00


7:30


8:00


8:30


9:00


9:30


10:00


10:30


11:00


11:30


12:00


12:30


13:00


13:30


14:00


28:00


28:30


23:00


18:30


19:00


19:30


23:30


24:00


24:30


25:00


25:30


28:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#6


抹茶


26:30 コスプレJAPAN
#1


火将ロシエル


27:00 Sweet Angel
#110


総集編 14


27:30 旧車TV レストア・ファクトリー Season3
#12


レストア トヨタ2000GT＆AE86 完成


15:00 プレイボール2nd
#8


対立のハードトレーニング


15:30 プレイボール2nd
#9


混迷のチェンジアップ


16:00 プレイボール2nd
#10


逆転へのメッセージ


16:30 プレイボール2nd
#11


星空のユニフォーム


17:00 DASADA
#5


裏切り


17:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#9


予選 第9戦


19:00 MONDOシアター
麻雀覇道伝説 天牌外伝4


20:30 カレーの門戸
#24


シーフードでダシを取るお店は旨いのか？


21:00 ★大人のプラモ道
#11


「オペル・ブリッツ」を作ろう ＜車両仕上げ前編＞


25:00 ★MONDOアドレナリンシアター
恋の墓 ＜R-15＞


25:00


25:30


26:00


26:30


27:00


27:30


28:00


28:30


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#8
予選 第8戦 麻雀ウォッチ×週刊大衆×ウェルチャオ


×アルバン


06:00 カリスマチューニング ～ポルシェ～
#8


ＲＷＢジャパン 集団ツーリング in 箱根


06:30 パチスロ常勝理論！
#314


07:30 パチスロ常勝理論！
#395


08:30 いいね！パチスロリーグ
#18


木村魚拓 VS 河原みのり 後半戦


09:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#9


第5戦 弥永明郎VS若原隆宏(前)


09:30 恋するパチスロリーグ
#26


クライマックススペシャル 後半戦


10:00 旧車ＴＶ レストア・ファクトリー
#12


レストア HONDA1300完成


10:30 コスプレJAPAN
#8


みゃこ


11:00 トップギア シリーズ28
#6


12:00 プレイボール2nd
#2


決断のストライク


12:30 プレイボール2nd
#3


不敵なトラブルメーカー


13:00 プレイボール2nd
#4


緊迫のスクイズサイン


13:30 プレイボール2nd
#5


不穏なチームワーク


14:00 プレイボール2nd
#6


疑惑のクロスプレー


14:30 プレイボール2nd
#7


反撃のチームバッティング


20:30


21:00


21:30


22:00


22:30


23:00


23:30


24:00


24:30


16:00


16:30


17:00


17:30


18:00


18:30


19:00


19:30


20:00


ＭＯＮＤＯ ＴＶ 2021年8月番組表


5:00


5:30


6:00


6:30


7:00


7:30


8:00


8:30


9:00


9:30


10:00


10:30


11:00


11:30


12:00


12:30


13:00


13:30


14:00


14:30


15:00


15:30
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★初回放送
(ET) 月曜日 2021/08/02 火曜日 2021/08/03 水曜日 2021/08/04 木曜日 2021/08/05 金曜日 2021/08/06 土曜日 2021/08/07 日曜日 2021/08/08 (ET)


8:00


8:30


9:00


9:30


10:00


10:30


5:00


5:30


6:00


6:30


7:00


7:30


15:30


16:00


16:30


11:00


11:30


12:00


12:30


13:00


13:30


27:30


28:00


28:30


23:00


23:30


24:00


24:30


25:00


25:30


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#9
予選 第9戦 ロン2×麻雀ウォッチ×アルバン×


MONDO TV


06:00 カリスマチューニング ～ポルシェ～
#9


ポルシェのカリスマ 夢を叶える


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#2


全員集合スペシャル 後半戦


07:00 闘え！パチスロリーグ
#1


全員集合スペシャル 前半戦


07:30 闘え！パチスロリーグ
#2


全員集合スペシャル 後半戦


08:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#15


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 前半戦


26:00


26:30


27:00


20:00


20:30


21:00


21:30


22:00


22:30


17:00


17:30


18:00


18:30


19:00


19:30


14:00


14:30


15:00


14:00 おふろやさん日和2
#7


露天岩風呂の銭湯～のぼり湯～


14:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#9


第5戦 弥永明郎VS若原隆宏(前)


15:00 トゥルー・ジャスティス シーズン2
#8


沈黙の裸体


16:00 トップギア シリーズ26
#2


08:30 旧車TV レストア・ファクトリー Season3
#3


レストア再開 トヨタ2000GT


09:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2021
#17


【チーム戦】 決勝 1回戦


10:00 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#9


政重ゆうき VS かおりっきぃ☆ 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#10


政重ゆうき VS かおりっきぃ☆ 後半戦


11:00 カリスマチューニング ～スーパーカー～
#11


夢叶う！スイス・ジュネーブモーターショー


11:30 カリスマチューニング ～スーパーカー～
#12


総集編


27:30 女神降臨
#148


大貫彩香


28:00 怪談テラーズ
#1


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#7


AVライター・文月みほ


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#10
予選 第10戦 アルバン×ロン2×麻雀ウォッチ×週刊


大衆


06:00 カリスマチューニング ～ポルシェ～
#10


総集編


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#3


政重ゆうき VS なるみん 前半戦


07:00 闘え！パチスロリーグ
#3


嵐 VS 跡美しゅり 前半戦


07:30 闘え！パチスロリーグ
#4


嵐 VS 跡美しゅり 後半戦


08:00 いいね！パチスロリーグ
#18


木村魚拓 VS 河原みのり 後半戦


08:30 コスプレJAPAN
#8


みゃこ


21:30 ★夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2021
#18


【チーム戦】 決勝 2回戦


22:30 DASADA
#5


裏切り


23:00 ★MONDOシアター
貞子vs伽椰子


25:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#15


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 前半戦


25:30 いいね！パチスロリーグ
#18


木村魚拓 VS 河原みのり 後半戦


26:00 MONDOアドレナリンシアター
野良猫とパパ活 ＜R-15＞


17:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#13


【チーム戦】 準決勝C卓 1回戦


18:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#14


【チーム戦】 準決勝A卓 3回戦


19:00 プレイボール
#11


熱闘のグラウンド


19:30 プレイボール
#12


再会のドリームゲーム


20:00 パチスロ常勝理論！
#395


21:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#2


シュークリーム


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第15回女流モンド
杯
#13


準決勝　Ａ卓


13:30 いいね！パチスロリーグ
#18


木村魚拓 VS 河原みのり 後半戦


22:00 怪談テラーズ
#32


22:30 怪談テラーズ
#33


13:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#9


予選 第9戦


15:00 MONDOシアター
闇の法執行人 3


16:30 的場浩司のスイーツ男子塾！
#1


チョコレートケーキ


17:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#15


【チーム戦】 準決勝B卓 3回戦


18:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#16


【チーム戦】 準決勝C卓 3回戦


19:00 プレイボール
#13


僕達のレインボウ


09:00 大人のプラモ道
#11


「オペル・ブリッツ」を作ろう ＜車両仕上げ前編＞


09:30 大人のプラモ道
#12


「オペル・ブリッツ」を作ろう ＜車両仕上げ後編＞


10:00 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#11


安藤遥 VS 青山りょう 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#12


安藤遥 VS 青山りょう 後半戦


11:00 新TV見仏記
#25


京都・南丹波ほほえみの仏編


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第15回女流モンド
杯
#14


準決勝　Ｂ卓


13:30 パチスロ常勝理論！
#395


14:30 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#14


豊田真奈美 編 #2


15:00 MONDOシアター
闇の法執行人 4


16:30 的場浩司のスイーツ男子塾！
#2


シュークリーム


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#8


モザイク職人


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#11
予選 第11戦 MONDO TV×アルバン×ロン2×ウェ


ルチャオ


06:00 カリスマチューニング ～ポルシェ～
#11


限界への挑戦！12時間耐久レース 前篇


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#4


政重ゆうき VS なるみん 後半戦


07:00 闘え！パチスロリーグ
#5


辻ヤスシ VS 倖田柚希 前半戦


07:30 闘え！パチスロリーグ
#6


辻ヤスシ VS 倖田柚希 後半戦


08:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#10


予選 第10戦


09:30 怪談テラーズ
#44


10:00 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#13


スペシャル 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#14


スペシャル 後半戦


23:00 ★モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#10


予選 第10戦


24:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#15


第8戦 小島友実 VS 辻三蔵（前）


25:00 パチスロ常勝理論！
#395


26:00 MONDOアドレナリンシアター
武田くノ一忍法伝 千代女 ＜R-15＞


27:30 女神降臨
#149


倉田瑠夏


28:00 怪談テラーズ
#2


19:30 プレイボール2nd
#1


波乱のスタートダッシュ


20:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#313


21:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#14


豊田真奈美 編 #2


21:30 怪談テラーズ
#31


25:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#313


26:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザード


28:00 怪談テラーズ
#3


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#9


SEXインストラクター・響香


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#12
予選 第12戦 ウェルチャオ×MONDO TV×週刊大


衆×麻雀ウォッチ


06:00 カリスマチューニング ～ポルシェ～
#12


限界への挑戦！12時間耐久レース 後篇


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#5


かおりっきぃ☆ VS ポコ美 前半戦


07:00 闘え！パチスロリーグ
#7


木村魚拓 VS 跡美しゅり 前半戦


07:30 闘え！パチスロリーグ
#8


木村魚拓 VS 跡美しゅり 後半戦


08:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#313


21:30 怪談テラーズ
#34


22:00 怪談テラーズ
#35


22:30 怪談テラーズ
#36


23:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#1


ゼロタイガー


24:00 女神降臨
#132


天木じゅん


24:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#16


第8戦 小島友実 VS 辻三蔵（後）


17:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#17


【チーム戦】 敗者復活戦


18:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#18


【チーム戦】 決勝 1回戦


19:00 プレイボール2nd
#2


決断のストライク


19:30 プレイボール2nd
#3


不敵なトラブルメーカー


20:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#15


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 前半戦


20:30 ミリオンダラー・カー・ハンターズ
#10


アウディA4クアトロ・スーパーツーリング


11:00 新TV見仏記
#26


京都・まだ見ぬ仏編


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第15回女流モンド
杯
#15


決勝　第１戦


15:00 MONDOシアター
闇の法執行人 5


16:30 的場浩司のスイーツ男子塾！
#3


パフェ


17:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#19


【チーム戦】 決勝 2回戦


18:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#20


【チーム戦】 決勝 3回戦


09:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#14


豊田真奈美 編 #2


09:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#9


第5戦 弥永明郎VS若原隆宏(前)


10:00 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#15


ヒラヤマン VS 政重ゆうき 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#16


ヒラヤマン VS 政重ゆうき 後半戦


11:00 新TV見仏記
#27


広島・尾道編


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第15回女流モンド
杯
#16


決勝　第２戦


25:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2021
#18


【チーム戦】 決勝 2回戦


26:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザードⅡ アポカリプス


28:00 怪談テラーズ
#4


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#10


風俗店オーナーと風俗嬢


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#13
予選 第13戦 麻雀ウォッチ×ウェルチャオ×アルバン


×MONDO TV


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#1


第１戦　弥永明郎 ＶＳ 斎藤修（前）


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#6


かおりっきぃ☆ VS ポコ美 後半戦


07:00 闘え！パチスロリーグ
#9


嵐 VS 辻ヤスシ 前半戦


07:30 闘え！パチスロリーグ
#10


嵐 VS 辻ヤスシ 後半戦


08:00 パチスロ常勝理論！
#395


22:00 怪談テラーズ
#38


22:30 怪談テラーズ
#39


23:00 ラジコン・ドリフト・マスターズ
#6


ボディ制作＆シンクロＲＣ選手権


23:30 ★怪談テラーズ
#45


24:00 ★田中俊行のオカルト・コレクション
#1


ゲスト：山口敏太郎


24:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#17


第9戦 小島友実 VS 海老原雄二（前）


19:00 プレイボール2nd
#4


緊迫のスクイズサイン


19:30 プレイボール2nd
#5


不穏なチームワーク


20:00 いいね！パチスロリーグ
#18


木村魚拓 VS 河原みのり 後半戦


20:30 大人のプラモ道
#11


「オペル・ブリッツ」を作ろう ＜車両仕上げ前編＞


21:00 大人のプラモ道
#12


「オペル・ブリッツ」を作ろう ＜車両仕上げ後編＞


21:30 怪談テラーズ
#37


13:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#15


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 前半戦


14:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#9


スパンキー


22:30 HiGH&LOW Season2
#10


Episode10


23:00 ★女子プロレス伝説 超嬢血戦
#15


豊田真奈美 編 #3


13:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#313


14:30 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#1


秩父鉄道


15:00 MONDOシアター
闇の法執行人 6


16:30 的場浩司のスイーツ男子塾！
#4


ショートケーキ


17:00 第4回三人麻雀GRANDPRIX
#1


予選 第1回戦


18:00 第4回三人麻雀GRANDPRIX
#2


予選 第2回戦


09:00 ザ・純烈ショー！3
#3


純烈スロットバトル！ 酒井VS後上 前編


09:30 コスプレJAPAN
#1


火将ロシエル


10:00 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#17


かおりっきぃ☆ VS 安藤遥 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#18


かおりっきぃ☆ VS 安藤遥 後半戦


11:00 新TV見仏記
#28


広島・鞆の浦編


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第2回モンド新人
戦
#1


予選


14:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#10


予選 第10戦


15:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#10


第5戦 弥永明郎VS若原隆宏(後)


16:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#313


17:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#15


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 前半戦


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#11


元人気AV女優・結城リナ


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#14
予選 第14戦 週刊大衆×麻雀ウォッチ×MONDO 


TV×ロン2


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#2


第１戦　弥永明郎 ＶＳ 斎藤修（後）


06:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#236


邦彦 編


07:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#313


08:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#15


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 前半戦


09:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#1


チョコレートケーキ


09:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#1


全員集合スペシャル 前半戦


10:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#15


豊田真奈美 編 #3


10:30 おふろやさん日和2
#3


手作りほっこり銭湯～なみのゆ～


23:30 ★ 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#10


第5戦 弥永明郎VS若原隆宏(後)


24:00 ★DASADA
#6


亀裂


24:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#18


第9戦 小島友実 VS 海老原雄二（後）


25:00 新TV見仏記
#27


広島・尾道編


26:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザードⅢ


28:00 怪談テラーズ
#5


19:00 プレイボール2nd
#6


疑惑のクロスプレー


19:30 プレイボール2nd
#7


反撃のチームバッティング


20:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#10


予選 第10戦


21:30 ★トゥルー・ジャスティス シーズン2
#9


沈黙の刻


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#12


AV監督・溜池ゴロー


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#15
予選 第15戦 ロン2×週刊大衆×ウェルチャオ×アル


バン


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#3


第２戦　辻三蔵 ＶＳ 鈴木ショータ（前）


06:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#237


助六 編


07:30 パチスロ常勝理論！
#395


08:30 いいね！パチスロリーグ
#18


木村魚拓 VS 河原みのり 後半戦


09:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#10


第5戦 弥永明郎VS若原隆宏(後)


09:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#2


全員集合スペシャル 後半戦


10:00 旧車TV レストア・ファクトリー Season2
#1


レストア開始 トヨタ2000GT


10:30 トップギア ネパール・スペシャル


23:00 ★ガールズパチンコリーグ・ルビー
#16


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 後半戦


23:30 いいね！パチスロリーグ
#18


木村魚拓 VS 河原みのり 後半戦


24:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#10


予選 第10戦


25:30 MONDOシアター
貞子vs伽椰子


27:30 試してバッテン！？良い子は絶対真似しないで
ね


#14


28:00 新田恵海の恐竜DEEP
#12


感動！恐竜王国の恐竜たちに迫るドン！


17:30 いいね！パチスロリーグ
#18


木村魚拓 VS 河原みのり 後半戦


18:00 パチスロ常勝理論！
#395


19:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#1


ゼロタイガー


20:00 怪談テラーズ
#45


20:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#1


ゲスト：山口敏太郎


21:00 [字]★MONDOプライムシアター
バイオハザード ディジェネレーション


11:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2021
#18


【チーム戦】 決勝 2回戦


12:00 MONDOシアター
貞子vs伽椰子


19:00 MONDOシアター
貞子vs伽椰子


21:00 ★大人のプラモ道
#13


「ランボルギーニ・カウンタック」を作ろう ＜組立前編＞


21:30 ★大人のプラモ道
#14


「ランボルギーニ・カウンタック」を作ろう ＜組立後編＞


22:00 おふろやさん日和2
#11


天然地下水の銭湯～殿上湯～


12:00 プレイボール2nd
#12


重圧のポジション


12:30 プレイボール2nd
#13


未来(あした)へのプロローグ


13:00 大阪アースダイバー～ケンコバ的 歴史発掘手
帖～


14:00 MONDO式 麻雀
#25


SEASON9 1回戦


15:00 MONDO式 麻雀
#26


SEASON9 2回戦


16:00 MONDO式 麻雀
#27


SEASON9 3回戦


9:00


9:30


10:00


10:30


11:00


11:30


28:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#7


ピスタチオ


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#13


女性向けAVメーカー・社長＆広報


5:00


5:30


6:00


6:30


7:00


7:30


8:00


8:30


22:30 おふろやさん日和2
#12


薪で沸かす銭湯～黄金湯～


23:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#313


24:00 ★パチスロ常勝理論！
#396


25:00 ★LOVE＆アイドル
奈月セナ／セレナーデ


27:00 Sweet Angel
#111


総集編 15


27:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#1


ゲスト：山口敏太郎


17:00 DASADA
#6


亀裂


17:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#10


予選 第10戦


15:00


15:30


16:00


16:30


17:00


17:30


12:00


12:30


13:00


13:30


14:00


14:30


ＭＯＮＤＯ ＴＶ 2021年8月番組表


27:00


27:30


28:00


28:30


MONTH: 8月 2021


24:00


24:30


25:00


25:30


26:00


26:30


21:00


21:30


22:00


22:30


23:00


23:30


18:00


18:30


19:00


19:30


20:00


20:30
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★初回放送
(ET) 月曜日 2021/08/09 火曜日 2021/08/10 水曜日 2021/08/11 木曜日 2021/08/12 金曜日 2021/08/13 土曜日 2021/08/14 日曜日 2021/08/15 (ET)


8:00


8:30


9:00


9:30


10:00


10:30


5:00


5:30


6:00


6:30


7:00


7:30


15:30


16:00


16:30


11:00


11:30


12:00


12:30


13:00


13:30


27:30


28:00


28:30


23:00


23:30


24:00


24:30


25:00


25:30


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#16
予選 第16戦 週刊大衆×ロン2×麻雀ウォッチ×ウェ


ルチャオ


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#4


第２戦　辻三蔵 ＶＳ 鈴木ショータ（後）


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#7


青山りょう VS 政重ゆうき 前半戦


07:00 闘え！パチスロリーグ
#11


木村魚拓 VS 倖田柚希 前半戦


07:30 闘え！パチスロリーグ
#12


木村魚拓 VS 倖田柚希 後半戦


08:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#16


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 後半戦


26:00


26:30


27:00


20:00


20:30


21:00


21:30


22:00


22:30


17:00


17:30


18:00


18:30


19:00


19:30


14:00


14:30


15:00


21:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#3


パフェ


21:30 ★夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2021
#19


【チーム戦】 決勝 3回戦


13:30 いいね！パチスロリーグ
#18


木村魚拓 VS 河原みのり 後半戦


14:00 おふろやさん日和2
#8


麦飯石の銭湯～ゆートピア21～


14:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#10


第5戦 弥永明郎VS若原隆宏(後)


15:00 トゥルー・ジャスティス シーズン2
#9


沈黙の刻


16:00 トップギア シリーズ26
#3


17:00 第4回三人麻雀GRANDPRIX
#3


予選 第3回戦


08:30 旧車TV レストア・ファクトリー Season3
#4


レストア トヨタAE86 リアパネル交換


09:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2021
#18


【チーム戦】 決勝 2回戦


10:00 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#19


政重ゆうき VS 安藤遥 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#20


政重ゆうき VS 安藤遥 後半戦


11:00 新TV見仏記
#29


京都・大原 男がふたり編


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第2回モンド新人
戦
#2


決勝


11:00 新TV見仏記
#30


兵庫・丹波 謎の仏師編


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第2回モンド杯チャ
レンジマッチ


#1
Ａ卓１回戦


13:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#10


予選 第10戦


15:00 MONDOシアター
日本統一34


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#14


男の娘・大島薫


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#17
予選 第17戦 ウェルチャオ×アルバン×MONDO TV


×週刊大衆


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#5


第３戦　斎藤修 ＶＳ 若原隆宏（前）


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#8


青山りょう VS 政重ゆうき 後半戦


07:00 闘え！パチスロリーグ
#13


同窓会スペシャル 前半戦


07:30 闘え！パチスロリーグ
#14


同窓会スペシャル 後半戦


08:00 いいね！パチスロリーグ
#18


木村魚拓 VS 河原みのり 後半戦


08:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#1


ゲスト：山口敏太郎


09:00 大人のプラモ道
#13


「ランボルギーニ・カウンタック」を作ろう ＜組立前編＞


09:30 大人のプラモ道
#14


「ランボルギーニ・カウンタック」を作ろう ＜組立後編＞


22:30 DASADA
#6


亀裂


23:00 ★MONDOシアター
地獄少女


25:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#16


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 後半戦


25:30 いいね！パチスロリーグ
#18


木村魚拓 VS 河原みのり 後半戦


26:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザードⅣ アフターライフ


28:00 怪談テラーズ
#6


18:00 第4回三人麻雀GRANDPRIX
#4


予選 第4回戦


19:00 プレイボール2nd
#8


対立のハードトレーニング


19:30 プレイボール2nd
#9


混迷のチェンジアップ


20:00 パチスロ常勝理論！
#396


25:00 パチスロ常勝理論！
#396


26:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザードＶ リトリビューション


28:00 怪談テラーズ
#7


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#15


元祖AVクィーン・小室友里


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#18
予選 第18戦 アルバン×MONDO TV×ロン2×麻雀


ウォッチ


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#6


第３戦　斎藤修 ＶＳ 若原隆宏（後）


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#9


ポコ美 VS なるみん 前半戦


07:00 闘え！パチスロリーグ
#15


辻ヤスシ VS 跡美しゅり 前半戦


07:30 闘え！パチスロリーグ
#16


辻ヤスシ VS 跡美しゅり 後半戦


08:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#11


予選 第11戦


21:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#15


豊田真奈美 編 #3


21:30 怪談テラーズ
#40


22:00 怪談テラーズ
#41


22:30 怪談テラーズ
#42


23:00 ★モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#11


予選 第11戦


24:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#19


第10戦 津田麻莉奈 VS 鈴木ショータ（前）


16:30 的場浩司のスイーツ男子塾！
#5


プリン


17:00 第4回三人麻雀GRANDPRIX
#5


予選 第5回戦


18:00 第4回三人麻雀GRANDPRIX
#6


予選 第6回戦


19:00 プレイボール2nd
#10


逆転へのメッセージ


19:30 プレイボール2nd
#11


星空のユニフォーム


20:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#313


10:00 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#21


ヒラヤマン VS 青山りょう 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#22


ヒラヤマン VS 青山りょう 後半戦


16:30 的場浩司のスイーツ男子塾！
#6


抹茶


17:00 第4回三人麻雀GRANDPRIX
#7


予選 第7回戦


18:00 第4回三人麻雀GRANDPRIX
#8


予選 第8回戦


19:00 プレイボール2nd
#12


重圧のポジション


09:30 怪談テラーズ
#45


10:00 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#23


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#24


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 後半戦


11:00 新TV見仏記
#31


淡路島編


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第2回モンド杯チャ
レンジマッチ


#2
Ｂ卓１回戦


13:30 パチスロ常勝理論！
#396


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#16


人気AV男優・森林原人


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#19
決勝1戦


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#7


第４戦　若原隆宏 ＶＳ 鈴木ショータ（前）


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#10


ポコ美 VS なるみん 後半戦


07:00 闘え！パチスロリーグ
#17


嵐 VS 倖田柚希 前半戦


07:30 闘え！パチスロリーグ
#18


嵐 VS 倖田柚希 後半戦


08:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#313


09:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#15


豊田真奈美 編 #3


09:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#10


第5戦 弥永明郎VS若原隆宏(後)


10:00 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#25


決勝プレーオフ 前半戦


23:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#2


たぬ吉くん２


24:00 女神降臨
#133
RaMu


24:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#20


第10戦 津田麻莉奈 VS 鈴木ショータ（後）


25:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#313


26:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザード：ザ・ファイナル


28:00 怪談テラーズ
#8


19:30 プレイボール2nd
#13


未来(あした)へのプロローグ


20:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#16


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 後半戦


20:30 F1グランプリ・ヒーローズ
#1


ジェームス・ハント


21:30 戦慄トークショー 永野が震える夜
#13


～恐怖！事故物件の大島てる2～


22:00 戦慄トークショー 永野が震える夜
#14


～恐怖！借金まみれのクズ芸人・岡野陽一～


22:30 戦慄トークショー 永野が震える夜
#15


～恐怖！米粒写経・居島一平の実話怪談～


14:30 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#15


豊田真奈美 編 #3


15:00 MONDOシアター
日本統一35


19:00 大阪アースダイバー～ケンコバ的 歴史発掘手
帖～


20:00 いいね！パチスロリーグ
#18


木村魚拓 VS 河原みのり 後半戦


20:30 大人のプラモ道
#13


「ランボルギーニ・カウンタック」を作ろう ＜組立前編＞


10:30 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#26


決勝プレーオフ 後半戦


11:00 新TV見仏記
#32


阿波とくしま編


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第2回モンド杯チャ
レンジマッチ


#3
Ａ卓２回戦


13:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#16


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 後半戦


14:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#10


ニューモンロー


15:00 MONDOシアター
日本統一36


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#20
決勝2戦


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#8


第４戦　若原隆宏 ＶＳ 鈴木ショータ（後）


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#11


かおりっきぃ☆ VS 青山りょう 前半戦


07:00 闘え！パチスロリーグ
#19


木村魚拓 VS 辻ヤスシ 前半戦


07:30 闘え！パチスロリーグ
#20


木村魚拓 VS 辻ヤスシ 後半戦


08:00 パチスロ常勝理論！
#396


09:00 ザ・純烈ショー！3
#4


純烈スロットバトル！ 酒井VS後上 後編


09:30 ホラー漫画劇場
#1


第1幕 日野日出志 編


10:00 HiGH＆LOW ～THE STORY OF S.W.O.R.D.
～
#1


Prologue　山王連合会


19:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#92


新宿編 後編


20:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#11


予選 第11戦


10:30 HiGH＆LOW ～THE STORY OF S.W.O.R.D.
～
#2


Episode2　鬼邪高校


11:00 新TV見仏記
#33


ナニワ四天王寺編


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第2回モンド杯チャ
レンジマッチ


#4
Ｂ卓２回戦


13:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#313


14:30 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#2


箱根登山鉄道


15:00 MONDOシアター
日本統一37


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#17


日本SM協会代表理事・山咲美花


24:00 ★田中俊行のオカルト・コレクション
#2


ゲスト：はやせやすひろ（都市ボーイズ）


24:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#21


優勝決定戦（前）


25:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2021
#19


【チーム戦】 決勝 3回戦


26:00 MONDOアドレナリンシアター
SEX and the DEATH NOTE ＜R-15＞


27:30 女神降臨
#150


彩川ひなの


28:00 怪談テラーズ
#9


21:00 大人のプラモ道
#14


「ランボルギーニ・カウンタック」を作ろう ＜組立後編＞


21:30 戦慄トークショー 永野が震える夜
#16


～恐怖！BBゴローの実話怪談～


22:00 戦慄トークショー 永野が震える夜
#17


～恐怖！幽霊が見える心霊アイドル・りゅうあ～


22:30 戦慄トークショー 永野が震える夜
#18


～恐怖の未公開スペシャル Part.2～


23:00 ★ホラー漫画劇場
#1


第1幕 日野日出志 編


23:30 怪談テラーズ
#45


16:30 的場浩司のスイーツ男子塾！
#7


ピスタチオ


17:00 第4回三人麻雀GRANDPRIX
#9


決勝 第1回戦


18:00 第4回三人麻雀GRANDPRIX
#10


決勝 第2回戦


10:30 おふろやさん日和2
#4


癒しの楽園銭湯～ひだまりの泉萩の湯～


11:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2021
#19


【チーム戦】 決勝 3回戦


12:00 MONDOシアター
地獄少女


14:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#11


予選 第11戦


25:00 新TV見仏記
#28


広島・鞆の浦編


26:00 LOVE＆アイドル
奈月セナ／セレナーデ


28:00 怪談テラーズ
#10


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#18


ピンク映画監督・池島ゆたか


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#21
決勝3戦


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#9


第５戦　弥永明郎 ＶＳ 鈴木ショータ（前）


06:30 パチスロ常勝理論！
#315


07:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#313


08:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#16


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 後半戦


09:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#2


シュークリーム


21:30 ★トゥルー・ジャスティス シーズン2
#10


沈黙の捜査網とロシアからの美人スパイ


22:30 コスプレJAPAN
#1


火将ロシエル


23:00 ★女子プロレス伝説 超嬢血戦
#16


ダイナマイト関西 編 #1


23:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#10


第5戦 弥永明郎VS若原隆宏(後)


24:00 ★DASADA
#7


友だち


24:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#22


優勝決定戦（後）


16:30 的場浩司のスイーツ男子塾！
#8


キャラメル


17:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#1
予選 第1戦 麻雀ウォッチ×ウェルチャオ×アルバン×


ロン2


18:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#2
予選 第2戦 ロン2×MONDO TV×週刊大衆×アル


バン


19:00 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#91


新宿編 前編


25:30 MONDOシアター
地獄少女


27:30 ホラー漫画劇場
#1


第1幕 日野日出志 編


28:00 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#1


秩父鉄道


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#19


フリーライター・中村淳彦


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#22
決勝4戦


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#10


第５戦　弥永明郎 ＶＳ 鈴木ショータ（後）


06:30 パチスロ常勝理論！
#316


07:30 パチスロ常勝理論！
#396


08:30 いいね！パチスロリーグ
#19


09:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#10


第5戦 弥永明郎VS若原隆宏(後)


20:00 怪談テラーズ
#45


20:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#2


ゲスト：はやせやすひろ（都市ボーイズ）


21:00 [字]★MONDOプライムシアター
バイオハザード ダムネーション


23:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#16


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 後半戦


23:30 ★いいね！パチスロリーグ
#19


24:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#11


予選 第11戦


15:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#10


第5戦 弥永明郎VS若原隆宏(後)


16:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#313


17:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#16


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 後半戦


17:30 いいね！パチスロリーグ
#18


木村魚拓 VS 河原みのり 後半戦


18:00 パチスロ常勝理論！
#396


19:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#2


たぬ吉くん２


09:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#3


政重ゆうき VS なるみん 前半戦


10:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#16


ダイナマイト関西 編 #1


5:00


5:30


6:00


6:30


7:00


7:30


8:00


22:30 戦慄トークショー 永野が震える夜
#13


～恐怖！事故物件の大島てる2～


23:00 ★パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#314


17:00 DASADA
#7


友だち


17:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#11


予選 第11戦


19:00 MONDOシアター
地獄少女


21:00 ★大人のプラモ道
#15


「ランボルギーニ・カウンタック」を作ろう ＜仕上げ前編
＞


21:30 ★大人のプラモ道
#16


「ランボルギーニ・カウンタック」を作ろう ＜仕上げ後編
＞


22:00 ホラー漫画劇場
#1


第1幕 日野日出志 編


09:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#4


政重ゆうき VS なるみん 後半戦


10:00 旧車TV レストア・ファクトリー Season2
#2


レストア開始 コスモスポーツ


10:30 新田恵海の恐竜DEEP
#1


大迫力！恐竜ジオラマの世界に迫るでごザウルス！


11:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザード


13:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザードⅡ アポカリプス


15:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザードⅢ


8:30


9:00


9:30


10:00


10:30


11:00


27:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#2


ゲスト：はやせやすひろ（都市ボーイズ）


28:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#8


キャラメル


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#20


ニブンノゴ！宮地


24:00 パチスロ常勝理論！
#396


25:00 ★MONDOアドレナリンシアター
恋の墓 完結編 ＜R-15＞


26:30 コスプレJAPAN
#2


山吹りょう


27:00 Sweet Angel
#112


総集編 16


20:00


14:30


15:00


15:30


16:00


16:30


17:00


11:30


12:00


12:30


13:00


13:30


14:00


ＭＯＮＤＯ ＴＶ 2021年8月番組表
MONTH: 8月 2021


26:30


27:00


27:30


28:00


28:30


26:00


22:30


23:00


17:30


23:30


24:00


24:30


25:00


25:30


20:30


21:00


21:30


22:00


18:00


18:30


19:00


19:30
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★初回放送
(ET) 月曜日 2021/08/16 火曜日 2021/08/17 水曜日 2021/08/18 木曜日 2021/08/19 金曜日 2021/08/20 土曜日 2021/08/21 日曜日 2021/08/22 (ET)


8:00


8:30


9:00


9:30


10:00


10:30


5:00


5:30


6:00


6:30


7:00


7:30


15:30


16:00


16:30


11:00


11:30


12:00


12:30


13:00


13:30


27:30


28:00


28:30


23:00


23:30


24:00


24:30


25:00


25:30


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#23
決勝5戦


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#11


第６戦　辻三蔵 ＶＳ 若原隆宏（前）


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#12


かおりっきぃ☆ VS 青山りょう 後半戦


07:00 闘え！パチスロリーグ
#21


跡美しゅり VS 倖田柚希 前半戦


07:30 闘え！パチスロリーグ
#22


跡美しゅり VS 倖田柚希 後半戦


08:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#16


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 後半戦


26:00


26:30


27:00


20:00


20:30


21:00


21:30


22:00


22:30


17:00


17:30


18:00


18:30


19:00


19:30


14:00


14:30


15:00


14:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#10


第5戦 弥永明郎VS若原隆宏(後)


15:00 トゥルー・ジャスティス シーズン2
#10


沈黙の捜査網とロシアからの美人スパイ


16:00 トップギア シリーズ26
#4


17:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#3
予選 第3戦 MONDO TV×麻雀ウォッチ×ウェルチャ


オ×週刊大衆


08:30 旧車TV レストア・ファクトリー Season3
#5


レストア トヨタ2000GT 内装


09:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2021
#19


【チーム戦】 決勝 3回戦


10:00 HiGH＆LOW ～THE STORY OF S.W.O.R.D.
～
#3


Episode3　山王連合会ｖｓ鬼邪高校
10:30 HiGH＆LOW ～THE STORY OF S.W.O.R.D.


～
#4


Episode4　White Rascals


11:00 新TV見仏記
#34


東大阪あたり編


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第18回モンド杯
#1


予選　第１戦


28:00 怪談テラーズ
#11


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#21


女性官能小説家・大泉りか


05:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#24
決勝6戦


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#12


第６戦　辻三蔵 ＶＳ 若原隆宏（後）


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#13


初登場スペシャル 前半戦


07:00 闘え！パチスロリーグ
#23


嵐 VS 木村魚拓 前半戦


07:30 闘え！パチスロリーグ
#24


嵐 VS 木村魚拓 後半戦


08:00 いいね！パチスロリーグ
#19


08:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#2


ゲスト：はやせやすひろ（都市ボーイズ）


09:00 大人のプラモ道
#15


「ランボルギーニ・カウンタック」を作ろう ＜仕上げ前編
＞


23:00 ★MONDOシアター
富江VS富江


24:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#23


頂上決戦 第一戦（前）


25:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#16


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 後半戦


25:30 いいね！パチスロリーグ
#19


26:00 MONDOアドレナリンシアター
歌舞伎町ブラックスワン ＜R-15＞


27:30 女神降臨
#151


総集編20


18:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#4
予選 第4戦 アルバン×週刊大衆×ロン2×ウェルチャ


オ


19:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル SP
#1


20:00 パチスロ常勝理論！
#396


21:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#4


ショートケーキ


21:30 ★夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2021
#20


【チーム戦】 決勝 4回戦


22:30 DASADA
#7


友だち


13:30 いいね！パチスロリーグ
#19


14:00 おふろやさん日和2
#9


銭湯って寺小屋である～湯処じんのび～


27:30 女神降臨
#152


総集編21


28:00 怪談テラーズ
#12


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#22


全国童貞連合・名誉会長


20:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#314


21:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#16


ダイナマイト関西 編 #1


21:30 戦慄トークショー 永野が震える夜
#19


～恐怖！歌舞伎町の闇を知る仙頭正教～


22:00 戦慄トークショー 永野が震える夜
#20


～樹海案内人・村田らむ～


22:30 戦慄トークショー 永野が震える夜
#21


～恐怖！女流怪談師・牛抱せん夏の実話怪談～


23:00 ★モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#12


予選 第12戦


27:30 女神降臨
#153


忍野さら


28:00 怪談テラーズ
#13


05:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#1


【個人戦】 準決勝A卓 1回戦


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#13


第７戦　弥永明郎 ＶＳ 若原隆宏（前）


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#14


初登場スペシャル 後半戦


07:00 闘え！パチスロリーグ
#25


クライマックスＳＰ　前半戦


07:30 闘え！パチスロリーグ
#26


クライマックスＳＰ　後半戦


08:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#12


予選 第12戦


24:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#24


頂上決戦 第一戦（後）


25:00 パチスロ常勝理論！
#396


26:00 MONDOアドレナリンシアター
歌舞伎町ブラックスワン 闇の女手配師-深雪- ＜R-


15＞


13:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#11


予選 第11戦


15:00 MONDOシアター
真・雀鬼8　確率五分の一の死闘


16:30 的場浩司のスイーツ男子塾！
#9


アートスイーツ


17:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#5
予選 第5戦 ウェルチャオ×ロン2×麻雀ウォッチ×


MONDO TV


18:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#6
予選 第6戦 MONDO TV×アルバン×週刊大衆×


麻雀ウォッチ


19:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル SP
#2


09:30 大人のプラモ道
#16


「ランボルギーニ・カウンタック」を作ろう ＜仕上げ後編
＞


10:00 HiGH＆LOW ～THE STORY OF S.W.O.R.D.
～
#5


Episode5　ノボル
10:30 HiGH＆LOW ～THE STORY OF S.W.O.R.D.


～
#6


Episode6  RUDE BOYS


11:00 おいで！パチスロリーグ
#1


全員集合スペシャル 前半戦


11:30 おいで！パチスロリーグ
#2


全員集合スペシャル 後半戦


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第18回モンド杯
#2


予選　第２戦


15:00 MONDOシアター
真・雀鬼9　頂上決戦！裏プロvs表プロ


14:30 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#16


ダイナマイト関西 編 #1


17:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#9
予選 第9戦 ロン2×麻雀ウォッチ×アルバン×


MONDO TV


18:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#8
予選 第8戦 麻雀ウォッチ×週刊大衆×ウェルチャオ


×アルバン


09:30 怪談テラーズ
#45


10:00 HiGH＆LOW ～THE STORY OF S.W.O.R.D.
～
#7


Episode7　チハル
10:30 HiGH＆LOW ～THE STORY OF S.W.O.R.D.


～
#8


Episode8　家村会


11:00 おいで！パチスロリーグ
#3


トニー VS 青山りょう 前半戦


11:30 おいで！パチスロリーグ
#4


トニー VS 青山りょう 後半戦


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第18回モンド杯
#3


予選　第３戦


16:30 的場浩司のスイーツ男子塾！
#10
大福


17:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#7
予選 第7戦 週刊大衆×ウェルチャオ×MONDO TV


×ロン2


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第18回モンド杯
#5


予選　第５戦


13:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#314


27:30 女神降臨
#154
谷かえ


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#23


ラブホテルプランナー


05:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#2


【個人戦】 準決勝B卓 1回戦


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#14


第７戦　弥永明郎 ＶＳ 若原隆宏（後）


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#15


ポコ美 VS 政重ゆうき 前半戦


07:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#228


大崎一万発 編


08:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#314


09:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#16


ダイナマイト関西 編 #1


09:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#10


第5戦 弥永明郎VS若原隆宏(後)


22:30 戦慄トークショー 永野が震える夜
#24


～恐怖！ 怪異を語る猥談家・住倉カオス～


23:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#3


キングスター


24:00 女神降臨
#134


西岡葉月


24:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#25


頂上決戦 第二戦（前）


25:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#314


26:00 MONDOシアター
闇の法執行人 1


19:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#1


第1戦 辻三蔵 VS 海老原雄二（前）


19:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#2


第1戦 辻三蔵 VS 海老原雄二（後）


20:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#16


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 後半戦


20:30 F1グランプリ・ヒーローズ
#2


ジャッキー・スチュワート


21:30 戦慄トークショー 永野が震える夜
#22


～恐怖の刺客！TOCANA編集長・角由紀子～


22:00 戦慄トークショー 永野が震える夜
#23


～恐怖！ 霊が見えすぎる男・シークエンスはやとも～


13:30 パチスロ常勝理論！
#396


19:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#3


第2戦 小島友実 VS 鈴木ショータ（前）


19:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#4


第2戦 小島友実 VS 鈴木ショータ（後）


10:00 HiGH＆LOW ～THE STORY OF S.W.O.R.D.
～
#9


Episode9　達磨一家
10:30 HiGH＆LOW ～THE STORY OF S.W.O.R.D.


～
#10


Episode10　痛みの先


11:00 おいで！パチスロリーグ
#5


嵐 VS 倖田柚希　前半戦


11:30 おいで！パチスロリーグ
#6


嵐 VS 倖田柚希　後半戦


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第18回モンド杯
#4


予選　第４戦


13:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#16


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 後半戦


18:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#10
予選 第10戦 アルバン×ロン2×麻雀ウォッチ×週刊


大衆


28:00 怪談テラーズ
#14


28:30 他人のSEXで生きてる人々2
#24


熟女アイドル・人妻時代


05:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#3


【個人戦】 準決勝C卓 1回戦


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#15


第８戦　斎藤修ＶＳ鈴木ショータ（前）


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#16


ポコ美 VS 政重ゆうき 後半戦


07:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#229


きしめん 編


08:00 パチスロ常勝理論！
#396


09:00 ザ・純烈ショー！3
#5


純烈クイズバトル！ 小田井VS後上


09:30 ホラー漫画劇場
#2


第2幕 児嶋都 編


23:00 ★ホラー漫画劇場
#2


第2幕 児嶋都 編


23:30 ★怪談テラーズ
#46


24:00 ★田中俊行のオカルト・コレクション
#3


ゲスト：吉田悠軌


24:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#26


頂上決戦 第二戦（後）


25:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2021
#20


【チーム戦】 決勝 4回戦


26:00 MONDOシアター
闇の法執行人 2


20:00 いいね！パチスロリーグ
#19


20:30 大人のプラモ道
#15


「ランボルギーニ・カウンタック」を作ろう ＜仕上げ前編
＞


21:00 大人のプラモ道
#16


「ランボルギーニ・カウンタック」を作ろう ＜仕上げ後編
＞


21:30 ★秘境駅の旅
#1


函館本線 赤井川駅と渡島沼尻駅への旅


22:00 ★秘境駅の旅
#2


留萌本線 峠下駅と北一已駅への旅


22:30 ★秘境駅の旅
#3


宗谷本線 紋穂内駅と天塩川温泉駅への旅


14:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#11


エアプレーン


15:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザード


14:30 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#3


岳南電車


07:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#314


08:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#16


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 後半戦


09:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#3


パフェ


24:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#104


総集編 4


25:00 新TV見仏記
#29


京都・大原 男がふたり編


26:00 MONDOシアター
闇の法執行人 3


27:30 女神降臨
#155


久松かおり


28:00 怪談テラーズ
#15


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#1


激アツ夜スポット in 大阪


20:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#12


予選 第12戦


21:30 ★トゥルー・ジャスティス シーズン2
#11


沈黙の記憶


22:30 コスプレJAPAN
#2


山吹りょう


23:00 ★女子プロレス伝説 超嬢血戦
#17


ダイナマイト関西 編 #2


23:30 ★ 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#11


第6戦 小島友実VS安中貴史（前）


24:00 ★DASADA
#8


思惑


15:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザードⅡ アポカリプス


17:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#11
予選 第11戦 MONDO TV×アルバン×ロン2×ウェ


ルチャオ


18:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#12
予選 第12戦 ウェルチャオ×MONDO TV×週刊大


衆×麻雀ウォッチ


19:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#5


第3戦 辻三蔵 VS 鈴木ショータ（前）


19:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#6


第3戦 辻三蔵 VS 鈴木ショータ（後）


10:00 HiGH&LOW Season2
#1


Episode1


10:30 HiGH&LOW Season2
#2


Episode2


11:00 おいで！パチスロリーグ
#7


木村魚拓 VS トニー 前半戦


11:30 おいで！パチスロリーグ
#8


木村魚拓 VS トニー 後半戦


27:30 ホラー漫画劇場
#2


第2幕 児嶋都 編


28:00 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#2


箱根登山鉄道


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#2


マニア向け夜遊び in 名古屋


19:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#3


キングスター


20:00 怪談テラーズ
#46


20:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#3


ゲスト：吉田悠軌


21:00 [字]★MONDOプライムシアター
バイオハザード：ヴェンデッタ


23:00 ★ガールズパチンコリーグ・ルビー
#17


23:30 いいね！パチスロリーグ
#19


05:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#5


【個人戦】 準決勝B卓 3回戦


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#17


第９戦　斎藤修ＶＳ辻三蔵（前）


06:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#239


パチンコ実戦バトル！第６回守山塾杯


07:30 パチスロ常勝理論！
#396


08:30 いいね！パチスロリーグ
#19


09:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#11


第6戦 小島友実VS安中貴史（前）


24:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#12


予選 第12戦


25:30 MONDOシアター
富江VS富江


27:00 Sweet Angel
#113


架乃ゆら


14:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#12


予選 第12戦


15:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#11


第6戦 小島友実VS安中貴史（前）


16:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#314


17:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#16


青山りょう VS かおりっきぃ☆ 後半戦


17:30 いいね！パチスロリーグ
#19


18:00 パチスロ常勝理論！
#396


09:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#5


かおりっきぃ☆ VS ポコ美 前半戦


10:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#17


ダイナマイト関西 編 #2


10:30 おふろやさん日和2
#5


狸が見守る銭湯～浅間湯～


11:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2021
#20


【チーム戦】 決勝 4回戦


12:00 MONDOシアター
富江VS富江


13:30 ザ・純烈ショー！3
#4


純烈スロットバトル！ 酒井VS後上 後編


05:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#4


【個人戦】 準決勝A卓 3回戦


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#16


第８戦　斎藤修ＶＳ鈴木ショータ（後）


06:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#238


しゅんく堂 編


7:30


8:00


22:00 ホラー漫画劇場
#2


第2幕 児嶋都 編


22:30 戦慄トークショー 永野が震える夜
#14


～恐怖！借金まみれのクズ芸人・岡野陽一～


17:00 DASADA
#8


思惑


17:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#12


予選 第12戦


19:00 MONDOシアター
富江VS富江


20:30 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#1


秩父鉄道


21:00 ★大人のプラモ道
#17


「鉄道模型」を作ろう


21:30 ★大人のプラモ道
#18


「鉄道ジオラマ」を作ろう ＜準備編＞


09:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#6


かおりっきぃ☆ VS ポコ美 後半戦


10:00 旧車TV レストア・ファクトリー Season2
#3


レストア コスモスポーツ板金


10:30 新田恵海の恐竜DEEP
#2


驚き！恐竜の生活に迫るでごザウルス！


11:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザードⅣ アフターライフ


13:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザードＶ リトリビューション


15:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザード：ザ・ファイナル


20:30


21:00


21:30


22:00


18:00


18:30


19:00


28:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#9


アートスイーツ


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#3


初公開！夜のテーマパーク・裏すすきの


23:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#314


24:00 ★パチスロ常勝理論！
#397


25:00 ★LOVE＆アイドル
佐山彩香／ジュ・テーム


27:00 Sweet Angel
#114


枢木あおい


20:00


14:30


15:00


15:30


16:00


16:30


17:00


28:00


28:30


26:00


22:30


23:00


17:30


23:30


24:00


24:30


25:00


25:30


19:30


13:30


14:00


ＭＯＮＤＯ ＴＶ 2021年8月番組表
MONTH: 8月 2021


26:30


27:00


27:30


8:30


9:00


9:30


10:00


10:30


11:00


27:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#3


ゲスト：吉田悠軌


11:30


12:00


12:30


13:00


5:00


5:30


6:00


6:30


7:00
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★初回放送
(ET) 月曜日 2021/08/23 火曜日 2021/08/24 水曜日 2021/08/25 木曜日 2021/08/26 金曜日 2021/08/27 土曜日 2021/08/28 日曜日 2021/08/29 (ET)


8:00


8:30


9:00


9:30


10:00


10:30


5:00


5:30


6:00


6:30


7:00


7:30


15:30


16:00


16:30


11:00


11:30


12:00


12:30


13:00


13:30


27:30


28:00


28:30


23:00


23:30


24:00


24:30


25:00


25:30


05:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#6


【個人戦】 準決勝C卓 3回戦


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#18


第９戦　斎藤修ＶＳ辻三蔵（後）


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#17


なるみん VS 青山りょう 前半戦


07:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#230


ＳＦ塩野 編


08:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#17


08:30 旧車TV レストア・ファクトリー Season3
#6


レストア トヨタAE86 エンジンオーバーホール


26:00


26:30


27:00


20:00


20:30


21:00


21:30


22:00


22:30


17:00


17:30


18:00


18:30


19:00


19:30


14:00


14:30


15:00


14:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#11


第6戦 小島友実VS安中貴史（前）


15:00 トゥルー・ジャスティス シーズン2
#11


沈黙の記憶


16:00 トップギア シリーズ26
#5


17:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#13
予選 第13戦 麻雀ウォッチ×ウェルチャオ×アルバン


×MONDO TV


09:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2021
#20


【チーム戦】 決勝 4回戦


10:00 HiGH&LOW Season2
#3


Episode3


10:30 HiGH&LOW Season2
#4


Episode4


11:00 おいで！パチスロリーグ
#9


青山りょう VS 倖田柚希 前半戦


11:30 おいで！パチスロリーグ
#10


青山りょう VS 倖田柚希 後半戦


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第18回モンド杯
#6


予選　第６戦


27:30 女神降臨
#156


江藤菜摘


28:00 怪談テラーズ
#16


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#4


初遭遇！アブないすすきの住人


05:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#7


【個人戦】 敗者復活戦


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#19


第１０戦　弥永明郎ＶＳ辻三蔵（前）


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#18


なるみん VS 青山りょう 後半戦


07:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#231


はるぉ 編


08:00 いいね！パチスロリーグ
#19


08:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#3


ゲスト：吉田悠軌


09:00 大人のプラモ道
#17


「鉄道模型」を作ろう


22:30 DASADA
#8


思惑


23:00 ★MONDOシアター
劇場版 ほんとうにあった怖い話 ～事故物件芸人～


24:30 ★SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK 
OUTSIDE LEGEND ～The Endless Odyssey～


#1
1st VOYAGE はきだめのブルース


25:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#17


25:30 いいね！パチスロリーグ
#19


26:00 MONDOシアター
闇の法執行人 4


18:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#14
予選 第14戦 週刊大衆×麻雀ウォッチ×MONDO 


TV×ロン2


19:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#7


第4戦 海老原雄二 VS 鈴木ショータ（前）


19:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#8


第4戦 海老原雄二 VS 鈴木ショータ（後）


20:00 パチスロ常勝理論！
#397


21:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#5


プリン


21:30 MONDO式 麻雀
#16


「ＭＯＮＤＯ式強奪カード＋主要アイテム」


13:30 いいね！パチスロリーグ
#19


14:00 おふろやさん日和2
#10


和モダンな銭湯～イーストランド～


27:30 女神降臨
#157


篠原冴美


28:00 怪談テラーズ
#17


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#5


すすきのＶＳ仙台　厳選遊び


20:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#314


21:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#17


ダイナマイト関西 編 #2


21:30 ★秘境駅の旅
#4


秋田内陸線 岩野目駅と奥阿仁駅への旅


22:00 ★秘境駅の旅
#5


会津鉄道 塔のへつり駅と大川ダム公園駅への旅


22:30 ★秘境駅の旅
#6


北越急行ほくほく線 美佐島駅と大池いこいの森駅へ
の旅


23:00 ★モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#13


準決勝 第1戦


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#20


第１０戦　弥永明郎ＶＳ辻三蔵（後）


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#19


政重ゆうき VS かおりっきぃ☆ 前半戦


07:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#232


かおりっきぃ☆ 編


08:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#13


準決勝 第1戦


09:30 怪談テラーズ
#46


24:30 ★SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK 
OUTSIDE LEGEND ～The Endless Odyssey～


#2
2nd VOYAGE 誰がために友は眠る


25:00 パチスロ常勝理論！
#397


26:00 MONDOシアター
闇の法執行人 5


13:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#12


予選 第12戦


15:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザードⅢ


17:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#15
予選 第15戦 ロン2×週刊大衆×ウェルチャオ×アル


バン


18:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#16
予選 第16戦 週刊大衆×ロン2×麻雀ウォッチ×ウェ


ルチャオ


19:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#9


第5戦 辻三蔵 VS 津田麻莉奈（前）


19:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#10


第5戦 辻三蔵 VS 津田麻莉奈（後）


09:30 大人のプラモ道
#18


「鉄道ジオラマ」を作ろう ＜準備編＞


10:00 HiGH&LOW Season2
#5


Episode5


10:30 HiGH&LOW Season2
#6


Episode6


11:00 おいで！パチスロリーグ
#11


嵐 VS 木村魚拓 前半戦


11:30 おいで！パチスロリーグ
#12


嵐 VS 木村魚拓 後半戦


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第18回モンド杯
#7


予選　第７戦


17:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#17
予選 第17戦 ウェルチャオ×アルバン×MONDO TV


×週刊大衆


18:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#18
予選 第18戦 アルバン×MONDO TV×ロン2×麻雀


ウォッチ


19:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#11


第6戦 海老原雄二 VS 津田麻莉奈（前）


10:00 HiGH&LOW Season2
#7


Episode7


10:30 HiGH&LOW Season2
#8


Episode8


11:00 おいで！パチスロリーグ
#13


交流戦スペシャル 前半戦


11:30 おいで！パチスロリーグ
#14


交流戦スペシャル 後半戦


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第18回モンド杯
#8


予選　第８戦


13:30 パチスロ常勝理論！
#397


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#6


仙台の妖艶な遊び方


05:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#9


【個人戦】 決勝 2回戦


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#21


優勝決定戦（前）


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#20


政重ゆうき VS かおりっきぃ☆ 後半戦


07:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#233


ミネッチ 編


08:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#314


09:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#17


ダイナマイト関西 編 #2


09:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#11


第6戦 小島友実VS安中貴史（前）


10:00 HiGH&LOW Season2
#9


Episode9


10:30 HiGH&LOW Season2
#10


Episode10


24:00 女神降臨
#135


東城りお


24:30 ★SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK 
OUTSIDE LEGEND ～The Endless Odyssey～


#3
3rd VOYAGE はるかなるヌーの呼び声


25:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#314


26:00 MONDOシアター
闇の法執行人 6


27:30 女神降臨
#158


寺田安裕香


28:00 怪談テラーズ
#18


20:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#17


05:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#8


【個人戦】 決勝 1回戦


20:30 F1グランプリ・ヒーローズ
#3


二キ・ラウダ


21:30 ★秘境駅の旅
#7


箱根登山鉄道塔ノ沢駅と伊豆急行線稲梓駅への旅


22:00 ★秘境駅の旅
#8


大井川鐡道井川線川根小山駅とアプトいちしろ駅へ
の旅


22:30 ★秘境駅の旅
#9


京都丹後鉄道 辛皮駅と山陰本線 鎧駅への旅


23:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#4


フィーバーキング


14:30 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#17


ダイナマイト関西 編 #2


15:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザードⅣ アフターライフ


23:00 ★ホラー漫画劇場
#3


第3幕 伊藤潤二 編


23:30 怪談テラーズ
#46


17:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#19
決勝1戦


18:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#20
決勝2戦


19:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#13


第7戦 小島友実 VS 津田麻莉奈（前）


19:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#14


第7戦 小島友実 VS 津田麻莉奈（後）


20:00 いいね！パチスロリーグ
#19


20:30 大人のプラモ道
#17


「鉄道模型」を作ろう


19:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#12


第6戦 海老原雄二 VS 津田麻莉奈（後）


11:00 おいで！パチスロリーグ
#15


トニー VS 倖田柚希 前半戦


11:30 おいで！パチスロリーグ
#16


トニー VS 倖田柚希 後半戦


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第18回モンド杯
#9


予選　第９戦


13:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#17


14:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#12


ジャスティー


15:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザードＶ リトリビューション


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第18回モンド杯
#10


予選　第１０戦


13:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#314


14:30 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#4


養老鉄道


15:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザード：ザ・ファイナル


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#7


テレビ初公開！マル秘スポットｉｎ埼玉


05:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#10


【個人戦】 決勝 3回戦


06:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
#22


優勝決定戦（後）


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#21


青山りょう VS ポコ美 前半戦


07:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#234


モデル・オノ 編


08:00 パチスロ常勝理論！
#397


09:00 ザ・純烈ショー！3
#6


純烈ゴルフバトル！ 小田井VS後上


09:30 ホラー漫画劇場
#3


第3幕 伊藤潤二 編


10:00 ラジコン・ドリフト・マスターズ
#1


ＲＣドリフトの魅力


10:30 ラジコン・ドリフト・マスターズ
#2


アジア選手権（前半）


24:00 ★田中俊行のオカルト・コレクション
#4


ゲスト：ホタテーズ川口


24:30 ★SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK 
OUTSIDE LEGEND ～The Endless Odyssey～


#4
4th VOYAGE ヤッタラン・30秒の賭け


25:00 MONDO式 麻雀
#16


「ＭＯＮＤＯ式強奪カード＋主要アイテム」


26:00 MONDOアドレナリンシアター
銭湯童貞 ＜R-15＞


27:30 女神降臨
#159


総集編22


28:00 怪談テラーズ
#19


21:00 大人のプラモ道
#18


「鉄道ジオラマ」を作ろう ＜準備編＞


21:30 ★秘境駅の旅
#10


伯備線 布原駅と方谷駅への旅


22:00 ★秘境駅の旅
#11


南海電鉄高野線　紀伊細川駅と紀伊神谷駅への旅


22:30 ★秘境駅の旅
#12


高徳線阿波大宮駅と土讃線坪尻駅への旅


26:00 LOVE＆アイドル
佐山彩香／ジュ・テーム


28:00 怪談テラーズ
#20


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#8


人気観光地“熱海”のディープな夜


23:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#11


第6戦 小島友実VS安中貴史（前）


05:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#11


【チーム戦】 準決勝A卓 1回戦


06:00 モンド麻雀プロリーグ 至高の一局
#1


06:30 パチスロ常勝理論！
#317


07:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#314


08:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#17


09:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#4


ショートケーキ


09:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#7


青山りょう VS 政重ゆうき 前半戦


22:30 コスプレJAPAN
#3


九条ねぎ


23:00 ★女子プロレス伝説 超嬢血戦
#18


ダイナマイト関西 編 #3


11:00 おいで！パチスロリーグ
#17


嵐 VS 青山りょう 前半戦


11:30 おいで！パチスロリーグ
#18


嵐 VS 青山りょう 後半戦


15:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#11


第6戦 小島友実VS安中貴史（前）


16:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#314


17:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#17


17:30 いいね！パチスロリーグ
#19


18:00 パチスロ常勝理論！
#397


19:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#4


フィーバーキング


10:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#18


ダイナマイト関西 編 #3


10:30 おふろやさん日和2
#6


下町のエンタメ銭湯～黒湯天然温泉ｎｕ-ｌａｎｄ～


11:00 MONDO式 麻雀
#16


「ＭＯＮＤＯ式強奪カード＋主要アイテム」


12:00 MONDOシアター
劇場版 ほんとうにあった怖い話 ～事故物件芸人～


13:30 ザ・純烈ショー！3
#5


純烈クイズバトル！ 小田井VS後上


14:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#13


準決勝 第1戦


24:00 ★DASADA
#9


別れ


24:30 ★SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK 
OUTSIDE LEGEND ～The Endless Odyssey～


#5
5th VOYAGE 戦場は墓標の星に


25:00 新TV見仏記
#30


兵庫・丹波 謎の仏師編


17:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#21
決勝3戦


18:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#22
決勝4戦


19:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#15


第8戦 小島友実 VS 辻三蔵（前）


19:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#16


第8戦 小島友実 VS 辻三蔵（後）


20:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#13


準決勝 第1戦


21:30 ★トゥルー・ジャスティス シーズン2
#12


沈黙の魂


24:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#13


準決勝 第1戦


25:30 MONDOシアター
劇場版 ほんとうにあった怖い話 ～事故物件芸人～


27:00 Sweet Angel
#115


ひなたまりん


27:30 ホラー漫画劇場
#3


第3幕 伊藤潤二 編


28:00 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#3


岳南電車


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#9


危険な街！？川崎で王様ゲーム初体験


20:00 怪談テラーズ
#46


20:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#4


ゲスト：ホタテーズ川口


21:00 MONDOシアター
麻雀覇道伝説 天牌外伝


22:30 コサキンのラジオごっこ
#4


23:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#17


23:30 ★いいね！パチスロリーグ
#20


10:30 新田恵海の恐竜DEEP
#3


恐竜絶滅のナゾに迫るでごザウルス！


11:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザード ディジェネレーション


13:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザード ダムネーション


15:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザード：ヴェンデッタ


05:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#12


【チーム戦】 準決勝B卓 1回戦


06:00 モンド麻雀プロリーグ 至高の一局
#2


06:30 パチスロ常勝理論！
#318


07:30 パチスロ常勝理論！
#397


08:30 いいね！パチスロリーグ
#20


09:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#11


第6戦 小島友実VS安中貴史（前）


27:00 Sweet Angel
#116


加藤あやの


27:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#4


ゲスト：ホタテーズ川口


28:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#10
大福


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#10


西東京でナンパ・パンチラ祭り


5:00


5:30


6:00


6:30


7:00


7:30


22:00 ホラー漫画劇場
#3


第3幕 伊藤潤二 編


22:30 戦慄トークショー 永野が震える夜
#15


～恐怖！米粒写経・居島一平の実話怪談～


23:00 ★パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#315


24:00 パチスロ常勝理論！
#397


25:00 ★MONDOアドレナリンシアター
デコトラギャル紗矢 ＜R-15＞


26:30 コスプレJAPAN
#3


九条ねぎ


17:00 DASADA
#9


別れ


17:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#13


準決勝 第1戦


19:00 MONDOシアター
劇場版 ほんとうにあった怖い話 ～事故物件芸人～


20:30 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#2


箱根登山鉄道


21:00 ★大人のプラモ道
#19


「鉄道ジオラマ」を作ろう ＜仕上前編＞


21:30 ★大人のプラモ道
#20


「鉄道ジオラマ」を作ろう ＜仕上後編＞


09:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#8


青山りょう VS 政重ゆうき 後半戦


10:00 旧車TV レストア・ファクトリー Season2
#4


レストア トヨタ2000GT板金


12:00


12:30


13:00


13:30


8:00


8:30


9:00


9:30


10:00


10:30


28:00


28:30


23:00


23:30


24:00


24:30


25:00


25:30


22:00


22:30
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★初回放送
(ET) 月曜日 2021/08/30 火曜日 2021/08/31 (ET)


8:00


8:30


9:00


9:30


10:00


10:30


5:00


5:30


6:00


6:30


7:00


7:30


15:30


16:00


16:30


11:00


11:30


12:00


12:30


13:00


13:30


27:30


28:00


28:30


23:00


23:30


24:00


24:30


25:00


25:30


05:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#13


【チーム戦】 準決勝C卓 1回戦


06:00 モンド麻雀プロリーグ 至高の一局
#3


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#22


青山りょう VS ポコ美 後半戦


07:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#235


桜キュイン 編


08:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#17


08:30 旧車TV レストア・ファクトリー Season3
#7


レストア トヨタ2000GT 内張り張替え


26:00


26:30


27:00


20:00


20:30


21:00


21:30


22:00


22:30


17:00


17:30


18:00


18:30


19:00


19:30


14:00


14:30


15:00


05:00 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2020
#14


【チーム戦】 準決勝A卓 3回戦


06:00 モンド麻雀プロリーグ 至高の一局
#4


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#23


なるみん VS かおりっきぃ☆ 前半戦


07:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#236


邦彦 編


08:00 いいね！パチスロリーグ
#20


08:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#4


ゲスト：ホタテーズ川口


09:00 大人のプラモ道
#19


「鉄道ジオラマ」を作ろう ＜仕上前編＞


22:30 DASADA
#9


別れ


23:00 ★MONDOシアター
劇場版 ほんとうにあった怖い話 ～事故物件芸人2～


18:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#24
決勝6戦


19:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#17


第9戦 小島友実 VS 海老原雄二（前）


19:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#18


第9戦 小島友実 VS 海老原雄二（後）


20:00 パチスロ常勝理論！
#397


21:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#6


抹茶


21:30 MONDO式 麻雀
#17


「ＭＯＮＤＯ式強奪カード＋主要アイテム」


13:30 いいね！パチスロリーグ
#20


14:00 おふろやさん日和2
#11


天然地下水の銭湯～殿上湯～


14:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#11


第6戦 小島友実VS安中貴史（前）


15:00 トゥルー・ジャスティス シーズン2
#12


沈黙の魂


16:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル SP
#1


17:00 麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャンピオン
シップ 2020


#23
決勝5戦


09:00 MONDO式 麻雀
#16


「ＭＯＮＤＯ式強奪カード＋主要アイテム」


10:00 ラジコン・ドリフト・マスターズ
#3


アジア選手権（後半）


10:30 ラジコン・ドリフト・マスターズ
#4


ＲＣドリフトのセッティング　１


09:30 大人のプラモ道
#20


「鉄道ジオラマ」を作ろう ＜仕上後編＞


10:00 ラジコン・ドリフト・マスターズ
#5


ＲＣドリフトのセッティング　２


10:30 ラジコン・ドリフト・マスターズ
#6


ボディ制作＆シンクロＲＣ選手権


11:00 おいで！パチスロリーグ
#21


嵐 VS トニー 前半戦


11:30 おいで！パチスロリーグ
#22


嵐 VS トニー 後半戦


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第18回モンド杯
#12


予選　第１２戦


27:30 Sweet Angel
#71


波多野結衣


28:00 怪談テラーズ
#21


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#11


国際都市横浜の裏スポット巡り


24:30 ★SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK 
OUTSIDE LEGEND ～The Endless Odyssey～


#6
6th VOYAGE 追憶の髑髏は優しく嗤う


25:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#17


25:30 いいね！パチスロリーグ
#20


26:00 MONDOアドレナリンシアター
女雀士杏子 ＜R-15＞


11:00 おいで！パチスロリーグ
#19


木村魚拓 VS 倖田柚希 前半戦


11:30 おいで！パチスロリーグ
#20


木村魚拓 VS 倖田柚希 後半戦


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第18回モンド杯
#11


予選　第１１戦


5:00


5:30


6:00


6:30


7:00


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#12


千葉県・柏で美女ＶＳ野獣祭り


23:00 ★モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#14


準決勝 第2戦


24:30 ★SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK 
OUTSIDE LEGEND ～The Endless Odyssey～


#7
7th VOYAGE 約束の地に月は待つ


25:00 パチスロ常勝理論！
#397


26:00 MONDOアドレナリンシアター
闘牌の天使 ＜R-15＞


27:30 Sweet Angel
#72


初美沙希


28:00 怪談テラーズ
#22


19:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#20


第10戦 津田麻莉奈 VS 鈴木ショータ（後）


20:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#315


21:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#18


ダイナマイト関西 編 #3


21:30 ★秘境駅の旅
#13


三陸鉄道　一の渡駅と白井海岸駅への旅


22:00 ★秘境駅の旅
#14


青い森鉄道千曳駅と津軽鉄道毘沙門駅への旅


22:30 ★秘境駅の旅
#15


指宿枕崎線 薩摩塩屋駅と西大山駅への旅


13:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#13


準決勝 第1戦


15:00 MONDOシアター
麻雀覇道伝説 天牌外伝


16:30 的場浩司のスイーツ男子塾！
#11


お取り寄せスイーツ


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第8回女流モンド
杯
#1


「予選第１戦」


18:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#98


神奈川 小田原編 後編


19:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#19


第10戦 津田麻莉奈 VS 鈴木ショータ（前）


10:30


11:00


11:30


12:00


12:30


13:00


7:30


8:00


8:30


9:00


9:30


10:00


17:30


18:00


18:30


19:00


13:30


14:00


14:30


15:00


15:30


16:00
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木 曜 日 金 曜 日 土 曜 日 日 曜 日


	 4:00	●囲碁初級講座（×2）
	 .25	●�第45期�棋聖戦�七番勝負
	 	 	 （30日は「第30期�竜星戦�予選」)
	 6:00	●日本囲碁連盟囲碁講座	
	 .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
	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（2・16・30日）
� � ●�第23期�ドコモ杯女流棋聖戦�


（9・23日）
	 8:00	●初第30期�竜星戦


	10:00	ａ第29期�銀河戦
	 	 	 （16日は「第24期�銀河戦特別対局」）


	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


	 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将棋講座（×3）
	 .35	ａ将棋入門講座（×2）
	11:00	ａ将棋対局セレクション


	 0:30	●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
	 .47	ａ挑戦！テレビ将棋認定
	 7:00	ａめざせプロ棋士セレクション


	 8:00	ａ�初第29期�銀河戦


	 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	●�第22回�LG杯�朝鮮日報棋王戦


	 1:20	●囲碁特番セレクション


	 2:25	 � �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�めざせプロ棋士セレクション
	 1:00	ａ��第28期�銀河戦


	 2:38	ａ将棋講座（×2）
	 3:00	ａ�女流棋戦
	 .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
	 6:00	●厳選棋譜解説


	 7:00	●パンダネット囲碁講座�（×3）
	 .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


	 4:00	●�記憶の一局
	 5:00	●パンダネット囲碁講座（×2）
	 	 	 （5日は「囲碁初級講座」）
	 .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（12日）、将棋特番（26日）
	 .32	ａ�将棋初級講座
	 	 	 （5日は「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
	 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


	 5:00	●厳選棋譜解説


	 6:00	ａ将棋中級講座
	 .12	ａタイトル戦徹底解説
	 	 	 （19日は「藤井銀河決勝戦自戦譜解説」）
	 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


8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)
� .25	●挑戦！テレビ囲碁認定	＆	詰碁
	 .48	●最新囲碁上級講座
	 8:00	●第4期�韓国竜星戦（6・20日）
	 	●囲碁特番（13・27日）
	 9:33	●Let'sチャレンジ詰碁（13・27日）
	 .47	●囲碁初級講座（13・27日）
	10:00	●囲碁特番（6・20日）�
	 	●第3期�韓国竜星戦（13・27日）
	 0:00	ａ�棋聖・藤井聡太に訊く（13日）
	 .30	ａ��将棋講座（×3）
	 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
	 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


	 9:48	 ●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


	 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
	 .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（〜 8日まで）
	 	 	 （15日は5:30 〜「藤井棋聖に訊く」）
	 	 	 （22日からは5:30〜「将棋まるナビ」）
	 .48	ａ将棋中級講座
	 6:00	●�厳選棋譜解説
	 7:00	●初日本囲碁連盟囲碁講座
	 .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
	 	 	 （29日は「お好み将棋道場」）


	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
	 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めざせプロ棋士セレクション
	 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
	 	 	 	（14日は●「仲邑　菫Day」〜 18:00)
	 9:00	ａタイトル戦徹底解説
	 	 	 （28日からは9:48「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（28日は初）
	 0:00	●�囲碁まるナビ（28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	●�第4期�韓国竜星戦（7・21日）
	 	●竜星戦セレクション（28日）


	 4:30	●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
	 	 	 	（28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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６.30C勇気ある追跡
	 日曜洋画劇場版
８.15CA5恋におちた
	 シェイクスピア
10.30Cキャスト・アウェイ
１.00CA5ペット2
２.30　『フォードvsフェラーリ』


を語る
２.45C5フォードvsフェラーリ
５.30C5ハッピー・デス・デイ
７.15C5ハッピー・デス・デイ	


2U
９.00C5スポンティニアス
10.50C5BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド①②
０.50C5BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド③④
２.40C5ルーシー・イン・ザ・


スカイ
５.00C裏窓（1954）


６.20CA5タンタンの冒険／
	 ユニコーン号の秘密
８.15Cドラゴン／
	 ブルース・リー物語
10.20CA5ペット2
	 g設楽統i
０.00C5BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド④
１.00C5魔女がいっぱい
３.00C5栄光のランナー／


1936ベルリン
５.20Cきっと、
	 星のせいじゃない。
７.30Cビューティフル・マインド
10.00Bナイト・オブ・キリング
	 失われた記憶①
11.30CAランボー	最後の戦場
１.10C5愛しのローズマリー
３.10C十戒
	 日曜洋画劇場版


６.10CA5僕のワンダフル・
	 ジャーニー
８.10Cヴァージン・スーサイズ
10.00C5ジョジョ・ラビット
０.00Bナイト・オブ・キリング	失われた記憶①
１.30Cマディソン郡の橋
４.00C52番目のキス
５.50C5グランド・ブダペスト・ホテル
７.40　『チャーリーズ・エンジェル』監


督・キャスト独占インタビュー
７.50CA5チャーリーズ・
	 エンジェル（2019）
10.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実⑧I
11.00CA5ランボー	ラスト・
	 ブラッド
０.50　IN	FOCUS
１.00CA5バッドボーイズ	
	 フォー・ライフ
３.20C5マザーレス・ブルックリン


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ラブソングができるまで
０.00C5リチャード・ジュエル
２.20C5ザ・ウェイバック
４.20C528日後...
６.30CA5アポロ13
	 トム・ハンクスi
９.00CA5新感染	ファイナル・


エクスプレス
	 コン・ユi
11.10CA5ジェイソン・ボーン
	 マット・デイモンi
１.20Cゾンビマックス！
	 怒りのデス・ゾンビ
３.10Cゾンビの中心で、
	 愛をさけぶ
５.00C華やかな魔女たち
	 土曜映画招待席版


７.00C5黒い司法	0％からの奇跡
９.20A『黒い司法	0％からの奇跡』


キャスト独占インタビュー
９.30Cきっと、
	 星のせいじゃない。
０.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実⑦
１.00C5ザ・ゴールドフィンチ
３.40Cキャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン
６.10C5ラブソングができるまで
８.00CA5タンタンの冒険／
	 ユニコーン号の秘密
10.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ⑨
11.00CAランボー
０.40CA5ブラッドショット
２.40Cスケアリーストーリーズ	


怖い本
４.40Cプロヴァンスの贈りもの


６.40C5リズム・セクション
８.40C勇気ある追跡
	 日曜洋画劇場版
10.20C5ブルー・ストーリー
０.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ⑨
１.00C5ある少年の告白
３.00CAスラムドッグ＄
	 ミリオネア
５.10C5グッドライアー	
	 偽りのゲーム
７.10　IN	FOCUS
７.20C5ドクター・スリープ
	 ユアン・マクレガーi
10.00Bザ・パシフィック⑧
11.10CAランボー／怒りの脱出
１.00Cマディソン郡の橋
３.20C5マーウェン
５.20C5コスメティック・ウォー	


わたしたちがBOSSよ！


６.50CAゴースト／
	 ニューヨークの幻
９.00C5フォードvsフェラーリ
11.40　『フォードvsフェラーリ』を語る
０.00Bザ・パシフィック⑧
１.10C5スクール・オブ・ロック
３.10CA5ソニック・ザ・ムービー
５.00C5サラブレッド
６.40Cスパルタカス
	 ［復元完全版］（1960）
10.00C5BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド④
最新作『ランボー	ラスト・ブラッド』


放送記念！全作一挙放送
10.50CAランボー3／怒りの
	 アフガン［吹替完全版］
１.00Cパラサイト・バイティング	


食人草
２.40C5追想（2017）
４.40C5レディ・オア・ノット


６.00Cプロヴァンスの贈りもの
８.00C5ザ・キッチン
９.50C5ロニートとエスティ	


彼女たちの選択
０.00Cバトルランナー
１.50C5ターミネーター4
３.50　『ターミネーター』スタッフ＆キャストインタビュー
４.10C5ターミネーター：
	 ニュー・フェイト
６.30　IN	FOCUS
６.40CA5バッドボーイズ	
	 フォー・ライフ
９.00CA5ランボー	ラスト・ブラッド
10.50　IN	FOCUS
11.00C5ドクター・スリープ
１.40C5コスメティック・ウォー	


わたしたちがBOSSよ！
３.10C勇気ある追跡
	 日曜洋画劇場版
５.00C5グランド・ブダペスト・ホテル


６.20Cアルフィー（2004）
８.10C5ボディカメラ
９.50Cミッドナイト・ラン
	 日曜洋画劇場＋追録版
０.00Bザ・パシフィック⑥
１.00CA5タンタンの冒険／
	 ユニコーン号の秘密
３.00CA5ミュータント・
	 タートルズ（2014）
５.00Cキャスト・アウェイ
７.40CA5デイ・アフター・
	 トゥモロー
10.00C5BRAVE	NEW	WORLD②
11.00　『ターミネーター』スタッフ＆キャストインタビュー
11.20C5ターミネーター：
	 ニュー・フェイト
１.40　『ターミネーター』製作の裏側SP
２.20CA5僕のワンダフル・
	 ジャーニー
４.20C5ザ・キッチン


６.10C5サラブレッド
８.00C裏窓（1954）
10.00Cスケアリーストーリーズ	


怖い本
０.00C5BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド②
１.00CA5アポロ13
	 トム・ハンクスi
３.30COK牧場の決斗
	 水曜ロードショー版
	 バート・ランカスターi
５.40Cトゥルーマン・ショー
	 ジム・キャリーi
７.30C5ザ・コア
	 アーロン・エッカートi
10.00CDEVILS～金融の悪魔～⑨
11.00C5ザ・ウェイバック
１.00C5アンダーウォーター
２.50C天地創造ノーカットレー


ザーディスク版	Iあり


６.00C5レディ・オア・ノット
７.50C5ブレイキング・イン
９.40CAスラムドッグ＄
	 ミリオネア
０.00CDEVILS～金融の悪魔～⑨
１.00Cキャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン
３.30C5マーウェン
５.30C5侵入する男
	 デニス・クエイドi
７.20　IN	FOCUS
７.30C5ブラック・クランズマン
	 ジョン・デヴィッド・
	 ワシントンi
10.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実⑥
11.00C5ザ・ゴールドフィンチ
１.40C5グッドライアー	
	 偽りのゲーム
３.50C5ある少年の告白


６.00Cめまい
８.30CA5IT／イット	THE	END	


“それ”が見えたら、終わり。
11.30A『IT／イット	THE	END』


出演者インタビュー
11.40CA5チャーリーズ・
	 エンジェル（2019）
１.40　『チャーリーズ・エンジェル』監


督・キャスト独占インタビュー
１.50CA5ブリッジ・オブ・スパイ
４.20C510人の泥棒たち
６.50Cドラゴン／
	 ブルース・リー物語
９.00C5フォードvsフェラーリ
11.40　『フォードvsフェラーリ』を語る
０.00C5インサイダーズ／
	 内部者たち
２.20C5ハッピー・デス・デイ
４.10C5ハッピー・デス・デイ	


2U


６.50C5ザ・ゴールドフィンチ
９.40C5ルーシー・イン・ザ・


スカイ
０.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実⑤
１.00C5ロニートとエスティ	


彼女たちの選択
３.10C5エンツォ	レーサーになり


たかった犬とある家族の物語
５.10CAゴースト／ニューヨー


クの幻
７.30CA5ザ・エージェント
	 トム・クルーズi
10.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ⑦
11.00C5侵入する男
	 デニス・クエイドi
０.50Cヴァージン・スーサイズ
２.40C5魂のゆくえ
４.40C恋するベーカリー


６.50C5ジャングルランド
８.40C5パージ
10.10C5パージ：エクスペリメント
０.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ⑦
１.00C5フォードvsフェラーリ
３.40　『フォードvsフェラーリ』を語る
４.00C5ハッピー・デス・デイ
５.50C5ハッピー・デス・デイ	


2U
７.40C5ザ・インタープリター
10.00Bザ・パシフィック⑥
11.00Cパラサイト・バイティング	


食人草
０.40CA5IT／イット	THE	END	


“それ”が見えたら、終わり。
３.40A『IT／イット	THE	END』


出演者インタビュー
３.50C5猿の惑星：
	 新世紀（ライジング）


６.00C52番目のキス
７.50C5弱虫スクービーの大冒険
９.30C5ブラック	アンド	ブルー
11.30C5アイ，ロボット
１.40CA5デイ・アフター・
	 トゥモロー
３.50C5ザ・コア
	 アーロン・エッカートi
６.20C5マザーレス・
	 ブルックリン
	 エドワード・ノートンi


吹替メガヒット9
９.00C5魔女がいっぱい
	 アン・ハサウェイi
10.50CA5ブリッジ・オブ・
	 スパイ
	 トム・ハンクスi
１.20C5レディ・オア・ノット
３.10C5ボディカメラ
５.00C5魂のゆくえ


６.50CA5IT／イット	THE	END	
“それ”が見えたら、終わり。


９.50A『IT／イット	THE	END』
出演者インタビュー


10.10CAランボー
０.00Bザ・パシフィック⑦
１.00CA5ペット2
２.30C5弱虫スクービーの大冒険
４.10CA5新感染	ファイナル・


エクスプレス
６.20C5コスメティック・ウォー	


わたしたちがBOSSよ！
７.50CAスラムドッグ＄
	 ミリオネア
10.00C5BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド③
11.00C5リズム・セクション
１.10CA5ザ・エージェント
３.50COK牧場の決斗
	 水曜ロードショー版


６.00C5ザ・ウェイバック
８.00C5追想（2017）
10.10CAランボー／怒りの脱出
０.00C5BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド③


吹替メガヒット9
１.00CA5ランボー	ラスト・
	 ブラッド
３.00Cスパルタカス
	 ［復元完全版］（1960）
６.15C5ブレイキング・イン
８.00C悪人伝
	 マ・ドンソクi
10.00CDEVILS～金融の悪魔～
	 ⑩I
11.00C5パージ
０.30C5パージ：
	 エクスペリメント
２.20C5アイ，ロボット
４.20C52番目のキス


６.20C華やかな魔女たち
	 土曜映画招待席版
７.50CA5ブラッドショット
９.50CAランボー3／
	 怒りのアフガン
	 ［吹替完全版］
０.00CDEVILS～金融の悪魔～⑩I
１.00C5インサイダーズ／
	 内部者たち
３.30C5猿の惑星：
	 新世紀（ライジング）
５.50CA5恋におちた
	 シェイクスピア
８.00CA5ミュータント・
	 タートルズ（2014）
10.00Cザ・キャプチャー	歪められた真実⑦
11.00C5ある少年の告白
１.10CA5アポロ13
３.50Cドラゴン／
	 ブルース・リー物語


６.00COK牧場の決斗
	 水曜ロードショー版
８.00Cワールド・トレード・
	 センター
10.15CAランボー	最後の戦場
０.00CV.I.P.	修羅の獣たち
２.15C5アンダーウォーター
４.00CA5ザ・エージェント
６.30C5ジョジョ・ラビット
	 ローマン・グリフィン・


デイビスi
８.30A『ジョジョ・ラビット』製作の裏側
９.00CA5オデッセイ（2015）
	 マット・デイモンi
11.30C建築学概論
	 オム・テウンi
１.40C5エンツォ	レーサーになり


たかった犬とある家族の物語
３.40Cミッドナイト・ラン
	 日曜洋画劇場＋追録版


６.50Cヴァージン・スーサイズ
８.40Cスパルタカス
	 ［復元完全版］（1960）
０.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実⑥
１.00CA5オデッセイ（2015）
３.40C5ジャングルランド
	 チャーリー・ハナムi
５.20Cワールド・トレード・
	 センター
	 ニコラス・ケイジi
７.30C5リチャード・ジュエル
	 ポール・ウォルター・
	 ハウザーi
９.50　『リチャード・ジュエル』
	 キャスト独占インタビュー
10.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ⑧
11.00C裏窓（1954）


（1.00～7.00放送休止）


７.00C5魂のゆくえ
９.00C十戒	
	 日曜洋画劇場版
０.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ⑧
１.00Cビューティフル・マインド
３.20C5マザーレス・
	 ブルックリン
５.50C5ブラック	アンド	ブルー
	 ナオミ・ハリスi
７.50CA5ジェイソン・ボーン
	 マット・デイモンi
10.00Bザ・パシフィック⑦
11.10CAフォレスト・ガンプ／


一期一会
	 金曜ロードショー版
１.50C5黒い司法	0％からの奇跡
４.10A『黒い司法	0％からの奇跡』


キャスト独占インタビュー
４.20CV.I.P.	修羅の獣たち


７.00C5マーウェン
９.00C天地創造ノーカットレー


ザーディスク版	Iあり
０.00Cザ・キャプチャー	
	 歪められた真実⑧I
１.00Cパラサイト・バイティン


グ	食人草
２.40Cめまい
５.10C5ザ・インタープリター
７.30CA5ブリッジ・オブ・
	 スパイ
	 トム・ハンクスi
10.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ⑩
11.10C5栄光のランナー／


1936ベルリン
	 ステファン・ジェームスi
１.30CV.I.P.	修羅の獣たち
３.50CAゴースト／
	 ニューヨークの幻


６.00C悪人伝
８.10C5レディ・オア・ノット
10.00C5ザ・キッチン
０.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ⑩
１.10Cふたつの名前を持つ少年
３.00Cゾンビの中心で、
	 愛をさけぶ
４.50C華やかな魔女たち
	 土曜映画招待席版
６.10Cヴァージン・スーサイズ
	 キルスティン・ダンストi
７.50C建築学概論
	 オム・テウンi
10.00Bザ・パシフィック⑨
11.10Cプロヴァンスの贈りもの
１.20CA5デイ・アフター・
	 トゥモロー
３.40Cきっと、
	 星のせいじゃない。


６.00CA5ペット2
７.40C5ラブソングができるまで
９.40　IN	FOCUS
９.50CA5バッドボーイズ	
	 フォー・ライフ
０.00Bザ・パシフィック⑨
１.10C5ナンシー・ドリューと
	 秘密の階段
２.50C5少女ファニーと運命の旅
４.40CAフォレスト・ガンプ／


一期一会
	 金曜ロードショー版
７.20Cキャスト・アウェイ
10.00C5BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑤
11.00C十戒
	 日曜洋画劇場版
２.10CA5ソニック・ザ・
	 ムービー
４.10C5ジャングルランド


６.10C5エンツォ	レーサーになり
たかった犬とある家族の物語


８.20Cアルフィー（2004）
10.10C5インサイダーズ／
	 内部者たち
０.40CA5ソニック・ザ・
	 ムービー
２.30C5リズム・セクション
４.30C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
６.50CA5新感染	ファイナル・


エクスプレス
	 コン・ユi


吹替メガヒット9
９.00C5イエスタデイ（2019）
	 ヒメーシュ・パテルi
11.10CA5ミュータント・
	 タートルズ（2014）


（1.00～7.00放送休止）


６.00Cトゥルーマン・ショー
８.00C5ロニートとエスティ	


彼女たちの選択
10.00CA5僕のワンダフル・
	 ジャーニー
０.00C5BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑤
１.00C5スポンティニアス
２.50C5コスメティック・ウォー	


わたしたちがBOSSよ！
４.20C5ボディカメラ
６.00C勇気ある追跡
	 日曜洋画劇場版
７.40Cワールド・トレード・センター
10.00Bナイト・オブ・キリング	失われた記憶②
11.10C5ブルー・ストーリー
１.00　IN	FOCUS
１.10C5ドクター・スリープ
４.00Cゾンビマックス！
	 怒りのデス・ゾンビ


６.00Cゾンビの中心で、
	 愛をさけぶ
７.50C5栄光のランナー／


1936ベルリン
10.10C5アンダーウォーター
０.00Bナイト・オブ・キリング	
	 失われた記憶②
１.10C建築学概論
３.20C5ルーシー・イン・ザ・


スカイ
５.30　『リチャード・ジュエル』
	 キャスト独占インタビュー
５.40C5リチャード・ジュエル
８.00C5魔女がいっぱい
	 アン・ハサウェイi
10.00Cステージド	俺たちの舞台、
	 ステイホーム！①～③
11.30　作品未定
１.40C5ブラック	アンド	ブルー
３.40Cめまい


６.00C5ナンシー・ドリューと
秘密の階段


７.50C5ブレイキング・イン
９.30CAフォレスト・ガンプ／


一期一会
	 金曜ロードショー版
０.00C遠い空の向こうに
１.50CAランボー
３.30CAランボー／怒りの脱出
５.15CAランボー3／
	 怒りのアフガン
	 ［吹替完全版］
７.20CAランボー	最後の戦場
９.00CA5ランボー	ラスト・
	 ブラッド
10.50C5ザ・コア
１.10C5パージ
２.40C5パージ：
	 エクスペリメント
４.30C5少女ファニーと運命の旅


６.00Cキャッチ・ミー・イフ・
ユー・キャン


８.40Cスパルタカス
	 ［復元完全版］（1960）
０.00C5ジョジョ・ラビット
２.00A『ジョジョ・ラビット』製作の裏側
２.30C悪人伝
４.30CA5ブラッドショット
６.30C5黒い司法	0％からの奇跡
８.50A『黒い司法	0％からの奇跡』


キャスト独占インタビュー
９.00CA5チャーリーズ・
	 エンジェル（2019）
11.00　『チャーリーズ・エンジェル』監


督・キャスト独占インタビュー
11.10CA5ジェミニマン
１.10C5サラブレッド
２.50C5グッドライアー	
	 偽りのゲーム
５.00Cトゥルーマン・ショー


７.00C5マザーレス・
	 ブルックリン
９.40Cマディソン郡の橋
０.00Cステージド	俺たちの舞台、
	 ステイホーム！①～③
１.30C5追想（2017）
３.30Cスケアリーストーリーズ	


怖い本
	 ゾーイ・コレッティi
５.30C5アイ，ロボット
	 ウィル・スミスi
７.30CA5オデッセイ（2015）
	 マット・デイモンi
10.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ⑪
11.10Cビューティフル・マインド
	 ラッセル・クロウi
１.40Cふたつの名前を持つ少年
３.40C5猿の惑星：
	 新世紀（ライジング）


６.00C5ブルー・ストーリー
７.40Cパラサイト・バイティン


グ	食人草
９.30C510人の泥棒たち
	 キム・ユンソクi
０.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ⑪
１.10　作品未定
３.20C5名もなき生涯
	 アウグスト・ディールi
６.30CADシンドラーのリスト
	 リーアム・ニーソンi
10.00Bザ・パシフィック⑩I
11.10CA5ジェイソン・ボーン
	 マット・デイモンi
１.20C天地創造ノーカットレー


ザーディスク版	Iあり
	 ピーター・オトゥールi
４.20C5ナンシー・ドリューと


秘密の階段
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『ランボー3／怒りのアフガン』 8/13・18・28
© 1988 STUDIOCANAL


『ランボー　ラスト・ブラッド』 8/8・12・20・28
© 2019 RAMBO V PRODUCTIONS， INC.


シルヴェスター・スタローンの代
名詞のひとつ最強の元グリーン
ベレー、ジョン・ランボー。この
人気アクションシリーズを全作
一挙放送！


8/16（月）〜8/20（金）
5日連続放送


8/28（土）午後2：50〜 
一挙放送 ほか


『ランボー』
『ランボー／怒りの脱出』
『ランボー 最後の戦場』
『ランボー ラスト・ブラッド』ほか


全5作品


最新作『ランボー ラスト・ブラッド』
放送記念！全作一挙放送


『タンタンの冒険／ユニコーン号の秘密』 8/4・16・19
© 2021 Paramount Pictures. All rights reserved.


『ペット２』 8/11・19・22・25
© 2019 Universal City Studios Production LLLP. All Rights Reserved.


『ミュータント・タートルズ（2014）』 8/4・13・29
Teenage Mutant Ninja Turt les © 2021 Paramount P ictures ; 
trademark of Viacom International Inc. All Rights Reserved.


※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8 2021


AUG
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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）


26:30


27:00 27:00 27:00


27:30 27:30 30[S][HD][F]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


27:30


25:30 25:30 30[多][休][HD][F][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


25:30


26:00 26:00 00[二][HD][F]
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)


26:00


26:30 26:30


24:30 24:30 24:30


25:00 25:00 25:00


23:00 23:00 23:00


23:30 23:30 30[二][休][HD][F]
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)


23:30


24:00 24:00 24:00


19:30 19:30 30[二][L][初][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第4戦 アドリア(イタリア)
『決勝』
(2021/08/01)


※放送開始時刻未定


19:30


20:00 20:00 20:00


20:30 20:30 20:30


22:00 22:00 22:00


22:30 22:30 22:30


21:00 21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


18:30 18:30 18:30


19:00 19:00 00[S][休][字][HD][F]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


19:00


17:00 17:00 00[多][HD][F]
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)


17:00


17:30 17:30 17:30


18:00 18:00 18:00


16:00 16:00 00[S][HD][F]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


16:00


16:30 16:30 16:30


15:00 15:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #18


15:00


15:30 15:30 15:30
45[S][F]インフォメーション


12:00 12:00 00[二][HD][F]
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)


12:00


12:30 12:30 12:30


14:00 14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


10:00 10:00 00[二][HD][F]
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)


10:00


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 11:30 11:30


09:00 09:00 00[S][字][HD][F]
WWE ロウ #1469
【ハイライト】


09:00


09:30 09:30 09:30


08:00 08:00 00[S][HD][F]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP


08:00


08:30 08:30 08:30


07:00 07:00 07:00


07:30 07:30 07:30


05:30 05:30 05:30


06:00 06:00 00[二][HD][F]
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)


06:00


06:30 06:30 06:30


04:00 04:00 00[二][HD][F]
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)


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 05:00
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J SPORTS 2 2021.08.02-2021.08.08
2021.08.02 2021.08.03 2021.08.04 2021.08.05 2021.08.06 2021.08.07 2021.08.08


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 00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


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)


24:30


26:30 26:30 30[S][休][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


26:30


27:00 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


00[S][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP


27:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』
(休止の場合あり)


27:00


00[二][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第4戦 アドリア(イタリア)
『決勝』
(2021/08/01)


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


(2021/07/17)


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)


26:00 26:00


30[二][休][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)
(休止の場合あり)


24:30


25:00 25:00


15[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/07)』


24:30


27:30 27:30 27:30
45[S][HD]SAIL GP 2021/22
ハイライト


22:30 30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


30[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


22:30 22:30
45[S]インフォメーション


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
『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
グループA
『日本 vs. スイス』
(2019/11/25)


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-2
『セネガル vs. ポルトガル』
(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)


23:00


25:00


25:30 25:30 25:30


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
準々決勝-1
『ブラジル vs. ロシア』
(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-4
『日本 vs. ウルグアイ』
(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)


22:00


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)


23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 24:00 24:00


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　ポルトガル vs.
日本』
(2012/11/04)


20:00 00[S][HD]MLBミュージック
#27


20:00
15[二][初][同][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第6戦 決勝レース1
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07)


20:30 20:30 20:30


21:00 21:00 21:00


21:30 21:30 21:30
45[二][L][初][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第6戦 決勝レース2
『モスト(チェコ)』


(2021/08/08)


22:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #18


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』


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!


22:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1145
【ハイライト】


17:30 30[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


17:30


18:00 00[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


00[S][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP


00[S][初][同][HD]
NPBガールズトーナメント
2021 ～女子学童野球日本
一決定戦～
準決勝-2


(2021/08/04　坊っちゃんス
タジアム)


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


18:00 00[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


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(08/01)』


18:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/06)』


18:30


19:00 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[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/05)』


19:00 19:00


19:30 19:30 19:30


30[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


15:30


16:00 00[S][初][同][HD]
NPBガールズトーナメント
2021 ～女子学童野球日本
一決定戦～
準決勝-1


(2021/08/04　坊っちゃんス
タジアム)


00[S]
インフォメーション


16:00 16:00


16:30


17:00 00[S][HD]MLBミュージック
#27


17:00 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)


17:00
15[S]インフォメーション


17:30 30[S]
インフォメーション


30[S][初][同][HD]
NPBガールズトーナメント
2021 ～女子学童野球日本
一決定戦～
決勝


(2021/08/05　坊っちゃんス
タジアム)


16:30 30[S][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP


30[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


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』


16:30 30[S][休][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


30[S]
インフォメーション


14:00


30[S][HD]
【バドミントン レジェンドマッ
チをもう一度！～S/Jリーグ
編～】
2011年富山県高岡市大会
男子一部リーグ
『トナミ運輸 vs. NTT東日本』


～地元の声援をうけ無敗同
士が激突。互いの「強み」が
ぶつかり合う。男子シングル
ス 佐々木翔 vs 田児賢一の
一戦はこの対戦の勝敗をわ
けるものとなった～


(2011/11/06　高岡市民体
育館)


12:30 12:30


13:00 00[S][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
男子 準決勝-1


(2021/07/29　シティホール
プラザ アオーレ長岡)


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)


00[S][休][HD]
【バドミントン レジェンドマッ
チをもう一度！～S/Jリーグ
編～】
2011年宮崎市大会 女子一
部リーグ
『日本ユニシス vs. ルネサ
ス』


～女子第1複 スエマエ vs.
タカマツ 激闘の一戦！～


(2011/11/03　宮崎市総合
体育館)
(休止の場合あり)


13:00 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)


13:00


14:30 14:30 14:30
45[S][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
男子 準決勝-2


(2021/07/29　シティホール
プラザ アオーレ長岡)


15:00 00[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


15:00 00[S][休][HD]
J SPORTS セレクション
(休止の場合あり)


00[S][休][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


15:00


15:30 30[S][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
男子 決勝


(2021/07/30　シティホール
プラザ アオーレ長岡)


15:30


10:30 10:30


11:00 11:00 00[二][休][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第4戦 アドリア(イタリア)
『決勝』
(2021/08/01)
(休止の場合あり)


11:00


11:30 30[S]
インフォメーション


11:30 11:30


12:00 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】
2009 ワールドチャンピオン
シップ
準決勝


00[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


12:00 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][HD]
【バドミントン レジェンドマッ
チをもう一度！～S/Jリーグ
編～】
2010年埼玉県春日部市大
会 女子1部リーグ
『三洋電機 vs. 日本ユニシ
ス』


～タカマツがエースダブルス
として台頭し！潮田玲子＆
張が第2Dという強力な布陣
を擁する日本ユニシス～


(2010/12/23　ウイング・ハッ


13:30 13:30 13:30


14:00 14:00


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(08/07)』


※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][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』
(休止の場合あり)


00[S][HD]
【バドミントン レジェンドマッ
チをもう一度！～S/Jリーグ
編～】
2009年大阪府守口市大会
女子1部リーグ
『三洋電機 vs. NEC SKY』


～スエマエ＆フジカキ擁する
NEC SKYと8連覇がかかる
三洋電機の戦い！～


(2009/12/27　大阪府守口
市民体育館)


00[S][休][HD]
【バドミントン レジェンドマッ
チをもう一度！～S/Jリーグ
編～】
2010年東京都墨田区大会
女子1部リーグ
『ヨネックス vs. 日本ユニシ
ス』


～日本ユニシス女子チーム
参戦から無敗で悲願の初優
勝！～


(2010/12/26　東京都墨田
区総合体育館)


00[S][休][HD]
【バドミントン レジェンドマッ
チをもう一度！～S/Jリーグ
編～】
2010年 東京都墨田区大会
男子1部リーグ
『日本ユニシス vs. トナミ運
輸』


～最終戦、全勝対決！日本
代表がずらりと揃う両チーム
はまさにレジェンドマッチと
なった。またセティアワンと
ユリアントのインドネシア代
表対決にも注目が集まる！
～


(2010/12/26　東京都墨田
区総合体育館)
(休止の場合あり)


00[S][HD]
NPBガールズトーナメント
2021 ～女子学童野球日本
一決定戦～
決勝


(2021/08/05　坊っちゃんス
タジアム)


09:00 00[S][HD]
MOTOR GAMES #383


09:00


09:30 09:30 30[S]
インフォメーション


09:30


10:00 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)


10:00 00[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第3戦
『モンツァ6時間レース(イタリ


10:00


10:30


06:30 30[S][HD]
デイリーサッカーニュース
Foot!


06:30 06:30


07:00 00[二][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第4戦 アドリア(イタリア)
『決勝』
(2021/08/01)


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


00[S][HD]
NPBガールズトーナメント
2021 ～女子学童野球日本
一決定戦～
準決勝-2


(2021/08/04　坊っちゃんス
タジアム)


07:00 00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1470
【ハイライト】
(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]
【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][同][HD]
NPBガールズトーナメント
2021 ～女子学童野球日本
一決定戦～
準決勝-1


(2021/08/04　坊っちゃんス
タジアム)


00[S][HD]
MOTOR GAMES #383


06:00 06:00


07:00


07:30 07:30 07:30


08:00 00[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第3戦
『モンツァ6時間レース(イタリ


00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


08:00


04:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


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


04:00


04:30 04:30 04:30


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


05:00 05:00 00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


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)


05:00


05:30 05:30 30[S][HD]
【バドミントン レジェンドマッ
チをもう一度！～S/Jリーグ
編～】
2011年東京都渋谷区大会
女子一部リーグ
『日本ユニシス vs. パナソ
ニック』


～日本ユニシス全勝優勝に
向けた最終戦の相手はパナ
ソニック。第2複までもつれ
込む戦い。日本代表を輩出
するチーム同士、激戦必至
～


(2011/12/25　国立代々木
競技場 第二体育館)


05:30


06:00 00[二][休][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)
(休止の場合あり)







週 間 番 組 表 Page：3/6
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J SPORTS 2 2021.08.09-2021.08.15
2021.08.09 2021.08.10 2021.08.11 2021.08.12 2021.08.13 2021.08.14 2021.08.15


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）


26:30 30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


30[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1146
【ハイライト】


24:30


27:00 00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


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


00[S][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
男子 準決勝-2


(2021/07/29　シティホール
プラザ アオーレ長岡)


00[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


24:00


00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1146
【ハイライト】


25:00


25:30 25:30 30[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第6戦
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07-08)


25:30
45[S][HD]MLBミュージック
#2726:00 00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


(2021/07/17)


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)


27:30 27:30


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


26:00


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 福岡ソフトバンク
(08/09)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
男子 準決勝-1


(2021/07/29　シティホール
プラザ アオーレ長岡)


23:00 23:00
15[S][同][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
女子 準決勝-2


(2021/08/14　新潟市東総
合スポーツセンター)


23:30 23:30 23:30


24:00


45[S][HD][F]ル・マン24時間
レース2021 ナビ25:00 00[S]
機器メンテナンス


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


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1471
【ハイライト】


25:00


00[二][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第3戦 決勝
『ゾルダー(ベルギー)』


(2021/08/08)


26:00


26:30 26:30


27:00


24:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


30[S][HD]
MOTOR GAMES #384


24:30


00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/14)』


19:00


21:00 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　日本 vs. リビ
ア』
(2012/11/07)


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第6戦
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07-08)


21:00 21:00


21:30 21:30 30[S][同][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
女子 準決勝-1


(2021/08/14　新潟市東総
合スポーツセンター)


21:30


22:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #19


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
『ラウンド16　ウクライナ vs.
日本』
(2012/11/11)


00[S][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
男子 決勝


(2021/07/30　シティホール
プラザ アオーレ長岡)


22:00 22:00


22:30 22:30 30[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
『ラウンド16　ウクライナ vs.
日本』
(2012/11/11)


22:30
45[S]インフォメーション


24:00


23:00


18:00 00[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドマッチプレー
準決勝
『ロニー・バクスター vs. テ


18:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/13)』


18:00


18:30


19:30 19:30 19:30


20:00 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


20:00 20:00


20:30 20:30 20:30


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/08)』


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/10)』


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/11)』


18:30 18:30


19:00 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
『ラウンド16　ウクライナ vs.
日本』
(2012/11/11)


19:00


14:00 00[S][HD]
【バドミントン レジェンドマッ
チをもう一度！～S/Jリーグ
編～】
2013年東京都墨田区大会
男子一部リーグ
『トナミ運輸 vs. NTT東日本』


～日本代表ダブルス陣を誇
るトナミ運輸。NTT東日本と
の一戦は新旧日本代表シン
グルス対決が最大の見どこ
ろ！佐々木翔 vs 桃田賢
斗。ファイナルゲームまでも
つれた戦いの行方はいか
に！？～


(2013/12/28　東京都墨田


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


12:00


12:30 12:30 12:30


13:00 13:00 13:00
15[S]インフォメーション


17:00 00[S]
インフォメーション


00[S]
インフォメーション


00[S][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


17:00 00[S][同][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
女子 決勝


(2021/08/15　新潟市東総
合スポーツセンター)


17:00


17:30 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


30[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


17:30 30[S]
インフォメーション


17:30


13:30


14:00


14:30 14:30 30[S][休][字][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ


14:30


15:00 00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 福岡ソフトバンク
(08/10)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)
(休止の場合あり)


15:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #20


15:00


15:30 15:30 15:30
45[S]インフォメーション


16:00 16:00 00[S][字][HD]
WWE ロウ #1471
【ハイライト】


16:00


16:30 16:30 16:30


00[S][HD]
【バドミントン レジェンドマッ
チをもう一度！～S/Jリーグ
編～】
2012年東京都渋谷区大会
男子一部リーグ
『トナミ運輸 vs. 日本ユニシ
ス』


～早川/遠藤組 vs 平田/橋
本組 世界トップのハイレベ
ルな戦い。低空戦を制した
のは！？～


(2012/12/28　国立代々木


00[S][HD]
【バドミントン レジェンドマッ
チをもう一度！～S/Jリーグ
編～】
2013年東京都墨田区大会
女子一部リーグ
『ルネサス vs. 日本ユニシ
ス』


～ロンドン五輪で銀メダルを
獲得した「フジカキ」 vs リオ
五輪金メダルペアで当時売
り出し中であった「タカマツ」
の第1複対決。
日本女子ダブルスは改めて


10:00 10:00


10:30 30[S][HD]
MLBミュージック #27


30[S][HD]
MOTOR GAMES #384


10:30 10:30


50[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


11:00 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)


11:00 11:00


11:30 11:30 11:30


50[S][L][初][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バドミント
ン競技大会
男子 学校対抗
『準決勝～決勝』


(2021/08/10　高岡市高平
記念体育館, 富山県)


12:00 12:00


30[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


13:30 30[S][休][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


13:30
45[S][休][HD][F]ル・マン24
時間レース2021 ナビ14:00


06:30


55[S][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
男子 決勝


(2021/07/30　シティホール
プラザ アオーレ長岡)


08:00 08:00


08:30 30[S][HD]
MLBミュージック #27


08:30 08:30


50[S][L][初][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バドミント
ン競技大会
個人対抗ダブルス・シングル
ス
『準決勝～決勝』


(2021/08/13　高岡市高平
記念体育館, 富山県)


09:00 00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


00[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第3戦
『モンツァ6時間レース(イタリ


09:00 09:00


20[S][L][初][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
女子 決勝


(2021/08/15　新潟市東総
合スポーツセンター)


25[S][L][初][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
女子 準決勝


■第1試合


■第2試合


(2021/08/14　新潟市東総
合スポーツセンター)


09:30 09:30 09:30


10:00 00[S][休][HD]
【バドミントン レジェンドマッ
チをもう一度！～S/Jリーグ
編～】
2011年東京都渋谷区大会
男子一部リーグ
『日本ユニシス vs. トナミ運
輸』


～2010年大会同様最終戦ま
でもつれ込んだ優勝決定
戦。この試合のキーポイント
は第1複 平田/橋本組 vs ユ
リアント/池田組。セカンド
ゲーム27-25 ファイナルまで
いったこの試合の行方はい
かに！？～


(2011/12/25　国立代々木


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]
【バドミントン レジェンドマッ
チをもう一度！～S/Jリーグ
編～】
2012年東京都渋谷区大会
女子一部リーグ
『パナソニック vs. NTT東日
本』


～三洋電機からパナソニッ
クとして戦い続けたチームが
この一戦で幕を閉じた。所属
選手もそれぞれチーム離れ
新天地へ。パナソニック、ラ
ストマッチ～


30[S]
インフォメーション


30[S]
インフォメーション


05:30 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


05:30


50[S][同][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
女子 準決勝-1


(2021/08/14　新潟市東総
合スポーツセンター)


07:00 00[S][HD]
NPBガールズトーナメント
2021 ～女子学童野球日本
一決定戦～
準決勝-1


(2021/08/04　坊っちゃんス
タジアム)


07:00 07:00


07:30 07:30 07:3035[S][同][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
女子 準決勝-2


(2021/08/14　新潟市東総
合スポーツセンター)


08:00 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]
NPBガールズトーナメント
2021 ～女子学童野球日本
一決定戦～
決勝


(2021/08/05　坊っちゃんス
タジアム)


06:00 06:00


25[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


06:30 30[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)


30[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)


06:30


04:00 00[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第3戦
『モンツァ6時間レース(イタリ


00[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドマッチプレー
準決勝
『ロニー・バクスター vs. テ


04:00
15[S]
休止04:30 04:30 04:30


55[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #5


05:00


04:00 ～[S][HD]SAIL GP 2021/22
ハイライト


00[S]
休止


～[S]
機器メンテナンス


00[S]
休止


00[S]
休止


06:00 00[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


00[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


00[S][HD]
NPBガールズトーナメント
2021 ～女子学童野球日本
一決定戦～
準決勝-2


(2021/08/04　坊っちゃんス
タジアム)


05:00 00[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


05:00


05:30
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J SPORTS 2 2021.08.16-2021.08.22
2021.08.16 2021.08.17 2021.08.18 2021.08.19 2021.08.20 2021.08.21 2021.08.22


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）


25:00 25:00


25:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


30[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第6戦
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07-08)
(休止の場合あり)


25:30 25:30


26:00 26:00 26:00


26:30


27:30


30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


26:30 26:30


27:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


27:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』


27:00


27:30 27:30


23:30 23:30


24:00 24:00 24:00


22:00


22:30 22:30 30[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


22:30
45[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
『ラウンド16　ウクライナ vs.
日本』
(2012/11/11)


45[S][同][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第6節-2
『ガンバ大阪ユース vs. サン
フレッチェ広島F.Cユース』
(2021/08/19, OFA万博フッ
トボールセンター グラウンド
B)


23:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 福岡ソフトバンク
(08/17)』
(楽天生命パーク宮城)


23:00


24:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 福岡ソフトバンク
(08/18)』
(楽天生命パーク宮城)


24:30 30[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 阪神(08/21)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)
(休止の場合あり)


30[二][初][同][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第7戦 決勝レース2
『ナバラ(スペイン)』


(2021/08/22)


24:30
45[S][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(08/16)


45[S][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(08/19)


25:00


20:00 20:00


20:30 20:30 30[二][L][初][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
『放送開始時刻・対戦カード
未定(08/22)』
(2021/08/22)


※開催スケジュール未定に
より変更の場合あり


20:30


21:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #20


21:00 21:00


21:30 21:30
45[S]インフォメーション 50[二][L][初][HD]


SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day2』


(2021/08/21)


22:00 00[S][初][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(08/16)


00[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #5


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 2016
『決勝　ロシア vs. アルゼン
チン』
(2016/10/01)


00[S][初][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(08/19)


00[二][L][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
『放送開始時刻・対戦カード
未定(08/20)』
(2021/08/20)


※開催スケジュール未定に
より変更の場合あり


22:00


00[二][初][同][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第7戦 決勝レース1
『ナバラ(スペイン)』


(2021/08/21)


23:00


23:30


18:00


18:30 18:30 30[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1472
【ハイライト】
(休止の場合あり)


18:30
45[S]インフォメーション


19:00 19:00


55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 広島(08/17)』
(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. 広島(08/18)』
(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. 広島(08/19)』
(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. 阪神(08/20)』
(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


21:30


00[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(08/19)
(休止の場合あり)


19:00


19:30 19:30 30[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


19:30
45[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(08/19)
(休止の場合あり)


50[二][同][休][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day1』


(2021/08/20)
(休止の場合あり)


20:00


14:30 14:30


15:00 15:00 15:00


15:30


30[S][休][HD][F]ル・マン24 30[S][休][HD][F]FIFA フット
サルワールドカップ ナビ


17:30 17:30
40[S][休][HD]MLBミュー
ジック #27


45[S][休][HD][F]ル・マン24


16:30
45[S]インフォメーション


17:00 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 ワールドマッチプレー
準決勝
『ロニー・バクスター vs. テ


17:00 17:00


25[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


17:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/15)』


00[S][HD]
MLBイッキ見！ #21


00[S][HD]
MLB 深掘り History #4


13:30 13:30 30[S][初][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


13:30
45[S][HD][F]ル・マン24時間


55[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 広島(08/19)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 阪神(08/21)』
(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. 阪神(08/22)』
(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 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 広島(08/17)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


15:30 15:30


16:00 00[S]
インフォメーション


00[S][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(08/16)


16:00 16:00


16:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


16:30


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 広島(08/18)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


14:00 14:00


14:30


09:00 09:00


08:00 00[S][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バドミント
ン競技大会
男子 学校対抗
『準決勝～決勝』


(2021/08/10　高岡市高平
記念体育館, 富山県)


00[S][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バドミント
ン競技大会
個人対抗ダブルス・シングル
ス
『準決勝～決勝』


(2021/08/13　高岡市高平
記念体育館, 富山県)


00[S][休][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
女子 決勝


(2021/08/15　新潟市東総
合スポーツセンター)
(休止の場合あり)


12:00 12:00


12:30 12:30 12:30


13:00 13:00 13:00


10:30


11:00 11:00 11:00
10[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(08/19)
(休止の場合あり)


11:30 11:30 11:30


55[二][同][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
(2021/08/19)


12:00 00[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第14戦・決勝
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/14)
(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15戦・決勝
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/15)
(休止の場合あり)


07:00


07:30 07:30 30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


07:30
45[S][HD][F]FIFA フットサ
ルワールドカップ ナビ 2021


09:30


10:00 00[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


10:00 00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 阪神(08/20)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)
(休止の場合あり)


10:00


10:30 30[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第14戦・予選
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/14)
(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15戦・予選
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/15)
(休止の場合あり)


10:30


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(08/21)』


※番組延長なし


08:00


08:30 08:30 08:30
40[S][休][HD]
J SPORTS セレクション
(休止の場合あり)


06:00


06:30 30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


30[S][HD]
MOTOR GAMES #385


06:30 06:30
40[二][同][休][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
(2021/08/19)
(休止の場合あり)


07:00 00[S][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(08/16)


00[S][休][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
女子 準決勝-1


(2021/08/14　新潟市東総
合スポーツセンター)
(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]
インフォメーション


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）
『Day2』


(2021/07/18)


06:00 00[二][同][休][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
(2021/08/21)
(休止の場合あり)07:00 00[S][HD]


MOTOR GAMES #385


08:00 00[二][同][休][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
(2021/08/20)
(休止の場合あり)


09:30 09:30


45[S][休][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
女子 準決勝-2


(2021/08/14　新潟市東総
合スポーツセンター)
(休止の場合あり)


09:00


04:00 ～[二][L][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
『放送開始時刻・対戦カード


00[S][休][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドマッチプレー
準決勝
『ロニー・バクスター vs. テ


04:00


04:30 04:30 04:30


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


05:00 05:00 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6節-2
『ガンバ大阪ユース vs. サン
フレッチェ広島F.Cユース』
(2021/08/19, OFA万博フッ
トボールセンター グラウンド
B)
(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


05:00


05:30 30[S]
インフォメーション


05:30 05:30


55[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(08/19)
(休止の場合あり)


06:00
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J SPORTS 2 2021.08.23-2021.08.29
2021.08.23 2021.08.24 2021.08.25 2021.08.26 2021.08.27 2021.08.28 2021.08.29


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）


25:00


25:30


26:30 26:30


27:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』
(休止の場合あり)


27:00 27:00
15[S][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(08/23)


27:30 27:30 27:30


23:00 00[S][休][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


23:00


23:30 23:30 30[二][L][初][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
準決勝
(2021/08/28)


※放送開始時刻未定


30[二][L][初][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
3位決定戦・決勝
(2021/08/29)


※放送開始時刻未定


23:30


24:00 24:00


25:30 25:30


26:00 26:00 26:00
15[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


24:00


24:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. オリックス
(08/25)』
(楽天生命パーク宮城)


24:30 24:30
45[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 2016
『決勝　ロシア vs. アルゼン
チン』
(2016/10/01)


25:00 25:00


21:30 21:30 21:30
45[S]インフォメーション


22:00 00[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(08/23)
(休止の場合あり)


00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1473
【ハイライト】
(休止の場合あり)


22:00


22:30 22:30 22:30
45[二][初][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第4戦 決勝
『ニュルブルクリンク(ドイツ)』


(2021/08/22)


45[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. オリックス
(08/26)』
(楽天生命パーク宮城)
(休止の場合あり)


45[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(08/26)
(休止の場合あり)


22:00 00[S][初][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(08/23)


00[二][L][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
『放送開始時刻・対戦カード
未定(08/24)』
(2021/08/24)


※開催スケジュール未定に
より変更の場合あり


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][初][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(08/26)


00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/26)』


23:00


30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 千葉ロッテ
(08/27)』
(楽天生命パーク宮城)


26:30 30[S][休][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


20:30 20:30 20:30


19:00 19:00 19:00


19:30 19:30 19:30


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 千葉ロッテ
(08/27)』
(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 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 千葉ロッテ
(08/28)』
(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


18:00 18:00 18:00


18:30 18:30 18:30


21:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #21


21:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1148
【ハイライト】


21:00


16:30 30[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


16:30 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 千葉ロッテ
(08/29)』
(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


16:30
45[S]インフォメーション


17:00 00[S][HD]
Yogibo SUPER GTに挑む！
#3


00[S]
インフォメーション


00[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(ノル


00[S]
インフォメーション


00[S]
インフォメーション


17:00 00[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


17:00
15[S][初][休][HD]魁！！
サッカー塾　～川勝良一が17:30 30[二][同][HD]


メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/22)』


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. オリックス
(08/24)』
(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


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. オリックス
(08/25)』
(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


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. オリックス
(08/26)』
(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


20:00 20:00 20:00


13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[S]
インフォメーション


14:00 14:00


14:30 30[二][同][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
(2021/08/22)


14:30 14:30


15:00 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6節-2
『ガンバ大阪ユース vs. サン
フレッチェ広島F.Cユース』
(2021/08/19, OFA万博フッ
トボールセンター グラウンド
B)
(休止の場合あり)


00[二][同][休][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
準々決勝-1
(2021/08/26)
(休止の場合あり)


15:00 00[二][休][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
準々決勝-3
(2021/08/26)
(休止の場合あり)


15:00


15:30 15:30 15:30


16:00 16:00 16:00


12:00


12:30 12:30 30[S][初][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


12:30


10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 30[S][休][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


11:30 11:30


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(08/26)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00


09:30


10:30


12:00 00[多][休][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ
ルギー)
『レビュー』


13:00 00[S][HD]
【バドミントン レジェンドマッ
チをもう一度！～S/Jリーグ
編～】
2013年東京都墨田区大会
男子一部リーグ
『トナミ運輸 vs. 日本ユニシ
ス』


～第1複を奪ったトナミ運輸
が主導権を握った。日本ユ
ニシス逆襲、そして国内トッ
プの団体戦でみせる勝負の
～


(2013/12/29　東京都墨田
区総合体育館)


00[S][HD]
【バドミントン レジェンドマッ
チをもう一度！～S/Jリーグ
編～】
2013年東京都墨田区大会
女子一部リーグ
『ルネサス vs. NTT東日本』


～日本代表 福島/廣田組が
出場。後に世界ランク1位ま
で上りつめるペアを戦いを見
よ！～


(2013/12/29　東京都墨田
区総合体育館)


13:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 千葉ロッテ
(08/28)』
(楽天生命パーク宮城)


45[S]インフォメーション


10:00 00[S][HD]
MOTOR GAMES #386


10:00 10:00
15[二][同][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
準決勝-2
(2021/08/28)


10:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 阪神(08/22)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


30[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第7戦
『ナバラ(スペイン)』


(2021/08/21-22)


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(08/27)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[二][同][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
準決勝-1
(2021/08/28)


08:00


08:30 08:30 08:30


09:00 09:00 09:00


09:30


08:00 00[S][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
女子 準決勝-1


(2021/08/14　新潟市東総
合スポーツセンター)


00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. オリックス
(08/24)』
(楽天生命パーク宮城)
(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(08/25)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


12:00


00[S][初][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


07:00


07:30 07:30 07:30
45[S][HD]MLBミュージック
#28


45[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


06:00 00[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
準々決勝-4
(2021/08/26)


06:00
15[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選06:30 30[S]
インフォメーション


06:30 06:30


07:00 00[S][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 阪神(08/21)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


06:00 00[S][HD]MLBミュージック
#28


00[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第6節-2
『ガンバ大阪ユース vs. サン
フレッチェ広島F.Cユース』
(2021/08/19, OFA万博フッ
トボールセンター グラウンド
B)


00[S][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
女子 準決勝-2


(2021/08/14　新潟市東総
合スポーツセンター)


00[S][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
女子 決勝


(2021/08/15　新潟市東総
合スポーツセンター)


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』
(休止の場合あり)


09:30


00[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(08/26)
(休止の場合あり)


05:00


05:30 30[S]
インフォメーション


30[S][HD]
MOTOR GAMES #386


05:30 05:30


04:00 ～[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 千葉ロッテ
(08/27)』
(楽天生命パーク宮城)


00[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第5節-3
『ヴィッセル神戸U-18 vs. 東
福岡高校』
(2021/08/28, いぶきの森球
技場Ｃグラウンド)


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 00[二][休][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
準々決勝-2
(2021/08/26)
(休止の場合あり)


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


07:00
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J SPORTS 2 2021.08.30-2021.09.05
2021.08.30 2021.08.31 2021.09.01 2021.09.02 2021.09.03 2021.09.04 2021.09.05


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）


27:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


27:30 27:30


26:00 00[多][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第5戦 ハンガロリンク(ハン
ガリー)
『決勝』
(2021/08/22)


26:00 26:00


26:30 26:30 26:30


27:00 27:00 27:00


24:30 24:30


25:00 25:00 25:00


25:30 25:30 25:30


23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 00[二][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第4戦 決勝
『ニュルブルクリンク(ドイツ)』


(2021/08/22)


24:00 24:00


24:30 30[二][同][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
決勝
(2021/08/29)


45[S]インフォメーション


20:00 20:00 20:00


20:30 20:30 20:30


22:00 00[S][初][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(08/30)


22:00 22:00


22:30 22:30 22:30
45[S][HD]
J SPORTS セレクション23:00 23:00


18:30


19:00 19:00 19:00


19:30 19:30 19:30


17:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/29)』


17:30 17:30


18:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


18:00 18:00


18:30 18:30


21:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #22


21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


14:00 00[二][初][同][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
決勝
(2021/08/29)


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 00[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第7戦
『ナバラ(スペイン)』


(2021/08/21-22)
(休止の場合あり)


15:00


16:30 16:30 16:30


17:00 00[S][HD]
Yogibo SUPER GTに挑む！
#3


17:00 17:00


15:00


15:30 15:30 15:30


16:00 16:00 16:00


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


11:30 11:30 11:30


12:00 00[二][初][同][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
3位決定戦
(2021/08/29)


12:00 12:00


12:30 12:30 12:30


09:00 09:00


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


09:30 09:30 09:30


10:00 10:00 10:00


06:00 00[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第7戦
『ナバラ(スペイン)』


(2021/08/21-22)


00[S][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(08/30)


06:00 06:00


06:30 06:30 06:30
45[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選07:00 00[S][休][HD]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バドミント
ン競技大会
男子 学校対抗
『準決勝～決勝』


(2021/08/10　高岡市高平
記念体育館, 富山県)
(休止の場合あり)


07:00 07:00


07:30 07:30 07:30


08:00 08:00 08:00


08:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 千葉ロッテ
(08/29)』
(楽天生命パーク宮城)


08:30 08:30


09:00


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


04:00 04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 05:00


05:30 05:30 05:30








30


ラーメンWalker TV2  06:00 #294-7【HD】【字】 「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』 06:15 #295-6【HD】 創業20年以上!
3世代に渡り愛される吉祥寺家系のパイオニア


吉祥寺『吉祥寺 武蔵家』
出演：田中貴（サニーデイ・サービス） 田中真琴 


30


競馬予想TV!
クイーンS(GⅢ)ほか
#1076-3【HD】


00


武豊TV!Ⅱ
春のGⅠ直前プレイ


バックSP
#120-6【HD】


00


競馬予想TV!
クイーンS(GⅢ)ほか
#1076-4【HD】


40


～地上最強位決定戦
～『THE極雀DEポ


ン』
【出演】


われめDEﾎﾟﾝ代表:萩
原聖人、金子昇
極雀代表:御徒町
凧、園田賢ﾌﾟﾛ
MC:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか
解説:土田浩翔、宮


内こずえ
実況:小林未沙、野
島卓(ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｱﾅｳﾝ


ｻｰ)
水着ｱｼｽﾀﾝﾄ:如月さ


や
極雀ｶﾞｰﾙ:相沢菜々


子
#5-2【HD】


00


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」 #292-13【HD】【字】 


00


JリーグYBCルヴァン
カップ


～FINAL 激闘の歴史
～ 2009年
FC東京
vs


川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ #11-3
【HD】 


50


『ゴリパラ見聞録』
「長崎県・亀山社中を訪問する


旅」
(テレビ西日本放送日


2019/7/19,26) #186-7【HD】 
00PR 2021年8月 #22-2【HD】 


30


千原ジュニアの座王
#9-4【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! #9-4【HD】 


00


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス


「バイオ戦士DAN」に挑戦
#114-4【HD】


00


オールナイトe!
season6 ～1時間版 Part1～


【出演】
RaMu／小島みゆ／くりえみ
／相沢菜々子 #35-4【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
#17-14【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 #58-12【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「土湯温泉編」前篇 #39-11【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「土湯温泉編」後篇 #40-11【HD】【字】 


00


鎧美女 甲冑:細川忠興 美
女:メイリ #79-2【HD】 


00


新・みんなの鉄道
九州旅客鉄道「なな
つ星in九州」
#32-2【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!


▽08:00 #15-8【HD】
松島・カキ


ゲスト：真琴つばさ
【地上波：2016年1月17日放送】


▽09:10 #16-8【HD】
三浦半島・早春キャベツ
ゲスト：近藤芳正


【地上波：2020年3月14日放送】


40
純喫茶に恋をして ～本郷・金魚


坂 #7-40【HD】【字】 


00


有吉くんの正直さんぽ
おさんぽアワード⑥：ビビ


る大木
【地上波放送：2020年7月11


日】
#207-7【HD】【字】


30


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #86-3【HD】 


45
ラーメンWalker TV2


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』 #268-34【HD】【字】 


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』 #269-33【HD】【字】 


00


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
#7-3【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)
Part19
【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 #19-16【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


▽15:00 #17-13【HD】
▽16:00 #18-12【HD】


15
ラーメンWalker TV2 人気実力店主が挑む話題の新業態に独占潜入レポ! 


高円寺「鉄板酒場チヨハチ」
出演：田中貴（サニーデイ・サービス） 大谷映美里（イコールラブ） #296


30
ラーメンWalker TV2 世界が称賛!ラーメンクリエイターが放つA5和牛醤油


らぁめん!
東所沢「ラーメンWalkerキッチン」


10


2021 FORMULA 1
【第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP】
FORMULA 1 MAGYAR 
NAGYDIJ 2021
決勝


開催地:ﾊﾝｶﾞﾛﾘﾝｸ
Ｓ二 #55-2【HD】


00


『ゴリパラ見聞録』
「福島県・ウルトラマンの町を


訪ねる旅」
(テレビ西日本放送日


2019/8/16,23) #192-7【HD】 


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」


#75-50【HD】【字】


00


2021 LIONS 前半戦
振り返りSP
#1-2【HD】


00


漫道コバヤシ
漫道コバヤシ漫画大賞2020 


グランプリ
芥見下々『呪術廻戦』 ―赫
― #75-9【HD】【字】 


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～
#136-3【HD】


45
あなたと温泉に行ったら・・・


「奥日光湯元温泉編」前篇 #73-3【HD】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・


「奥日光湯元温泉編」後篇 #74-3【HD】 


10


THEわれめDEポン 生ス
ペシャル プレイバッ


ク
【雀士】


石田純一
加賀まりこ
堺正章
ヒロミ


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介
2003年1月1日OA


#37-1


30


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』 #269-34【HD】【字】 


00


鎧美女春の特別版
甲冑:山内一豊 美女:竹内花


#1-12【HD】【字】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「南阿蘇鉄道」
#6-12【HD】


30


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 #8-14【HD】【字】 


00


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 #9-12【HD】【字】 


20


タカトシ温水の路線バスで!


▽08:00 #17-7【HD】
房総鴨川漁港で冬一番!寒ブリ料


理
ゲスト：ガダルカナル・タカ
【地上波：2018年1月20日放送】


▽09:10 #18-6【HD】
房総の秘境めし 絶品ふわとろ玉


子焼き
ゲスト：IVAN


【地上波：2017年5月20日放送】


40
純喫茶に恋をして ～平井・ワン
モア #8-42【HD】【字】 


00


有吉くんの正直さんぽ
上野アワード：井森美幸
【地上波放送：2020年7月25


日】
#208-8【HD】【字】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「挽肉と米」


#76-48【HD】【字】


45
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』 #270-41【HD】【字】 


00
ラーメンWalker TV2


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』 #271-38【HD】【字】 


00


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
#8-3【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)
Part20
【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 #20-18【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


▽15:00 #15-15【HD】
▽16:00 #16-14【HD】


00


パチスロ(旅)
▽17:00 #335-9【HD】
▽17:30 #336-9【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
とにかく揃えな「XI


[sai]」
#306-8【HD】【字】


10
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40


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「M2」


#77-41【HD】【字】


30


『ゴリパラ見聞録』
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) #206-4【HD】 


00


プロ野球
ここだけの話
～捕手の神髄～


【ｹﾞｽﾄ】大矢明彦、古田敦
也、谷繁元信


【MC】酒主義久(ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｱﾅｳ
ﾝｻｰ)、宮澤智(ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｱﾅｳﾝ


ｻｰ) #51-22【HD】 


50


めちゃ2イケてるッ!
再会郵便局 ほか


【地上波 2016年4月30日放
送】 #248-1【HD】 


00PR 2021年8月 #22-10【HD】 


00


有吉ベース
春の拡大!1時間ぐらいSP「新人


発掘オーディション」
～常連メンバーに売れる気配が
ないので大規模なオーディショ
ンをやってみた～ #137-1【HD】 


40


THEわれめDEポン 生
スペシャル プレイ


バック
【雀士】


東貴博
有田哲平
田中裕二
宮迫博之


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介
2001年2月11日OA


#29-2


00


ラーメンWalker TV2
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』 #274-31【HD】【字】 


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「豊肥本線」
#31-1【HD】


30


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


#10-11【HD】【字】


00


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 #11-11【HD】【字】 


20


めちゃ2イケてるッ!


▽08:00 #245-2【HD】
▽08:50 #246-2【HD】
▽09:40 #247-2【HD】
▽10:30 #248-2【HD】


40
純喫茶に恋をして ～西荻窪・ダ
ンテ #9-49【HD】【字】 


00
純喫茶に恋をして ～蔵前・らい 


#10-36【HD】【字】 


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「M2」


#77-42【HD】【字】


45
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』 #272-40【HD】【字】 


00
ラーメンWalker TV2


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』 #268-35【HD】【字】 


00


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


#1-3【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)
Part21
【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 #21-18【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


▽15:00 #13-14【HD】
▽16:00 #14-14【HD】


00


パチスロ(旅)
▽17:00 #337-6【HD】
▽17:30 #338-6【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
独特な世界観…「サ
イコドリーム」


#307-8【HD】【字】


15
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30
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 #273-31【HD】【字】 


40PR 2021年8月 #22-19【HD】 


30


『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) #207-4【HD】 


00


プロ野球
ここだけの話


悲劇のエースここだけの話
【ゲスト】黒木知宏(元ロッ
テ)、斉藤和巳(元ソフトバ
ンク)、岩本勉(元日本ハム)
【MC】立本信吾、久代萌美


#52-13【HD】


30


千原ジュニアの座王
#11-1【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
オカルト業界人の家で超ネガティブな人がロ
ケをすれば怪現象が撮影できる!…ハズ


#11-1【HD】


30


鎧美女
甲冑:加藤清正 美女:船岡咲
#69-19【HD】【字】


45
あなたと温泉に行ったら・・・


「湯西川温泉編」前篇 #75-3【HD】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・


「湯西川温泉編」後篇 #76-3【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：美谷朱里、小島みなみ
#18-15【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


#39-8【HD】


40


お笑いライブセレク
ション8


うしろシティ単独ライ
ブ「アメリカンショー
トヘア」 #5-6【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』
 #275-32【HD】【字】 


00


新・みんなの鉄道
いすみ鉄道・いすみ


線
#30-9【HD】


30


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 #12-11【HD】【字】 


00


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 #13-12【HD】【字】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


▽08:00 #5-13【HD】
▽09:00 #6-13【HD】


30


パチスロ(旅)
#337-7【HD】


00


パチスロ(旅)
#338-7【HD】


30


パチスロ(旅)
#339-8【HD】


00


パチスロ(旅)
#340-8【HD】


00


ラーメンWalker TV2


12:00 #292-14【HD】【字】 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」 ※見逃し配信番組 12:20 #293-
10【HD】【字】 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』 ※見逃し配信番組 12:40 #294-8
【HD】【字】 「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』 ※見逃し配信番組 


10


タカトシ温水の路線バスで!
コロッケとものまね旅
ゲスト：コロッケ


【地上波：2015年8月1日放
送】


#38-1【HD】


30


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】
#218-6【HD】【字】


00


有吉ベース
「薄幸6人組手」


～薄幸のディスネタを鍛えるために、6人の芸
人と戦わせてみた～ #121-6【HD】 


00


ゲームセンターＣＸ


▽16:00 #308-8【HD】
【字】


村を救え!「エスパードリー
ム」


▽17:00 #309-8【HD】
【字】


キウィが主人公「ニュー
ジーランドストーリー」
▽18:00 #310-8【HD】


【字】
4年ぶり7回目「クイズの


星」


30
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40PR 2021年8月 #22-26【HD】 


30


『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) #208-4【HD】 


00


プロ野球
ここだけの話


巨人歴代四番ここだけの話
【ゲスト】中畑清(第45代四
番）、大久保博元（第59代
四番）、鷲田康（ｽﾎﾟｰﾂｼﾞｬｰ


ﾅﾘｽﾄ）
#53-8【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
SNK!「キング・オブ・
ザ・モンスターズ2」
#303-12【HD】【字】


30


鎧美女
甲冑:毛利元就 美女:山本ゆう


#70-20【HD】【字】


00


あなたと温泉に行ったら・・・  25:30 #41-
13【HD】【字】 「飯坂温泉編」前篇 25:45 
#42-13【HD】【字】 「飯坂温泉編」後篇 


00


オールナイトe!


▽26:00 #36-4【HD】
season6 ～1時間版 Part2～


【出演】
RaMu／小島みゆ／くりえみ／相沢菜々


子
▽27:00 #37-4【HD】


season6 ～1時間版 Part3～
【出演】


RaMu／小島みゆ／くりえみ／相沢菜々
子


▽28:00 #38-4【HD】
season6 ～1時間版 Part4～


【出演】
RaMu／小島みゆ／くりえみ／相沢菜々


子


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 #19-16【HD】 


00


新・みんなの鉄道
津軽鉄道
#3-16【HD】


30


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 #14-11【HD】【字】 


00


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 #15-10【HD】【字】 


20


タカトシ温水の路線バスで!


▽08:00 #19-7【HD】
これはスゴイ!横浜100円マグロ


盛り放題!
ゲスト：コロッケ


【地上波：2016年10月8日放送】
▽09:10 #20-8【HD】
小田原とろ金目鯛三宝丼
ゲスト：松木安太郎


【地上波：2016年5月7日放送】


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


00


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】
#219-6【HD】【字】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「とんかつ けい太」
#78-38【HD】【字】


45
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』 #272-41【HD】【字】 


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 #273-32【HD】【字】 


00


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


#2-3【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)
Part22
【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 #22-18【HD】 


00


パチンコLAB～10th 
season～


▽15:00 #3-5【HD】
▽16:00 #4-5【HD】


00


ゲームセンターＣＸ


▽17:00 #311-7【HD】
【字】


ついに…「美少女戦士セー
ラームーン」


▽18:00 #312-7【HD】
【字】


アツイゼ「ならず者戦闘部
隊ブラッディウルフ」


05
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40


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」 #79-41【HD】【字】 


30


『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) #209-4【HD】 


00


実話怪談倶楽部
The Secret～第四十一怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：長野じゅりあ


怪員：松原タニシ／響洋平
／川口英之


#41-1【HD】


20


『ゴリパラ見聞録』
「新潟県・清津峡トンネル


を激写する旅」
(テレビ西日本放送日
2020/2/14,21,28)
#210-1【HD】


30PR 2021年8月 #22-33【HD】 


00


あなたと温泉に行ったら・・・  25:30 #43-
14【HD】【字】 「磐梯熱海温泉編」前篇 
25:45 #44-14【HD】【字】 「磐梯熱海温泉


編」後篇 


00


オールナイトe!
season6 ～1時間版 Part5～


【出演】
RaMu／小島みゆ／くりえみ
／相沢菜々子 #39-3【HD】 


00


いいすぽ！
サッカーゲームの最
新鋭!「FIFA21」
Ｓ二 #59-10【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 #20-16【HD】 


00


新・みんなの鉄道
十和田観光電鉄
#4-18【HD】


00


パチンコLAB～10th 
season～


▽07:00 #5-5【HD】
▽08:00 #6-4【HD】


30


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 #16-11【HD】【字】 


00


有吉くんの正直さんぽ


▽09:30 #220-4【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】


▽10:45 #221-1【HD】
富ヶ谷:藤田ニコル、カンニ


ング竹山
【地上波放送：2021年1月23


日】


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」 #79-42【HD】【字】 


00


ラーメンWalker TV2


12:30 #274-32【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』 12:45 #275-33【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』


 


20


『ゴリパラ見聞録』
「新潟県・清津峡トンネル


を激写する旅」
(テレビ西日本放送日
2020/2/14,21,28)
#210-2【HD】


00


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～ 
#12-5【HD】 


50


有吉ベース 「体にやさしいリア
クション芸 開発委員会」


～上島竜兵が“おじいちゃん”
になってもできるリアクション
を考えてみた～ #123-6【HD】 
00PR 2021年8月 #22-40【HD】 


00


ゲームセンターＣＸ
息子が活躍!「マッ
ピーキッズ」 #304-
10【HD】【字】 


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 #63-7【HD】


00


競馬予想TV!
レパードS(GⅢ)、エ
ルムS(GⅢ)ほか
生 #1077-1【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
 #18-4【HD】 


00


コヤブガチ馬写真館 高級乗馬ク
ラブでモノクロ撮影テクを学ぼ
う!恒例の馬券勝負がまさかの!?
出演：小籔千豊・野性爆弾・奥
仲麻琴・関村良(ﾌﾟﾛｶﾒﾗﾏﾝ) #4-9


【HD】 


00


競馬予想TV!
レパードS(GⅢ)、エ
ルムS(GⅢ)ほか
#1077-2【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：君島みお、小島みなみ
#21-12【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 #64-4【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「石和温泉編」前篇 #45-14【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「石和温泉編」後篇 #46-14【HD】【字】 


00


鎧美女
甲冑:豊臣秀吉 美女:松嶋えいみ


#71-20【HD】【字】


15
ラーメンWalker TV2


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』 #268-36【HD】【字】 


30
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』 #269-35【HD】【字】 


30


競馬予想TV!
レパードS(GⅢ)、エ
ルムS(GⅢ)ほか
#1077-3【HD】


00


武豊TV!Ⅱ
春のGⅠプレイバッ


ク
#121-4【HD】


00


競馬予想TV!
レパードS(GⅢ)、エ
ルムS(GⅢ)ほか
#1077-4【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」
#80-32【HD】【字】


45
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』
 #276-27【HD】【字】 


00
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


00


ゲームセンターＣＸ


13:00 #320-3【HD】
【字】


頂上めざせ!「風雲
少林拳」


14:00 #321-3【HD】
戦え!時代ごとに…
「ゲイングランド」
15:00 #322-3【HD】


30


2021 LIONS 前半戦
振り返りSP
#1-3【HD】


00


『ゴリパラ見聞録』


▽17:30 #193-7【HD】
フジテレビONEセレクション「熊本
県・白川水源の水まんじゅうを食べる


旅」
(テレビ西日本放送日2015/5/29,6/5)


▽18:20 #194-7【HD】
フジテレビONEセレクション「京都の
わら天神宮で安産祈願する旅」
(テレビ西日本放送日2015/6/12,19)


▽19:10 #195-7【HD】
「長崎県・依頼者の母校を訪ねる旅」
(テレビ西日本放送日2019/8/30,9/6)


00


2021 F1 GPニュース
第11戦ﾊﾝｶﾞﾘｰGP特集


FORMULA 1 MAGYAR NAGYDIJ 
2021


#9-4【HD】


15
ラーメンWalker TV2


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』 #268-37【HD】【字】 


30
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』 #269-36【HD】【字】 


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」 #81-28【HD】【字】 


30


千原ジュニアの座王
#11-2【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
オカルト業界人の家で超ネガティブな人がロ
ケをすれば怪現象が撮影できる!…ハズ


#11-2【HD】


00


有吉ベース
春の拡大!1時間ぐらいSP「新人
発掘オーディション」


～常連メンバーに売れる気配が
ないので大規模なオーディショ
ンをやってみた～ #137-2【HD】 


00


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス
#117-1【HD】


30


オールナイトe! 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 #40-4【HD】 


00


ラーメンWalker TV2  25:30 #279-27【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 25:45 #280-27【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 


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：石原希望、桃尻かなめ、
小島みなみ #22-7【HD】 


00


いいすぽ！
格闘ゲームの王道が
満を持してeSports
参入!『バーチャ
ファイター』
Ｓ二 #65-4【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「下部温泉編」前篇 #47-15【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「下部温泉編」後篇 #48-15【HD】【字】 


00


鎧美女
甲冑:前田利家 美女:相沢菜々子


#72-24【HD】【字】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「釧網本線」
#2-17【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ 東日本旅客鉄
道「磐越西線」 #7-


1【HD】 


20


タカトシ温水の路線バスで!


▽08:00 #21-7【HD】
鎌倉長谷・至高の肉スペシャル!


ゲスト：雛形あきこ
【地上波：2019年9月14日放送】


▽09:10 #22-6【HD】
冬の金沢 今が旬!おでんの王


様・香箱ガニ
ゲスト：IVAN


【地上波：2017年1月14日放送】


40
純喫茶に恋をして ～町屋・はま
ゆう #12-38【HD】【字】 


00


有吉くんの正直さんぽ
虎ノ門アワード：吉村崇(平


成ノブシコブシ)
【地上波放送：2020年8月8


日】
#209-8【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」 #81-29【HD】【字】 


45
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） #278-32【HD】【字】 


00
ラーメンWalker TV2 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 #279-28【HD】【字】 


00


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


#3-3【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)
Part1
【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 #1-19【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


▽15:00 #7-14【HD】
▽16:00 #8-13【HD】


00


パチスロ(旅)
▽17:00 #343-6【HD】
▽17:30 #344-6【HD】


45


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）
#143-5【HD】


00
ラーメンWalker TV2


「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』 #294-9【HD】【字】 


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！
#76-5【HD】【字】


30


有吉ベース
「人尿狼」


～人狼とおしっこ我慢を融合させたゲームを
開発してみた～ #122-6【HD】 


00


鎧美女
甲冑:真田幸村 美女:星乃まみ


#73-19【HD】【字】


20


THEわれめDEポン 生
スペシャル プレイ


バック
【雀士】
井上順


加賀まりこ
加藤茶
堺正章


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介
1996年12月28日OA


#1-5
35


あなたと温泉に行ったら・・・
「日光温泉編」前篇 #69-3【HD】 


50
あなたと温泉に行ったら・・・
「日光温泉編」後篇 #70-3【HD】 


00PR 2021年8月 #22-47【HD】 


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「富良野線」
#44-17【HD】【字】


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 #17-12【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 #18-14【HD】【字】 


20


タカトシ温水の路線バスで!


▽08:00 #23-8【HD】
まるごと神秘!夜の江の島
ゲスト：アンミカ


【地上波：2019年1月19日放送】
▽09:10 #24-8【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】


40
純喫茶に恋をして ～築地・マコ 


#13-36【HD】【字】 


00


有吉くんの正直さんぽ
高輪アワード：ふかわりょ


う
【地上波放送：2020年8月22


日】
#210-8【HD】【字】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「雪月花 銀座」
#84-14【HD】


00


ラーメンWalker TV2  12:30 #280-28【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 12:45 #281-22【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


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


#4-3【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)
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 #2-18【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


▽15:00 #9-11【HD】
▽16:00 #10-12【HD】


00


パチスロ(旅)
▽17:00 #345-5【HD】
▽17:30 #346-5【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)


#5-8【HD】


45
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』 #270-42【HD】【字】 


00
ラーメンWalker TV2


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』 #271-39【HD】【字】 


30


JリーグYBCルヴァン
カップ


～FINAL 激闘の歴史
～


2011年
浦和ﾚｯｽﾞ
vs


鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ
#6-5【HD】


00


プロ野球
ここだけの話


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
#54-8【HD】


50


めちゃ2イケてるッ!
再会郵便局 ほか


【地上波 2016年5月21日放
送】 #249-1【HD】 


00PR 2021年8月 #22-50【HD】 


30


有吉ベース
「2021新春!ノー編集珍かくし芸」


～新春恒例の珍かくし芸を編集なしでできる
か挑戦させてみた～ #130-3【HD】 


45
あなたと温泉に行ったら・・・


「総集編その1」 #49-5【HD】【字】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・


「総集編その2」 #50-5【HD】【字】 


20


THEわれめDEポン 生
スペシャル プレイ


バック
【雀士】
桂ざこば
川合俊一
倉田てつを
森川正太


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介
1997年11月29日


#5-5


50


鎧美女 甲冑:細川忠興 美
女:メイリ #79-3【HD】 


00PR 2021年8月 #22-53【HD】 


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「大井川鐵道 本
線」 #11-4【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 #19-12【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 #20-13【HD】【字】 


20


めちゃ2イケてるッ!


▽08:00 #246-3【HD】
▽08:50 #247-3【HD】
▽09:40 #248-3【HD】
▽10:30 #249-2【HD】


00


純喫茶に恋をして  11:20 #14-
36【HD】【字】 ～大森・ルアン 
11:40 #15-16【HD】【字】 


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「焼肉ジャンボ白金」ランチ編


#85-5【HD】


00


ラーメンWalker TV2  12:30 #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 12:45 #283-20
【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 


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


#5-3【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)
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 #3-19【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


▽15:00 #11-14【HD】
▽16:00 #12-14【HD】


00


パチスロ(旅)
▽17:00 #347-3【HD】
▽17:30 #348-3【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
写写丸課長!「ポケ
モンスナップ」
#305-9【HD】【字】


30


ゲームセンターCX
有野の挑戦


アーカイブス  19:00 
#111-7【HD】【字】 
「F―ZERO」に挑戦(前
編) 19:55 #112-4
【HD】【字】 「Fー
ZERO」に挑戦(後編) 
20:40 #113-5【HD】
【字】 「タントアー


ル」に挑戦 
40PR 2021年8月 #22-57【HD】 


30


『ゴリパラ見聞録』
フジテレビONEセレクション


「千葉県成田市でアスレチックを体験
する旅」


(テレビ西日本放送日2015/7/10,17)
#197-5【HD】


00


プロ野球
ここだけの話 『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 #55-8【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!!! #1-6【HD】 


30


鎧美女
甲冑:足利尊氏 美女:茜紬うた


#74-15【HD】【字】


45
あなたと温泉に行ったら・・・


「総集編その3」 #51-6【HD】【字】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・


「総集編その4」 #52-6【HD】【字】 


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 #23-10【HD】 


30


実話怪談倶楽部
The Secret～第四十一怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：長野じゅりあ
怪員：松原タニシ／響洋平


／川口英之


#41-2【HD】


40


お笑いライブセレク
ション8


だーりんずベストネタ
集「カツライブ」
#6-6【HD】


00


ラーメンWalker TV2 創業20年以上!
3世代に渡り愛される吉祥寺家系のパイオニア


吉祥寺『吉祥寺 武蔵家』
出演：田中貴（サニーデイ・サービス） 田中真琴 #295-7【HD】 


00


新・みんなの鉄道
西日本旅客鉄道・SL
やまぐち号
#44-19【HD】


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


#21-15【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 #22-15【HD】【字】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


▽08:00 #7-15【HD】
▽09:00 #8-14【HD】


00


パチスロ(旅)


▽10:00 #339-9【HD】
▽10:30 #340-9【HD】
▽11:00 #341-8【HD】
▽11:30 #342-8【HD】


00


ラーメンWalker TV2  12:00 #284-21【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 12:20 #285-22【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 12:40 #286-21【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 


10


タカトシ温水の路線バスで!
コロッケとものまね旅
ゲスト：コロッケ


【地上波：2015年8月1日放
送】


#38-2【HD】


30


有吉くんの正直さんぽ
富ヶ谷:藤田ニコル、カンニ


ング竹山
【地上波放送：2021年1月23


日】
#221-2【HD】


00


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～ #132-5【HD】 


50


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
#144-6【HD】


00PR 2021年8月 #22-63【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!? #4-6【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】 #4-6【HD】 


00


よゐこらぼ2
チェッカーズでパー


リナイッ!
#34-3【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
#323-1【HD】


30


鎧美女
甲冑:福島正則 美女:佐々木萌香


#75-12【HD】【字】


45
あなたと温泉に行ったら・・・


「総集編その5」 #53-5【HD】【字】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・


「総集編その6」 #54-5【HD】【字】 


00


オールナイトe!


▽26:00 #41-4【HD】
season7 ～Part2～


【出演】ＲａＭｕ、大貫彩香、相沢
菜々子


【実況】大村晟、藤井弘輝
▽27:00 #42-4【HD】
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
▽28:00 #43-5【HD】
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


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、堂島孝平
ｹﾞｽﾄ：MINAMO、小島みなみ


#25-3【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


西日本旅客鉄道「山
口線」 #24-4【HD】 


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


#23-14【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 #24-14【HD】【字】 


20


タカトシ温水の路線バスで!


▽08:00 #26-8【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 #27-8【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
純喫茶に恋をして
#16-13【HD】【字】


00


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】
#213-7【HD】【字】


30


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #86-4【HD】 


00


ラーメンWalker TV2  12:30 #287-22【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 #288-24【HD】【字】 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


ゲームセンターＣＸ
プロレス格闘アクション
「マッスルボマー THE BODY 


EXPLOSION」
#313-5【HD】


30


NEC軽井沢72ゴルフ
トーナメント2021


第1日
生 #1-1【HD】


30


フジサンケイレディ
スクラシック黄金伝


説
2018年 第37回大会
永峰咲希 悲願のプ


ロ初優勝
#16-6【HD】


45
ラーメンWalker TV2


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』 #271-40【HD】【字】 


00
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』 #272-42【HD】【字】 


30


NEC軽井沢72ゴルフ
トーナメント2021


第1日
#1-2


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「とんかつ けい太」
#78-39【HD】【字】


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"5代目座王


に輝くのは誰だ!? #5-3【HD】 


00


千原ジュニアの座王
“即興芸人NO.1決定戦"その場で思いついたネタでガチン
コ勝負!先輩後輩関係なし!負ければ即退場の“お笑い十


種競技"グランド座王に輝くのは誰だ!?
#6-3【HD】


30


かまいたちの机上の空論城 同期・和
牛登場!芸人の中で一番“芸人らしく
ない"のは濱家だ!? #5-3【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2弾!
奇跡の発生確率爆誕!? #6-3【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


生 #104-1【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
「福井県・御誕生寺を訪ねる


旅」
(テレビ西日本放送日


2020/3/6,3/13) #211-1【HD】 
00PR 2021年8月 #22-68【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#104-2【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
#44-5【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 #60-10【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 #20-17【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#104-3【HD】


00


パチスロ(旅)


▽07:00 #347-4【HD】
▽07:30 #348-4【HD】
▽08:00 #349-1【HD】
▽08:30 #350-1【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#25-16【HD】【字】


00


有吉くんの正直さんぽ


▽09:30 #214-7【HD】【字】
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】
▽10:45 #215-8【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】


00


プロ野球ニュース
2021


#104-4【HD】


00


NEC軽井沢72ゴルフ
トーナメント2021
第2日トップ中継
生 #2-1【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
「福井県・御誕生寺を訪ねる


旅」
(テレビ西日本放送日


2020/3/6,3/13) #211-2【HD】 


50


ゲームセンターＣＸ
撃つしかない…「ダ
イナマイトデュー
ク」 #314-5【HD】 
00PR 2021年8月 #22-72【HD】 


00


調整中


00


競馬予想TV!
関屋記念(GⅢ)、小
倉記念(GⅢ)ほか
生 #1078-1【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
 #19-3【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


生 #105-1【HD】


00


競馬予想TV!
関屋記念(GⅢ)、小
倉記念(GⅢ)ほか
#1078-2【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#105-2【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 #61-10【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「総集編その7」 #55-5【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「総集編その8」 #56-5【HD】【字】 


00


鎧美女
甲冑:徳川家康 美女:村上りいな


#76-16【HD】【字】


00


競馬予想TV!
関屋記念(GⅢ)、小
倉記念(GⅢ)ほか
#1078-3【HD】


00


アーモンドアイ9冠女王最強の耀
き


▽08:00 #1-5【HD】
～CS特別版・前編～
▽08:30 #2-5【HD】
～CS特別版・後編～


30


NEC軽井沢72ゴルフ
トーナメント2021


最終日
1番ﾎｰﾙ生中継
生 #4-1【HD】


00


ラーメンWalker TV2  10:30 #273-33【HD】【字】 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 10:45 #274-33【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


ゲームセンターＣＸ
息子が活躍!「マッ
ピーキッズ」 #304-
11【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


#105-3【HD】


50


めちゃ2イケてるッ!


▽13:00 #232-5【HD】
情報ライブ オカネ屋 ほか
【地上波 2015年5月9日放送】
▽14:30 #233-5【HD】
ガリザップ ほか


【地上波 2015年5月16日放送】
▽15:20 #234-5【HD】
めちゃギントン2 ほか


【地上波 2015年5月23日放送】


40


『ゴリパラ見聞録』
フジテレビONEセレクション


「長崎県黒木さわがにキャンプ場を下
見する旅」


(テレビ西日本放送日2015/6/26,7/3)
#196-6【HD】


30


『ゴリパラ見聞録』
フジテレビONEセレクション


「千葉県成田市でアスレチックを体験
する旅」


(テレビ西日本放送日2015/7/10,17)
#197-6【HD】


30


調整中


00


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)


#7-6【HD】


30


千原ジュニアの座王
#7-3【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


#7-3【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #106-1【HD】


50


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス


「コミックスゾーン」に挑戦
#115-3【HD】


00PR 2021年8月 #22-76【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#106-2【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：君島みお、小島みなみ
#21-13【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 #63-8【HD】


30


あなたと温泉に行ったら・・・


29:00 #57-5【HD】【字】 「総集編その9」 
29:15 #58-5【HD】【字】 「総集編その10」 


00


鎧美女 甲冑:石田三成 美
女:海里 #77-9【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


#106-3【HD】


00


新・みんなの鉄道 
トワイライトエクス


プレス
#1-19【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#26-14【HD】【字】


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』
 #275-34【HD】【字】 


10


タカトシ温水の路線バスで!


▽09:50 #36-4【HD】
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】
▽11:00 #37-3【HD】


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】


10


プロ野球ニュース
2021


#106-4【HD】


10


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 #6-3【HD】 


10


パチンコLAB～9th 
season～


#13-15【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)
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 #4-19【HD】 


00


めちゃ2イケてるッ!
浩次びんびん物語 ほか
【地上波 2015年6月20日放
送】 #236-4【HD】 


40


芸能界麻雀最強位決
定戦


THEわれめDEポン
【出演】萩原聖人/
宮川一朗太/児嶋一
哉(アンジャッ
シュ)/阿部哲子
#145-3【HD】


00


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』
 #276-28【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


#106-5【HD】


00


漫道コバヤシ
『地雷震』『爆音列
島』髙橋ツトム先生
降臨! #77-2【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#106-6【HD】


00


有吉ベース
春の拡大!1時間ぐらいSP「新人


発掘オーディション」
～常連メンバーに売れる気配が
ないので大規模なオーディショ
ンをやってみた～ #137-3【HD】 


30


THEわれめDEポン 生スペ
シャル プレイバック


【雀士】


加賀まりこ
風間杜夫
坂上忍
生瀬勝久


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介


2003年8月23日OA #39-1 


00


あなたと温泉に行ったら・・・  29:30 #59-7
【HD】【字】 「伊東対馬温泉編」前篇 29:45 
#60-7【HD】【字】 「伊東対馬温泉編」後篇 
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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


#106-7【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「銚子電鉄」
#18-13【HD】


00


ウルトラ怪獣散歩
▽08:00 #27-13【HD】


【字】
▽08:30 #28-13【HD】


【字】


00


パチスロ(旅)
▽09:00 #347-5【HD】
▽09:30 #348-5【HD】
▽10:00 #349-2【HD】
▽10:30 #350-2【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」 #79-43【HD】【字】 


00


ラーメンWalker TV2  11:30 #289-17【HD】【字】 「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 11:45 #290-14【HD】【字】 「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


プロ野球ニュース
2021


#106-8【HD】


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


#7-3【HD】


00


パチンコLAB～9th 
season～
#14-15【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)
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 #5-19【HD】 


05


よゐこらぼ2
つんくパーリナ
イッ！！
#30-13【HD】


05


プロ野球ニュース
2021


#106-9【HD】


20 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
巨人


～松山・坊っちゃん
スタジアム
生 #45-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #107-1【HD】


50


めちゃ2イケてるッ!
再会郵便局


【地上波 2016年5月28日放
送】 #250-1【HD】 


00PR 2021年8月 #22-84【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#107-1【HD】


30


有吉ベース
「スピリチュアル芸人プロデュース」


～世間にウケそうなスピリチュアルキャラを
発掘してみた～ #138-1【HD】 


00


鎧美女
甲冑:徳川秀忠 美女:美月絢音


#78-4【HD】【字】


40


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
斉木しげる
坂上忍
なすび


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介
2001年8月18日OA


#33-2


00


ラーメンWalker TV2 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』 #293-12【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


#107-2【HD】


30


ラーメンWalker TV2  07:00 #290-15【HD】【字】 「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 07:15 #291-22【HD】
【字】 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』


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
巨人


～松山・坊っちゃん
スタジアム
#45-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#107-3【HD】


10


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


#8-3【HD】


10


パチスロ(旅)
▽14:10 #341-9【HD】
▽14:40 #342-9【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 #6-19【HD】 


05


よゐこらぼ2
ジュンスカでパーリ


ナイッ!
#31-10【HD】


05


プロ野球ニュース
2021


#107-4【HD】


20 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
巨人


～松山・坊っちゃん
スタジアム


生 #46-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #108-1【HD】


30


千原ジュニアの座王
#12-1【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
地獄の実験・1日100ツイートすればど
れか1つはバズる!…ハズ #12-1【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#108-1【HD】


30


鎧美女 甲冑:細川忠興 美
女:メイリ #79-4【HD】 


00


あなたと温泉に行ったら・・・  26:30 #59-8
【HD】【字】 「伊東対馬温泉編」前篇 26:45 
#60-8【HD】【字】 「伊東対馬温泉編」後篇 


30


実話怪談倶楽部
The LIVE!～第四十怪～
主宰：兵動大樹


ゲスト：小室瑛莉子（ﾌｼﾞﾃﾚ
ﾋﾞｱﾅｳﾝｻｰ）


怪員：松原タニシ／深津さ
くら／じゅん院長
 #40-3【HD】 


00


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。」
#7-6【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#108-2【HD】


30


ラーメンWalker TV2


07:00 #292-16【HD】【字】
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」 07:15 #293-13【HD】【字】


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』 


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
巨人


～松山・坊っちゃん
スタジアム
#46-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#108-3【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!
房総!黒アワビ祭り
ゲスト：橋本マナミ


【地上波：2019年8月31日放
送】


#39-1【HD】


33


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】


#220-5【HD】


00


有吉ベース
「2021新春!ノー編集珍かくし芸」


～新春恒例の珍かくし芸を編集なしでできる
か挑戦させてみた～ #130-4【HD】 


00


よゐこらぼ2
ユニコーンでパーリ


ナイッ！
#32-6【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#108-4【HD】


00


パチンコLAB～10th 
season～


18:00 #1-7【HD】
19:00 #2-7【HD】


00


パチスロ(旅)
▽20:00 #349-3【HD】
▽20:30 #350-3【HD】


30


千原ジュニアの座王
#12-2【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
地獄の実験・1日100ツイートすればど
れか1つはバズる!…ハズ #12-2【HD】 


00


野性爆弾のヴィン
テージ王国
#8-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #109-1【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
#323-2【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#109-2【HD】


30


鎧美女
甲冑:加藤清正 美女:船岡咲
#69-20【HD】【字】


00


あなたと温泉に行ったら・・・  26:30 #61-8
【HD】【字】 「梅ヶ島温泉編」前篇 26:45 
#62-8【HD】【字】 「梅ヶ島温泉編」後篇 


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


#45-3【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


#46-3【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：石原希望、桃尻かなめ、
小島みなみ #22-8【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#109-3【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ 「北近畿タン
ゴ鉄道」 #52-8
【HD】【字】 


00


ウルトラ怪獣散歩
▽08:00 #29-13【HD】


【字】
▽08:30 #30-12【HD】


【字】


00


パチンコLAB～9th 
season～


▽09:00 #9-12【HD】
▽10:00 #10-13【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」
#80-35【HD】【字】


00


ラーメンWalker TV2  11:30 #291-23【HD】【字】 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 11:45 #292-17【HD】【字】 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


プロ野球ニュース
2021


#109-4【HD】


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第1ゲー
ム #1-2【HD】 


00


パチスロ(旅)
▽14:00 #343-7【HD】
▽14:30 #344-7【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)
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 #7-19【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#109-5【HD】


00


野性爆弾のヴィン
テージ王国
#8-2【HD】


00


千原ジュニアの座王


▽18:00 #9-5【HD】
▽18:30 #10-3【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
▽19:00 #9-5【HD】


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!
▽19:30 #10-3【HD】


おもしろレアエピソード選手権第3弾


00


実話怪談倶楽部


▽20:00 #41-3【HD】
The Secret～第四十一


怪～
主宰：兵動大樹


ゲスト：長野じゅりあ
怪員：松原タニシ／響
洋平／川口英之


▽21:30 #42-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #110-1【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
フジテレビONEセレクション「大
分県・男池を激写する旅」
(テレビ西日本放送日


2015/10/9,10/16) #212-1【HD】 
00PR 2021年8月 #22-99【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#110-2【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
#47-3【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 #64-5【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 #23-11【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#110-3【HD】


00


パチンコLAB～10th 
season～


▽07:00 #3-6【HD】
▽08:00 #4-6【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#31-10【HD】【字】


00


有吉くんの正直さんぽ


▽09:30 #221-3【HD】
富ヶ谷:藤田ニコル、カンニ


ング竹山
【地上波放送：2021年1月23


日】
▽10:45 #222-1【HD】


島原アワード:ビビる大木、
小杉竜一(ブラックマヨネー


ズ)
【地上波放送：2021年2月6


日】


00


プロ野球ニュース
2021


#110-4【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
フジテレビONEセレクション「大
分県・男池を激写する旅」
(テレビ西日本放送日


2015/10/9,10/16) #212-2【HD】 
00PR 2021年8月 #22-103【HD】 


00


真夏のONEナイト
カーニバル2021


芸能界麻雀最強位決
定戦THEわれめDEポ


ン
生 #1-1【HD】


30


真夏のONEナイト
カーニバル2021
Tokyo eCamp
#2-1【HD】


00


真夏のONEナイト
カーニバル2021
実話怪談倶楽部The 


LIVE!
生 #3-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #111-1【HD】


00


真夏のONEナイト
カーニバル2021
オールナイトe!
生 #4-1【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：結城るみな、しみけん、森林原
人、北野翔、小島みなみ #2-3【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#111-2【HD】


00


武豊TV!Ⅱ


▽07:00 #121-5【HD】
春のGⅠプレイバック


▽08:30 #122-2【HD】


00


競馬魂 春の特別版
小籔さん奇跡の逆襲!!!念願の帯封


ゲットなるか!?
出演：小籔千豊、アントニー、倉持由


香
講師：佐藤ゆきあき、TARO


 #1-4【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#111-3【HD】


00


大相撲いぶし銀列伝 嘉風篇
中村親方(元嘉風)/やくみつる/


内田嶺衣奈(フジテレビアナウンサー)
/ゲスト:川崎憲次郎(元ヤクルトスワ


ローズ)
/声:塙宣之(ナイツ)
 #38-3【HD】 


30


めちゃ2イケてるッ!


▽13:00 #229-5【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】
▽15:40 #230-5【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】


50


ラーメンWalker TV2 創業20年以上!
3世代に渡り愛される吉祥寺家系のパイオニア


吉祥寺『吉祥寺 武蔵家』
出演：田中貴（サニーデイ・サービス） 田中真琴 #295-8【HD】 


00


『ゴリパラ見聞録』


▽16:50 #210-3【HD】
「新潟県・清津峡トンネルを激


写する旅」
(テレビ西日本放送日
2020/2/14,21,28)
▽18:10 #211-3【HD】


「福井県・御誕生寺を訪ねる
旅」


(テレビ西日本放送日
2020/3/6,3/13)


00


2021 F1 GPニュース
前半戦総括&後半戦


予想SP
#10-5【HD】


15
ラーメンWalker TV2 人気実力店主が挑む話題の新業態に独占潜入レポ! 


高円寺「鉄板酒場チヨハチ」
出演：田中貴（サニーデイ・サービス） 大谷映美里（イコールラブ） #296


30
ラーメンWalker TV2 世界が称賛!ラーメンクリエイターが放つA5和牛醤油


らぁめん!
東所沢「ラーメンWalkerキッチン」


00


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #86-5【HD】 


00


漫道コバヤシ
#78-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #112-1【HD】


00


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス


「カービィボウル」に挑戦
#116-5【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#112-2【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 #24-4【HD】 


00


いいすぽ！
格闘ゲームの王道が
満を持してeSports
参入!『バーチャ
ファイター』


Ｓ二 #65-5【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「下田温泉編」前篇 #63-6【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「下田温泉編」後篇 #64-6【HD】【字】 


00


鎧美女
甲冑:毛利元就 美女:山本ゆう


#70-21【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


#112-3【HD】


00


新・みんなの鉄道
東日本旅客鉄道・北
海道旅客鉄道「寝台
特急カシオペア」
#40-10【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#32-11【HD】【字】


50


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 #290-16【HD】【字】 


10


タカトシ温水の路線
バスで!


▽09:50 #38-3
【HD】


▽11:00 #39-2
【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#112-4【HD】


10


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第2ゲー
ム #2-2【HD】 


10


パチンコLAB～9th 
season～


#15-16【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 #8-18【HD】 


10


よゐこらぼ2
小泉今日子パーリナ


イ
#33-6【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)
#140-9【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#112-5【HD】


30


鎧美女
#80-1【HD】


00


ラーメンWalker TV2  24:30 #291-24【HD】【字】 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 24:45 #292-18【HD】【字】 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


プロ野球ニュース
2021


#112-6【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～
#136-4【HD】


00


あなたと温泉に行ったら・・・  26:30 #65-6
【HD】【字】 「北川温泉編」前篇 26:45 #66


-6【HD】【字】 「北川温泉編」後篇 


00


THEわれめDEポン 生ス
ペシャル プレイバッ


ク
【雀士】


加賀まりこ
風間杜夫
加藤茶


小柳ルミ子


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介


2002年1月5日OA #34-2 


00


プロ野球ニュース
2021


#112-7【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「岩泉線」
#47-19【HD】【字】


00


ウルトラ怪獣散歩
▽08:00 #33-8【HD】【字】
▽08:30 #34-8【HD】【字】


00


パチスロ(旅)


▽09:00 #335-10【HD】
▽09:30 #336-10【HD】
▽10:00 #337-8【HD】
▽10:30 #338-8【HD】


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」 #81-31【HD】【字】 


00


ラーメンWalker TV2


11:30 #293-14【HD】【字】
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』 11:45 #294-10【HD】【字】
「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


プロ野球ニュース
2021


#112-8【HD】


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第3ゲー
ム #3-2【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


#16-15【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)
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 #9-19【HD】 


05


よゐこらぼ2
チェッカーズでパー


リナイッ!
#34-4【HD】


05


プロ野球ニュース
2021


#112-9【HD】


20 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
中日


～静岡草薙球場
生 #47-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #113-1【HD】


50


めちゃ2イケてるッ!
情報ライブ オカネ屋
【地上波 2016年7月9日放
送】 #251-1【HD】 


00PR 2021年8月 #22-110【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#113-1【HD】


30


有吉ベース
「スピリチュアル芸人プロデュース」


～世間にウケそうなスピリチュアルキャラを
発掘してみた～ #138-2【HD】 


00


鎧美女
#80-2【HD】


50


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 #36-2 


00PR 2021年8月 #22-112【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#113-2【HD】


30


ラーメンWalker TV2  07:00 #294-11【HD】【字】 「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』 07:15 #295-9【HD】 創業20年以上!
3世代に渡り愛される吉祥寺家系のパイオニア


吉祥寺『吉祥寺 武蔵家』
出演：田中貴（サニーデイ・サービス） 田中真琴 


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
中日


～静岡草薙球場
#47-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#113-3【HD】


10


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第4ゲー
ム #4-2【HD】 


07


パチスロ(旅)


▽14:10 #345-6【HD】
▽14:40 #346-6【HD】


06


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 #10-19【HD】 


05


野性爆弾のヴィンテージ王国
基地の街福生で超お宝アメリカ
ンヴィンテージグッズを大捜


索！
出演：野性爆弾・藤木由貴


#5-7【HD】


05


プロ野球ニュース
2021


#113-4【HD】


20 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
中日


～静岡草薙球場
生 #48-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #114-1【HD】


00


大相撲いぶし銀列伝
大善篇


冨士ヶ根親方(元大善)/やくみつる/
内田嶺衣奈(フジテレビアナウンサー)


/ゲスト:湊川親方(元大徹)
/声:塙宣之(ナイツ)
 #39-1【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#114-1【HD】


30


鎧美女
甲冑:豊臣秀吉 美女:松嶋えいみ


#71-21【HD】【字】


00


あなたと温泉に行ったら・・・  26:30 #67-6
【HD】【字】 「網代温泉編」前篇 26:45 #68


-6【HD】【字】 「網代温泉編」後篇 


30


実話怪談倶楽部
The Secret～第四十二怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：小山内鈴奈（ﾌｼﾞﾃﾚ


ﾋﾞｱﾅｳﾝｻｰ）
怪員：渡辺裕薫／おおぐろ


てん／りっきぃ
#42-2【HD】


45


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


-6【HD】 
00
ラーメンWalker TV2 世界が称賛!ラーメンクリエイターが放つA5和牛醤油


らぁめん!
東所沢「ラーメンWalkerキッチン」


00


プロ野球ニュース
2021


#114-2【HD】


15
ラーメンWalker TV2 人気実力店主が挑む話題の新業態に独占潜入レポ! 


高円寺「鉄板酒場チヨハチ」
出演：田中貴（サニーデイ・サービス） 大谷映美里（イコールラブ） #296


30
ラーメンWalker TV2 世界が称賛!ラーメンクリエイターが放つA5和牛醤油


らぁめん!
東所沢「ラーメンWalkerキッチン」


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
中日


～静岡草薙球場
#48-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#114-3【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!
房総!黒アワビ祭り
ゲスト：橋本マナミ


【地上波：2019年8月31日放
送】


#39-3【HD】


00


純喫茶に恋をして  14:20 
#17-5【HD】【字】 14:40 


#18-4【HD】 


20
ラーメンWalker TV2
#298-1【HD】


40
ラーメンWalker TV2
#299-1【HD】


00
ラーメンWalker TV2
#300-1【HD】


50


有吉ベース
「さまぁ～ず三村の挑戦状!リアク
ション交流戦番組初!他事務所の芸人


と戦わせてみた」
～番組初！他事務所の芸人と戦わせて


みた～ #117-4【HD】 
00PR 2021年8月 #22-118【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#114-4【HD】


00


パチンコLAB～10th 
season～


▽18:00 #5-6【HD】
▽19:00 #6-5【HD】


00


パチスロ(旅)
▽20:00 #345-7【HD】
▽20:30 #346-7【HD】


00


野性爆弾のヴィンテージ王国
ヴィンテージの聖地!中野ブロー
ドウェイに潜入後編!くっきーま
たまた爆買い!?出演:野性爆弾・


小島みゆ
#7-2【HD】


30


千原ジュニアの座王
#11-3【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
オカルト業界人の家で超ネガティブな人がロ
ケをすれば怪現象が撮影できる!…ハズ


#11-3【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #115-1【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
写写丸課長!「ポケモ
ンスナップ」


#305-10【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


#115-2【HD】


30


鎧美女
甲冑:前田利家 美女:相沢菜々子


#72-25【HD】【字】


45
あなたと温泉に行ったら・・・
「日光温泉編」前篇 #69-4【HD】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・
「日光温泉編」後篇 #70-4【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
#48-3【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
#49-3【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、堂島孝平
ｹﾞｽﾄ：MINAMO、小島みなみ


#25-4【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#115-3【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ 「南海電気鉄
道 高野線」 #55-17
【HD】【字】 


00


ウルトラ怪獣散歩
▽08:00 #35-10【HD】


【字】
▽08:30 #36-10【HD】


【字】


00


パチンコLAB～9th 
season～


▽09:00 #11-15【HD】
▽10:00 #12-15【HD】


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」
#75-52【HD】【字】


00


ラーメンWalker TV2  11:30 #295-10【HD】 創業20年以上!
3世代に渡り愛される吉祥寺家系のパイオニア


吉祥寺『吉祥寺 武蔵家』
出演：田中貴（サニーデイ・サービス） 田中真琴 11:45 #296-8【HD】 人


気実力店主が挑む話題の新業態に独占潜入レポ! 
高円寺「鉄板酒場チヨハチ」


出演：田中貴（サニーデイ・サービス） 大谷映美里（イコールラブ） 


00


プロ野球ニュース
2021


#115-4【HD】


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第5ゲー
ム #5-2【HD】 


00


パチスロ(旅)
▽14:00 #347-6【HD】
▽14:30 #348-6【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 #11-19【HD】 


35


有吉ベース
「スピリチュアル芸人プロデュース」


～世間にウケそうなスピリチュアルキャラを
発掘してみた～
#138-3【HD】


35


プロ野球ニュース
2021


#115-5【HD】


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
横浜DeNA


～東京ドーム
生 #49-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #116-1【HD】


10


プロ野球中継2021
中日
vs
巨人


～バンテリンドーム
ナゴヤ


#5-1【HD】


30


ラーメンWalker TV2 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』 #293-16【HD】【字】 


45
あなたと温泉に行ったら・・・


「那須高原温泉編」前篇 #71-3【HD】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・


「那須高原温泉編」後篇 #72-3【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#116-1【HD】


00


パチスロ(旅)


▽07:00 #349-4【HD】
▽07:30 #350-4【HD】
▽08:00 #351-1【HD】
▽08:30 #352-1【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#37-10【HD】【字】


00


有吉くんの正直さんぽ


▽09:30 #216-7【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14


日】
▽10:45 #217-6【HD】【字】
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】


00


プロ野球ニュース
2021


#116-2【HD】


15
ラーメンWalker TV2 世界が称賛!ラーメンクリエイターが放つA5和牛醤油


らぁめん!
東所沢「ラーメンWalkerキッチン」


35
ラーメンWalker TV2
#298-2【HD】


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
横浜DeNA


～東京ドーム
生 #50-1【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～ #135-4【HD】 


00


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～
#136-5【HD】


00


競馬予想TV!
新潟2歳S(GⅢ)、
キーンランドC(GⅢ)


ほか
生 #1079-1【HD】


00


競馬魂 遂にミュージシャン参
戦!函館競馬で大勝負!


出演：小藪千豊・SEAMO・雪平莉
左


講師：メシ馬
 #20-2【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


生 #117-1【HD】


10


プロ野球中継2021
中日
vs
巨人


～バンテリンドーム
ナゴヤ


#6-1【HD】


30


ラーメンWalker TV2
「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』
#294-13【HD】【字】


45
あなたと温泉に行ったら・・・


「奥日光湯元温泉編」前篇 #73-4【HD】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・


「奥日光湯元温泉編」後篇 #74-4【HD】 


00


競馬予想TV!
新潟2歳S(GⅢ)、
キーンランドC(GⅢ)


ほか
#1079-2【HD】


30


武豊TV!Ⅱ
#123-1【HD】


30


競馬予想TV!
新潟2歳S(GⅢ)、
キーンランドC(GⅢ)


ほか
#1079-3【HD】


30


プロ野球ニュース
2021


#117-2【HD】


30


大相撲いぶし銀列伝
大善篇


冨士ヶ根親方(元大善)/やくみつる/
内田嶺衣奈(フジテレビアナウンサー)


/ゲスト:湊川親方(元大徹)
/声:塙宣之(ナイツ)
 #39-2【HD】 


35 ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
横浜DeNA


～東京ドーム
生 #51-1【HD】


00


寺門ジモンの肉専門
チャンネル  19:00 
#82-29【HD】【字】 
「焼肉ケニヤ」 19:30 
#83-18【HD】【字】 
「ミートカイザー」 
20:00 #84-15【HD】 
「雪月花 銀座」 
20:30 #85-6【HD】 
「焼肉ジャンボ白金」
ランチ編 21:00 #86-6
【HD】 21:30 #87-1


【HD】 


00


いいすぽ! 大人気対
戦ゲーム「ニンジャ
ラトーナメント」 
#1-1【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


生 #118-1【HD】


00


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス
#117-2【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#118-2【HD】


00


もう!バカリズムさ
んの超H!
#26-1【HD】


00


いいすぽ！


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「湯西川温泉編」前篇 #75-4【HD】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「湯西川温泉編」後篇 #76-4【HD】 


00


鎧美女
甲冑:真田幸村 美女:星乃まみ


#73-20【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


#118-3【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
横浜DeNA


～東京ドーム
#51-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#118-4【HD】


10


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第6ゲー
ム #6-2【HD】 


10


パチンコLAB～9th 
season～


#17-14【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)
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 #12-19【HD】 


30


ラーメンWalker TV2
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 #281-23【HD】【字】 


30


プロ野球ニュース
2021


#118-5【HD】


10


2021 FORMULA 1
【第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP】
FORMULA 1 ROLEX 
BELGIAN GRAND PRIX 


2021
決勝


開催地:ｽﾊﾟ ﾌﾗﾝｺﾙｼｬ
ﾝ


Ｓ二 #60-2【HD】


00


『ゴリパラ見聞録』
フジテレビONEセレクション


「長崎県黒木さわがにキャンプ場を下
見する旅」


(テレビ西日本放送日2015/6/26,7/3)
#196-7【HD】


00


漫道コバヤシ
#78-2【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#118-6【HD】


00


よゐこらぼ2
#35-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#118-7【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


#77-1【HD】


30
あなたと温泉に行ったら・・・


#78-1【HD】


40


THEわれめDEポン 生ス
ペシャル プレイバッ


ク
【雀士】


石田純一
加賀まりこ
堺正章
ヒロミ


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介
2003年1月1日OA


#37-2


00


ラーメンWalker TV2 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 #282-23【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#118-8【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ 「沖縄 ゆい
レール」 #60-2
【HD】【字】 


00


ウルトラ怪獣散歩


▽08:00 #38-10【HD】
【字】


▽08:30 #39-10【HD】


00


パチスロ(旅)


▽09:00 #349-5【HD】
▽09:30 #350-5【HD】
▽10:00 #351-2【HD】
▽10:30 #352-2【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #87-2【HD】 


45ラーメンWalker TV2 #299-2【HD】 


00ラーメンWalker TV2 #300-2【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#118-9【HD】


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第7ゲー
ム #7-2【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～
#18-13【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 #13-19【HD】 


00


よゐこらぼ2
#35-2【HD】


00


芸能界麻雀最強位決
定戦


THEわれめDEポン
【出演】波岡一喜/
たかし(トレンディ
エンジェル)/江上敬
子(ニッチェ)/パ
ジャマとりや
#146-3【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #119-1【HD】


50


めちゃ2イケてるッ!
芸能ウラ話&(秘)私生活をなぜか


自分で大暴露!!
【地上波 2016年8月13日放送】


#252-1【HD】
00PR 2021年8月 #22-133【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#119-2【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


#79-1【HD】


30
あなたと温泉に行ったら・・・


#80-1【HD】


00


鎧美女
甲冑:足利尊氏 美女:茜紬うた


#74-16【HD】【字】


30


THEわれめDEポン 生スペ
シャル プレイバック


【雀士】


加賀まりこ
風間杜夫
坂上忍
生瀬勝久


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介


2003年8月23日OA #39-2 


45
ラーメンWalker TV2 世界が称賛!ラーメンクリエイターが放つA5和牛醤油


らぁめん!
東所沢「ラーメンWalkerキッチン」


00ラーメンWalker TV2 #298-3【HD】 
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11
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2021/07/20 19:26


（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 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》
★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン２７ 5


★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃10　（7：00-7：10）


★ 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


（7：10-9：05）


★ 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


（9：05-11：00）
＜【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 陰陽師


（11：00-13：05）
＜【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 陰陽師Ⅱ


（13：05-15：10）


★ 字 志村けんのバカ殿様　
大当り!!初夢スペシャル（04.1.4）


（15：10-17：00）


★ ＨＤ 字 サイレーン　刑事×彼女×完全悪女 1


★ ＨＤ 字 サイレーン　刑事×彼女×完全悪女 2


★ ＨＤ 字 サイレーン　刑事×彼女×完全悪女 3


（17：00-20：20）


★ ＨＤ 字 サイレーン　刑事×彼女×完全悪女 4


★ ＨＤ 字 サイレーン　刑事×彼女×完全悪女 5


★ ＨＤ 字 サイレーン　刑事×彼女×完全悪女 6


（20：20-22：55）


★ ＨＤ 字 サイレーン　刑事×彼女×完全悪女 7


★ ＨＤ 字 サイレーン　刑事×彼女×完全悪女 8


★ ＨＤ 字 サイレーン　刑事×彼女×完全悪女（終） 9


（22：55-1：30）


ファミリー劇場　２０２１年８月番組表 ［１]


★・・・初回放送　


8/1（日）
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0
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0
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4


0


4


0


30 30


※都合により放送内容が変更されることがあります。


5


0


※メンテナンスのため放送を休止いたします


3


0


1


0


5


3


1







時 分 時 分


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞
★ ＨＤ 志村座 18 ★ ＨＤ 志村座 19 ★ ＨＤ 志村座 20 ★ ＨＤ 志村座 21 ★ ＨＤ 志村座 22 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 3


※8/9～8/13休止
★ ＨＤ 字 北アルプス穂高連峰殺人事件　 《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 27 ★ 字 金田一少年の事件簿 28 ★ 字 金田一少年の事件簿 29 ★ 字 金田一少年の事件簿 30 ★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 39 （山岳救助隊・紫門一鬼１） ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 7
※8/9～8/12休止 出演：髙嶋政宏


★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 40 ★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃11　（7：00-7：10）
＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


※来週休止
★ 字 ドリフ大爆笑 161 ★ 字 ドリフ大爆笑 162 ★ 字 ドリフ大爆笑 163 ★ 字 ドリフ大爆笑 164


★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 37 （6：00-7：55） ★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼７　 
＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ 出演：髙嶋政宏


★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 38


※8/9～8/12休止 ※来週休止
【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 山岳救助隊・紫門一鬼２ 


北アルプス白馬連峰殺人山行
出演：髙嶋政宏 （7：10-9：00）


★ ＨＤ 字 警察医・花井吾朗の殺人カルテ　 ★ ＨＤ 字 招かれざる客　～富士山麓連続殺人事件～ ★ ＨＤ 字 懸賞金　～目撃証言に三千万円を賭けた女～ ★ ＨＤ 字 二つの嘘～同窓会殺人事件！ ★ ＨＤ 字 主婦探偵・河原綾子　のぞき見事件簿 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞
神戸～江戸川殺人水路 出演：萬田久子
出演：水谷豊


★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼８　 
（7：55-9：50） 出演：髙嶋政宏


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


★ ＨＤ 字 山岳救助隊・紫門一鬼３ 
情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 北アルプス雪山殺人迷路 （9：00-10：50）


出演：髙嶋政宏 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞
【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９　 
★ ＨＤ 字 警視庁黒豆コンビ 二度のお別れ ★ ＨＤ 字 警視庁黒豆コンビ２ 蒼い霧 ★ ＨＤ 字 警視庁黒豆コンビ３　海に消えた欲望 ★ ＨＤ 字 警視庁黒豆コンビ４  ★ ＨＤ 字 検事　沢木正夫　第三の容疑者 出演：髙嶋政宏


～夫の命は一億円 出演：大地康雄　村田雄浩 出演：大地康雄　村田雄浩 虚飾の塔・覗かれたセレブ妻の秘密 （寺脇康文主演） （9：50-11：45）
出演：大地康雄　村田雄浩 出演：大地康雄　村田雄浩 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


★ ＨＤ 字 山岳救助隊・紫門一鬼４
北アルプス殺人ケルン （10：50-12：40）


（11：00-12：50） 出演：髙嶋政宏 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞
【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 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼１０　


★ ＨＤ 字 検事　沢木正夫２　公訴取消し 出演：髙嶋政宏
★ ＨＤ 字 熱血刑事・吉永誠一　絵が殺した ★ ＨＤ 字 刑事 吉永誠一　涙の事件簿２  ★ ＨＤ 字 刑事 吉永誠一　涙の事件簿３  ★ ＨＤ 字 刑事 吉永誠一　涙の事件簿４ （寺脇康文主演） （11：45-13：40）


出演：船越英一郎 出演：船越英一郎 出演：船越英一郎 出演：船越英一郎 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼５　 （12：40-14：30）
（12：50-14：40） 出演：髙嶋政宏 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


【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 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼１１　 
★ ＨＤ 字 検事　沢木正夫３　共犯者 出演：髙嶋政宏


（寺脇康文主演）
★ ＨＤ 字 葬儀屋 松子の事件簿 ★ ＨＤ 字 葬儀屋 松子の事件簿２ ★ ＨＤ 字 葬儀屋 松子の事件簿３ ★ ＨＤ 字 葬儀屋 松子の事件簿４ （13：40-15：35）


出演：名取裕子 出演：名取裕子 出演：名取裕子 出演：名取裕子 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼６　 （14：30-16：20）
（14：40-16：30） 出演：髙嶋政宏 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


【金曜サスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 怨み屋本舗スペシャル２ 
情報番組 ★ ＨＤ 字 昆虫巡査・向坊一美の事件日誌 マインドコントロールの罠


出演：三浦友和 （15：35-17：30）
★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る ★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る２ ★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る３ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


★ ＨＤ 字 滝警部補の事件日誌　飛騨高山・殺意の追憶 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 1
（16：20-18：20）


★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 2 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


情報番組 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 3
★ ＨＤ 字 怨み屋本舗REBOOT 1


★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 4
★ ＨＤ 字 怨み屋本舗REBOOT 2


★ ＨＤ 字 街占師　北白川晶子の事件占い　 ★ ＨＤ 字 街占師 北白川晶子の事件占い２ ★ 字 タクシードライバーの推理日誌１７ ★ 字 ドリフ大爆笑 108 （17：30-19：40） ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗REBOOT 3
～わけあり女の殺人事件～ ～死を招く手相！？～ 出演：渡瀬恒彦 ★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 3 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞
出演：高畑淳子 出演：高畑淳子 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗REBOOT 4


《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 7 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 5


※来週休止 （18：20-20：30）
★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 6 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


（19：00-20：55） （19：00-20：55） （19：00-20：55） ★ ＨＤ 志村劇場 43
※来週休止 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 7


★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 115 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 117 ★ （新）志村屋です。 1 字 ドリフ大爆笑 161 ＜【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 怨み屋本舗REBOOT 5
★ ＨＤ Mr.都市伝説 関暁夫の 3 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 8


★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ 116 ★ 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ（終） 118 ★ 志村屋です。 2 ゾクッとする怪感話（＃1-9） ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗REBOOT 6
★ ＨＤ Mr.都市伝説 関暁夫の 4


（20：55-21：55） （20：55-21：55） ※8/9～8/11休止 （20：55-21：55） ゾクッとする怪感話（＃1-9） （19：40-21：50） ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗REBOOT 7
★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃24　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃27　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃28　（21：55-22：00） ※来週休止 ※来週休止 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


＜【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 怨み屋本舗REBOOT 8


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 29 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 29 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 37 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 9
★ ＨＤ 字 ソタイ２　組織犯罪対策課 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８５ （20：30-22：40）


★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 30 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 38 出演：遠藤憲一 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 10 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


※来週休止 （22：00-23：10） ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 31 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 39 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 11
（22：00-23：25） ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗REBOOT 9


★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 32 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 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 字 怨み屋本舗(終） 12
★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 30 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗REBOOT 10


（22：00-23：50）
※来週休止 ※来週休止 ★ ＨＤ 字 スヌ子のへべれけレシピ　＃11　（23：50-0：00） ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８６ （21：50-0：00） ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗REBOOT 11


※来週休止 （23：10-0：10） ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞
★ ＨＤ 字 深夜食堂 7 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗REBOOT(終） 12


★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 157 ★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 158 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 8 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗スペシャル 家族の闇　
★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 156 （23：25-0：55） モンスター・ファミリー （22：40-0：50）


※来週休止 ＜【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＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 37
※8/9～8/11休止 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ６６


（0：10-1：35） ★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 38 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ 字 ドリフ大爆笑特別総集編　＃189（91.12.24） 


★ ＨＤ キャンプの沼びと　激アツ道具（ギア） 4 ★ ＨＤ キャンプの沼びと　激アツ道具（ギア） 7 ※来週休止
★ ＨＤ キャンプの沼びと　激アツ道具（ギア） 1 ★ ＨＤ キャンプの沼びと　激アツ道具（ギア） 5 ★ ＨＤ キャンプの沼びと　激アツ道具（ギア） 8 ★ ＨＤ 天　赤木しげる葬式編（完全版） 1
★ ＨＤ キャンプの沼びと　激アツ道具（ギア） 2 ★ ＨＤ キャンプの沼びと　激アツ道具（ギア） 6 ★ ＨＤ キャンプの沼びと　激アツ道具（ギア）（終） 9 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 35
★ ＨＤ キャンプの沼びと　激アツ道具（ギア） 3 （0：55-2：35） ★ ＨＤ 天　赤木しげる葬式編（完全版） 2


（1：30-2：40） ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 36 （0：50-2：40）


（1：35-2：45） ★ ＨＤ 秘密結社 鷹の爪 ～ゴールデン・スペル～　＃1 （1：30-2：50） ★ ＨＤ 天　赤木しげる葬式編（完全版） 3
★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃25・26　（2：45-3：00） （2：40-3：00） ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃29　（2：50-3：00） ※来週休止 Ｋａｒｔｅ： ★ 字 変なおじさんTV　セレクト放送 24


《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 32 ★ ＨＤ 天　赤木しげる葬式編（完全版） 4


★ 字 Shimura X　セレクト放送 34 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１１ 2 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン２７ 5 情報番組 ★ 字 変なおじさんTV　セレクト放送 25


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 33 ★ ＨＤ 天　赤木しげる葬式編（完全版）　（終） 5
（2：40-3：40）


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 34 ★ ＨＤ 秘密結社 鷹の爪 ～ゴールデン・スペル～　＃2


★ 字 ドリフ大爆笑 93 ★ 字 ドリフ大爆笑 94 ★ 字 ドリフ大爆笑 95 ★ ＨＤ 劇場版　教科書にないッ！ （3：40-4：00）
★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 35


（1：30-4：15）


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 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＞


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 字 江戸川乱歩シリーズ　妖精の美女
（3：30-4：55） （3：30-4：55） ※8/9～8/11休止 （3：30-4：55） （3：30-4：55） ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 37


★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 48
★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 38


★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 84 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 85 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 86 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 87 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 49


★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 50


（4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00） ※8/9～8/12休止 （4：55-6：00） （2：35-6：00） （4：15-6：00）
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＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞ ＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞ ＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞ ＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞ ＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞ ＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞
＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 4


＜今月の気になるあの俳優＞ ＜今月の気になるあの俳優＞ ＜今月の気になるあの俳優＞ ＜今月の気になるあの俳優＞ ＜今月の気になるあの俳優＞ ＜今月の気になるあの俳優＞
《イ申テレビリクエストセレクション》


★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 1 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 25 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 40 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 8
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 2 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 9 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 15 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 26 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 33 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 41
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 3 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 10 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 16 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 27 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 34 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 42 ★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃12　（7：00-7：10）
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 4 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 11 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 17 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 28 ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 35 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 43


★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 12 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 18 ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 36
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 13 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 19 ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 37


（6：00-7：50） ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 14 （6：00-7：50） ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 38 （6：00-7：50） ★ ＨＤ 字 旅情サスペンス　釧路湿原殺人事件
＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞ ＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞ ＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞ （内田康夫サスペンス）


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ 出演：橋爪功　いしだあゆみ
＜今月の気になるあの俳優＞ （6：00-8：20） ＜今月の気になるあの俳優＞ ＜今月の気になるあの俳優＞


＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 5 （6：00-8：40） ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 29
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 6 ＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞ ＜今月の気になるあの俳優＞ ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 30 （6：00-8：45） ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 44
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 7 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 31 ＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞ ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 45 （7：10-9：00）
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 8 ＜今月の気になるあの俳優＞ ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 32 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 46


★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 20 ＜今月の気になるあの俳優＞ ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 47
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 21 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ（終） 48


（7：50-9：40） ★ ＨＤ 仮面ライダー×仮面ライダー　フォーゼ＆オーズ　 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 22 （7：50-9：40） ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　 ★ ＨＤ 字 銀座高級クラブママ青山みゆき　
＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞ ＭＯＶＩＥ大戦　ＭＥＧＡ　ＭＡＸ　 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 23 ＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞ みんなで宇宙キターッ！　 女帝バトル殺人帳簿


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ディレクターズカット版 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 24 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ディレクターズカット版 出演：名取裕子
＜今月の気になるあの俳優＞ （7：50-10：10）


★ ＨＤ 劇場版　仮面ライダーＯＯＯ（オーズ） ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ　 （8：45-10：25） ＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞
ＷＯＮＤＥＲＦＵＬ　将軍と２１のコアメダル　 クライマックスエピソード　３１話３２話 ＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞
ディレクターズカット版 （8：20-10：40） ディレクターズカット版 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞＜今月の気になるあの俳優＞ ＜今月の気になるあの俳優＞


（8：40-10：45） ★ ＨＤ Ｚ（ゼータ） 行け！あひるお姉さん　＃1　（10：40-10：45） （9：40-10：45） ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 39 ★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ　 （9：00-10：50）
（9：40-11：00） ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ （10：25-11：00） ファイナルエピソード　ディレクターズカット版 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


★ ＨＤ THE QUESTIONS『結婚できない男』脚本家 尾崎将也（11：00-11：10） ＜【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＞ （10：10-11：15）
＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


★ ＨＤ デス・ビリヤード
★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 1 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 19 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 35 （11：00-11：35） ＨＤ 字 この世界の片隅に


＜【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 結婚できない男 1 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 2 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 20 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 36 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ 字 志村けんのバカ殿様


月見で乾杯スペシャル（02.10.2）
★ ＨＤ 字 結婚できない男 2 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 3 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 21 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 37


★ ＨＤ デス・パレード 1
★ ＨＤ 字 結婚できない男 3 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 4 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 22 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 38 ★ ＨＤ デス・パレード 2


★ ＨＤ デス・パレード 3
★ ＨＤ 字 結婚できない男 4 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 5 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 23 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 39 ★ ＨＤ デス・パレード 4


★ ＨＤ デス・パレード 5 （11：15-13：05）
★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 6 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 24 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 40 ★ ＨＤ デス・パレード 6 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ （10：50-13：10）


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞
★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 7 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 25 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 41 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 1


★ ＨＤ 字 深夜食堂 ３ 21
★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 8 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 26 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 42 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 2


（11：35-14：15） ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ３ 22
★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 9 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 27 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 43 ＜【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 3


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ３ 23
（11：10-14：45） ★ ＨＤ 字 深夜食堂 4


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ３ 24
★ ＨＤ デス・パレード 7 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 5


（10：45-15：05） ★ ＨＤ デス・パレード 8 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ３ 25
（10：45-15：10） （10：45-15：10） ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ デス・パレード 9 （13：05-15：25）


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ デス・パレード 10 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ （13：10-15：30）
★ ＨＤ 字 結婚できない男 5 ★ ＨＤ デス・パレード 11 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


★ ＨＤ デス・パレード（終） 12
★ ＨＤ 字 結婚できない男 6 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 28 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 44 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 6


★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 10 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ３ 26
★ ＨＤ 字 結婚できない男 7 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 29 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 45 ＨＤ 字 深夜食堂 7


★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 11 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ３ 27
★ ＨＤ 字 結婚できない男 8 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 30 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 46 ＨＤ 字 深夜食堂 8


★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 12 （14：15-16：55） ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ３ 28
★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 31 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 47 ＜【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 9


★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 13 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ３ 29
★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 32 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 48 ★ ＨＤ 字 深夜食堂（終） 10


★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 14 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ３（終） 30
★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 33 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 49


★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 15 ＨＤ 字 陰陽師 （15：25-17：50） （15：30-17：50）


★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 34 ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 50 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


（14：45-18：10） ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 16
＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 51 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ４ 31


★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 17 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ２ 11
（15：10-18：35） ★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版（終） 52 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ４ 33


★ ＨＤ 字 アルプスの少女ハイジ　HDリマスター版 18 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ２ 12
（16：55-19：00） ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ４ 34


★ ＨＤ 字 結婚できない男 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 字 深夜食堂 ２ 13
＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ４ 35


★ ＨＤ 字 結婚できない男 10 ★ ＨＤ 字 この世界の片隅に （15：05-19：30） ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ２ 14
（15：10-19：35） ※＃32は休止 （17：50-19：40）


★ ＨＤ 字 結婚できない男 11 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 4 ＨＤ 字 陰陽師Ⅱ ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ２ 15 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


★ ＨＤ 字 結婚できない男（終） 12 《イ申テレビリクエストセレクション》 （17：50-20：05） ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ４ 36
★ ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 8 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


★ 西部警察 SPECIAL ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ４ 37
＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ２ 16


（18：35-20：55） ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ４ 38
＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ２ 17


★ ＨＤ 字 湯けむりスナイパー 1 （19：00-21：05） ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ４ 39
（19：35-21：20） ＜【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 深夜食堂 ２ 18


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと導かれし七人 1 ★ ＨＤ 字 湯けむりスナイパー 2 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ４（終） 40
★ ＨＤ 字 深夜食堂 ２ 19


（18：10-21：45） ★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと導かれし七人 2 ★ ＨＤ 字 湯けむりスナイパー 3 ★ ＨＤ 字 稲川淳二の怪談グランプリ２０２０
＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 1 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ２（終） 20 （19：40-22：00）


★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと導かれし七人 3 ★ ＨＤ 字 湯けむりスナイパー 4 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞
★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと魔王の城 1 ★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 2 （21：05-22：15） （20：05-22：25）


★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと導かれし七人 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＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞
★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと魔王の城 2 ★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 3 （20：30-22：45） ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 字 めしばな刑事タチバナ 7


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞
★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと魔王の城 3 ★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 4 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ６７ ★ ＨＤ 字 めしばな刑事タチバナ 1 ★ ＨＤ 字 めしばな刑事タチバナ 8


★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと魔王の城 4 （20：55-23：15） ★ ＨＤ 字 湯けむりスナイパー 5 ★ ＨＤ 字 めしばな刑事タチバナ 2 ★ ＨＤ 字 めしばな刑事タチバナ 9
＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


（21：20-23：35） ★ ＨＤ 字 湯けむりスナイパー 6 （22：15-23：45） ★ ＨＤ 字 めしばな刑事タチバナ 3
（21：45-23：55） ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ＜【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＞


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと導かれし七人 5 ★ ＨＤ 字 湯けむりスナイパー 7 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞
＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 5 ★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと導かれし七人 6 ★ ＨＤ 字 湯けむりスナイパー 8 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ５４ （22：25-0：25）
★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと魔王の城 5 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 6 ★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと導かれし七人 7 ★ ＨＤ 字 めしばな刑事タチバナ 10
★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと魔王の城 6 （23：45-0：55）


★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 7 ★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと導かれし七人 8 （22：45-1：00） ＜【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 めしばな刑事タチバナ 4 ★ ＨＤ 字 めしばな刑事タチバナ 11
★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと魔王の城 7 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 8 ★ ＨＤ 字 めしばな刑事タチバナ 5 ★ ＨＤ 字 めしばな刑事タチバナ（終） 12
★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと魔王の城 8


（23：15-1：35） ★ ＨＤ 字 湯けむりスナイパー 9 ★ ＨＤ 樹怪談 ★ ＨＤ 字 めしばな刑事タチバナ 6
（23：35-1：50） ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 字 湯けむりスナイパー 10
（23：55-2：05） ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと導かれし七人 9 ★ ＨＤ 字 湯けむりスナイパー 11 （0：25-2：25）
★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 9 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞


★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと魔王の城 9 ★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと導かれし七人 10 ★ ＨＤ 字 湯けむりスナイパー（終） 12 ★ ＨＤ トクサツガガガ 5


★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 10 （0：55-2：45）
★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと魔王の城 10 ★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと導かれし七人 11 ＜【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 トクサツガガガ 6


★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと悪霊の鍵（終） 11 （1：00-3：15） ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ トクサツガガガ 1


★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと魔王の城 11 ★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと導かれし七人（終） 12 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ ＨＤ Mr.都市伝説 関暁夫の 1 ★ ＨＤ トクサツガガガ（終） 7


ゾクッとする怪感話（＃1-9） ★ ＨＤ トクサツガガガ 2
★ ＨＤ 字 勇者ヨシヒコと魔王の城（終） 12 （1：50-3：40） ★ ＨＤ Mr.都市伝説 関暁夫の 6


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ （1：35-3：55） ゾクッとする怪感話（＃1-9） ★ ＨＤ トクサツガガガ 3


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ ★ 字 ドリフ大爆笑特別総集編　＃190（92.12.29） ★ ＨＤ Mr.都市伝説 関暁夫の 8
（2：05-4：15） ★ ＨＤ ハルとアオのお弁当箱 4 ゾクッとする怪感話（＃1-9） ★ ＨＤ トクサツガガガ 4


＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞ （2：45-4：15） （2：00-4：25）


★ ＨＤ ハルとアオのお弁当箱 5 ★ ＨＤ ハルとアオのお弁当箱 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 ハルとアオのお弁当箱 1 ＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞
★ ＨＤ ハルとアオのお弁当箱 6 ★ ＨＤ ハルとアオのお弁当箱 10 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 111


★ ＨＤ ハルとアオのお弁当箱 2 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 112 ★ ＨＤ 字 江戸川乱歩シリーズ　宝石の美女
★ ＨＤ ハルとアオのお弁当箱 7 ★ ＨＤ ハルとアオのお弁当箱 11 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 113


★ ＨＤ ハルとアオのお弁当箱 3 （4：15-5：20）
★ ＨＤ ハルとアオのお弁当箱 8 ★ ＨＤ ハルとアオのお弁当箱（終） 12 （3：15-5：30）


（4：15-5：45） ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 31 （2：25-5：40）
★ ＨＤ 字 スヌ子のへべれけレシピ　＃12 ★ 字 変なおじさんTV　セレクト放送 26 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 32 ★ ＨＤ 秘密結社 鷹の爪 ～ゴールデン・スペル～　＃3


（5：45-6：00） （3：40-6：00） （3：55-6：00） （5：20-6：00） （5：40-6：00） （4：25-6：00）
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※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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＜【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＞＜ファミ劇BOM！盆！イッキ見　9DAYS　2021＞
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時 分 時 分


★ ＨＤ 志村座 23 ★ ＨＤ 志村座 24 ★ ＨＤ 志村座 25 ★ ＨＤ 志村座 26 ★ ＨＤ 志村座 27 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１１ 3


★ ＨＤ 字 女医・倉石祥子１　死の点滴 《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 31 ★ 字 金田一少年の事件簿 32 ★ 字 金田一少年の事件簿 33 ★ 字 金田一少年の事件簿 34 ★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 41 出演：片平なぎさ　小池徹平 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン２７ 6


★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 42 ★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃13　（7：00-7：10）


★ 字 ドリフ大爆笑 165 ★ 字 ドリフ大爆笑 166 ★ 字 ドリフ大爆笑 167 ★ 字 ドリフ大爆笑 168
ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 39 （6：00-7：55） ★ ＨＤ 字 内田康夫サスペンス「湯布院殺人事件」


出演：橋爪功　いしだあゆみ
ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 40


★ ＨＤ 字 女医・倉石祥子２　死の研究室
【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：片平なぎさ　小池徹平


（7：10-9：00）
★ ＨＤ 字 ＳＲＯ～警視庁広域捜査専任特別調査室～ ★ ＨＤ 字 鉄道警察官 清村公三郎　走る捜査線 ★ ＨＤ 字 鉄道警察官 清村公三郎２　瀬戸内海を渡る殺意 ★ ＨＤ 字 鉄道警察官 清村公三郎３　 ★ ＨＤ 字 鉄道警察官 清村公三郎４　


出演：木村佳乃 黒部峡谷トロッコツアー殺人事件 ＳＬ貴婦人　殺意の小京都


★ ＨＤ 字 銀座高級クラブママ青山みゆき２　
（7：55-9：50） ナニワクラブママ女帝バトル殺人事件


出演：名取裕子


★ ＨＤ 字 女かけこみ寺刑事　大石水穂
出演：片平なぎさ


情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 （9：00-10：50）


【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 みをつくし料理帖 1
★ ＨＤ 字 警視庁心理捜査官　明日香 ★ ＨＤ 字 警視庁心理捜査官　明日香２ ★ ＨＤ 字 警視庁心理捜査官　明日香３ ★ ＨＤ 字 警視庁心理捜査官　明日香４ ★ ＨＤ 字 京女刑事・真行寺メイ翔ぶ！死蛍（しぼたる） （9：50-11：40）


出演：富田靖子 ★ ＨＤ 字 みをつくし料理帖 2


★ ＨＤ 字 深夜食堂 ５ 41 ★ ＨＤ 字 みをつくし料理帖 3


★ ＨＤ 字 深夜食堂 ５ 42 ★ ＨＤ 字 みをつくし料理帖 4


（11：00-12：55） ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ５ 43
【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 深夜食堂 ５ 44


★ ＨＤ 字 京女刑事　真行寺メイ２　絹の道殺人事件 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ５ 45
★ ＨＤ 字 刑事 吉永誠一　涙の事件簿５ ★ ＨＤ 字 刑事 吉永誠一　涙の事件簿６ ★ ＨＤ 字 刑事 吉永誠一　涙の事件簿７ ★ ＨＤ 字 刑事 吉永誠一　涙の事件簿８ 出演：富田靖子 （10：50-13：40）


出演：船越英一郎 出演：船越英一郎 出演：船越英一郎 出演：船越英一郎
（11：40-14：00）


★ ＨＤ 字 みをつくし料理帖 5


★ ＨＤ 字 深夜食堂 ５ 46 ★ ＨＤ 字 みをつくし料理帖 6
（12：55-14：50）


【金曜サスペンス劇場】 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ５ 47 ★ ＨＤ 字 みをつくし料理帖 7
【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 深夜食堂 ５ 48 ★ ＨＤ 字 みをつくし料理帖（終） 8
★ ＨＤ 字 佐々木譲サスペンス　警視庁特命刑事☆二人


★ ＨＤ 字 特命　落としの鬼　刑事　澤千夏 ★ ＨＤ 字 特命！落としの鬼　刑事　澤千夏２ ★ ＨＤ 字 内田康夫サスペンス　多摩湖畔殺人事件 ★ ＨＤ 字 内田康夫サスペンス　 ～代官山コールドケース～ ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ５ 49
出演：泉ピン子 出演：泉ピン子 出演：遠藤憲一 鬼刑事と車椅子の少女 出演：松重豊


ドクターブライダル ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ５（終） 50
出演：遠藤憲一


（14：00-16：20）
＜こんな中村倫也“悪くない” （13：40-16：30）


（14：50-16：40） 「美食探偵 明智五郎」ファミ劇初放送！＞ ＜こんな中村倫也“悪くない”
【金曜サスペンス劇場】 「美食探偵 明智五郎」ファミ劇初放送！＞


情報番組 ★ ＨＤ 字 佐々木譲サスペンス　警視庁特命刑事☆二人② ★ ＨＤ 字 美食探偵 明智五郎 1
～新宿・荒木町コールドケース～ ★ ＨＤ お義父さんと呼ばせて 1


★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る４ ★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る５ ★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る６ 出演：松重豊 ★ ＨＤ 字 美食探偵 明智五郎 2
★ ＨＤ お義父さんと呼ばせて 2


★ ＨＤ 字 美食探偵 明智五郎 3


★ ＨＤ 字 小早川警視正　京都羅生門殺人旅情 ★ ＨＤ お義父さんと呼ばせて 3
出演：辰巳琢郎 ★ ＨＤ 字 美食探偵 明智五郎 4


（16：40-18：30） ★ ＨＤ お義父さんと呼ばせて 4
★ ＨＤ 字 美食探偵 明智五郎 5


情報番組


★ 字 タクシードライバーの推理日誌１８ ★ 字 タクシードライバーの推理日誌１９ ★ 字 タクシードライバーの推理日誌２０ ★ 字 ドリフ大爆笑 109
出演：渡瀬恒彦 出演：渡瀬恒彦 出演：渡瀬恒彦 ★ ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１１ 3


《ネ申テレビリクエストセレクション》 ＜こんな中村倫也“悪くない”
★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン２７ 6 「美食探偵 明智五郎」ファミ劇初放送！＞


（16：20-20：35）
（19：00-20：55） （19：00-20：55） （19：00-20：55） ★ ＨＤ 志村劇場 44 ＜こんな中村倫也“悪くない”


「美食探偵 明智五郎」ファミ劇初放送！＞ ★ ＨＤ お義父さんと呼ばせて 5
★ 志村屋です。 3 ★ 志村屋です。 5 ★ 志村屋です。 7 字 ドリフ大爆笑 162 ＜【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 5 ★ ＨＤ お義父さんと呼ばせて 6
★ 志村屋です。 4 ★ 志村屋です。 6 ★ 志村屋です。 8 ゾクッとする怪感話（＃1-9）


ＨＤ Mr.都市伝説 関暁夫の 6 ★ ＨＤ 字 美食探偵 明智五郎 6 ★ ＨＤ お義父さんと呼ばせて 7
（20：55-21：55） （20：55-21：55） （20：55-21：55） ゾクッとする怪感話（＃1-9）


★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃30　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃31　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃32　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 字 美食探偵 明智五郎 7 ★ ＨＤ お義父さんと呼ばせて 8
＜【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 美食探偵 明智五郎 8 ★ ＨＤ お義父さんと呼ばせて（終） 9
★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 31 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 33 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 41


★ ＨＤ 字 あんみつ検事の捜査ファイル　 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ９０ ★ ＨＤ 字 美食探偵 明智五郎（終） 9
★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 34 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 42 女検事の涙は乾く


出演：片平なぎさ　石塚英彦
★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 35 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 43


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 32 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 36 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 44
（22：00-23：35）


（22：00-23：55） ＜【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＞
★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃33　（23：55-0：00）


（20：00-0：10）
ＨＤ 字 深夜食堂 9 ＜こんな中村倫也“悪くない”


★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ７７ （20：35-0：30） 「美食探偵 明智五郎」ファミ劇初放送！＞
★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 159 ★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 160 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 161 ＨＤ 字 深夜食堂（終） 10 ＜こんな中村倫也“悪くない”


「美食探偵 明智五郎」ファミ劇初放送！＞


★ ＨＤ 字 スーパーサラリーマン左江内氏 7
ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 39 （23：35-1：15）


＜【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＞ ★ ＨＤ 字 スーパーサラリーマン左江内氏 1 ★ ＨＤ 字 スーパーサラリーマン左江内氏 8
ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 40


★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～ 1 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８２ ★ ＨＤ 字 スーパーサラリーマン左江内氏 2 ★ ＨＤ 字 スーパーサラリーマン左江内氏 9
★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～ 2 ★ ＨＤ ザ・ヒルクライマーズ ～坂バカたちのトークセッション～ 1
★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～ 3 ★ ＨＤ ザ・ヒルクライマーズ ～坂バカたちのトークセッション～ 2 ★ ＨＤ 劇場版　教科書にないッ！２ ★ ＨＤ 字 スーパーサラリーマン左江内氏 3 ★ ＨＤ 字 スーパーサラリーマン左江内氏（終） 10


★ ＨＤ ザ・ヒルクライマーズ ～坂バカたちのトークセッション～ 3 ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 37 （1：15-2：25）


（1：30-2：40） ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 38


★ 字 変なおじさんTV　セレクト放送 27 ★ ＨＤ 秘密結社 鷹の爪 ～ゴールデン・スペル～　＃4 Ｋａｒｔｅ：


（2：40-3：00） ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 39
《イ申テレビリクエストセレクション》 （0：30-3：15）


★ 字 Shimura X　セレクト放送 35 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 4 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 8 情報番組 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 40 ＜こんな中村倫也“悪くない”


「美食探偵 明智五郎」ファミ劇初放送！＞ （0：10-3：30）
★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 41 ＜こんな中村倫也“悪くない”


「美食探偵 明智五郎」ファミ劇初放送！＞


★ 字 ドリフ大爆笑 96 ★ 字 ドリフ大爆笑 97 ★ 字 ドリフ大爆笑 98 ★ ＨＤ 劇場版　教科書にないッ！３ ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 42 ★ ＨＤ 字 スーパーサラリーマン左江内氏 4 ★ ＨＤ スーパーサラリーマン左江内氏 1
小池刑事の鬼の取調室


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 43 ★ ＨＤ 字 スーパーサラリーマン左江内氏 5 ★ ＨＤ スーパーサラリーマン左江内氏 2


小池刑事の鬼の取調室


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 44 ★ ＨＤ 字 スーパーサラリーマン左江内氏 6 ★ ＨＤ スーパーサラリーマン左江内氏 3
（3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55） 小池刑事の鬼の取調室（終）


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 45
＜【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 ＨＤリマスター版 88 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 89 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 90 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 91
★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 35


（2：25-5：45） （3：15-5：50）
（4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00） 65 ★ ＨＤ Ｚ（ゼータ） 行け！あひるお姉さん　＃2・3　（5：45-6：00） ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃34　（5：50-6：00）


ファミリー劇場　２０２１年８月番組表 ［４]


★・・・初回放送　


8/16（月） 8/17（火） 8/18（水） 8/19（木） 8/20（金） 8/21（土） 8/22（日）
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※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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時 分 時 分


★ ＨＤ 志村座 28 ★ ＨＤ 志村座 29 ★ ＨＤ 志村座 30 ★ ＨＤ 志村座 31 ★ ＨＤ 志村座 32 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１１ 4


★ ＨＤ 字 女医・倉石祥子３　死の最終診断 《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 35 ★ 字 金田一少年の事件簿 36 ★ 字 金田一少年の事件簿 37 ★ 字 金田一少年の事件簿 38 ★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 43 出演：片平なぎさ　小池徹平 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン２７ 7


★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 44 ★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃14　（7：00-7：10）


★ 字 ドリフ大爆笑 169 ★ 字 ドリフ大爆笑 170 ★ 字 ドリフ大爆笑 171 ★ 字 ドリフ大爆笑 172
ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 41 （6：00-7：55） ★ ＨＤ 字 内田康夫サスペンス和泉教授夫妻シリーズ３


夏泊殺人岬
ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 42 出演：橋爪功　いしだあゆみ


★ ＨＤ 字 女医・倉石祥子４　死の内科病棟
【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：片平なぎさ　小池徹平


（7：10-9：00）
★ ＨＤ 字 鉄道警察官 清村公三郎５　 ★ ＨＤ 字 鉄道警察官 清村公三郎６　 ★ ＨＤ 字 鉄道警察官 清村公三郎７　 ★ ＨＤ 字 鉄道警察官 清村公三郎８　 ★ ＨＤ 字 鉄道警察官 清村公三郎９


人情列車殺人事件 SLニセコ号　殺意の汽笛 秩父長瀞～連続殺人レール 鎌倉・江の島　追憶の殺人 特急ゆふいんの森号九州大分殺人ルート


★ ＨＤ 字 銀座高級クラブママ青山みゆき３　
（7：55-9：50） 赤いバラの殺人予告


出演：名取裕子


★ ＨＤ 字 女かけこみ寺刑事　大石水穂２
出演：片平なぎさ


情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 （9：00-10：50）
ＨＤ THE QUESTIONS『結婚できない男』脚本家 尾崎将也（10：50-11：00）


【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 警視庁心理捜査官　明日香５ ★ ＨＤ 字 さすらい署長　風間昭平 ★ ＨＤ 字 さすらい署長　風間昭平２ ★ ＨＤ 字 さすらい署長　風間昭平３ ★ ＨＤ 字 朱夏～警視庁脅迫事件　（警視庁・樋口警部補１） （9：50-11：40）
出演：北大路欣也 出演：北大路欣也 出演：北大路欣也 出演：内藤剛志 ＜今月の気になるあの俳優＞ ＨＤ 字 結婚できない男 1


ＨＤ 字 結婚できない男 2


ＨＤ 字 結婚できない男 3


（11：00-12：55） ★ ＨＤ トドメの接吻／トドメのパラレル 1 ＨＤ 字 結婚できない男 4
【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 トドメの接吻／トドメのパラレル 2


★ ＨＤ 字 樋口警部補２ リオ 水曜日の殺人者 ★ ＨＤ トドメの接吻／トドメのパラレル 3
★ ＨＤ 字 刑事 吉永誠一　涙の事件簿９ ★ ＨＤ 字 刑事 吉永誠一　涙の事件簿１０　沈黙の宴 ★ ＨＤ 字 刑事 吉永誠一　涙の事件簿１１　赤い遺産 ★ ＨＤ 字 刑事 吉永誠一　涙の事件簿１２　親しい敵 出演：内藤剛志


出演：船越英一郎 出演：船越英一郎 出演：船越英一郎 出演：船越英一郎


（11：00-14：35）
（12：55-14：50）


【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】


（11：40-15：15）
★ ＨＤ 字 今野敏サスペンス　廉恥　警視庁強行犯　樋口　顕 ＜今月の気になるあの俳優＞ ＨＤ 字 結婚できない男 5


★ 字 森村誠一サスペンス棟居刑事シリーズ「花の狩人」 ★ ＨＤ 字 森村誠一サスペンス棟居刑事シリーズ２ ★ 字 森村誠一サスペンス棟居刑事シリーズ３「追跡」 ★ ＨＤ 字 森村誠一サスペンス棟居刑事シリーズ４「復讐」 出演：内藤剛志
「高層の死角」 ＨＤ 字 結婚できない男 6


ＨＤ 字 結婚できない男 7


ＨＤ 字 結婚できない男 8
（14：50-16：40） ★ ＨＤ トドメの接吻／トドメのパラレル 4


【金曜サスペンス劇場】
★ ＨＤ トドメの接吻／トドメのパラレル 5


情報番組 ★ ＨＤ 字 乃南アサ サスペンス　鎖　女刑事　音道貴子 ★ ＨＤ トドメの接吻／トドメのパラレル 6
出演：小池栄子


★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る７ ★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る８ ★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る９ ★ ＨＤ トドメの接吻／トドメのパラレル 7


（14：35-18：00）


★ ＨＤ 字 小早川警視正２　函館五稜郭殺人旅情
出演：辰巳琢郎


（16：40-18：30）


情報番組 ＨＤ 字 結婚できない男 9


ＨＤ 字 結婚できない男 10


ＨＤ 字 結婚できない男 11
★ ＨＤ 字 タクシードライバーの推理日誌２１ ★ ＨＤ 字 タクシードライバーの推理日誌２２ ★ ＨＤ 字 タクシードライバーの推理日誌２３ ★ 字 ドリフ大爆笑 110 （15：15-19：35）


出演：渡瀬恒彦 出演：渡瀬恒彦 出演：渡瀬恒彦 ★ ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１１ 4 ＜今月の気になるあの俳優＞ ＨＤ 字 結婚できない男（終） 12


《ネ申テレビリクエストセレクション》
★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン２７ 7


★ ＨＤ トドメの接吻／トドメのパラレル 8
（19：00-20：55） （19：00-20：55） （19：00-20：55） ★ ＨＤ 志村劇場 45


★ ＨＤ トドメの接吻／トドメのパラレル 9
★ 志村屋です。 9 ★ 志村屋です。 11 ★ 志村屋です。 13 字 ドリフ大爆笑 163 ＜【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 7 ★ ＨＤ トドメの接吻／トドメのパラレル（終） 10
★ 志村屋です。 10 ★ 志村屋です。 12 ★ 志村屋です。 14 ゾクッとする怪感話（＃1-9）


ＨＤ Mr.都市伝説 関暁夫の 8 （18：00-21：35）
（20：55-21：55） （20：55-21：55） （20：55-21：55） ゾクッとする怪感話（＃1-9） ＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃35　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃36　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃37　（21：55-22：00）
＜【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 新解釈・日本史 1


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 33 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 37 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 45 ★ ＨＤ 新解釈・日本史 2
★ ＨＤ 字 あんみつ検事の捜査ファイル２　


★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 38 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 46 白骨夫人の遺言書 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ５５ （19：35-22：55） ★ ＨＤ 新解釈・日本史 3
出演：片平なぎさ　石塚英彦 ＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 39 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 47 ★ ＨＤ 新解釈・日本史 4


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 34 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 40 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 48 ★ ＨＤ さすらい温泉　遠藤憲一 1 （21：35-23：30）
＜今月の気になるあの俳優＞


（22：00-23：50） ★ ＨＤ さすらい温泉　遠藤憲一 2
★ ＨＤ 字 スヌ子のへべれけレシピ　＃13　（23：50-0：00） ★ ＨＤ 新解釈・日本史 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 さすらい温泉　遠藤憲一 3
ＨＤ 字 （新）深夜食堂 ２ 11 ★ ＨＤ 新解釈・日本史 6


★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８３ ★ ＨＤ さすらい温泉　遠藤憲一 4
字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 162 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 163 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 164 ＨＤ 字 深夜食堂 ２ 12 ★ ＨＤ 新解釈・日本史 7


★ ＨＤ さすらい温泉　遠藤憲一 5
★ ＨＤ 新解釈・日本史 8


（0：00-1：15） ★ ＨＤ さすらい温泉　遠藤憲一 6
ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 41 ＜【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 新解釈・日本史（終） 9


＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 42 （22：55-1：45）
★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～ 4 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８４ ＜今月の気になるあの俳優＞ （23：30-1：50）
★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～ 5 ★ ＨＤ ザ・ヒルクライマーズ ～坂バカたちのトークセッション～ 4 ＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞
★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～ 6 ★ ＨＤ ザ・ヒルクライマーズ ～坂バカたちのトークセッション～ 5 ＨＤ 劇場版　仮面ライダーＯＯＯ（オーズ） ＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ ザ・ヒルクライマーズ ～坂バカたちのトークセッション～ 6 ＷＯＮＤＥＲＦＵＬ　将軍と２１のコアメダル　 ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 39
ディレクターズカット版 ★ ＨＤ さすらい温泉　遠藤憲一 7


（1：30-2：40） ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 40 （1：15-2：35） ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　


★ 字 変なおじさんTV　セレクト放送 28 ★ ＨＤ 秘密結社 鷹の爪 ～ゴールデン・スペル～　＃5 （1：30-2：55） ★ ＨＤ さすらい温泉　遠藤憲一 8 みんなで宇宙キターッ！　
（2：40-3：00） ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃38　（2：55-3：00） ディレクターズカット版


《ネ申テレビリクエストセレクション》 Ｋａｒｔｅ：★ ＨＤ さすらい温泉　遠藤憲一 9


★ 字 Shimura X　セレクト放送 36 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１１ 3 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン２７ 6 情報番組 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 46


★ ＨＤ さすらい温泉　遠藤憲一 10 （1：50-3：30）
★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 47 ＜スーパーヒーローMAX 仮面ライダーフォーゼ祭りキターッ！＞


★ ＨＤ さすらい温泉　遠藤憲一 11 ＜今月の気になるあの俳優＞


★ 字 ドリフ大爆笑 99 ★ 字 ドリフ大爆笑 100 ★ 字 ドリフ大爆笑 101 ★ ＨＤ 劇場版　教科書にないッ！５ ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 48
★ ＨＤ さすらい温泉　遠藤憲一（終） 12


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 49


ＨＤ 仮面ライダー×仮面ライダー　フォーゼ＆オーズ　


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 50 （1：45-4：40） ＭＯＶＩＥ大戦　ＭＥＧＡ　ＭＡＸ　
（3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55） ＜【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＞ ディレクターズカット版


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 51 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 25
★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 26


★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 92 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 93 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 94 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 95 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 52 （4：40-5：15）
＜【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＞


★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 27 （3：30-5：40）
★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 28 ★ ＨＤ 秘密結社 鷹の爪 ～ゴールデン・スペル～　＃6


（4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00） （2：35-6：00） （5：15-6：00） （5：40-6：00）


ファミリー劇場　２０２１年８月番組表 ［５]


★・・・初回放送　


8/23（月） 8/24（火） 8/25（水） 8/26（木） 8/27（金） 8/28（土） 8/29（日）


7


0


7


0


30 30


6


0


6


0


30 30


9


0


9


0


30 30


8


0


8


0


30 30


11


0


11


0


30 30


10


0


10


0


30 30


13


0


13


0


30 30


12


0


12


0


30 30


15


0


15


0


30 30


14


0


14


0


30 30


17


0


17


0


30 30


16


0


16


0


30 30


19


0


19


0


30 30


18


0


18


0


30 30


21


0


21


0


30 30


20


0


20


0


30 30


23


0


23


0


30 30


22


0


22


0


30 30


1


0


1


0


30 30


0


0


0


0


30 30


3


0


3


0


30 30


2


0


2


0


30 30


※都合により放送内容が変更されることがあります。


5


0


5


0


30 30


4


0


4


0


30 30







時 分 時 分


★ ＨＤ 志村座 33 ★ ＨＤ 志村座 34


★ 字 金田一少年の事件簿 39 ★ 字 金田一少年の事件簿 40


★ 字 ドリフ大爆笑 173 ★ 字 ドリフ大爆笑 174


【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 鉄道警察官 清村公三郎１０ ★ ＨＤ 字 鉄道警察官 清村公三郎１１
ＳＬ大井川殺人ルート　 房総ローカル列車殺人レール　妖刀村正の呪い


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】


★ ＨＤ 字 さすらい署長　風間昭平４ ★ ＨＤ 字 さすらい署長　風間昭平５
出演：北大路欣也 出演：北大路欣也


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 刑事 吉永誠一１３　湖で拾った女 ★ ＨＤ 字 刑事 吉永誠一　ファイナル
出演：船越英一郎　小泉孝太郎 出演：船越英一郎


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 夏樹静子サスペンス　特捜刑事　遠山怜子 ★ ＨＤ 字 夏樹静子サスペンス　特捜刑事　遠山怜子２
出演：浅野ゆう子 出演：浅野ゆう子


★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る１０ ★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る１１


（17：00-18：55）


★ ＨＤ 字 タクシードライバーの推理日誌２５
★ ＨＤ 字 タクシードライバーの推理日誌２４ 出演：渡瀬恒彦


出演：渡瀬恒彦


（19：00-20：55） （18：55-20：55）


★ 志村屋です。 15 ★ 志村屋です。 17


★ 志村屋です。 16 ★ 志村屋です。 18


（20：55-21：55） （20：55-21：55）
★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃39　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃40（終）　（21：55-22：00）


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 35 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 41


★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 42


★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 43


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 36 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 44


字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 165 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 166


★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～ 7
★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～ 8 ★ ＨＤ ザ・ヒルクライマーズ ～坂バカたちのトークセッション～ 7
★ ＨＤ いろプラ！ ～ミニ四駆編～（終） 9 ★ ＨＤ ザ・ヒルクライマーズ ～坂バカたちのトークセッション～ 8


★ ＨＤ ザ・ヒルクライマーズ ～坂バカたちのトークセッション～（終） 9
ステブレ6分


（1：30-2：40）


★ 字 変なおじさんTV　セレクト放送 29 ★ ＨＤ 秘密結社 鷹の爪 ～ゴールデン・スペル～　＃7
（2：40-3：00）


★ 字 Shimura X　セレクト放送 37 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１１ 4


★ 字 ドリフ大爆笑 102 ★ 字 ドリフ大爆笑 103


（3：30-4：55） （3：30-4：55）


★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 96 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 97


（4：55-6：00） （4：55-6：00）


ファミリー劇場　２０２１年８月番組表 ［６]


★・・・初回放送　


8/30（月） 8/31（火）


7


0


7


0


30 30


6


0


6


0


30 30


9


0


9


0


30 30


8


0


8


0


30 30


11


0


11


0


30 30


10


0


10


0


30 30


13


0


13


0


30 30


12


0


12


0


30 30


15


0


15


0


30 30


14


0


14


0


30 30


17


0


17


0


30 30


16


0


16


0


30 30


19


0


19


0


30 30


18


0


18


0


30 30


21


0


21


0


30 30


20


0


20


0


30 30


23


0


23


0


30 30


22


0


22


0


30 30


1


0


1


0


30 30


0


0


0


0


30 30


3


0


3


0


30 30


2


0


2


0


30 30


※都合により放送内容が変更されることがあります。


5


0


5


0


30 30


4


0


4


0


30 30








8 [AUG] 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


1
グラビアアイドル最前線！ 
弥次喜多漫才道中 腰抜け一家の巻 
東海道は兇状旅 
NEW  Be Loved in House　
約・定～I Do #1・#2 
韓チャン！ #152 
男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花 
＜シネマ歌舞伎＞『刺青奇偶』 
花組芝居「天守物語 泉組」 
舞台「銀河英雄伝説 Die Neue These
第二章 ～それぞれの星～」 
舞台「KING OF PRISM -Rose 
Party on STAGE 2019-」 
キネマの天地 
「キネマの神様」公開記念特番 
鈴木家の嘘 
韓音 
週刊K-POPアイドル #504    
韓流スタージャックＳ★Ciipher 前編 
SOTUS S #11・#12 
ジャングルの法則 ワイルド・コリア編 #3 
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 


4:00
4:30
5:30
7:00


8:00
8:15
10:15
11:45
1:30


3:30


5:30
8:00
8:30
10:45
11:00
0:00
0:15
2:15
3:15


3:30
2


グラビアアイドル最前線！ 
裸足の友達 #26 
We Best Love　永遠の1位#6 
成化十四年～都に咲く秘密～#45 
海の地図 
恋の蘭燈 
硫黄島 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #33 
黒薔薇の家#69～#72 
弁天娘女男白浪　永楽館大歌舞伎 
世響太鼓功　酒井の太鼓  
玉川太福「男はつらいよ　前編
寅さん故郷へ帰る」 
男はつらいよ　寅次郎春の夢 
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル
～漂亮書生～ #27・#28 
「CHA EUN-WOO 1st Japan
Fanmeeting - 私のIDはカンナム
美人 -」※特別映像付 
韓音 
韓チャン！ #153 
Be Loved in House　
約・定～I Do #3・#4 
番組案内 
笑福亭呂好「近日息子」 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #516 


4:45
5:00
6:20
7:00
7:45
9:30
11:00
0:30


1:30
4:00
5:15
6:30


7:00
9:00


11:00


1:00
1:15
1:30


2:30
2:45
3:15


8
こんなにも君が好きで 
-goodbye mother- 
Be Loved in House　
約・定～I Do #3・#4 
番組案内 
釣りバカ日誌イレブン 
＜シネマ歌舞伎＞
『人情噺 文七元結』 
黒白珠 
舞台「銀河英雄伝説 Die Neue These
～第三章 嵐の前～」 
M&Oplaysプロデュース
「DOORS」 
七人の弔 
はやぶさ／HAYABUSA 
週刊K-POPアイドル #505 
韓チャン！ #152 
SOTUS S #13 
動物の狩り方 
韓音 
ジャングルの法則　
ワイルド・コリア編 #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 #98 
ＯＬ日記　密猟 


5:00


7:00


8:00
8:15
10:15


11:45
1:55


4:15


6:30
8:30
11:00
0:00
0:15
1:15
2:00
2:15


3:15


3:30


6
韓音 
裸足の友達 #30 
We Best Love　2位の反撃 #4 
週刊K-POPアイドル #493 
漫才長屋は大騒ぎ 
花のお江戸の釣りバカ日誌 
劇場版「パタリロ！」 
週刊K-POPアイドル #504 
韓流スタージャックＳ★Ciipher 前編 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #224 
番組案内 
連獅子 
天衣紛上野初花　河内山 
柳家やなぎ「親子酒」 
虹をつかむ男  南国奮斗篇 
「キネマの神様」公開記念特番 
韓チャン！ #153 
夫婦の世界 #8 
哲仁王后（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 
飼育のレズ部屋～熟れすぎた恭子～ 
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 #536 


4:45
5:00
6:20
7:00
8:00
9:00
11:00
1:00
2:00
2:15


3:45
4:00
5:00
6:15
6:45
8:45
9:15
9:30
11:00
1:30


1:45
3:00
3:15


4
韓チャン！#152・#153 
裸足の友達#28 
We Best Love　2位の反撃 #2 
成化十四年～都に咲く秘密～ #47 
野火 
壁あつき部屋 
韓流スタージャックＳ★Ciipher 前編 
夫婦の世界 #5 
私たち、家族です～My Unfamiliar
Family～#5・#6 
通し狂言 霧太郎天狗酒 ＜序幕＞  
番組案内 ［歌舞伎］ 
韓音 
インディアン・ピンク 
花吹雪はしご一家  #8
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #35・#36 
ゾンビ探偵（原題）#11・#12 
グラビアアイドル最前線！ 
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 
戦争に行こうよ！ 


4:30
5:00
6:20
7:00
7:45
9:45
11:45
0:00
1:30


4:15
6:00
6:15
6:30
8:00
9:00


11:00
1:30
2:00


2:15
3:30


7
韓チャン！  #153 
SOTUS S #11・ #12 
In Time With You ～君の隣に～
#13・#14 
神田川 
悪魔のようなあいつ  #4
花吹雪はしご一家  #8
柳家さん喬「ちりとてちん」 
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル
～漂亮書生～#27・#28 
狼殿下（原題） #5・#6 
「マーダーミステリーシアター　
演技の代償」
（2021/2/21　14時公演） 
キネマの天地 
「キネマの神様」公開記念特番 
FRANK WILDHORN & 
FRIENDS 2019 
In Time With You ～君の隣に～
#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 #98 
若妻日記 悶える 
夜の最前線　東京（秘）地帯 


4:45
5:00
7:00


9:00
10:30
11:30
0:30
2:00


4:00
5:00


7:15
9:45
10:15


0:00


2:00


2:15
3:30


5
裸足の友達 #29 
We Best Love　2位の反撃 #3 
成化十四年～都に咲く秘密～#48 
時をかける少女 
喜劇　男の腕だめし 
柳家甚語楼「花筏」 
夫婦の世界 #6 
哲仁王后（原題）#5・#6 
通し狂言 霧太郎天狗酒
＜二幕目・大詰＞
夏 魂まつり 
「キネマの神様」公開記念特番 
虹をつかむ男 
韓チャン！ #152 
夫婦の世界 #7 
私たち、家族です～My Unfamiliar
Family～#7・#8 
番組案内 
人妻エロ風俗 そそる痴態 
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 #223 
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韓流スタージャックＳ★
Ciipher 前編 
裸足の友達 #27 
スタート  We Best Love　
2位の反撃 #1 
成化十四年～都に咲く秘密～#46 
忍術　猿飛佐助 
柳家喬太郎「擬宝珠」 
番組案内 
釣りバカ日誌イレブン 
「キネマの神様」公開記念特番 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #34 
ゾンビ探偵（原題）#9・#10 
心中天網島　河庄 
番組案内 ［歌舞伎］ 
柳家小太郎（現・ 三郎）「不動坊」 
＜アニメ映画＞パタリロ！
スターダスト計画 
「キネマの神様」公開記念特番 
悪魔のようなあいつ #4
狼殿下（原題）#5・#6 
黒薔薇の家 #73～#76 
番組案内 
同棲性活　恥部とあなたと… 
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 #4 
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韓チャン！ #153 
暗行御史：朝鮮秘密捜査団
（原題）#5・#6 
侠客探偵 簡不知  #9 
虹をつかむ男 南国奮斗篇
鈴木家の嘘 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ姫君～ #41 
黒薔薇の家 #85～#88 
仮名手本忠臣蔵　五段目・六段目 
夏 魂まつり 
はやぶさ／HAYABUSA 
はばたけ！真理ちゃん  #2
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル
～漂亮書生～ #35・#36 
En Of Love
～Love Mechanics～ #3・#4 
（11:35から #4放送）
ジャングルの法則  ハンガーゲーム編#4 
Be Loved in House　
約・定～I Do #11・#12 
（2:05から #12放送）
柳亭小痴楽「大工調べ」 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #520 
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韓音 
暗行御史：朝鮮秘密捜査団
（原題） #7・#8 
侠客探偵 簡不知 #10 
維新前夜 
花のお江戸の釣りバカ日誌 
韓チャン！ #154 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～#42 
復讐せよ～あなたの恨み晴ら
します～#3・ #4 
素襖落 
春調娘七種  
連獅子 
女は夜霧に濡れている 
悪魔のようなあいつ  #8
狼殿下（原題）#13・#14 
黒薔薇の家#89～#92 
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#99 
飼育のレズ部屋～熟れすぎた恭子～ 
海の地図 
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グラビアアイドル最前線！ 
裸足の友達 #31 
We Best Love　2位の反撃 #5 
東海道は兇状旅 
渚の白い家 
ＳＡＤＡ 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #35 
黒薔薇の家 #73～#76 
心中天網島　河庄 
菅原伝授手習鑑　加茂堤 
番組案内 
玉川太福「男はつらいよ　後編
恋する寅さん」 
男はつらいよ 
寅次郎ハイビスカスの花 
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル
～漂亮書生～ #29・#30 
NEW  En Of Love
～TOSSARA～#1・#2 
スタート ジャングルの法則　
ハンガーゲーム編 #1 
Be Loved in House　
約・定～I Do #5・#6 
桂雀 「々遺言」 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #517 


4:45
5:00
6:20
7:00
8:30
10:15
0:30


1:30
4:00
5:45
6:15
6:30


7:00


9:00


11:00


0:30


1:30


2:30
3:15


15
恋の蘭燈 
NEW  En Of Love
～TOSSARA～ #1・ #2 
Be Loved in House　
約・定～I Do  #5・ #6 
暁の脱走 


男劇団 青山表参道X「ENDLESS REPEATERS
-エンドレスリピーターズ-」(team SAPPHIRE) 
M&Oplaysプロデュース
「クラッシャー女中」 
井上芳雄の「銀河鉄道の夜」 
KERA CROSS第二弾 「グッドバイ」 
現代能楽集Ⅹ『幸福論』
～能「道成寺」「隅田川」より 
柳家やなぎ「親子酒」 
NEW  あなたの運命を書いて
います #1 
週刊K-POPアイドル #506 
韓チャン！ #152 
NEW  リュソンビの婚礼式 
#1～#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 #99 
色暦大奥秘話  刺青百人競べ
右門捕物帖 まぼろし変化 
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韓チャン！ #152 
Great Men Academy　
グレートメン・アカデミー #5・#6 
週刊K-POPアイドル #494 
柳家さん喬「ちりとてちん」 
野火 
七人の弔 
週刊K-POPアイドル #505 
韓音 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #225 
韓チャン！ #153 
野田版 研辰の討たれ
【千穐楽特典映像付き】 
夏 魂まつり 
はやぶさ／HAYABUSA 
＜アニメ映画＞パタリロ！
スターダスト計画 
夫婦の世界 #10 
哲仁王后（原題）#9・#10 
番組案内 
同棲性活　恥部とあなたと… 
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 #537 
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柳亭小痴楽「大工調べ」 
スタート  Great Men Academy　
グレートメン・アカデミー #1・#2  
男はつらいよ　寅次郎春の夢 
鈴木家の嘘 
韓チャン！ #152 
夫婦の世界 #7 
私たち、家族です～My Unfamiliar
Family～#7・#8 
天保遊侠録 
春調娘七種  
＜シネマ歌舞伎＞『刺青奇偶』 
番組案内 
花吹雪はしご一家  #9
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～#37・#38 
一挙放送  HELLO, DANIEL 
TRAVEL STORY IN 
PORTLAND ＆ LA 
 #1～#10 
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韓チャン！  #153 
SOTUS S  #13 
「キネマの神様」公開記念特番 
エンドローラーズ 
In Time With You 
～君の隣に～ #15・#16 
硫黄島 
悪魔のようなあいつ  #5
花吹雪はしご一家  #9
中山道  
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル
～漂亮書生～#29・#30 
狼殿下（原題） #7・#8 
「マーダーミステリーシアター　
演技の代償」
（2021/2/21　19時公演） 
グラスホッパー 
渚の白い家 
番組案内 
柳家喬太郎「擬宝珠」 
In Time With You 
～君の隣に～#17・#18 
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#99 
色暦大奥秘話 
グラビアアイドル最前線！ 
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韓チャン！ #152 
古今亭菊之丞「大山詣り」 
Great Men Academy　
グレートメン・アカデミー #3・ #4 
神田川 
壁あつき部屋 
弥次喜多漫才道中 
腰抜け一家の巻 
夫婦の世界  #8 
哲仁王后（原題）#7・#8 
仮名手本忠臣蔵　五段目・六段目 
お祭り  
漫才長屋に春が来た 
劇場版「パタリロ！」 
韓流スタージャックＳ★
Ciipher 前編 
夫婦の世界 #9 
私たち、家族です～My Unfamiliar
Family～#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 #99 
大奥秘話　晴姿姫ごと絵巻 
番組案内 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #224 
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インディアン・ピンク 
We Best Love　2位の反撃 
#6 
忍法破り必殺 
虹をつかむ男 
硝煙の新天地  
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #36 
ゾンビ探偵（原題）#11・#12 
弁天娘女男白浪　永楽館大歌舞伎  
伊達娘恋緋鹿子　櫓のお七 
体操しようよ 
悪魔のようなあいつ  #5
狼殿下（原題）#7・#8 
黒薔薇の家 #77～#80 
韓流スタージャックＳ★
Ciipher 前編 
韓チャン！ #153 
ふれあい 
娘の修学旅行 
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Great Men Academy　
グレートメン・アカデミー#7・#8 
スタート  侠客探偵 簡不知 
#1 
夜の最前線　東京（秘）地帯 
女は夜霧に濡れている 
番組案内 
さん喬・喬太郎・小太郎 座談会 
柳家小太郎（現・ 三郎）「不動坊」 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ姫君～#37 
黒薔薇の家 #77～#80 
連獅子 
お祭り  
菅原伝授手習鑑　加茂堤 
番組案内 
動物の狩り方 
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～#31・#32 
En Of Love～TOSSARA～
#3・#4 
ジャングルの法則 ハンガーゲーム編 #2 
Be Loved in House　
約・定～I Do #7・#8 
（2:05から #8放送）
グラビアアイドル最前線！ 
韓音 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #518 
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柳家甚語楼「花筏」 
En Of Love～TOSSARA～#3・#4 
Be Loved in House　
約・定～I Do#7・#8 
（7:35から #8放送）
鈴木家の嘘
スタート  ふたつの愛  #1・#2
玉川太福「男はつらいよ　前編
寅さん故郷へ帰る」 
「後編　恋する寅さん」 


＜アニメ映画＞パタリロ！
スターダスト計画 
劇場版「パタリロ！」 
舞台「パタリロ！」 
舞台「パタリロ！」 
★スターダスト計画★
舞台「パタリロ！」 
～霧のロンドンエアポート～ 
あなたの運命を書いています
#2 
週刊K-POPアイドル #507 
JUN(from U-KISS) 1st Event 2019
～Phenomenal World～ 
JBJ95 Starting JJAKKUNG 
Fan Meeting 
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 #99 
色暦大奥秘話 
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韓音 
Manner of Death／
マナー・オブ・デス #10～#12 
週刊K-POPアイドル #495 
壁あつき部屋 
男はつらいよ　寅次郎春の夢 


NEW  あなたの運命を書いて
います #1 
週刊K-POPアイドル #506 
韓チャン！ #154 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #226 
番組案内 
弁天娘女男白浪　永楽館大歌舞伎  
天衣紛上野初花　河内山 
グラスホッパー 
笑福亭呂好「近日息子」 
韓流スタージャックＳ★
Ciipher 前編 
夫婦の世界 #12 
哲仁王后（原題）#11・#12 
グラビアアイドル最前線！ 
戦争に行こうよ！ 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #538 
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グラビアアイドル最前線！ 
Manner of Death／
マナー・オブ・デス #4～#6 
侠客探偵 簡不知  #3 
男はつらいよ 
寅次郎ハイビスカスの花 
釣りバカ日誌イレブン 
夫婦の世界 #9 
私たち、家族です～My Unfamiliar 
Family～#9・#10 
天衣紛上野初花　河内山 
義経千本桜　鳥居前 
＜シネマ歌舞伎＞
『人情噺 文七元結』 
番組案内 
花吹雪はしご一家 #10
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～#39・#40 
NEW  復讐せよ～あなたの恨み
晴らします～#1・#2 
喜劇　男の腕だめし 
赤ちょうちん 
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韓チャン！ #153 
NEW  リュソンビの婚礼式 
#1～#8 
In Time With You ～君の隣に～
#17・#18 
第80回野村狂言座 
悪魔のようなあいつ #6
花吹雪はしご一家 #10
形見  
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル
～漂亮書生～ #31・#32 
狼殿下（原題） #9・ #10 
＜シネマ歌舞伎＞
『野田版 桜の森の満開の下』 
わーすた6周年ライブ　
インタビューSP 
わーすた6周年ライブ
～会場まるごと ROCKYOU～
オーディオコメンタリーver. 
わーすた5周年ライブ
「The World Standard
～わーすた ５さいになりました！～」 
番組案内 
「キネマの神様」公開記念特番 
In Time With You 
～君の隣に～#19・#20 
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 #99 
大奥秘話　晴姿姫ごと絵巻 
東海道は兇状旅 
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Manner of Death／
マナー・オブ・デス #7～#9 
侠客探偵 簡不知 #4 
海の地図 
維新前夜 
夫婦の世界 #10 
哲仁王后（原題）#9・#10 
世響太鼓功　酒井の太鼓  
伊達娘恋緋鹿子　櫓のお七 
桂雀 「々遺言」 
人間失格 
柳家さん喬「ちりとてちん」 
夫婦の世界  #11 
私たち、家族です～My Unfamiliar
Family～#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 #99 
続・色暦大奥秘話  淫の舞 
番組案内 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #225 
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韓流スタージャックＳ★
Ciipher 前編 
スタート  Manner of Death／
マナー・オブ・デス #1～#3 
侠客探偵 簡不知 #2 
照る日くもる日（前篇） 
虹をつかむ男 南国奮斗篇
笑福亭喬介「七度狐」 
韓チャン！ #154 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～#38 
韓国ミュージカル「ウェルテル」
（主演：キュヒョン） 
素襖落 
将軍江戸を去る 
時をかける少女 
悪魔のようなあいつ #6
狼殿下（原題）#9・#10 
黒薔薇の家 #81～#84 
ＳＡＤＡ 
柳亭小痴楽「大工調べ」 
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娘の修学旅行 
Manner of Death／
マナー・オブ・デス#13・#14 
韓チャン！ #154 
柳家喬太郎「擬宝珠」 
侠客探偵 簡不知 #5 
虹をつかむ男 
野火 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ姫君～ #39 
黒薔薇の家 #81～#84 
野田版 研辰の討たれ
【千穐楽特典映像付き】 
伊達娘恋緋鹿子　櫓のお七 
釣りバカ日誌イレブン 
NEW  はばたけ！真理ちゃん  #1
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル
～漂亮書生～ #33・ #34 
NEW  En Of Love
～Love Mechanics～ #1・#2 
（11:45から #2放送）
ジャングルの法則 ハンガーゲーム編 #3 
Be Loved in House　
約・定～I Do #9・#10 
（2:05から #10放送）
柳家やなぎ「親子酒」 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #519 
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忍術　猿飛佐助 
NEW  En Of Love
～Love Mechanics～
#1・#2 
 （6:15から #2放送）
Be Loved in House　
約・定～I Do #9・#10 
 （7:35から #10放送）
劇場版「パタリロ！」 
手話の部屋 
ふたつの愛  #3・#4
インディアン・ピンク 


舞台「おおきく振りかぶって」
（2018年公演） 
舞台「おおきく振りかぶって　
夏の大会編」 
舞台「おおきく振りかぶって　
秋の大会編」 


古今亭菊之丞「大山詣り」 
韓チャン！ #153 
あなたの運命を書いています
#3 
週刊K-POPアイドル #508 
2019 JUNG ILWOO ASIA FAN 
MEETING ～him～ IN JAPAN 
グラビアアイドル最前線！ 
同棲性活 恥部とあなたと… 
戦争に行こうよ！ 


4:00
5:30


7:00


8:15
10:15
10:30
0:30


2:00


4:45


7:15


9:30
10:15
10:30


11:00
0:00


1:30
2:00
3:15
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韓音 
暗行御史：朝鮮秘密捜査団
（原題）#3・#4 
週刊K-POPアイドル #496 
韓チャン！  #153 
番組案内 
夜の最前線　東京（秘）地帯 
男はつらいよ 寅次郎
ハイビスカスの花 
あなたの運命を書いています 
#2 
週刊K-POPアイドル #507 
韓流スタージャックＳ★
Ciipher 前編 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #227 
韓チャン！ #154 
天保遊侠録 
菅原伝授手習鑑　加茂堤 
柳家小太郎（現・ 三郎）
「不動坊」 
渚の白い家 
番組案内 
動物の狩り方 
韓流スタージャックＳ★
Ciipher 前編 
夫婦の世界 #14 
哲仁王后（原題）#13・#14 
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 #99 
人妻エロ風俗 そそる痴態   
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 #539 
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桂雀 「々遺言」 
一挙放送  You make me 
Dance～紅縁＜ホンヨン＞
#1～#8 
韓チャン！ #153 
侠客探偵 簡不知 #7 
硫黄島 
暁の脱走 
韓チャン！  #154 
夫婦の世界 #11 
私たち、家族です～My Unfamiliar 
Family～ #11・#12 
通し狂言 霧太郎天狗酒
＜二幕目・大詰＞  
春調娘七種  
ふれあい 
花吹雪はしご一家  #11
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #41・#42 
復讐せよ～あなたの恨み晴ら
します～ #3・#4 
恋の蘭燈 
硝煙の新天地  


4:15
5:00


7:15
7:30
8:15
9:45
11:45
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4:15


6:00
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8:00
9:00


11:00


1:30
3:00
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韓チャン！ #153 
時をかける少女 
In Time With You 
～君の隣に～  #19・ #20 
照る日くもる日（前篇） 
悪魔のようなあいつ  #7
花吹雪はしご一家  #11
NEW  はばたけ！真理ちゃん  #1
トキメキ☆雲上学堂スキャンダル
～漂亮書生～ #33・ #34 
狼殿下（原題） #11・#12 
舞台「フェードル」 
舞台「俺たちマジ校
デストロイ」 
 第1話・第2話 先行放送


孤城閉～仁宗、その愛と大義 ～
#1・#2 
In Time With You 
～君の隣に～ #21・#22 
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 #99 
続・色暦大奥秘話 淫の舞 
グラビアアイドル最前線！ 


4:45
5:00
7:00


9:00
10:30
11:30
0:30
1:00


3:00
5:00
7:15


10:00


0:00


2:00


2:15
3:30


26
韓チャン！ #153 
スタート  暗行御史：朝鮮秘密
捜査団（原題）#1・#2 
侠客探偵 簡不知 #8 
赤ちょうちん 
忍法破り必殺 
韓音 
夫婦の世界 #12 
哲仁王后（原題） #11・#12
義経千本桜　鳥居前 
将軍江戸を去る 
番組案内  ［歌舞伎］ 
ＳＡＤＡ 
＜アニメ映画＞パタリロ！
スターダスト計画 
韓チャン！ #154 
夫婦の世界 #13 
私たち、家族です～My Unfamiliar 
Family～#13・#14 
番組案内 
色暦大奥秘話 刺青百人競べ
番組案内 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #226 
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5:00


7:30
8:15
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11:45
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1:30
4:00
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8:15
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1:40
1:50
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韓音 
一挙放送  To My Star 
#1～#9 
侠客探偵 簡不知 #6 
右門捕物帖 まぼろし変化 
キネマの天地 
「キネマの神様」
公開記念特番 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～  #40 
NEW  復讐せよ～あなたの恨み
晴らします～#1・#2 
通し狂言 霧太郎天狗酒
＜序幕＞  
番組案内［歌舞伎］ 
七人の弔 
悪魔のようなあいつ  #7
狼殿下（原題）#11・#12 
黒薔薇の家#85～#86 
人間失格 
エンドローラーズ 


4:45
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8:15
9:30
0:00
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毎月第3日曜日はどっぷりステージDAY


アニメ×映画×舞台 『パタリロ』 一挙放送！


舞台 『おおきく振りかぶって』 一挙放送！


MON WED  THU FRI  SAT  SUN TUE


今月のオススメ作品


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。


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


インディアン・ピンク　4（水）午後6:30～ ほか韓国
映画


復讐せよ～あなたの恨み晴らします～（全16話）
18（水）スタート！ 毎週（水）午後11:00～ 【再放送】（火）午後1:30～


あなたの運命を書いています（全10話）
15（日）スタート！ 毎週（日）午後10:30～ 【再放送】（金）午後0:30～


韓国
ドラマ


孤
こ


城
じょう


閉
へい


～仁宗、その愛と大義～ （全69話）中国
時代劇 第1話・第2話先行放送　28（土）午後10:00～


En Of Love～TOSSARA～（全4話）
9（月）スタート！ 毎週（月）午後11:00～
【再放送】（日）午前5:30～
En Of Love～Love Mechanics～（全4話）
23（月）スタート！ 毎週（月）午後11:00～
【再放送】（日）午前5:30～  
※各話の放送時間にご注意ください


今月のオススメ作品


タイ
BL
ドラマ


リュソンビの婚礼式（全8話）※各日8話連続放送
15（日） 深夜0:15～ 全話一挙放送！
【再放送】21（土）午前5:00～


韓国
BL
ドラマ


「キネマの神様」公開記念特番
1（日）午後8:30～ ほか


特番


バラエティ はばたけ！真理ちゃん（全26回）
23（月）スタート！ 毎週（月）午後8:30～ 【再放送】（土）午後0:30～


#1～#3は西城秀樹ゲスト出演！　


©  2021「キネマの神様」製作委員会


「キネマの神様」公開記念特番「キネマの神様」公開記念特番
「キネマの神様」2021年8月6日（金）全国公開！


孤
こ


城
じょう


閉
へい


～仁宗、その愛と大義～


©Daylight Entertainment CO.,LTD


インディアン・
ピンク


©  2020 Nine Tails Korea All Rights Reserved
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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
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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)
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15: 00 特集・ 野生の戦い 15: 00
★必殺！攻撃本能のすべ
て:  Ep. 5 頭脳戦( 二)
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18: 00 恐竜と 古代生物 2021夏SP 18: 00
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19: 00 19: 00
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20: 00 野生の真実 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. 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
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22: 00 22: 00
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23: 00 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)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 3 生物消失事件／不気味に
光る 海( 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
★アメ リ カ  奇跡の絶景ト ラ ベ
ル:  Ep. 4 コ ロ ン ビ ア川渓谷
( 字)
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27: 00 27: 00


27: 30 27: 30


Ani mal  Pl anet
2021年08月編成表


猫ヘルパー シーズン3～猫
のし つけ教えます～:
Ep. 4( 字)


放送休止 アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の地球
～:  魅惑の島ハワイ を行く
( 二)


ダーク ・ ウォ ータ ーズ:
Ep. 8 南アフ リ カ  伝説の生
き 物( 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
( 二)


★驚異の危険ハン
タ ー:  死を も たら す噛
みつき 力( 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)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) 放送休止 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)


★アフ リ カ  動物たち
の実像:  草食動物界の
王者たち ( 二)にゃ んこ 救出大作戦！:  枝


の上の黒猫( 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)


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) 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)


★大自然ド キュ メ ン ト
中東:  アラ ビ ア半島
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


猫忍:  二の巻( 日)


放送休止 猫忍:  三の巻( 日) 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) 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. 7 カ バ／サイ ( 字)


動物まる ごと 図鑑:
Ep. 8 レ イ ヨ ウ( 字)


野生に生き る :  イ ヌ に
育てら れた少女( 字)


★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)


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. 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)


翼竜 空飛ぶモンスタ ー
( 二) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


Hel l o！ワールド :  生き 残
り の戦術( 字)


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)


動物まる ごと 図鑑:
Ep. 4 カ メ ( 字)


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. 40
魚／キリ ン ／ハト ／ク モ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


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)


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 ( 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)


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. 4 ヘビー級ハンタ ー
( 二)


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) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


動物まる ごと 図鑑:
Ep. 5 ワニ( 字)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  アタ カ マ
砂漠( 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( 字)


かわいいラ ン キン グ
DX:  わんこ ( 字)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  ト ルコ ( 二)


プレ デタ ーの生存戦略
( 二)


★NY動物園日記 シー
ズン 3:  Ep. 2 動物大使
のマーモッ ト ( 二)


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)


★アト ラ ス４ Ｄ ～驚異
の地球～:  魅惑の島ハ
ワイ を 行く ( 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)


★仰天！夢のツ リ ーハ
ウス シーズン 7:  国立
公園のロ ッ ジ( 二)


★仰天！夢のツ リ ーハ
ウス シーズン 7:  夢の
ゲスト ハウス( 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)


★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)


★デン バー動物ク リ
ニッ ク  シーズン 4:  カ
ルテ4( 字)


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)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


BBC超大作 プラ ネッ ト ・ ダ
イ ナソ ー:  Ep. 1 新たなる
巨人( 二)


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) 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) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★いぬまにあ シーズ
ン 1:  その2( 二)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動
物大接近！:  第十二話( 字)


★いぬまにあ シーズ
ン 1:  その3( 二)


★必殺！攻撃本能のすべ
て:  Ep. 6 無敵の王者( 二)


猫ヘルパー シーズン 3
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 4( 字)


★アニマル・ ウエポ
ン :  平野の戦い( 二)


恐竜と 古代生物 2021夏SP テキサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  無謀
な行動( 字)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  アタ カ マ
砂漠( 二)


ペッ ト  野生の秘密:
Ep. 2 知ら れざる 能力
( 二)


★必殺！攻撃本能のすべ
て:  Ep. 7 静かなる死( 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) ★必殺！攻撃本能のすべ


て:  Ep. 8 ビッ グキャ ッ ト
( 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. 4( 字)


デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
3( 字)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  アタ カ マ
砂漠( 二)


ダーク ・ ウォ ータ ー
ズ:  Ep. 8 南アフ リ カ
伝説の生き 物( 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4( 字)


プレ デタ ーの生存戦略
( 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)


★かわいい！スタ ーね
こ 誕生( 字)


★野生に生き る :  イ ヌ
に育てら れた少女( 字)


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)


★ペッ ト  野生の秘密:
Ep. 2 知ら れざる 能力
( 二)


★再現！超巨大恐竜の
世界( 二) ★ザン ビ ア 野生王国


の一日 シーズン 2:
Ep. 5 鳥の渓谷( 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)


★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)


★NY動物園日記 シー
ズン 3:  Ep. 2 動物大使
のマーモッ ト ( 二)


★再現！超巨大恐竜の
世界( 二)


★ワニと カ バ 生き 残
り への戦い( 二)


★新説！Tレ ッ ク ス再
発見( 二)


★ザン ビ ア 野生王国
の一日 シーズン 2:
Ep. 6 アフ リ カ の伝説
( 二)


動物なぜなに研究室:
Ep. 40 魚／キリ ン／ハト ／
ク モ( 字)


★猫忍:  四の巻( 日)★Hel l o！ワールド :  母は
強し ( 字)


★にゃ んこ 救出大作戦！:
懲り ない常習者( 二)


★世界の美味し い旅:  メ キ
シコ ・ プエブラ ( 二)


★いぬまにあ ザ・ ベスト :
その5 ヒ ーロー犬( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


野生の刃


★オースティ ン の大冒
険:  ナミ ブ砂漠( 字)


★暴走する 野性:  ト ラ
( 二)


★衝撃！危険動物と の
遭遇TOP10( 字)


★追跡！巨大ホホジロ
ザメ ( 字)


連日放送


★ビ ッ グキャ ッ ト ・ ス
ト ーリ ー シーズン 2:
狩り と 食( 二)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
カ リ フ ォ ルニア:  カ リ
フ ォ ルニア1( 二)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
カ リ フ ォ ルニア:  カ リ
フ ォ ルニア2( 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)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
カ リ フ ォ ルニア:  カ リ
フ ォ ルニア4( 二)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
カ リ フ ォ ルニア:  カ リ
フ ォ ルニア5( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ワニと カ バ 生き 残り
への戦い( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 1 毒殺の名手( 二)


★再現！超巨大恐竜の
世界( 二)


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)


★ダーク ・ ウォ ータ ー
ズ:  Ep. 8 南アフ リ カ
伝説の生き 物( 二)必殺！攻撃本能のすべて:


Ep. 4 ヘビー級ハンタ ー
( 二)


★驚異の危険ハン
タ ー:  毒を あやつる モ
ノ たち ( 二)


★BBC超大作 プラ ネッ ト ・
ダイ ナソ ー:  Ep. 3 奇妙な
恐竜( 二)
★新説！恐竜の時代:
哺乳類進化の謎( 二)


★アフ リ カ  動物たち
の実像:  知ら れざる レ
イ ヨ ウの世界( 二)


★猫ヘルパー シーズ
ン 3～猫のし つけ教え
ます～:  Ep. 4( 字)


☆テキサスWI LDパト
ロ ール！ シーズン 6:
無謀な行動( 新) ( 字)


★大自然ド キュ メ ン ト
中東:  アラ ビ ア半島
( 二)


★ダーク ・ ウォ ータ ー
ズ:  Ep. 8 南アフ リ カ
伝説の生き 物( 二)


★アッ テン ボロ ー 生
命誕生の旅路:  Ep. 1
生命の夜明け( 二)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の
地球～:  魅惑の島ハワ
イ を 行く ( 二)


野生の真実


★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)


★解明！生き物ミステリー: Ep.4
卵の形の謎／深海魚の地震予知
(字)


☆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)


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)★必殺！攻撃本能のすべ


て:  Ep. 6 無敵の王者( 二)
★必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 8 ビッ グキャ ッ ト ( 二)


★動物まる ごと 図鑑:
Ep. 9 ク マ( 字)


ビ ッ グキャ ッ ト ・ ス
ト ーリ ー シーズン 2:
狩り と 食( 二)


放送休止


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  ト ルコ ( 二)


放送休止


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)


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)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の
地球～:  魅惑の島ハワ
イ を 行く ( 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( 二)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン
動物大接近！:  第十話( 字)


ネイ チャ ー特選


放送休止


ザン ビ ア 野生王国の
一日 シーズン 2:  Ep. 3
サフ ァ リ CSI ( 二)


★アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  ゾウの旅( 二)


暴走する 野性:  ト ラ
( 二)


ペッ ト  野生の秘密:
Ep. 1 遊びと 本能( 二)


★アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  サバン ナの水場
( 二)


★アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  海の生き 物( 二)


衝撃！危険動物と の遭
遇TOP10( 字)


追跡！巨大ホホジロ ザ
メ ( 字)


再現！超巨大恐竜の世
界( 二)


ワニと カ バ 生き 残り
への戦い( 二)


アニマル・ ウエポン :
ジャ ン グルの戦い( 二)


ザン ビ ア 野生王国の
一日 シーズン 2:  Ep. 5
鳥の渓谷( 二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8


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！:  第十一話( 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！:  第十三話( 字)


14: 30 14: 30


15: 00 特集・ 野生の戦い 15: 00
必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 9 美し き ハンタ ー( 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 野生の真実 すご腕アニマル！ 野生の王国アワー 20: 00
★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)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動
物大接近！:  第十三話( 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
★必殺！攻撃本能のすべ
て:  Ep. 9 美し き ハンタ ー
( 二)


★必殺！攻撃本能のすべ
て:  Ep. 11 抜け目ない捕食
者( 二)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 5 鳥の大量死／逆立ち スカ
ン ク ( 字)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 7 ザト ウク ジラ の人質／大
コ ロ ニー( 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！:  第十一話( 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


地球も のがたり  中南
米の大自然:  アマゾン
( 二)


驚異の危険ハン タ ー:
毒を あやつる モノ たち
( 二)


★にゃ んこ 救出大作戦！:
やんちゃ 猫の冒険( 二)


★世界の美味し い旅:  メ キ
シコ シティ ( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  アラ ビ ア半島
( 二)


アフ リ カ  動物たち の
実像:  知ら れざる レ イ
ヨ ウの世界( 二)


ザン ビ ア 野生王国の
一日 シーズン 2:  Ep. 6
アフ リ カ の伝説( 二)


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) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★猫忍:  四の巻( 日)


Ani mal  Pl anet
2021年08月編成表


猫ヘルパー シーズン 3
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 5( 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)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の
地球～:  地中海を 行く
( 二)


怪物魚を 追え！ S8:
フ ロ リ ダキーズのカ ミ
ソ リ ( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  アラ ビ ア半島
( 二)


★アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  海の生き 物( 二)


★アッ テンボロー 生命誕
生の旅路:  Ep. 1 生命の夜
明け( 二)


アフ リ カ  動物たち の
実像:  知ら れざる レ イ
ヨ ウの世界( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ワニと カ バ 生き 残り
への戦い( 二)


★にゃ んこ 救出大作戦！:
懲り ない常習者( 二)


★世界の美味し い旅:  メ キ
シコ ・ プエブラ ( 二)


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) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★かわいい！スタ ーね
こ 誕生( 字)


NY動物園日記 シーズ
ン 3:  Ep. 3 カ ワウソ の
憂う つ( 二)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン
動物大接近！:  第十二話
( 字)


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)


★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)


★怪物魚を 追え！
シーズン 4:  ロ シアの
超巨大魚( 二)


★怪物魚を 追え！
シーズン 4:  モン ゴル
の凶暴魚( 二)


恐竜と 古代生物 2021夏SP リ ビ ン グルームのラ イ
オン ( 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)


★翼竜 空飛ぶモン ス
タ ー( 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( 二)


★テキサスWI LDパト
ロ ール！ シーズン 6:
無謀な行動( 字)


再現！超巨大恐竜の世
界( 二)


かわいい！ シーズン
1:  子犬( 二)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の
地球～:  地中海を 行く
( 二)


★動物まる ごと 図鑑:
Ep. 6 ゾウ( 字)


★動物まる ごと 図鑑:
Ep. 7 カ バ／サイ ( 字)


★動物まる ごと 図鑑:
Ep. 8 レ イ ヨ ウ( 字)


★仰天！夢のツ リ ーハ
ウス シーズン 7:  樹上
の映画館( 二)


★仰天！夢のツ リ ーハ
ウス シーズン 7:  露天
風呂付き 娯楽室( 二)


★仰天！夢のツ リ ーハ
ウス シーズン 7:  滝の
ある B&B( 二)


★世界の美味し い旅:  リ オ
デジャ ネイ ロ( 二)


★猫忍:  五の巻( 日)


★野生に生き る :  ト リ
に育てら れた少年( 字)


ザン ビ ア 野生王国の
一日 シーズン 2:  Ep. 6
アフ リ カ の伝説( 二)


★リ ビ ン グルームのラ
イ オン ( 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)


★ザン ビ ア 野生王国
の一日 シーズン 2:
Ep. 7 ゾウき ょ う だい
の挑戦( 二)


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) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) 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. 5( 字)


アニマル・ ウエポン :
大海原の戦い( 二)


★いぬまにあ ザ・ ベスト :
その6 希少犬種( 二)


驚異の危険ハン タ ー:
殺傷能力を 持つ小さ な
生き 物たち ( 二)


★蘇る 恐竜の時代:  恐
竜の世界( 二)


★Hel l o！ワールド :  夏の
輝き ( 字)


★にゃ んこ 救出大作戦！:
し がみつき 猫( 二)


★ペッ ト  野生の秘密:
Ep. 2 知ら れざる 能力
( 二)


猫ヘルパー シーズン 3
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 5( 字)


デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
4( 字)


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)


怪物魚を 追え！ S8:
フ ロ リ ダキーズのカ ミ
ソ リ ( 二)


NY動物園日記 シーズ
ン 3:  Ep. 2 動物大使の
マーモッ ト ( 二)


★デン バー動物ク リ
ニッ ク  シーズン 4:  カ
ルテ5( 字)


★ワニと カ バ 生き 残
り への戦い( 二)


ザン ビ ア 野生王国の
一日 シーズン 2:  Ep. 5
鳥の渓谷( 二)


★かわいい！ シーズ
ン 1:  子犬( 二)


★ダイ ナソ ー復活！化
石は語る ( 二)


アフ リ カ  動物たち の
実像:  肉食動物たち の
生と 死( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★Hel l o！ワールド :  生き
残り の戦術( 字)


★Hel l o！ワールド :  母は
強し ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★動物まる ごと 図鑑:
Ep. 10 ビ ッ グキャ ッ ト
( 字)


★アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  ゾウの旅( 二)


恐竜と 古代生物 2021夏SP


★猫忍:  三の巻( 日) ★いぬまにあ ザ・ ベスト :
その4 セレブ犬( 二)


★いぬまにあ ザ・ ベスト :
その5 ヒ ーロー犬( 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
中東:  ヨ ルダン ( 二)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  アマゾン
( 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)


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:  攻撃
的なフ ク ロ ウ( 字)


野生に生き る :  ト リ に
育てら れた少年( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


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)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 3
生物消失事件／不気味に光る 海
( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 4
卵の形の謎／深海魚の地震予知
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★動物まる ごと 図鑑:
Ep. 9 ク マ( 字)


★BBC超大作 プラ ネッ ト ・
ダイ ナソ ー:  Ep. 3 奇妙な
恐竜( 二)


★新説！恐竜の時代:
哺乳類進化の謎( 二)


再現！超巨大恐竜の世界
( 二)


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)


アニマル・ ウエポン :
平野の戦い( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 6 無敵の王者( 二)


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) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  サバン ナの水場
( 二)


★新説！Tレ ッ ク ス再
発見( 二)


驚異の危険ハン タ ー:
毒を あやつる モノ たち
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★仰天！夢のツ リ ーハ
ウス シーズン 7:  番外
編 名場面SP( 二)


★仰天！夢のツ リ ーハ
ウス シーズン 7:  究極
のツ リ ーハウス( 二)


デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
5( 字)


ネイ チャ ー特選


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


☆サメ vsマイ ク ・ タ イ
ソ ン ( 新) ( 字)


☆シャ ーク ・ ロ ッ ク ダ
ウン ( 新) ( 字)


☆徹底調査！コ ロ ナ禍
のホホジロ ザメ
( 新) ( 字)


☆エア・ ジョ ーズ傑作
選( 新) ( 字)


☆エア・ ジョ ーズ 究
極の舞い( 新) ( 字)


連日放送


★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)


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) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


シャ ーク WEEK！


★いぬまにあ シーズ
ン 1:  その5( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 10 海の墓場( 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 シーズ
ン 1:  その4( 二)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第十四話( 字)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
カ リ フ ォ ルニア:  カ リ
フ ォ ルニア6( 二)


★怪物魚を 追え！
シーズン 4:  アメ リ カ
の人喰い魚( 二)


★怪物魚を 追え！
シーズン 4:  呪いの怪
物魚( 二)


エア・ ジョ ーズ傑作選
( 字)


エア・ ジョ ーズ 究極
の舞い( 字)


★アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  オッ ト セイ の暮ら
し ( 二)


★アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  ビ ッ グ5サフ ァ リ
( 二)


★アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  カ ツ オド リ の狩り
( 二)


★アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  ケープペン ギン の
秘密( 二)


★アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  大湿地帯のド ラ マ
( 二)


シャ ーク WEEK！


サメ vsマイ ク ・ タ イ ソ
ン ( 字)


★大空の覇者たち :  飛
行技術の進化( 二)


★ザン ビ ア 野生王国
の一日 シーズン 2:
Ep. 8 ソ ーセージの木
の恵み( 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)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン
動物大接近！:  第十四話
( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 3
生物消失事件／不気味に光る 海
( 字)


★アト ラ ス４ Ｄ ～驚異
の地球～:  地中海を 行
く ( 二)


★NY動物園日記 シー
ズン 3:  Ep. 3 カ ワウソ
の憂う つ( 二)


アニマル・ ウエポン :
平野の戦い( 二)


ザン ビ ア 野生王国の
一日 シーズン 2:  Ep. 7
ゾウき ょ う だいの挑戦
( 二)


シャ ーク ・ ロ ッ ク ダウ
ン ( 字)


徹底調査！コ ロ ナ禍の
ホホジロ ザメ ( 字)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  アラ ビ ア半島
( 二)


デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
5( 字)


ペッ ト  野生の秘密:
Ep. 2 知ら れざる 能力
( 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)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  ビ ッ グフ ッ ト
( 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)


☆追跡！未確認モン ス
タ ー:  ビ ッ グフ ッ ト
( 新) ( 二)解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 4


卵の形の謎／深海魚の地震予知
( 字)


★猫ヘルパー シーズ
ン 3～猫のし つけ教え
ます～:  Ep. 5( 字)


☆テキサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  攻撃的な
フ ク ロ ウ( 新) ( 字)


★大自然ド キュ メ ン ト
中東:  ヨ ルダン ( 二)


★怪物魚を 追え！ S8:
フ ロ リ ダキーズのカ ミ
ソ リ ( 二)


★アッ テンボロー 生命誕
生の旅路:  Ep. 2 進化と 多
様化( 二)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の
地球～:  地中海を 行く
( 二)


野生の真実


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 6 謎の大群／ゾン ビ グモ
( 字)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 8 カ ラ ス集結の謎／ク モに
支配さ れた町( 字)


☆地球も のがたり  中
南米の大自然:  アマゾ
ン ( 新) ( 二)


特集・ 野生の戦い


★アニマル・ ウエポ
ン :  大海原の戦い( 二)


★驚異の危険ハン
タ ー:  殺傷能力を 持つ
小さ な生き 物たち ( 二)


☆アフ リ カ  動物たち
の実像:  肉食動物たち
の生と 死( 新) ( 二)★必殺！攻撃本能のすべ


て:  Ep. 10 海の墓場( 二)
★必殺！攻撃本能のすべ
て:  Ep. 12 小さ な巨人( 二)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第十二話( 字)


ネイ チャ ー特選


追跡！未確認モン ス
タ ー:  ビ ッ グフ ッ ト
( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 5 頭脳戦( 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)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 6 無敵の王者( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 7 静かなる死( 二)


怪物魚を 追え！ S8:
フ ロ リ ダキーズのカ ミ
ソ リ ( 二)必殺！攻撃本能のすべて:


Ep. 8 ビッ グキャ ッ ト ( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
中東:  ト ルコ ( 二)


ザン ビ ア 野生王国の
一日 シーズン 2:  Ep. 5
鳥の渓谷( 二)


ザン ビ ア 野生王国の
一日 シーズン 2:  Ep. 6
アフ リ カ の伝説( 二)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の
地球～:  地中海を 行く
( 二)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  アマゾン
( 二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15


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！:  第十三話( 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！:  第十五話( 字)


14: 30 14: 30


15: 00 特集・ 野生の戦い 15: 00
必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 13 巨体の威力( 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 野生の真実 すご腕アニマル！ 野生の王国アワー 20: 00
解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 5
鳥の大量死／逆立ち スカ ン ク
( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン
動物大接近！:  第十五話
( 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
★必殺！攻撃本能のすべ
て:  Ep. 13 巨体の威力( 二)


★地球 ネイ チャ ーレポート
シーズン1:  変わり ゆく 島( 二)


★地球 ネイ チャ ーレポート
シーズン2:  サメ の本性( 二)


★地球 ネイ チャ ーレポート
シーズン2:  安全な場所( 二)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 9 体で鳴く 鳥／タ コ 大脱走
( 字)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 11 ヒ ョ ウの思惑／サソ リ が
光る 理由( 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！:  第十三話( 字)


24: 30 24: 30


25: 00 ネイ チャ ー特選 25: 00


25: 30 25: 30


26: 00 シャ ーク WEEK！ 26: 00


26: 30 26: 30


27: 00 27: 00


27: 30 27: 30


Ani mal  Pl anet
2021年08月編成表


猫ヘルパー シーズン 3
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 6( 字)


放送休止 ミ ステリ アス・ プラ
ネッ ト :  コ モド オオト
カ ゲの島( 二)


怪物魚を 追え！ S8:
ブルーホールの恐怖
( 二)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  広大なる
高地( 二)


驚異の危険ハンタ ー:  殺傷
能力を持つ小さ な生き 物た
ち( 二)


ザンビア 野生王国の一日
シーズン2:  Ep. 8 ソ ーセー
ジの木の恵み( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) 放送休止 イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) 大自然ド キュ メ ン ト
中東:  ヨ ルダン ( 二)


アフ リ カ  動物たち の
実像:  肉食動物たち の
生と 死( 二)にゃ んこ 救出大作戦！:  懲


り ない常習者( 二)
いぬまにあ ザ・ ベスト :
その5 ヒ ーロー犬( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


Hel l o！ワールド :  母は強
し ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) 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:  密猟
者の告白( 字)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  エジプト ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


猫忍:  四の巻( 日)


放送休止 猫忍:  五の巻( 日) いぬまにあ ザ・ ベスト :
その6 希少犬種( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  カ ツ オド リ の狩り
( 二)


アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  ケープペン ギン の
秘密( 二)


アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  大湿地帯のド ラ マ
( 二) 感動！動物ヘルパー・ ス


ト ーリ ー シーズン1:  Ep. 1
兵士と 戦場の犬( 字)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  広大なる
高地( 二)


恐竜と 古代生物 2021夏SP


蘇る 恐竜の時代:  恐竜
の世界( 二)


ダイ ナソ ー復活！化石
は語る ( 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)


大空の覇者たち :  飛行
技術の進化( 二)


アッ テンボロー 生命誕生
の旅路:  Ep. 2 進化と 多様
化( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


Hel l o！ワールド :  夏の輝
き ( 字)


にゃ んこ 救出大作戦！:  し
がみつき 猫( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  オッ ト セイ の暮ら
し ( 二)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 6
謎の大群／ゾン ビ グモ( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 8
カ ラ ス集結の謎／ク モに支配さ
れた町( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 9 美し き ハンタ ー( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 11 抜け目ない捕食者
( 二)


アニマル・ ウエポン :
大海原の戦い( 二)


驚異の危険ハン タ ー:
殺傷能力を 持つ小さ な
生き 物たち ( 二)


アフ リ カ  動物たち の
実像:  肉食動物たち の
生と 死( 二)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 5
鳥の大量死／逆立ち スカ ン ク
( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 7
ザト ウク ジラ の人質／大コ ロ
ニー( 字)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 10 海の墓場( 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) 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) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  ビ ッ グ5サフ ァ リ
( 二)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  アマゾン
( 二)


テキサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  攻撃
的なフ ク ロ ウ( 字)


かわいい！ シーズン
1:  子犬( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  ヨ ルダン ( 二)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  ビ ッ グフ ッ ト
( 二)


NY動物園日記 シーズ
ン 3:  Ep. 4 帰っ てき た
メ ガネグマ( 二)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第十四話( 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)


かわいい！ シーズン
1:  子猫( 二)


ミ ステリ アス・ プラ
ネッ ト :  コ モド オオト
カ ゲの島( 二)


★魅惑のテラ リ ウム～
爬虫類の館～:  ヤド ク
ガエル×マヤ文明( 字)


★魅惑のテラ リ ウム～
爬虫類の館～:  バシリ
スク ×SF( 字)


★魅惑のテラ リ ウム～
爬虫類の館～:  ボアコ
ン スト リ ク タ ー×侍
( 字)


★魅惑のテラ リ ウム～
爬虫類の館～:  ヘビ ×
ギャ ン グ( 字)


★魅惑のテラ リ ウム～
爬虫類の館～:  アゴヒ
ゲト カ ゲ×サーカ ス
( 字)


デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
6( 字)


ネイ チャ ー特選


動物まる ごと 図鑑:
Ep. 9 ク マ( 字)


動物まるごと 図鑑:  Ep. 10
ビッ グキャ ッ ト ( 字)


アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  ゾウの旅( 二)


アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  サバン ナの水場
( 二)


アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  海の生き 物( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


地球 ネイ チャ ーレポート
シーズン1:  セレンゲティ のド
ラ マ( 二)
地球 ネイ チャ ーレポート
シーズン2:  サメ の本性
( 二)


★いぬまにあ シーズ
ン 1:  その6( 二)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第十六話( 字)


★いぬまにあ シーズ
ン 1:  その7( 二)


地球 ネイ チャ ーレポート
シーズン1:  攻撃と 防御の武器
( 二)


わんわんベビ ー成長
記:  イ ン グリ ッ シュ ポ
イ ン タ ー／ブルド ッ グ
( 二)


地球 ネイ チャ ーレポート
シーズン1:  変わり ゆく 島( 二)


猫ヘルパー シーズン 3
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 6( 字) 地球 ネイ チャ ーレポート


シーズン2:  誇り をかけた戦い
( 二)


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)


シャ ーク WEEK！


☆ホホジロ サメ  ダブ
ルト ラ ブ ル( 新) ( 字)


☆追跡！伝説の巨大ホ
ホジロ ザメ ( 新) ( 字)


☆アオザメ の王国
( 新) ( 字)


☆謎の深海ザメ
フ ァ ースト コ ン タ ク ト
( 新) ( 字)


連日放送


☆サメ vsウィ ル・ スミ
ス( 新) ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★怪物魚を 追え！
シーズン 4:  幻の珍魚
( 二)


★怪物魚を 追え！
シーズン 4:  巨大ピ ラ
ニア( 二)


★怪物魚を 追え！
シーズン 4:  ザン ベジ
川のモン スタ ー( 二)


★怪物魚を 追え！ S5:
殺人魚雷( 二)


★怪物魚を 追え！ S5:
湖に棲む吸血鬼( 二)


恐竜と 古代生物 2021夏SP


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) 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. 6( 字)


デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
5( 字)


BBC超大作 プラ ネッ
ト ・ ダイ ナソ ー:  Ep. 3
奇妙な恐竜( 二)


新説！恐竜の時代:  哺
乳類進化の謎( 二)


再現！超巨大恐竜の世
界( 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)


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)


★Hel l o！ワールド :  求愛
の秘密( 字)


★にゃ んこ 救出大作戦！:
生け垣の暴れ猫( 二)


★世界の美味し い旅:  ブラ
ジル・ パラ ティ ( 二)


★猫忍:  六の巻( 日) ★いぬまにあ ザ・ ベスト :
その7 ミ ッ ク ス犬( 二)


地球 ネイ チャ ーレポート
シーズン2:  安全な場所
( 二)


★蘇る 恐竜の時代:  水
辺に生き る ( 二) 地球 ネイ チャ ーレポート


シーズン2:  海岸と 砂漠
( 二)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 8
カ ラ ス集結の謎／ク モに支配さ
れた町( 字)


★猫ヘルパー シーズ
ン 3～猫のし つけ教え
ます～:  Ep. 6( 字)


☆テキサスWI LDパト
ロ ール！ シーズン 6:
密猟者の告白( 新) ( 字)


★大自然ド キュ メ ン ト
中東:  エジプト ( 二)


★怪物魚を 追え！ S8:
ブルーホールの恐怖
( 二)


★脊椎動物 進化の旅
路:  Ep. 1 海から 空へ
( 二)


ミ ステリ アス・ プラ
ネッ ト :  コ モド オオト
カ ゲの島( 二)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  アマゾン
( 二)


怪物魚を 追え！ S8:
ブルーホールの恐怖
( 二)


リ ビ ン グルームのラ イ
オン ( 二)


NY動物園日記 シーズ
ン 3:  Ep. 3 カ ワウソ の
憂う つ( 二)


★デン バー動物ク リ
ニッ ク  シーズン 4:  カ
ルテ6( 字)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  ビ ッ グフ ッ ト
( 二)


ザン ビ ア 野生王国の
一日 シーズン 2:  Ep. 7
ゾウき ょ う だいの挑戦
( 二)


★かわいい！ シーズ
ン 1:  子猫( 二)


☆解明リ サーチ 氷河
期の巨獣たち ( 新) ( 二)


プレ デタ ーの生存戦略
( 二)


★感動！動物ヘル
パー・ スト ーリ ー
シーズン 1:  Ep. 1 兵士
と 戦場の犬( 字)


ザン ビ ア 野生王国の
一日 シーズン 2:  Ep. 8
ソ ーセージの木の恵み
( 二)


★わんわんベビ ー成長
記:  イ ン グリ ッ シュ ポ
イ ン タ ー／ブルド ッ グ
( 二)


一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  カ モ
ノ ハシ恐竜探し ( 二)


☆地球も のがたり  中
南米の大自然:  広大な
る 高地( 新) ( 二)


特集・ 野生の戦い


★プレ デタ ーの生存戦
略( 二)


★地球 ネイ チャ ーレ ポート
シーズン 1:  攻撃と 防御の武器
( 二)


★地球 ネイ チャ ーレ ポート
シーズン 1:  セレ ン ゲティ のド
ラ マ( 二)


★地球 ネイ チャ ーレ ポート
シーズン 2:  誇り を かけた戦い
( 二)


★地球 ネイ チャ ーレポート
シーズン2:  海岸と 砂漠( 二)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  ネス湖の怪獣
( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  アラ ビ ア半島
( 二)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第十四話( 字)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 10 車を 壊す動物／アリ が
作っ た橋( 字)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 12 スノ ーボード ・ カ ラ ス／
活発な間欠泉( 字)


ザン ビ ア 野生王国の
一日 シーズン 2:  Ep. 7
ゾウき ょ う だいの挑戦
( 二)


ザン ビ ア 野生王国の
一日 シーズン 2:  Ep. 8
ソ ーセージの木の恵み
( 二)


ミ ステリ アス・ プラ
ネッ ト :  コ モド オオト
カ ゲの島( 二)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  広大なる
高地( 二)


ネイ チャ ー特選


★大自然ド キュ メ ン ト
ヨ ーロ ッ パ:  森林地帯
( 二)


野生の真実


シャ ーク WEEK！


一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  カ モ
ノ ハシ恐竜探し ( 二)


怪物魚を 追え！ S8:
ブルーホールの恐怖
( 二)


生命 進化の重大事件:
Ep. 1 生命の奇跡( 二)


放送休止


追跡！伝説の巨大ホホ
ジロ ザメ ( 字)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  ヨ ルダン ( 二)


放送休止 リ ビ ン グルームのラ イ
オン ( 二)


アオザメ の王国( 字) 謎の深海ザメ  フ ァ ー
スト コ ン タ ク ト ( 字)


一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  カ モ
ノ ハシ恐竜探し ( 二)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  ネス湖の怪獣
( 二)


アニマル・ ウエポン :
大海原の戦い( 二)


放送休止


★大自然ド キュ メ ン ト
ヨ ーロ ッ パ:  雪と 氷の
世界( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
ヨ ーロ ッ パ:  アルプス
山脈( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 11 抜け目ない捕食者
( 二)


サメ vsウィ ル・ スミ ス
( 字) 必殺！攻撃本能のすべて:


Ep. 12 小さ な巨人( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
ヨ ーロ ッ パ:  地中海沿
岸( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 10 海の墓場( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 9 美し き ハンタ ー( 二)


★生命 進化の重大事
件:  Ep. 1 生命の奇跡
( 二)解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 6


謎の大群／ゾン ビ グモ( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 7
ザト ウク ジラ の人質／大コ ロ
ニー( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン
動物大接近！:  第十六話
( 字)
☆ミ ステリ アス・ プ ラ
ネッ ト :  コ モド オオト
カ ゲの島( 新) ( 二)


★NY動物園日記 シー
ズン 3:  Ep. 4 帰っ てき
たメ ガネグマ( 二)


☆一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  カ モ
ノ ハシ恐竜探し
( 新) ( 二)


☆追跡！未確認モン ス
タ ー:  ネス湖の怪獣
( 新) ( 二)


★大空の覇者たち :  ラ
イ バルたち ( 二)


★生命 進化の重大事
件:  Ep. 2 生き 残り の
秘密( 二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22


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！:  第十五話( 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 毎月22日は猫の日！ 14: 00


14: 30 14: 30


15: 00 15: 00


15: 30 15: 30


16: 00 16: 00


16: 30 16: 30


17: 00 一挙放送 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 野生の真実 すご腕アニマル！ 野生の王国アワー 20: 00
解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 9
体で鳴く 鳥／タ コ 大脱走( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動
物大接近！:  第十七話( 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
★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 13 踊る ク モ／ヒ ツ ジ襲撃犯
／泡の町( 字)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 15 イ ッ カ ク ／地形を 変える
生物／沈む木( 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！:  第十五話( 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


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 14 人懐っ こ いイ タ チザメ ／
泳ぐ ブタ ( 字)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 16 静かなガラ ガラ ヘビ ／煙
を 吐く ゾウ( 字)


生命 進化の重大事件:
Ep. 1 生命の奇跡( 二)


生命 進化の重大事件:
Ep. 2 生き 残り の秘密
( 二)


ミ ステリ アス・ プラ
ネッ ト :  ジン ベエザメ
の聖地( 二)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  蛾人間モスマン
( 二)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  カ リ ブ海
( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  ヨ ルダン ( 二)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第十六話( 字)


★地球も のがたり :
ビ ッ グベン ド 国立公園


の大自然( 二)


★地球も のがたり :  メ
キシコ の大自然( 二)


★ボルネオ 水が育む
太古の島( 二)


★ビ オコ 島 ド リ ルの
王国の秘密( 二)


一挙放送 野生の真実


★地球も のがたり :  ハ
ワイ の大自然( 二)


★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)


★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)


★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
美し き 島々 シーズン
1:  セイ ロ ン 島( 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 ネイ チャ ーレ ポート  シー
ズン 1:  攻撃と 防御の武器( 二)


蘇る 恐竜の時代:  恐竜
の世界( 二)


ダイ ナソ ー復活！化石
は語る ( 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)


大空の覇者たち :  飛行
技術の進化( 二)


アッ テン ボロ ー 生命
誕生の旅路:  Ep. 2 進
化と 多様化( 二)


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)イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) 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. 7( 字)


NY動物園日記 シーズ
ン 3:  Ep. 4 帰っ てき た
メ ガネグマ( 二)


★デン バー動物ク リ
ニッ ク  シーズン 4:  カ
ルテ7( 字)


生命 進化の重大事件:
Ep. 1 生命の奇跡( 二)


★世界ねこ 散歩～イ タ リ ア
～:  ローマ編( 日)


★史上最凶！危険動物
TOP10:  陸の動物
TOP5( 二)


解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 10 車を 壊す動物／アリ が
作っ た橋( 字)


☆ミ ステリ アス・ プ ラ
ネッ ト :  ジン ベエザメ
の聖地( 新) ( 二)


地球も のがたり :  ハワイ の
大自然( 二)★Hel l o！ワールド :  「 悪


者」 の真実( 字)
★にゃ んこ 救出大作戦！:
耳の聞こ えない猫( 二)


★世界の美味し い旅:  ク ア
ラ ルンプール( 二)


地球も のがたり :  ビ ッ
グベン ド 国立公園の大
自然( 二)


★蘇る 恐竜の時代:  進
化の過程( 二)


★猫忍:  七の巻( 日) ★いぬまにあ ザ・ ベスト :
その8 ショ ーの主役( 二)


わんわんベビ ー成長
記:  イ ン グリ ッ シュ ポ
イ ン タ ー／ブルド ッ グ
( 二)


猫ヘルパー シーズン 3
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 7( 字)


デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
6( 字)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  広大なる
高地( 二)


怪物魚を 追え！ S8:
コ ルテス海の赤い悪魔
( 二)


地球も のがたり :  メ キ
シコ の大自然( 二)


★世界ねこ 散歩～イ タ リ ア
～:  サルデーニャ 島編( 日)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  ネス湖の怪獣
( 二)


★感動！動物ヘル
パー・ スト ーリ ー
シーズン 1:  Ep. 2 世界
一孤独なチン パン ジー
( 字)


生命 進化の重大事件:
Ep. 2 生き 残り の秘密
( 二)


★わんわんベビ ー成長
記:  ラ ブラ ド ール／ミ
ニチュ アシュ ナウザー
( 二)


一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  マン
モス大調査( 二)


★アメ リ カ にいた絶滅
動物を 追え:  Ｎ Ｙ 編
( 二)★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動


物大接近！:  第十八話( 字)


地球 ネイ チャ ーレポート
シーズン2:  サメ の本性
( 二)
地球 ネイ チャ ーレ ポート  シー
ズン 2:  誇り を かけた戦い( 二)


ク ロ ーズアッ プ:  アナ
コ ン ダ( 字)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  エジプト ( 二)


デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
7( 字)


わんわんベビ ー成長
記:  イ ン グリ ッ シュ ポ
イ ン タ ー／ブルド ッ グ
( 二)


一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  マン
モス大調査( 二)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  蛾人間モスマン
( 二)


アメ リ カ にいた絶滅動
物を 追え:  Ｎ Ｙ 編( 二)


解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 11 ヒ ョ ウの思惑／サソ リ が
光る 理由( 字)


プレ デタ ーの生存戦略
( 二)


Ani mal  Pl anet
2021年08月編成表


生命 進化の重大事件:
Ep. 2 生き 残り の秘密
( 二)


猫ヘルパー シーズン 3
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 7( 字)


NY動物園日記 シーズ
ン 3:  Ep. 4 帰っ てき た
メ ガネグマ( 二)


ミ ステリ アス・ プラ
ネッ ト :  ジン ベエザメ
の聖地( 二)


怪物魚を 追え！ S8:
コ ルテス海の赤い悪魔
( 二)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  カ リ ブ海
( 二)


世界の美味し い旅:  リ オデ
ジャ ネイ ロ( 二)


猫忍:  五の巻( 日)


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) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


にゃ んこ 救出大作戦！:  し
がみつき 猫( 二)


いぬまにあ ザ・ ベスト :
その6 希少犬種( 二)


Hel l o！ワールド :  夏の輝
き ( 字)


大自然ド キュ メ ン ト
ヨ ーロ ッ パ:  森林地帯
( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
ヨ ーロ ッ パ:  地中海沿
岸( 二)


Hel l o！ワールド :  求愛の
秘密( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


地球 ネイ チャ ーレポート
シーズン2:  安全な場所
( 二)
地球 ネイ チャ ーレポート
シーズン2:  海岸と 砂漠
( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  エジプト ( 二)


プレ デタ ーの生存戦略
( 二)


テキサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  不意
打ち の逮捕( 字)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  カ スピ 海( 二)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  カ リ ブ海
( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
ヨ ーロ ッ パ:  水辺の営
み( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
ヨ ーロ ッ パ:  アルプス
山脈( 二)


脊椎動物 進化の旅路:
Ep. 1 海から 空へ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


感動！動物ヘルパー・ ス
ト ーリ ー シーズン1:  Ep. 2
世界一孤独なチンパンジー
( 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) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


恐竜と 古代生物 2021夏SP


にゃ んこ 救出大作戦！:  生
け垣の暴れ猫( 二)


世界の美味し い旅:  ブラ ジ
ル・ パラ ティ ( 二)


猫忍:  六の巻( 日) いぬまにあ ザ・ ベスト :
その7 ミ ッ ク ス犬( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
ヨ ーロ ッ パ:  雪と 氷の
世界( 二)


蘇る 恐竜の時代:  水辺
に生き る ( 二)


解明リ サーチ 氷河期
の巨獣たち ( 二)


一獲千金！恐竜ハンタ ー
シーズン2:  カ モノ ハシ恐
竜探し ( 二)


大空の覇者たち :  ラ イ
バルたち ( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 13 巨体の威力( 二)


地球 ネイ チャ ーレポート
シーズン2:  安全な場所
( 二)


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)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 9
体で鳴く 鳥／タ コ 大脱走( 字)


地球 ネイ チャ ーレ ポート  シー
ズン 1:  変わり ゆく 島( 二)


地球 ネイ チャ ーレポート
シーズン2:  サメ の本性
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


NY動物園日記 シーズ
ン 3:  Ep. 5 マーコ ール
の出産( 二)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第十六話( 字)


地球 ネイ チャ ーレ ポート  シー
ズン 1:  攻撃と 防御の武器( 二)


地球 ネイ チャ ーレ ポート  シー
ズン 1:  セレ ン ゲティ のド ラ マ
( 二)


地球 ネイ チャ ーレ ポート  シー
ズン 2:  誇り を かけた戦い( 二)


地球 ネイ チャ ーレポート
シーズン2:  海岸と 砂漠
( 二)


解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 10 車を 壊す動物／アリ が
作っ た橋( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 12 スノ ーボード ・ カ ラ ス／
活発な間欠泉( 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)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  広大なる
高地( 二)


テキサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  密猟
者の告白( 字)


かわいい！ シーズン
1:  子猫( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  エジプト ( 二)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  ネス湖の怪獣
( 二)


★魅惑のテラ リ ウム～
爬虫類の館～:  アオジ
タ ト カ ゲ×ジュ ラ 紀
( 字)


★魅惑のテラ リ ウム～爬虫
類の館～:  オオアオジタ ト
カ ゲ×イ ンド ネシア( 字)


★魅惑のテラ リ ウム～
爬虫類の館～:  アガマ
×西部劇( 字)


デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
7( 字)


ネイ チャ ー特選


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) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  オッ ト セイ の暮ら
し ( 二)


アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  ビ ッ グ5サフ ァ リ
( 二)


アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  カ ツ オド リ の狩り
( 二)


アフ リ カ ン ・ ワイ ル
ド :  ケープペン ギン の
秘密( 二)


アフ リ カ ン・ ワイ ルド :  大
湿地帯のド ラ マ( 二)


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)


野生の刃


★ク ロ ーズアッ プ:  カ
バ( 字)


★ク ロ ーズアッ プ:  ホ
オジロ ザメ ( 字)


★ク ロ ーズアッ プ:  ア
メ リ カ オオアカ イ カ
( 字)


★オースティ ン の大冒
険:  コ モド ド ラ ゴン
( 字)


連日放送


わんわんベビ ー成長
記:  ラ ブラ ド ール／ミ
ニチュ アシュ ナウザー
( 二)


ビ オコ 島 ド リ ルの王
国の秘密( 二)


一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  カ モ
ノ ハシ恐竜探し ( 二)


世界ねこ 散歩～イ タ リ ア
～:  ローマ編( 日)


ミ ステリ アス・ プラ
ネッ ト :  ジン ベエザメ
の聖地( 二)世界ねこ 散歩～イ タ リ ア


～:  サルデーニャ 島編( 日)


★いぬまにあ シーズ
ン 1:  その8( 二) ★猫侍 玉之丞、 江戸


へ行く ( 日)


★いぬまにあ シーズ
ン 1:  その9( 二)


★ク ロ ーズアッ プ:  ア
ナコ ン ダ( 字)


★怪物魚を 追え！ S5:
チェ ルノ ブイ リ の巨大
魚( 二)


★怪物魚を 追え！ S5:
コ ロ ン ビ アの危険な槍
( 二)


★怪物魚を 追え！ S5:
ネス湖の伝説( 二)


★怪物魚を 追え！ S5:
顔面を 剥ぎ取る 怪物
( 二)


★怪物魚を 追え！
シーズン 6:  ガイ アナ
の人喰い魚( 二)


恐竜と 古代生物 2021夏SP


★魅惑のテラ リ ウム～
爬虫類の館～:  オマキ
ト カ ゲ×漫画書店( 字)


★魅惑のテラ リ ウム～
爬虫類の館～:  ト ゲオ
アガマ×恐竜( 字)


★NY動物園日記 シー
ズン 3:  Ep. 5 マーコ ー
ルの出産( 二)


☆一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  マン
モス大調査( 新) ( 二)


☆追跡！未確認モン ス
タ ー:  蛾人間モスマン
( 新) ( 二)


★大空の覇者たち :  現
在の覇者( 二)


★アメ リ カ にいた絶滅
動物を 追え:  シカ ゴ編
( 二)


解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 11 ヒ ョ ウの思惑／サソ リ が
光る 理由( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 12 スノ ーボード ・ カ ラ ス／
活発な間欠泉( 字)


★猫ヘルパー シーズ
ン 3～猫のし つけ教え
ます～:  Ep. 7( 字)


☆テキサスWI LDパト
ロ ール！ シーズン 6:
不意打ち の逮捕
( 新) ( 字)


★大自然ド キュ メ ン ト
中東:  カ スピ 海( 二)


★怪物魚を 追え！ S8:
コ ルテス海の赤い悪魔
( 二)


☆地球も のがたり  中
南米の大自然:  カ リ ブ
海( 新) ( 二)


★脊椎動物 進化の旅
路:  Ep. 2 哺乳類の夜
明け( 二)


ミ ステリ アス・ プラ
ネッ ト :  ジン ベエザメ
の聖地( 二)


一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  マン
モス大調査( 二)


怪物魚を 追え！ S8:
コ ルテス海の赤い悪魔
( 二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep. 13 巨体の威力( 二)


ク ロ ーズアッ プ:  カ バ
( 字)


ク ロ ーズアッ プ:  ホオ
ジロ ザメ ( 字)


ク ロ ーズアッ プ:  アメ
リ カ オオアカ イ カ ( 字)


オースティ ン の大冒
険:  コ モド ド ラ ゴン
( 字)


地球 ネイ チャ ーレ ポート  シー
ズン 1:  変わり ゆく 島( 二)


地球 ネイ チャ ーレ ポート  シー
ズン 1:  セレ ン ゲティ のド ラ マ
( 二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29


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！:  第十七話( 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 すご腕アニマル！ 14: 00
コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第十九話( 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 野生の真実 すご腕アニマル！ 野生の王国アワー 20: 00
解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 13 踊る ク モ／ヒ ツ ジ襲撃犯
／泡の町( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動
物大接近！:  第十九話( 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
★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 17 謎の海底音／ゾウの定宿
／泡の輪( 字)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 19 ワニ乗り サギ／糞虫の方
向感覚( 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！:  第十七話( 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


★大空の覇者たち :  メ
イ キン グSP( 二)


★アメ リ カ にいた絶滅
動物を 追え:  デン バー
編( 二)


解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 15 イ ッ カ ク ／地形を 変える
生物／沈む木( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 16 静かなガラ ガラ ヘビ ／煙
を 吐く ゾウ( 字)


★猫ヘルパー シーズ
ン 3～猫のし つけ教え
ます～:  Ep. 8( 字)


☆テキサスWI LDパト
ロ ール！ シーズン 6:
怒り の暴走( 新) ( 字)


★大自然ド キュ メ ン ト
イ ン ド ネシア:  巨大生
物の王国( 二)


★怪物魚を 追え！ S8:
シーサーペン ト 伝説
( 二)


☆地球も のがたり  中
南米の大自然:  熱帯雨
林( 新) ( 二)


☆ミ ステリ アス・ プ ラ
ネッ ト :  アン デス山脈
の二面性( 新) ( 二)


★NY動物園日記 シー
ズン 3:  Ep. 6 ガウルの
引っ 越し ( 二)


☆一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  貴重
な角で起死回生
( 新) ( 二)


蘇る 恐竜の時代:  水辺
に生き る ( 二)


解明リ サーチ 氷河期
の巨獣たち ( 二)


一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  カ モ
ノ ハシ恐竜探し ( 二)


大空の覇者たち :  ラ イ
バルたち ( 二)


脊椎動物 進化の旅路:
Ep. 1 海から 空へ( 二)


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)イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


☆追跡！未確認モン ス
タ ー:  ジャ ージー・ デ
ビ ル( 新) ( 二)


★アメ リ カ にいた絶滅
動物を 追え:  ワシン ト
ン Ｄ Ｃ 編( 二)


猫ヘルパー シーズン 3
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 8( 字)


地球も のがたり :  オー
スト ラ リ アの大自然１
( 二)★Hel l o！ワールド :  水を


求めて( 字)
★にゃ んこ 救出大作戦！:
ツイ ント ッ プ( 二)


★世界の美味し い旅:  シド
ニー( 二)


地球も のがたり :  オー
スト ラ リ アの大自然２
( 二)


★蘇る 恐竜の時代:  絶
滅の淵で( 二)


★猫忍:  八の巻( 日) ★いぬまにあ ザ・ ベスト :
その9 働く 犬( 二)


わんわんベビ ー成長
記:  ラ ブラ ド ール／ミ
ニチュ アシュ ナウザー
( 二)


猫ヘルパー シーズン 3
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 8( 字)


デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
7( 字)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  カ リ ブ海
( 二)


怪物魚を 追え！ S8:
シーサーペン ト 伝説
( 二)


NY動物園日記 シーズ
ン 3:  Ep. 5 マーコ ール
の出産( 二)


★デン バー動物ク リ
ニッ ク  シーズン 4:  カ
ルテ8( 字)


アメ リ カ にいた絶滅動
物を 追え:  Ｎ Ｙ 編( 二)


★世界ねこ 散歩～イ タ リ ア
～:  フ ィ レンツェ 編( 日)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動
物大接近！:  第二十話( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 14 人懐っ こ いイ タ チザメ ／
泳ぐ ブタ ( 字)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  カ スピ 海( 二)


デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
8( 字)


わんわんベビ ー成長
記:  ラ ブラ ド ール／ミ
ニチュ アシュ ナウザー
( 二)


一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  貴重
な角で起死回生( 二)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  ジャ ージー・ デ
ビ ル( 二)


地球も のがたり :  ハワ
イ の大自然( 二)


アメ リ カ にいた絶滅動
物を 追え:  ワシン ト ン
Ｄ Ｃ 編( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


Hel l o！ワールド :  求愛の
秘密( 字)


Hel l o！ワールド :  「 悪
者」 の真実( 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)


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)


恐竜と 古代生物 2021夏SP


猫忍:  六の巻( 日) いぬまにあ ザ・ ベスト :
その7 ミ ッ ク ス犬( 二)


いぬまにあ ザ・ ベスト :
その8 ショ ーの主役( 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
イ ン ド ネシア:  巨大生
物の王国( 二)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  熱帯雨林
( 二)


にゃ んこ 救出大作戦！:  耳
の聞こ えない猫( 二)


世界の美味し い旅:  ク アラ
ルンプール( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


Ani mal  Pl anet
2021年08月編成表


猫ヘルパー シーズン 3
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 8( 字)


NY動物園日記 シーズ
ン 3:  Ep. 5 マーコ ール
の出産( 二)


ミ ステリ アス・ プラ
ネッ ト :  アン デス山脈
の二面性( 二)


怪物魚を 追え！ S8:
シーサーペン ト 伝説
( 二)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  熱帯雨林
( 二)


地球も のがたり :  ビ ッ
グベン ド 国立公園の大
自然( 二)


にゃ んこ 救出大作戦！:  生
け垣の暴れ猫( 二)


世界の美味し い旅:  ブラ ジ
ル・ パラ ティ ( 二)


地球も のがたり :  メ キ
シコ の大自然( 二)


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)


アメ リ カ にいた絶滅動
物を 追え:  シカ ゴ編
( 二)


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) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) 大自然ド キュ メ ン ト
中東:  カ スピ 海( 二)


猫忍:  七の巻( 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)


大空の覇者たち :  現在
の覇者( 二)


地球も のがたり :  ビ ッ
グベン ド 国立公園の大
自然( 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)


脊椎動物 進化の旅路:
Ep. 2 哺乳類の夜明け
( 二)


地球も のがたり :  メ キ
シコ の大自然( 二)


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) 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
美し き 島々 シーズン
1:  ザン ジバル諸島
( 二)


蘇る 恐竜の時代:  進化
の過程( 二)


史上最凶！危険動物TOP10:
陸の動物TOP5( 二)


一獲千金！恐竜ハンタ ー
シーズン2:  マンモス大調
査( 二)


ボルネオ 水が育む太
古の島( 二)


ビ オコ 島 ド リ ルの王
国の秘密( 二)


地球も のがたり :  ハワ
イ の大自然( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 16 静かなガラ ガラ ヘビ ／煙
を 吐く ゾウ( 字)


NY動物園日記 シーズ
ン 3:  Ep. 6 ガウルの
引っ 越し ( 二)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第十八話( 字)


テキサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  怒り
の暴走( 字)


感動！動物ヘルパー・
スト ーリ ー シーズン
1:  Ep. 3 ゾウの下肢装
具( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 13 踊る ク モ／ヒ ツ ジ襲撃犯
／泡の町( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 15 イ ッ カ ク ／地形を 変える
生物／沈む木( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 14 人懐っ こ いイ タ チザメ ／
泳ぐ ブタ ( 字)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  カ スピ 海( 二)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  蛾人間モスマン
( 二)


世界ねこ 散歩～イ タ リ ア
～:  サルデーニャ 島編( 日)


ネイ チャ ー特選


★巨大マグロ を 追
え！:  洋上の格闘( 字)


大自然ド キュ メ ン ト
ヨ ーロ ッ パ:  雪と 氷の
世界( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
ヨ ーロ ッ パ:  水辺の営
み( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
ヨ ーロ ッ パ:  アルプス
山脈( 二)


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) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★巨大マグロ を 追
え！:  大物を 求めて
( 字)


★巨大マグロ を 追
え！:  祝杯と 絶望( 字)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  カ リ ブ海
( 二)


テキサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  不意
打ち の逮捕( 字)


世界ねこ 散歩～イ タ リ ア
～:  ローマ編( 日)


世界ねこ 散歩～イ タ リ ア
～:  フ ィ レンツェ 編( 日)


世界ねこ 散歩～イ タ リ ア
～:  アプリ カ ーレ編( 日)


★いぬまにあ シーズ
ン 2:  その10( 二)


★いぬまにあ シーズ
ン 2:  その11( 二)


にゃ んにゃ んベビ ー成
長記:  ラ グド ール( 二)


地球も のがたり :  コ ス
タ リ カ の大自然( 二)


★巨大マグロ を 追
え！:  綱引き の行方
( 字)


★巨大マグロ を 追
え！:  最後の賭け( 字)


一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  マン
モス大調査( 二)


デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
8( 字)


ミ ステリ アス・ プラ
ネッ ト :  アン デス山脈
の二面性( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
ヨ ーロ ッ パ:  森林地帯
( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
ヨ ーロ ッ パ:  地中海沿
岸( 二)


連日放送


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


野生の刃


★衝撃！超危険ヘビ と
の遭遇( 字)


★巨大ク ロ コ ダイ ル襲
撃の謎( 字)


★オオスズメ バチ 日
本の闘い( 字)


★大発生！危険生物の
襲来( 字)


★巨大ク ラ ゲの来襲
( 字)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第二十話( 字)


★怪物魚を 追え！
シーズン 6:  アマゾン
の地獄絵図( 二)


★怪物魚を 追え！
シーズン 6:  骨を 砕く
怪物( 二)


★怪物魚を 追え！
シーズン 6:  密林の
タ ーミ ネータ ー( 二)


★怪物魚を 追え！
シーズン 6:  血の川
( 二)


★怪物魚を 追え！
シーズン 6:  水中の誘
拐犯( 二)


地球も のがたり :  アパ
ラ チアの大自然( 二)
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★地球も のがたり :
オースト ラ リ アの大自
然２ ( 二)


★BBC超大作 生き 物の
旅路:  Ep. 1 最初の一
歩( 二)


★解明！魚竜の謎( 二) ミ ステリ アス・ プラ
ネッ ト :  アン デス山脈
の二面性( 二)


一挙放送 野生の真実


★地球も のがたり :  ア
パラ チアの大自然( 二)


★地球も のがたり :  コ
スタ リ カ の大自然( 二)


★地球も のがたり :
オースト ラ リ アの大自
然１ ( 二)


★史上最凶！危険動物
TOP10:  海の動物
TOP5( 二)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 1 最初の一歩
( 二)★世界ねこ 散歩～イ タ リ ア


～:  アプリ カ ーレ編( 日)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  蛾人間モスマン
( 二)


★感動！動物ヘル
パー・ スト ーリ ー
シーズン 1:  Ep. 3 ゾウ
の下肢装具( 字)


アメ リ カ にいた絶滅動
物を 追え:  シカ ゴ編
( 二)


★にゃ んにゃ んベビ ー
成長記:  ラ グド ール
( 二)


一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  貴重
な角で起死回生( 二)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 18 タ コ 投げオッ ト セイ ／鳥
の涙を 飲む蛾( 字)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 20 笑う ラ ッ ト ／輪になっ て
泳ぐ マン タ ( 字)


アメ リ カ にいた絶滅動
物を 追え:  Ｎ Ｙ 編( 二)


アメ リ カ にいた絶滅動
物を 追え:  シカ ゴ編
( 二)


ミ ステリ アス・ プラ
ネッ ト :  アン デス山脈
の二面性( 二)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  ジャ ージー・ デ
ビ ル( 二)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  熱帯雨林
( 二)


ボルネオ 水が育む太
古の島( 二)


一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  貴重
な角で起死回生( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
北極圏:  ツ ン ド ラ ( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
北極圏:  アイ スラ ン ド
( 二)


★中国大自然紀行:
Ep. 1( 二)


衝撃！超危険ヘビ と の
遭遇( 字)


巨大ク ロ コ ダイ ル襲撃
の謎( 字)


オオスズメ バチ 日本
の闘い( 字)


大発生！危険生物の襲
来( 字)


巨大ク ラ ゲの来襲( 字) ビ オコ 島 ド リ ルの王
国の秘密( 二)


怪物魚を 追え！ S8:
シーサーペン ト 伝説
( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  エジプト ( 二)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第十八話( 字)


ネイ チャ ー特選


★大自然ド キュ メ ン ト
北極圏:  氷の海( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
北極圏:  タ イ ガ( 二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5


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 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 野生の真実 すご腕アニマル！ 20: 00
解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 17 謎の海底音／ゾウの定宿
／泡の輪( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動
物大接近！:  第二十一話( 字)


20: 30 20: 30


21: 00 21: 00


21: 30 21: 30


22: 00 22: 00


22: 30 22: 30


23: 00 23: 00


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！:  第十九話( 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
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アメ リ カ にいた絶滅動
物を 追え:  デン バー編
( 二)


猫ヘルパー シーズン 3
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 9( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


Hel l o！ワールド :  「 悪
者」 の真実( 字)


にゃ んこ 救出大作戦！:  耳
の聞こ えない猫( 二)


Hel l o！ワールド :  水を求
めて( 字)


にゃ んこ 救出大作戦！:  ツ
イ ント ッ プ( 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
北極圏:  氷の海( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
北極圏:  タ イ ガ( 二)
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蘇る 恐竜の時代:  絶滅
の淵で( 二)


史上最凶！危険動物TOP10:
海の動物TOP5( 二)


地球も のがたり :  アパ
ラ チアの大自然( 二)


地球も のがたり :  コ ス
タ リ カ の大自然( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日) 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:  怒り
の暴走( 字)


地球も のがたり  中南
米の大自然:  熱帯雨林
( 二)


★怪物魚を 追え！
シーズン 7:  オカ バン
ゴの捕食集団( 二)


危険生物ゾ ーン


史上最凶！危険動物
TOP10:  陸の動物
TOP5( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★アワビ ・ ウォ ーズ！
シーズン 1:  危険な荒
海( 字)


ネイ チャ ー特選


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)


野生の刃


★秘境ミ ステリ ー:
シャ チの島( 二)


連日放送


★アワビ ・ ウォ ーズ！
シーズン 1:  命がけの
挑戦( 字)


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 ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★秘境ミ ステリ ー:  サ
メ の島( 二)


★怪物魚を 追え！
シーズン 7:  メ コ ン 川
の切り 裂き 魔( 二)


蘇る 恐竜の時代:  進化
の過程( 二)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第二十話( 字)


ネイ チャ ー特選


★中国大自然紀行:
Ep. 2( 二)


★中国大自然紀行:
Ep. 3( 二)


NY動物園日記 シーズ
ン 3:  Ep. 6 ガウルの
引っ 越し ( 二)


★デン バー動物ク リ
ニッ ク  シーズン 4:  カ
ルテ9( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 18 タ コ 投げオッ ト セイ ／鳥
の涙を 飲む蛾( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動
物大接近！:  第二十二話( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 19 ワニ乗り サギ／糞虫の方
向感覚( 字)


☆ミ ステリ アス・ プ ラ
ネッ ト :  動物達の楽園
エチオピ ア高原
( 新) ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★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)


★にゃ んこ 救出大作戦！:
野良猫から のSOS( 二)


猫ヘルパー シーズン 3
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 9( 字)


にゃ んにゃ んベビ ー成
長記:  ラ グド ール( 二)


秘境ミ ステリ ー:  サメ
の島( 二)


秘境ミ ステリ ー:  シャ
チの島( 二)


大自然ド キュ メ ン ト
イ ン ド ネシア:  巨大生
物の王国( 二)


デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
9( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 20 笑う ラ ッ ト ／輪になっ て
泳ぐ マン タ ( 字)


★猫ヘルパー シーズ
ン 3～猫のし つけ教え
ます～:  Ep. 9( 字)


☆テキサスWI LDパト
ロ ール！ シーズン 6:
偽り の死( 新) ( 字)


一挙放送


★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)


大自然ド キュ メ ン ト
中東:  カ スピ 海( 二)





		2021_0726-0801

		2021_0802-0808

		2021_0809-0815

		2021_0816-0822

		2021_0823-0829
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AT-X 編成表 2021年7・8月 2021/7/16


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/OPEN


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)▲ 6:00 ゲッターロボ アーク(4)


6:30 冴えない彼女の育てかた(2)▲ 6:30 探偵はもう、死んでいる。(4)▲


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) 7:00 迷宮ブラックカンパニー(3)▲


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) 7:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝　2nd SEASON直前特番


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) 8:00 BNA ビー・エヌ・エー(11)▲


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) 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(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 ノーゲーム・ノーライフ(4) 9:00 氷菓(1-11)▲ ◎ 9:00 氷菓(11.5-22)▲ ◎


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 闇芝居　第9期(2) 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 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(3)▲ 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 俺、つしま(3)


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 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(3)


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　▲ ◎ 14:25 番組紹介


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) 14:30 promo-X #178


15:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(4)(5)▲ 15:00 ノーゲーム・ノーライフ(3) 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)▲ 15:00 クイーンズブレイド 流浪の戦士(1-12) ○


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 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(2)▲ 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 闇芝居　第9期(2) 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 俺、つしま(3)


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 ノーゲーム・ノーライフ(4) ○ 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)▲ ○ 21:00 ゲッターロボ アーク(5) ○


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)▲ ○ 21:30 探偵はもう、死んでいる。(5)▲ ○


22:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(4)▲ ○ 22:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(3)▲ ○ 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 闇芝居　第9期(3) ○ 22:00 月が導く異世界道中(4)▲ ○ 22:00 おとなの防具屋さんⅡ(1-12) ◎ 22:00 迷宮ブラックカンパニー(4)▲ ○


22:05 俺、つしま(4) ○


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 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(14)新 ○


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) 23:00 BNA ビー・エヌ・エー(12)▲終 ○


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 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(3) ○ 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) ○ 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(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) ○ 24:00 地縛少年花子くん(1-12)▲ ◎


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 ミュークルドリーミー(25-30) ◎ 25:00 ミュークルドリーミー(31-36) ◎ 25:00 ミュークルドリーミー(37-42) ◎ 25:00 ミュークルドリーミー(43-48) ◎ 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 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　コメンタリー副音声(4) ○ 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 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝　2nd SEASON直前特番


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 romo-X ・ 音で聴く AT-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8月 2021/7/19


8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 8月8日
月 火 水 木 金 土/OPEN 日・山の日


6:00 僕らはみんな河合荘(6)(7)▲ 6:00 revisions リヴィジョンズ(1)(2)▲再 6:00 かなめも(10)(11) 6:00 魔女の旅々(7)(8)▲ 6:00 ハクション大魔王２０２０(11)(12) 6:00 小林さんちのメイドラゴンS(4)▲ 6:00 ゲッターロボ アーク(5)


6:30 冴えない彼女の育てかた(3)▲ 6:30 探偵はもう、死んでいる。(5)▲


7:00 カレイドスター　HDリマスター版(41)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(42)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(43)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(44)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(45)▲ 7:00 おとなの防具屋さんⅡ(1-12) 7:00 迷宮ブラックカンパニー(4)▲


7:30 BLUE SEED(26)▲終 7:30 装甲騎兵ボトムズ(1)再 7:30 装甲騎兵ボトムズ(2) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(3) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(4) 7:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(14)新


8:00 アニメ女子部「アオハライド」(1)▲新 8:00 アイカツプラネット！(23) 8:00 妖怪ウォッチ♪(3) 8:00 うどんの国の金色毛鞠(8)▲ 8:00 魔法騎士レイアース(39)(40)▲ 8:00 アナログBANBAN ビッグバン(10) 8:00 BNA ビー・エヌ・エー(12)▲終


8:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(35)▲ 8:30 SHAMAN KING(18) 8:30 平日深呼吸。(16) 8:30 WHITE ALBUM2(10)▲ 8:30 魔法科高校の優等生(5) 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(5)▲


9:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(4)▲ 9:00 Sonny Boy(3) 9:00 100万の命の上に俺は立っている(16)▲ 9:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(8)(9)▲ 9:00 ノーゲーム・ノーライフ(5) 9:00 ハイスクールＤ×Ｄ(1-12,OAD1,OAD2) ○ 9:00 きんいろモザイク(1-12)▲ ◎


9:30 死神坊ちゃんと黒メイド(4)▲ 9:30 ひぐらしのなく頃に卒(6) 9:30 東京リベンジャーズ(17) 9:30 転生したらスライムだった件 第2期(41)


10:00 闇芝居　第9期(3) 10:00 月が導く異世界道中(4)▲ 10:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(5)▲ 10:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(4)▲ 10:00 ジャヒー様はくじけない！(1)新


10:05 俺、つしま(4)


10:10 どすこいすしずもう(17)


10:16 文豪ストレイドッグス わん！(4)


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～(4)▲ 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(41) 10:30 八月のシンデレラナイン 2021(5)▲ 10:30 精霊幻想記(5)▲ 10:30 カノジョも彼女(5)▲


11:00 SCARLET NEXUS(5)▲ 11:00 Strawberry Panic(10) 11:00 かげきしょうじょ!!(5) 11:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(16) 11:00 ぼくたちのリメイク(5)


11:30 ピーチボーイリバーサイド(5)▲ 11:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(4) 11:30 白い砂のアクアトープ(4)▲ 11:30 出会って5秒でバトル(4)▲ 11:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(4)


12:00 あひるの空(8) 12:00 あひるの空(9) 12:00 あひるの空(10) 12:00 あひるの空(11) 12:00 あひるの空(12)


12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(34) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(35) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(36) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(37) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(38)


13:00 魔女の旅々(5)(6)▲ 13:00 ハクション大魔王２０２０(9)(10) 13:00 僕らはみんな河合荘(6)(7)▲ 13:00 revisions リヴィジョンズ(1)(2)▲再 13:00 かなめも(10)(11)


14:00 うどんの国の金色毛鞠(7)▲ 14:00 魔法騎士レイアース(37)(38)▲ 14:00 アニメ女子部「アオハライド」(1)▲新 14:00 アイカツプラネット！(23) 14:00 妖怪ウォッチ♪(3) 14:00 それだけがネック(1-12) ◎


14:30 WHITE ALBUM2(9)▲ 14:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(35)▲ 14:30 SHAMAN KING(18) 14:30 平日深呼吸。(16)


15:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(6)(7)▲ 15:00 ノーゲーム・ノーライフ(4) 15:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(4)▲ 15:00 Sonny Boy(3) 15:00 100万の命の上に俺は立っている(16)▲ 15:00 クイーンズブレイド 玉座を継ぐ者(1-12) ○


15:30 転生したらスライムだった件 第2期(40) 15:30 死神坊ちゃんと黒メイド(4)▲ 15:30 ひぐらしのなく頃に卒(6) 15:30 東京リベンジャーズ(17)


16:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(3)▲ 16:00 テレビ野郎 ナナーナ 怪物クラーケンを追え！(19-24)終 16:00 闇芝居　第9期(3) 16:00 月が導く異世界道中(4)▲ 16:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(5)▲ 16:00 ヲタクに恋は難しい(1-11)▲ ◎


16:05 俺、つしま(4)


16:10 どすこいすしずもう(17)


16:16 文豪ストレイドッグス わん！(4)


16:30 精霊幻想記(4)▲ 16:30 カノジョも彼女(4)▲ 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～(4)▲ 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(41) 16:30 八月のシンデレラナイン 2021(5)▲


17:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(15) 17:00 ぼくたちのリメイク(4) 17:00 SCARLET NEXUS(5)▲ 17:00 Strawberry Panic(10) 17:00 かげきしょうじょ!!(5)


17:30 出会って5秒でバトル(3)▲ 17:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(3) 17:30 ピーチボーイリバーサイド(5)▲ 17:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(4) 17:30 白い砂のアクアトープ(4)▲


18:00 かなめも(10)(11) ◎ 18:00 魔女の旅々(7)(8)▲ ◎ 18:00 ハクション大魔王２０２０(11)(12) ◎ 18:00 僕らはみんな河合荘(8)(9)▲ ◎ 18:00 revisions リヴィジョンズ(3)(4)▲ ◎


19:00 カレイドスター　HDリマスター版(46)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(47)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(48)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(49)▲ ◎ 19:00 カレイドスター　HDリマスター版(50)▲ ◎


19:30 装甲騎兵ボトムズ(5) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(6) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(7) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(8) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(9) ◎


20:00 妖怪ウォッチ♪(3) ○ 20:00 うどんの国の金色毛鞠(8)▲ ○ 20:00 魔法騎士レイアース(39)(40)▲ ○ 20:00 アニメ女子部「アオハライド」(2)▲ ○ 20:00 アイカツプラネット！(24) ○


20:30 平日深呼吸。(16) 20:30 WHITE ALBUM2(10)▲ ○ 20:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(36)▲ ○ 20:30 SHAMAN KING(19) ○ 20:30 ヲタクに恋は難しい OAD　▲ ◎


21:00 100万の命の上に俺は立っている(16)▲ ○ 21:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(8)(9)▲ ◎ 21:00 ノーゲーム・ノーライフ(5) ○ 21:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(5)▲ ○ 21:00 Sonny Boy(4) ○ 21:00 小林さんちのメイドラゴンS(5)▲ ○ 21:00 ゲッターロボ アーク(6) ○


21:30 東京リベンジャーズ(17) ○ 21:30 転生したらスライムだった件 第2期(41) ○ 21:30 死神坊ちゃんと黒メイド(5)▲ ○ 21:30 ひぐらしのなく頃に卒(7) ○ 21:30 冴えない彼女の育てかた(4)▲ ○ 21:30 探偵はもう、死んでいる。(6)▲ ○


22:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(5)▲ ○ 22:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(4)▲ ○ 22:00 ジャヒー様はくじけない！(1)新 ○ 22:00 闇芝居　第9期(4) ○ 22:00 月が導く異世界道中(5)▲ ○ 22:00 Club AT-X(459) ○ 22:00 迷宮ブラックカンパニー(5)▲ ○


22:05 俺、つしま(5) ○


22:10 どすこいすしずもう(18) ○


22:16 文豪ストレイドッグス わん！(5) ○


22:30 八月のシンデレラナイン 2021(5)▲ ○ 22:30 精霊幻想記(5)▲ ○ 22:30 カノジョも彼女(5)▲ ○ 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～(5)▲ ○ 22:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(42) ○ 22:30 未定 22:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(15) ○


23:00 かげきしょうじょ!!(5) 23:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(16) ○ 23:00 ぼくたちのリメイク(5) ○ 23:00 SCARLET NEXUS(6)▲ ○ 23:00 Strawberry Panic(11) ○ 23:00 アナログBANBAN ビッグバン(11) ○ 23:00 GREAT PRETENDER(1)▲新 ○


23:30 白い砂のアクアトープ(4)▲ ○ 23:30 出会って5秒でバトル(4)▲ ○ 23:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(4) ○ 23:30 ピーチボーイリバーサイド(6)▲ ○ 23:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(5) ◎ 23:30 魔法科高校の優等生(6) ○ 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(6)▲ ○


24:00 あひるの空(13) ◎ 24:00 あひるの空(14) ◎ 24:00 あひるの空(15) ◎ 24:00 あひるの空(16) ◎ 24:00 あひるの空(17) ◎ 24:00 かげきしょうじょ!!(6) ○ 24:00 魔乳秘剣帖(1-12) ◎


24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(39) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(40) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(41) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(42) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(43) ◎ 24:30 マケン姫っ！通(3) ○


25:00 ひぐらしのなく頃に卒(1-6) ◎ 25:00 ゲッターロボ アーク(1-5) ◎ 25:00 かげきしょうじょ!!(1-5) ◎ 25:00 転生したらスライムだった件 第2期(36.5-41) ◎ 25:00 オルタンシア・サーガ(1-12) ◎ 25:00 閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇-(1-12)▲ ◎


28:00 promo-X #179 28:00 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…Ｘ　コメンタリー副音声(5) ○ 28:00 promo-X #180 28:00 マケン姫っ！通(2)


28:30 小林さんちのメイドラゴンS(4)▲ 28:30 おとなの防具屋さんⅡ(7-12) 28:30 ゲッターロボ アーク(5) 28:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(14)新


29:00 冴えない彼女の育てかた(3)▲ 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。(5)▲ 29:00 BNA ビー・エヌ・エー(12)▲終


29:30 おとなの防具屋さんⅡ(1-6) 29:30 魔法科高校の優等生(5) 29:30 迷宮ブラックカンパニー(4)▲ 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(5)▲


新・再放送作品 1話目 p romo-X ・ 音で聴く AT-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8月 2021/7/16


8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日 8月15日
月・振替休日 火 水 木 金 土 日


6:00 僕らはみんな河合荘(8)(9)▲ 6:00 revisions リヴィジョンズ(3)(4)▲ 6:00 かなめも(12)(13)終 6:00 魔女の旅々(9)(10)▲ 6:00 ハクション大魔王２０２０(13)(14) 6:00 小林さんちのメイドラゴンS(5)▲ 6:00 ゲッターロボ アーク(6)


6:30 冴えない彼女の育てかた(4)▲ 6:30 探偵はもう、死んでいる。(6)▲


7:00 カレイドスター　HDリマスター版(46)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(47)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(48)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(49)▲ 7:00 カレイドスター　HDリマスター版(50)▲ 7:00 Club AT-X(459) 7:00 迷宮ブラックカンパニー(5)▲


7:30 装甲騎兵ボトムズ(5) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(6) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(7) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(8) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(9) 7:30 未定 7:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(15)


8:00 アニメ女子部「アオハライド」(2)▲ 8:00 アイカツプラネット！(24) 8:00 妖怪ウォッチ♪(4) 8:00 うどんの国の金色毛鞠(9)▲ 8:00 魔法騎士レイアース(41)(42)▲ 8:00 アナログBANBAN ビッグバン(11) 8:00 GREAT PRETENDER(1)▲新


8:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(36)▲ 8:30 SHAMAN KING(19) 8:30 平日深呼吸。(17) 8:30 WHITE ALBUM2(11)▲ 8:30 魔法科高校の優等生(6) 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(6)▲


9:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(5)▲ 9:00 Sonny Boy(4) 9:00 100万の命の上に俺は立っている(17)▲ 9:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(10)(11)▲ 9:00 ノーゲーム・ノーライフ(6) 9:00 ハイスクールＤ×Ｄ ＮＥＷ(1-12,OAD) ○ 9:00 ハロー！！きんいろモザイク(1-12)▲ ◎


9:30 死神坊ちゃんと黒メイド(5)▲ 9:30 ひぐらしのなく頃に卒(7) 9:30 東京リベンジャーズ(18) 9:30 転生したらスライムだった件 第2期(42)


10:00 闇芝居　第9期(4) 10:00 月が導く異世界道中(5)▲ 10:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(6)▲ 10:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(5)▲ 10:00 ジャヒー様はくじけない！(2)


10:05 俺、つしま(5)


10:10 どすこいすしずもう(18)


10:16 文豪ストレイドッグス わん！(5)


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～(5)▲ 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(42) 10:30 八月のシンデレラナイン 2021(6)▲ 10:30 精霊幻想記(6)▲ 10:30 カノジョも彼女(6)▲


11:00 SCARLET NEXUS(6)▲ 11:00 Strawberry Panic(11) 11:00 かげきしょうじょ!!(6) 11:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(17) 11:00 ぼくたちのリメイク(6)


11:30 ピーチボーイリバーサイド(6)▲ 11:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(5) 11:30 白い砂のアクアトープ(5)▲ 11:30 出会って5秒でバトル(5)▲ 11:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(5)


12:00 あひるの空(13) 12:00 あひるの空(14) 12:00 あひるの空(15) 12:00 あひるの空(16) 12:00 あひるの空(17)


12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(39) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(40) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(41) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(42) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(43)


13:00 魔女の旅々(7)(8)▲ 13:00 ハクション大魔王２０２０(11)(12) 13:00 僕らはみんな河合荘(8)(9)▲ 13:00 revisions リヴィジョンズ(3)(4)▲ 13:00 かなめも(12)(13)終


14:00 うどんの国の金色毛鞠(8)▲ 14:00 魔法騎士レイアース(39)(40)▲ 14:00 アニメ女子部「アオハライド」(2)▲ 14:00 アイカツプラネット！(24) 14:00 妖怪ウォッチ♪(4) 14:00 promo-X


14:30 WHITE ALBUM2(10)▲ 14:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(36)▲ 14:30 SHAMAN KING(19) 14:30 平日深呼吸。(17) 14:30 きんいろモザイク Pretty Days　▲ ◎


15:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(8)(9)▲ 15:00 ノーゲーム・ノーライフ(5) 15:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(5)▲ 15:00 Sonny Boy(4) 15:00 100万の命の上に俺は立っている(17)▲


15:30 転生したらスライムだった件 第2期(41) 15:30 死神坊ちゃんと黒メイド(5)▲ 15:30 ひぐらしのなく頃に卒(7) 15:30 東京リベンジャーズ(18) 15:30 BLUE SEED 2(1-3)▲ ◎ 15:30 劇場版「きんいろモザイクThank you!!」公開直前 特別企画 忘れているエピソードはないですか？ ○


16:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(4)▲ 16:00 ジャヒー様はくじけない！(1)新 16:00 闇芝居　第9期(4) 16:00 月が導く異世界道中(5)▲ 16:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(6)▲ 16:00 クイーンズブレイド 美しき闘士たち(1-6) ○


16:05 俺、つしま(5)


16:10 どすこいすしずもう(18)


16:16 文豪ストレイドッグス わん！(5)


16:30 精霊幻想記(5)▲ 16:30 カノジョも彼女(5)▲ 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～(5)▲ 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(42) 16:30 八月のシンデレラナイン 2021(6)▲


17:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(16) 17:00 ぼくたちのリメイク(5) 17:00 SCARLET NEXUS(6)▲ 17:00 Strawberry Panic(11) 17:00 かげきしょうじょ!!(6) 17:00 OVA カレイドスター 新たなる翼 -EXTRA STAGE-「笑わない すごい お姫様」　▲ ○


17:30 出会って5秒でバトル(4)▲ 17:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(4) 17:30 ピーチボーイリバーサイド(6)▲ 17:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(5) 17:30 白い砂のアクアトープ(5)▲ 17:30 OVA カレイドスター Legend of phoenix 〜レイラ・ハミルトン物語〜　▲ ○


18:00 かなめも(12)(13)終 ◎ 18:00 魔女の旅々(9)(10)▲ ◎ 18:00 ハクション大魔王２０２０(13)(14) ◎ 18:00 僕らはみんな河合荘(10)(11)▲ ◎ 18:00 revisions リヴィジョンズ(5)(6)▲ ◎


18:30 カレイドスター ぐっどだよ！ぐぅーっど！ ○


19:00 カレイドスター　HDリマスター版(51)▲終 ◎ 19:00 十二国記(1)▲再 ◎ 19:00 十二国記(2)▲ ◎ 19:00 十二国記(3)▲ ◎ 19:00 十二国記(4)▲ ◎ 19:00 結城友奈は勇者である ちゅるっと！(1-12) ◎ 19:00 クイーンズブレイド 新たなる師弟、新たなる闘い ○


19:25 トリニティセブン　OVA「七つの大罪と七魔道士」 ◎


19:30 装甲騎兵ボトムズ(10) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(11) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(12) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(13) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(14) ◎ 19:30 クイーンズブレイド リベリオン 聖女の煩悶～信仰の扉は、また開く ○


19:55 劇場版 トリニティセブン -天空図書館と真紅の魔王- ◎


20:00 妖怪ウォッチ♪(4) ○ 20:00 うどんの国の金色毛鞠(9)▲ ○ 20:00 魔法騎士レイアース(41)(42)▲ ○ 20:00 アニメ女子部「アオハライド」(3)▲ ○ 20:00 アイカツプラネット！(25)終 ○ 20:00 ぐらぶるっ！(1-12) ◎


20:30 平日深呼吸。(17) ○ 20:30 WHITE ALBUM2(11)▲ ○ 20:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(37)▲終 ○ 20:30 SHAMAN KING(20) ○


21:00 100万の命の上に俺は立っている(17)▲ ○ 21:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(10)(11)▲ ◎ 21:00 ノーゲーム・ノーライフ(6) ○ 21:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(6)▲ ○ 21:00 Sonny Boy(5) ○ 21:00 小林さんちのメイドラゴンS(6)▲ ○ 21:00 ゲッターロボ アーク(7) ○


21:30 東京リベンジャーズ(18) ○ 21:30 転生したらスライムだった件 第2期(42) ○ 21:30 死神坊ちゃんと黒メイド(6)▲ ○ 21:30 ひぐらしのなく頃に卒(8) ○ 21:30 冴えない彼女の育てかた(5)▲ ○ 21:30 探偵はもう、死んでいる。(7)▲ ○


22:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(6)▲ ○ 22:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(5)▲ ○ 22:00 ジャヒー様はくじけない！(2) ○ 22:00 闇芝居　第9期(5) ○ 22:00 月が導く異世界道中(6)▲ ○ 22:00 Club AT-X(459) 22:00 迷宮ブラックカンパニー(6)▲ ○


22:05 俺、つしま(6) ○


22:10 どすこいすしずもう(19) ○


22:16 文豪ストレイドッグス わん！(6) ○


22:30 八月のシンデレラナイン 2021(6)▲ ○ 22:30 精霊幻想記(6)▲ ○ 22:30 カノジョも彼女(6)▲ ○ 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～(6)▲ ○ 22:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(43) ○ 22:30 未定 22:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(16) ○


23:00 かげきしょうじょ!!(6) 23:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(17) ○ 23:00 ぼくたちのリメイク(6) ○ 23:00 SCARLET NEXUS(7)▲ ○ 23:00 Strawberry Panic(12) ○ 23:00 アナログBANBAN ビッグバン(11) 23:00 GREAT PRETENDER(2)▲ ○


23:30 白い砂のアクアトープ(5)▲ ○ 23:30 出会って5秒でバトル(5)▲ ○ 23:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(5) ○ 23:30 ピーチボーイリバーサイド(7)▲ ○ 23:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(6) ◎ 23:30 魔法科高校の優等生(7) ○ 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(7)▲ ○


24:00 あひるの空(18) ◎ 24:00 あひるの空(19) ◎ 24:00 あひるの空(20) ◎ 24:00 あひるの空(21) ◎ 24:00 あひるの空(22) ◎ 24:00 かげきしょうじょ!!(7) ○ 24:00 魔王城でおやすみ(1-12)▲ ◎


24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(44) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(45) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(46) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(47) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(48) ◎ 24:30 マケン姫っ！通(4) ○


25:00 未定 25:00 未定 25:00 未定 25:00 未定 25:00 SHOW BY ROCK!!STARS!!(1-12)▲ ◎ 25:00 はなまる幼稚園(1-12)▲ ◎


28:00 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…Ｘ　コメンタリー副音声(6) ○ 28:00 promo-X #179 28:00 マケン姫っ！通(3)


28:30 小林さんちのメイドラゴンS(5)▲ 28:30 未定 28:30 ゲッターロボ アーク(6) 28:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(15)


29:00 冴えない彼女の育てかた(4)▲ 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(11) 29:00 探偵はもう、死んでいる。(6)▲ 29:00 GREAT PRETENDER(1)▲新


29:30 Club AT-X(459) 29:30 魔法科高校の優等生(6) 29:30 迷宮ブラックカンパニー(5)▲ 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(6)▲


新・再放送作品 1話目 p romo-X ・ 音で聴く AT-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8月 2021/7/16


8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日 8月21日 8月22日
月 火 水 木 金 土 日


6:00 僕らはみんな河合荘(10)(11)▲ 6:00 revisions リヴィジョンズ(5)(6)▲ 6:00 中二病でも恋がしたい！(1)(2)▲再 6:00 魔女の旅々(11)(12)▲終 6:00 ハクション大魔王２０２０(15)(16) 6:00 小林さんちのメイドラゴンS(6)▲ 6:00 ゲッターロボ アーク(7)


6:30 冴えない彼女の育てかた(5)▲ 6:30 探偵はもう、死んでいる。(7)▲


7:00 カレイドスター　HDリマスター版(51)▲終 7:00 十二国記(1)▲再 7:00 十二国記(2)▲ 7:00 十二国記(3)▲ 7:00 十二国記(4)▲ 7:00 Club AT-X(459) 7:00 迷宮ブラックカンパニー(6)▲


7:30 装甲騎兵ボトムズ(10) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(11) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(12) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(13) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(14) 7:30 未定 7:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(16)


8:00 アニメ女子部「アオハライド」(3)▲ 8:00 アイカツプラネット！(25)終 8:00 妖怪ウォッチ♪(5) 8:00 うどんの国の金色毛鞠(10)▲ 8:00 魔法騎士レイアース(43)(44)▲ 8:00 アナログBANBAN ビッグバン(11) 8:00 GREAT PRETENDER(2)▲


8:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(37)▲終 8:30 SHAMAN KING(20) 8:30 平日深呼吸。(17) 8:30 WHITE ALBUM2(12)▲ 8:30 魔法科高校の優等生(7) 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(7)▲


9:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(6)▲ 9:00 Sonny Boy(5) 9:00 100万の命の上に俺は立っている(18)▲ 9:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(12)(13)▲ 9:00 ノーゲーム・ノーライフ(7) 9:00 ハイスクールＤ×Ｄ ＢｏｒＮ(1-12,OAD) ○ 9:00 未定


9:30 死神坊ちゃんと黒メイド(6)▲ 9:30 ひぐらしのなく頃に卒(8) 9:30 東京リベンジャーズ(19) 9:30 転生したらスライムだった件 第2期(43)


10:00 闇芝居　第9期(5) 10:00 月が導く異世界道中(6)▲ 10:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(7)▲ 10:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(6)▲ 10:00 ジャヒー様はくじけない！(3)


10:05 俺、つしま(6)


10:10 どすこいすしずもう(19)


10:16 文豪ストレイドッグス わん！(6)


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～(6)▲ 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(43) 10:30 八月のシンデレラナイン 2021(7)▲ 10:30 精霊幻想記(7)▲ 10:30 カノジョも彼女(7)▲


11:00 SCARLET NEXUS(7)▲ 11:00 Strawberry Panic(12) 11:00 かげきしょうじょ!!(7) 11:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(18) 11:00 ぼくたちのリメイク(7)


11:30 ピーチボーイリバーサイド(7)▲ 11:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(6) 11:30 白い砂のアクアトープ(6)▲ 11:30 出会って5秒でバトル(6)▲ 11:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(6)


12:00 あひるの空(18) 12:00 あひるの空(19) 12:00 あひるの空(20) 12:00 あひるの空(21) 12:00 あひるの空(22)


12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(44) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(45) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(46) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(47) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(48)


13:00 魔女の旅々(9)(10)▲ 13:00 ハクション大魔王２０２０(13)(14) 13:00 僕らはみんな河合荘(10)(11)▲ 13:00 revisions リヴィジョンズ(5)(6)▲ 13:00 中二病でも恋がしたい！(1)(2)▲再


14:00 うどんの国の金色毛鞠(9)▲ 14:00 魔法騎士レイアース(41)(42)▲ 14:00 アニメ女子部「アオハライド」(3)▲ 14:00 アイカツプラネット！(25)終 14:00 妖怪ウォッチ♪(5)


14:30 WHITE ALBUM2(11)▲ 14:30 アニメ女子部「文豪ストレイドッグス」(37)▲終 14:30 SHAMAN KING(20) 14:30 平日深呼吸。(17)


15:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(10)(11)▲ 15:00 ノーゲーム・ノーライフ(6) 15:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(6)▲ 15:00 Sonny Boy(5) 15:00 100万の命の上に俺は立っている(18)▲ 15:00 クイーンズブレイド リベリオン(1-12) ○


15:30 転生したらスライムだった件 第2期(42) 15:30 死神坊ちゃんと黒メイド(6)▲ 15:30 ひぐらしのなく頃に卒(8) 15:30 東京リベンジャーズ(19) 15:30 promo-X #180


16:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(5)▲ 16:00 ジャヒー様はくじけない！(2) 16:00 闇芝居　第9期(5) 16:00 月が導く異世界道中(6)▲ 16:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(7)▲ 16:00 長門有希ちゃんの消失(1-9)▲ ◎


16:05 俺、つしま(6)


16:10 どすこいすしずもう(19)


16:16 文豪ストレイドッグス わん！(6)


16:30 精霊幻想記(6)▲ 16:30 カノジョも彼女(6)▲ 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～(6)▲ 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(43) 16:30 八月のシンデレラナイン 2021(7)▲


17:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(17) 17:00 ぼくたちのリメイク(6) 17:00 SCARLET NEXUS(7)▲ 17:00 Strawberry Panic(12) 17:00 かげきしょうじょ!!(7)


17:30 出会って5秒でバトル(5)▲ 17:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(5) 17:30 ピーチボーイリバーサイド(7)▲ 17:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(6) 17:30 白い砂のアクアトープ(6)▲


18:00 中二病でも恋がしたい！(1)(2)▲再 ◎ 18:00 魔女の旅々(11)(12)▲終 ◎ 18:00 ハクション大魔王２０２０(15)(16) ◎ 18:00 僕らはみんな河合荘(12)(13)▲終 ◎ 18:00 revisions リヴィジョンズ(7)(8)▲ ◎


19:00 十二国記(5)▲ ◎ 19:00 十二国記(6)▲ ◎ 19:00 十二国記(7)▲ ◎ 19:00 十二国記(8)▲ ◎ 19:00 十二国記(9)▲ ◎


19:30 装甲騎兵ボトムズ(15) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(16) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(17) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(18) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(19) ◎


19:50 ゴブリンスレイヤー -GOBLIN'S CROWN-　▲ ◎


20:00 妖怪ウォッチ♪(5) ○ 20:00 うどんの国の金色毛鞠(10)▲ ○ 20:00 魔法騎士レイアース(43)(44)▲ ○ 20:00 アニメ女子部「アオハライド」(4)▲ ○ 20:00 劇場版「きんいろモザイクThank you!!」公開直前 特別企画 忘れているエピソードはないですか？


20:30 平日深呼吸。(17) 20:30 WHITE ALBUM2(12)▲ ○ 20:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(1)▲新 ○ 20:30 SHAMAN KING(21) ○


21:00 100万の命の上に俺は立っている(18)▲ ○ 21:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(12)(13)▲ ◎ 21:00 ノーゲーム・ノーライフ(7) ○ 21:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(7)▲ ○ 21:00 Sonny Boy(6) ○ 21:00 小林さんちのメイドラゴンS(7)▲ ○ 21:00 ゲッターロボ アーク(8) ○


21:30 東京リベンジャーズ(19) ○ 21:30 転生したらスライムだった件 第2期(43) ○ 21:30 死神坊ちゃんと黒メイド(7)▲ ○ 21:30 ひぐらしのなく頃に卒(9) ○ 21:30 冴えない彼女の育てかた(6)▲ ○ 21:30 探偵はもう、死んでいる。(8)▲ ○


22:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(7)▲ ○ 22:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(6)▲ ○ 22:00 ジャヒー様はくじけない！(3) ○ 22:00 闇芝居　第9期(6) ○ 22:00 月が導く異世界道中(7)▲ ○ 22:00 Club AT-X(460) ○ 22:00 迷宮ブラックカンパニー(7)▲ ○


22:05 俺、つしま(7) ○


22:10 どすこいすしずもう(20) ○


22:16 文豪ストレイドッグス わん！(7) ○


22:30 八月のシンデレラナイン 2021(7)▲ ○ 22:30 精霊幻想記(7)▲ ○ 22:30 カノジョも彼女(7)▲ ○ 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～(7)▲ ○ 22:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(44) ○ 22:30 未定 22:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(17) ○


23:00 かげきしょうじょ!!(7) 23:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(18) ○ 23:00 ぼくたちのリメイク(7) ○ 23:00 SCARLET NEXUS(8)▲ ○ 23:00 Strawberry Panic(13) ○ 23:00 アナログBANBAN ビッグバン(12) ○ 23:00 GREAT PRETENDER(3)▲ ○


23:30 白い砂のアクアトープ(6)▲ ○ 23:30 出会って5秒でバトル(6)▲ ○ 23:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(6) ○ 23:30 ピーチボーイリバーサイド(8)▲ ○ 23:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(7) ◎ 23:30 魔法科高校の優等生(8) ○ 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(8)▲ ○


24:00 あひるの空(23) ◎ 24:00 あひるの空(24) ◎ 24:00 あひるの空　前半プレイバック ◎ 24:00 あひるの空(25) ◎ 24:00 あひるの空(26) ◎ 24:00 かげきしょうじょ!!(8) ○ 24:00 OVA カレイドスター 新たなる翼 -EXTRA STAGE-「笑わない すごい お姫様」　▲


24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(49) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(50) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(51) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(52) ◎ 24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(53) ◎ 24:30 マケン姫っ！通(5) ○ 24:30 OVA カレイドスター Legend of phoenix 〜レイラ・ハミルトン物語〜　▲


25:00 未定 25:00 未定 25:00 未定 25:00 未定 25:00 WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～(1-12)▲ ◎ 25:00 異種族レビュアーズ　無修正 ver.(1-12) ◎


25:30 カレイドスター ぐっどだよ！ぐぅーっど！


26:00 ピーター・グリルと賢者の時間　超賢者ver.(1-12) ◎


28:00 promo-X 28:00 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…Ｘ　コメンタリー副音声(7) ○ 28:00 promo-X 28:00 マケン姫っ！通(4)


28:30 小林さんちのメイドラゴンS(6)▲ 28:30 未定 28:30 ゲッターロボ アーク(7) 28:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(16)


28:55 土下座で頼んでみた　本気で頼んでみた版(1-13) ◎


29:00 冴えない彼女の育てかた(5)▲ 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(11) 29:00 探偵はもう、死んでいる。(7)▲ 29:00 GREAT PRETENDER(2)▲


29:30 Club AT-X(459) 29:30 魔法科高校の優等生(7) 29:30 迷宮ブラックカンパニー(6)▲ 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(7)▲


新・再放送作品 1話目 p romo-X ・ 音で聴く AT-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8月 2021/7/16


8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日 8月28日 8月29日
月 火 水 木 金 土 日


6:00 僕らはみんな河合荘(12)(13)▲終 6:00 revisions リヴィジョンズ(7)(8)▲ 6:00 中二病でも恋がしたい！(3)(4)▲ 6:00 神様になった日(1)(2)▲再 6:00 ハクション大魔王２０２０(17)(18) 6:00 小林さんちのメイドラゴンS(7)▲ 6:00 ゲッターロボ アーク(8)


6:30 冴えない彼女の育てかた(6)▲ 6:30 探偵はもう、死んでいる。(8)▲


7:00 十二国記(5)▲ 7:00 十二国記(6)▲ 7:00 十二国記(7)▲ 7:00 十二国記(8)▲ 7:00 十二国記(9)▲ 7:00 Club AT-X(460) 7:00 迷宮ブラックカンパニー(7)▲


7:30 装甲騎兵ボトムズ(15) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(16) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(17) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(18) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(19) 7:30 未定 7:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(17)


8:00 アニメ女子部「アオハライド」(4)▲ 8:00 劇場版「きんいろモザイクThank you!!」公開直前 特別企画 忘れているエピソードはないですか？ 8:00 妖怪ウォッチ♪(6) 8:00 うどんの国の金色毛鞠(11)▲ 8:00 魔法騎士レイアース(45)(46)▲ 8:00 アナログBANBAN ビッグバン(12) 8:00 GREAT PRETENDER(3)▲


8:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(1)▲新 8:30 SHAMAN KING(21) 8:30 平日深呼吸。(18) 8:30 WHITE ALBUM2(13)▲終 8:30 魔法科高校の優等生(8) 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(8)▲


9:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(7)▲ 9:00 Sonny Boy(6) 9:00 100万の命の上に俺は立っている(19)▲ 9:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(14)(15)▲ 9:00 ノーゲーム・ノーライフ(8) 9:00 ハイスクールＤ×Ｄ ＨＥＲＯ(0-12) ○ 9:00 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(1-12)▲ ◎


9:30 死神坊ちゃんと黒メイド(7)▲ 9:30 ひぐらしのなく頃に卒(9) 9:30 東京リベンジャーズ(20) 9:30 転生したらスライムだった件 第2期(44)


10:00 闇芝居　第9期(6) 10:00 月が導く異世界道中(7)▲ 10:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(8)▲ 10:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(7)▲ 10:00 ジャヒー様はくじけない！(4)


10:05 俺、つしま(7)


10:10 どすこいすしずもう(20)


10:16 文豪ストレイドッグス わん！(7)


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～(7)▲ 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(44) 10:30 八月のシンデレラナイン 2021(8)▲ 10:30 精霊幻想記(8)▲ 10:30 カノジョも彼女(8)▲


11:00 SCARLET NEXUS(8)▲ 11:00 Strawberry Panic(13) 11:00 かげきしょうじょ!!(8) 11:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(19) 11:00 ぼくたちのリメイク(8)


11:30 ピーチボーイリバーサイド(8)▲ 11:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(7) 11:30 白い砂のアクアトープ(7)▲ 11:30 出会って5秒でバトル(7)▲ 11:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(7)


12:00 あひるの空(23) 12:00 あひるの空(24) 12:00 あひるの空　前半プレイバック 12:00 あひるの空(25) 12:00 あひるの空(26)


12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(49) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(50) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(51) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(52) 12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(53)


13:00 魔女の旅々(11)(12)▲終 13:00 ハクション大魔王２０２０(15)(16) 13:00 僕らはみんな河合荘(12)(13)▲終 13:00 revisions リヴィジョンズ(7)(8)▲ 13:00 中二病でも恋がしたい！(3)(4)▲


14:00 うどんの国の金色毛鞠(10)▲ 14:00 魔法騎士レイアース(43)(44)▲ 14:00 アニメ女子部「アオハライド」(4)▲ 14:00 劇場版「きんいろモザイクThank you!!」公開直前 特別企画 忘れているエピソードはないですか？ 14:00 妖怪ウォッチ♪(6)


14:30 WHITE ALBUM2(12)▲ 14:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(1)▲新 14:30 SHAMAN KING(21) 14:30 平日深呼吸。(18)


15:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(12)(13)▲ 15:00 ノーゲーム・ノーライフ(7) 15:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(7)▲ 15:00 Sonny Boy(6) 15:00 100万の命の上に俺は立っている(19)▲ 15:00 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　OVA　▲ ○


15:30 転生したらスライムだった件 第2期(43) 15:30 死神坊ちゃんと黒メイド(7)▲ 15:30 ひぐらしのなく頃に卒(9) 15:30 東京リベンジャーズ(20) 15:30 音で聴くAT-X 15:30 うまよん(1-12) ◎


15:55 R指定アニメ！　生放送 第一部(3) ○


16:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(6)▲ 16:00 ジャヒー様はくじけない！(3) 16:00 闇芝居　第9期(6) 16:00 月が導く異世界道中(7)▲ 16:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(8)▲ 16:00 長門有希ちゃんの消失(10-16,OAD)▲ ○


16:05 俺、つしま(7)


16:10 どすこいすしずもう(20)


16:16 文豪ストレイドッグス わん！(7)


16:30 精霊幻想記(7)▲ 16:30 カノジョも彼女(7)▲ 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～(7)▲ 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(44) 16:30 八月のシンデレラナイン 2021(8)▲ 16:30 ヴァンキッシュド・クイーンズ(1-4) ○


17:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(18) 17:00 ぼくたちのリメイク(7) 17:00 SCARLET NEXUS(8)▲ 17:00 Strawberry Panic(13) 17:00 かげきしょうじょ!!(8)


17:30 出会って5秒でバトル(6)▲ 17:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(6) 17:30 ピーチボーイリバーサイド(8)▲ 17:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(7) 17:30 白い砂のアクアトープ(7)▲


18:00 中二病でも恋がしたい！(3)(4)▲ ◎ 18:00 神様になった日(1)(2)▲再 ◎ 18:00 ハクション大魔王２０２０(17)(18) ◎ 18:00 月刊少女野崎くん(1)(2)▲再 ◎ 18:00 revisions リヴィジョンズ(9)(10)▲ ◎


18:30 クイーンズブレイド グリムワール(1)(2) ○


19:00 十二国記(10)▲ ◎ 19:00 十二国記(11)▲ ◎ 19:00 十二国記(12)▲ ◎ 19:00 十二国記(13)▲ ◎ 19:00 十二国記(14)▲ ◎


19:25 R指定アニメ！　生放送 第二部(3) ○


19:30 装甲騎兵ボトムズ(20) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(21) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(22) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(23) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(24) ◎


19:32 クイーンズブレイド UNLIMITED(1)(2) ○


20:00 妖怪ウォッチ♪(6) ○ 20:00 うどんの国の金色毛鞠(11)▲ ○ 20:00 魔法騎士レイアース(45)(46)▲ ○ 20:00 アニメ女子部「アオハライド」(5)▲ ○ 20:00 ミュークルドリーミー みっくす！(1)新 ○


20:30 平日深呼吸。(18) ○ 20:30 WHITE ALBUM2(13)▲終 ○ 20:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(2)▲ ○ 20:30 SHAMAN KING(22) ○ 20:30 promo-X 20:30 つぐもも　ちょっとHなOVA ○


21:00 100万の命の上に俺は立っている(19)▲ ○ 21:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(14)(15)▲ ◎ 21:00 ノーゲーム・ノーライフ(8) ○ 21:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(8)▲ ○ 21:00 Sonny Boy(7) ○ 21:00 小林さんちのメイドラゴンS(8)▲ ○ 21:00 ゲッターロボ アーク(9) ○


21:30 東京リベンジャーズ(20) ○ 21:30 転生したらスライムだった件 第2期(44) ○ 21:30 死神坊ちゃんと黒メイド(8)▲ ○ 21:30 ひぐらしのなく頃に卒(10) ○ 21:30 冴えない彼女の育てかた(7)▲ ○ 21:30 探偵はもう、死んでいる。(9)▲ ○


22:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(8)▲ ○ 22:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(7)▲ ○ 22:00 ジャヒー様はくじけない！(4) ○ 22:00 闇芝居　第9期(7) ○ 22:00 月が導く異世界道中(8)▲ ○ 22:00 Club AT-X(460) 22:00 迷宮ブラックカンパニー(8)▲ ○


22:05 俺、つしま(8) ○


22:10 どすこいすしずもう(21) ○


22:16 文豪ストレイドッグス わん！(8) ○


22:30 八月のシンデレラナイン 2021(8)▲ ○ 22:30 精霊幻想記(8)▲ ○ 22:30 カノジョも彼女(8)▲ ○ 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～(8)▲ ○ 22:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(45) ○ 22:30 未定 22:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(18) ○


23:00 かげきしょうじょ!!(8) 23:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(19) ○ 23:00 ぼくたちのリメイク(8) ○ 23:00 SCARLET NEXUS(9)▲ ○ 23:00 Strawberry Panic(14) ○ 23:00 アナログBANBAN ビッグバン(12) 23:00 GREAT PRETENDER(4)▲ ○


23:30 白い砂のアクアトープ(7)▲ ○ 23:30 出会って5秒でバトル(7)▲ ○ 23:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(7) ○ 23:30 ピーチボーイリバーサイド(9)▲ ○ 23:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(8) ◎ 23:30 魔法科高校の優等生(9) ○ 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(9)▲ ○


24:00 あひるの空(27) ◎ 24:00 あひるの空(28) ◎ 24:00 あひるの空(29) ◎ 24:00 あひるの空(30) ◎ 24:00 あひるの空(31) ◎ 24:00 かげきしょうじょ!!(9) ○ 24:00 ヨスガノソラ(1-12) ◎


24:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(54)終 ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(1)再 ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(2) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(3) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(4) ◎ 24:30 マケン姫っ！通(6) ○


25:00 未定 25:00 未定 25:00 未定 25:00 未定 25:00 アズールレーン(1-12)▲ ◎ 25:00 回復術士のやり直し　完全《回復》ver.(1-12) ◎


28:00 promo-X 28:00 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…Ｘ　コメンタリー副音声(8) ○ 28:00 promo-X 28:00 マケン姫っ！通(5)


28:30 小林さんちのメイドラゴンS(7)▲ 28:30 未定 28:30 ゲッターロボ アーク(8) 28:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(17)


29:00 冴えない彼女の育てかた(6)▲ 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(12) 29:00 探偵はもう、死んでいる。(8)▲ 29:00 GREAT PRETENDER(3)▲


29:30 Club AT-X(460) 29:30 魔法科高校の優等生(8) 29:30 迷宮ブラックカンパニー(7)▲ 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(8)▲


新・再放送作品 1話目 p romo-X ・ 音で聴く AT-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8月 2021/7/16


8月30日 8月31日 9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日
月 火 水 木 金 土 日


6:00 月刊少女野崎くん(1)(2)▲再 6:00 revisions リヴィジョンズ(9)(10)▲


7:00 十二国記(10)▲ 7:00 十二国記(11)▲


7:30 装甲騎兵ボトムズ(20) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(21)


8:00 アニメ女子部「アオハライド」(5)▲ 8:00 ミュークルドリーミー みっくす！(1)新


8:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(2)▲ 8:30 SHAMAN KING(22)


9:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(8)▲ 9:00 Sonny Boy(7)


9:30 死神坊ちゃんと黒メイド(8)▲ 9:30 ひぐらしのなく頃に卒(10)


10:00 闇芝居　第9期(7) 10:00 月が導く異世界道中(8)▲


10:05 俺、つしま(8)


10:10 どすこいすしずもう(21)


10:16 文豪ストレイドッグス わん！(8)


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～(8)▲ 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(45)


11:00 SCARLET NEXUS(9)▲ 11:00 Strawberry Panic(14)


11:30 ピーチボーイリバーサイド(9)▲ 11:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(8)


12:00 あひるの空(27) 12:00 あひるの空(28)


12:30 超電磁ロボ コン・バトラーV(54)終 12:30 超電磁マシーン ボルテスV(1)再


13:00 神様になった日(1)(2)▲再 13:00 ハクション大魔王２０２０(17)(18)


14:00 うどんの国の金色毛鞠(11)▲ 14:00 魔法騎士レイアース(45)(46)▲


14:30 WHITE ALBUM2(13)▲終


15:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(14)(15)▲ 15:00 ノーゲーム・ノーライフ(8)


15:30 転生したらスライムだった件 第2期(44)


16:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(7)▲ 16:00 ジャヒー様はくじけない！(4)


16:30 精霊幻想記(8)▲ 16:30 カノジョも彼女(8)▲


17:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(19) 17:00 ぼくたちのリメイク(8)


17:30 出会って5秒でバトル(7)▲ 17:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(7)


18:00 中二病でも恋がしたい！(5)(6)▲ ◎ 18:00 神様になった日(3)(4)▲ ◎


19:00 十二国記(15)▲ ◎ 19:00 十二国記(16)▲ ◎


19:30 装甲騎兵ボトムズ(25) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(26) ◎


20:00 妖怪ウォッチ♪(7) ○ 20:00 うどんの国の金色毛鞠(12)▲終 ○


20:30 平日深呼吸。(18) 20:30 つぐもも　ちょっとHなOVA


21:00 100万の命の上に俺は立っている(20)▲ ○ 21:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(16)(17)▲ ◎


21:30 東京リベンジャーズ(21) ○


22:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(9)▲ ○ 22:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(8)▲ ○


22:30 八月のシンデレラナイン 2021(9)▲ ○ 22:30 精霊幻想記(9)▲ ○


23:00 かげきしょうじょ!!(9) 23:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(20) ○


23:30 白い砂のアクアトープ(8)▲ ○ 23:30 出会って5秒でバトル(8)▲ ○


24:00 あひるの空(32) ◎ 24:00 あひるの空(33) ◎


24:30 超電磁マシーン ボルテスV(5) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(6) ◎


25:00 未定 25:00 未定


27:30 未定


28:00 promo-X 28:00 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…Ｘ　コメンタリー副音声(9) ○


28:30 小林さんちのメイドラゴンS(8)▲ 28:30 未定


29:00 冴えない彼女の育てかた(7)▲ 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(12)


29:30 Club AT-X(460) 29:30 魔法科高校の優等生(9)


新・再放送作品 1話目 p romo-X ・ 音で聴く AT-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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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）


24:00 24:00


27:00 27:00 27:00


27:30 27:30 27:30
45[S][HD][F]SUPER GT
2021 ダイジェスト


25:30 25:30 30[多][HD][F]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第1節
『クボタ vs. 宗像サニックス』
(2021/02/20 中台運動公園
陸上競技場)


25:30


26:00 26:00 26:00


26:30 26:30 26:30


20:00


20:30 20:30 20:30


22:00 22:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 千葉ロッテ
(08/01)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


22:00


22:30 22:30 22:30


23:00 23:00 23:00


24:30 24:30 24:30


25:00 25:00 25:00


23:30 23:30 23:30


24:00


19:00 19:00 19:00


19:30 19:30 19:30


17:30 17:30 17:30


55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 千葉ロッテ
(08/01)』
(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


21:00 21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


20:00 20:00


16:30 16:30 16:30


17:00 17:00 17:00


15:00 15:00 15:00


15:30 15:30 15:30
40[多][HD][F]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第1節
『NTTコミュニケーションズ
vs. Honda』
(2021/02/20 江東区夢の島
競技場)


16:00 16:00 16:00


14:00 14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


12:30 12:30 12:30


13:00 13:00 13:00


25[多][HD][F]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第1節
『パナソニック vs. リコー』
(2021/02/20 秩父宮ラグ
ビー場)


13:30 13:30 13:30


11:00 11:00 11:00
10[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)


11:30 11:30 11:30


12:00 12:00 12:00


08:30 08:30


10:00 10:00 10:00


10:30 10:30 10:30


09:00 09:00 09:00


09:30 09:30 09:30


06:30 06:30 06:30


07:00 07:00 07:00


05:00 05:00 00[S][HD][F]SUPER GT
2021 ダイジェスト


05:00
15[S][HD][F]
ラグビー 一人語り #405:30 05:30 05:30
40[S][HD][F]
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


06:00


07:30 07:30 07:30
40[S][同][HD][F]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 千葉ロッテ
(07/31)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


08:00 08:00 08:00


08:30


04:00 04:00 00[S][字][HD][F]
WWE スマックダウン #1144
【ハイライト】


04:00


04:30 04:30 04:30


06:00 06:00
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J SPORTS 1 2021.08.02-2021.08.08
2021.08.02 2021.08.03 2021.08.04 2021.08.05 2021.08.06 2021.08.07 2021.08.08


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）


15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第2節
『宗像サニックス vs. 三菱重
工相模原』
(2021/02/27 グローバルア
リーナ)


24:30 24:30


27:00
15[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


27:30 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


27:30 27:30
45[S][HD]SUPER GT 2021
ダイジェスト


45[S][休][HD]MLBミュー
ジック #27


45[S][HD]MLBミュージック
#27


30[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3戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/08/07 FNBスタジア
ム, ヨハネスブルグ, 南アフリ
カ)


24:30
45[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第1節
『キヤノン vs. NTTドコモ』
(2021/02/21 町田GIONスタ
ジアム)


25:00 25:00 25:00


24:00 24:00 24:00


30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


30[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


26:30 26:30
45[S][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP


27:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1144
【ハイライト】


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]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


27:00


15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第3節
『NEC vs. ヤマハ発動機』
(2021/03/06 秩父宮ラグ
ビー場)


25:30 25:30 25:30
45[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


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


26:00 26:00 26:00


26:30


15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第1節
『日野 vs. ヤマハ発動機』
(2021/02/21 東大阪市花園
ラグビー場)


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 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)


00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第2節
『NTTドコモ vs. NEC』
(2021/02/27 ヤンマーフィー
ルド長居)


00[S][初][HD][F]
MLBイッキ見！ #19


22:00 22:00
15[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)


22:30 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)


22:30 22:30
45[S][F]インフォメーション


23:00 00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第2節
『神戸製鋼 vs. キヤノン』
(2021/02/28 神戸総合運動
公園ユニバー記念競技場)


23:00 23:00


23:30 30[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第2節
『Honda vs. サントリー』
(2021/02/28 三重交通Gス
ポーツの杜鈴鹿サッカー・ラ
グビー場)


23:30 30[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第3節
『キヤノン vs. パナソニック』
(2021/03/06 昭和電工ドー
ム大分 )


23:30


19:00


19:30


45[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第3節
『サントリー vs. 宗像サニッ
クス』
(2021/03/06 ＪＩＴ リサイクル
インク スタジアム)


55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 埼玉西武
(08/03)』
(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


55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 埼玉西武
(08/04)』
(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


18:00 00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第1節
『トヨタ自動車 vs. 東芝』
(2021/02/20 パロマ瑞穂ラ
グビー場)


18:00


19:30


21:00 21:00


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)


20:00 20:00 00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第3節
『トヨタ自動車 vs. Honda』
(2021/03/06 パロマ瑞穂ラ
グビー場)


20:00
15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第1節
『神戸製鋼 vs. NEC』
(2021/02/20 東大阪市花園
ラグビー場)


20:30 20:30 20:30


21:00
15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第2節
『パナソニック vs. 日野』
(2021/02/28 熊谷スポーツ
文化公園ラグビー場)


15[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3戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/08/07 FNBスタジア
ム, ヨハネスブルグ, 南アフリ
カ)


40[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第2節
『東芝 vs. クボタ』
(2021/02/27 秩父宮ラグ
ビー場)


16:00 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


16:00 16:00


16:30 16:30 16:30
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)


17:00 17:00 17:00


17:30 30[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第2節
『ヤマハ発動機 vs. リコー』
(2021/02/28 東大阪市花園
ラグビー場)


17:30 17:30


18:00


18:30 18:30 18:30


19:00 00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第2節
『NTTコミュニケーションズ
vs. トヨタ自動車』
(2021/02/28 ユアテックスタ
ジアム仙台)


19:00 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)


14:00 14:00


14:30 30[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第3節
『NTTドコモ vs. リコー』
(2021/03/06 東大阪市花園
ラグビー場)


14:30


15:00 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


00[S][HD]スーパーフォー 15:00 15:00
10[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報15:30


14:30 30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


30[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


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)
30[S][HD][F]山本尚貴 国内 30[S][同][HD]


J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 埼玉西武
(08/04)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


15:30 30[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第3節
『三菱重工相模原 vs. 東芝』
(2021/03/06 釜石鵜住居復
興スタジアム)


15:30
40[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第1節
『三菱重工相模原 vs. サント
リー』
(2021/02/21 相模原ギオン
スタジアム)


13:00 00[S][HD]MLBミュージック
#27


13:00
15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第3節
『クボタ vs. NTTコミュニケー
ションズ』
(2021/03/06 江戸川区陸上
競技場)


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


13:00 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


13:30 13:30


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2【J SPORTSハッ


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン2【J SPORTSハッ


30[S][HD]
MOTOR GAMES #383


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


11:30 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


11:30 11:30


12:00 12:00 12:00
15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第3節
『神戸製鋼 vs. 日野』
(2021/03/06 神戸総合運動
公園ユニバー記念競技場 )


12:30 30[S]
インフォメーション


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 埼玉西武
(08/03)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 埼玉西武
(08/04)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S][HD]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 埼玉西武
(08/03)』
(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


09:00


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


(2021/07/17)


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]
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]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第3戦
『モンツァ6時間レース(イタリ


10:00


10:30 30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


09:00


09:30 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)


09:30 30[S][HD]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 埼玉西武
(08/04)』
(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


09:30


10:00 00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


10:00 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 テストマッチ
第3戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/08/07 FNBスタジア
ム, ヨハネスブルグ, 南アフリ
カ)


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


08:00


08:30 08:30 08:30


09:00


08:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


00[S]
インフォメーション


07:00 00[S]
インフォメーション


00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


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


07:00


07:30 30[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)


07:30


08:00


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]
インフォメーション


06:30 06:30


00[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


00[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


06:00 00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


(2021/07/17)


06:00


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


07:00


07:30


04:00 00[S][字][HD]
WWE ロウ #1470
【ハイライト】


00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1145
【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]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


05:00 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


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)


05:00


05:30 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[S][字][HD]
WWE ロウ #1470
【ハイライト】







週 間 番 組 表 Page：3/6
出力：2021/7/23  11:02


J SPORTS 1 2021.08.09-2021.08.15
2021.08.09 2021.08.10 2021.08.11 2021.08.12 2021.08.13 2021.08.14 2021.08.15


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[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1145
【ハイライト】


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】
2012 ワールドチャンピオン
シップ
決勝


27:00 00[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2013 ワールドマッチプレー
準々決勝
『エイドリアン・ルイス vs. ア


27:00


27:30 30[S][HD]
MLB 深掘り History #3


30[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #5


24:30
45[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第4節
『NEC vs. 日野』
(2021/03/21 秩父宮ラグ
ビー場)


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3戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/08/07 FNBスタジア
ム, ヨハネスブルグ, 南アフリ
カ)


25:00 00[S]
機器メンテナンス


25:00 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


25:00
15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第5節
『クボタ vs. 三菱重工相模
原』
(2021/03/28 江戸川区陸上
競技場 )


25:30 25:30 30[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


25:30


26:00 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(08/15)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


26:00


26:30 30[S][HD]
MLB 深掘り History #3


26:30


27:30 27:30


26:30


22:00
15[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3戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/08/07 FNBスタジア
ム, ヨハネスブルグ, 南アフリ
カ)


22:30 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3戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/08/07 FNBスタジア
ム, ヨハネスブルグ, 南アフリ
カ)


30[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第5節
『トヨタ自動車 vs. サント
リー』
(2021/03/27 パロマ瑞穂ラ
グビー場 )


22:30 22:30
45[S][F]インフォメーション 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3戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/08/07 FNBスタジア
ム, ヨハネスブルグ, 南アフリ
カ)


23:00 00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第5節
『ヤマハ発動機 vs. 神戸製
鋼』
(2021/03/27 東大阪市花園
ラグビー場 )


23:00 23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 24:00 24:00
15[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3戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/08/07 FNBスタジア
ム, ヨハネスブルグ, 南アフリ
カ)


15[S][休][HD][F]ル・マン24
時間レース2021 ナビ24:30 30[S][休][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


24:30


17:00 17:00


20:30


21:00 21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


19:30


20:00 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 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)


20:00
15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第4節
『クボタ vs. Honda』
(2021/03/14 ゼットエーオリ
プリスタジアム)


15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第5節
『リコー vs. キヤノン』
(2021/03/27 秩父宮ラグ
ビー場 )


20:30 20:30 30[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第6節
『サントリー vs. クボタ』
(2021/04/03 秩父宮ラグ
ビー場)


22:00 00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第4節
『三菱重工相模原 vs. NTTコ
ミュニケーションズ』
(2021/03/14 相模原ギオン
スタジアム)


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3戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/08/07 FNBスタジア
ム, ヨハネスブルグ, 南アフリ
カ)
(休止の場合あり)


00[S][初][HD][F]
MLBイッキ見！ #20


22:00


15:30 30[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第6節
『ヤマハ発動機 vs. NTTドコ
モ』
(2021/04/03 万博記念競技
場)


18:00
15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第5節
『パナソニック vs. NEC』
(2021/03/28 秩父宮ラグ
ビー場 )


18:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
～フィールド・オブ・ドリーム
ス ゲーム～
『ホワイトソックス vs. ヤン
キース(08/12)』


（フィールド・オブ・ドリーム
ス, アイオワ州ダイアーズビ
ル）


18:30 18:30


19:00 19:00 19:00


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)


55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 福岡ソフトバンク
(08/09)』
(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[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 福岡ソフトバンク
(08/10)』
(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 00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第4節
『NTTドコモ vs. パナソニッ
ク』
(2021/03/14 ヤンマーフィー
ルド長居)


00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第5節
『東芝 vs. NTTコミュニケー
ションズ』
(2021/03/26 秩父宮ラグ
ビー場 )


18:00


19:30


15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第5節
『日野 vs. NTTドコモ』
(2021/03/28 東大阪市花園
ラグビー場 )


16:30 16:30 16:30


14:30


15:00


17:00


17:30 17:30 17:30


15:30
40[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第4節
『ヤマハ発動機 vs. キヤノ
ン』
(2021/03/14 ヤマハスタジ
アム)


40[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第4節
『宗像サニックス vs. トヨタ自
動車』
(2021/03/13 グローバルア
リーナ)


45[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第4節
『リコー vs. 神戸製鋼』
(2021/03/14 駒沢オリンピッ
ク公園総合運動場)


45[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第4節
『東芝 vs. サントリー』
(2021/03/20 秩父宮ラグ
ビー場)


16:00 00[S][HD]MLBミュージック
#27


16:00 00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第5節
『Honda vs. 宗像サニックス』
(2021/03/28 パロマ瑞穂ラ
グビー場 )


16:00


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』
(休止の場合あり)


15:00 00[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


15:00


15:30 30[S][HD][F]ル・マン24時間 30[S][HD]SUPER GT 2021
ダイジェスト


30[S][HD]MLBミュージック
#27


13:00 13:00
10[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第6節
『三菱重工相模原 vs. トヨタ
自動車』
(2021/04/03 東大阪市花園
ラグビー場)


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン2【J SPORTSハッ


14:00


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


13:30 13:30
40[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


14:00 00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン2【J SPORTSハッ


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン2【J SPORTSハッ


14:00


14:30 30[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


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[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


14:30 30[S][休][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


11:00 00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第6節
『NTTコミュニケーションズ
vs. 宗像サニックス』
(2021/04/03 高知県立春野
総合運動公園陸上競技場)


11:00


11:30 30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


30[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第6戦
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07-08)
(休止の場合あり)


11:30 30[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


11:30


12:00 12:00 00[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第6戦
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07-08)
(休止の場合あり)


12:00


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


13:00 00[S][HD][F]ル・マン24時間 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][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]
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


09:00


09:30 09:30 09:30


10:00 00[S]
インフォメーション


00[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第3戦
『モンツァ6時間レース(イタリ


00[S]
インフォメーション


10:00


08:30 30[S][HD]
ラグビー 一人語り #1
藤島大が語る大西鐵之祐イ


08:30


09:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 福岡ソフトバンク
(08/09)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 福岡ソフトバンク
(08/10)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


09:00 00[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドマッチプレー
準決勝
『ロニー・バクスター vs. テ


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)


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]
WWE ロウ #1471
【ハイライト】


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


(2021/07/17)


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)


08:00


00[S]
インフォメーション


10:00


10:30 30[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


30[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


10:30 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)


10:30


11:00 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[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


06:00 06:00


06:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #384


30[S]
インフォメーション


06:30 30[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1146
【ハイライト】


06:30


07:00 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


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[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 00[S][HD]
NPBガールズトーナメント
2021 ～女子学童野球日本
一決定戦～
準決勝-2


(2021/08/04　坊っちゃんス
タジアム)


07:00


07:30 07:30 30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


07:30


08:00 08:00


08:30


04:00 00[S][字][HD]
WWE ロウ #1471
【ハイライト】


00[S][HD]
NPBガールズトーナメント
2021 ～女子学童野球日本
一決定戦～
決勝


(2021/08/05　坊っちゃんス
タジアム)


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 00[S][HD]
NPBガールズトーナメント
2021 ～女子学童野球日本
一決定戦～
準決勝-1


(2021/08/04　坊っちゃんス
タジアム)


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


05:30 05:30 05:30


06:00 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[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い







週 間 番 組 表 Page：4/6
出力：2021/7/23  11:02


J SPORTS 1 2021.08.16-2021.08.22
2021.08.16 2021.08.17 2021.08.18 2021.08.19 2021.08.20 2021.08.21 2021.08.22


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[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


30[S][HD]
ラグビー 一人語り #3
藤島大が語る明治ラグビー・


30[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #5


26:30 26:30
45[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
プレーオフトーナメント 1回
戦-4
『宗像サニックス vs. 近鉄』
(2021/04/18 秩父宮ラグ


27:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1146
【ハイライト】


00[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #5


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][初][HD]MLBミュー
ジック #28


23:00 23:00
15[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/19)』


23:30


24:30


25:00 25:00 25:00


25:30 25:30 25:30


23:30 23:30


24:00 24:00 24:00
15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第7節
『リコー vs. 日野』
(2021/04/10 駒沢オリンピッ
ク公園総合運動場)


15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第7節
『Honda vs. 三菱重工相模
原』
(2021/04/10 ミクニワールド
スタジアム北九州)


15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第7節
『キヤノン vs. NEC』
(2021/04/11 熊谷スポーツ
文化公園ラグビー場)


24:30 24:30


26:00 26:00


20:30 30[二][L][初][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
『放送開始時刻・対戦カード
未定(08/19)』
(2021/08/19)


※開催スケジュール未定に
より変更の場合あり


20:30 20:30


21:00 21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


22:00 00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第7節
『トヨタ自動車 vs. クボタ』
(2021/04/11 東大阪市花園
ラグビー場)


00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第7節
『パナソニック vs. ヤマハ発
動機』
(2021/04/10 熊谷スポーツ
文化公園ラグビー場)


00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第7節
『サントリー vs. NTTコミュニ
ケーションズ』
(2021/04/11 駒沢オリンピッ
ク公園総合運動場)


00[S][初][HD][F]
MLBイッキ見！ #21


22:00 00[二][L][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
『放送開始時刻・対戦カード
未定(08/21)』
(2021/08/21)


※開催スケジュール未定に
より変更の場合あり


00[二][L][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
『放送開始時刻・対戦カード
未定(08/22)』
(2021/08/22)


※開催スケジュール未定に
より変更の場合あり


22:00


22:30 22:30 22:30
45[S][F]インフォメーション


23:00


18:30 18:30 18:30


17:30 30[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第6節
『Honda vs. 東芝』
(2021/04/04 東大阪市花園
ラグビー場)


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 福岡ソフトバンク
(08/17)』
(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


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 福岡ソフトバンク
(08/18)』
(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
45[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
プレーオフトーナメント 1回
戦-2
『豊田自動織機 vs. NEC』
(2021/04/17 東大阪市花園
ラグビー場)


55[BB][S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 東京ヤクルト
(08/20)』
(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. 東京ヤクルト
(08/21)』
(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. 東京ヤクルト
(08/22)』
(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 19:00 19:00


19:30 19:30 19:30
45[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第6節
『神戸製鋼 vs. パナソニッ
ク』
(2021/04/04 神戸総合運動
公園ユニバー記念競技場)


20:00 20:00 20:00
15[S][HD][F]FIFA フットサ
ルワールドカップ ナビ 2021


17:00


15:30 15:30 15:30


16:00 16:00 16:00


18:00 18:00 18:00


14:00


15:00
15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第6節
『NEC vs. リコー』
(2021/04/04 秩父宮ラグ
ビー場)


15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第7節
『NTTドコモ vs. 神戸製鋼』
(2021/04/10 東大阪市花園
ラグビー場)


15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第7節
『宗像サニックス vs. 東芝』
(2021/04/11 ミクニワールド
スタジアム北九州)


15[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
プレーオフトーナメント 1回
戦-1
『三菱重工相模原 vs. コカ・
コーラ』
(2021/04/17 パロマ瑞穂ラ
グビー場)


25[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
プレーオフトーナメント 1回
戦-3
『清水建設 vs. 日野』
(2021/04/18 たけびしスタジ
アム京都)


14:30 14:30


00[S]インフォメーション 00[S][HD]MLBミュージック
#27


00[S][HD][F]FIFA フットサ
ルワールドカップ ナビ 2021


00[S]インフォメーション 00[S][HD]
ラグビー 一人語り #1


15:00 00[二][L][初][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part6【サバイバル】』
(2021/08/21-22)


30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


30[S][HD]
ラグビー 一人語り #1
藤島大が語る大西鐵之祐イ


30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


16:30 16:30


17:00


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


45[S][HD][F]ル・マン24時間
レース2021 ナビ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][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 00[多][L][初][HD]
SUPER GT 2021
第3戦 鈴鹿サーキット
『予選』
(2021/08/21)


※放送開始時刻未定
14:00 00[S][HD]


桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン2【J SPORTSハッ


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン2【J SPORTSハッ


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン2【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


14:00


15:00


14:30


16:30


17:00


00[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第6戦
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07-08)
(休止の場合あり)


10:00 10:00


10:30


00[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #5
(休止の場合あり)


00[S][HD]
MOTOR GAMES #385


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 福岡ソフトバンク
(08/17)』
(楽天生命パーク宮城)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 福岡ソフトバンク
(08/18)』
(楽天生命パーク宮城)


09:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 阪神(08/21)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


30[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)


12:00 12:00 12:00
15[S][HD]
Yogibo SUPER GTに挑む！
#3


12:30 30[S]
インフォメーション


30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


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 30[二][L][初][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part5【サンライズ】』
(2021/08/21-22)


12:30


10:30


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][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


30[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


(2021/07/17)


08:30 08:30
45[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 東京ヤクルト
(08/20)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


09:00


10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 11:30 11:30


09:00


09:30 30[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第6戦
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07-08)


09:30 09:30


10:00


07:00 00[S]
インフォメーション


00[S]
インフォメーション


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』


00[S]
インフォメーション


07:00 07:00


07:30 30[S][字][HD]
WWE ロウ #1472
【ハイライト】


30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』


30[S][字][HD]
WWE ロウ #1472
【ハイライト】


07:30 07:30


08:00 00[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #5


05:30


06:00 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


06:00 06:00


06:30 06:30 06:30


04:00 ～[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
プレーオフトーナメント 1回
戦-4
『宗像サニックス vs. 近鉄』
(2021/04/18 秩父宮ラグ


～[二][L][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
『放送開始時刻・対戦カード


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 00[S]
休止


05:00


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(08/15)』


※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]
休止


00[S]
休止


～[二][L][初][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
『放送開始時刻・対戦カード


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[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][休][HD]
MLB 深掘り History #4
(休止の場合あり)


05:00
15[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 阪神(08/20)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)
(休止の場合あり)


05:30 05:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 東京ヤクルト
(08/21)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)
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J SPORTS 1 2021.08.23-2021.08.29
2021.08.23 2021.08.24 2021.08.25 2021.08.26 2021.08.27 2021.08.28 2021.08.29


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）


30[S][HD]
MLB 深掘り History #4


26:30 26:30


27:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1147
【ハイライト】


30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(08/29)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


24:30


25:00 25:00 25:00


25:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(08/27)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


25:30


26:00


23:30


24:00 00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
プレーオフトーナメント 2回
戦-3
『クボタ vs. ヤマハ発動機』
(2021/04/24 江戸川区陸上
競技場)


00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/23)』


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


(2021/07/17)


24:00 24:00


24:30 24:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(08/28)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


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 27:00


27:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(ノル


27:30 27:30


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』
(休止の場合あり)


26:00 26:00


26:30


21:30 30[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
プレーオフトーナメント 2回
戦-2
『サントリー vs. NEC』
(2021/04/24 秩父宮ラグ
ビー場)


30[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
プレーオフトーナメント 2回
戦-5
『近鉄 vs. パナソニック』
(2021/04/25 東大阪市花園
ラグビー場)


22:30 22:30
45[S][F]インフォメーション


23:00 00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第58回日本ラグビーフット
ボール選手権大会 兼 トップ
リーグプレーオフトーナメント
準決勝-1
『トヨタ自動車 vs. パナソニッ
ク』
(2021/05/15　東大阪市花
園ラグビー場)


23:00 23:00


23:30 30[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
プレーオフトーナメント 準々
決勝-3
『クボタ vs. 神戸製鋼』
(2021/05/09 エコパスタジア
ム)


23:30


30[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
プレーオフトーナメント 2回
戦-8
『Honda vs. NTTドコモ』
(2021/04/25 パロマ瑞穂ラ
グビー場)


21:30 21:30


22:00 00[S][初][HD][F]
MLBイッキ見！ #22


22:00 00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第58回日本ラグビーフット
ボール選手権大会 兼 トップ
リーグプレーオフトーナメント
準決勝-2
『サントリー vs. クボタ』
(2021/05/16　東大阪市花
園ラグビー場)


00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
第58回日本ラグビーフット
ボール選手権大会 兼 トップ
リーグプレーオフトーナメント
決勝
『サントリー vs. パナソニッ
ク』
(2021/05/23　秩父宮ラグ
ビー場)


22:00


22:30


25:30


18:00


19:30 19:30 19:30


20:00 20:00 20:00


18:30 30[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
プレーオフトーナメント 準々
決勝-1
『キヤノン vs. パナソニック』
(2021/05/08 熊谷スポーツ
文化公園ラグビー場)


18:30 18:30


19:00 00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
プレーオフトーナメント 2回
戦-1
『東芝 vs. リコー』
(2021/04/24 パロマ瑞穂ラ
グビー場)


00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
プレーオフトーナメント 2回
戦-4
『三菱重工相模原 vs. 神戸
製鋼』
(2021/04/24 東大阪市花園
ラグビー場)


00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
プレーオフトーナメント 2回
戦-7
『NTTコミュニケーションズ
vs. キヤノン』
(2021/04/25 江戸川区陸上
競技場)


19:00 19:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
プレーオフトーナメント 準々
決勝-2
『トヨタ自動車 vs. NTTドコ
モ』
(2021/05/08 えがお健康ス
タジアム)


21:00 21:00


45[S]
インフォメーション 16:00 16:00
15[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)


10[S][休][HD]SUPER GT
2021 ダイジェスト


16:30 30[多][HD]
【ジャパンラグビートップリー
グ2021 全試合一挙放送！】
プレーオフトーナメント 2回
戦-6
『トヨタ自動車 vs. 日野』
(2021/04/25 秩父宮ラグ
ビー場)


16:30 16:30


17:00 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)


17:00 00[S][休][HD][F]山本尚貴 17:00


25[S][休][HD]
MLB 深掘り History #4
(休止の場合あり)


17:30 17:30 17:30


55[BB][S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(08/27)』
(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. 阪神(08/28)』
(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. 阪神(08/29)』
(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


14:00


14:30 14:30
45[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』


15:00 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
『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)


15:00 00[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(ノル


15:00


15:30


14:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


30[S]
インフォメーション


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
『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)


30[S]インフォメーション 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][F]山本尚貴 国内


16:00


15:30 30[S][休][HD][F]山本尚貴 15:30
40[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)


40[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3戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/08/07 FNBスタジア
ム, ヨハネスブルグ, 南アフリ
カ)
(休止の場合あり)


13:00 00[多][L][初][HD]
スーパーフォーミュラ 2021
第5戦 ツインリンクもてぎ
『予選』
(2021/08/28)


※放送開始時刻未定


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


13:00 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


13:30


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][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5 #1


14:00


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]
インフォメーション


12:30 12:30


11:30 11:30


12:00 00[S][HD]
MLB 深掘り History #4


00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


12:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』
(休止の場合あり)


12:00


12:30 30[S]
インフォメーション


09:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #386


30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


30[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第7戦
『ナバラ(スペイン)』


(2021/08/21-22)


09:30 09:30


10:00 00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day1』


(2021/07/17)


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)


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


10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


11:30


08:30 30[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドマッチプレー
準決勝
『ロニー・バクスター vs. テ


30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』


08:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(08/27)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


08:30


09:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 東京ヤクルト
(08/22)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


09:00


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(08/28)』


※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]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


07:30 07:30


08:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1147
【ハイライト】


00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


08:00


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[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第7戦
『ナバラ(スペイン)』


(2021/08/21-22)


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第7戦
『ナバラ(スペイン)』


(2021/08/21-22)


09:00


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


07:00


06:00 00[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第7戦
『ナバラ(スペイン)』


(2021/08/21-22)
(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)


06:00


06:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(ノル


30[S]
インフォメーション


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


06:30 06:30


06:00 00[S]
インフォメーション


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1473
【ハイライト】


00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


00[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


00[S]
インフォメーション


08:00


05:00 00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1473
【ハイライト】
(休止の場合あり)


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』
(休止の場合あり)


05:00


05:30 05:30 05:30


04:00 ～[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(08/27)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1148
【ハイライト】
(休止の場合あり)


04:00


04:30 04:30 04:30


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


05:00
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J SPORTS 1 2021.08.30-2021.09.05
2021.08.30 2021.08.31 2021.09.01 2021.09.02 2021.09.03 2021.09.04 2021.09.05


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）


26:30
45[S][HD]MLBミュージック
#2827:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1148
【ハイライト】


00[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


27:00 27:00


27:30 30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


27:30 27:30


24:30


25:00 25:00 25:00


25:30 25:30 25:30


23:30 23:30 23:30
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3戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/08/07 FNBスタジア
ム, ヨハネスブルグ, 南アフリ
カ)


24:00 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)


24:00 24:00


24:30 24:30


26:00 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


26:00 26:00
15[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


26:30 26:30


22:00


22:30 22:30 22:30


23:00 23:00 23:00


21:00 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)


21:00 21:00


21:30 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)


21:30 21:30


22:00 22:00


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


20:00 20:00


20:30 20:30 20:30


19:00 00[S][初][HD]
結束！侍ジャパン #75


00[二][HD]
ラグビー日本代表テストマッ
チ2021
『アイルランド vs. 日本』


(2021/07/03　アビバ・スタジ
アム, ダブリン, アイルランド)


19:00 19:00


19:30 30[S][HD]
Yogibo SUPER GTに挑む！
#3


19:30 19:30


20:00


18:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/29)』


18:00 18:00


18:30 18:30 18:30
45[S]インフォメーション


16:30 16:30 16:30
45[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day2』


(2021/08/21)


17:00 17:00 17:00


17:30 17:30 17:30


45[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day1』


(2021/08/20)


15:00 15:00 15:00


15:30 15:30 15:30


16:00 16:00 16:00


14:00 00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン5 #2


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン5 #4


14:00 14:00


14:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(08/29)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


30[S]インフォメーション 14:30 14:30


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]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン5 #3


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


13:30 13:30


12:30 30[S]
インフォメーション


30[S][HD]
MOTOR GAMES #387


12:30 12:30


10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』


11:30 11:30


12:00 12:00


09:00 09:00 09:00


09:30 30[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第7戦
『ナバラ(スペイン)』


(2021/08/21-22)


09:30 09:30


10:00 10:00 10:00


10:30 10:30


12:00


06:00 00[S]
インフォメーション


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1474
【ハイライト】


06:00 06:00


06:30 30[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2013 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


06:30 06:30


07:00 00[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第7戦
『ナバラ(スペイン)』


(2021/08/21-22)


07:00 07:00


07:30 30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


07:30 07:30


08:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 福岡ソフトバ
ンク(08/29)』
(京セラドーム大阪)


08:00 08:00


08:30 08:30 08:30


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


04:00 04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 05:00


05:30 05:30 05:30








DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


8/1 (日)


　Mnet 2021年8月編成表
   2021.7.16


45 新西遊記 ５＆６
    #4
    [HD]


8:25 Music Video


30 MタメBANG！#5 [HD]
20:58 インフォメーション


5


6


7


00 アップグレード人間
    #6
    [再] [HD]5


6


7


8


9


10


30 驚きの土曜日
    #158
    [再] [HD]


8


9


10


11


12


13


00 ON & OFF
    #43
    [再] [HD]


45 日本人が活躍するガールズグループ MV特集


00 驚きの土曜日
    サナ＆モモ(TWICE)
    出演回
    #18
    [HD]


11


12


13


14


15


16


30 最高の一発
    ～時空を越えて～
    #7
    [HD]


45 最高の一発
    ～時空を越えて～
    #8
    [HD]


00 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #1 [HD]


30 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #2 (終) [HD]


14


15


16


17


18


19


00 コメディビッグリーグ
    OH MY GIRL、
    WJSN THE BLACK
    出演回
    先行放送
    [HD]


30 Artist Clip テミン


00 Stray Kids
    #4
    [HD]


17


18


19


20


21


22


00 Mnetライブ EXO
    [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [HD]


20


21


22


23


0


1


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [HD]


00 ヤンナムジャ SHOW
    TWICE 出演回 ①
    #2
    [HD]


00 ヤンナムジャ SHOW
    TWICE 出演回 ②
    #3
    [HD]


23


0


1


45 Music Video


2


3


4


00 Mnetライブ 今月の少女(LOONA) [HD]


15 君の声が見える ４
    TWICE 出演回
    #13
    [HD]


30 Artist Clip GOT7


00 2020 MAMA BEHIND
    NEW-TACT
    [HD]


2


3


4







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


8/2 (月) 8/3 (火) 8/4 (水) 8/5 (木) 8/6 (金) 8/7 (土) 8/8 (日)


　Mnet 2021年8月編成表
   2021.7.16


45 新西遊記 ５＆６
    #5
    [HD]


8:25 Music Video


30 MタメBANG！#5 [再] [HD]
21:58 インフォメーション


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


30 真夏のK-POP MV特集


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


15 Mnetライブ EXID [HD]
10


00 フリーなドクター M
    #4
    [HD]


00 食べて、寝て、食べて
    #1
    [HD]


00 TIMES(原題)
    #5
    [再] [HD]


30 History of Your IDOL #13
    TWICE① [HD]


11


12


13


15 食べて、寝て、食べて
    #2
    [HD]


5


6


7


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #15
    [HD]


30 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #16 (終)
    [HD]


00 九尾狐伝(原題)
    一挙放送
    #1
    [HD]


15 九尾狐伝(原題)
    一挙放送
    #2
    [HD]


8


9


14


15


16


00 花よりお姉さん
    #7
    [HD]


30 見習い社長の営業日誌
    #11 (終)
    [再] [HD]


15 Mnetライブ チョンハ [HD]


15 コメディビッグリーグ
    OH MY GIRL、
    WJSN THE BLACK
    出演回
    [再] [HD]


17


18


45 Mnetライブ ソンミ [HD]


00 車輪のついた家 ２
    #6
    [再] [HD]


15 日本人が活躍するガールズグループ MV特集 [再]


30 KCON 2016 Japan M-time公開収録
    TWICE 出演回 #2 [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 サムバディ
    #6
    [再] [HD]


30 Artist Clip EXO


00 車輪のついた家 ２
    #7
    [HD]


19


30 ON & OFF
    #43
    [再] [HD]


15 Artist Clip ENHYPEN


30 Mnetライブ TWICE①
    [HD]


00 2020 MAMA BEHIND
    NEW-TACT
    [再] [HD]


20


21


22


00 Music Video


30 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #101
    [HD]


45 Mnetライブ チョンハ [再] [HD]


2


3


4


15 チキンロード
    #4
    [HD]


30 SIXTEEN
    #1
    [HD]


45 Old Clip


00 休止


23


0


1


15 Mnetライブ CIX [HD]


30 高等ラッパー ３
    #7
    [HD]


15 NCT WORLD 2.0 字幕版
    #2
    [HD]


15 Mnetライブ A.C.E [HD]


00 斬新な整理
    #43
    [HD]


00 TIMES(原題)
    #6
    [HD]


15 Artist Clip fromis_9


30 君の声が見える ４
    TWICE 出演回
    #13
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    サナ＆モモ(TWICE)
    出演回
    #18
    [再] [HD]


00 サム、マイウェイ
    ～恋の一発逆転!～
    #3
    [HD]


15 サム、マイウェイ
    ～恋の一発逆転!～
    #4
    [HD]


00 TIMES(原題)
    #5
    [HD]


45 Mnetライブ Red Velvet
    [HD]


15 NCT WORLD 2.0 字幕版
    #1
    [HD]


30 愛の不時着 OST MV特集


45 ジョンナムを着た悪魔 #1 [HD]


00 ジョンナムを着た悪魔 #2 [HD]


15 ジョンナムを着た悪魔 #3 [HD]


30 ジョンナムを着た悪魔 #4 [HD]


45 ジョンナムを着た悪魔 #5 [HD]


45 Music Video


00 ATEEZ：TREASURE FILM
    #3 (終)
    [再] [HD]


00 Music Video


00 TIMES(原題)
    #6
    [再] [HD]


15 Mnetライブ 今月の少女(LOONA) [再] [HD]


30 History of Your IDOL #14
    TWICE② [HD]


00 アップグレード人間
    #7
    [HD]


30 Mnetライブ TWICE②
    [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 花よりお姉さん
    #8(終)
    [HD]


15 Music Video


30 驚きの土曜日
    #158
    [再] [HD]


00 九尾狐伝(原題)
    一挙放送
    #5
    [HD]


15 九尾狐伝(原題)
    一挙放送
    #6
    [HD]


30 Music Video


00 韓国ドラマ研究所 #9
    ヨ・ジング出演作
    「王になった男」ほか
    [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 振り向かないで #1 [HD]


45 振り向かないで #2 (終) [HD]


00 Mnetライブ サマーソングSP
    [HD]


30 コメディビッグリーグ
    OH MY GIRL、
    WJSN THE BLACK
    出演回
    [HD]


00 あのオッパが帰ってきた
    ～トキメキ注意報～
    #3
    [HD]


30 Music Video


00 ヤンナムジャ SHOW
    TWICE 出演回 ①
    #2
    [再] [HD]


00 Artist Clip TWICE


30 ユン食堂
    #1
    [HD]


00 ユン食堂
    #2
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #158
    [再] [HD]


00 Code Name is ATEEZ
    #6
    [HD]


00 ヤンナムジャ SHOW
    TWICE 出演回 ②
    #3
    [再] [HD]


00 Artist Clip ENHYPEN [再]


30 MタメBANG！#5 [再] [HD]
16:58 インフォメーション


00 九尾狐伝(原題)
    一挙放送
    #3
    [HD]


15 九尾狐伝(原題)
    一挙放送
    #4
    [HD]


30 Artist Clip WINNER


00 フリーなドクター W
    #4
    [HD]


45 愛の不時着 OST MV特集 [再]


00 斬新な整理
    #43
    [再] [HD]


00 九尾狐伝(原題)
    一挙放送
    #7
    [HD]


15 九尾狐伝(原題)
    一挙放送
    #8
    [HD]


30 Artist Clip EXO
    [再]


00 韓国ドラマ研究所 #10 (終)
    イ・ジュンギ出演作
    「無法弁護士～最高のパートナー」ほか


    [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #58
    [再] [HD]


30 New Clip


45 トラベルバディーズ
    #1
    [HD]


30 トラベルバディーズ
    #2
    [HD]


30 真夏のK-POP MV特集
    [再]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #58
    [HD]


30 Mnetライブ EXO
    [再] [HD]


00 プレーヤー
    #4
    [HD]


15 振り向かないで #1 [再] [HD]


30 振り向かないで #2 (終) [再] [HD]


45 Mnetライブ CIX [再] [HD]


00 Artist Clip GOT7
    [再]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    #543
    SEVENTEEN、ITZY、
    OH MY GIRL、PENTAGON、
    VERIVERY、CIX 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 Artist Clip テミン
    [再]


45 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #1 [再] [HD]


15 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #2 (終) [再] [HD]


00 Artist Clip WINNER
    [再]


30 お家ごはん ペク先生 ３
    #5
    [HD]


45 Music Video


30 走る仲～Running girls～
    #1
    [HD]


30 Mnetライブ ソンミ [再] [HD]


45 ある日突然100万ウォン
    #6
    テギョン(2PM) ほか
    [HD]


00 KINGDOM :
    LEGENDARY WAR
    字幕版
    #9
    [再] [HD]


15 トラベルバディーズ
    #3
    [HD]


00 ユン ステイ
    #7
    [HD]


45 ユン ステイ
    #8
    [HD]


30 Mnetライブ Red Velvet
    [再] [HD]


00 サムバディ
    #7
    [HD]


30 ON & OFF
    #44
    [HD]


30 New Clip [再]


45 KINGDOM :
    LEGENDARY WAR
    字幕版
    #10 (終)
    [HD]


22


23


0


1


2


3


00 M COUNTDOWN 字幕版
    #543
    SEVENTEEN、ITZY、
    OH MY GIRL、PENTAGON、
    VERIVERY、CIX ほか
    [再] [HD]


00 MタメBANG！#5 [再] [HD]
19:28 インフォメーション


00 アップグレード人間
    #7
    [再] [HD]


30 Old Clip [再]


30 驚きの土曜日
    #159
    [再] [HD]


00 ON & OFF
    #44
    [再] [HD]


45 300 X２
    TWICE 出演回
    #1
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #159
    [HD]


00 MAMAベストパフォーマンス
    TWICE 2016-2020
    [HD]


00 Mnetライブ サマーソングSP
    [再] [HD]


00 花より青春 WINNER編
    #1
    [HD]


15 Artist Clip fromis_9 [再]


30 Ｗ -君と僕の世界-
    #9
    [HD]


45 Ｗ -君と僕の世界-
    #10
    [HD]


00 I-LAND 字幕版
    #10
    [HD]


30 Mnetライブ A.C.E [再] [HD]


30 Artist Clip TWICE
    [再]


00 驚きの土曜日
    ナヨン&チェヨン&ジヒョ
    (TWICE)
    出演回
    #77
    [HD]


30 最高の一発～時空を越えて～
    #9
    [HD]


45 最高の一発～時空を越えて～
    #10
    [HD]


00 Mnetライブ TWICE①
    [再] [HD]


30 君の結婚式
    [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #101
    [再] [HD]


45 2020 MAMA BEHIND
    NEW-TACT
    [再] [HD]


30 TIMES(原題)
    #5
    [再] [HD]


45 TIMES(原題)
    #6
    [再] [HD]


45 Mnetライブ EXID [再] [HD]


4


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #1
    [HD]


30 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #2
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #3
    [HD]


15 Music Video
30 KCON 2016 Japan M-time公開収録
    TWICE 出演回 #2 [再] [HD]


30 Mnetライブ TWICE②
    [再] [HD]


00 Stray Kids
    #5
    [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]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    #543
    SEVENTEEN、ITZY、
    OH MY GIRL、PENTAGON、
    VERIVERY、CIX ほか
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN バックステージ
    過去放送回 #359
    TWICE、VICTON
    TOMORROW X TOGETHER ほか
    [HD]


00 Girls Planet 999：
    少女祭典
    (Live放送)
    #1
    [HD]


00 Music Video







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


8/9 (月) 8/10 (火) 8/11 (水) 8/12 (木) 8/13 (金) 8/14 (土) 8/15 (日)


　Mnet 2021年8月編成表
   2021.7.16


45 新西遊記 ５＆６
    #6
    [HD]


8:25 Music Video


30 MタメBANG！#6 [HD]
20:58 インフォメーション


5


6


7


00 九尾狐伝(原題)
    一挙放送
    #9
    [HD]


15 九尾狐伝(原題)
    一挙放送
    #10
    [HD]


30 Artist Clip GOT7
    [再]


00 九尾狐伝(原題)
    一挙放送
    #11
    [HD]


5


6


7


8


9


10


00 フリーなドクター M
    #5
    [HD]


00 食べて、寝て、食べて
    #3
    [HD]


45 ジョンナムを着た悪魔 #10 (終) [HD]


00 TIMES(原題)
    #7
    [再] [HD]


8


9


10


00 サムバディ
    #8
    [HD]


30 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #102
    [HD]


00 サム、マイウェイ
    ～恋の一発逆転!～
    #5
    [HD]


15 サム、マイウェイ
    ～恋の一発逆転!～
    #6
    [HD]


30 走る仲～Running girls～
    #2
    [HD]


15 NCT WORLD 2.0 字幕版
    #4
    [HD]


00 サムバディ
    #7
    [再] [HD]


11


12


13


15 食べて、寝て、食べて
    #4
    [HD]


30 Mnetライブ EXO
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN バックステージ
    過去放送回 #359
    TWICE、VICTON
    TOMORROW X TOGETHER ほか
    [再] [HD]


15 振り向かないで #1 [再] [HD]


00 ユン ステイ
    #9
    [HD]


14


15


16


00 私の名前はキム・サムスン
    #1
    [HD]


15 日本人が活躍するガールズグループ MV特集 [再]


30 ヤンナムジャ SHOW
    TWICE 出演回 ①
    #2
    [再] [HD]


30 ヤンナムジャ SHOW
    TWICE 出演回 ②
    #3
    [再] [HD]


00 Mnetライブ CIX [再] [HD]


17


18


19


30 ON & OFF
    #44
    [再] [HD]


00 History of Your IDOL #13
    TWICE① [再] [HD]


30 History of Your IDOL #14
    TWICE② [再] [HD]


00 走る仲～Running girls～
    #1
    [再] [HD]


00 ユン食堂
    #4
    [HD]


30 M COUNTDOWN
    バックステージ
    TWICE 出演回 ①
    #187 [再] [HD]


30 コメディビッグリーグ Brave Girls 出演回 [HD]


30 高等ラッパー ３
    #8 (終)
    [HD]


15 Artist Clip ENHYPEN [再]


15 Old Clip [再]


30 コメディビッグリーグ
    OH MY GIRL、
    WJSN THE BLACK
    出演回
    [再] [HD]


00 TIMES(原題)
    #8
    [HD]


20


21


22


00 Music Video


30 M COUNTDOWN
    バックステージ
    TWICE 出演回 ①
    #187 [HD]


30 Music Video


2


3


4


15 チキンロード
    #5
    [HD]


30 SIXTEEN
    #2
    [HD]


45 Mnetライブ ソンミ [再] [HD]


00 休止


23


0


1


00 TIMES(原題)
    #7
    [HD]


15 Mnetライブ 今月の少女(LOONA) [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #159
    [再] [HD]


00 車輪のついた家 ２
    #7
    [再] [HD]


15 九尾狐伝(原題)
    一挙放送
    #12
    [HD]


30 Music Video


30 ユン食堂
    #3
    [HD]


15 NCT WORLD 2.0 字幕版
    #3
    [HD]


30 驚きの土曜日
    ジヒョ&ナヨン&ダヒョン
    (TWICE)
    出演回
    #132
    [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    #543
    SEVENTEEN、ITZY、
    OH MY GIRL、PENTAGON、
    VERIVERY、CIX ほか
    [再] [HD]


00 私の名前はキム・サムスン
    #3
    [HD]


15 Mnetライブ チョンハ [再] [HD]


30 History of Your IDOL #13
    TWICE① [再] [HD]


30 ある日突然100万ウォン
    #7 (終)
    テギョン(2PM) ほか
    [HD]


45 ユン ステイ
    #10
    [HD]


30 History of Your IDOL #14
    TWICE② [再] [HD]


15 愛の不時着 OST MV特集 [再]


00 九尾狐伝(原題)
    一挙放送
    #13
    [HD]


15 九尾狐伝(原題)
    一挙放送
    #14
    [HD]


30 Mnetライブ Red Velvet
    [再] [HD]


00 フリーなドクター W
    #5
    [HD]


00 TIMES(原題)
    #8
    [再] [HD]


45 New Clip [再]


00 アップグレード人間
    #8 (終)
    [HD]


30 Artist Clip テミン
    [再]


00 斬新な整理
    #44
    [HD]


45 ジョンナムを着た悪魔 #6 [HD]


00 ジョンナムを着た悪魔 #7 [HD]


15 ジョンナムを着た悪魔 #8 [HD]


30 ジョンナムを着た悪魔 #9 [HD]


30 MAMAベストパフォーマンス
    TWICE 2016-2020
    [再] [HD]


30 真夏のK-POP MV特集
    [再]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    #543
    SEVENTEEN、ITZY、
    OH MY GIRL、PENTAGON、
    VERIVERY、CIX ほか
    [再] [HD]


00 TWICEの優雅な私生活
    #2
    [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #59
    [再] [HD]


00 私の名前はキム・サムスン
    #2
    [HD]


30 Artist Clip fromis_9 [再]


45 トラベルバディーズ
    #4
    [HD]


30 トラベルバディーズ
    #5
    [HD]


15 トラベルバディーズ
    #6
    [HD]


15 振り向かないで #2 (終) [再] [HD]


30 Music Video


00 あのオッパが帰ってきた
    ～トキメキ注意報～
    #4
    [HD]


30 Artist Clip EXO
    [再]


0


00 Music Video


20


11


12


23


21


22


17


18


19


14


15


16


13


00 驚きの土曜日
    サナ＆モモ(TWICE)
    出演回
    #18
    [再] [HD]


1


2


3


4


15 2020 MAMA BEHIND
    NEW-TACT
    [再] [HD]


45 KINGDOM :
    LEGENDARY WAR
    字幕版
    #10 (終)
    [再] [HD]


30 ON & OFF
    #45 (終)
    [HD]


00 九尾狐伝(原題)
    一挙放送
    #15
    [HD]


15 九尾狐伝(原題)
    一挙放送
    #16 (終)
    [HD]


45 Mnetライブ EXID [再] [HD]


00 TWICEの優雅な私生活
    #1
    [HD]


00 走る仲～Running girls～
    #1
    [再] [HD]


00 Code Name is ATEEZ
    #7
    [HD]


00 私の名前はキム・サムスン
    #4
    [HD]


15 コメディビッグリーグ Brave Girls 出演回 [再] [HD]


30 Mnetライブ TWICE②
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN バックステージ
    過去放送回 #359
    TWICE、VICTON
    TOMORROW X TOGETHER ほか
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    (Live放送）
    [HD]


00 Mnetライブ TWICE①
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #159
    [再] [HD]


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    アンコール放送
    #1
    [HD]


15 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    アンコール放送
    #2
    [HD]


30 Artist Clip TWICE
    [再]


00 Girls Planet 999：
    少女祭典
    (Live放送)
    #2
    [HD]


30 Artist Clip WINNER
    [再]


45 TOMORROW X TOGETHER
    COMEBACK SHOW
    FREEZE 字幕版
    [HD]


00 車輪のついた家 ２
    #8
    [HD]


00 斬新な整理
    #44
    [再] [HD]


30 Mnetライブ サマーソングSP
    [再] [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #59
    [HD]


30 Music Video


00 プレーヤー
    #5
    [HD]


15 Mnetライブ A.C.E [再] [HD]
30 KCON 2016 Japan M-time公開収録
    TWICE 出演回 #2 [再] [HD]


00 アップグレード人間
    #8 (終)
    [再] [HD]


30 Music Video


30 驚きの土曜日
    #160
    [再] [HD]


00 ON & OFF
    #45 (終)
    [再] [HD]


30 Artist Clip GOT7
    [再]


00 シーンのクイズ
    #1
    [HD]


30 最高の一発～時空を越えて～
    #11
    [HD]


00 I-LAND 字幕版
    #11
    [HD]


45 Artist Clip ENHYPEN [再]


45 最高の一発～時空を越えて～
    #12
    [HD]


00 Mnetライブ TWICE②
    [再] [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #102
    [再] [HD]


45 Old Clip [再]


00 Mnetライブ EXO
    [再] [HD]


30 TIMES(原題)
    #7
    [再] [HD]


45 TIMES(原題)
    #8
    [再] [HD]


00 Artist Clip テミン
    [再]


30 お家ごはん ペク先生 ３
    #6
    [HD]


45 Mnetライブ ソンミ [再] [HD]


00 花より青春 WINNER編
    #2
    [HD]


15 愛の不時着 OST MV特集 [再]


30 Ｗ -君と僕の世界-
    #11
    [HD]


45 Ｗ -君と僕の世界-
    #12
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #4
    [HD]


15 Mnetライブ 今月の少女(LOONA) [再] [HD]


30 真夏のK-POP MV特集
    [再]


00 Stray Kids
    #6
    [HD]


00 M COUNTDOWN バックステージ
    過去放送回 #359
    TWICE、VICTON
    TOMORROW X TOGETHER ほか
    [再] [HD]


00 KCON:TACT 3
    バックステージビハインド
    #1
    [HD]


00 KCON:TACT 3
    バックステージビハインド
    #2
    [HD]


00 KCON:TACT 3
    バックステージビハインド
    #3 (終)
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    [HD]


15 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #5
    [HD]


30 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #6
    [HD]


45 300 X２
    TWICE 出演回
    #1
    [再] [HD]


00 君の声が見える ４
    TWICE 出演回
    #13
    [再] [HD]


15 Music Video


30 驚きの土曜日
    #160
    [HD]


00 EPEX DEBUT SHOW :
    Prelude 字幕版
    [HD]


00 Mnetライブ TWICE①
    [再] [HD]


30 Back to the レジェンドステージ
    #1 [HD]


30 悪のクロニクル
    [HD]


00 Mnetライブ Red Velvet
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [HD]







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


8/16 (月) 8/17 (火) 8/18 (水) 8/19 (木) 8/20 (金) 8/21 (土) 8/22 (日)


7


8


9


10


00 フリーなドクター M
    #6
    [HD]


00 食べて、寝て、食べて
    #5
    [HD]


30 Artist Clip EXO
    [再]


8


9


00 Back to the レジェンドステージ
    #1 [再] [HD]


30 Artist Clip WINNER
    [再]


00 TIMES(原題)
    #9
    [再] [HD]


15 Mnetライブ A.C.E [再] [HD]


00 走る仲～Running girls～
    #2
    [再] [HD]


00 Artist Clip テミン
    [再]


　Mnet 2021年8月編成表
   2021.7.16


5


6


7


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    アンコール放送
    #3
    [HD]


15 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    アンコール放送
    #4
    [HD]


45 Old Clip


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    アンコール放送
    #5
    [HD]


15 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    アンコール放送
    #6
    [HD]


30 Music Video


00 MタメBANG！#6 [再] [HD]
19:28 インフォメーション


30 MタメBANG！#6 [再] [HD]
16:58 インフォメーション


11


12


13


15 食べて、寝て、食べて
    #6
    [HD]


30 Music Video


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


30 Mnetライブ EXO
    [再] [HD]


12


13


00 あのオッパが帰ってきた
    ～トキメキ注意報～
    #5
    [HD]


15 振り向かないで #1 [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #160
    [再] [HD]


17


18


19


00 トナボゴソ
    ～100万ウォンの旅～
    クォン・ヒョンビン 出演回 ①
    #1 [HD]


00 History of Your IDOL #13
    TWICE① [再] [HD]


14


15


16


30 ユン食堂
    #5
    [HD]


11


00 斬新な整理
    #45
    [HD] 20


21


45 Mnetライブ CIX [再] [HD]


00 EPEX DEBUT SHOW :
    Prelude 字幕版
    [再] [HD]


2


20


21


30 M COUNTDOWN
    バックステージ
    TWICE 出演回 ②
    #205 [HD]


00 走る仲～Running girls～
    #2
    [再] [HD]


23


14


15


16


00 私の名前はキム・サムスン
    #5
    [HD]


15 Mnetライブ CIX [再] [HD]


30 Don't touch me
    #1
    [HD]


45 Artist Clip fromis_9 [再]


00 Artist Clip EXO
    [再]


30 Back to the レジェンドステージ
    #1 [再] [HD]


00 車輪のついた家 ２
    #8
    [再] [HD]


30 真夏のK-POP MV特集
    [再]


30 MタメBANG！#6 [再] [HD]
21:58 インフォメーション


45 Artist Clip ENHYPEN [再]


0


00 Mnetライブ サマーソングSP
    [再] [HD]


30 ON & OFF
    #45 (終)
    [再] [HD]


30 History of Your IDOL #14
    TWICE② [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 車輪のついた家 ２
    #9
    [HD]


45 Music Video
00 ジョンナムを着た悪魔 ２ #1 [HD]


15 Mnetライブ A.C.E [再] [HD]


00 ユン食堂
    #6
    [HD]


30 M COUNTDOWN
    バックステージ
    TWICE 出演回 ②
    #205 [再] [HD]


30 コメディビッグリーグ NU'EST 出演回 [HD]


17


18


19


45 ユン ステイ
    #12 (終)
    [HD]


30 Artist Clip WINNER
    [再]


00 Music Video


15 日本人が活躍するガールズグループ MV特集 [再]


30 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #103
    [HD]


3


4


15 チキンロード
    #6
    [HD]


30 SIXTEEN
    #3
    [HD]


45 日本人が活躍するガールズグループ MV特集 [再]


00 休止


23


0


1


00 TIMES(原題)
    #9
    [HD]


15 Mnetライブ チョンハ [再] [HD]


30 TOMORROW X TOGETHER
    COMEBACK SHOW
    FREEZE 字幕版
    [再] [HD]


45 Artist Clip TWICE
    [再]


22


30 振り向かないで #2 (終) [再] [HD]


45 Mnetライブ 今月の少女(LOONA) [再] [HD]


00 KCON:TACT 3
    バックステージビハインド
    #1
    [再] [HD]


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    アンコール放送
    #7
    [HD]


15 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    アンコール放送
    #8
    [HD]


30 Mnetライブ TWICE①
    [再] [HD]


00 フリーなドクター W
    #6
    [HD]


00 TIMES(原題)
    #10
    [再] [HD]


15 Music Video


45 Mnetライブ ソンミ [再] [HD]


00 TIMES(原題)
    #10
    [HD]


15 Artist Clip GOT7
    [再]


45 知っておくと役立つ犯罪雑学
    #1
    [HD]


15 NCT WORLD 2.0 字幕版
    #5
    [HD]


15 NCT WORLD 2.0 字幕版
    #6
    [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 私の名前はキム・サムスン
    #6
    [HD]


15 Mnetライブ EXID [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #160
    [再] [HD]


30 Mnetライブ サマーソングSP
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 サムバディ
    #8
    [再] [HD]


30 Music Video


15 愛の不時着 OST MV特集 [再]


30 コメディビッグリーグ Brave Girls 出演回 [再] [HD]


15 Artist Clip ENHYPEN [再]


00 私の名前はキム・サムスン
    #7
    [HD]


15 Artist Clip fromis_9 [再]


45 Mnetライブ チョンハ [再] [HD]


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    アンコール放送
    #11
    [HD]


15 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    アンコール放送
    #12 (終)
    [HD]


30 Artist Clip TWICE
    [再]


00 TWICEの優雅な私生活
    #4
    [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #60
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    (Live放送）
    [HD]


00 サム、マイウェイ
    ～恋の一発逆転!～
    #7
    [HD]


15 サム、マイウェイ
    ～恋の一発逆転!～
    #8
    [HD]


30 Mnetライブ Red Velvet
    [再] [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #60
    [HD]


45 Mnetライブ EXID [再] [HD]


00 Code Name is ATEEZ
    #8 (終)
    [HD]


00 私の名前はキム・サムスン
    #8
    [HD]


15 コメディビッグリーグ NU'EST 出演回 [再] [HD]


30 音楽同窓会＜良い歌謡＞
    #1
    [HD]


00 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    アンコール放送
    #9
    [HD]


15 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    アンコール放送
    #10
    [HD]


30 Mnetライブ TWICE②
    [再] [HD]


00 TWICEの優雅な私生活
    #3
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


30 Back to the レジェンドステージ
    #2 [HD]


00 驚きの土曜日
    ナヨン&チェヨン&ジヒョ
    (TWICE)
    出演回
    #77
    [再] [HD]


30 Mnetライブ EXO
    [再] [HD]


00 韓国コメディ養成所
    #1
    [HD]


45 Old Clip [再]


00 M COUNTDOWN
    [HD]


00 プレーヤー
    #6
    [HD]


15 Music Video


45 Mnetライブ 今月の少女(LOONA) [再] [HD]


00 スーパーインターン
    #1
    [HD]


15 スーパーインターン
    #2
    [HD]


22


1


2


3


4


30 Back to the レジェンドステージ
    #1 [再] [HD]


00 斬新な整理
    #45
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    ジヒョ&ナヨン&ダヒョン
    (TWICE)
    出演回
    #132
    [再] [HD]


30 走る仲～Running girls～
    #3
    [HD]


00 ENHYPEN
    COMEBACK SHOW
    ‘CARNIVAL’
    字幕版
    [HD]


00 Girls Planet 999：
    少女祭典
    (Live放送)
    #3
    [HD]


00 Music Video


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #103
    [再] [HD]


45 Music Video
00 KCON 2016 Japan M-time公開収録
    TWICE 出演回 #2 [再] [HD]


30 TIMES(原題)
    #9
    [再] [HD]


45 TIMES(原題)
    #10
    [再] [HD]


00 真夏のK-POP MV特集
    [再]


00 サムバディ
    #9
    [HD]


45 New Clip


00 KCON:TACT 3
    バックステージビハインド
    #1
    [再] [HD]


45 トラベルバディーズ
    #7
    [HD]


30 トラベルバディーズ
    #8
    [HD]


15 トラベルバディーズ
    #9
    [HD]


00 ユン ステイ
    #11
    [HD]


30 お家ごはん ペク先生 ３
    #7
    [HD]


45 ジョンナムを着た悪魔 ２ #1 [再] [HD]


00 花より青春 WINNER編
    #3
    [HD]


15 New Clip [再]


30 Ｗ -君と僕の世界-
    #13
    [HD]


45 Ｗ -君と僕の世界-
    #14
    [HD]


00 I-LAND 字幕版
    #12 (終)
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #161
    [HD]


10


5


6


00 驚きの土曜日
    ジヒョ&ナヨン&ダヒョン
    (TWICE)
    出演回
    #132
    [再] [HD]


30 Music Video


45 新西遊記 ５＆６
    #7
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #161
    [再] [HD]


00 ヤンナムジャ SHOW
    TWICE 出演回 ①
    #2
    [再] [HD]


00 ヤンナムジャ SHOW
    TWICE 出演回 ②
    #3
    [再] [HD]


00 シーンのクイズ
    #2
    [HD]


30 最高の一発～時空を越えて～
    #13
    [HD]


45 最高の一発～時空を越えて～
    #14
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #7
    [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
    #9
    [HD]


00 Artist Clip EXO
    [再]


30 ジョンナムを着た悪魔 ２ #1 [再] [HD]


45 Music Video


00 Artist Clip GOT7
    [再]


30 タクシー運転手
    ～約束は海を越えて～
    [HD]


00 Stray Kids
    #7
    [HD]


00 MAMAベストパフォーマンス
    TWICE 2016-2020
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [HD]


00 M COUNTDOWN バックステージ
    過去放送回 #332
    SEVENTEEN、ITZY、
    OH MY GIRL、CIX ほか
    [HD]







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


8/23 (月) 8/24 (火) 8/25 (水) 8/26 (木) 8/27 (金) 8/28 (土) 8/29 (日)


　Mnet 2021年8月編成表
   2021.7.16


5


6


7


00 昼と夜(原題)
    一挙放送
    #1
    [HD]


15 昼と夜(原題)
    一挙放送
    #2
    [HD]


30 麻浦のオシャレさん #1
    [HD]


00 昼と夜(原題)
    一挙放送
    #3
    [HD]


00 昼と夜(原題)
    一挙放送
    #5
    [HD]


15 昼と夜(原題)
    一挙放送
    #6
    [HD]


30 麻浦のオシャレさん #3
    [HD]


00 フリーなドクター W
    #7
    [HD]


00 TIMES(原題)
    #12 (終)
    [再] [HD]


15 昼と夜(原題)
    一挙放送
    #4
    [HD]


30 麻浦のオシャレさん #2
    [HD]


00 Back to the レジェンドステージ
    #2 [再] [HD]


30 ジョンナムを着た悪魔 ２ #1 [再] [HD]


45 New Clip [再]


00 TIMES(原題)
    #11
    [再] [HD]


8


9


10


00 フリーなドクター M
    #7
    [HD]


00 食べて、寝て、食べて
    #7
    [HD]


45 愛の不時着 OST MV特集 [再]


15 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #2 (終) [再] [HD]


8


9


10


11


12


13


15 食べて、寝て、食べて
    #8 (終)
    [HD]


30 Mnetライブ Red Velvet
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN バックステージ
    過去放送回 #332
    SEVENTEEN、ITZY、
    OH MY GIRL、CIX ほか
    [再] [HD]


15 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #1 [再] [HD]


11


12


13


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


30 Mnetライブ サマーソングSP
    [再] [HD]


45 Mnetライブ チョンハ [再] [HD]


00 あのオッパが帰ってきた
    ～トキメキ注意報～
    #6
    [HD]


30 驚きの土曜日
    ナヨン&チェヨン&ジヒョ
    (TWICE)
    出演回
    #77
    [再] [HD]


14


15


16


00 私の名前はキム・サムスン
    #10
    [HD]


15 Mnetライブ A.C.E [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #161
    [再] [HD]


00 私の名前はキム・サムスン
    #11
    [HD]


15 Music Video


30 ユン食堂
    #7
    [HD]


00 私の名前はキム・サムスン
    #12
    [HD]


15 コメディビッグリーグ テミン 出演回 [再] [HD]


17


18


19


00 ENHYPEN
    COMEBACK SHOW
    ‘CARNIVAL’
    字幕版
    [再] [HD]


15 Mnetライブ CIX [再] [HD]


30 Back to the レジェンドステージ
    #2 [再] [HD]


00 トナボゴソ
    ～100万ウォンの旅～
    クォン・ヒョンビン 出演回 ②
    #2 [HD]


17


18


19


00 車輪のついた家 ２
    #9
    [再] [HD]


45 Music Video


00 ユン食堂
    #8
    [HD]


30 M COUNTDOWN
    バックステージ
    TWICE 出演回 ③
    #249 [再] [HD]


30 コメディビッグリーグ テミン 出演回 [HD]


30 音楽同窓会＜良い歌謡＞
    #2
    [HD]


30 Mnetライブ TWICE①
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN バックステージ
    過去放送回 #332
    SEVENTEEN、ITZY、
    OH MY GIRL、CIX ほか
    [再] [HD]


14


15


16


00 私の名前はキム・サムスン
    #9
    [HD]


15 Mnetライブ ソンミ [再] [HD]


30 Don't touch me
    #2
    [HD]


2


20


21


22


00 走る仲～Running girls～
    #3
    [再] [HD]


15 Music Video


30 M COUNTDOWN
    バックステージ
    TWICE 出演回 ③
    #249 [HD]


30 Music Video


20


21


22


00 Mnetライブ TWICE①
    [再] [HD]


30 Mnetライブ TWICE②
    [再] [HD]


00 斬新な整理
    #46
    [HD]


45 300 X２
    TWICE 出演回
    #1
    [再] [HD]


00 車輪のついた家 ２
    #10
    [HD]


45 Mnetライブ 今月の少女(LOONA) [再] [HD]


00 サム、マイウェイ
    ～恋の一発逆転!～
    #9
    [HD]


15 サム、マイウェイ
    ～恋の一発逆転!～
    #10
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    (Live放送）
    [HD]


00 Girls Planet 999：
    少女祭典
    (Live放送)
    #4
    [HD]


23


0


1


00 TIMES(原題)
    #11
    [HD]


15 Artist Clip テミン
    [再]


45 300 X２
    TWICE 出演回
    #1
    [再] [HD]


00 日本人が活躍するガールズグループ MV特集 [再]


23


0


1


00 TIMES(原題)
    #12 (終)
    [HD]


15 Artist Clip WINNER
    [再]


45 知っておくと役立つ犯罪雑学
    #2
    [HD]


15 Music Video


30 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #104
    [HD]


15 Mnetライブ ソンミ [再] [HD]


30 Artist Clip TWICE
    [再]


30 Mnetライブ サマーソングSP
    [再] [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #61
    [HD]


30 真夏のK-POP MV特集
    [再]


00 ジョンナムを着た悪魔 ２ #2 [HD]


00 Music Video


45 Mnetライブ チョンハ [再] [HD]


00 スーパーインターン
    #3
    [HD]


3


4


15 チキンロード
    #7
    [HD]


30 SIXTEEN
    #4
    [HD]


45 Mnetライブ EXID [再] [HD]


00 休止


2


3


4


15 NCT WORLD 2.0 字幕版
    #7
    [HD]


15 NCT WORLD 2.0 字幕版
    #8 (終)
    [HD]


30 コメディビッグリーグ NU'EST 出演回 [再] [HD]


45 Artist Clip fromis_9 [再]


00 KCON:TACT 3
    バックステージビハインド
    #2
    [再] [HD]


00 サムバディ
    #9
    [再] [HD]


45 Old Clip [再]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


15 愛の不時着 OST MV特集 [再]


30 Back to the レジェンドステージ
    #2 [再] [HD]


00 斬新な整理
    #46
    [再] [HD]


00 プレーヤー
    #7
    [HD]


30 スーパーインターン
    #4
    [HD]


45 Mnetライブ CIX [再] [HD]


45 EPEX DEBUT SHOW :
    Prelude 字幕版
    [再] [HD]


00 昼と夜(原題)
    一挙放送
    #7
    [HD]


15 昼と夜(原題)
    一挙放送
    #8
    [HD]


30 麻浦のオシャレさん #4
    [HD]


00 TWICEの優雅な私生活
    #5
    [HD]


00 走る仲～Running girls～
    #3
    [再] [HD]


15 Music Video


30 驚きの土曜日
    #161
    [再] [HD]


00 EPEX DEBUT SHOW :
    Prelude 字幕版
    [再] [HD]


30 麻浦のオシャレさん #5 (終)
    [HD]


00 TWICEの優雅な私生活
    #6
    [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #61
    [再] [HD]


30 日本人が活躍するガールズグループ MV特集 [再]


45 トラベルバディーズ
    #10 (終)
    [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #104
    [再] [HD]


45 Music Video


00 Mnetライブ EXO
    [再] [HD]


30 TIMES(原題)
    #11
    [再] [HD]


45 TIMES(原題)
    #12 (終)
    [再] [HD]


00 Artist Clip GOT7
    [再]


30 お家ごはん ペク先生 ３
    #8
    [HD]


00 KCON:TACT 3
    バックステージビハインド
    #2
    [再] [HD]


30 走る仲～Running girls～
    #4 (終)
    [HD]


00 昼と夜(原題)
    一挙放送
    #9
    [HD]


15 昼と夜(原題)
    一挙放送
    #10
    [HD]


5


6


7


30 Artist Clip ENHYPEN [再]


45 TOMORROW X TOGETHER
    COMEBACK SHOW
    FREEZE 字幕版
    [再] [HD]


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 Mnetライブ TWICE②
    [再] [HD]


00 サムバディ
    #10 (終)
    [HD]


45 New Clip


15 Artist Clip fromis_9 [再]


30 驚きの土曜日
    #162
    [HD]


00 History of Your IDOL #13
    TWICE① [再] [HD]


30 History of Your IDOL #14
    TWICE② [再] [HD]


00 驚きの土曜日
    ナヨン&チェヨン&ジヒョ
    (TWICE)
    出演回
    #77
    [再] [HD]


30 Music Video


45 新西遊記 ５＆６
    #8
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #162
    [再] [HD]


00 Artist Clip テミン
    [再]


30 ENHYPEN
    COMEBACK SHOW
    ‘CARNIVAL’
    字幕版
    [再] [HD]


45 New Clip [再]


00 シーンのクイズ
    #3
    [HD]


00 Artist Clip EXO
    [再]


00 300 X２
    TWICE 出演回
    #1
    [再] [HD]


15 M COUNTDOWN
    バックステージ
    TWICE 出演回 ④
    #292 [HD]


45 ジョンナムを着た悪魔 ２ #2 [再] [HD]


00 花より青春 WINNER編
    #4 (終)
    [HD]


15 Mnetライブ EXID [再] [HD]


30 Ｗ -君と僕の世界-
    #15
    [HD]


45 Ｗ -君と僕の世界-
    #16 (終)
    [HD]


00 MAMAベストパフォーマンス
    TWICE 2016-2020
    [再] [HD]


15 日本人が活躍するガールズグループ MV特集 [再]


30 最高の一発～時空を越えて～
    #15
    [HD]


45 最高の一発～時空を越えて～
    #16 (終)
    [HD]


00 Artist Clip TWICE
    [再]


30 私のオオカミ少年
    [HD]


00 Stray Kids
    #8
    [HD]


00 2020 MAMA BEHIND
    NEW-TACT
    [再] [HD]


45 Music Video


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #10
    [HD]


45 Mnetライブ ソンミ [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    [HD]


00 M COUNTDOWN バックステージ
    過去放送回 #332
    SEVENTEEN、ITZY、
    OH MY GIRL、CIX ほか
    [再] [HD]


30 Back to the レジェンドステージ
    #3 [HD]


00 驚きの土曜日
    ジヒョ&ナヨン&ダヒョン
    (TWICE)
    出演回
    #132
    [再] [HD]


30 Mnetライブ Red Velvet
    [再] [HD]


00 韓国コメディ養成所
    #2
    [HD]


45 Mnetライブ A.C.E [再] [HD]


30 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #11
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #12
    [HD]


15 Mnetライブ 今月の少女(LOONA) [再] [HD]


30 ジョンナムを着た悪魔 ２ #2 [再] [HD]


45 Artist Clip ENHYPEN [再]







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


8/30 (月) 8/31 (火)


8


9


10


30 KCON:TACT 4 U
    字幕版


    ASTRO、BTOB、CNBLUE、
    Highlight、iKON、ITZY、
    JO1、OH MY GIRL、SF9、
    Stray Kids、THE BOYZ ほか
    [HD]


30 Artist Clip WINNER
    [再]


00 昼と夜(原題)
    一挙放送
    #13
    [HD]


5


6


7


16


00 フリーなドクター M
    #8
    [HD]


00 驚きの土曜日
    サナ＆モモ(TWICE)
    出演回
    #18
    [再] [HD]


8


9


10
30 Mnetライブ サマーソングSP
    [再] [HD]


11


12


13


00 驚きの土曜日
    ナヨン&チェヨン&ジヒョ
    (TWICE)
    出演回
    #77
    [再] [HD]


14


15


16


00 私の名前はキム・サムスン
    #13
    [HD]


1


2


3


4


　Mnet 2021年8月編成表
   2021.7.16


20


21


22


23


0


5


6


7


00 昼と夜(原題)
    一挙放送
    #11
    [HD]


15 昼と夜(原題)
    一挙放送
    #12
    [HD]


11


12


13


30 君の声が見える ４
    TWICE 出演回
    #13
    [再] [HD]


45 Mnetライブ チョンハ [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


14


15


15 愛の不時着 OST MV特集 [再]


30 Don't touch me
    #3
    [HD]


45 Mnetライブ CIX [再] [HD]


00 トナボゴソ～100万ウォンの旅～
    クォン・ヒョンビン 出演回 ③
    #3 [HD]


17


18


19


17


18


19


00 驚きの土曜日
    ジヒョ&ナヨン&ダヒョン
    (TWICE)
    出演回
    #132
    [再] [HD]


30 EPEX DEBUT SHOW :
    Prelude 字幕版
    [再] [HD]


30 Back to the レジェンドステージ
    #3 [再] [HD]


20


00 走る仲～Running girls～
    #4 (終)
    [再] [HD]


15 Music Video


45 日本人が活躍するガールズグループ MV特集 [再]


00 Mnetライブ TWICE②
    [再] [HD]


00 Music Video


21


22


2


3


23


0


00 ENHYPEN
    COMEBACK SHOW
    ‘CARNIVAL’
    字幕版
    [再] [HD]


15 Mnetライブ TWICE①
    [再] [HD]


4


15 チキンロード
    #8 (終)
    [HD]


30 SIXTEEN
    #5
    [HD]


45 Artist Clip fromis_9 [再]


00 休止


1
15 Mnetライブ A.C.E [再] [HD]


30 TOMORROW X TOGETHER
    COMEBACK SHOW
    FREEZE 字幕版
    [再] [HD]


30 コメディビッグリーグ テミン 出演回 [再] [HD]


45 Music Video


00 KCON:TACT 3
    バックステージビハインド
    #3 (終)
    [再] [HD]


15 昼と夜(原題)
    一挙放送
    #14
    [HD]


30 真夏のK-POP MV特集
    [再]


00 Back to the レジェンドステージ
    #3 [再] [HD]


30 ジョンナムを着た悪魔 ２ #2 [再] [HD]


45 Old Clip [再]


45 知っておくと役立つ犯罪雑学
    #3
    [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 私の名前はキム・サムスン
    #14
    [HD]


15 Music Video


30 驚きの土曜日
    #162
    [再] [HD]


00 車輪のついた家 ２
    #10
    [再] [HD]


45 Mnetライブ EXID [再] [HD]


45 New Clip [再]


00 KCON:TACT 4 U
    バックステージビハインド
    #1
    [HD]


00 斬新な整理
    #47
    [HD]








スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年8月


スーパー！ドラマＴＶ 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


[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。


27:00 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2 #6
『殺人は芸術？』


27:00


27:30 27:30 27:30


26:00 26:00 00[5.1][HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #9
『おさらば』


26:00


26:30 26:30 26:30


29:00 29:00 00[HD]
インフォメーション


29:00


29:30 29:30 29:30


28:00 28:00 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2 #7
『危険な遊戯』


28:00


28:30 28:30 28:30


23:00 23:00 00[二][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #9
『おさらば』


23:00


23:30 23:30 23:30


22:00 22:00 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』


22:00


22:30 22:30 22:30


55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！


25:00 25:00 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』


25:00


25:30 25:30 25:30


24:00 24:00 00[5.1][HD][字][新]
インベスティゲーション #1
『第一報』


24:00


24:30 24:30 24:30


19:00 19:00 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』


19:00


19:30 19:30 19:30


18:00 18:00 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』


18:00


18:30 18:30 18:30


21:00 21:00 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』


21:00


21:30 21:30 21:30


20:00 20:00 00[5.1][HD][字][新]
インベスティゲーション #1
『第一報』


20:00


20:30 20:30 20:30


15:00 15:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #4
『免責』


15:00


15:30 15:30 15:30


14:00 14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #3
『偽札』


14:00


14:30 14:30 14:30


17:00 17:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #6
『フリーダム』


17:00


17:30 17:30 17:30


16:00 16:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #5
『ロングビーチ』


16:00


16:30 16:30 16:30


12:30


13:00 13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #2
『妄信』


13:00


13:30 13:30 13:30


11:30 11:30 30[HD]
インフォメーション


11:30


12:00 12:00 00[二]★[HD][新]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #1
『空からの脅威』


12:00


12:30 12:30


10:00


10:30 10:30 30[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』


10:30


11:00 11:00 11:00


09:00 09:00 00[HD]
インフォメーション


09:00


09:30 09:30 30[5.1][HD][字][新]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #1
『ロバート』


09:30


10:00 10:00


06:00 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 #8
『次元移動惑星Ｍ』


06:00


06:30 06:30 06:30


08:00 08:00 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 #7
『危険な遊戯』


08:00


08:30 08:30 08:30


07:00 07:00 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 #6
『殺人は芸術？』


07:00


07:30 07:30 07:30







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年8月


スーパー！ドラマＴＶ 2021.08.02-2021.08.08
2021.08.02 2021.08.03 2021.08.04 2021.08.05 2021.08.06 2021.08.07 2021.08.08


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]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #18
『汚名』


00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #19
『風紀課』


00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #20
『賞金稼ぎ』


00[二]★[終][HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #21
『ディアブロ』


00[二]★[HD][新]
【帯】
ケイティ・キーン #1
『夢の街ニューヨーク』


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 #17
『宇宙犯罪シンジケート』


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 #8
『凍りつく真相』


07:00


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3 #9
『奪われたディファイアント』


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 #10
『恋の感謝祭』


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 #11
『２０２４年暴動の夜・前篇』


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 #12
『２０２４年暴動の夜・後篇』


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 #13
『バライルの死』


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 #14
『可変種の定め』


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 #15
『三匹の毒蛇』


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
4 #7
『マック＋デジィ＋ライリー＋オーブ
リー』


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #8
『父＋息子＋父＋女リーダー』


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #9
『コード＋アルテミス＋核＋ネメシス』


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #10
『テスラ＋ベル＋エジソン＋マック』


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #11
『心理作戦＋監房＋商人＋鳥』


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 #18
『単細胞物体との激突』


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 #9
『切れない絆』


09:30


10:00 10:00 10:00


10:30 30[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』


30[5.1][HD][字][新]
インベスティゲーション #1
『第一報』


30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #6
『雷鳴』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』


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』


10:30 30[二]★[終][CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #24
『仮面強盗 －後編－』


30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #15
『偽りの防弾』


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 #23『変化の不可避性の法則』


11:00 11:00


09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #10
『ドクター・レイケン・ペリロス』


30[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』


30[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』


30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #15
『偽りの防弾』


30[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #2
『潜水艇事件』


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 #23
『仮面強盗 －前編－』


30[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #2
『アデル』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #6
『逮捕』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #8
『灰人』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #10
『規律』


13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #8
『身代わり』


00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #13
『液体らしく』


11:30


12:00 00[二]★[HD][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #1
『潜水』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #3
『監査』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #5
『越境』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #7
『飛行』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #9
『毒草』


12:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #7
『サーキット』


00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #12
『グッド・コップ』


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]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #10
『モンスター』


00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #15
『ノックアウト』


13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #7
『千の切り傷』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #8
『ネオンと銃弾』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #9
『ロズウェルでの対話』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #10
『水没』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #11
『ある町の秘密』


14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #9
『人身売買』


00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #14
『憎悪』


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
6 #2
『聴聞』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #4
『再燃』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』


00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』


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]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #5
『死の天使』


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 #7
『忘れたい過去』


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 #9
『瞳の中の暗殺者』


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 #11
『命の洗濯』


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 #13
『戦争ゲーム』


15:30 15:30


16:00 16:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #11
『バッド・コップ』


00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #16
『父と息子』


16:00


16:30 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 #6
『危険なフライト』


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 #8
『長すぎた導火線』


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 #10
『ダイヤモンドは永遠に』


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 #12
『Ｍの悲劇』


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 #14
『殺人鬼のプロファイル』


16:30


18:00


18:30 30[二]★[終][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 #24『ストックホルム症候群の法則』


18:30 18:30


19:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #1
『潜水』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #3
『監査』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #5
『越境』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #7
『飛行』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #9
『毒草』


19:00 00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『サラ・ジェシカ・パーカー』


00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』


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 #6
『雷鳴』


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][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』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』


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 #23『変化の不可避性の法則』


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 #7
『光と影』


00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『エミット・スミス』


00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #15
『偽りの防弾』


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #8
『ネオンと銃弾』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #9
『ロズウェルでの対話』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #10
『水没』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #11
『ある町の秘密』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #12
『セントラルパークの狼男』


21:00 00★[終][HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #24
『仮面強盗 －後編－』


00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』


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
6 #2
『聴聞』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #4
『再燃』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #6
『逮捕』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #8
『灰人』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #10
『規律』


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 #23
『仮面強盗 －前編－』


00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #2
『潜水艇事件』


22:00


22:30 22:30 22:30


55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[二]★[終][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #10
『勝者』


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[二][終][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #10
『勝者』


23:00 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』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #15
『偽りの防弾』


00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #2
『アデル』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』


23:00 00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #2
『アデル』


23:00


23:30 23:30 23:30


55[5.1]★[終][HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #10
『勝者』


24:00


22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #15
『偽りの防弾』


00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』


00[5.1]★[HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #2
『アデル』


00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』


00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #2
『潜水艇事件』


22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』


00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #15
『偽りの防弾』


00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』


00[5.1]★[HD][字]
インベスティゲーション #2
『潜水艇事件』


00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』


24:00 00[5.1]★[HD][字][新]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #1
『灰は灰に』


00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #2
『潜水艇事件』


24:00


24:30 24:30 30[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #2
『死後にバーバンクですること』


24:30


25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #8
『ネオンと銃弾』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #9
『ロズウェルでの対話』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #10
『水没』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #11
『ある町の秘密』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #12
『セントラルパークの狼男』


25:00 00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』


25:00
05[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #3
『テーブル』


25:30 25:30


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 #7
『忘れたい過去』


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 #9
『瞳の中の暗殺者』


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 #11
『命の洗濯』


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 #13
『戦争ゲーム』


26:00 26:00
10[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #5
『私を見て』


26:30 26:30 26:30


45[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #6
『トラブルシューティング』27:00 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 #6
『危険なフライト』


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 #8
『長すぎた導火線』


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 #10
『ダイヤモンドは永遠に』


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 #12
『Ｍの悲劇』


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 #14
『殺人鬼のプロファイル』


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2 #8
『凍りつく真相』


27:00


15[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #7
『ネズミの王様』27:30 27:30 27:30


45[HD]インフォメーション


28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #18
『汚名』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #19
『風紀課』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #20
『賞金稼ぎ』


00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #21
『ディアブロ』


00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
ケイティ・キーン #1
『夢の街ニューヨーク』


28:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』


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 #9
『切れない絆』


28:00


28:30 28:30 28:30


55[二][終][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #10
『勝者』


29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #7
『マック＋デジィ＋ライリー＋オーブ
リー』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #8
『父＋息子＋父＋女リーダー』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #9
『コード＋アルテミス＋核＋ネメシス』


25:30
35[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #4
『芽』


55[5.1][終][HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #10
『勝者』


26:00 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 #5
『死の天使』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #10
『テスラ＋ベル＋エジソン＋マック』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #11
『心理作戦＋監房＋商人＋鳥』


29:00 00[HD]
インフォメーション


29:00


29:30 29:30 29:30







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年8月


スーパー！ドラマＴＶ 2021.08.09-2021.08.15
2021.08.09 2021.08.10 2021.08.11 2021.08.12 2021.08.13 2021.08.14 2021.08.15


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。


12:30


13:00


13:30


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 #16
『新・金儲けの秘訣』


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 #17
『ＤＳ９破壊工作』


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 #18
『老化促進テレパシー』


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 #19
『鏡の裏のシスコ』


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 #20
『姿なき連合艦隊　前篇』


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 #21
『姿なき連合艦隊　後篇』


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 #22
『夢の古代船』


06:00


06:30 06:30


06:00


06:30


07:00


07:30


08:00


08:30


09:00


09:30


10:00


10:30


11:00


11:30


12:00


00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #12
『忠誠＋家族＋反逆者＋ミサイル』


00[二]★[終][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #13
『救済＋唯一＋ダム＋世界』


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』


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』


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 #20
『地底160キロのエネルギー』


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2 #11
『頭の切れる殺人』


08:00


08:30 08:30


00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #2
『プロポーズの行方』


00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #3
『悲しみのバレンタイン』


00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #4
『ヒア・カムズ・ザ・サン』


00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #5
『大寒波の夜』


00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #6
『ママの言葉』


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 #19
『カヌーソ、ノナの魔力』


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 #10
『裏切り者の影』


07:00


07:30 07:30


30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』


30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』


30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #16
『将校に化けた男』


30[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #3
『捜索』


09:30 30★[HD][字][新]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #1
『狙われた実業家の謎』


30[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』


09:30


10:00 10:00


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


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★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『リサ・クドロー』


30[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #2
『潜水艇事件』


30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』


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』


10:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #2
『死を招くデートの謎』


30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #16
『将校に化けた男』


10:30


00[二][終][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 #24『ストックホルム症候群の法則』


11:00 11:00


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #9
『ルビーより高し』


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 #14
『炭疽』


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 #18
『教戒』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #20
『出所』


13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #18
『汚名』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #8
『彼の赤い右腕』


13:00


13:30 13:30


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 #13
『大使』


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 #17
『訓練』


00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #19
『軌道』


12:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #17
『ホテルLA』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #7
『熱血』


12:00


12:30 12:30


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]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #20
『賞金稼ぎ』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #10
『炎の剛速球』


15:00


15:30 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 #15
『過去の亡霊』


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 #17
『偽りの遺伝子』


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 #19
『嵐の夜に』


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 #21
『殺しのライセンス』


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 #23
『本当の嘘』


15:30 15:30


16:00 16:00


14:00 00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #12
『セントラルパークの狼男』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #13
『杖とヘビ』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #14
『瘴気』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #15
『シェアハウスの殺人』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #16
『最後の抵抗』


14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #19
『風紀課』


00[二]★[終][HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #21
『ディアブロ』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #11
『バラ色のメガネ』


16:00


16:30 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 #16
『容疑者ベルの献身』


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 #18
『せめて、探偵らしく』


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 #20
『ブラックメール』


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 #22
『復讐するは我にあり』


30[二]★[終][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 #24
『傷だらけのヒーロー』


16:30 16:30


17:00 17:00 00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #12
『血を流すハート』


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


18:00


18:30 30[HD]
インフォメーション


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
6 #11
『素性』


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 #15
『逃走』


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 #19
『軌道』


19:00 00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #16
『将校に化けた男』


00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』


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 #7
『光と影』


00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #2
『アデル』


00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』


00[二][終][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 #24『ストックホルム症候群の法則』


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 #8
『記憶の痛み』


00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #13
『杖とヘビ』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #14
『瘴気』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #15
『シェアハウスの殺人』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #16
『最後の抵抗』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #17
『殺人ピエロ』


21:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #2
『死を招くデートの謎』


00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』


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
6 #12
『立篭』


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 #16
『戦士』


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 #20
『出所』


20:00 00[HD][字][新]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #1
『狙われた実業家の謎』


00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #3
『捜索』


23:00 00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #16
『将校に化けた男』


00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』


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！


22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #16
『将校に化けた男』


00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』


00[5.1]★[HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』


00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』


00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』


22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』


00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #16
『将校に化けた男』


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 #16
『容疑者ベルの献身』


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 #18
『せめて、探偵らしく』


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 #16
『将校に化けた男』


00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』


00[5.1]★[HD][字]
インベスティゲーション #3
『捜索』


00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』


00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #3
『捜索』


24:00 00[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #8
『ヴィーナス』


00[二]★[HD][新]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #1
『ラスベガスでラブアイランド!?』


24:00


24:30 24:30 24:30
35[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #9
『フレズノ』


25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #13
『杖とヘビ』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #14
『瘴気』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #15
『シェアハウスの殺人』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #16
『最後の抵抗』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #17
『殺人ピエロ』


23:00 00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #2
『アデル』


00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #16
『将校に化けた男』


00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』


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 #20
『ブラックメール』


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 #22
『復讐するは我にあり』


00★[終][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 #24
『傷だらけのヒーロー』


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2 #10
『裏切り者の影』


27:00


25[HD]
インフォメーション


27:30 27:30 27:30


25:00 25:00
10[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #10
『ケークウォーク』


25:30 25:30 25:30


45[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #11
『特価』26:00 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 #15
『過去の亡霊』


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 #17
『偽りの遺伝子』


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 #19
『嵐の夜に』


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 #21
『殺しのライセンス』


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 #23
『本当の嘘』


26:00 00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #3
『捜索』


26:00


20[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #12
『99』26:30 26:30 26:30


55[5.1]★[終][HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #13
『隠者と月』


27:00


28:00


28:30 28:30 28:30


29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #12
『忠誠＋家族＋反逆者＋ミサイル』


00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #13
『救済＋唯一＋ダム＋世界』


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』


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』


29:00 00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』


00[HD]
インフォメーション


29:00


29:30 29:30 29:30


28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #2
『プロポーズの行方』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #3
『悲しみのバレンタイン』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #4
『ヒア・カムズ・ザ・サン』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #5
『大寒波の夜』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #6
『ママの言葉』


28:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』


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2 #11
『頭の切れる殺人』







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年8月


スーパー！ドラマＴＶ 2021.08.16-2021.08.22
2021.08.16 2021.08.17 2021.08.18 2021.08.19 2021.08.20 2021.08.21 2021.08.22


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]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #7
『蜘蛛女のキス』


00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #8
『選んだ家族』


00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #9
『願いが叶う時』


00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #10
『グロリア』


00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #11
『ありのままの姿』


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 #21
『エコス・ナチスの恐怖』


00[二]★[HD][新]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #1『インターナショナ
ル・レスキュー出動！(前編)』


07:00


07:30 07:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #2『インターナショナ
ル・レスキュー出動！(後編)』


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3 #23
『クワークの母』


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 #24
『シャカールの乱』


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 #25
『クルゾンの秘密』


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3 #26
『忍び寄る可変種の脅威』


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4 #1
『クリンゴンの暴挙　前篇』


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4 #2
『クリンゴンの暴挙　後篇』


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4 #3
『父と子』


08:00


08:30 08:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #4『危険な鉱山を閉
鎖せよ』


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】
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』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #8
『ネオンと銃弾』


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 #22
『宇宙300年の旅』


00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #3『スペース・レー
ス』


09:30


10:00 10:00 10:00


10:30 30[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』


30[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #3
『捜索』


30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』


30[二][終][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 #24『ストックホルム症候群の法則』


10:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #4
『不倫スキャンダルの謎』


30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #17
『男の覚悟』


10:30


11:00 00[HD]
インフォメーション


11:00 11:00


09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』


30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』


30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #17
『男の覚悟』


30[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #4
『潮流』


09:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #3
『思い出のバーの謎』


30[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #4
『ニール』


00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #2
『「正常」は退屈』


00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #4
『過去に囚われて』


00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #6
『究極の効率化』


13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #14
『ギャングの血』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #20
『赤い血だまり』


11:30


12:00 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 #23
『石油』


00[二]★[HD][新]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #1
『ようこそ 異常行動の世界へ』


00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #3
『秘密とウソ』


00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #5
『心臓のない死体』


12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #13
『レッドライン』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #19
『ブラッド・マネー』


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2 #16
『コード・レッド』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #22
『赤いメール』


13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #17
『殺人ピエロ』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #18
『愛のダンス』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #19
『オフィス籠城』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #20
『死のバイキング』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #21
『消えない音』


14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #15
『レッドヘリング～おいしい罠』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #21
『赤い鼻の恐怖』


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
6 #22
『射界』


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]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #18
『赤い水』


00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』


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】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #1
『ロンドン・コーリング』


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2 #3
『誰がために』


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2 #5
『ダブルフェイス』


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2 #7
『華麗なる依頼人』


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2 #9
『境界線』


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2 #17
『赤い箱』


00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #23
『夜明けの赤い空』


16:00


16:30 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2 #2
『博士の愛した数式』


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2 #4
『罪と罰』


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2 #6
『真の標的』


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2 #8
『血は水よりも濃く』


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2 #10
『女王陛下の暗殺者』


16:30


18:00


18:30 18:30 18:30


45[HD]インフォメーション


19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #21
『友人』


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]★[HD][字][新]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #1
『ようこそ 異常行動の世界へ』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #3
『秘密とウソ』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #5
『心臓のない死体』


19:00 00[5.1][HD][字][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』


00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』


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 #8
『記憶の痛み』


00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』


00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』


00[5.1]★[HD][字][新]
LOVE LIFE #1
『オーギー・ジョン』


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 #9
『ダイダロス計画』


00[二][HD][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #18
『愛のダンス』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #19
『オフィス籠城』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #20
『死のバイキング』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #21
『消えない音』


00[二]★[終][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #22
『信じる者たち』


21:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #4
『不倫スキャンダルの謎』


00[5.1][HD][字][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』


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
6 #22
『射界』


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[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #2
『「正常」は退屈』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #4
『過去に囚われて』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #6
『究極の効率化』


20:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #3
『思い出のバーの謎』


00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #4
『潮流』


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！


22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #17
『男の覚悟』


00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』


00[5.1]★[HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #4
『ニール』


00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』


00[二]★[HD][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』


22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』


00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #17
『男の覚悟』


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 #17
『男の覚悟』


00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』


00[5.1]★[HD][字]
インベスティゲーション #4
『潮流』


00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』


00[5.1]★[HD][字][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』


24:00 00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #2
『ニューフェイスで大騒ぎ』


24:00
05[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
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』


24:30 24:30 24:30


23:00 00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』


00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #17
『男の覚悟』


00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #4
『ニール』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』


23:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #1
『義弟』


00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』


25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 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2 #1
『ロンドン・コーリング』


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2 #3
『誰がために』


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2 #5
『ダブルフェイス』


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2 #7
『華麗なる依頼人』


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2 #9
『境界線』


26:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
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]
インベスティゲーション #4
『潮流』


26:00


26:30 26:30 26:30


25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #18
『愛のダンス』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #19
『オフィス籠城』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #20
『死のバイキング』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #21
『消えない音』


00★[終][HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #22
『信じる者たち』


25:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
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]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』


00[HD]
インフォメーション


27:00


27:30 27:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #2『インターナショナ
ル・レスキュー出動！(後編)』


27:30


28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #7
『蜘蛛女のキス』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #8
『選んだ家族』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #9
『願いが叶う時』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #10
『グロリア』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #11
『ありのままの姿』


28:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』


00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #3『スペース・レー
ス』


28:00


28:30 28:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #4『危険な鉱山を閉
鎖せよ』


28:30


27:00 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2 #2
『博士の愛した数式』


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2 #4
『罪と罰』


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2 #6
『真の標的』


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2 #8
『血は水よりも濃く』


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2 #10
『女王陛下の暗殺者』


27:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
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][新]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #1『インターナショナ
ル・レスキュー出動！(前編)』


29:00


29:30 29:30 29:30


29:00 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』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #8
『ネオンと銃弾』


29:00 00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #4
『ニール』







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年8月


スーパー！ドラマＴＶ 2021.08.23-2021.08.29
2021.08.23 2021.08.24 2021.08.25 2021.08.26 2021.08.27 2021.08.28 2021.08.29


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 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4 #4
『苦悩するジェム・ハダー』


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4 #5
『デュカットの娘』


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4 #6
『禁じられた愛の絆』


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4 #7
『フェレンギ人囚わる』


08:00 00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #9
『ロズウェルでの対話』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #10
『水没』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #11
『ある町の秘密』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #12
『セントラルパークの狼男』


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


10:30 30[5.1][HD][字][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』


30[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #4
『潮流』


30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #13
『杖とヘビ』


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 #24
『恐怖のコンピューターM・5』


00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #7『高速トレイン大
暴走』


08:00


08:30 08:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #8『人工知能の反
乱』


08:30


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4 #8
『ディファイアントの危機』


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4 #9
『カーレスの剣』


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4 #10
『ドクター・ノア』


06:00


06:30 06:30 06:30


07:00 00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #12
『チェイン・オブ・フールズ』


00[二]★[終][HD]
【帯】
ケイティ・キーン #13
『誰かのために』


00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #1
『家族の絆』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #2
『虚構の愛』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #3
『抜け出せない迷宮』


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 #23
『細菌戦争の果て』


00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #5『消えたファイアー
フラッシュ』


07:00


07:30 07:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #6『ロンドン大停電』


07:30


30[5.1][HD][字][新]
LOVE LIFE #1
『オーギー・ジョン』


10:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #6
『血に染まるランウェイの謎』


30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #18
『ニューオーリンズ支局 (前編)』


10:30


11:00 11:00 11:00


15[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


09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』


30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』


30[二][HD][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』


30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #18
『ニューオーリンズ支局 (前編)』


30[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #5
『動機』


09:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #5
『スペースシェアリングの謎』


30[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #5
『スコット』


09:30


10:00 10:00 10:00


00[二]★[HD]
【帯】
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』


00[二]★[HD][新]
【帯】
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[二]★[HD]
【帯】
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』


13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #2
『赤い血糊』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #8
『火の玉』


11:30


12:00 00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #7
『久々の交流』


00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #9
『パートナーの壁』


00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #11
『夢の代償』


00[二]★[終][HD]
【帯】
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』


00[二]★[HD]
【帯】
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』


12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #1
『夕焼けの空』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #7
『レッド・ホット』


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3 #4
『レッド・カーペット・トリートメント』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #10
『赤いサンタクロース』


13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[二][終][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #22
『信じる者たち』


00[二][HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #4
『無垢なるもの』


14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #3
『血まみれの手』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #9
『赤い月』


14:00


14:30 14:30 14:30


13:00 00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #8
『憎悪の根源』


00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #10
『制裁計画』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #6
『ピンク・シャネル・スーツ』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #12
『ブラッドハウンド』


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]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #11
『殺しの匂い』


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2 #13
『ギャング・オブ・ニューヨーク』


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2 #15
『バレエ・カンパニーの怪人』


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2 #17
『よみがえり』


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2 #19
『歯には歯を』


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3 #5
『レッド・ポニー』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #11
『血まみれのファイト』


16:00


16:30 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2 #12
『マレフィセント』


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2 #14
『眠れる化石』


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2 #16
『昨日の友は今日の敵』


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2 #18
『ドクター・グレンジャーの犬』


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2 #20
『アウトブレイク』


16:30


18:00


18:30 18:30 18:30


45[HD]インフォメーション


19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #7
『久々の交流』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #9
『パートナーの壁』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #11
『夢の代償』


00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
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』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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』


19:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』


00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』


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 #9
『ダイダロス計画』


00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #4
『ニール』


00[5.1][HD][字][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』


00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #2
『ブラッドリー・フィールド』


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 #10
『赤い天使』


00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[二]★[HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #4
『無垢なるもの』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』


21:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #6
『血に染まるランウェイの謎』


00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』


21:00


21:30 21:30 21:30


20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #8
『憎悪の根源』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #10
『制裁計画』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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』


00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
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[5.1]★[HD][字]
【帯】
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』


20:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #5
『スペースシェアリングの謎』


00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #5
『動機』


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 #18
『ニューオーリンズ支局 (前編)』


00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』


00[5.1]★[HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #5
『スコット』


00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #10
『赤い天使』


00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』


22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』


00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #18
『ニューオーリンズ支局 (前編)』


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 #18
『ニューオーリンズ支局 (前編)』


00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』


00[5.1]★[HD][字]
インベスティゲーション #5
『動機』


00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #10
『赤い天使』


00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』


24:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』


00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #3
『トレの迷い』


24:00


24:30 24:30 24:30


23:00 00[二][HD][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』


00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #18
『ニューオーリンズ支局 (前編)』


00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #5
『スコット』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』


23:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
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]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #10
『赤い天使』


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2 #16
『昨日の友は今日の敵』


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2 #18
『ドクター・グレンジャーの犬』


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2 #20
『アウトブレイク』


27:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #10
『赤い天使』


00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #5『消えたファイアー
フラッシュ』


25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 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2 #11
『殺しの匂い』


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2 #13
『ギャング・オブ・ニューヨーク』


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2 #15
『バレエ・カンパニーの怪人』


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2 #17
『よみがえり』


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2 #19
『歯には歯を』


26:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』


00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #5
『動機』


26:00


26:30 26:30 26:30


25:00 00★[HD][字][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #4
『無垢なるもの』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』


25:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』


29:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #9
『ロズウェルでの対話』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #10
『水没』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #11
『ある町の秘密』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #12
『セントラルパークの狼男』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #13
『杖とヘビ』


29:00 00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #5
『スコット』


00[HD]
インフォメーション


27:00


27:30 27:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #6『ロンドン大停電』


27:30


28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #12
『チェイン・オブ・フールズ』


00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #13
『誰かのために』


00★[HD][字][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #1
『家族の絆』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #2
『虚構の愛』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #3
『抜け出せない迷宮』


28:00 00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『マシュー・ブロデリック』


00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #7『高速トレイン大
暴走』


28:00


28:30 28:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #8『人工知能の反
乱』


28:30


27:00 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2 #12
『マレフィセント』


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2 #14
『眠れる化石』


29:00


29:30 29:30 29:30







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年8月


スーパー！ドラマＴＶ 2021.08.30-2021.08.31
2021.08.30 2021.08.31 2021.09.01 2021.09.02 2021.09.03 2021.09.04 2021.09.05


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。


08:00 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 09:00


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4 #11
『地球戒厳令　前篇』


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4 #12
『地球戒厳令　後篇』


06:00 06:00


06:30 06:30 06:30


07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #4
『失われた痛み』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #5
『母と子』


07:00 07:00


07:30 07:30 07:30


08:00 00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #14
『瘴気』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #15
『シェアハウスの殺人』


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 11:30


12:00 00[二]★[HD]
【帯】
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』


00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #6
『殺人は芸術？』


12:00 12:00


12:30 12:30 12:30


09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』


30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #10
『赤い天使』


09:30 09:30


10:00 10:00 10:00


10:30 30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』


30[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #5
『動機』


10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


15:00 00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


15:00 15:00


15:30 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2 #21
『唇のねじれた男』


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2 #23
『仮面』


15:30 15:30


16:00 16:00 16:00


13:00 00[二]★[HD]
【帯】
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』


00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #7
『危険な遊戯』


13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


18:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #10
『赤い天使』


00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #5
『スコット』


18:00 18:00


18:30 18:30 18:30


19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #6
『殺人は芸術？』


19:00 19:00


19:30 19:30 19:30


16:30 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2 #22
『48時間』


30[二]★[終][CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #24
『逃亡者』


16:30 16:30


17:00 17:00 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


22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #19
『ニューオーリンズ支局 (後編)』


00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #15
『ロシアン・ノット』


22:00 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！


20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #7
『危険な遊戯』


20:00 20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』


21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』


25:00 25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 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2 #21
『唇のねじれた男』


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2 #23
『仮面』


26:00 26:00


26:30 26:30 26:30


23:00 00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』


00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #10
『赤い天使』


23:00 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 #19
『ニューオーリンズ支局 (後編)』


00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #15
『ロシアン・ノット』


24:00 24:00


24:30 24:30 24:30


29:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #14
『瘴気』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #15
『シェアハウスの殺人』


29:00 29:00


29:30 29:30 29:30


27:00 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2 #22
『48時間』


00★[終][HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #24
『逃亡者』


27:00 27:00


27:30 27:30 27:30


28:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #4
『失われた痛み』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #5
『母と子』


28:00 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


芦屋
特番


芦屋
特番


芦屋
特番


一般


4日目 3日目


2日目 大村N 一般競走 5日目


2日目 住之江N　一般競走 5日目


最終日 3日目


ヴィーナスシリーズ


桐生ナイター


2日目


蒲郡
展望


蒲郡
展望


浜名湖 多摩川 常滑


浜名湖


放送休止


2日目 最終日 一般競走 5日目


徳山
特番


徳山
特番


徳山
特番


徳山
特番


徳山
特番


4日目


最終日


5日目


モーニング 最終日 宮島


3日目


浜名湖
PGⅠ


浜名湖
PGⅠ


勝利者IV
戸田 江戸川


尼崎


蒲郡
展望


福岡
展望


蒲郡
展望


蒲郡
展望


蒲郡
展望


蒲郡
展望


研究
所#8


研究
所#9


研究
所#9


研究
所
#10


研究
所
#11


研究
所
#12


福岡
展望


福岡
展望


蒲郡
展望


蒲郡
展望


宮島 平和島


芦屋
特番


福岡
展望


蒲郡
展望


研究
所#8


浜名
湖PG
Ⅰ展
望


研究
所#9


浜名
湖PG
Ⅰ展
望


研究
所
#10


浜名
湖PG
Ⅰ展
望


徳山
特番


蒲郡
展望


蒲郡
展望


浜名
湖PG
Ⅰ展
望


研究
所#8


浜名
湖PG
Ⅰ展
望


研究
所#9


浜名
湖PG
Ⅰ展
望


研究
所
#10


浜名
湖PG
Ⅰ展
望


2日目


ＪＬＣ６８０　８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 1:0022:0021:00 21:3016:0010:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:308:20 9:00 9:30 10:006:00 6:30 7:00 7:30 8:00


鳴門 2日目 尼崎 ＧⅡ MB大賞 最終日 2日目


モーニング 3日目 宮島 ＧⅢ 5日目 若松ナイター 3日目


一般 最終日 企業杯 最終日 GⅢ 4日目


初日 マスターズリーグ 5日目研究
所#7


浜名
湖PG
Ⅰ展
望


最終日


浜名湖PGⅠ 3日目 3日目


レディースチャンピオン 4日目 住之江ナイター 4日目


最終日


徳山M 最終日


研究
所
#12


浜名
湖PG
Ⅰ展
望


2日目 ナイター 3日目


最終日


最終日


初日 ＧⅢ 3日目 最終日


4日目 初日


2日目 戸田　一般


最終日 初日


からつM 2日目 オールレディース 4日目 若松ナイター 5日目


ボートレースメモリアル 5日目


ヴィーナスシリーズ 5日目 最終日


最終日 常滑 一般 3日目 丸亀ナイター 5日目


宮島 平和島 戸田 鳴門


びわこ 宮島 平和島


モーニング


一般競走 3日目


芦屋 5日目


5日目 江戸川　一般


徳山モーニング 3日目


初日


4日目


BR年鑑
#33


常滑 びわこ 鳴門


びわこ 尼崎 宮島 鳴門


研究
所#6


研究
所#7


鳴門 芦屋 からつ 戸田 常滑 びわこ 尼崎 宮島 平和島 桐生 蒲郡 若松 大村 鳴門 芦屋 からつ 戸田 常滑


鳴門 芦屋 からつ 戸田 常滑 びわこ 宮島 平和島 桐生 蒲郡 若松 大村 鳴門 芦屋 からつ 戸田 常滑 びわこ


鳴門 芦屋 からつ 戸田 江戸川 びわこ 宮島 平和島


浜名
湖PG
Ⅰ展
望


研究
所#6 桐生 蒲郡 若松 大村 鳴門 芦屋 からつ 戸田 江戸川


江戸川 児島 桐生 蒲郡 住之江 若松 三国
蒲郡
展望


BR通信
第29回
レディー


スC


BR通信
第30回
レディー


スC


三国 芦屋


BR通信
第30回
レディー


スC


浜名湖
PGⅠ


浜名湖
PGⅠ


勝利者IV


浜名
湖PG
Ⅰ展
望


研究
所#7 芦屋 江戸川 びわこ


児島 江戸川
浜名湖
PGⅠ


選手紹介


浜名湖
PGⅠ


浜名湖
PGⅠ


勝利者IV
三国 徳山


BR通信
第31回
レディー


スC


浜名湖
PGⅠ


浜名湖
PGⅠ


勝利者IV
芦屋 江戸川 常滑 びわこ 児島 桐生 蒲郡 住之江 若松 三国


浜名湖
PGⅠ


選手紹介


徳山 芦屋


吟剣詩舞 江戸川 常滑


BR通信
第31回
レディー


スC


浜名湖
PGⅠ


浜名湖
PGⅠ


勝利者IV


三国 徳山


BR通信
第32回
レディー


スC


浜名湖
PGⅠ


浜名湖
PGⅠ


勝利者IV
芦屋 戸田 江戸川 常滑 児島 桐生 住之江 下関 大村 三国 徳山 芦屋


戸田 江戸川 常滑


BR通信
第32回
レディー


スC


浜名湖
PGⅠ


三国 徳山


BR通信
第33回
レディー


スC


浜名湖
PGⅠ


浜名湖
PGⅠ


勝利者IV
からつ 戸田 江戸川 常滑 児島 宮島 住之江 下関 大村 三国 徳山 からつ


浜名湖
PGⅠ


勝利者IV


戸田 江戸川 常滑


BR通信
第33回
レディー


スC


浜名湖
PGⅠ


浜名湖
PGⅠ


勝利者IV
徳山 からつ


BR通信
第34回
レディー


スC


研究
所
#11


5日目 ＧⅢ企業杯 5日目
研究
所
#11


浜名
湖PG
Ⅰ展
望


常滑 児島 宮島 多摩川 住之江 下関 若松 大村 徳山 からつ


戸田 江戸川 常滑


BR通信
第34回
レディー


スC


浜名湖
PGⅠ


浜名湖
PGⅠ


勝利者IV
鳴門 徳山 からつ 戸田


浜名湖
PGⅠ


尼崎 児島 宮島 多摩川 住之江 下関 若松 大村 鳴門 徳山 からつ 戸田 尼崎


戸田 尼崎 児島 徳山 鳴門 徳山 からつ びわこ 尼崎 宮島 平和島 多摩川 桐生 下関 若松 大村 鳴門 徳山 からつ びわこ 尼崎 宮島


桐生 下関 若松 大村 三国 鳴門 からつ 常滑平和島 多摩川 びわこ 尼崎 三国 鳴門 からつ 常滑 びわこ三国M 初日 宮島　一般競走 5日目 若松ナイター 4日目 びわこ


尼崎 宮島 平和島 三国 三国 鳴門 からつ 戸田 常滑 びわこ 尼崎 宮島 平和島 多摩川 桐生 蒲郡 下関 若松 三国 鳴門 からつ 戸田


多摩川


福岡 桐生 蒲郡 住之江 若松 三国 鳴門 徳山吟剣詩舞 常滑 びわこ 尼崎 三国 鳴門 徳山 戸田 常滑 びわこ 尼崎 平和島徳山
特番 戸田


常滑 びわこ 尼崎 徳山 三国 鳴門 徳山 戸田 平和島 浜名湖 常滑 びわこ 尼崎 児島 福岡 桐生 蒲郡 住之江 丸亀 三国 鳴門 徳山


浜名湖


戸田 平和島 浜名湖 徳山 三国 徳山 芦屋 戸田 平和島4日目 一般競走 最終日


徳山 芦屋


びわこ 児島 福岡 桐生 蒲郡 住之江 丸亀 三国 徳山


芦屋 戸田 江戸川 多摩川


芦屋


戸田 平和島 浜名湖 徳山 三国 徳山 芦屋 戸田 江戸川 多摩川 浜名湖 常滑 児島 福岡 蒲郡 住之江 丸亀 大村 三国


江戸川


多摩川 浜名湖 徳山


BR通信
第26回
オーシャ


ンC


徳山 芦屋 江戸川 多摩川 浜名湖


児島 福岡 蒲郡 住之江 丸亀 大村 徳山 芦屋 戸田戸田 江戸川 徳山


BR通信
第26回
オーシャ


ンC


徳山


大村 江戸川 多摩川 芦屋


BR通信
第26回
オーシャ


ンC


鳴門 芦屋 多摩川 常滑初日 4日目芦屋
特番 児島 宮島 桐生 丸亀 若松 大村 鳴門 芦屋 江戸川 常滑 児島 宮島 桐生


吟剣詩舞 多摩川 常滑 芦屋


BR通信
第26回
オーシャ


ンC


鳴門 芦屋 戸田 江戸川 多摩川 常滑 尼崎 宮島 桐生 下関 若松 大村 鳴門 芦屋 戸田 江戸川 多摩川


常滑 尼崎 宮島 戸田


BR通信
第26回
オーシャ


ンC


鳴門 からつ 戸田 江戸川 平和島 常滑 尼崎 宮島 桐生 下関 若松 大村 鳴門 からつ 戸田 江戸川 平和島


常滑 尼崎 宮島 からつ


BR通信
第26回
オーシャ


ンC


三国 鳴門 からつ 戸田 平和島 浜名湖 常滑 尼崎 宮島 桐生 住之江 下関 若松 三国 鳴門 からつ 戸田


平和島 浜名湖 常滑 からつ 三国 鳴門 からつ 戸田 平和島 浜名湖 常滑 びわこ 尼崎 宮島 桐生 住之江 下関 若松 三国 鳴門 からつ


戸田 平和島 浜名湖


BR通信
第35回
レディー


スC


三国
蒲郡
ＳＧ


選手紹介


蒲郡
ＳＧ


蒲郡
ＳＧ


勝者ＩＶ


5日目 一般競走 最終日


蒲郡
展望 放送休止


尼崎 福岡 住之江 下関 三国 芦屋浜名湖 びわこ 尼崎


BR通信
第35回
レディー


スC


三国 芦屋 平和島
蒲郡
ＳＧ


蒲郡
ＳＧ


勝者ＩＶ
初日 蒲郡 2日目芦屋


特番 平和島 浜名湖


びわこ 尼崎 福岡


BR通信
第35回
レディー


スC


三国 芦屋 平和島
蒲郡
ＳＧ


蒲郡
ＳＧ


勝者ＩＶ


BR通信
第64回
メモリア


ル


多摩川 浜名湖 びわこ 児島 福岡 住之江 丸亀 三国 芦屋


BR通信
第63回
メモリア


ル


浜名湖 びわこ


宮島 福岡 住之江 丸亀 鳴門 芦屋吟剣詩舞 平和島


BR通信
第35回
レディー


スC


鳴門 芦屋 多摩川
蒲郡
ＳＧ


蒲郡
ＳＧ


勝者ＩＶ


BR通信
第65回
メモリア


ル


芦屋 3日目 ＳＧ 4日目 多摩川


浜名湖 びわこ 児島


BR通信
第35回
レディー


スC


鳴門 芦屋 多摩川
蒲郡
ＳＧ


蒲郡
ＳＧ


勝者ＩＶ


BR通信
第66回
メモリア


ル


常滑 びわこ 尼崎 児島 宮島 丸亀 鳴門 芦屋 多摩川 常滑


浜名湖 びわこ 児島


びわこ 尼崎 児島


BR通信
第35回
レディー


スC


鳴門 芦屋 多摩川
蒲郡
ＳＧ


蒲郡
展望


芦屋
特番 常滑 尼崎 児島 宮島 丸亀 鳴門 芦屋 多摩川 常滑


芦屋
特番 尼崎 児島 宮島 桐生 丸亀 若松 鳴門 芦屋


丸亀


多摩川 常滑 尼崎 児島 三国 鳴門 多摩川 常滑三国M ＧⅢ オールレディース 初日 宮島 一般 5日目 一般競走 6日目


多摩川 常滑 尼崎 芦屋


BR通信
第35回
レディー


スC


鳴門 芦屋 多摩川 常滑


蒲郡
展望


研究
所#8


常滑 尼崎 児島 宮島


多摩川 常滑 尼崎 児島 宮島


多摩川尼崎 児島 宮島 福岡 桐生 丸亀 若松 三国 鳴門


尼崎 児島 宮島








www.kids-station.comwww.kids-station.comⒸ ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／キラメキパワーズ製作委員会・テレビ東京　Ⓒ「ガル学。～ガールズガーデン～」製作委員会　ⒸTroll/POPLAR Ⓒ2019東映まんがまつり製作委員会
ⒸTroll/POPLAR Ⓒ2020東映まんがまつり製作委員会　Ⓒ トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会


詳しい
番組情報は
こちら！


見た目はおしり、推理はエクセレントな
名探偵「おしりたんてい」が活躍する映画第１作。


CS
初放送


ガールズ戦士シリーズ第5弾が早くも登場！ゲームの世界から飛び出して
きたキラパワ王国のプリンセスを助けるため、キラメキパワーズが世界の
闇をキラッキラにきらめかせちゃうよ！


8/28㊏スタート 毎週土曜 あさ 8:30毎週土曜 あさ 8:30
事前


スペシャル特番
ビッ友×戦士キラメキパワーズ！新ガールズ戦士誕生スペシャル


8/21㊏ 8/27㊎ひる 12:00 ひる 12:00 ごご 1:30 ごご 1:30 再


おしりたんてい特集‼


毎週月～金曜
あさ 7:30/ごご 3:00


CS
初放送


おしりたんていと一緒に謎解きに挑戦しよう！
映画2作品とアニメシリーズを一挙放送！！


8/2㊊スタート8/2㊊スタート


番組を見て
スマホで参加しよう！


ガル学。
～ガールズガーデン～


8/28㊏スタート
毎週土曜 あさ 8:00 


Girls2を描いたアニメの
続きが実写ドラマ化♪


8/7㊏
ひる 12:00 ひる 12:00 


8/30㊊ ごご 1:10 ごご 1:10 再


映画第２作は、おしりたんていとおしりダンディの
親子タッグで遺跡の謎にいどむ冒険活劇！


CS
初放送


8/14㊏
ひる 12:00 ひる 12:00 


8/2㊊スタート8/31㊋ ごご 1:10 ごご 1:10 再


第1期


8
AUGUST


2 0 21


大冒険をビッ友 × 戦士 


キラメキパワーズ！







　


© 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　
番組内容及び、放送時間などは予告なく変更になる場合があります。詳しくは www.kids-station.comでご確認ください。


3・10・17・
24・31


2・9・16・
23・30


4・11・
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20・27金木水火月


6 30
ハローココモン


ポケットモンスター


7 30


～2日 妖怪学園Y～Nとの遭遇～
3～10日 ポケットモンスター(2019年) セレクション


                                 11日～ トミカ絆合体 アースグランナー  　 　 　　　　　　　28


2～18日 おしりたんてい(第1期)
19～25日 クレヨンしんちゃん外伝 おもちゃウォーズ  


26日～ クレヨンしんちゃん外伝 家族連れ狼


8 30


～2日 ひみつ×戦士 ファントミラージュ！
3日～ ポリス×戦士 ラブパトリーナ！


～11日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ（～8:45）
5日～ マーシャのものがたり（8:45～）   12日～ はなかっぱ第1期（～8:45）


9 30
それいけ！アンパンマン ※16～20日  劇場版「それいけ！アンパンマン」(～10:00)


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 ！ ※5～10日、19・20日、26・27日 情報


11 30


～13日 ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマル２
16日～ ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマルABC


それいけ！アンパンマン 


12
～25日  ポケモン映画 22作品一挙放送


26日 サーフズ・アップ
27日  劇場版 ひみつ×戦士 ファントミラージュ！ ～映画になってちょーだいします～ (～1:30)


　　　ビッ友×戦士キラメキパワーズ！新ガールズ戦士誕生スペシャル (1:30～)
30日  映画 おかあさんといっしょ はじめての大冒険 (～1:10)


   映画おしりたんてい カレーなる じけん (1:10～)
31日  映画 おかあさんといっしょ すりかえかめんをつかまえろ！(～1:10)


　　　　　   映画おしりたんてい テントウムシいせきの なぞ (1:10～)
1


2 30
子育てTV ハピクラ ※16～20日  劇場版「それいけ！アンパンマン」(～3:00)


それいけ！アンパンマン


3 30


2～18日 おしりたんてい(第1期)
19～25日 クレヨンしんちゃん外伝 おもちゃウォーズ


26日～ クレヨンしんちゃん外伝 家族連れ狼
～27日 アイカツプラネット！ 
30日～ ミュークルドリーミー


4 30


～11日 新幹線変形ロボ シンカリオンＺ 1話からおさらい
12日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション
13～20日 恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー


23日～ ベイブレードバースト ガチ
～12日 マジカパーティ 1話からおさらい


13・31日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション
16～20日 ポケットモンスター(2019年) セレクション


23～30日 SDガンダムワールド ヒーローズ 1話からおさらい


5                                                   妖怪ウォッチ  　 　   　  　　　　　　　　　　　　58


6
～4日 弱虫ペダル GRANDE ROAD


5日 ドラマ『弱虫ペダル』 セレクション
6日 劇場版あたしンち「情熱のちょ～超能力♪ 母大暴走！」


9日～ 結界師


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） 妖怪ウォッチ♪ デュエル・マスターズ 
キング ！


～20日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ
23～30日 恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー


31日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ


8 ポケットモンスター


9 ドラゴンボール超


10 ～27日 あひるの空
30・31日 銀魂 セレクション


11 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST


0
～20日 美少女戦士セーラームーンCrystal ※20日(～0:30)


20日 銀魂 セレクション (0:30～)
23日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所


1 ポケットモンスター


2 ドラゴンボール超


3 ～27日 あひるの空
30・31日 銀魂 セレクション


4
30


～20日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ
23～30日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション


31日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST ※5・10日放送休止


5 30
情報


土 7・14・21・28


6 30
ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
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


～21日 パウ・パトロール
28日～ ガル学。～ガールズガーデン～
～21日 ポリス×戦士 ラブパトリーナ！
28日～ ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！


9


劇場版 それいけ！
アンパンマン
  7日 怪傑ナガネギマンと
        やきそばパンマン
14日 おむすびまん
21日 ドキンちゃんのドキドキカレンダー
28日 ぼくらはヒーロー


10 30
子育てTV ハピクラ
※21日 「それいけ！アンパンマン」スペシャル


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


  7日 映画おしりたんてい 
 　　カレーなる じけん (～12:40)
       人体のサバイバル！(12:40～)
14日 映画おしりたんてい
　　 テントウムシいせきの なぞ (～12:48)
　　 おしりたんてい(第1期) ププッ　
　　 ふめつのせっとうだん (12:48～)
21日 ビッ友×戦士キラメキパワーズ！
       新ガールズ戦士誕生スペシャル (～12:30)
　　 劇場版 ひみつ×戦士 ファントミラージュ！ 　　　
　　 ～映画になってちょーだいします～ (12:30～)
28日 サーフズ・アップ (～1:35)
　　　  ひみつ×戦士 ファントミラージュ！セレクション(1:35～2:05)


2


～14日 恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー (～2:30)
　　  ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション(2:30～)
21日 ガル学。～聖ガールズスクエア学院～ 
　　 セレクション(～2:20)
       ポリス×戦士 ラブパトリーナ！ 
       セレクション(2:20～)
28日 ポケットモンスター(2019年) 
       セレクション(2:05～)


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 第2シリーズ (～3:55)
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
～14日 家族連れ狼
21日～ お・お・お・のしんのすけ


デュエル・マスターズ キング！


5 30


新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
※7・14日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション
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 ～7日 こちら葛飾区亀有公園前派出所
14日～ るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－


9


～


10


  7日 恐竜超伝説 劇場版ダーウィンが来た！
14日 ヒカルの碁スペシャル  北斗杯への道
21日 映画あたしンち
28日 劇場版あたしンち
　　 「情熱のちょ～超能力♪ 母大暴走！」


11


～


4


ドラマ『弱虫ペダル』
  7日 #1～#7


ドラマ
『弱虫ペダルSeason2』


14日 #1～#7 　21日 #8～#13 (～4:00)
21日 銀魂 セレクション(4:00～6:00)
28日 まじっく快斗1412 #1～#8 (～3:00)
　　 カードキャプターさくら クリアカード編
        #1～#6 (3:00～6:00)


5 7・14日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション


日 1・8・15・22・29


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！
※8日 デュエル・マスターズ キング！ 特別編　
　　  ジョーには内緒っ！  
        極秘のミニキャラサミット開催！


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
  1日 おもちゃの星の
　　 ナンダとルンダ
  8日 ブルブルの
       宝探し大冒険！
15日 かがやけ！
   クルンといのちの星 
22日 きらめけ！
　　 アイスの国のバニラ姫 
29日 キラキラ星の涙 (～10:35)10


15
～22日 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


～8日 恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー
15～22日 妖怪ウォッチ セレクション
29日～ おしりたんてい(第1期) 


クレヨンしんちゃん外伝 
　～15日 家族連れ狼
　22日～ お・お・お・のしんのすけ


12


～
1


劇場版ポケットモンスター
　  1日 みんなの物語


15日「ミュウツーの逆襲」
　　 完全版
22日「幻のポケモン 
       ルギア爆誕(ばくたん)」
29日「結晶塔の帝王 エンテイ」


8日 ミュウツーの逆襲 EVOLUTION


2


～


3


映画クレヨンしんちゃん　
  1日 嵐を呼ぶ 黄金のスパイ大作戦
  8日 嵐を呼ぶ！オラと宇宙のプリンセス
15日 バカうまっ！ 
　　 Ｂ級グルメサバイバル！！
22日 ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん


29日 恐竜超伝説 
　　 劇場版ダーウィンが来た！


4 30
妖怪ウォッチ♪


1日～ ポケットモンスター サン＆ムーン


5 30
怪盗ジョーカー


デュエル・マスターズ キング！


6


～


11


ヒカルの碁 
1日 #51～#63  8日 #64～#75


天使な小生意気 
15日 #1～#13  22日 #14～#26
29日 #27～#38


0 銀魂 セレクション ※1・8日(～2:00)


1


～


2
15日～ ヒカルの碁


3 カードキャプターさくら クロウカード編


4 美少女戦士セーラームーンCrystal


5
銀魂 セレクション ※1日(～5:30)
※15・22日 鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST


「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2021.8



































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。
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9


31 42 5 6


23


14


25


3130


26 27 28


6:00


7:40


10:00


12:30


14:30


16:50


18:50


21:00


23:50


0:25


1:45


2:15


3:35


サンダーストーム 特殊捜査班


ハッピーフライト


外科医鳩村周五郎10


火災調査官・紅蓮次郎12


追跡～失踪人捜査官・石森新次郎


ミナミの帝王29 闇の代理人


赤い霊柩車36


激録・警察密着２４時!１９秋


桃色探訪～伝説の風俗～①
令和エロス噺11


快楽の虜になった若妻


エロス秘宝 貴方だけに～艶と縁～


新・ミナミの帝王9


6:00


7:50


10:00


12:30


14:30


16:45


19:00


21:50


23:50


0:25


1:50


2:20


3:45


5:30


ゴールデンスランバー
特攻　零-ゼロ-
外科医鳩村周五郎11
さすらい署長風間昭平6
さすらい署長風間昭平7
さすらい署長風間昭平8
巨大マグロ伝説2008
十津川警部の事件簿  危険な賞金
桃色探訪～伝説の風俗～②
巨乳ライター 密着(秘)レポート
女流官能小説家の欲望
オープン・マリッジ 新しい夫婦生活
ミナミの帝王30 破産の葬列
他人に抱かれるもう一人のワタシ


6:00
7:00
7:30
9:30
12:10
13:39
14:07
17:00
17:30
19:00
20:55
23:00
0:25
1:00
1:30
2:45
4:05


インフォメーション
舟木一夫の軌跡PART2⑤
ミナミの帝王1 トイチの萬田銀次郎
世界の中心で、愛をさけぶ
ワカコ酒 Season2①～③
ラーメン刑事①【目黒・かづ屋編】
ワカコ酒 Season2④～⑨
ラーメン刑事②【日暮里・麺酒処ぶらり編】
ワカコ酒 Season2⑩～⑫（完）
まだまだあぶない刑事
さらば あぶない刑事
日本統一27
強面４①
濡れる献身妻
愛人契約 エクスタシーの女
エクスタシー・イコライザー
新・ミナミの帝王7


6:00


8:00


10:00


12:30


14:30


16:30


18:30


21:10


23:10


0:55


2:15


2:45


3:00


4:30


十九歳の地図
ザ・ノンフィクション特別編  おじさん、ありがとう
外科医鳩村周五郎14
犯罪交渉人ゆり子2
ドクター小石の事件カルテ3毒薬
ミナミの帝王1 トイチの萬田銀次郎
巨大マグロ戦争2020
駐在刑事1
新・ミナミの帝王18
オープン・マリッジ ある夫婦のカタチ
翻弄された献身妻
着脱図鑑⑧【ペルー・チョリータ編】
マネーハンター美鈴
禁断の関係 義弟と未亡人


6:00


7:25


10:00


12:30


14:30


16:50


19:00


21:00


23:00


1:00


2:15


2:45


4:05


4:25


新・ミナミの帝王11
カイジ2 人生奪回ゲーム
外科医鳩村周五郎13
犯罪交渉人ゆり子1
ドクター小石の事件カルテ2検死
劇場版 新・ミナミの帝王
ニッポンのスゴ腕漁師2019
旅行作家 茶屋次郎7
ミナミの帝王30 破産の葬列
温泉童貞～快楽源泉かけ流し～
ゴーストを愛した美人妻
さよなら家庭教師
着脱図鑑②【サリー編】
刺青 匂ひ月のごとく


6:00


8:00


9:00


10:40


12:50


15:00


23:45


0:20


1:40


2:55


3:25


5:40


舟木一夫コンサート2020


雑居時代①


新・ミナミの帝王16


夏樹静子サスペンス 検事霞夕子3


フォルトゥナの瞳


連続ドラマW コールドケース2①～⑩（完）


強面４②


令和エロス噺3


若妻のエロティック体験


時代官能 美人女将物語


さらば愛しき大地


着脱図鑑⑥【モン族編】


6:00


6:15


6:30


10:10


12:20


21:15


23:00


0:35


2:00


3:25


3:50


着脱図鑑①【十二単編】


変わらないもの


戦争と人間 第一部 運命の序曲


小京都連続殺人事件1


サイレント・ヴォイス①～⑩（完）


ドラマ特別企画「駐在刑事スペシャル」


日本統一24


ネトラレ ある夫婦の行動学


隣人の喘ぎ声 人妻とＯＬに挟まれて


着脱図鑑⑨【バリ島・レゴンダンス編】


刺青 堕ちた女郎蜘蛛


6:00


9:10


10:40


13:00


15:00


0:15


1:50


3:05


4:00


戦争と人間 第二部 愛と悲しみの山河


新・ミナミの帝王5


逆転弁護士ヤブハラ1 証言拒否


逆転弁護士ヤブハラ2 京都・十七年前の真実


レディ・ダ・ヴィンチの診断①～⑩（完）


日本統一26


プリンセス 恥じらいの初夜


年上ノ彼女①


殺人鬼を飼う女


6:00


7:30


10:00


12:30


14:30


16:35


18:35


20:50


23:40


1:10


2:30


3:45


新・ミナミの帝王10


カイジ 人生逆転ゲーム


外科医鳩村周五郎12


夏樹静子サスペンス 揺らぐ灯


ドクター小石の事件カルテ1血痕


日本統一27


最高の人生の見つけ方


激録・警察密着２４時!２０春


日本統一25


エロス秘宝 貴方だけに～愛と欲～


エロスは蒲団の香り


新・嬢王ゲーム


7:35


10:00


12:30


14:30


16:50


18:55


21:00


23:00


1:10


2:30


3:00


4:40


ジェネラル・ルージュの凱旋


外科医鳩村周五郎9


火災調査官・紅蓮次郎11


追いつめる


日本統一26


激録・警察密着２４時!１９春


旅行作家 茶屋次郎6


スキャンダル


美魔女たちの秘蜜


未亡人嫁の義父介護


ミナミの帝王2 計画倒産


着脱図鑑④【ブルガリア・スクマン編】


6:00


7:00


8:00


9:00


11:20


13:00


14:50


16:50


18:40


20:40


22:40


0:05


1:20


2:40


4:00


インフォメーション
綾小路きみまろTV3637
パパと呼ばないで40（完）
仮釈放の条件 出口の裁判官
ミナミの帝王1 トイチの萬田銀次郎
ミナミの帝王2 計画倒産
ミナミの帝王29 闇の代理人
ミナミの帝王30 破産の葬列
おばさんデカ 桜乙女の事件帖9
おばさんデカ 桜乙女の事件帖10
激撮！愛知県警密着24時
セクシータイム・リターン
世にもエロスな物語22
人妻たちの輪舞曲
十九歳の地図


6:00


7:30


10:00


12:30


14:30


16:50


19:00


21:00


23:15


0:55


2:10


3:30


姐-極道を愛した女・桐子-


サバイバルファミリー


篝警部補の事件簿4


火災調査官・紅蓮次郎8


つぐない


日本統一24


激録・警察密着２４時!１９冬


信長協奏曲


ITバブルと寝た女たち


三ツ星ボディとセクシーギョーザ


刺青 背負う女


新・ミナミの帝王6


6:00


7:40


10:00


12:30


14:30


16:35


18:25


21:00


23:00


0:50


2:05


3:25


4:45


5:00


5:30


展望車殺人事件
チーム・バチスタの栄光
外科医鳩村周五郎8
火災調査官・紅蓮次郎9
動物病院 彩子の事件カルテ
日本統一25
激録・警察密着２４時!１９晩秋
おばさんデカ 桜乙女の事件帖11
ハウスメイド
童貞幽霊
世にもエロスな物語20
新・ミナミの帝王8
着脱図鑑⑦【ドイツ・ディアンドル編】
妖艶未亡人
グッバイ・シングル


6:00
7:55
10:00
12:30
14:30
16:50
19:00
21:00
23:00
23:35
0:05
1:15
2:30
3:25
3:45
5:00


マンハント
まだまだあぶない刑事
逆光 保護司・笹本邦明の奔走
弁護士 晴枝 法律の落とし穴
ドクター小石の事件カルテ6異物
ミナミの帝王30 破産の葬列
連続ドラマW コールドケース2⑤⑥
駐在刑事2
ラーメン刑事①【目黒・かづ屋編】
強面４②
恋の豚 ～むっちり濡らして～
リベンジパチンカー亜美
年上ノ彼女⑦
着脱図鑑⑩【沖縄・琉装編】
欲求不満な三姉妹
ゴーストを愛した美人妻


6:00


7:25


10:00


12:30


14:30


16:50


19:00


21:00


23:00


1:05


2:20


3:10


3:40


5:10


新・ミナミの帝王13
城取り
窓際信金マンの事件帳簿2
新・犯罪交渉人百合子
ドクター小石の事件カルテ5毒炎
フォルトゥナの瞳
連続ドラマW コールドケース2③④
旅行作家 茶屋次郎8
ロマンスドール
ラ・マン VIP専用の女
年上ノ彼女⑥
禁断の関係 義弟と未亡人
ミナミの帝王1 トイチの萬田銀次郎
着脱図鑑③【ネイティブアメリカン編】


6:00


8:00


9:00


9:30


12:00


22:30


0:10


1:40


2:54


3:45


5:00


人間魚雷出撃す


雑居時代②


インフォメーション


特攻　零-ゼロ-


BOSS 2nd season①～⑪（完）


ソタイ 組織犯罪対策課1


不倫は蜜の味～夜まで待てない～


エクスタシーチェイサー


年上ノ彼女③


デリシャスボディガール・瞳


快楽の虜になった若妻


6:00


7:25


10:00


12:00


21:00


22:05


23:30


0:00


0:30


1:55


2:50


4:30


新・ミナミの帝王1


さらば あぶない刑事


ザ・ノンフィクション 花子と先生の18年


連続ドラマW コールドケース①～⑩（完）


未解決事件 グリコ・森永事件（ドラマ前編）


未解決事件 グリコ・森永事件（ドラマ後編）


強面４①


桃色探訪～伝説の風俗～②


エロス秘宝 貴方だけに～麗と蜜～


年上ノ彼女④


愛の病


昼顔妻の性


6:00


7:35


10:00


12:30


14:45


17:40


20:00


22:00


0:00


1:15


2:30


3:25


3:45


姐-極道を愛した女・桐子-


手紙


さすらい署長風間昭平9


さすらい署長風間昭平10


巨大マグロ伝説2009


小さな神たちの祭り


あまんじゃく1


あまんじゃく2


不貞一家と弔問の夜


ザ・地獄麻雀 燃える女の官能勝負


年上ノ彼女⑧（完）
着脱図鑑⑤【チャイナドレス＆アオザイ編】
さらば愛しき大地


6:00


9:00


11:00


13:50


14:20


17:10


19:30


21:50


0:05


1:25


2:40


4:05


洋上の激闘！巨大マグロ戦争2014


ミナミの帝王29 闇の代理人


ワカコ酒 Season5①～⑥


ラーメン刑事②【日暮里・麺酒処ぶらり編】


ワカコ酒 Season5⑦～⑫（完）


カイジ 人生逆転ゲーム


カイジ2 人生奪回ゲーム


カイジ ファイナルゲーム


世にもエロスな物語21


暴かれた禁断のプライバシー


義母たちの誘惑


ITバブルと寝た女たち


6:00


7:20


10:00


12:30


14:30


16:40


19:00


21:00


22:50


1:05


2:20


3:15


4:30


新・ミナミの帝王12


人斬り


窓際信金マンの事件帳簿1


犯罪交渉人ゆり子3


ドクター小石の事件カルテ4劇薬


家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。


連続ドラマW コールドケース2①②
屍憶 SHIOKU


ミナミの帝王2 計画倒産


デリシャスボディガール・美咲


年上ノ彼女⑤
アーメン！熟女シスター


他人に抱かれるもう一人のワタシ


6:00


7:45


10:00


12:30


14:30


17:10


19:20


21:40


0:00


1:15


2:30


3:00


4:40


裏刑事 URADEKA①②
ニッポンの荒稼ぎ漁師2013


みんな誰かを殺したい


赤い霊柩車23


Ｗの悲劇【菅野美穂主演】


ミナミの帝王2 計画倒産


カイジ 人生逆転ゲーム


カイジ2 人生奪回ゲーム


セクシータイム・リターン


若妻のエロティック体験


翻弄された献身妻


ミナミの帝王29 闇の代理人


着脱図鑑②【サリー編】


8:05


10:00


12:30


14:30


16:50


19:30


21:00


23:00


1:00


2:25


2:55


4:30


舟木一夫コンサート2020


平成の女教祖


赤い霊柩車22


犯罪科学分析室 電子の標的3


世界の中心で、愛をさけぶ


新・ミナミの帝王3


旅行作家 茶屋次郎9


姐-極道を愛した女・桐子-


人妻たちの輪舞曲


女流官能小説家の欲望


刺青  背負う女


濡れる献身妻


6:00


8:00


8:55


10:30


11:55


14:00


15:45


23:00


23:35


1:10


2:25


3:40


ゴールデンスランバー


雑居時代③


新・ミナミの帝王17


千原ジュニアと７人の主婦


夏樹静子サスペンス 検事霞夕子4


サイレント・ヴォイス 特別篇「悪魔の学問」


サイレント・ヴォイス Season2①～⑧（完）


ラーメン刑事②【日暮里・麺酒処ぶらり編】


刺青 匂ひ月のごとく


妹になりたくて。


童貞幽霊


ハウスメイド


6:00


8:05


10:00


12:30


14:30


16:50


19:00


21:00


23:35


0:10


1:30


2:45


グッバイ・シングル


新・ミナミの帝王14


テネシーワルツ


検事・霧島三郎


犯罪科学分析室 電子の標的1


ゴールデン・ジョブ


連続ドラマW コールドケース2⑦⑧


関ヶ原


桃色探訪～伝説の風俗～①


美魔女たちの秘蜜


温泉童貞～快楽源泉かけ流し～


スキャンダル


6:00


7:50


10:00


12:30


14:00


22:13


0:05


1:25


2:45


4:15


裏刑事 URADEKA③④


世界を魅了するニッポンの凄腕漁師2014


夏樹静子作家40年記念 第三の女


新・ミナミの帝王2


ハラスメントゲーム①～⑨（完）


ハラスメントゲーム 秋津VSカトクの女


愛人契約 エクスタシーの女


オープン・マリッジ ある夫婦のカタチ


ネトラレ ある夫婦の行動学


新・嬢王ゲーム


6:00


7:50


10:10


12:00


14:05


15:55


18:00


19:40


21:00


23:00


23:35


0:10


1:30


2:50


3:20


裏刑事 URADEKA⑤⑥
最高の人生の見つけ方
ミナミの帝王30 破産の葬列
日本統一24
日本統一25
日本統一26
日本統一27
新・ミナミの帝王18
新・ミナミの帝王20
ラーメン刑事③【虎ノ門・くろおび編】
強面４②
令和エロス噺3
さよなら家庭教師
昼顔妻の性
刺青 堕ちた女郎蜘蛛


6:00


7:35


10:00


12:30


14:30


16:30


19:00


21:00


23:00


1:00


2:20


3:40


5:30


人間魚雷出撃す


特攻　零-ゼロ-


平成の女相場師


赤い霊柩車21


犯罪科学分析室 電子の標的2


サバイバルファミリー


連続ドラマW コールドケース2⑨⑩（完）
おばさんデカ 桜乙女の事件帖12


ミナミの帝王1 トイチの萬田銀次郎


世にもエロスな物語22


エロス秘宝 貴方だけに～麗と蜜～


劇場版 新・ミナミの帝王


城取り


6:00


8:00


8:55


10:20


12:45


15:00


0:00


0:30


2:00


3:20


5:00


裏刑事 URADEKA⑦⑧


雑居時代④


新・ミナミの帝王19


手紙


警部補 五条聖子5


まだ結婚できない男①～⑩（完）


ラーメン刑事④【湯島・麺覇王編】


人妻漂流


エロス秘宝 貴方だけに～愛と欲～


愛の病


快楽の虜になった若妻


6:00


7:45


10:00


12:30


14:30


17:00


19:20


21:00


21:30


23:00


1:10


2:25


3:45


裏刑事 URADEKA⑨⑩
ニッポンの凄腕漁師2015冬


人情刑事 宮本清四郎


赤い霊柩車24


花の鎖


さらば あぶない刑事


新・ミナミの帝王4


綾小路きみまろTV38
未解決事件 グリコ・森永事件（ドキュメンタリー）


彼女の人生は間違いじゃない


恋の豚 ～むっちり濡らして～


デリシャスボディガール・美咲


童貞幽霊


6:00


7:45


10:00


12:30


14:30


16:50


18:50


21:05


23:25


1:40


3:00


4:15


4:45


裏刑事 URADEKA⑪⑫（完）
最高の人生の見つけ方


ハマの子宝先生24時


赤い霊柩車25


法の庭


まだまだあぶない刑事


銀魂


いぬやしき


ミナミの帝王29 闇の代理人


不貞一家と弔問の夜


ラ・マン VIP専用の女


時代官能 美人女将物語


暴かれた禁断のプライバシー


6:00


9:40


11:35


14:00


0:00


1:25


2:40


3:35


戦争と人間 完結篇


ミナミの帝王2 計画倒産


小京都連続殺人事件2


BOSS①～⑪（完）


日本統一27


世にもエロスな物語19


年上ノ彼女②


人妻の教え子 ふしだらな裏切り


T IMETABLE


8
2021 Aug .


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 8/1（日）11：20～18：40


サイレント・ヴォイス 行動心理捜査官・楯岡絵麻（全10話）
8/9（月）12：20～21：15


ワカコ酒 Season5（全12話） 8/21（土）11：00～13：50、14：20～17：10


ハラスメントゲーム（全9話） 8/27（金）14：00～22：13


まだ結婚できない男（全10話） 8/29日（日）15：00～深夜0：00


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


吹


吹


字


字
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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）


26:30 26:30 26:30


27:00 27:00 27:00


24:00 24:00 00[S][初][HD][F]山本尚貴 24:0005[S][休][HD][F]SUPER GT
2021 ダイジェスト20[多][休][HD][F]
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』


24:30 24:30 24:30


25:00 25:00 25:00


20[S][休][字][HD][F]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


25:30 25:30 25:30


50[二][同][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第4戦 アドリア(イタリア)
『決勝』
(2021/08/01)


26:00 26:00 26:00


27:30 27:30 27:30


50[S][HD][F]MLBミュージッ


20:30 20:30 30[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
[Part2]ゴール
(2021/08/01)


20:30


21:00 21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


23:00 23:00 23:00


23:30 23:30 23:30


22:00 22:00 22:00


22:30 22:30 22:30


20:00 20:00 20:00


17:30


18:00 18:00 00[S][HD][F]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
男子 決勝


(2021/07/30　シティホール
プラザ アオーレ長岡)


18:00


18:30 18:30 18:30


19:00 19:00


16:30


17:00 17:00 17:00


17:30 17:30


19:00


19:30 19:30 19:30


13:30 13:30 30[S][F]
インフォメーション


13:30


14:00 14:00 00[S][HD][F]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
男子 準決勝-1


(2021/07/29　シティホール
プラザ アオーレ長岡)


14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 15:00 15:00


15:30 15:30 15:30
45[S][F]
インフォメーション16:00 16:00 16:00
15[S][HD][F]
インターハイ2021 全国高等
学校総合体育大会バスケッ
トボール競技大会
男子 準決勝-2


(2021/07/29　シティホール
プラザ アオーレ長岡)


16:30 16:30


12:30 12:30 30[S][HD][F]
ダンス！ 華麗なる闘い


12:30


13:00 13:00 13:00


11:30 11:30 30[S][HD][F]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


11:30


12:00 12:00 12:00


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


09:00 09:00 00[二][休][HD][F]
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)


09:00


09:30 09:30 09:30


10:00 10:00 10:00


06:00 06:00 00[二][休][HD][F]
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)
(休止の場合あり)


06:00


06:30 06:30 06:30


08:00 08:00 08:00


08:30 08:30 08:30


07:00 07:00 07:00


07:30 07:30 07:30


04:00 04:00 00[二][休][HD][F]
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)


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 05:00


05:30 05:30 05:30
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J SPORTS 3 2021.08.02-2021.08.08
2021.08.02 2021.08.03 2021.08.04 2021.08.05 2021.08.06 2021.08.07 2021.08.08


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）


30[S][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP


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]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


27:30 27:30


30[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


26:30 26:30


27:00 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)


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』
(休止の場合あり)


00[S][HD]
塚さんのバスケ無限トーク
夏SP


27:00 27:00


27:30


23:30


24:00 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』


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 24:30 24:30


25:00 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)


25:00 25:00
10[多][HD]
SUPER GT 2021 【オンボー
ドカメラ＋】
第4戦 ツインリンクもてぎ
『決勝』
(2021/07/18)


25:30 25:30 30[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


25:30


26:00 00[S][初][字][HD]
【モタスポマンデー】FIA 世
界耐久選手権(WEC) 2021
【ハイライト】
第3戦


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(08/08)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


26:00


26:30


30[S][HD]
ROLEXヨットシリーズ2021
#1


21:30 21:30


22:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1470
【ハイライト】


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1145
【ハイライト】


22:00 22:00


22:30 22:30 30[S][HD]
MLBイッキ見！ #19


22:30


23:00 00[多][初][HD]
【モタスポマンデー】SUPER
GT 2021 【オンボードカメラ
＋】
第4戦 ツインリンクもてぎ
『決勝』
(2021/07/18)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 埼玉西武
(08/03)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
～エキシビションマッチ～
『広島 vs. 埼玉西武
(08/04)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第3戦
『モンツァ6時間レース(イタリ


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1470
【ハイライト】


23:00 23:00
15[S]インフォメーション


23:30 23:30 30[二][休][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第4戦 アドリア(イタリア)
『決勝』
(2021/08/01)
(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]
インフォメーション


00[S][HD]
MOTOR GAMES #383


19:00 19:00


19:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/02)』


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/03)』


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/04)』


19:30 19:30


20:00 20:00 00[二][L][初][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第3戦 決勝
『ゾルダー(ベルギー)』


(2021/08/08)


※放送開始時刻未定


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[S][初][HD]
MOTOR GAMES #383


00[S][HD]
新極真魂 #331


21:00 21:00


21:30


17:30


16:00 16:00


16:30 30[S]インフォメーション 16:30 16:30
45[S][HD]SUPER GT 2021
ダイジェスト


00[S][初][HD][F]ル・マン24 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)


18:00
10[二][初][HD]
ル・マン24時間レース アー
カイブ
2017年(第85回大会) スター
ト＆ゴール
『耐久王ポルシェ19度目の
栄冠』
(2017/06/17-18)


18:30 30[S]インフォメーション 18:30 18:30
45[S][HD]MLBミュージック
#2719:00


18:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1144
【ハイライト】


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1470
【ハイライト】


00[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


00[多][HD]
SUPER GT 2021 【オンボー
ドカメラ＋】
第4戦 ツインリンクもてぎ
『決勝』
(2021/07/18)


18:00


14:30 30[二][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
[Part2]ゴール
(2021/08/01)


14:30 14:30


15:00 00[二][初][HD]
ル・マン24時間レース アー
カイブ
2016年(第84回大会) スター
ト＆ゴール
『中嶋一貴「ノーパワー」悲
痛な叫び』
(2016/06/18-19)


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]
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)


15:00 00[二][休][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)
(休止の場合あり)


15:00


15:30 15:30 15:30


16:00 00[二][休][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第4戦 アドリア(イタリア)
『決勝』
(2021/08/01)
(休止の場合あり)


00[二][休][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第4戦 アドリア(イタリア)
『決勝』
(2021/08/01)
(休止の場合あり)


17:00 00[S][HD]
MOTOR GAMES #383


17:00 17:00


17:30 30[S]
インフォメーション


17:30


11:30 11:30


12:00 12:00 12:00


12:30 12:30 12:30


14:00 14:00 14:00


08:30 08:30 08:30


09:00 09:00 09:00


10:30 30[二][HD]
ル・マン24時間レース アー
カイブ
2016年(第84回大会) スター
ト＆ゴール
『中嶋一貴「ノーパワー」悲
痛な叫び』
(2016/06/18-19)


30[二][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)


10:30 30[S]
インフォメーション


10:30


11:00 11:00 00[二][初][HD]
ル・マン24時間レース アー
カイブ
2018年(第86回大会) スター
ト＆ゴール
『トヨタ悲願の初優勝』
(2018/06/16-17)


11:00


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


11:30 30[二][同][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
[Part2]ゴール
(2021/08/01)


00[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第3戦
『モンツァ6時間レース(イタリ


07:00


07:30 30[二][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)


07:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #383


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(08/02)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


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)


00[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)


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(08/05)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


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


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(08/06)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[S][HD]
NPBガールズトーナメント
2021 ～女子学童野球日本
一決定戦～
決勝


(2021/08/05　坊っちゃんス
タジアム)


08:00


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]
インフォメーション


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)


06:00 00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


06:00
10[S][HD]SUPER GT 2021
ダイジェスト25[S][HD][F]山本尚貴 国内


06:30 30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


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)


30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


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[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][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


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）
『Day2』


(2021/07/18)


～[多][HD]SUPER GT 2021 04:0005[S]
休止


10[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)


30[S]
休止


04:30 04:30


05:00 05:00


05:30 05:30


04:00 ～[S][HD][F]MLBミュージッ 00[S]
休止


00[S]
休止


～[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第3戦 プリマス（イギリス）


00[S]
休止


04:30


05:00


04:00


05:30
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J SPORTS 3 2021.08.09-2021.08.15
2021.08.09 2021.08.10 2021.08.11 2021.08.12 2021.08.13 2021.08.14 2021.08.15


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 27:00


27:30


25:00 00[S]
機器メンテナンス


25:00 25:00


25:30 30[二][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第4戦 アドリア(イタリア)
『決勝』
(2021/08/01)


25:30 30[二][L][初][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第14戦・決勝
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/14)


※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15戦・決勝
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/15)


※放送開始時刻未定


25:30


26:00 00[S][字][HD]
【モタスポマンデー】FIA 世
界耐久選手権(WEC) 2021
【ハイライト】
第3戦


26:00 26:00


30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


27:30 27:30


26:30 26:30 26:30


27:00 00[二][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4戦 アドリア(イタリア)


00[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第3戦
『モンツァ6時間レース(イタリ


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1146
【ハイライト】


00[S][初][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』


23:00


23:30 30[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6戦
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07-08)


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/12)』


23:30 23:30


24:00 00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第6戦
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07-08)


24:00


23:00 00[S][HD]
ROLEXヨットシリーズ2021
#1


00[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第6戦
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07-08)


00[S][HD]
MOTOR GAMES #384


23:00 00[多][同][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ
ルギー)
『速報 Day1+ライブステー
00[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


00[多][同][休][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ
ルギー)
『パワーステージ』
(2021/08/15)
(休止の場合あり)


24:00


24:30 24:30 30[S][休][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第3戦
『モンツァ6時間レース(イタリ


24:30


21:00 00[S][初][HD]
MOTOR GAMES #384


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1471
【ハイライト】


21:00 00[二][L][初][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第14戦・予選
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/14)


※放送開始時刻未定


00[二][L][初][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第15戦・予選
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/15)


※放送開始時刻未定


22:00


19:30


22:00


22:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #384


22:30 22:30
45[S][休][HD]SUPER GT
2021 ダイジェスト


45[S][休][HD]MLBミュー
ジック #27


21:00


21:30 30[S][初][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


21:30 21:30


22:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1471
【ハイライト】


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第6戦
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07-08)


00[S][初][字][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ


19:30
45[S]インフォメーション


20:00 20:00 00[S][初][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #5


20:00


20:30 20:30 20:30
45[S][休][HD][F]FIFA フット
サルワールドカップ ナビ


17:00 00[二][HD]
ル・マン24時間レース アー
カイブ
2017年(第85回大会) スター
ト＆ゴール
『耐久王ポルシェ19度目の
栄冠』
(2017/06/17-18)


17:00 00[多][L][初][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ
ルギー)
『速報 Day1+ライブステー
ジ』
(2021/08/14)


00[S][休][字][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ


17:00


17:30 30[S][字][HD]
WWE ロウ #1471
【ハイライト】


17:30 30[多][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ
ルギー)
『速報 Day1+ライブステー


17:30


18:00 18:00 18:00


30[多][初][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ


18:30
45[S][休][HD][F]ル・マン24
55[S][休][HD][F]山本尚貴19:00 19:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #20


00[多][L][初][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ
ルギー)
『パワーステージ』
(2021/08/15)


19:00


19:30


15:30 15:30 15:30


16:00 00[S][休][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


16:00 00[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


00[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #5
(休止の場合あり)


15:00 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][初][HD]
ル・マン24時間レース アー
カイブ
2020年(第88回大会) スター
ト＆ゴール
『トヨタ3連覇 TS050ラストラ
ン』
(2020/09/19-20)


00[二][休][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第3戦 決勝
『ゾルダー(ベルギー)』


(2021/08/08)
(休止の場合あり)


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


15[S][休][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


18:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/09)』


18:30


16:00


16:30 30[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1145
【ハイライト】


16:30 30[S][字][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ


16:30


11:00 11:00


11:30 30[S][HD]
NPBガールズトーナメント
2021 ～女子学童野球日本
一決定戦～
準決勝-2


(2021/08/04　坊っちゃんス
タジアム)


00[S][HD]
NPBガールズトーナメント
2021 ～女子学童野球日本
一決定戦～
準決勝-1


(2021/08/04　坊っちゃんス
タジアム)


14:00


14:30 30[S]インフォメーション 30[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


14:30 14:30
45[S][HD][F]ル・マン24時間
レース2021 ナビ


13:30 30[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第3戦
『モンツァ6時間レース(イタリ


30[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


30[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


13:30 13:30


14:00 00[二][初][HD]
ル・マン24時間レース アー
カイブ
2019年(第87回大会) スター
ト＆ゴール
『トヨタ2連覇 残り1時間の栄
光と蹉跌』
(2019/06/15-16)


00[二][HD]
ル・マン24時間レース アー
カイブ
2018年(第86回大会) スター
ト＆ゴール
『トヨタ悲願の初優勝』
(2018/06/16-17)


14:00


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』
(休止の場合あり)


15:00


08:30 08:30 08:30


09:00 00[二][同][休][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第3戦 決勝
『ゾルダー(ベルギー)』


(2021/08/08)
(休止の場合あり)


12:30 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


12:30 12:30


13:00 13:00 13:00


11:30 11:30


12:00 12:00 12:00
15[S][休][HD]MLBミュー
ジック #27


30[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)


10:30 10:30


11:00 00[多][休][HD]
SUPER GT 2021 【オンボー
ドカメラ＋】
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]
インフォメーション


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


07:00 00[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


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(08/14)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


07:00


07:30 07:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


07:30


08:00


09:00 09:00


09:30 09:30 09:30


10:00 10:00 10:00


10:30


00[S][HD]
NPBガールズトーナメント
2021 ～女子学童野球日本
一決定戦～
決勝


(2021/08/05　坊っちゃんス
タジアム)


00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
～フィールド・オブ・ドリーム
ス ゲーム～
『ホワイトソックス vs. ヤン
キース(08/12)』


（フィールド・オブ・ドリーム
ス, アイオワ州ダイアーズビ
ル）


※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(08/13)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00


30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


06:30 06:30


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NBA デニス・ロッドマン特
集】


05:00


05:30 05:30 05:30


06:00 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]
インフォメーション


00[S]
インフォメーション


06:00


04:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【NBA デニス・ロッドマン特
集】


00[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第6戦
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07-08)
(休止の場合あり)


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 00[S]
休止


05:00


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(08/08)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


～[二][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4戦 アドリア(イタリア)


～[S]
機器メンテナンス


00[S]
休止


00[S]
休止


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(08/09)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[二][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第3戦 決勝
『ゾルダー(ベルギー)』


(2021/08/08)


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]
新極真魂 #331


06:00


06:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #384







週 間 番 組 表 Page：4/6
出力：2021/7/25  17:31


J SPORTS 3 2021.08.16-2021.08.22
2021.08.16 2021.08.17 2021.08.18 2021.08.19 2021.08.20 2021.08.21 2021.08.22


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）


26:30


27:00 27:00 27:00


27:30 30[S][字][HD]
【モタスポマンデー】モーター
スポーツマガジン Mobil 1


30[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021


27:30 27:30


25:00 00[多][HD]
【モタスポマンデー】WRC世
界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ
ルギー)
『パワーステージ』
(2021/08/15)


25:00 00[S][初][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(ノル


25:00


25:30


26:00 00[二][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第4戦 アドリア(イタリア)
『決勝』
(2021/08/01)


00[多][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ


26:00 00[二][L][初][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part2【サンセット】』
(2021/08/21-22)


00[二][同][休][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/21)』
(休止の場合あり)


26:00


26:30 30[S][HD][F]
【モタスポマンデー】
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #5


25:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


30[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第6戦
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07-08)
(休止の場合あり)


30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第2戦 アラゴン(スペイン)


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[多][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ
ルギー)
『パワーステージ』
(2021/08/15)


30[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #5
(休止の場合あり)


26:30


22:00


22:30 22:30 30[二][L][初][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part1【スタート】』
(2021/08/21-22)


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][初][HD][F]
Yogibo SUPER GTに挑む！
#3


23:00 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
Round8 ラリー・ベルギー(ベ
ルギー)


30[S][休][HD]
MLBミュージック #28


23:30 23:30


50[二][L][初][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day1』


(2021/08/20)


※前番組延長により、録画
の場合あり


24:00 24:00 00[多][初][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ
ルギー)
『レビュー』


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


24:30 24:30


20:30 20:30


21:00 00[S][初][HD]
MOTOR GAMES #385


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』
(休止の場合あり)


21:00 00[多][同][HD]
SUPER GT 2021
第3戦 鈴鹿サーキット
『予選』
(2021/08/21)


00[二][L][初][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part8【ゴール】』
(2021/08/21-22)


21:00


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 北海道日本
ハム(08/18)』
(ほっともっとフィールド神戸)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


30[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 北海道日本
ハム(08/18)』
(ほっともっとフィールド神戸)
(休止の場合あり)


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 埼玉西武
(08/20)』
(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


17:30


21:30 30[S][初][HD]
ROLEXヨットシリーズ2021
#2


21:30 21:30


22:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1472
【ハイライト】


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 北海道日本
ハム(08/17)』
(ほっともっとフィールド神戸)


00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 北海道日本
ハム(08/18)』
(ほっともっとフィールド神戸)
(休止の場合あり)


00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/18)』


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1147
【ハイライト】


22:00


19:00


19:30 19:30 19:30


20:00 20:00 20:00


17:30


55[二][L][初][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part7【クライマックス】』
(2021/08/21-22)


18:00 18:00 00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 埼玉西武
(08/21)』
(京セラドーム大阪)


18:00


18:30 18:30 18:30


19:00


00[S][休][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2009 ワールドマッチプレー
準決勝
『ロニー・バクスター vs. テ


17:00
15[S][HD][F]FIFA フットサ
ルワールドカップ ナビ 2021


15[S][HD]SUPER GT 2021
ダイジェスト17:30 30[S][L][初][HD]


J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 北海道日本
ハム(08/17)』
(ほっともっとフィールド神戸)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


20:30


15:30


16:00 00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1472
【ハイライト】
(休止の場合あり)


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 埼玉西武
(08/21)』
(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


13:30


14:00 00[二][HD]
ル・マン24時間レース アー
カイブ
2019年(第87回大会) スター
ト＆ゴール
『トヨタ2連覇 残り1時間の栄
光と蹉跌』
(2019/06/15-16)


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


15:00


16:00 16:00


16:30 16:30 16:30


17:00 00[S][HD][F]ル・マン24時間
レース2021 ナビ


00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


00[S][HD][F]FIFA フットサ
ルワールドカップ ナビ 2021


17:00


19:00


11:30


12:00 00[二][同][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第15戦・決勝
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/15)


12:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #21


12:00


12:30 12:30 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 埼玉西武
(08/22)』
(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


12:30
45[S]インフォメーション


13:00 13:00 00[S][初][HD]
MLB 深掘り History #4


13:00


13:30 13:30


00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1146
【ハイライト】
(休止の場合あり)


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)


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)


15:00 15:00


15:30 15:30


30[二][HD]
ル・マン24時間レース アー
カイブ
2020年(第88回大会) スター
ト＆ゴール
『トヨタ3連覇 TS050ラストラ
ン』
(2020/09/19-20)


10:30 10:30


11:00 11:00 11:00
15[S][休][HD]MLBミュー
ジック #28


00[二][L][初][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part4【トワイライト】』
(2021/08/21-22)


09:00


09:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #385


09:30 09:30


10:00 00[S]
インフォメーション


10:00 10:00


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(08/18)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00 08:00
15[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第14戦・決勝
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/14)


11:30 11:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #385


09:00 09:00 00[S][L][初][HD]
WWE スマックダウン #1148
【英語版】


00[S][HD]
新極真魂 #331


07:00 07:00


07:30 30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第14戦・決勝
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/14)


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(08/16)』


※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(08/17)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 埼玉西武
(08/20)』
(京セラドーム大阪)


06:00


06:30 30[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


30[S]
インフォメーション


06:30 06:30
45[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第14戦・予選
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/14)


15[S]インフォメーション


10:30 30[二][同][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第15戦・予選
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/15)


07:00 00[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #5


05:30 30[二][L][初][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part3【ミッドナイト】』
(2021/08/21-22)


05:30
45[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』


06:00 00[S][HD]
MOTOR GAMES #385


00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


00[二][休][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第3戦 決勝
『ゾルダー(ベルギー)』


(2021/08/08)
(休止の場合あり)


00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第14戦・予選
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/14)


06:00


08:30 08:30 08:30


04:00 ～[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第6戦
『モスト(チェコ)』


(2021/08/07-08)
(休止の場合あり)


～[二][L][初][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part2【サンセット】』
(2021/08/21-22)


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[S]
休止


00[S]
休止


05:30
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J SPORTS 3 2021.08.23-2021.08.29
2021.08.23 2021.08.24 2021.08.25 2021.08.26 2021.08.27 2021.08.28 2021.08.29


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）


27:30 27:30


30[二][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第4戦 決勝
『ニュルブルクリンク(ドイツ)』


(2021/08/22)


30[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(ノル


26:30 26:30


27:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』


00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1473
【ハイライト】
(休止の場合あり)


27:00 00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第15戦・決勝
『ベルリン(ドイツ)』


27:00


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第7戦
『ナバラ(スペイン)』


(2021/08/21-22)


00[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第14戦・予選
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/14)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 福岡ソフトバ
ンク(08/27)』
(京セラドーム大阪)


24:30 30[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第14戦・決勝
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/14)


24:30 24:30


25:00 25:00 00[S][初][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/29)』


25:00


25:30 30[多][HD]
【モタスポマンデー】WRC世
界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ
ルギー)


25:30 30[二][休][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第15戦・予選
『ベルリン(ドイツ)』
(2021/08/15)
(休止の場合あり)


25:30


26:00 00[多][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ
ルギー)
『レビュー』


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(08/29)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


26:00


26:30 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4戦 決勝
『ニュルブルクリンク(ドイツ)』


(2021/08/22)


27:30


30[S][HD]
ROLEXヨットシリーズ2021
#2


21:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/28)』


21:30


22:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1473
【ハイライト】


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1148
【ハイライト】


22:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/27)』


23:00 23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 24:00 24:00


22:00


22:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #386


22:30 22:30


23:00 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7戦
『ナバラ(スペイン)』


(2021/08/21-22)


19:00 00[S][HD]
MLB 深掘り History #4


00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/24)』


19:00 19:00


19:30 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～
『(08/15)』


19:30 30[多][同][HD]
スーパーフォーミュラ 2021
第5戦 ツインリンクもてぎ
『決勝』
(2021/08/29)


19:30


20:00 20:00 20:00


20:30 30[二][L][初][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループリーグ
『放送開始時刻・対戦カード
未定(08/24)』
(2021/08/24)


※開催スケジュール未定に
より変更の場合あり


30[二][L][初][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
準々決勝
(2021/08/26)


※放送開始時刻未定


20:30 20:30


21:00 00[S][初][HD]
MOTOR GAMES #386


21:00 21:00


21:30


17:30 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 福岡ソフトバ
ンク(08/27)』
(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


17:30 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 福岡ソフトバ
ンク(08/28)』
(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


17:30
45[S]インフォメーション


18:00


17:00 00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day1』


(2021/08/20)


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day2』


(2021/08/21)


00[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


17:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #22


00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1473


18:00 00[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


00[S][HD]
Yogibo SUPER GTに挑む！
#3


18:00
15[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方18:30 30[S][HD]


MOTOR GAMES #386
18:30 30[S][休][HD]


ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』
(休止の場合あり)


18:30


00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1147
【ハイライト】
(休止の場合あり)


00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1473
【ハイライト】
(休止の場合あり)


00[二][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part3【ミッドナイト】』
(2021/08/21-22)


15:00 15:0005[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2013 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


30[S]
インフォメーション


16:30 30[S][HD]
MLBイッキ見！ #22


16:30


17:00
15[S][HD]MLBミュージック
#28


15[S]インフォメーション


05[二][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part8【ゴール】』
(2021/08/21-22)


12:30 12:30 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 福岡ソフトバ
ンク(08/29)』
(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


14:00 00[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(ノル


00[二][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part6【サバイバル】』
(2021/08/21-22)


14:00 14:00


14:30 30[S][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 埼玉西武
(08/22)』
(京セラドーム大阪)


14:30 14:30


15:00


15:30 15:30 15:30


16:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』
(休止の場合あり)


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/15)』
(休止の場合あり)


16:00 00[S][HD]
MLB 深掘り History #4


16:00


16:30


09:30


10:30 10:30 30[多][初][HD]
FIA 世界ツーリングカー・
カップ（WTCR） 2021
第5戦 ハンガロリンク(ハン
ガリー)
『決勝』
(2021/08/22)


10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 30[二][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part2【サンセット】』
(2021/08/21-22)


30[二][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part5【サンライズ】』
(2021/08/21-22)


12:30


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


11:30 11:30


12:00 00[二][休][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day2』


(2021/08/21)
(休止の場合あり)


12:00 12:00


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(08/22)』


※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(08/23)』


※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(08/24)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[二][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part1【スタート】』
(2021/08/21-22)


00[二][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part4【トワイライト】』
(2021/08/21-22)


08:00


09:30 09:30


10:00 10:00 00[S][HD]
Yogibo SUPER GTに挑む！
#3


10:00


00[多][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ
ルギー)
『レビュー』


08:00


08:30 08:30 08:30


09:00 09:00 00[二][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021
第4戦 ル・マン24時間レース
(フランス)
『Part7【クライマックス】』
(2021/08/21-22)


09:00


06:00 00[二][休][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day1』


(2021/08/20)
(休止の場合あり)


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[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day1』


(2021/08/20)


06:00 00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day2』


(2021/08/21)


06:00


06:30


00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


07:00 07:00


06:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #386


30[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(ノル


06:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 福岡ソフトバ
ンク(08/28)』
(京セラドーム大阪)


45[S][HD]MLBミュージック
#2807:00 00[S][HD]


ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(07/25)』


00[多][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round8 ラリー・ベルギー(ベ
ルギー)
『レビュー』


07:30


04:00 00[二][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第4戦 決勝
『ニュルブルクリンク(ドイツ)』


(2021/08/22)


～[二][HD]
FIA フォーミュラE世界選手
権 2021
第15戦・決勝
『ベルリン(ドイツ)』


04:00


04:30 30[S]
休止


30[S]
休止


04:30 04:30


05:00


04:00 ～[二][同][休][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/21)』
(休止の場合あり)


～[二][HD]
【モタスポマンデー】DTMドイ
ツツーリングカー選手権


00[S]
休止


～[二][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021


～[二][L][初][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
準々決勝
(2021/08/26)
00[S]
休止


05:00 00[多][同][HD]
スーパーフォーミュラ 2021
第5戦 ツインリンクもてぎ
『予選』
(2021/08/28)


05:00


05:30 30[S]
休止


05:30 05:30
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J SPORTS 3 2021.08.30-2021.09.05
2021.08.30 2021.08.31 2021.09.01 2021.09.02 2021.09.03 2021.09.04 2021.09.05


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）


25:00 00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第7戦
『ナバラ(スペイン)』


(2021/08/21-22)


25:00 25:00


25:30 25:30


27:00


27:30 27:30 27:30


25:30


26:00 26:00 26:00


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5戦 ハンガロリンク(ハン
ガリー)
『決勝』
(2021/08/22)


26:30 26:30


27:00 27:00


20:30 20:30


23:00 23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 24:00 24:00


22:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1474
【ハイライト】


22:00 22:00


22:30 30[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第7戦
『ナバラ(スペイン)』


(2021/08/21-22)


22:30 22:30


23:00 00[多][HD]
【モタスポマンデー】スー
パーフォーミュラ 2021
第5戦 ツインリンクもてぎ
『予選』
(2021/08/28)


24:30 30[多][HD]
【モタスポマンデー】スー
パーフォーミュラ 2021
第5戦 ツインリンクもてぎ
『決勝』
(2021/08/29)


24:30 24:30


17:30 17:30


19:00 00[S][初][HD]
新極真魂 #332


00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/30)』


19:00 19:00


19:30 19:30 19:30


20:00 00[多][初][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


21:00 00[S][初][HD]
MOTOR GAMES #387


21:00 21:00


21:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


21:30 21:30


20:00 20:00


20:30 30[S][HD]
ROLEXヨットシリーズ2021
#2


15:30 30[S][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 福岡ソフトバ
ンク(08/29)』
(京セラドーム大阪)


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


16:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(08/29)』
(休止の場合あり)


16:00 16:00


16:30


18:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1148
【ハイライト】


18:00 18:00


18:30 18:30 18:30


16:30 16:30


17:00 00[S][HD]
新極真魂 #332


17:00 17:00


17:30


14:30 14:30 14:30


15:00 00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


15:00 15:00


13:00 13:00 13:00


13:30 30[多][同][HD]
スーパーフォーミュラ 2021
第5戦 ツインリンクもてぎ
『決勝』
(2021/08/29)


13:30 13:30


14:00 14:00 14:00


09:30


10:00 10:00 10:00


11:30 11:30 11:30


12:00 00[多][休][HD]
スーパーフォーミュラ 2021
第5戦 ツインリンクもてぎ
『予選』
(2021/08/28)
(休止の場合あり)


12:00 12:00


12:30 12:30 12:30


06:00


06:30


07:30 30[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(08/30)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


07:30 07:30


08:00 08:00 08:00


08:30 08:30 08:30


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


09:00 00[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第7戦
『ナバラ(スペイン)』


(2021/08/21-22)
(休止の場合あり)


09:00 09:00


09:30 09:30


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(08/29)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


～[多][HD]
【モタスポマンデー】FIA 世
界ツーリングカー・カップ


04:00 04:00


04:30 30[S]
休止


04:30 04:30


05:00


06:30 06:30


07:00 00[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライ
ト


07:00 07:00


05:00 05:00


05:30 05:30 05:30


06:00 00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


06:00


















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 7:40 広開土太王 #90 7:40 20世紀ヒットソング(再) 7:30 誰が何と言っても 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 #63 8:40 屋根部屋の問題児たち #115,116,117,118,119(再) 7:45 ミス・モンテ・クリスト #65,66,67,68(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 誰が何と言っても #117(再) 9:40 誰が何と言っても #118(再) 10:30 オー！サムグァンビラ #46(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #13(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 11:50 1泊2日 シーズン4(再) 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) 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 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) 11:55 韓国　八道（はちどう）の食事 11:50 スタジオK(再) 15:00 Train #7,8(再) 15:15 トキメキ☆成均館スキャンダル #15,16(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) 12:25 秘密の男 #79,80(再) 12:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい(再) 17:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい 17:30 オンライン市場


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 13:45 人間劇場(再) 13:45 人間劇場(再) 18:45 Let's BTS～2021 ～スターたちの産地直送バトル(新)


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) 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #23 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #24 スペシャルライブ＆トークショー 前編(新) 18:35 天女がいなきゃ?! #25,26


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) 15:15 【DS】少女と二人の母 15:15 烏鵲橋(オジャッキョ)の兄弟たち #55,56 19:45 秘密の男 #81,82(再) 19:45 ドクタープリズナー #7,8(再)


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 16:30 スーパーマンが帰ってきた(再) 17:40 20世紀ヒットソング 21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9


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 18:15 となりのチャルス 18:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー 21:40 オー！サムグァンビラ #47 21:40 オーケー、グァン姉妹 #14


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 19:00 最高の一発 #3 18:45 スタジオK 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 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 20:15 誰が何と言っても #118 19:10 芸能ライブ 0:30 ボイス2 ～112の奇跡～ #5 0:30 キム課長とソ理事


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 21:00 生放送 KBSニュース9 20:15 誰が何と言っても #119 1:40 土地だけビレッジ～自給自足バラエティ(再) ～Bravo! Your Life～ #6


21:00 生放送 KBSニュース9 22:00 秘密の男 #83,84 23:20 Train #7 22:00 ミス・モンテ・クリスト #35,36 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(再) 1:40 The Unit～アイドル再起プロジェクト


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 23:20 Train #8 22:00 ミュージックバンク（字幕付き） 3:00 ジャスティスー復讐という名の正義ー 2:55 ボイス2 ～112の奇跡～ #1,2(再)(新)


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 0:30 ヒーリングバラエティ～スミ山荘 23:40 K-シアター「リトル・フォレスト 春夏秋冬」(新) #29,30,31,32(再)(終) 5:10 キム・ヨンチョルの街歩き(再)


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) 2:00 ボイス～112の奇跡～ #4 1:55 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再) 5:15 となりのチャルス(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 3:05 最高の一発 #1(再)(新) 3:25 アクシデントカップル #9,10


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) 4:20 頑張って、ミスター･キム! #122 5:45 ユ・ヒヨルのスケッチブックBEST


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 生き生き情報(再)


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 #31 7:35 風の国 #32 7:35 風の国 #33 7:35 風の国 #34 7:40 20世紀ヒットソング(再) 7:30 だまされても夢心地 7:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー


8:45 天使の罠 #96 8:45 天使の罠 #97 8:45 天使の罠 #98 8:45 天使の罠 #99 8:40 屋根部屋の問題児たち #40,41,42,43,44(再) 7:45 ミス・モンテ・クリスト #69,70,71,72(再)


9:40 だまされても夢心地 #39(再) 9:40 だまされても夢心地 #40(再) 9:40 だまされても夢心地 #41(再) 9:40 だまされても夢心地 #42(再) 9:40 だまされても夢心地 #43(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #14(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #15(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 11:50 1泊2日 シーズン4(再) 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) 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 13:35 不朽の名曲2


12:25 オーケー、グァン姉妹 #11(再) 12:25 オーケー、グァン姉妹 #12(再) 12:25 ドクタープリズナー #5,6(再) 12:25 ドクタープリズナー #7,8(再) 11:50 韓国　八道（はちどう）の食事 15:00 アイアンマン～君を抱きしめたい #13,14(再) 15:15 トキメキ☆成均館スキャンダル #17,18(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) 17:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい 17:30 オンライン市場～スターたちの産地直送バトル


14:25 TV小説 私の心は花の雨 #65 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #66 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #67 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #68 13:45 人間劇場(再) 18:45 開かれた音楽会 18:35 天女がいなきゃ?! #27,28


15:15 ミス・モンテ・クリスト #65,66(再) 15:15 ミス・モンテ・クリスト #67,68(再) 15:15 熱血商売人 #9 15:15 熱血商売人 #10 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #69 19:45 ドクタープリズナー #9,10(再) 19:45 ドクタープリズナー #11,12(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 #15,16 21:00 生放送 KBSニュース9 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 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 #15 21:40 オーケー、グァン姉妹 #16


～Bravo! Your Life～ #5(再) ～Bravo! Your Life～ #6(再) 19:00 恋するジェネレーション #1(新) 19:00 恋するジェネレーション #2 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)


18:10 韓国人の食卓 18:10 キム・ヨンチョルの街歩き 20:15 だまされても夢心地 #42 20:15 だまされても夢心地 #43 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


19:00 チュノ～推奴～ #17 19:00 チュノ～推奴～ #18 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～ #7 ～Bravo! Your Life～ #8


20:15 だまされても夢心地 #40 20:15 だまされても夢心地 #41 22:00 ミス・モンテ・クリスト #69,70 22:00 ミス・モンテ・クリスト #71,72 20:15 だまされても夢心地 #44 1:40 オンライン市場 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 23:20 アイアンマン～君を抱きしめたい #13 23:20 アイアンマン～君を抱きしめたい #14 21:00 生放送 KBSニュース9 ～スターたちの産地直送バトル(再)(新) 2:55 ボイス2 ～112の奇跡～ #3,4(再)


22:00 ドクタープリズナー #9,10 22:00 ドクタープリズナー #11,12 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） 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)


23:20 トキメキ☆成均館スキャンダル #17 23:20 トキメキ☆成均館スキャンダル #18 2:00 ボイス2 ～112の奇跡～ #3 2:00 ボイス2 ～112の奇跡～ #4 23:40 K-シアター「安市城グレート・バトル」(新) 3:00 会社行きたくない #5,6(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 3:10 彼女を探して #1(再)(新) 3:10 彼女を探して #2(再)(終) 2:00 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再) 5:15 となりのチャルス(再)


2:00 会社行きたくない #5 2:00 会社行きたくない #6 4:20 家族を守れ #33 4:20 家族を守れ #34 3:30 EXOのあみだで世界旅行


3:10 チュノ～推奴～ #15(再) 3:10 チュノ～推奴～ #16(再) 5:00 開かれた音楽会(再) 5:00 生き生き情報(再) ～CBX日本編～ #1,2(新)


4:20 家族を守れ #31 4:20 家族を守れ #32 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 #35 7:35 風の国 #36(終) 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #1(新) 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #2 7:40 20世紀ヒットソング(再) 7:30 だまされても夢心地 7:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー


8:45 天使の罠 #100 8:50 天使の罠 #101 8:45 天使の罠 #102 8:45 天使の罠 #103(終) 8:40 屋根部屋の問題児たち #45,46,47,48,49(再) 7:45 ミス・モンテ・クリスト #73,74,75,76(再)


9:40 だまされても夢心地 #44(再) 9:40 だまされても夢心地 #45(再) 9:40 だまされても夢心地 #46(再) 9:40 だまされても夢心地 #47(再) 9:40 だまされても夢心地 #48(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #16(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #17(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 11:50 1泊2日 シーズン4(再) 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) 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 13:35 不朽の名曲2


12:25 オーケー、グァン姉妹 #13(再) 12:25 オーケー、グァン姉妹 #14(再) 12:25 ドクタープリズナー #9,10(再) 12:25 ドクタープリズナー #11,12(再) 11:50 韓国　八道（はちどう）の食事 15:00 アイアンマン～君を抱きしめたい #15,16(再) 15:15 トキメキ☆成均館スキャンダル


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) 17:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい #19,20(再)(終)


14:25 TV小説 私の心は花の雨 #70 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #71 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #72 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #73 13:45 人間劇場(再) 18:45 防弾少年団(BTS)とK-POPの未来 17:30 オンライン市場～スターたちの産地直送バトル


15:15 ミス・モンテ・クリスト #69,70(再) 15:15 ミス・モンテ・クリスト #71,72(再) 15:15 熱血商売人 #11 15:15 熱血商売人 #12 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #74 ～明見萬里(新) 18:35 天女がいなきゃ?! #29,30


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 #17,18 19:45 ドクタープリズナー #13,14(再) 19:45 ドクタープリズナー #15,16(再)


17:00 キム課長とソ理事 17:00 キム課長とソ理事 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 21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9


～Bravo! Your Life～ #7(再) ～Bravo! Your Life～ #8(再) 19:00 恋するジェネレーション #3 19:00 恋するジェネレーション #4 18:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー 21:40 オーケー、グァン姉妹 #17 21:40 オーケー、グァン姉妹 #18


18:10 韓国人の食卓 18:10 キム・ヨンチョルの街歩き 20:15 だまされても夢心地 #47 20:15 だまされても夢心地 #48 18:45 スタジオK 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～ #19 19:00 チュノ～推奴～ #20 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 0:30 キム課長とソ理事 0:30 キム課長とソ理事


20:15 だまされても夢心地 #45 20:15 だまされても夢心地 #46 22:00 ミス・モンテ・クリスト #73,74 22:00 ミス・モンテ・クリスト #75,76 20:15 だまされても夢心地 #49 ～Bravo! Your Life～ #9 ～Bravo! Your Life～ #10


21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 23:20 アイアンマン～君を抱きしめたい #15 23:20 アイアンマン～君を抱きしめたい #16 21:00 生放送 KBSニュース9 1:40 オンライン市場 1:40 The Unit～アイドル再起プロジェクト


22:00 ドクタープリズナー #13,14 22:00 ドクタープリズナー #15,16 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） ～スターたちの産地直送バトル(再) 2:50 ボイス2 ～112の奇跡～ #5,6(再)


23:20 トキメキ☆成均館スキャンダル #19 23:20 トキメキ☆成均館スキャンダル #20(終) 2:00 ボイス2 ～112の奇跡～ #5 2:00 ボイス2 ～112の奇跡～ #6 23:40 K-シアター「奴が嘲笑う」(再) 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)


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 3:10 恋するジェネレーション #1(再)(新) 3:10 恋するジェネレーション #2(再) 1:55 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再) 3:00 会社行きたくない #7,8(再)


2:00 会社行きたくない #7 2:00 会社行きたくない #8 4:20 家族を守れ #37 4:20 家族を守れ #38 3:25 EXOのあみだで世界旅行 5:15 となりのチャルス(再)


3:10 チュノ～推奴～ #17(再) 3:10 チュノ～推奴～ #18(再) 5:00 開かれた音楽会(再) 5:00 生き生き情報(再) ～CBX日本編～ #3,4


4:20 家族を守れ #35 4:20 家族を守れ #36 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 大河ドラマ チャン・ヨンシル #3 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #4 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #5 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #6 7:40 20世紀ヒットソング(再) 7:30 だまされても夢心地 7:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー


8:45 私の男の秘密 #1(新) 8:45 私の男の秘密 #2 8:45 私の男の秘密 #3 8:45 私の男の秘密 #4 8:40 屋根部屋の問題児たち #50,51,52,53,54(再) 7:45 ミス・モンテ・クリスト #77,78,79,80(再)


9:40 だまされても夢心地 #49(再) 9:40 だまされても夢心地 #50(再) 9:40 だまされても夢心地 #51(再) 9:40 だまされても夢心地 #52(再) 9:40 だまされても夢心地 #53(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #18(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #19(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 11:50 1泊2日 シーズン4(再) 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) 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 13:35 不朽の名曲2


12:25 オーケー、グァン姉妹 #15(再) 12:25 オーケー、グァン姉妹 #16(再) 12:25 ドクタープリズナー #13,14(再) 12:25 ドクタープリズナー #15,16(再) 11:50 韓国　八道（はちどう）の食事 15:00 アイアンマン～君を抱きしめたい 15:15 パフューム～恋のリミットは12時間～


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) #17,18(再)(終) #1,2(再)(新)


14:25 TV小説 私の心は花の雨 #75 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #76 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #77 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #78 13:45 人間劇場(再) 17:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい 17:30 韓中歌謡祭2014(新)


15:15 ミス・モンテ・クリスト #73,74(再) 15:15 ミス・モンテ・クリスト #75,76(再) 15:15 熱血商売人 #13 15:15 熱血商売人 #14 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #79 18:45 開かれた音楽会 19:20 BTS特別出演 独占インタビュー


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 #19,20 19:45 ドクタープリズナー #17,18(再) KBSニュース9(新)


17:00 キム課長とソ理事 17:00 キム課長とソ理事 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 21:00 生放送 KBSニュース9 19:45 ドクタープリズナー #19,20(再)


～Bravo! Your Life～ #9(再) ～Bravo! Your Life～ #10(再) 19:00 恋するジェネレーション #5 19:00 恋するジェネレーション #6 18:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー 21:40 オーケー、グァン姉妹 #19 21:00 生放送 KBSニュース9


18:10 韓国人の食卓 18:10 キム・ヨンチョルの街歩き 20:15 だまされても夢心地 #52 20:15 だまされても夢心地 #53 18:45 スタジオK 23:00 1泊2日 シーズン4 21:40 オーケー、グァン姉妹 #20


19:00 チュノ～推奴～ #21 19:00 チュノ～推奴～ #22 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 0:30 キム課長とソ理事 23:00 ミュージックバンク（字幕付き）(再)


20:15 だまされても夢心地 #50 20:15 だまされても夢心地 #51 22:00 ミス・モンテ・クリスト #77,78 22:00 ミス・モンテ・クリスト #79,80 20:15 だまされても夢心地 #54 ～Bravo! Your Life～ #11 0:30 キム課長とソ理事


21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 23:20 アイアンマン～君を抱きしめたい #17 23:20 アイアンマン～君を抱きしめたい #18(終) 21:00 生放送 KBSニュース9 1:40 オンライン市場 ～Bravo! Your Life～ #12


22:00 ドクタープリズナー #17,18 22:00 ドクタープリズナー #19,20 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） ～スターたちの産地直送バトル(再) 1:40 The Unit～アイドル再起プロジェクト


23:20 パフューム～恋のリミットは12時間～ #1(新) 23:20 パフューム～恋のリミットは12時間～ #2 2:00 ボイス2 ～112の奇跡～ #7 2:00 ボイス2 ～112の奇跡～ #8 23:40 K-シアター「リトル・フォレスト 春夏秋冬」(再) 2:45 ユ・ヒヨルのスケッチブックBEST 2:55 ボイス2 ～112の奇跡～ #7,8(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 3:10 恋するジェネレーション #3(再) 3:15 恋するジェネレーション #4(再) 1:55 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再) 3:00 会社行きたくない #9,10(再) 5:10 キム・ヨンチョルの街歩き(再)


2:00 会社行きたくない #9 2:00 会社行きたくない #10 4:20 家族を守れ #41 4:20 家族を守れ #42 3:25 EXOのあみだで世界旅行 5:15 となりのチャルス(再)


3:10 チュノ～推奴～ #19(再) 3:10 チュノ～推奴～ #20(再) 5:00 防弾少年団(BTS)とK-POPの未来 5:00 生き生き情報(再) ～CBX日本編～ #5,6


4:20 家族を守れ #39 4:20 家族を守れ #40 ～明見萬里(再)(新) 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 大河ドラマ チャン・ヨンシル #7 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #8 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #9 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #10 7:40 20世紀ヒットソング(再) 7:30 だまされても夢心地 7:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー


8:45 私の男の秘密 #5 8:45 私の男の秘密 #6 8:45 私の男の秘密 #7 8:45 私の男の秘密 #8 8:40 屋根部屋の問題児たち #55,56,57,58,59(再) 7:45 ミス・モンテ・クリスト #81,82,83,84(再)


9:40 だまされても夢心地 #54(再) 9:40 だまされても夢心地 #55(再) 9:40 だまされても夢心地 #56(再) 9:40 だまされても夢心地 #57(再) 9:40 だまされても夢心地 #58(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #20(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #21(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 11:50 1泊2日 シーズン4(再) 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) 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 13:35 不朽の名曲2


12:25 オーケー、グァン姉妹 #17(再) 12:25 オーケー、グァン姉妹 #18(再) 12:25 ドクタープリズナー #17,18(再) 12:25 ドクタープリズナー #19,20(再) 11:50 韓国　八道（はちどう）の食事 15:00 サーチ #1,2(再)(新) 15:15 パフューム～恋のリミットは12時間～


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) 17:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい #3,4(再)


14:25 TV小説 私の心は花の雨 #80 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #81 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #82 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #83 13:45 人間劇場(再) 18:45 開かれた音楽会 17:30 オンライン市場～スターたちの産地直送バトル


15:15 ミス・モンテ・クリスト #77,78(再) 15:15 ミス・モンテ・クリスト #79,80(再) 15:15 熱血商売人 #15 15:15 熱血商売人 #16 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #84 19:45 ドクタープリズナー #21,22(再) 18:35 天女がいなきゃ?! #31,32


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 #21,22 21:00 生放送 KBSニュース9 19:45 ドクタープリズナー #23,24(再)


17:00 キム課長とソ理事 17:00 キム課長とソ理事 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 #21 21:00 生放送 KBSニュース9


～Bravo! Your Life～ #11(再) ～Bravo! Your Life～ #12(再) 19:00 恋するジェネレーション #7 19:00 恋するジェネレーション #8 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 21:40 オーケー、グァン姉妹 #22


18:10 韓国人の食卓 18:10 キム・ヨンチョルの街歩き 20:15 だまされても夢心地 #57 20:15 だまされても夢心地 #58 18:45 スタジオK 0:30 キム課長とソ理事 23:00 ミュージックバンク（字幕付き）(再)


19:00 チュノ～推奴～ #23 19:00 チュノ～推奴～ #24(終) 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～ #13 0:30 キム課長とソ理事


20:15 だまされても夢心地 #55 20:15 だまされても夢心地 #56 22:00 ミス・モンテ・クリスト #81,82 22:00 ミス・モンテ・クリスト #83,84 20:15 だまされても夢心地 #59 1:40 オンライン市場 ～Bravo! Your Life～ #14


21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 23:20 サーチ #1(新) 23:20 サーチ #2 21:00 生放送 KBSニュース9 ～スターたちの産地直送バトル(再) 1:40 The Unit～アイドル再起プロジェクト


22:00 ドクタープリズナー #21,22 22:00 ドクタープリズナー #23,24 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） 2:45 ユ・ヒヨルのスケッチブックBEST 3:00 ボイス2 ～112の奇跡～ #9,10(再)


23:20 パフューム～恋のリミットは12時間～ #3 23:20 パフューム～恋のリミットは12時間～ #4 2:00 ボイス2 ～112の奇跡～ #9 2:00 ボイス2 ～112の奇跡～ #10 23:40 K-シアター「安市城グレート・バトル」(再) 3:00 会社行きたくない #11,12(再)(終) 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 3:10 恋するジェネレーション #5(再) 3:10 恋するジェネレーション #6(再) 2:00 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再) 5:15 となりのチャルス(再)


2:00 会社行きたくない #11 2:00 会社行きたくない #12(終) 4:20 家族を守れ #45 4:20 家族を守れ #46 3:30 EXOのあみだで世界旅行


3:10 チュノ～推奴～ #21(再) 3:10 チュノ～推奴～ #22(再) 5:00 開かれた音楽会(再) 5:00 生き生き情報(再) ～CBX日本編～ #7,8(終)


4:20 家族を守れ #43 4:20 家族を守れ #44 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 大河ドラマ チャン・ヨンシル #11 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #12 7:35 風の国 #13 7:40 広開土太王 #86 7:40 20世紀ヒットソング(再) 7:30 誰が何と言っても 7:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー


8:45 私の男の秘密 #9 8:45 私の男の秘密 #10 8:45 天使の罠 #78 8:45 天使の罠 #59 8:40 屋根部屋の問題児たち #110,111,112,113,114(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 #59(再) 9:40 だまされても夢心地 #60(再) 9:40 だまされても夢心地 #16(再) 9:40 誰が何と言っても #112(再) 9:40 誰が何と言っても #113(再) 10:30 オー！サムグァンビラ #44(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 11:50 1泊2日 シーズン4(再) 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 ヒーリングバラエティ～スミ山荘(再) 10:45 芸能ライブ(再) 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 13:35 不朽の名曲2


12:25 オーケー、グァン姉妹 #19(再) 12:25 オーケー、グァン姉妹 #20(再) 12:25 秘密の男 #93,94(再) 11:55 韓国　八道（はちどう）の食事 11:50 スタジオK(再) 15:00 Train #5,6(再) 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) 12:25 秘密の男 #75,76(再) 12:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい(再) 17:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい 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 #85 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #86 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #42 13:45 人間劇場(再) 13:45 人間劇場(再) 18:45 開かれた音楽会 18:35 天女がいなきゃ?! #7,8


15:15 ミス・モンテ・クリスト #81,82(再) 15:15 ミス・モンテ・クリスト #83,84(再) 15:15 【DS】スパーク～前途多難な私の恋愛～ 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #18 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #19 19:45 秘密の男 #77,78(再) 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 不朽の名曲2(再) 15:15 ザ・スリングショット～男の物語～ #20(終) 15:15 烏鵲橋(オジャッキョ)の兄弟たち #53,54 21:00 生放送 KBSニュース9 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 18:10 生き生き情報 16:30 スーパーマンが帰ってきた(再) 17:40 20世紀ヒットソング 21:40 オー！サムグァンビラ #45 21:40 オー！サムグァンビラ #46


～Bravo! Your Life～ #13(再) ～Bravo! Your Life～ #14(再) 19:00 最高の一発 #10 18:15 となりのチャルス 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)


18:10 韓国人の食卓 18:10 キム・ヨンチョルの街歩き 20:15 だまされても夢心地 #17 19:00 最高の一発 #1(新) 18:45 スタジオK 0:30 ボイス2 ～112の奇跡～ #3 0:30 ボイス2 ～112の奇跡～ #4


19:00 ドリームハイ #1(新) 19:00 ドリームハイ #2 21:00 生放送 KBSニュース9 20:15 誰が何と言っても #113 19:10 芸能ライブ 1:40 土地だけビレッジ～自給自足バラエティ(再) 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 #60 20:15 だまされても夢心地 #61 22:00 ミス・モンテ・クリスト #49,50 21:00 生放送 KBSニュース9 20:15 誰が何と言っても #114 2:45 ユ・ヒヨルのスケッチブックBEST(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 23:20 アイアンマン～君を抱きしめたい #3 22:00 ミス・モンテ・クリスト #31,32 21:00 生放送 KBSニュース9 3:00 ジャスティス 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 #25,26 22:00 ドクタープリズナー #27,28 0:30 新商品発売～コンビニレストラン 23:20 Train #6 22:00 ミュージックバンク（字幕付き） 一復讐という名の正義一 #25,26,27,28(再)


23:20 パフューム～恋のリミットは12時間～ #5 23:20 パフューム～恋のリミットは12時間～ #6 2:00 ボイス～112の奇跡～ #11 0:30 ヒーリングバラエティ～スミ山荘 23:40 K-シアター「スウィンダラーズ」(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 0:30 社長の耳はロバの耳 3:10 最高の一発 #8(再) 2:00 ボイス～112の奇跡～ #2 1:55 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再)


2:00 【DS】少女と二人の母 2:00 【DS】バイバイ、半地下の私 4:20 家族を守れ #13 3:10 【DS】スパーク～前途多難な私の恋愛～(再) 3:25 アクシデントカップル #7,8


3:10 チュノ～推奴～ #23(再) 3:10 チュノ～推奴～ #24(再)(終) 5:00 開かれた音楽会(再) 4:20 頑張って、ミスター･キム! #118 5:45 ユ・ヒヨルのスケッチブックBEST


4:20 家族を守れ #47 4:20 家族を守れ #48 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)
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8/25
スタート


ベーシック初放送！チャン・ドンユン＆クリスタル主演！
韓国ドラマ史上初のミリタリー・スリラー誕生！


韓国と北朝鮮の国境付近のDMZ (非武装地帯)で
発生したミステリアスな事件と戦う


捜索隊の死闘と人間模様を描いた物語！


「サーチ (原題)』


8月の日本初放送＆KBS World初放送番組


29282726 30 312928 30 3030313130


…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。


8/14
他


BTSスペシャル！
2014年の特大音楽フェスティバルからBTSを育てた
プロデューサー パン・シヒョクの講演ドキュメンタリーまで


BTS出演の番組を放送！


「BTSスペシャル』


8/16
スタート


KBS World初放送！
シン・ソンロク、コ・ウォニ、キム・ミンギュ主演！


不思議な香水によって20代の頃の自分に変身！？
夫に裏切られ人生のどん底に落ちた主婦に


第2の人生が訪れるファンタジー ラブロマンス！


「パフューム
～恋のリミットは12時間～』


8/6
放送


KBS World初放送！
チョ・インソン、ナム・ジュヒョク主演！


20万を超える大軍に立ち向かった、小さな城の偉大な戦い！
本国NO.1大ヒットを記録した歴史アクション大作！


「安市城グレート・バトル』


© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved


ベーシック初


©2018 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & SOOJAK FILM & STUDIO&NEW. All Rights Reserved.
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スポーツライブ＋（プラス）　2021年8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
・・・変更の可能性あり （CMブロック）


8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日 8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31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 日曜日 月曜日 火曜日


4:00 4:00


5:00 5:00


0515-0530


0530-0535 0530-0535


0550-0600
6:00 6:00


0630-0640


7:00 7:00


0710-0720


0730-0745


8:00 8:00


9:00 0900-0915 9:00


10:00 10:00


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


1945-2000 1945-2000 1945-2000 1945-2000
20:00 20:00


21:00 21:00


22:00 22:00


23:00 23:00


2350-2400
24:00 24:00


25:00 25:00


2510-2520 2510-2520


2515-2530


26:00 26:00


27:00 27:00


2750-2800 2750-2800 2750-2800 2750-2800
8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日 8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31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 日曜日 月曜日 火曜日


2520-2750【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第1節


ドルトムント


×


フランクフルト


1730-1800


ホッとな☆お買い物情


報


1730-1800


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


×


ロッテ


8/21


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


2100-2200


【再】UFC


UNLEASHED　#1


1900-1930


ホッとな☆お買い物情


報


1830-1900


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#127


2500-2520


【再】20/21ブンデス
2520-2750【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第2節


2300-2400


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガハイライト #1


2220-2250


【初】GAMBA


FAMiLY＃83


2300-2330


【再】町中華で飲ろう


ぜ #32


2600-2800


【初】「DEEP 98


IMPACT」


2020.11.1 ニューピ


アホール


2720-3050【初】


＜生＞


ドイツ スーパーカップ


2021


2430-2500


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#128


2430-2500


【再】LIXIL


presents
2500-2530


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#130


2400-2420


【再】20/21ブンデス


2200-2400


未定


（調整中）


2650-2710


【再】20/21ブンデス


2510-2740


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第1節


ウニオンベルリン


×


レバークーゼン
2630-2700


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2430-2600


【再】ブンデスリーガマ


ンスリープレビュー


Pre Meister#12500-2530


【再】GAMBA


FAMiLY＃82


1900-1945


【再】Smile


again！～人生宝


箱～　#4


1800-2030


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第1節


メンヘングラートバッハ


×


バイエルン


2450-2510


【再】20/21ブンデス


2000-2030


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#129


2220-2450【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第1節


シュトゥットガルト


×


グロイターフュルト


2400-2900


【再】


"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"


#8


RIZIN FIGHTING


WORLD GRAND-


PRIX 2017 バンタ


ム級トーナメント1st


ROUND -夏の陣-


(2017/07/30)


2200-2400


未定


（調整中）


1800-1830


【再】月刊！ホークス


#255


1930-2430


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


日本ハム


8/14


14:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


2700-2720


【再】20/21ブンデス


2600-2630


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#129


2200-2220


【再】20/21ブンデス


2030-2100


【再】URAWA


CHANNEL NEXT
2100-2130


【再】LIXIL


presents


2740-2800


【再】20/21ブンデス


1830-1900


【再】キン肉マン #32


1800-1830


【再】キン肉マン #31


2500-2515


【再】Challenge！


1930-2000


ホッとな☆お買い物情


報


2330-2930


【再】


"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"


#15


RIZIN.13


(2018/09/30)


2400-2430


【再】LIXIL


presents


2530-2800


【再】


【堂安得点試合】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第25節


対レバークーゼン


1630-1700


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#129


1200-1625


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


阪神


8/11


18:00


1745-2300【初】


<生>


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


日本ハム


8/13


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1755-2230【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


阪神


8/11


18:00


1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報


2000-2130


UFC RELOADED


～UFC 110


（2010年）


1755-2230【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


阪神


8/10


18:00


1625-1655


ホッとな☆お買い物情


報


2330-2400


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2000-2400


【再】


2021プロ野球エキシ


ビションマッチ


ソフトバンク


×


巨人


8/3


18:00


2330-2400


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#128
2400-2430


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#44


2300-2930


未定


（調整中）


2720-2950【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


2300-2400


【再】鷹酒場 #4


2400-2430


【再】LIXIL


presents


2550-2720


【再】ブンデスリーガマ


ンスリープレビュー


Pre Meister#1


2530-2550


【再】20/21ブンデス


2430-2500


【再】URAWA


CHANNEL NEXT
2500-2530


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～
2530-2820


【初】SUPER


DARTS 2015


Vol.2


2200-2400


未定


（調整中）


2330-2400


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#130


2300-2330


【再】町中華で飲ろう


ぜ #36


2450-2510


【再】20/21ブンデス


2450-2510


【再】20/21ブンデス


2700-2900


【初】PRO


WRESTLING


NOAH 20th


ANNIVERSARY


NOAH the


2430-2500


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2400-2430


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#130


2200-2220


【再】20/21ブンデス


1745-2300


【初】


<生>


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


楽天


8/31


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1830-1900


【再】キン肉マン #36


1800-1830


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1800-1830


【再】キン肉マン #35


1900-2130


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第3節


シュトゥットガルト


×


フライブルク


2400-2430


【再】月刊！ホークス


#255
2430-2500


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2130-2200


ホッとな☆お買い物情


報


2330-2400


【初】プロレスのススメ


#121


2500-2700


【初】「DEEP 99


IMPACT」


2020.11.1 後楽園


ホール


1900-2330


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


阪神


8/22


17:00


2000-2100


【再】ザ・ベスト・オブ


「PRIDE」 シーズン3


#11


1750-2300【初】


<生>


プロ野球中継2021


中日


×


巨人


8/27


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


2400-2930


未定


（調整中）


2220-2450【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第3節


ビーレフェルト


×


フランクフルト


2220-2450【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第3節


ウニオンベルリン


×


メンヘングラートバッハ


2200-2220


【再】20/21ブンデス


2520-2750【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第3節


バイエルン


×


ヘルタベルリン


2530-2600


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～
2600-2840


【初】SUPER


DARTS 2015


Vol.1


2400-2930


未定


（調整中）


2330-2400


【初】プロレスのススメ


#118


2330-2400


【初】プロレスのススメ


#120


2200-2400


未定


（調整中）


1900-2330


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


阪神


8/20


18:00


1900-1945


【再】Smile


again！～人生宝


箱～　#5


2600-3100


【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10戦


2500-2530


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#46


2510-2740


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第3節


ケルン


×


ボーフム


2740-2800


【再】20/21ブンデス


1800-1830


【再】キン肉マン #27


1830-1900


【再】キン肉マン #28


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


2400-2500


【初】


ブンデスリーガマンス


リーレビュー


Diskussion


Arena#1


2400-2500


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガハイライト #1


2400-2500


【初】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガハイライト #2


2300-2330


【再】町中華で飲ろう


ぜ #34
2330-2400


【初】プロレスのススメ


#123


2330-2400


【再】月刊！ホークス


#254


2300-2330


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#127
2330-2400


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#43


2200-2230


【再】町中華で飲ろう


ぜ #21


2200-2230


【再】町中華で飲ろう


ぜ #24


2200-2230


【再】町中華で飲ろう


ぜ #27
2230-2300


【初】プロレスのススメ


#103


2230-2300


【初】プロレスのススメ


#101


2400-2430


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#45


2400-2430


【再】URAWA


CHANNEL NEXT


2330-2400


【初】プロレスのススメ


#114


2330-2400


【初】プロレスのススメ


#116
2400-2500


【初】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガハイライト #1


2450-2510


【再】20/21ブンデス


2400-2430


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#128
2430-2500


【再】月刊！ホークス


#255


1755-2200【初】


＜生＞


2021プロ野球エキシ


ビションマッチ


ソフトバンク


×


巨人


8/3


18:00


1755-2200【初】


＜生＞


2021プロ野球エキシ


ビションマッチ


ソフトバンク


×


巨人


8/4


18:00


1755-2200【初】


＜生＞


2021プロ野球エキシ


ビションマッチ


ソフトバンク


×


巨人


8/5


18:00


2400-2430


ホッとな☆お買い物情


報


2400-2430


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#129


2400-2500


【初】サムライTVアー


カイブス　#23


1730-1830


【再】鷹酒場 ～交流


戦篇～ #3


1700-1755


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


×


中日


8/8


13:00


2230-2400


【再】ブンデスリーガマ


ンスリープレビュー


Pre Meister#1


1700-1755


ホッとな☆お買い物情


報
1730-1800


ホッとな☆お買い物情


報
1800-1830


【再】キン肉マン #29


1830-1900


【再】キン肉マン #30


1630-1700


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#129


1630-1700


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#45
1700-1730


【再】月刊！ホークス


#254


1900-1930


【再】Smile


again！～人生宝
1930-2000


【再】Smile


again！～人生宝


2400-2840


【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8戦


2400-2600


【初】「SHOOT


BOXING 2020


act.2」


2020.11.28 後楽


園ホール


1630-1700


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#45


2230-2300


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#127
2300-2330


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#43


2530-2800


【再】


【堂安得点試合】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第4節


対バイエルン


2500-2530


【再】UFC MAIN


EVENT～ファブリシ


2200-2220


【再】20/21ブンデス


2430-2500


【再】GAMBA


FAMiLY＃82


2230-2300


【初】プロレスのススメ


#102


2230-2400


【初】ブンデスリーガマ


ンスリープレビュー


Pre Meister#1


2520-2750


【再】


【堂安得点試合】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第17節


対シュトゥットガルト


2500-2520


【再】20/21ブンデス


2500-2845


【初】SUPER


DARTS 2013


Vol.2


2500-2840


【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9戦


2500-2700


【初】「DEEP 95


IMPACT」


2020.8.23 ニューピ


アホール


2700-2900


【初】「DEEP 96


IMPACT」


2020.8.23 ニューピ


アホール


2130-2300


【再】ブンデスリーガマ


ンスリープレビュー


Pre Meister#1


2600-2800


【初】「DEEP 94


IMPACT」


2020.3.1 後楽園


ホール


2200-2300


【生】鷹酒場 #4


2230-2300


【再】町中華で飲ろう


ぜ #30
2300-2330


【初】プロレスのススメ


#107


2430-2500


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2430-2500


【初】プロレスのススメ


#108


2400-2735


【初】SUPER


DARTS 2013


Vol.1


2300-2330


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2400-2500


【再】ザ・ベスト・オブ


「PRIDE」 シーズン3


#7


2400-2845


【再】


"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"


#7


RIZIN 2017 in


YOKOHAMA －


SAKURA －


(2017/04/16)


2330-2400


【再】URAWA


CHANNEL NEXT


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


2100-2200


【再】UFC


UNLEASHED　#3


1830-1900


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


1350-1900【初】


<生>


プロ野球中継2021


中日


×


巨人


8/28


14:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


2000-2030


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#46


2100-2130


【再】GAMBA


FAMiLY＃83


1900-1945


【初】Smile


again！～人生宝


箱～　#6


2130-2200


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


×


阪神


8/20


18:00


1200-1300


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#18


2030-2100


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1900-1930


【再】町中華で飲ろう


ぜ #35
1930-2000


【初】プロレスのススメ


#125


1130-1200


【再】月刊！ホークス


#254


1255-1730【初】


＜生＞


LIONS


プロ野球中継2021


～ファーム～


西武


×


ヤクルト


8/25


13:00


1255-1730【初】


＜生＞


LIONS


プロ野球中継2021


～ファーム～


西武


×


ヤクルト


8/26


13:00


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


×


ロッテ


8/20


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1200-1245


ホッとな☆お買い物情


報


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


0750-1750【初】


＜生＞


2021ホークスカップ


中学硬式野球大会


0930-1000


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1130-1200


【初】真中満が行く！


～埼玉西武ライオン


1245-1800


【初】


<生>


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


日本ハム


8/15


13:00


※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


1300-1345


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


×


日本ハム


8/14


14:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1800-2300


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


日本ハム


8/14


14:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1100-1130


【初】キン肉マン #60


1100-1130


【初】キン肉マン #66


1830-1900


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#127


1800-1830


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1800-1830


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1800-1830


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～
1830-1900


【再】月刊！ホークス


#255


1830-1900


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#46


1100-1130


【初】キン肉マン #72


1100-1130


【初】キン肉マン #78


1600-1630


【再】月刊！ホークス


#254


1600-1700


【再】鷹のミカタ#13


0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プレーオフステージ


第1戦


FC東京


×


湘南ベルマーレ


6/5


14:00


0830-0900


【初】キン肉マン


#115


1200-1630


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


阪神


8/21


18:00


1200-1630


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


阪神


8/22


17:00


1300-1350


ホッとな☆お買い物情


報


1100-1130


【初】キン肉マン


#114
1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


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】～岩城滉一


Bike Style Life～


1130-1200


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1130-1200


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～
1200-1255


ホッとな☆お買い物情


報


0900-0930


【初】キン肉マン


#128


0900-0930


【再】URAWA


CHANNEL NEXT


1000-1030


【初】キン肉マン


#136


1200-1255


ホッとな☆お買い物情


報


1200-1255


ホッとな☆お買い物情


報


1100-1130


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#46


1100-1130


【初】プロレスのススメ


#127


1100-1130


【再】GAMBA


FAMiLY＃83


1100-1130


【初】キン肉マン


#120


1100-1130


【初】キン肉マン


#126


1100-1130


【初】キン肉マン


#132


1100-1130


【再】月刊！ホークス


#255
1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1100-1130


【初】＜生＞熱血宣


言！E・ZO


1100-1130


【初】キン肉マン


#108


1100-1130


【初】真中満が行く！


～埼玉西武ライオン


1100-1200


【初】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#181130-1200


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】月刊！ホークス


#255


0750-1800【初】


＜生＞


2021ホークスカップ


中学硬式野球大会


1630-1700


【再】月刊！ホークス


#255


1630-1700


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1630-1700


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～
1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報


0830-0900


【初】キン肉マン


#121


0830-0900


【初】キン肉マン


#127


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


0900-0930


【初】キン肉マン


#134
0930-1000


【初】キン肉マン


#123


0930-1000


【初】キン肉マン


#129


0930-1000


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～
1000-1030


【初】キン肉マン


#118


1000-1030


【初】キン肉マン


#124


1000-1030


【初】キン肉マン


#130


1000-1100


【再】鷹のミカタ#14


1030-1100


【初】キン肉マン


#137


1030-1100


【初】キン肉マン


#119


1030-1100


【初】キン肉マン


#125


1030-1100


【初】キン肉マン


#131


1030-1100


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#130


0930-1030


【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


0930-1000


【初】キン肉マン


#135


0830-0930


【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


0830-0900


【初】キン肉マン


#133
0900-0930


【初】キン肉マン


#116


0900-0930


【初】キン肉マン


#122


2300-2330


【再】町中華で飲ろう


ぜ #33


1900-1930


【再】町中華で飲ろう


ぜ #31
1930-2000


【初】プロレスのススメ


#112


1000-1030


【初】キン肉マン #94


1000-1030


【初】キン肉マン


#100


1000-1030


【再】月刊！ホークス


#255


0930-1000


【初】キン肉マン #99


0930-1000


【再】哀川翔のオトナ


倶楽部 #14


0930-1030


【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


1130-1200


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#45


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


×


日本ハム


8/15


13:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1100-1130


【初】月刊！ホークス


#255


1000-1100


【初】鷹のミカタ#14


1245-1800


【初】


<生>


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


ロッテ


8/22


13:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1100-1130


【初】キン肉マン #90


1100-1130


【初】キン肉マン #96


1100-1130


【初】キン肉マン


#102


1750-2120【初】


＜生＞天皇杯 JFA


第101回全日本サッ


カー選手権大会


ラウンド16


京都


×


浦和


8/18


2030-2100


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2000-2100


【再】ザ・ベスト・オブ


「PRIDE」 シーズン3


#9


2100-2130


【再】GAMBA


FAMiLY＃82
2130-2200


ホッとな☆お買い物情


報


2220-2450【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第1節


マインツ


×


ライプツィヒ


2300-2330


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#45


2130-2200


ホッとな☆お買い物情


報


1030-1100


【初】キン肉マン #83


1000-1030


【初】キン肉マン #88


1030-1100


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#129


1030-1100


【初】キン肉マン #89


0930-1030


【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


1655-2130【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


阪神


8/12


17:00


1200-1245


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


×


日本ハム


8/15


13:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1200-1300


【再】マサNOTE ～


山本昌が記す球人の


軌跡～#17


1100-1130


【初】キン肉マン #84


1030-1100


【初】キン肉マン #77


1000-1030


【初】キン肉マン #76


1000-1030


【初】キン肉マン #82


1130-1200


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


×


阪神


8/12


17:00


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報
0830-0900


【初】キン肉マン #85


0900-0930


【初】キン肉マン #86


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


0930-1000


【初】キン肉マン


#111


0830-0900


【初】キン肉マン


#109


0930-1000


【初】キン肉マン #93


1030-1100


【初】キン肉マン


#101


1030-1100


ホッとな☆お買い物情


報


1030-1100


【初】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#130


1000-1030


【初】キン肉マン


#112
1030-1100


【初】キン肉マン


#113


0930-1000


【初】キン肉マン #87


0830-0900


【初】キン肉マン #91


0830-0900


【初】キン肉マン #97


0830-0930


【再】Ｊリーグラボ


#99


0830-0930


【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


0900-0930


【初】キン肉マン #92


0900-0930


【初】キン肉マン #98


0900-0930


【初】キン肉マン


#104


0900-0930


【初】キン肉マン


#110


1030-1100


【初】キン肉マン


#107


1000-1030


【初】キン肉マン


#106
1030-1100


【初】キン肉マン #95


0915-0930


【初】Challenge！


0900-0930


【初】キン肉マン #56


0900-0930


【初】キン肉マン #62


0900-0930


【初】キン肉マン #68


0900-0930


【初】キン肉マン #74


0900-0930


【初】キン肉マン #80


0930-1000


【初】キン肉マン #63


0930-1000


【初】キン肉マン #69


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報
0830-0900


【初】月刊 JFATV


2021年7月号


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


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報
0830-0900


【初】キン肉マン #61


0830-0900


【初】キン肉マン #67


0830-0900


【初】キン肉マン #73


0830-0900


【初】キン肉マン #79


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1戦ダイジェ


スト


0830-0900


【再】キン肉マン #25


0830-0900


【初】キン肉マン #31


0830-0900


【初】キン肉マン #37


0830-0900


【初】キン肉マン #43


0830-0900


【初】キン肉マン #49


0830-0930


【初】Ｊリーグラボ


#99


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


0830-0900


【初】キン肉マン #55


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


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


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


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報
0830-0900


【初】キン肉マン


#103


0600-0630


【再】キン肉マン #25


0600-0630


【再】キン肉マン #29


0600-0700


【初】全日本プロレス


アーカイブス #26


0600-0630


【初】プロレスのススメ


#113


0700-0800


【再】全日本プロレス


アーカイブス #23


0700-0800


【初】全日本プロレス


アーカイブス #24


0530-6030


【再】UFC MAIN


EVENT～アリスター・


オーフレイム×ブロッ


ク・レスナー


（2011）


0720-0750


ホッとな☆お買い物情


報


0630-0700


【再】キン肉マン #26


0630-0700


【初】プロレスのススメ


#104


0400-0600


【再】RIZINで逢いま


しょう　#1


0500-0530


【初】プロレスのススメ


特別編#8


0400-0500


【再】サムライTVアー


カイブス　#23


0400-0430


【再】キン肉マン #29


0500-0530


【初】プロレスのススメ


#110


0430-0500


【再】キン肉マン #28


0430-0500


【再】キン肉マン #26


0630-0700


【初】プロレスのススメ


#111


0630-0700


【再】キン肉マン #30


0430-0800【初】


天皇杯 JFA 第101


回全日本サッカー選


手権大会


ラウンド16


カード未定


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～8


月14日開催　対日


本ハム戦～


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～8


月15日開催　対日


本ハム戦～


0530-0630


【初】全日本プロレス


アーカイブス #28


0535-0800


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第6節


横浜FM


×


清水エスパルス


5/19


19:00


0630-0700


【初】プロレスのススメ


#115


0730-0800


【再】キン肉マン #340745-0800


【再】Challenge！


0630-0700


【初】プロレスのススメ


#124


0630-0700


【再】UFC MAIN


EVENT～ファブリシ0650-0720


【再】月刊！ホークス


#255
0720-0750


ホッとな☆お買い物情


報


0610-0710


【再】UFC


UNLEASHED　#9


0720-0800


【再】UFC MAIN


EVENT～ダン・ヘン


ダーソン×マウリシオ・


0600-0630


【再】キン肉マン #31


0530-0800


【再】


【鎌田得点試合】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第3節


対ホッフェンハイム


0530-0800


【再】


【堂安得点試合】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第10節


対マインツ


0530-0800


【再】


【鎌田得点試合】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第10節


対ドルトムント


0530-0800


【再】


【鎌田得点試合】


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】


【堂安得点試合】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第34節


対シュトゥットガルト


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


ベガルタ仙台


×


サンフレッチェ広島


5/19


19:00


0535-0800


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第6節


徳島ヴォルティス


×


ヴィッセル神戸


5/19


19:00


0520-0535


【再】Challenge！


0535-0800


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第6節


浦和レッズ


×


横浜FC


5/19


19:00


0535-0800


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


グループステージ


第6節


湘南ベルマーレ


×


柏レイソル


5/19


19:00


0400-0530


【再】UFC


RELOADED～UFC


110（2010年）


0510-0530


【再】20/21ブンデス


0500-0530


【初】プロレスのススメ


#106


0400-0430


【再】キン肉マン #25


0530-0800


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第3節


バイエルン


×


ヘルタベルリン0700-0800


【再】全日本プロレス


アーカイブス #23


0430-0500


【再】キン肉マン #32


0430-0500


【再】キン肉マン #340440-0520


【再】UFC MAIN


EVENT～ダン・ヘン


ダーソン×マウリシオ・


0400-0630


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第3節


ドルトムント


×


ホッフェンハイム


0400-0430


【再】キン肉マン #33


0500-0530


【初】プロレスのススメ


#122


0500-0530


【初】プロレスのススメ


#126


0400-0730【初】


天皇杯 JFA 第101


回全日本サッカー選


手権大会


ラウンド16


カード未定


0400-0500


【再】UFC MAIN


EVENT～アリスター・


オーフレイム×ブロッ


ク・レスナー


（2011）


0400-0430


【再】キン肉マン #31


0700-0800


【初】全日本プロレス


アーカイブス #30


0440-0510


【初】プロレスのススメ


#119


0530-0800


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プレーオフステージ


第1戦


コンサドーレ札幌


×


横浜FM


6/6


13:00


0530-0800


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第3節


ビーレフェルト


×


フランクフルト


0640-0720


【再】UFC MAIN


EVENT～ダン・ヘン


ダーソン×マウリシオ・


0550-0630


【再】UFC MAIN


EVENT～ダン・ヘン


ダーソン×マウリシオ・


0500-0600


【初】全日本プロレス


アーカイブス #25


0700-0730


【再】キン肉マン #33


0600-0630


【再】UFC MAIN


EVENT～ファブリシ


0445-0515


【再】UFC MAIN


EVENT～ファブリシ


0730-0800


【再】キン肉マン #28


0630-0700


【初】プロレスのススメ


#105


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0700-0730


【再】キン肉マン #27


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～8


月13日開催　対日


本ハム戦～


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0500-0600


【初】全日本プロレス


アーカイブス #27


0500-0530


【初】プロレスのススメ


#117


0630-0700


【再】キン肉マン #32


0630-0700


【再】UFC MAIN


EVENT～ファブリシ


0400-0630


【再】


【鎌田得点試合】


20/21 ドイツ ブンデ


スリーガ


第22節


対バイエルン


0400-0430


【再】キン肉マン #27


0440-0510


【初】プロレスのススメ


#109 0500-0600


【再】UFC


UNLEASHED　#9


0500-0600


【再】全日本プロレス


アーカイブス #24


0430-0500


【再】キン肉マン #30


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1630-1700


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1600-1630


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#127


1100-1130


【初】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#45


1030-1100


【初】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#129


0900-0930


【初】キン肉マン #38


0900-0930


【初】キン肉マン #44


2000-2100


【再】ザ・ベスト・オブ


「PRIDE」 シーズン3


#8


1030-1100


【初】キン肉マン #29


1030-1100


【初】キン肉マン #35


1030-1100


【初】キン肉マン #41


1030-1100


【初】キン肉マン #47


1030-1100


【初】キン肉マン #53


1100-1130


【初】キン肉マン #36


1100-1130


【初】キン肉マン #42


1100-1130


【初】キン肉マン #48


1100-1130


【初】キン肉マン #54


1000-1030


【初】キン肉マン #34


1000-1030


【初】キン肉マン #40


1000-1030


【初】キン肉マン #46


0900-0930


【再】キン肉マン #26


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1100-1130


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#44


1100-1130


【初】キン肉マン #30


0930-1030


【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


0930-1000


【初】キン肉マン #27


0930-1000


【初】哀川翔のオトナ


倶楽部 #14
1000-1030


【初】キン肉マン #28


1000-1100


【再】鷹酒場 ～交流


戦篇～ #2
1030-1100


【再】ガンガン!ホーク


ス


1000-1030


【初】キン肉マン #52


0930-1000


【初】キン肉マン #33


0930-1000


【初】キン肉マン #39


0930-1000


【初】キン肉マン #45


0930-1000


【初】キン肉マン #51


1100-1130


【再】月刊！ホークス


#254


1800-2200


【再】


2021プロ野球エキシ


ビションマッチ


ソフトバンク


×


横浜DeNA


7/27


18:00


1600-1630


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#128


1200-1255


ホッとな☆お買い物情


報


2130-2200


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1830-1900


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#127
1900-1930


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#44


1655-2130【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


中日


8/6


18:00


2130-2230


【再】鷹酒場 ～交流


戦篇～ #1


1600-1655


ホッとな☆お買い物情


報


2200-2230


ホッとな☆お買い物情


報


2200-2400


未定


（調整中）


1700-1755


ホッとな☆お買い物情


報


1700-1755


ホッとな☆お買い物情


報


1200-1625


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


中日


8/6


18:00


2330-2400


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO#127


2300-2330


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#43


1625-1655


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


×


中日


8/7


18:00


1200-1600


【再】


2021プロ野球エキシ


ビションマッチ


ソフトバンク


×


横浜DeNA


7/28


18:00


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


1700-1755


ホッとな☆お買い物情


報


2100-2200


【初】UFC


UNLEASHED　#9


2230-2300


【初】プロレスのススメ


#100


1200-160


【再】


2021プロ野球エキシ


ビションマッチ


ソフトバンク


×


ヤクルト


7/31


18:00


0445-0515


【再】UFC MAIN


EVENT～ファブリシ


2735-2930


【再】


1600-1630


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#44
1630-1700


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1630-1700


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1630-1700


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2200-2230


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1200-1600


【再】


2021プロ野球エキシ


ビションマッチ


ソフトバンク


×


ヤクルト


7/30


18:00


1200-1600


【再】


2021プロ野球エキシ


ビションマッチ


ソフトバンク


×


巨人


8/3


18:00


1200-1600


【再】


2021プロ野球エキシ


ビションマッチ


ソフトバンク


×


巨人


8/4


18:00


1200-1600


【再】


2021プロ野球エキシ


ビションマッチ


ソフトバンク


×


巨人


8/5


18:00


1200-1630


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


阪神


8/10


18:00


2430-2500


【再】URAWA


CHANNEL NEXT


2300-2330


【再】月刊！ホークス


#254


0900-0930


【初】キン肉マン #50


0900-0930


【初】キン肉マン #32


1200-1630


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


中日


8/7


18:00


1200-1630


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


中日


8/8


13:00


0515-0535


【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


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1800-1830


【再】キン肉マン #33


1700-1750


ホッとな☆お買い物情


報
1730-1800


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


×


ロッテ


8/20


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


2100-2200


【再】UFC


UNLEASHED　#2


2100-2130


【再】LIXIL


presents
2130-2200


ホッとな☆お買い物情


報


0930-1030


【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


1900-1945


【再】Smile


again！～人生宝


箱～　#5


2130-2200


ホッとな☆お買い物情


報


0930-1000


【初】キン肉マン #75


0930-1000


【初】キン肉マン #81


0930-1000


【初】キン肉マン #57


1800-2030


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第2節


ライプツィヒ


×


シュトゥットガルト


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


日本ハム


8/13


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


×


ロッテ


8/22


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1030-1100


【初】キン肉マン #59


1030-1100


【初】キン肉マン #65


1030-1100


【初】キン肉マン #71


1000-1030


【初】キン肉マン #64


1000-1030


【初】キン肉マン #58


1000-1030


【初】キン肉マン #70


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


0550-0630


【再】UFC MAIN


EVENT～ダン・ヘン


ダーソン×マウリシオ・


2720-2950【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


2700-2720


【再】20/21ブンデス


2500-2600


【再】UFC NOW


#1


2600-2700


【再】UFC NOW


#2


0830-0900


【再】月刊 JFATV


2021年7月号


0930-1000


【初】キン肉マン


#117


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


ロッテ


8/21


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1900-2330


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


阪神


8/21


18:00


2420-2650【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第2節


バイエルン


×


ケルン


2120-2150


【初】URAWA


CHANNEL NEXT
2150-2220


【初】LIXIL


presents


2250-2350


【再】Ｊリーグラボ


#99


0530-0800


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第2節


フライブルク


×


ドルトムント0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～8


月20日開催　対ロッ


テ戦～


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～8


月21日開催　対ロッ


テ戦～


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～8


月22日開催　対ロッ


テ戦～


0510-0610


【初】全日本プロレス


アーカイブス #29


0930-1000


【初】キン肉マン


#105


1830-1900


【再】キン肉マン #34


2500-2830【初】


天皇杯 JFA 第101


回全日本サッカー選


手権大会


ラウンド16


カード未定


2530-2600


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2030-2100


【再】URAWA


CHANNEL NEXT


2500-2600


【初】サムライTVアー


カイブス　#24


2710-2730


【再】20/21ブンデス
2730-2800


【再】LIXIL


presents


2720-2950【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


2700-2720


【再】20/21ブンデス


2500-2600


【再】Ｊリーグラボ＃


94＜ゲスト：中村憲


剛＞


2600-2700


【再】Ｊリーグラボ＃


96～Jリーグの現在と


未来を考える～


2000-2100


【再】ザ・ベスト・オブ


「PRIDE」 シーズン3


#10


1255-1730【初】


＜生＞


LIONS


プロ野球中継2021


～ファーム～


西武


×


ヤクルト


8/24


13:00


1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報
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週 間 番 組 表 Page：1/6


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


27:00 27:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃１［吹替］


27:00


27:30 27:30 27:30


26:00 26:00 00[S][吹][終][HD]
アリー my Love　シーズン３＃２１［吹替］


26:00


26:30 26:30 26:30


25:00 25:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃２０［吹替］


25:00


25:30 25:30 25:30


23:30


24:00 24:00 24:00


24:30 24:30 24:30


21:00 21:00 00[S][HD]
インフォメーション


21:00


21:30 21:30 30[S][字][HD]
韓◆100日の郎君様＃９


21:30


22:00 22:00 22:00


22:30 22:30 22:30


23:00 23:00 23:00


15[S][字][HD]
韓◆100日の郎君様＃１０


23:30 23:30


20:00 20:00 00[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１５


20:00


20:30 20:30 20:30


18:30


45[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１４19:00 19:00 19:00


19:30 19:30 19:30


45[S][HD]インフォメーション


17:30 17:30 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～
＃１３18:00 18:00 18:00


18:30 18:30


16:30 16:30 30[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１２


16:30


17:00 17:00 17:00


15:30 15:30 30[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１１


15:30


16:00 16:00 16:00


15:00 15:00 00[S][HD]
インフォメーション


15:00


12:30


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 30[S][字][HD]
韓◆春のワルツ＃１２


13:30


14:00 14:00


12:00 12:00 00[S][字][HD]
韓◆春のワルツ＃１１


12:00


12:30 12:30


14:00


14:30 14:30 14:30


10:00 10:00 00[S][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜中国
編＞＃６


10:00


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 11:30 11:30


45[S][初][HD]人気MUSICセレクト


08:30 08:30 30[S][初][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1103＜字幕なし＞


08:30


09:00 09:00 09:00


09:30 09:30 09:30


07:00 07:00 00[S][字][HD]
韓◆十八の瞬間＃４


07:00


07:30 07:30 07:30


08:00 08:00 08:00


05:30 05:30 30[S][字][HD]
韓◆十八の瞬間＃３


05:30


06:00 06:00 06:00


06:30 06:30 06:30


04:00 04:00 00[S][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1062（ITZY、
CRAVITY他）


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 05:00
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ＬａＬａ　ＴＶ 2021.08.02-2021.08.08
2021.08.02 2021.08.03 2021.08.04 2021.08.05 2021.08.06 2021.08.07 2021.08.08


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


26:00 26:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃３［吹替］


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃６［吹替］


26:00


26:30 26:30


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃５［吹替］


25:00


25:30 30[S][終][字][HD]
ラブ・バイ・チャンス／Love By Chance
＃１４


30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃１


30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃２


30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃３


27:00


27:30 27:30 27:30


26:30


27:00 00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃１７


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃１８


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃１９


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃２０


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃２１


27:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃４［吹替］


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃７［吹替］


30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃４


25:30 25:30


15[S][字][HD]
韓◆100日の郎君様＃１２


23:30 23:30 23:30


45[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃４


24:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃２６


24:00


24:30 24:30 24:30


45[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃５ 45[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃６ 45[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃７ 45[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃８


24:00 00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
１４


00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
１５


00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
１６


00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
１７


00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
１８


25:00 25:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃２［吹替］


21:30 30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１６


21:30


22:00 22:00 22:00


22:30 30[S][初][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃４


30[S][初][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃５


30[S][初][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃６


30[S][初][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃７


30[S][初][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃８


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１７


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１８


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１９


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２０


21:30 30[S][字][HD]
韓◆100日の郎君様＃１１


22:30 22:30


23:00 23:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃２５


23:00


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～
＃２０


20:00


15[S][HD]人気MUSICセレクト


20:30 30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃２１


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃２２


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃２３


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃２４


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃２５


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＃１１


17:00 00[S][初][字][HD]
韓◆自白＃４


18:00


18:30 18:30 30[S][HD]
インフォメーション


18:30


45[M][初][終][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃１６


45[S][初][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃１


45[S][初][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃２


45[S][初][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃３


45[S][初][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃４


45[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１８18:00 00[S][初][字][HD]


ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅＃１
00[S][初][字][HD]
ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅＃２


00[S][初][字][HD]
ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅＃３


00[S][初][字][HD]
ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅＃４


00[S][初][字][HD]
ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅＃５


18:00


45[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１９19:00 19:00 00[S][字][HD]


韓◆ヒョリの民宿２＃１０


15:30


16:00 00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
１３


00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
１４


00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
１５


00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
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


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 30[S][HD]インフォメーション 17:30


00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
１７


16:00 16:00


16:30 16:30 30[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１７


16:30


17:00


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


15:30 30[S][初][字][HD]
韓◆自白＃３


30[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃１６


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃１


14:30 14:30


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


15:00 15:00 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[S][初][字][HD]
韓◆自白＃１


12:30 12:30


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 30[S][字][HD]
韓◆春のワルツ＃１４


13:30


45[S][初][字][HD]
韓◆自白＃２


12:30 30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃４４


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃４５


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃４６


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃４７


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃４８


14:00 14:00


14:30 30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃３
３


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃３
４


30[S][初][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃３
５


30[S][初][終][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃３
６


11:30 30[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃３ 30[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃５ 30[S][HD]人気MUSICセレクト 30[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃６ 30[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃１ 11:30 11:30


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「“猫島”上陸！アルパ
カ登場！砂羽ニャンコ激写！」


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「稲葉友が温泉入浴！
ワンニャンにほっこり」


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「稲葉友が箱根もふ
旅！“あさひなぐ”作者ニャンコ直撃！」


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「村上虹郎が初対面ワ
ンコとバディに！うたうもふもふデ
グー！」


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「村上虹郎がワンコに
ガン無視？ニャンコ集合“子猫塾”！」


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＃１３


12:00


15[S][HD]Grandma's Recipes　「ようこおばあ
ちゃんのおせち」


15[S][HD]Grandma's Recipes　「つんこ先生の
起舟御膳」


15[S][HD]Grandma's Recipes　「すみこおばあ
ちゃんのおせち」


15[S][HD]Grandma's Recipes　「さつこおばあ
ちゃんのおせち」


15[S][HD]Grandma's Recipes　「まさみおばあ
ちゃんのおせち」


10:30 30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃１７［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃１８［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃１９［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃２０［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃２１［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


11:00


09:30


00[S][字][HD]
韓◆三食ごはん　漁村編５＃５


00[S][字][HD]
韓◆三食ごはん　漁村編５＃６


00[S][字][HD]
韓◆三食ごはん　漁村編５＃７


00[S][字][HD]
韓◆三食ごはん　漁村編５＃８


08:00 08:00


09:30


10:00 00[S][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜中国
編＞＃７


00[S][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜中国
編＞＃８


10:00


10:30 10:30


11:00 11:00


00[S][字][HD]
韓◆十八の瞬間＃６


07:00


07:30 07:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃１８


07:30


08:00 00[S][字][HD]
韓◆三食ごはん　漁村編５＃４


30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃１７


06:30


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃７


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃８


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃９


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃１０


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃１１


08:30 08:30 30[S][初][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1103＜字幕あり＞


30[S][初][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1104＜字幕なし＞


08:30


09:00 09:00 09:00


09:30


06:30 30[S][HD]3ミニットミールズ＃１４ 30[S][HD]3ミニットミールズ＃１５ 30[S][HD]3ミニットミールズ＃１６ 30[S][HD]3ミニットミールズ＃１７ 30[S][HD]人気MUSICセレクト 06:30


07:00 07:00


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][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃４６


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃４８


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃５０


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃５２


05:00 05:00


00[S][HD]
インフォメーション


06:00 06:00


04:00 00[S][HD]
きょうの料理～栗原はるみ～　「塩豚の
ソテー　マッシュポテト添え」


00[S][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1067（BLACKPINK、
Stray Kids他）


04:00


04:30 04:30 04:30


45[S][HD]
きょうの料理～栗原はるみ～　「大根と
豚肉のべっこう煮」05:00 00[S][字][HD]


運命の桃花～宸汐縁～＃４４


04:00 00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃４３


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃４５


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃４７


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃４９


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃５１


05:30 05:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃１６


30[S][字][HD]
韓◆十八の瞬間＃５


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
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ＬａＬａ　ＴＶ 2021.08.09-2021.08.15
2021.08.09 2021.08.10 2021.08.11 2021.08.12 2021.08.13 2021.08.14 2021.08.15


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


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃１３［吹替］


27:00


27:30 27:30 27:30


27:00 00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃２２


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃２３


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃２４


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃２５


27:00


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃１２［吹替］


26:00


26:30 26:30 26:30


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃１１［吹替］


25:00


25:30 30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃５


30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃６


30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃７


30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃８


25:30 25:30


26:00


24:00 00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
１９


00[M][初][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
２０


00[M][初][終][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
２１


24:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃２８


24:30 24:30


25:00 00[S]
メンテナンス停波


26:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃９［吹替］


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃１０［吹替］


21:30


23:30


45[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃９ 45[S][HD]人気MUSICセレクト 45[S][HD]ミニシェアキッチン＃１０ 45[S][HD]
連続テレビ小説「半分、青い。」総集編
（前編）


45[S][HD]
連続テレビ小説「半分、青い。」総集編
（後編） 24:00


24:30


25:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃８［吹替］


30[S][初][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃１
３


22:30 22:30


15[S][字][HD]
韓◆ヒョリの民宿２＃１３


21:30


23:00 23:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃２７


23:00


15[S][字][HD]
韓◆100日の郎君様＃１４


23:30 23:30


30[S][字][HD]
韓◆100日の郎君様＃１３


21:30


22:00 22:00 22:00


22:30 30[S][初][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃９


30[S][初][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃１
０


30[S][初][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃１
１


30[S][初][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃１
２


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２１


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２２


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２３


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２４


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２５


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～
＃２５


20:00


15[S][HD]人気MUSICセレクト 15[S][HD]キョートカクテル　第１夜


20:30 30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃２６


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃２７


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃２８


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃２９


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃３０


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


17:00 00[S][初][字][HD]
韓◆自白＃８


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３＜ギリシャ編＞
＃５


45[S][初][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃６


45[S][初][終][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃７


45[S][初][字][HD]
韓◆パク・シフ＆ヒチョルの旅するわん
こ＃１


45[S][初][字][HD]
韓◆パク・シフ＆ヒチョルの旅するわん
こ＃２


45[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２３18:00 00[S][初][字][HD]


ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅＃６
00[S][初][字][HD]
ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅＃７


00[S][初][字][HD]
ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅＃８


00[S][初][字][HD]
ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅＃９


00[S][初][字][HD]
ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅＃１０


18:00


45[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２４19:00 19:00 00[S][字][HD]


韓◆ヒョリの民宿２＃１２


15:30


16:00 00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
１８


00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
１９


00[M][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
２０


00[M][終][字][HD]
ニラの復讐～美貌に隠された秘密～＃
２１


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


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 30[S][HD]インフォメーション 17:30


00[S][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃１


16:00 16:00


16:30 16:30 30[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２２


16:30


17:00


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


15:30 30[S][初][字][HD]
韓◆自白＃７


30[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２１


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃５


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃６


14:30 14:30


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


15:00 15:00 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[S][HD]ミニシェアキッチン＃５ 15[S][初][字][HD]
韓◆自白＃５


12:30 12:30


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 30[S][字][HD]
韓◆春のワルツ＃１６


13:30


45[S][初][字][HD]
韓◆自白＃６


12:30 30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃４９


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃５０


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃５１


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃５２


30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃５３


14:00 14:00


14:30 30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃２


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃３


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃４


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][初][HD]
もふもふモフモフ 「ニャンコ子育て中の
母さんワンコからお乳！村上虹郎猛ダッ
シュ」


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「梶裕貴ニャンコと温
泉ほっこり！飼い主との再会待つワン
コ！」


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「心閉ざす盲目ワンコ
と飼い主の絆！砂羽ネコと人力車旅」


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「吉田鋼太郎と愛犬の
爆笑散歩！２３歳ご長寿ネコの秘密！」


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「宝くじ的中３億円ネ
コ！美味ギョーザに砂羽舌鼓！」


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＃１５


12:00


15[S][HD]ミニシェアキッチン＃１ 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


30[S][初][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1105＜字幕なし＞


08:30


09:00 09:00


10:00 00[S][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜中国
編＞＃９


00[S][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜中国
編＞＃１０


10:00


10:30 30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン１＃２２［吹替］


30[S][吹][終][HD]
アリー my Love　シーズン１＃２３［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃１［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃２［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃３［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]
食材ビフォーアフター＃１


00[S][HD]
食材ビフォーアフター＃２


10:30 10:30


11:00 11:00


00[S][字][HD]
韓◆十八の瞬間＃８


07:00


15[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「季
節を染める」07:30 07:30 30[M][字][HD]


宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃２１
07:30


08:00 00[S][字][HD]
韓◆三食ごはん　漁村編５＃９


00[S][字][HD]
韓◆三食ごはん　漁村編５＃１０


00[S][終][字][HD]
韓◆三食ごはん　漁村編５＃１１


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃１


09:00


09:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


09:30 09:30


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃２


08:00 08:00


08:30 08:30 30[S][初][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1104＜字幕あり＞


30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃１９


30[S][字][HD]
韓◆十八の瞬間＃７


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]世界の街角＃１ 30[S][HD]世界の街角＃２ 30[S][HD]世界の街角＃３ 30[S][HD]世界の街角＃４ 06:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃２０


06:30


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃１２


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃１３


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃１４


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃１５


07:00 00[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃７ 07:00


04:00 00[S][HD]
きょうの料理～栗原はるみ～　「餅入り
茶碗（わん）蒸し」


00[S][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1070（MONSTA X、
TWICE他）


04:00


04:30 04:30 04:30


45[S][HD]
きょうの料理～栗原はるみ～　「きのこ
スープ鍋」05:00 00[S][字][HD]


運命の桃花～宸汐縁～＃５４


04:00 00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃５３


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃５５


～[S]
メンテナンス停波


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃５７


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃５９


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃５６


00[S][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃５８


00[S][終][字][HD]
運命の桃花～宸汐縁～＃６０


00[S][HD]
インフォメーション


05:00 05:00


05:30 05:30
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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


27:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃１６［吹替］


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃１９［吹替］


27:00


27:30 27:30 27:30


27:00 00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃２６


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃２７


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃２８


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃２９


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃３０


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃１７［吹替］


25:00


25:30 30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃９


30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃１０


30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃１１


30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃１２


30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃１３


25:00 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


25:30 25:30


26:00 26:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃１５［吹替］


00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃１８［吹替］


26:00


26:30 26:30 26:30


45[S][HD]3ミニットミールズ＃５


24:00 00[S][HD]
運命に、似た恋＃１


00[S][HD]
運命に、似た恋＃２


00[S][HD]
運命に、似た恋＃３


00[S][HD]
運命に、似た恋＃４


00[S][HD]
運命に、似た恋＃５


25:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃１４［吹替］


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２９


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３０


21:30 30[S][字][HD]
韓◆100日の郎君様＃１５


21:30


22:30


23:00 23:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃２９


23:00


15[S][終][字][HD]
韓◆100日の郎君様＃１６


23:30 23:30 23:30


45[S][HD]3ミニットミールズ＃１ 45[S][HD]3ミニットミールズ＃２


24:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃３０


24:00


24:30 24:30 24:30


45[S][HD]3ミニットミールズ＃３ 45[S][HD]3ミニットミールズ＃４


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＃１５


21:30 30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２６


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２７


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃３１


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃３２


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃３３


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃３４


30[S][初][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃３５


20:30


22:00 22:00 22:00


22:30 30[S][初][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃１
４


30[S][初][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃１
５


30[S][初][終][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃１
６


30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃１


30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃２


22:30


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２８


45[S][初][字][HD]
韓◆パク・シフ＆ヒチョルの旅するわん
こ＃６


20:00 20:00 00[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３０


20:00


15[S][HD]キョートカクテル　第２夜 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


20:30


45[S][初][字][HD]
韓◆パク・シフ＆ヒチョルの旅するわん
こ＃７


45[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２９19:00 19:00 00[S][字][HD]


韓◆ヒョリの民宿２＃１４
19:00


19:30 19:30 19:30


45[S][HD]インフォメーション


20:30


45[S][HD]
インフォメーション


21:00


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～
＃２８18:00 00[S][初][字][HD]


ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅＃１１
00[S][初][字][HD]
ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅＃１２


00[S][初][字][HD]
ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅＃１３


00[S][初][字][HD]
ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅＃１４


00[S][初][字][HD]
ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅＃１５


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


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


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◆パク・シフ＆ヒチョルの旅するわん
こ＃３


45[S][初][字][HD]
韓◆パク・シフ＆ヒチョルの旅するわん
こ＃４


45[S][初][字][HD]
韓◆パク・シフ＆ヒチョルの旅するわん
こ＃５


15:30


16:00 00[S][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃２


00[S][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃３


00[S][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃４


00[S][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃５


00[S][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃６


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


16:00 16:00


16:30 16:30 30[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２７


16:30


17:00 17:00 00[S][初][字][HD]
韓◆自白＃１２


17:00


17:30


14:30 30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃７


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃８


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃９


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃１０


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃１１


15:30 30[S][初][字][HD]
韓◆自白＃１１


30[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃２６


14:00


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 30[S][字][HD]
韓◆春のワルツ＃１８


13:30


45[S][初][字][HD]
韓◆自白＃１０


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＃５５


30[S][初][終][字][HD]
韓◆エデンの東＃５６


30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃１


30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃２


12:30 12:30


14:30 14:30


15:00 15:00 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[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][初][字][HD]
韓◆自白＃９


12:30 30[S][初][字][HD]
韓◆エデンの東＃５４


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


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「山田裕貴ネコ１００匹
まみれ！香港スター猫」


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「佐野勇斗秘湯猫に
ほっこり！驚きのかくし芸ブタ！」


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]インフォメーション


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


00[S][字][HD]
韓◆ユン食堂２＃１


10:00


10:30 30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃４［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃５［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃６［吹替］


12:00 12:00 00[S][字][HD]
韓◆春のワルツ＃１７


12:00


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃７［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃８［吹替］


10:30 10:30


09:30 09:30


10:00 00[S][HD]
食材ビフォーアフター＃３


00[S][HD]
食材ビフォーアフター＃４


00[S][HD]
食材ビフォーアフター＃５


00[S][HD]
食材ビフォーアフター＃６


00[S][HD]
食材ビフォーアフター＃７


10:00 00[S][終][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜中国
編＞＃１１


09:30 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


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「冬のニホンリスに萌
え！岡本玲の愛猫はおっさん好き！」


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「杉野遥亮ネコまみれ
草津温泉　子猫と少女別れの手紙」


45[S][初][HD]
もふもふモフモフ 「杉野遥亮　草津温泉
もふ旅！銀座のお姉さん自宅突撃！」


08:30 08:30 30[S][初][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1105＜字幕あり＞


30[S][初][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1106＜字幕なし＞


08:30


09:00 09:00 09:00


08:00 00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃３


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃４


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃５


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃６


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃７


06:30 30[S][字]
韓◆美しき日々＃１


30[S][字]
韓◆美しき日々＃２


06:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃２３


06:30


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃１６


45[S][字][HD]
韓◆夏の香り＃１７


45[S][終][字][HD]
韓◆夏の香り＃１８


07:00 07:00 00[S][字][HD]
韓◆十八の瞬間＃１０


07:00


07:30 07:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃２４


07:30


08:00 08:00


00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「北
の自然に遊ぶ～北海道・旭川 南富良野
～」


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃４


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃６


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃８


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃１０


05:00 05:00


00[S][HD]
インフォメーション


06:00 06:00


04:00 00[S][HD]
きょうの料理～栗原はるみ～　「肉だん
ごと豆腐のコトコト鍋」


00[S][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1085（SUPER
JUNIOR他）


04:00


04:30 04:30 04:30


45[S][HD]
趣味どきっ！人と暮らしと、台所　「有元
葉子」05:00 00[S][字][HD]


宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃２


04:00 00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃１


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃３


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃５


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃７


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃９


05:30 05:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃２２


30[S][字][HD]
韓◆十八の瞬間＃９


05:30


06:00 00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「名
峰のしずく」


00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「木
のぬくもり～秋田県～」
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ＬａＬａ　ＴＶ 2021.08.23-2021.08.29
2021.08.23 2021.08.24 2021.08.25 2021.08.26 2021.08.27 2021.08.28 2021.08.29


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


27:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃２２［吹替］


00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃２［吹替］


27:00


27:30 27:30 27:30


27:00 00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃３１


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃３２


00[S][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃３３


00[S][終][字][HD]
華◆剣王朝～乱世に舞う雪～＃３４


00[S][字][HD]
お嬢さま飄々拳（ひょうひょうけん）～プ
リンセスと御曹司～＃１


26:00 26:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃２１［吹替］


00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃１［吹替］


26:00


26:30 26:30 26:30


00[S][吹][終][HD]
アリー my Love　シーズン４＃２３［吹替］


25:00


15[S][HD]人気MUSICセレクト


25:30 30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃１４


30[S][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃１５


30[S][終][字][HD]
韓◆私の愛、あなたの秘密＃１６


30[S][字][HD]
韓◆私のIDはカンナム美人＃１


30[S][字][HD]
韓◆私のIDはカンナム美人＃２


25:30


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


25:00 00[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン４＃２０［吹替］


24:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃３２


24:00


24:30 24:30 30[S][HD]
インフォメーション


24:30


45[S][HD]3ミニットミールズ＃８ 45[S][HD]3ミニットミールズ＃９ 45[S][HD]3ミニットミールズ＃１０


24:00 00[S][HD]
運命に、似た恋＃６


00[S][HD]
運命に、似た恋＃７


00[S][終][HD]
運命に、似た恋＃８


00[S][HD]
素直になれなくて＃１


00[S][HD]
素直になれなくて＃２


25:00


25:30


23:00 23:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃３１


00[S][字][HD]
韓◆おかえり～ただいまのキスは屋根
の上で！？～＃２


23:00


23:30 23:30 23:30


45[S][HD]3ミニットミールズ＃６ 45[S][HD]3ミニットミールズ＃７


30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃７


22:30


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３３


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３４


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３５


21:30 30[S][字][HD]
韓◆おかえり～ただいまのキスは屋根
の上で！？～＃１


21:30


22:30


45[S][HD]人気MUSICセレクト


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◆現地で食べてくれるかな？＜タイ編
＞＃１21:30 30[S][初][字][HD]


華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３１


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３２


20:30 30[S][初][終][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃３６


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃１


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃２


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃３


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃４


22:00 22:00 22:00


22:30 30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃３


30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃４


30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃５


30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃６


20:00


15[S][HD]キョートカクテル　第７夜 15[S][HD]キョートカクテル　第８夜 15[S][HD]人気MUSICセレクト 15[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃３ 15[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃１


19:00 19:00 00[S][終][字][HD]
韓◆ヒョリの民宿２＃１６


19:00


19:30 19:30 19:30


45[S][HD]インフォメーション


20:00 20:00


45[S][初][字][HD]
韓◆パク・シフ＆ヒチョルの旅するわん
こ＃８


45[S][初][字][HD]
韓◆パク・シフ＆ヒチョルの旅するわん
こ＃９


45[S][初][字][HD]
韓◆パク・シフ＆ヒチョルの旅するわん
こ＃１０


45[S][初][字][HD]
韓◆パク・シフ＆ヒチョルの旅するわん
こ＃１１


45[S][初][終][字][HD]
韓◆パク・シフ＆ヒチョルの旅するわん
こ＃１２


45[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３４


00[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３５


20:30


18:00 00[S][初][字][HD]
ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅＃１６


18:00 18:00


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


18:30 18:30 30[S][HD]
インフォメーション


45[S][初][字][HD]
素敵なビッグ・ファット・ライフ シーズン１
＃３


45[S][初][字][HD]
素敵なビッグ・ファット・ライフ シーズン１
＃４


45[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３３


18:30


30[S][HD]
インフォメーション


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


17:30


16:00


16:30 16:30 30[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３２


16:30


17:00 17:00 00[S][初][終][字][HD]
韓◆自白＃１６


17:00


17:30


30[S][初][字][HD]
韓◆自白＃１５


30[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３１


15:30


16:00 00[S][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃７


00[S][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃８


00[S][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃９


00[S][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃１０


00[S][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃１１


16:00


30[S][HD]インフォメーション 17:30


45[S][初][字][HD]
素敵なビッグ・ファット・ライフ シーズン１
＃１


45[S][初][字][HD]
素敵なビッグ・ファット・ライフ シーズン１
＃２


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


15:00


45[S][初][字][HD]
韓◆自白＃１４


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[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃７


12:30


13:00


13:30 13:30 30[S][終][字][HD]
韓◆春のワルツ＃２０


13:30


12:00 12:00 00[S][字][HD]
韓◆春のワルツ＃１９


12:00


15[S][初][字][HD]
韓◆自白＃１３


12:30 30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃３


30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃４


30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃５


30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃６


14:00


14:30 30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃１２


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃１３


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃１４


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃１５


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃１６


14:30 14:30


45[S][初][HD]
片っ端から喫茶店　「コーヒーを使った
チョコケーキ／姿を変えないレトロ喫茶」


45[S][初][HD]
片っ端から喫茶店　「プリンアラモード／
ウィンナコーヒーと苦難の女性店主」


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]インフォメーション


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


00[S][字][HD]
韓◆ユン食堂２＃３


10:00


10:30 30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃９［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃１０［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃１１［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃１２［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃１３［吹替］


10:30 10:30


09:30 09:30


10:00 00[S][HD]
食材ビフォーアフター＃８


00[S][HD]
食材ビフォーアフター＃９


00[S][HD]
食材ビフォーアフター＃１０


00[S][HD]
食材ビフォーアフター＃１１


00[S][HD]
食材ビフォーアフター＃１２


10:00 00[S][字][HD]
韓◆ユン食堂２＃２


09:30 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


45[S][初][HD]
片っ端から喫茶店　「百年珈琲とドーナ
ツ／極厚タマゴサンド」


45[S][初][HD]
片っ端から喫茶店　「衝撃のバターコー
ヒー!?／黄金の焼きプリン」


45[S][初][HD]
片っ端から喫茶店　「ラピュタのトースト!?
／明石家さんまの愛した焼きそば定食」


08:30 08:30 30[S][初][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1106＜字幕あり＞


30[S][初][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1107＜字幕なし＞


08:30


09:00 09:00 09:00


08:00 00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃８


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃９


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃１０


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃１１


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃１２


06:30 30[S][字]
韓◆美しき日々＃３


30[S][字]
韓◆美しき日々＃４


30[S][字]
韓◆美しき日々＃５


30[S][字]
韓◆美しき日々＃６


30[S][字]
韓◆美しき日々＃７


06:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃２６


06:30


07:00 07:00 00[S][字][HD]
韓◆十八の瞬間＃１２


07:00


07:30 07:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃２７


07:30


08:00 08:00


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][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃１４


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃１６


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃１８


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃２０


05:00 05:00


00[S][HD]
インフォメーション


06:00 06:00


04:00 00[S][HD]
趣味どきっ！人と暮らしと、台所　「陶芸
家　大谷哲也・桃子」


00[S][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1088（ASTRO、
T1419他）


04:00


04:30 04:30 04:30


45[S][HD]
趣味どきっ！人と暮らしと、台所　「建築
家・中村好文」05:00 00[S][字][HD]


宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃１２


04:00 00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃１１


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃１３


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃１５


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃１７


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃１９


05:30 05:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃２５


30[S][字][HD]
韓◆十八の瞬間＃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
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ＬａＬａ　ＴＶ 2021.08.30-2021.09.05
2021.08.30 2021.08.31 2021.09.01 2021.09.02 2021.09.03 2021.09.04 2021.09.05


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


27:00 00[S][字][HD]
お嬢さま飄々拳（ひょうひょうけん）～プリ
ンセスと御曹司～＃２


00[S][字][HD]
お嬢さま飄々拳（ひょうひょうけん）～プリ
ンセスと御曹司～＃３


27:00 27:00


27:30 27:30 27:30


25:30 30[S][字][HD]
韓◆私のIDはカンナム美人＃３


30[S][字][HD]
韓◆私のIDはカンナム美人＃４


25:30 25:30


26:00 26:00 26:00


26:30 26:30 26:30


24:30


25:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


25:00 25:00


23:30


45[S][HD]3ミニットミールズ＃１１ 45[S][HD]3ミニットミールズ＃１２


24:00 00[S][HD]
素直になれなくて＃３


00[S][HD]
素直になれなくて＃４


24:00 24:00


24:30 24:30


22:30 30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃８


30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃９


22:30 22:30


23:00 23:00 23:00


23:30 23:30


21:30 30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３６


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３７


21:30 21:30


22:00 22:00 22:00


20:30 30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃５


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃６


20:30 20:30


21:00 21:00 21:00


19:30 19:30 19:30


20:00 20:00 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


18:30 18:30 18:30


45[S][字][HD]
韓◆ユン食堂＃１


45[S][字][HD]
韓◆ユン食堂＃２


19:00 19:00 19:00


17:30 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


17:30 17:30


45[S][初][字][HD]
素敵なビッグ・ファット・ライフ シーズン１
＃５


45[S][初][字][HD]
素敵なビッグ・ファット・ライフ シーズン１
＃６18:00 18:00 18:00


16:30 16:30 16:30


17:00 17:00 17:00


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


15:30 15:30


16:00 00[S][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃１２


00[S][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃１３


16:00 16:00


12:30 30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃８


30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃９


12:30 12:30


13:00 13:00


14:30 30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃１７


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃１８


14:30 14:30


15:00 15:00 15:00


13:00


13:30 13:30 13:30


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


14:00 14:00


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][初][HD]
片っ端から喫茶店　「やりすぎモンブラン
トースト／レトロ喫茶のクリームソーダ」


45[S][初][HD]
片っ端から喫茶店　「卵使いすぎオムレツ
サンド／UFOのような喫茶店のナポリタ
ン」


12:00 12:00 12:00


10:00 00[S][HD]
日本銘酒紀行～山梨　アルガブランカ ク
ラレーザ


00[S][HD]
日本銘酒紀行～宮崎　百年の孤独


10:00 10:00


10:30 30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃１４［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃１５［吹替］


10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


09:00


09:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


09:30 09:30


08:00 00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃１３


00[S][終][字][HD]
韓◆花よりおじいさん１＜フランス・台湾
編＞＃１４


08:00 08:00


08:30 08:30 08:30


09:00 09:00


07:00 07:00 07:00


07:30 07:30 07:30


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][字]
韓◆美しき日々＃８


30[S][字]
韓◆美しき日々＃９


06:30 06:30


05:00 00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃２２


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃２４


05:00 05:00


05:30 05:30 05:30


04:00 00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃２１


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃２３


04:00 04:00


04:30 04:30 04:30
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