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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」
#6-2【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


00


『ザ・ノンフィクション』
もつ焼き一生懸命!～麻布十


番…そして上海～
#147-6【HD】


20
純喫茶に恋をして


～江古田・林檎 #18-6【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 #21-1【HD】
▽08:50 #22-1【HD】
▽09:20 #23-1【HD】
▽09:55 #24-1【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Ⅲ
＜出演＞


船越英一郎／床嶋佳子／伊
藤裕子／美山加恋


／山田辰夫／大島蓉子／栗
田よう子／布施博／内藤剛


志 ほか
#3-2【HD】【字】


50


『恋ノチカラ』（全１１話）


▽12:10 #7-4【字】
第7話「悲しいとき近くにいて欲しい


人」
▽13:00 #8-4【字】


第8話「急展開!?元カレ突然の帰
国!!」


＜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.) #3-84【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3話「クビの危
機」 #3-3【HD】 ＜出演＞


チュ・サンウク、キム・ボラ、
イ・テファン（元5urprise）


ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編
▽15:10 #1-3【HD】


第629話「激震! 新世界動かす大
ニュース」


▽15:35 #2-3【HD】
第630話「冒険! 愛と情熱の国ドレス


ローザ」
▽16:00 #3-3【HD】


第631話「熱狂渦巻く コリーダコロシ
アム」


▽16:30 #4-3【HD】
第632話「危険な恋 踊り娘ヴァイオ


レット」


30


『ワンピース』 
第940話「ゾロの怒り SMILEの真
実!」 #795-4【HD】【字】 


50


『不機嫌なジーン』 （全１
１話）


▽17:30 #8-3【HD】【字】
第8話「キケンなオス」
▽18:20 #9-3【HD】【字】
第9話「微妙な四角形」
▽19:10 #10-3【HD】【字】
第10話「プロポーズ!」
▽20:00 #11-3【HD】【字】
第11話「2007年ロンドン」


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


ほか


30


『人情の女刑事・徳大
寺操の浅草事件簿』
＜出演＞泉ピン子／岡
本麗／柴田理恵／北村


総一朗 ほか
#1-2【HD】【字】


50
『男おばさん！！』
#225-4【HD】【字】


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #7-64【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
#8-2


00PR 2021年9月 #23-3【HD】 


00


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7話「国のために」
#7-1【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純喫茶に恋をして(10分だけver.) #19-2【HD】 


20


韓国ドラマ『ロマンスは必然
に』日本語字幕版(全20話)
第1話「耐えがたい孤独」
#1-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･
ジホ、パク・シヨン、イェ・ジ


ウォン ほか


30


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)
#11-1【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


40PR 2021年9月 #23-4【HD】 


30


『いつかまた逢える』（全12話）


▽27:40 #1-5【字】
第1話「忘れていた想い」
▽28:35 #2-5【字】


第2話「それが恋の始まり」
＜出演＞


福山雅治／桜井幸子／今田耕司／大塚
寧々／椎名桔平／高島礼子／西田尚美
／小林千香子／沖田浩之／三ッ木清隆


ほか


00
『おトクな時間』


00


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7話「国のために」
#7-2【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


10PR 2021年9月 #23-5【HD】 


20


韓国ドラマ『ロマンスは必然
に』日本語字幕版(全20話)
第1話「耐えがたい孤独」
#1-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･
ジホ、パク・シヨン、イェ・ジ


ウォン ほか


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 #25-1【HD】
▽08:50 #26-1【HD】
▽09:20 #27-1【HD】
▽09:55 #28-1【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


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「M2」


#77-45【HD】【字】


00


『ワンピース』
空島・スカイピア編


▽11:00～24:00
第144話「奪われた
記録!サルベージ王
マシラ!」


から


第170話「空中の激
戦!海賊ゾロVS戦士
ブラハム」


まで


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8話「噂を広めろ」
#8-1【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


20


韓国ドラマ『ロマンスは必然
に』日本語字幕版(全20話)
第2話「あの日のあなたに」
#2-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･
ジホ、パク・シヨン、イェ・ジ


ウォン ほか


30


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)
#12-1【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


40PR 2021年9月 #23-7【HD】 


30


『いつかまた逢える』（全12話）


▽27:40 #3-5【字】
第3話「思いがけない告白」
▽28:35 #4-5【字】


第4話「君を忘れるために」
＜出演＞


福山雅治／桜井幸子／今田耕司／大塚
寧々／椎名桔平／高島礼子／西田尚美
／小林千香子／沖田浩之／三ッ木清隆


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8話「噂を広めろ」
#8-2【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


20


韓国ドラマ『ロマンスは必然
に』日本語字幕版(全20話)
第2話「あの日のあなたに」
#2-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･
ジホ、パク・シヨン、イェ・ジ


ウォン ほか


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 #29-1【HD】
▽08:50 #30-1【HD】
▽09:20 #31-1【HD】
▽09:55 #32-1【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


00


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】


30


『ワンピース』空島・スカイピア編


▽11:00 #28-5
第171話「唸る燃焼砲!!ルフィVS戦鬼


ワイパー」
▽11:30 #29-5


第172話「沼の試練!チョッパーVS神官
ゲダツ!!」
▽12:00 #30-5


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


12:30 #1-5 第174話 「幻の
都! 雄大なるシャンドラの
遺跡!!」 13:00 #2-5 第175
話「生存率0%!! チョッパー
VS神官オーム」 13:30 #3-5 
第176話 「“巨大豆蔓"を登
れ!! 上層遺跡の死闘」 


14:00 #4-5 第177話 「鉄の
試練の真骨頂! 白荊デス
マッチ!!」 14:30 #5-5 第
178話 「ほとばしる斬撃! 
ゾロVS神官オーム!!」 


15:00 #6-5 第179話 「崩れ
ゆく上層遺跡! 終曲への五
重奏!」 15:30 #7-5 第180
話 「古代遺跡の対決! 神・
エネルの目的!!」 16:00 #8
-5 第181話 「限りない大地
への野望 方舟マクシム!!」 
16:30 #9-5 第182話「遂に
激突! 海賊ルフィVS神・エ
ネル!!」 17:00 #10-5 第
183話 「マクシム浮上! 動
き始めたデスピア!!」 


17:30 #11-5 第184話 「ル
フィ落下! 神の裁きとナミ
の望み!!」 18:00 #12-5 第
185話 「目覚めた二人! 燃
える恋の救出前線!!」 


18:30 #13-5 第186話「絶望
への狂想曲 迫り来る空島の
消滅!!」 19:00 #14-5 第
187話「鐘の音の導き! 大戦
士と探検家の物語」 19:30 
#15-5 第188話 「呪縛から
の解放! 大戦士が流した
涙!!」 20:00 #16-5 第189
話 「永遠の親友! 大海原に
響く誓いの鐘!!」 20:30 
#17-5 第190話 「エンジェ
ル島消滅! 雷迎降臨の恐
怖!!」 21:00 #18-5 第191
話「巨大豆蔓を倒せ! 脱出
への最後の望み」 21:30 
#19-5 第192話 「神の国の
奇跡! 天使に届いた島の歌
声」 22:00 #20-5 第193話 
「戦いの終焉! 遠く響く誇
り高き幻想曲」 22:30 #21-
5 第194話 「我ここに至る! 
歴史の本文が紡ぐもの」 
23:00 #22-5 第195話「いざ
青海へ!! 想いが織りなす最


終楽章」 


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」 #79-46【HD】【字】 


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9話「やっと一段落」
#9-1【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


20


韓国ドラマ『ロマンスは必然
に』日本語字幕版(全20話)
第3話「辛い記憶」
#3-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･
ジホ、パク・シヨン、イェ・ジ


ウォン ほか


30


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)
#13-1【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


40PR 2021年9月 #23-10【HD】 


30


『いつかまた逢える』（全12話）


▽27:40 #5-5【字】
第5話「ずっと好きだった」
▽28:35 #6-5【字】


第6話「想い出にさよなら」
＜出演＞


福山雅治／桜井幸子／今田耕司／大塚
寧々／椎名桔平／高島礼子／西田尚美
／小林千香子／沖田浩之／三ッ木清隆


ほか


00
『おトクな時間』


50


『ヤングシナリオ大賞』
第29回ヤングシナリオ大賞「リフレイ


ン」
＜出演＞


葉山奨之 恒松祐里 平子祐希 坪倉
由幸 山口紗弥加 ほか #3-4【HD】 
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #15-12【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 #21-2【HD】
▽08:10 #22-2【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 #806-2【HD】


第951話「オロチの追手! 忍者軍団VS
ゾロ」


▽10:00 #807-1【HD】
第952話「鬼ヶ島緊迫! 遭遇!? 二人の


四皇」


50
『男おばさん！！』
#226-1【HD】


00PR 2021年9月 #23-11【HD】 


50


『ザ・ノンフィクション』
おっぱいと東京タワー ～私の乳


がん日記～
＜語り＞石田ひかり
#148-1【HD】


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #13-30【HD】 


25


49th フジサンケイ
クラシック


大会第３日トップ中
継


生 #3-1【HD】


35


『塔馬教授の天才推理』


▽14:25 #1-4【HD】【字】
① 隠岐島の黄金伝説殺人事件


悲しき秘宝伝説めぐりナゾの陰謀集団
登場…愛と欲望渦巻く歴史ミステリー
VS.和製インディ・ジョーンズ。死体


なき殺人トリック(秘)真相
＜出演＞


佐々木蔵之介／森口瑤子／橋本さとし
宇梶剛士／柳沢慎吾 ほか


▽16:00 #2-4【HD】【字】
② 湯殿三麓ミイラ伝説殺人事件


始まりはミイラ発見…140年の時を越
えて山形・湯殿山麓で起きた不可解な
殺人事件に風変りな教授が挑む！


＜出演＞
佐々木蔵之介／森口瑤子／宇梶剛士
橋本さとし／田畑智子／渋谷飛鳥


畠中洋 ほか


50 調整中


00


プロ野球中継2021
阪神
vs
巨人


～甲子園球場
生 #7-1【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」
#80-38【HD】【字】


00


『ワンピース』女ヶ島編 第421話「仲
間達の行方 ネガティブ王女(プリンセ


ス)と悪魔王」 #14-2【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 #15-2【HD】
▽25:00 #16-2【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


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)


▽26:00 #1-2【HD】
▽27:00 #2-2【HD】
▽28:00 #3-2【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


20
実録!オンナの〇〇事件簿
三世帯地獄 #37-5【HD】 


30PR 2021年9月 #23-13【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 #7-3【HD】
▽07:10 #8-3【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 #23-1【HD】
▽09:35 #24-1【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.) #9-33【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?」後
編！ｶｲｾﾝﾀｰ曲にまつわるｸｲｽﾞが出題!ﾒﾝﾊﾞｰのｶ


ｲへの愛情が試される! #101-4【HD】 


40


『神津恭介シリー
ズ 』  11:30 #1-2
【HD】【字】 ～影な
き女～ ＜出演＞片岡
愛之助／水野真紀／藤
井隆／岩崎ひろみ／大
路恵美／宇梶剛士／里
見浩太朗 ほか 13:05 
#2-2【HD】【字】 ～
呪縛の家～ ＜出演＞
片岡愛之助／水野真紀
／藤井隆／前田亜季／
寺田農／宇梶剛士／里
見浩太朗 ほか 


59


ラーメンWalker TV2
饗 くろ? x ソラノイロ 1日限定奇跡のコラボ密着リポート!


東所沢『ラーメンWalkerキッチン』
出演：伊藤かりん #287-24【HD】【字】 


00


49th フジサンケイ
クラシック
大会ハイライト
生 #7-1【HD】


25


純喫茶に恋をして
～向島・カド ※番組変更の場合あり 


#5-42【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」
#81-33【HD】【字】


25


『男おばさん！！』 ※番組変更
の場合あり #226-2【HD】 


40
ラーメンWalker TV2 スーパーフードを練り込んだ世界基準のチリトマラー


メン!
大門『チリトマラーメン THANK』


50PR 2021年9月 #23-14【HD】 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第2戦
川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ


vs
浦和ﾚｯｽﾞ


生 #62-1【HD】


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 #7-4【HD】 


10


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』
出演：伊藤かりん  赤池洋文 #289-18【HD】【字】 


30
純喫茶に恋をして ～本郷・金魚


坂 #7-42【HD】【字】 


00


トレスギJO1
完全版 第2弾
#2-2【HD】


10


韓国ドラマ『ドクター探
偵』


日本語字幕版(全16話)


▽24:00 #1-3【HD】
第1話「危険と隣り合わせの


仕事」
▽25:00 #2-3【HD】
第2話「安全の犠牲者」
▽26:00 #3-3【HD】


第3話「パン職人の喘息」
▽27:05 #4-3【HD】


第4話「父親の思い、息子の
思い」


▽28:10 #5-3【HD】
第5話「見つからない水銀」


＜出演＞
パク・ジニ、ポン・テ
ギュ、イ・ギウ ほか


30
実録!オンナの〇〇事件簿 なぜ
か入籍しない彼 #38-5【HD】 


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9話「やっと一段落」
#9-2【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


20


韓国ドラマ『ロマンスは必然
に』日本語字幕版(全20話)
第3話「辛い記憶」
#3-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･
ジホ、パク・シヨン、イェ・ジ


ウォン ほか


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 #33-1【HD】
▽08:50 #34-1【HD】
▽09:20 #35-1【HD】
▽09:55 #36-1【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Ⅳ
＜出演＞


船越英一郎／伊藤裕子／美
山加恋／うじきつよし／藤
真利子／内藤剛志／植松真


美 ほか
#4-2【HD】【字】


50


『恋ノチカラ』（全１１話）


▽12:10 #9-4【字】
第9話「2人きりの夜」
▽13:00 #10-4【字】
第10話「さようなら」


＜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.) #4-73【HD】 


00


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4話「トキメキの加速」
#4-3【HD】 ＜出演＞


チュ・サンウク、キム・ボラ、イ・テ
ファン（元5urprise） ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編
▽15:00 #5-3【HD】


第633話「最強の無名戦士! ルーシー
登場」


▽15:30 #6-3【HD】
第634話「海賊貴公子 キャベンディッ


シュ」
▽16:00 #7-3【HD】


第635話「運命の再会 ハイエナのベラ
ミー」


▽16:30 #8-3【HD】
第636話「超新星! 人食いのバルトロ


メオ」


30


『ワンピース』 
第939話「一味疾る! 救え囚われ
のトの康」 #794-5【HD】【字】 


00


『ワンピース』脱出!海賊要
塞&フォクシー海賊団編


17:30 #7-4 第202話「包囲
網突破!奪還ゴーイングメ
リー号」 18:00 #8-4 第203
話「消えた海賊船!要塞攻防
第2ラウンド」 18:30 #9-4 
第204話「黄金奪還作戦とウ
エイバー回収作戦!」 19:00 
#10-4 第205話「一網打尽計
画!ジョナサン自信の秘策」 
19:30 #11-4 第206話「さら
ば海軍要塞!脱出への最後の
攻防」 20:00 #12-4【HD】 
第207話「ロングリングロン
グランドの大冒険!」 20:30 
#13-4【HD】 第208話「フォ
クシー海賊団とデービー
バック!」 21:00 #14-4
【HD】 第209話「第一回戦!
ぐるり一周ドーナツレー
ス」 21:30 #15-4【HD】 第
210話「銀ギツネのフォク
シー!猛烈妨害攻勢」 22:00 
#16-4【HD】 第211話「第二
回戦!ブチ込めグロッキーリ
ング」 22:30 #17-4【HD】 
第212話「レッドカード連
発!グロッキーリング」 


23:00 #18-4【HD】 第213話
「第三回戦!ぐるぐるロー
ラーレース!」 23:30 #19-4
【HD】 第214話「白熱爆走
レース!最終ラウンド突


入!」 


00


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10話「あいつが戻ってきた」


#10-1【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


10PR 2021年9月 #23-17【HD】 


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第4話「受け入れられない」
#4-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #1-100【HD】 


30


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)
#14-1【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


40PR 2021年9月 #23-18【HD】 


30


『いつかまた逢える』（全12話）


▽27:40 #7-5【字】
第7話「遅れてきた恋人」
▽28:35 #8-5【字】


第8話「俺の叫びを聞け!」
＜出演＞


福山雅治／桜井幸子／今田耕司／大塚
寧々／椎名桔平／高島礼子／西田尚美
／小林千香子／沖田浩之／三ッ木清隆


ほか


00
『おトクな時間』


00


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10話「あいつが戻ってきた」
#10-2【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


10PR 2021年9月 #23-19【HD】 


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第4話「受け入れられない」
#4-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-20【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 #37-1【HD】
▽08:50 #38-1【HD】
▽09:20 #39-1【HD】
▽09:55 #40-1【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


『山村美紗サスペン
ス』 


黒の滑走路3
＜出演＞浅野ゆう子／
遠藤憲一／近藤芳正／
国広富之／宍戸開 ほ
か #4-2【HD】【字】 


10


『恋ノチカラ』（全１１話）
第11話「幸せはかならずやってくる!!


今夜あなたの上にも」
＜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


#11-4【字】


00


『ザ・ノンフィクション』
ぼけますから、よろしくお願い
します。～特別編～＜語り＞信
友直子（ディレクター）


#149-1【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5話「大失敗の告白計画」


#5-3【HD】
＜出演＞


チュ・サンウク、キム・ボラ、イ・テ
ファン（元5urprise） ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


▽15:10 #9-3【HD】
第637話「群雄割拠! 白熱のBブロッ


ク!」
▽15:35 #10-3【HD】


第638話「一撃必殺! 驚異のキング・
パンチ」


▽16:00 #11-3【HD】
第639話「闘魚襲来! 死の鉄橋を突破


せよ」
▽16:30 #12-3【HD】


第640話「冒険! 妖精の島グリーン


20


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


東所沢『ラーメンWalkerキッチン』
出演：田中真琴 #280-28【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 #52-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「焼肉ケニヤ」


#82-30【HD】【字】


00


超特急の撮れ高足りて
ますか? #129-2【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11話「2つの計画」
#11-1【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


20


韓国ドラマ『ロマンスは必然
に』日本語字幕版(全20話)
第5話「一緒に眠ろう」
#5-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･
ジホ、パク・シヨン、イェ・ジ


ウォン ほか


30


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)
#15-1【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


40PR 2021年9月 #23-22【HD】 


30


『いつかまた逢える』（全12話）


▽27:40 #9-5【字】
第9話「君だけにこの歌を」
▽28:35 #10-5【字】


第10話「誰にも渡さない!」
＜出演＞


福山雅治／桜井幸子／今田耕司／大塚
寧々／椎名桔平／高島礼子／西田尚美
／小林千香子／沖田浩之／三ッ木清隆


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11話「2つの計画」
#11-2【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


20


韓国ドラマ『ロマンスは必然
に』日本語字幕版(全20話)
第5話「一緒に眠ろう」
#5-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･
ジホ、パク・シヨン、イェ・ジ


ウォン ほか


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 #41-1【HD】
▽08:50 #42-1【HD】
▽09:20 #43-1【HD】
▽09:55 #44-1【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


『山村美紗サスペンス』 
羽田空港殺人事件～黒の滑


走路4～
＜出演＞浅野ゆう子／遠藤
憲一／高橋ひとみ／山村紅
葉／宍戸開／音尾琢真 ほ


か
#5-2【HD】【字】


50


『デート～恋とはどんなものかしら
～』（全１０話）


▽12:10 #1-1【HD】
第1話 恋の仕方がわかりません!!契約


で結婚が出来ますか!?
▽13:00 #2-1【HD】


第2話 あなたに寄生したい!!高等遊民
に恋出来ますか?


＜出演＞杏／長谷川博己／国仲涼子／
中島裕翔（Hey! Say! JUMP）／松尾諭
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #5-70【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6話「心に触れるメイク」


#6-3【HD】
＜出演＞


チュ・サンウク、キム・ボラ、イ・テ
ファン（元5urprise） ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


▽15:10 #13-3【HD】
第641話「知られざる世界 トンタッタ


王国」
▽15:35 #14-3【HD】


第642話「世紀の謀略 ドフラミンゴ動
く!」


▽16:00 #15-3【HD】
第643話「天地ゆるがす! 大将藤虎の


実力  」
▽16:30 #16-3【HD】


第644話「怒りの一撃! 巨人VSルー


20


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 #281-24【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 #53-1【HD】


50


沢田研二特集 夜のヒットスタジオ
♯9(1978年1月9日 放送回)伊東ゆかり
／郷ひろみ／八代亜紀／渡辺真知子／
世良公則＆ツイスト／チェリッシュ／


小川知子／沢田研二
#9-1


00PR 2021年9月 #23-24【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12話「隠された真実」
#12-1【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


20


韓国ドラマ『ロマンスは必然
に』日本語字幕版(全20話)
第6話「キスから始めよう」
#6-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･
ジホ、パク・シヨン、イェ・ジ


ウォン ほか


30


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)
#16-1【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


50
実録!オンナの〇〇事件簿
社宅妻 #39-5【HD】 


00PR 2021年9月 #23-25【HD】 


50


『いつかまた逢える』（全12話）
第11話「君を信じたい!」 ＜出演＞
福山雅治／桜井幸子／今田耕司／大塚
寧々／椎名桔平／高島礼子／西田尚美
／小林千香子／沖田浩之／三ッ木清隆


ほか #11-5【字】 


30


実録!オンナの〇〇事件簿
▽28:50 #40-4【HD】
この子の父親は…誰?
▽29:07 #21-8【HD】


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12話「隠された真実」
#12-2【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


20


韓国ドラマ『ロマンスは必然
に』日本語字幕版(全20話)
第6話「キスから始めよう」
#6-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･
ジホ、パク・シヨン、イェ・ジ


ウォン ほか


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 #45-1【HD】
▽08:50 #46-1【HD】
▽09:20 #47-1【HD】
▽09:55 #48-1【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


『山村美紗サスペンス』 
羽田空港殺人事件～黒の滑


走路5～
＜出演＞浅野ゆう子／遠藤
憲一／山村紅葉／渡辺裕之
／水沢アキ／相島一之／永
島敏行／野村宏伸／音尾琢


真 ほか
#6-2【HD】


50


『デート～恋とはどんなものかしら
～』（全１０話）


▽12:10 #3-1【HD】
第3話 初お見合いは未知との遭遇!?恋


愛不適合女を救出せよ!!
▽13:00 #4-1【HD】


第4話 彼女が恋愛を出来ない訳、彼が
高等遊民になった理由。


＜出演＞杏／長谷川博己／国仲涼子／
中島裕翔（Hey! Say! JUMP）／松尾諭
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #6-62【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7話「初めての
感謝」 #7-3【HD】 ＜出演＞
チュ・サンウク、キム・ボラ、
イ・テファン（元5urprise）


ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


▽15:10 #17-3【HD】
第645話「破壊砲炸裂! ルーシー危機


一髪」
▽15:35 #18-3【HD】


第646話「伝説の海賊 首領・チンジャ
オ!」


▽16:00 #19-3【HD】
第647話「光と影 ドレスローザに潜む


闇!」
▽16:30 #20-3【HD】


第648話「出撃 伝説のヒーローウソラ


30


『ワンピース』 
第942話「一味乱入!騒然!処刑場
の激闘」 #797-3【HD】【字】 


50


『インディゴの夜サス
ペンス劇場』


▽17:30 #1-3【HD】
遺体が語る落とし穴
▽19:05 #2-3【HD】
代議士を狙うスキャン


ダル写真の罠
▽20:40 #3-2【HD】
標的の法則!ナンバー1
ホスト襲撃事件


▽22:15 #4-2【HD】
集団自殺サイトの女が


狙う完全犯罪


＜出演＞森口瑤子／六
角精児／加藤和樹／和
田正人／徳山秀典 ほ


か


00PR 2021年9月 #23-26【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13話「“あの人"の正体」


#13-1【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


20


韓国ドラマ『ロマンスは必然
に』日本語字幕版(全20話)
第7話「一歩ずつ」
#7-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･
ジホ、パク・シヨン、イェ・ジ


ウォン ほか


30


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)
#17-1【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


40PR 2021年9月 #23-27【HD】 


50


『いつかまた逢える』（全12話）
第12話「あなただけを」


＜出演＞
福山雅治／桜井幸子／今田耕司／大塚
寧々／椎名桔平／高島礼子／西田尚美
／小林千香子／沖田浩之／三ッ木清隆


ほか
#12-5【字】


30


実録!オンナの〇〇事件簿
▽28:50 #22-8【HD】


ぐうたら夫のとんでもない秘密
▽29:10 #23-8【HD】


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13話「“あの人"の正体」


#13-2【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


20


韓国ドラマ『ロマンスは必然
に』日本語字幕版(全20話)
第7話「一歩ずつ」
#7-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･
ジホ、パク・シヨン、イェ・ジ


ウォン ほか


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 #49-1【HD】
▽08:50 #50-1【HD】
▽09:20 #51-1【HD】
▽09:55 #52-1【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


『おばさん弁護士 町
田珠子』


＜出演＞岸本加世子／
六角精児／美波／山口
翔悟／美保純／蟹江敬


三 ほか
#1-2【HD】【字】


50


『デート～恋とはどんなものかしら
～』（全１０話）


▽12:10 #5-1【HD】
第5話 無理して実行お泊り計画!!初キ


スは波乱の幕開け!?
▽13:00 #6-1【HD】


第6話 彼女の実家へ初訪問!!奇跡呼ぶ
涙のレシピが恋の鍵!?


＜出演＞杏／長谷川博己／国仲涼子／
中島裕翔（Hey! Say! JUMP）／松尾諭
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #7-65【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8話「思いがけない裏切り」


#8-3【HD】
＜出演＞


チュ・サンウク、キム・ボラ、イ・テ
ファン（元5urprise） ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


▽15:10 #21-3【HD】
第649話「激戦決着 ルーシーVSチン


ジャオ」
▽15:35 #22-3【HD】


第650話「ルフィと宿命の剣闘士レ
ベッカ」


▽16:00 #23-3【HD】
第651話「守り抜く! レベッカとおも


ちゃの兵隊」
▽16:30 #24-3【HD】


第652話「最後の超激戦区 Dブロック


20


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 #282-25【HD】


35 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


オリックス


～メットライフドー
ム


生 #54-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ミートカイザー」
#83-20【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 #290-18【HD】【字】 


00PR 2021年9月 #23-30【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14話「また始める?」
#14-1【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


20


韓国ドラマ『ロマンスは必然
に』日本語字幕版(全20話)
第8話「君を愛したい」
#8-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･
ジホ、パク・シヨン、イェ・ジ


ウォン ほか


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)
#18-1【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
『男おばさん！！』
#226-3【HD】


30


『逢いたい時にあなたはいない…』
全11話


▽27:40 #1-3
第1話


▽28:35 #2-3
第2話


＜出演＞中山美穂／大鶴義丹／森脇健
児／渡辺梓／七瀬なつみ／生田智子／
小松千春／平泉成／北村総一朗／五月
晴子／野口早苗／西亨大／桝田徳寿／
古都ゆきえ／長谷まりの／松本留美／
麻里万里／中沢敦子／藤井郁弥／風間


00
『おトクな時間』


50


『ヤングシナリオ大賞』
第26回ヤングシナリオ大賞「隣のレジ


の梅木さん」 ＜出演＞
馬場園梓／有村架純／山中崇／永岡卓
也／宇野祥平／安達祐実／神野三鈴


ほか #4-4【HD】 
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #16-11【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 #23-2【HD】
▽08:15 #24-2【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 #807-2【HD】


第952話「鬼ヶ島緊迫! 遭遇!? 二人の
四皇」


▽10:00 #808-1【HD】
第953話「日和の告白!おいはぎ橋の再


会」


50
『男おばさん！！』
#227-1【HD】


00PR 2021年9月 #23-32【HD】 


40


『人情教授夏目龍之介伊豆
の踊子殺人事件』


＜出演＞橋爪功／森口瑤子
／櫻井淳子／石橋けい／津
久井啓太／出口正義／谷川
清美／杉山とく子／名古屋


章 ほか
#1-2【HD】


25


『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 #1-5【HD】 


35PR 2021年9月 #23-33【HD】 


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


オリックス


～メットライフドー
ム


生 #55-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「雪月花 銀座」
#84-17【HD】


50


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 #291-27【HD】【字】 


00PR 2021年9月 #23-35【HD】 


00


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


番組! #1-4【HD】 


00


J-WAVE LIVE 2021


＜DAY1＞KREVA、JUJU、東京
スカパラダイスオーケスト
ラ、Nulbarich、マカロニえ
んぴつ、Doul [OPアクト]


＜DAY2＞RYUJI IMAICHI（三
代目 J SOUL BROTHERS from 
EXILE TRIBE）、秦 基博、
Vaundy、緑黄色社会、レキ
シ、eill [OPアクト]


#1-1【HD】


00


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)


▽24:00 #4-2【HD】
▽25:00 #5-2【HD】
▽26:00 #6-2【HD】
▽27:00 #7-2【HD】
▽28:00 #8-2【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


20
実録!オンナの〇〇事件簿
姑の監獄 #24-8【HD】 


30PR 2021年9月 #23-36【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 #9-3【HD】
▽07:10 #10-3【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 #25-1【HD】
09:30 #26-1【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 ～五反田・トゥジュール 


デビュテ #4-45【HD】【字】 


35


『年の差カップル刑事』
～お父さんは許しません～
＜出演＞高橋由美子／森本
レオ／秋本奈緒美／菊池健
一郎／宮前真樹／池田成志
／渡辺めぐみ／佐戸井けん
太／柴田理恵／ベンガル／
伊東四朗 ほか #1-3 


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


オリックス


～メットライフドー
ム


生 #56-1【HD】


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


#85-7【HD】


50


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」 #292-25【HD】【字】 


00


『坊ちゃん教授の事件簿』


▽18:50 #1-2
四国道後殺人事件


＜出演＞橋爪功／谷川清美
／西田健／森川章玄／北村
総一朗／尾美としのり／杉
山とく子／美保純 ほか


▽20:25 #2-2
岩手花巻銀河牧場殺人事件
＜出演＞橋爪功／石橋蓮司
／犬塚弘／徳井優／西田健
／西尾まり／石橋けい／大
沢健／遠山俊也 ほか


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
#1-8【HD】


00


KiramuneカンパニーL
吉永営業部水担当が登場の未公開映像&反省会ﾄｰｸ!
社長の浪川式じゃんけんをﾘｽﾍﾟｸﾄ!（笑）
MC：Uncle Bomb（浪川大輔・吉野裕行）


ｹﾞｽﾄ：吉永拓斗 #64-2【HD】 


10


韓国ドラマ『ドクター探
偵』


日本語字幕版(全16話)


▽24:00 #6-3【HD】
第6話「ナミル敷地潜入」
▽25:05 #7-3【HD】
第7話「絵を描く少女」
▽26:05 #8-3【HD】
第8話「骨抜きにされる


UDC」
▽27:10 #9-3【HD】


第9話「守るべきは労働者」
▽28:10 #10-3【HD】


第10話「脅迫状の差出人」


＜出演＞
パク・ジニ、ポン・テ
ギュ、イ・ギウ ほか


30
実録!オンナの〇〇事件簿
息子の彼女 #25-9【HD】 


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14話「また始める?」
#14-2【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


20


韓国ドラマ『ロマンスは必然
に』日本語字幕版(全20話)
第8話「君を愛したい」
#8-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･
ジホ、パク・シヨン、イェ・ジ


ウォン ほか


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 #53-1【HD】
▽08:50 #54-1【HD】
▽09:20 #55-1【HD】
▽09:55 #56-1【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


『山村美紗サスペンス 赤い
霊柩車』


5 華やかな誤算
＜出演＞片平なぎさ／若林
豪／大村崑／朝加真由美／
山村紅葉／中島ゆたか／長
谷川初範／神田正輝 ほか


#5-1


50


『デート～恋とはどんなものかしら
～』（全１０話）


▽12:10 #7-1【HD】
第7話 親の気持ちを子は知らず!?母の


終活決め手は結婚!!
▽13:00 #8-1【HD】


第8話 ついに結納!!涙の真相告白～本
当の恋がしてみたい


＜出演＞杏／長谷川博己／国仲涼子／
中島裕翔（Hey! Say! JUMP）／松尾諭
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #8-64【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9話「とんだ勘
違い」 #9-3【HD】 ＜出演＞
チュ・サンウク、キム・ボラ、
イ・テファン（元5urprise）


ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


▽15:10 #25-3【HD】
第653話「決戦! ジョーラVS麦わらの


一味」
▽15:35 #26-3【HD】


第654話「美剣! 白馬のキャベン
ディッシュ!」


▽16:00 #27-3【HD】
第655話「大激突! サンジVSドフラミ


ンゴ」
16:30 #28-3【HD】


第656話「レベッカ必殺剣! 背水の剣


30


『ワンピース』 
第940話「ゾロの怒り SMILEの真
実!」 #795-5【HD】【字】 


30


『ワンピース』脱出!海賊要塞&フォク
シー海賊団編


▽17:30 #20-4
第215話「うなる熱球剛球!海賊ドッジ


ボール!」
▽18:00 #21-4


第216話「断崖の決戦!だるまさんがこ
ろんだ!」


▽18:30 #22-4
第217話「キャプテン対決!最終戦コン


バット!」
▽19:00 #23-4


第218話「全開ノロノロ攻撃VS不死身
のルフィ」
▽19:30 #24-4


第219話「壮絶熱闘コンバット!運命の
最終決着」
▽20:00 #25-4


第220話「失った?奪われた?おまえは
だれだ?」


▽20:30 #26-4
第221話「笛を抱いた謎の少年とロビ


ンの推理!」
▽21:00 #27-4


第222話「いざ記憶を奪還せよ!海賊団 
島に上陸」
▽21:30 #28-4


第223話「牙をむくゾロ!立ちはだかっ
た野獣!」


▽22:00 #29-4
第224話「本性を現した記憶泥棒の最


後の逆襲!」
▽22:30 #30-4


第225話「誇り高き男!銀ギツネのフォ
クシー」


▽23:00 #31-4
第226話「最も無敵に近い奴?と最も危


険な男!」


00


超特急の撮れ高足りて
ますか? #130-1【HD】 


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#1-1【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第9話「普通の結婚を」
#9-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #2-94【HD】 


30


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)
#19-1【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


40PR 2021年9月 #23-40【HD】 


30


『逢いたい時にあなたはいない…』 全11話


27:40 #3-3
第3話 ＜出演＞中山美穂／大鶴義丹／森脇健
児／渡辺梓／七瀬なつみ／生田智子／小松千
春／平泉成／北村総一朗／五月晴子／野口早
苗／西亨大／桝田徳寿／古都ゆきえ／長谷ま
りの／松本留美／麻里万里／中沢敦子／藤井
郁弥／風間トオル ほか 28:35 #4-3


第4話 ＜出演＞中山美穂／大鶴義丹／森脇健
児／渡辺梓／七瀬なつみ／生田智子／小松千
春／平泉成／北村総一朗／五月晴子／野口早
苗／西亨大／桝田徳寿／古都ゆきえ／長谷ま
りの／松本留美／麻里万里／中沢敦子／藤井


郁弥／風間トオル ほか 


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#1-2【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第9話「普通の結婚を」
#9-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-41【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 #57-1【HD】
▽08:50 #58-1【HD】
▽09:20 #59-1【HD】
▽09:55 #60-1【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


『山村美紗サスペンス 
赤い霊柩車』
6 婚約者は死者


片平なぎさ／神田正輝
／若林豪／大村崑／山
村紅葉／京本政樹／鳥
越まり ほか #6-1 


50


『デート～恋とはどんなものかしら
～』（全１０話）


▽12:10 #9-1【HD】
第9話 恋愛できない2人が本当の恋を
した 高等遊民誕生の秘密と結婚式へ


の思い
▽13:00 #10-1【HD】


第10話 こんな愛の告白、あり得な
い・・・!?運命の恋が巻き起こす誕生


日の奇跡


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #9-34【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10話「再出発の
決意」 #10-3【HD】 ＜出演＞
チュ・サンウク、キム・ボラ、
イ・テファン（元5urprise）


ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


▽15:10 #29-3【HD】
第657話「最凶の戦士! ローガンVSレ


ベッカ」
▽15:35 #30-3【HD】


第658話「衝撃! おもちゃの兵隊の正
体!」


▽16:00 #31-3【HD】
第659話「戦慄の過去! ドレスローザ


の秘密」
▽16:30 #32-3【HD】


第660話「悪夢! ドレスローザ悲劇の


20


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』
出演：田中 貴（サニーデイ・サービス）・伊藤かりん・赤池洋文 #283-23


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 #57-1【HD】


50


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！


#1-7【HD】


00PR 2021年9月 #23-43【HD】 


00


『ほぼ日の怪談。』
（全6話）


▽25:00 #1-2【HD】
第一夜


怪・その一「せまいシングルルーム」
怪・その二「見てはいけない者」


▽25:30 #2-2【HD】
第二夜


怪・その三「高笑いする女」
怪・その四「知らない友人」
▽26:00 #3-2【HD】


第三夜
怪・その五「残された想い」
怪・その六「本の匂いを嗅ぐ」


▽26:30 #4-2【HD】
第四夜


怪・その七「思い出した回答」
怪・その八「ピンクの小さなノート」


▽27:00 #5-2【HD】
第五夜


怪・その九「あの人はどこにいる


30


SELECTRAVEL
東海・北信越 愛知・三重編


Ｓ二 #20-18【HD】


30


実録!オンナの〇〇事件簿


▽28:30 #26-7【HD】
絶対に許せない浮気編
▽28:50 #27-7【HD】


恋の代償
29:10 #28-7【HD】


00
『おトクな時間』


40


『奥様は警視総監』
④幼なじみの料理研究家が死体で発見
される！空白の３分は！？事件は未解
決事件へとつながり…“特命警視総
監”の命を受け、朝子は難事件解決に
向け捜査最前線に乗り出す！！


＜出演＞
かたせ梨乃／東幹久／石原良純／秋本
奈緒美／渡辺梓／芦川よしみ／伊武雅


刀 ほか
#4-4【HD】【字】


20


純喫茶に恋をして
▽07:40 #1-52【HD】【字】
～神保町・さぼうる


▽08:00 #2-53【HD】【字】


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 #61-1【HD】
▽08:50 #62-1【HD】
▽09:20 #63-1【HD】
▽09:55 #64-1【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


『山村美紗サスペンス 赤い霊柩
車』


7 双子の棺
＜出演＞片平なぎさ／若林豪／
渡辺梓／沖田浩之／石井トミコ
／牧冬吉／田中哲司／松永博史
／松尾勝人／酒井荘子／島田有
香子／三星東美／鬼塚啓之進／
山村紅葉／大村崑／神田正輝


ほか #7-1 


50


『コーチ』（全１２話）


▽12:10 #1-1
第1話


▽13:00 #2-1
第2話


＜出演＞浅野温子／玉置浩二／鈴木杏
樹／西村雅彦／村田雄浩／近藤芳正／


井ノ原快彦／細川茂樹
／小野武彦／藤村俊二／髙島礼子／石


田純一 ほか
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #10-32【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11話「“タッチ"の誕生」


#11-3【HD】
＜出演＞


チュ・サンウク、キム・ボラ、イ・テ
ファン（元5urprise） ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


▽15:10 #33-3【HD】
第661話「七武海対決 ローVSドフラミ


ンゴ」
▽15:35 #34-3【HD】


第662話「両雄相まみえる! 麦わらと
天夜叉」


▽16:00 #35-3【HD】
第663話「ルフィ驚愕 エースの意志を


継ぐ男」
▽16:30 #36-3【HD】


第664話「SOP作戦開始 ウソランド突


20


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 #284-23
【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 #58-1【HD】


50


沢田研二特集 夜のヒットスタジオ
♯9(1978年1月9日 放送回)伊東ゆかり
／郷ひろみ／八代亜紀／渡辺真知子／
世良公則＆ツイスト／チェリッシュ／


小川知子／沢田研二
#9-2


00PR 2021年9月 #23-44【HD】 


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#2-1【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第10話「いつもそばにいる」
#10-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #3-85【HD】 


30


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)
#20-1【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


40PR 2021年9月 #23-45【HD】 


30


『逢いたい時にあなたはいない…』
全11話


▽27:40 #5-3
第5話


▽28:35 #6-3
第6話


＜出演＞中山美穂／大鶴義丹／森脇健
児／渡辺梓／七瀬なつみ／生田智子／
小松千春／平泉成／北村総一朗／五月
晴子／野口早苗／西亨大／桝田徳寿／
古都ゆきえ／長谷まりの／松本留美／


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#2-2【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第10話「いつもそばにいる」
#10-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-46【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 #65-1【HD】
▽08:50 #66-1【HD】
▽09:20 #67-1【HD】
▽09:55 #68-1【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


『山村美紗サスペンス 赤い霊柩
車』


8 燃える棺 ＜出演＞"片平なぎ
さ／神田正輝／若林豪／大村崑
／山村紅葉／藤吉久美子／金田
賢一／石立鉄男／奈月ひろ子
石田登星／絵沢萠子／阿栗きい
／谷山雄二朗／伊藤洋三郎／石
橋正治／三星登志子／松尾勝人


ほか" #8-1 


50


『コーチ』（全１２話）


▽12:10 #3-1
第3話


▽13:00 #4-1
第4話


＜出演＞浅野温子／玉置浩二／鈴木杏
樹／西村雅彦／村田雄浩／近藤芳正／


井ノ原快彦／細川茂樹
／小野武彦／藤村俊二／髙島礼子／石


田純一 ほか
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #11-31【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12話「明かされ
る真実」 #12-3【HD】 ＜出演＞
チュ・サンウク、キム・ボラ、
イ・テファン（元5urprise）


ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


▽15:10 #37-3【HD】
第665話「熱き思い レベッカVSスレイ


マン」
▽15:35 #38-3【HD】


第666話「勝者決定!? Dブロック衝撃
の結末」


▽16:00 #39-3【HD】
第667話「大将の決断 藤虎VSドフラミ


ンゴ」
▽16:30 #40-3【HD】


第668話「決勝開始 英雄ディアマンテ


20


ラーメンWalker TV2
ラーメンWalkerGP 殿堂入り『金色不如帰』スペシャル出店!


東所沢『ラーメンWalkerキッチン』
出演：伊藤かりん #285-29【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 #59-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「焼肉ホルモン 新井屋 はな


れ」 #86-7【HD】 


50


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』 #293-20【HD】【字】 


00PR 2021年9月 #23-47【HD】 


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#3-1【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第11話「2人の今後は」
#11-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-49【HD】 


50


韓国ドラマ『ブラックドッ
グ～新米教師コ・ハヌル
～』日本語字幕版(全16話)
第1話「初めての臨時採用」
#1-1【HD】 ＜出演＞


ソ・ヒョンジン、 ラ・ミラ
ン、ハジュン、ユ・ミン


ギュ ほか


30


『逢いたい時にあなたはいない…』 全11話


27:50 #7-3 第7話 ＜出演＞中山美穂／大鶴義
丹／森脇健児／渡辺梓／七瀬なつみ／生田智
子／小松千春／平泉成／北村総一朗／五月晴
子／野口早苗／西亨大／桝田徳寿／古都ゆき
え／長谷まりの／松本留美／麻里万里／中沢
敦子／藤井郁弥／風間トオル ほか 28:40 #8
-3 第8話 ＜出演＞中山美穂／大鶴義丹／森脇
健児／渡辺梓／七瀬なつみ／生田智子／小松
千春／平泉成／北村総一朗／五月晴子／野口
早苗／西亨大／桝田徳寿／古都ゆきえ／長谷
まりの／松本留美／麻里万里／中沢敦子／藤


井郁弥／風間トオル ほか 


00
『おトクな時間』
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2021/08/19 16:24


（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『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#3-2【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第11話「2人の今後は」
#11-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-50【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 #69-1【HD】
▽08:50 #70-1【HD】
▽09:20 #71-1【HD】
▽09:55 #72-1【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


森村誠一女のサスペンス
『マリッジ』
#1-3【HD】


＜出演＞国仲涼子／
萩原聖人／白石美帆


／大倉孝二／佐藤二朗／鶴
見辰吾／有森也実／小林稔


侍 ほか


50


『コーチ』（全１２話）


▽12:10 #5-1
第5話


▽13:00 #6-1
第6話


＜出演＞浅野温子／玉置浩二／鈴木杏
樹／西村雅彦／村田雄浩／近藤芳正／


井ノ原快彦／細川茂樹
／小野武彦／藤村俊二／髙島礼子／石


田純一 ほか
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #12-28【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13話「放っておけない存在」


#13-3【HD】
＜出演＞


チュ・サンウク、キム・ボラ、イ・テ
ファン（元5urprise） ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


▽15:10 #41-3【HD】
第669話「動く城! 最高幹部ピーカ出


現!」
▽15:35 #42-3【HD】


第670話「竜の爪炸裂! ルーシー脅威
の一撃!」


▽16:00 #43-3【HD】
第671話「打倒シュガー 小人の兵隊突


撃!」
▽16:30 #44-3【HD】


第672話「最後の光 我らが隊長の秘


30


『ワンピース』  第944話「嵐到
来!大暴れビッグ・マム!」 #799


-3【HD】【字】 


10


『奥様は警視総監』
③元警視総監の専業主婦が夫の
無実を晴らす為現場復帰！結婚
式場の殺人トリックに潜む罠…
一枚の切り絵がつなぐ親子の絆


＜出演＞
かたせ梨乃／東幹久／石原良純
星野真里／保阪尚希／平泉成


伊武雅刀 ほか
#3-4【HD】【字】


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』
#294-16【HD】【字】


00


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)
#1-3【HD】


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#4-1【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第12話「余命を一緒に」
#12-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-53【HD】 


40


韓国ドラマ『ブラックドッグ～
新米教師コ・ハヌル～』日本語


字幕版(全16話)
第2話「学校という組織」


#2-1【HD】
＜出演＞


ソ・ヒョンジン、 ラ・ミラン、
ハジュン、ユ・ミンギュ ほか


30


『逢いたい時にあなたはいない…』
全11話


▽27:40 #9-3
第9話


▽28:35 #10-3
第10話


＜出演＞中山美穂／大鶴義丹／森脇健
児／渡辺梓／七瀬なつみ／生田智子／
小松千春／平泉成／北村総一朗／五月
晴子／野口早苗／西亨大／桝田徳寿／
古都ゆきえ／長谷まりの／松本留美／
麻里万里／中沢敦子／藤井郁弥／風間


00
『おトクな時間』


50


『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-


4【HD】 
00PR 2021年9月 #23-54【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 #25-2【HD】 
08:15 #26-2【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 #808-2【HD】


第953話「日和の告白!おいはぎ橋の再
会」


▽10:00 #809-1【HD】
第954話「その名は閻魔! おでんの名


刀!」


50
『男おばさん！！』
#228-1【HD】


00PR 2021年9月 #23-55【HD】 


20


韓国ドラマ『マネー
ゲーム』日本語字幕
版(全16話)


11:00 #1-3【HD】
12:10 #2-3【HD】
13:25 #3-3【HD】
14:30 #4-3【HD】
15:35 #5-3【HD】
16:40 #6-3【HD】
17:50 #7-3【HD】
19:00 #8-3【HD】


＜出演＞
コ・ス、シム・ウン
ギョン、イ・ソンミ
ン、ユ・テオ、


チェ・ビョンモ ほ
か


00


純喫茶に恋をして  20:20 #15-
22【HD】【字】 20:40 #16-17
【HD】【字】 ～八王子・パペル


ブルグ 


00


キミは=LOVEを愛せ
るか!!!


▽21:00 #5-2【HD】
▽22:00 #6-1【HD】


50


『ザ・ノンフィクション』
生まれてくれて ありがとう 
～ピュアにダンス 待寺家の
17年～ #150-1【HD】 


00PR 2021年9月 #23-56【HD】 


00


オールナイト声優フ
ジ3夜


MC:森久保祥太郎
五十嵐雅/岩崎諒太/
浦尾岳大/大野智敬/
狩野翔/木島隆一/児
玉卓也/汐谷文康/新
祐樹/鈴木裕斗/永塚
拓馬/林勇/葉山翔
太/広瀬裕也/帆世雄
一/室元気/山本和臣
生 #1-1【HD】


30


SELECTRAVEL 関東 茨城編 
Ｓ二 #27-6【HD】 


30


実録!オンナの〇〇事件簿


▽28:30 #29-7【HD】
秘密の鍵


▽28:50 #30-9【HD】
向かいに住む姑との深く暗い溝


▽29:10 #31-7【HD】


00
『おトクな時間』


30


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 #11-3【HD】
▽07:10 #12-3【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)


▽08:30 #27-1【HD】
▽09:40 #28-1【HD】


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


ギ・テヨン ほか
00PR 2021年9月 #23-57【HD】 


30


韓国ドラマ『マネー
ゲーム』日本語字幕


版(全16話)


11:00 #9-3【HD】
12:15 #10-3【HD】
13:25 #11-3【HD】
14:35 #12-3【HD】
15:35 #13-3【HD】
16:45 #14-3【HD】
18:00 #15-3【HD】
19:10 #16-3【HD】


＜出演＞
コ・ス、シム・ウン
ギョン、イ・ソンミ
ン、ユ・テオ、


チェ・ビョンモ ほ
か


20


『ザ・ノンフィクション』
ボクのおうちに来ませんか 
～モバイルハウスで見る夢


～ #151-1【HD】 


00


純喫茶に恋をして  21:20 #9-51
【HD】【字】 ～西荻窪・ダンテ 
21:40 #10-41【HD】【字】 ～蔵


前・らい 


00


翔太さまと執事西山のオタワムレ超


▽22:00 #2-2【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!#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
▽23:00 #3-1【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!#3は仮面ﾗ
ｲﾀﾞｰ俳優先輩&後輩ｺﾝﾋﾞが登場!
ﾎｽﾄ:蒼井翔太/西山宏太朗
ｹﾞｽﾄ:渡部秀/白又敦


00


韓国ドラマ『ドクター探
偵』


日本語字幕版(全16話)


▽24:00 #11-3【HD】
第11話「労災削減の奇策」
▽25:00 #12-3【HD】
第12話「後継者争い」
▽26:00 #13-3【HD】
第13話「暮らしに潜む危


機」
27:00 #14-3【HD】


第14話「初の家宅捜索」
28:00 #15-3【HD】
第15話「目には目を」


＜出演＞
パク・ジニ、ポン・テ
ギュ、イ・ギウ ほか


20
実録!オンナの〇〇事件簿
狂気の嫉妬 #32-7【HD】 


30PR 2021年9月 #23-58【HD】 


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#4-2【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第12話「余命を一緒に」
#12-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-59【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 #73-1【HD】
▽08:50 #74-1【HD】
▽09:20 #75-1【HD】
▽09:55 #76-1【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


『世にも奇妙な物語』


10:30 #3-1
愛車物語/ライバル/ズンドコベロンチョ


＜脚本・出演者＞
「愛車物語」（脚本：両沢和幸）佐藤寛之（光GENJI)、伊藤美紀、仲村さつ


き、ｶｰｽﾀﾝﾄTAKA　ほか
「ライバル」（脚本：野依美幸）佐藤浩市、高岡建二、石田純子、中野智恵
子、テツ定岡、中嶋雅一、福綱俊次、岡本和也、緑ヶ丘ｼﾞｬｲｱﾝﾂ　ほか


「ズンドコベロンチョ」（脚本：北川悦吏子）草刈正雄、田山涼成、丸岡奨
詞、山崎満、石井洋祐、羽田真、菅野玲子、小林こずえ、細川順子、竹中亜


美、石黒正男、影山英俊、
ヨコスカ潮也、広瀬真奈実、沼田視戸美、高瀬道場　ほか


11:20 #4-1
おれに関する噂/ボタン/つまらない男


＜脚本・出演者＞
「おれに関する噂」（脚本：菅谷淳夫）


萩原流行、大輝ゆう、花王おさむ、佐渡稔、山本ふじこ　ほか
「ボタン」（脚本：野依美幸）


伊武雅刀、佐戸井けん太、川俣しのぶ、向井薫、渡辺杉枝、安達加代子、青
木千春　ほか


「つまらない男」（脚本：北川悦吏子）
中山仁、北原弘一、橘雪子　ほか


50


『コーチ』（全１２話）  
12:10 #7-1 第7話 13:00 #8
-1 第8話  ＜出演＞浅野温
子／玉置浩二／鈴木杏樹／
西村雅彦／村田雄浩／近藤
芳正／井ノ原快彦／細川茂


樹
／小野武彦／藤村俊二／髙
島礼子／石田純一 ほか


00PR 2021年9月 #23-60【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14話「恋のライ
バル」 #14-3【HD】 ＜出演＞
チュ・サンウク、キム・ボラ、
イ・テファン（元5urprise）


ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


15:10 #45-3【HD】 第673話「破
裂人間 グラディウス大爆発!」 
15:35 #46-3【HD】 第674話「ウ
ソつき ウソランド逃走中!」 
16:00 #47-3【HD】 第675話「運
命の出会い キュロスとリク王」 
16:30 #48-3【HD】 第676話「作
戦失敗! 英雄ウソランド死


す!?」 


30


『ワンピース』 
第941話「トコの涙! オロチ非情
の銃弾!」 #796-3【HD】【字】 


30


『ワンピース』脱出!海賊要塞&フォク
シー海賊団編


▽17:30 #32-4
第227話「海軍本部大将青キジ!最高戦


力の脅威」
▽18:00 #33-4


00


『ワンピース』ウォーターセブン編


▽18:30 #1-4【HD】
第229話「疾走海列車と水の都ウォー


ターセブン」
▽19:00 #2-4【HD】


第230話「水上都市の冒険!目指せ巨大
造船工場」


▽19:30 #3-4【HD】
第231話「フランキー一家とアイス


バーグさん」
▽20:00 #4-4【HD】


第232話「ガレーラカンパニー!壮観一
番ドック」


▽20:30 #5-4【HD】
第233話「海賊誘拐事件と死を待つだ


けの海賊船」
▽21:00 #6-4【HD】


第234話「仲間救出!殴りこみフラン
キーハウス」


▽21:30 #7-4【HD】
第235話「月下の大喧嘩!哀しみに翻る


海賊旗!」
▽22:00 #8-4【HD】


第236話「ルフィVSウソップ!ぶつかる
男の意地」


▽22:30 #9-4【HD】
第237話「激震水の都!狙われたアイス


バーグ」
▽23:00 #10-4【HD】


第238話「ゴムゴム人間VS火を吹く改
造人間」


▽23:30 #11-4【HD】
第239話「犯人は麦わら海賊団? 水の


都の用心棒」


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#5-1【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第13話「死んだ娘への決意」
#13-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-61【HD】 


40


韓国ドラマ『ブラックドッグ～
新米教師コ・ハヌル～』日本語


字幕版(全16話)
第3話「私だけの授業」


#3-1【HD】
＜出演＞


ソ・ヒョンジン、 ラ・ミラン、
ハジュン、ユ・ミンギュ ほか


30


『逢いたい時にあなたはいない…』 全11話
第11話 ＜出演＞中山美穂／大鶴義丹／森脇健
児／渡辺梓／七瀬なつみ／生田智子／小松千
春／平泉成／北村総一朗／五月晴子／野口早
苗／西亨大／桝田徳寿／古都ゆきえ／長谷ま
りの／松本留美／麻里万里／中沢敦子／藤井


郁弥／風間トオル ほか #11-3 


30


実録!オンナの〇〇事件簿
▽28:30 #33-7【HD】
携帯の向こうは秘密の夫
▽28:50 #34-7【HD】
逃れられない姑地獄
▽29:10 #35-7【HD】
夫の実家の恐るべき真実


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#5-2【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第13話「死んだ娘への決意」
#13-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-63【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 #77-1【HD】
▽08:50 #78-1【HD】
▽09:20 #79-1【HD】
▽09:55 #80-1【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


『夏樹静子サスペン
ス・弁護士 朝吹里


矢子』
～古都・拙い証言に
揺らぐ老舗～
#1-1【HD】


50


『コーチ』（全１２話）


▽12:10 #9-1
第9話


▽13:00 #10-1
第10話


＜出演＞浅野温子／玉置浩二／鈴木杏
樹／西村雅彦／村田雄浩／近藤芳正／


井ノ原快彦／細川茂樹
／小野武彦／藤村俊二／髙島礼子／石


田純一 ほか
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #13-32【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15話「秘密の恋、スタート!」


#15-3【HD】
＜出演＞


チュ・サンウク、キム・ボラ、イ・テ
ファン（元5urprise） ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


▽15:10 #49-3【HD】
第677話「伝説復活! キュロス渾身の


一撃」
▽15:35 #50-3【HD】


第678話「火拳炸裂! 復活メラメラの
実の力」


▽16:00 #51-3【HD】
第679話「颯爽登場 革命軍参謀総長サ


ボ!」
▽16:30 #52-3【HD】


第680話「悪魔の罠 ドレスローザ殲滅


30


『ワンピース』 
第942話「一味乱入!騒然!処刑場
の激闘」 #797-4【HD】【字】 


20


『ヤングシナリオ大賞』
第30回ヤングシナリオ大賞「ココア」


＜出演＞
南沙良／出口夏希／永瀬莉子／渡辺大
知／浦上晟周／宇野実彩子／神尾佑／
紺野まひる／斎藤工ほか #2-5【HD】 


40
『男おばさん！！』
#228-2【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 #295-13【HD】【字】 


00


オールナイト声優フ
ジ3夜


MC:森久保祥太郎
五十嵐雅/岩崎諒太/
浦尾岳大/大野智敬/
狩野翔/木島隆一/児
玉卓也/汐谷文康/新
祐樹/鈴木裕斗/永塚
拓馬/林勇/葉山翔
太/広瀬裕也/帆世雄
一/室元気/山本和臣
#1-2【HD】


30


SELECTRAVEL 関東 群馬・埼
玉編 Ｓ二 #28-4【HD】 


00


超特急の撮れ高足りて
ますか? #130-2【HD】 


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#6-1【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第14話「死ぬための準備」
#14-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-65【HD】 


30


韓国ドラマ『ブラックドッグ～
新米教師コ・ハヌル～』日本語


字幕版(全16話)
第4話「期間限定の身の上」
#4-1【HD】 ＜出演＞


ソ・ヒョンジン、 ラ・ミラン、
ハジュン、ユ・ミンギュ ほか
40純喫茶に恋をして(10分だけver.) #6-63【HD】 


30


『メイちゃんの執事』（全10話）


▽27:40 #1-2【HD】
第1話「女性の願望叶えるイケメン執


事たち!!」
▽28:40 #2-2【HD】


第2話「命をかけて守る!!」


＜出演＞水嶋 ヒロ／榮倉 奈々／佐藤 
健／山田 優／向井 理／谷村 美月／
大政 絢／真山 明大／夕輝 壽太／岩
佐 真悠子／姜 暢雄／丸山 智己／ 北
川 弘美／鈴木 浩介／堀内 敬子／石


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#6-2【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第14話「死ぬための準備」
#14-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-67【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 #81-1【HD】
▽08:50 #82-1【HD】
▽09:20 #83-1【HD】
▽09:55 #84-1【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


西村京太郎サスペンス
十津川刑事の肖像「第二の


標的」
＜出演＞高嶋政伸、国広富
之、山村紅葉、宮川一朗
太、渡辺裕之、大島さと
子、山田キヌヲ、黒沢あす
か、甲本雅裕、古谷一行
ほか #4-3【HD】【字】 


00


『コーチ』（全１２話）
第11話 #11-1 ＜出演＞浅野温子／玉
置浩二／鈴木杏樹／西村雅彦／村田雄
浩／近藤芳正／井ノ原快彦／細川茂樹
／小野武彦／藤村俊二／髙島礼子／石


田純一 ほか


50


『ヤングシナリオ大賞』
第22回ヤングシナリオ大賞「さよなら
ロビンソンクルーソー」 ＜出演＞
田中圭／蓮佛美沙子／綾野剛／渡邉紘
平／鈴之助／菊地凛子 ほか
＜脚本＞野木亜紀子 #8-4【HD】 


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #14-27【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16話「恋のメイクアップレッス


ン!」
#16-3【HD】 ＜出演＞


チュ・サンウク、キム・ボラ、イ・テ
ファン（元5urprise） ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


▽15:10 #53-3【HD】
第681話「五億の男 狙われたウソラン


ド!」
▽15:35 #54-3【HD】


第682話「敵陣突破 ルフィ・ゾロ反撃
開始」


▽16:00 #55-3【HD】
第683話「大地鳴動 破壊神巨大ピーカ


降臨」
▽16:30 #56-3【HD】


第684話「大集結! ルフィと凶悪戦士


20


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 #286-28【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 #60-1【HD】


50


沢田研二特集 夜のヒットスタジオ
♯10(1978年1月30日 放送回)沢田研二
／石川さゆり／原田真二／太田裕美／
河島英五／森進一／和田アキ子／あお


い輝彦
#10-1


00PR 2021年9月 #23-69【HD】 


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#7-1【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第15話「辿りついた場所」
#15-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-70【HD】 


40


韓国ドラマ『ブラックドッグ～
新米教師コ・ハヌル～』日本語


字幕版(全16話)
第5話「見えない入試情報」


#5-1【HD】
＜出演＞


ソ・ヒョンジン、 ラ・ミラン、
ハジュン、ユ・ミンギュ ほか


30


『メイちゃんの執事』（全10話）


▽27:40 #3-2【HD】
第3話「あなたに仕えたい」
▽28:35 #4-2【HD】


第4話「あなたを求めてる」


＜出演＞水嶋 ヒロ／榮倉 奈々／佐藤 
健／山田 優／向井 理／谷村 美月／
大政 絢／真山 明大／夕輝 壽太／岩
佐 真悠子／姜 暢雄／丸山 智己／ 北
川 弘美／鈴木 浩介／堀内 敬子／石
野 真子／杉本 哲太／津川 雅彦 ほ


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#7-2【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第15話「辿りついた場所」
#15-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-71【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 #85-1【HD】
▽08:50 #86-1【HD】
▽09:20 #87-1【HD】
▽09:55 #88-1【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


西村京太郎サスペンス
十津川刑事の肖像～鎌倉電


鉄殺人事件～
＜出演＞高嶋政伸、泉谷し
げる、山村紅葉、高橋ひと
み、益岡徹、古谷一行 ほ


か
#5-3【HD】【字】


35


『コーチ』（全１２話）
第12話
#12-1


＜出演＞浅野温子／玉置浩二／
鈴木杏樹／西村雅彦／村田雄浩
／近藤芳正／井ノ原快彦／細川


茂樹
／小野武彦／藤村俊二／髙島礼


子／石田純一 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 #61-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #87-4【HD】 


50


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
-11【HD】【字】 


00PR 2021年9月 #23-72【HD】 


00


Chara Live 2021 
Sweet Soul 


Sessions ～Glitter
～


#1-2【HD】


30


及川光博 ワンマン
ショーツアー2021
『SOUL TRAVELER』
#1-2【HD】


00


SELECTRAVEL 東海・北信越 
富山編 Ｓ二 #21-14【HD】 


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#8-1【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第16話「消えない罪悪感」
#16-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-73【HD】 


40


韓国ドラマ『ブラックドッグ～
新米教師コ・ハヌル～』日本語


字幕版(全16話)
第6話「生徒の事情 先生の事


情」
#6-1【HD】 ＜出演＞


ソ・ヒョンジン、 ラ・ミラン、
ハジュン、ユ・ミンギュ ほか


30


『メイちゃんの執事』（全10話）


▽27:40 #5-2【HD】
第5話「理人が抱きしめた」
▽28:35 #6-2【HD】


第6話「剣人の大告白!!」


＜出演＞水嶋 ヒロ／榮倉 奈々／佐藤 
健／山田 優／向井 理／谷村 美月／
大政 絢／真山 明大／夕輝 壽太／岩
佐 真悠子／姜 暢雄／丸山 智己／ 北
川 弘美／鈴木 浩介／堀内 敬子／石
野 真子／杉本 哲太／津川 雅彦 ほ


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#8-2【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第16話「消えない罪悪感」
#16-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-75【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 #89-1【HD】
▽08:50 #90-1【HD】
▽09:20 #91-1【HD】
▽09:55 #92-1【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


西村京太郎サスペンス
十津川刑事の肖像「銚子電
鉄六・四キロの追跡」
＜出演＞高嶋政伸／鶴見辰
吾／阿南健治／秋本奈緒美
／古谷一行 ほか
#6-3【HD】【字】


00


ドラマスペシャル『コーチ』
＜出演＞浅野温子／玉置浩二／
鈴木杏樹／西村雅彦／村田雄浩
／近藤芳正／井ノ原快彦／細川
茂樹／堀真樹／江良潤／レック
ス・アンヘレス／金田明夫／巴
千草／遠山俊也／小原雅人／浜
田道彦／山下昭和／天現寺竜／
山崎海童／鈴木九太郎


#1-1


10


韓国ドラマ『絶対彼氏。』
日本語字幕版(全20話)
#1-3【HD】 ＜出演＞


ヨ・ジング 、ミナ、ホン・
ジョンヒョン、ホン・ソヨ


ン ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


▽15:10 #57-3【HD】
第685話「快進撃! ルフィ軍団VSピー


カ!」
▽15:35 #58-3【HD】


第686話「衝撃告白! ロー熱き魂の誓
い!」


▽16:00 #59-3【HD】
第687話「大激突! 参謀総長サボVS大


将藤虎」
▽16:30 #60-3【HD】


第688話「絶体絶命 罠にかかったル


20


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 #286-30【HD】【字】 


35 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


千葉ロッテ


～メットライフドー
ム


生 #62-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「M2」


#77-50【HD】【字】


50


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」
出演：伊藤かりん #297-10【HD】【字】 


00PR 2021年9月 #23-76【HD】 


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#9-1【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第17話「最後まで闘おう」
#17-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-77【HD】 


40


韓国ドラマ『ブラックドッグ～
新米教師コ・ハヌル～』日本語


字幕版(全16話)
第7話「軋轢」
#7-1【HD】
＜出演＞


ソ・ヒョンジン、 ラ・ミラン、
ハジュン、ユ・ミンギュ ほか


30


『メイちゃんの執事』（全10話）


▽27:40 #7-2【HD】
第7話「オレがそばにいる」
▽28:35 #8-2【HD】


第8話「決闘!理人VS剣人」


＜出演＞水嶋 ヒロ／榮倉 奈々／佐藤 
健／山田 優／向井 理／谷村 美月／
大政 絢／真山 明大／夕輝 壽太／岩
佐 真悠子／姜 暢雄／丸山 智己／ 北
川 弘美／鈴木 浩介／堀内 敬子／石
野 真子／杉本 哲太／津川 雅彦 ほ


00
『おトクな時間』


00


『ヤングシナリオ大賞』
第20回ヤングシナリオ大賞「戦士の資


格」
＜出演＞


西島秀俊／紺野まひる／志賀廣太郎／
眞鍋かをり／平賀雅臣／笠原秀幸／大


波誠 ほか #6-3【HD】 


20


韓国ドラマ
『世界で一番可愛い私の


娘』
日本語字幕版(全54話)


▽07:00 #27-2【HD】
▽08:10 #28-2【HD】


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


30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #7-66【HD】 


30


『ワンピース』 
▽09:30 #809-2【HD】


第954話「その名は閻魔! おでんの名
刀!」


▽10:00 #810-1【HD】
第955話「新たな同盟!? カイドウ軍大


集結」


50
純喫茶に恋をして


～蕨・クラウン #20-1【HD】 
00PR 2021年9月 #23-78【HD】 


40


強行犯係・魚住久江
～ドルチェ


＜出演＞松下由樹／内山理
名／戸次重幸／馬場徹／菅
田俊／星由里子／ベンガル
／西岡德馬／田辺誠一 ほ


か
#1-3【HD】


00
『男おばさん！！』
#228-3【HD】


20
純喫茶に恋をして ～秋葉原・フルー
フ・デゥ・セゾン #6-41【HD】【字】 


35
ラーメンWalker TV2 我武者羅 × 麺や七彩 人気実力店豪華競演スペシャ


ル!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


千葉ロッテ


～メットライフドー
ム


生 #63-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「とんかつ けい太」
#78-42【HD】【字】


50


ラーメンWalker TV2
饗 くろ? x ソラノイロ 1日限定奇跡のコラボ密着リポート!


東所沢『ラーメンWalkerキッチン』
出演：伊藤かりん #287-27【HD】【字】 


00PR 2021年9月 #23-80【HD】 


40


『三面記事の女たち―愛の
巣―』


＜出演＞田中麗奈／原田美
枝子／千葉雄大／林泰文／
柏原収史／西村雅彦／板谷
由夏／寺島しのぶ ほか
#1-2【HD】【字】


20


大空港警察副署長 日
暮征次郎走る!


＜出演＞小林稔侍 岡
江久美子 木内晶子
中丸新将 伊藤正之
寺泉憲 藤真利子 ほ
か #1-4【HD】【字】 
30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #8-65【HD】 


00


Kiramuneカンパニー
L #65-1【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)


▽24:00 #9-2【HD】
▽25:00 #10-2【HD】
▽26:00 #11-2【HD】
▽27:05 #12-2【HD】
▽28:10 #13-2【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


30PR 2021年9月 #23-81【HD】 


00
『おトクな時間』


20


韓国ドラマ
『リーガル・ハイ』
日本語字幕版(全16話)


▽06:00 #1-2【HD】
第1話「最悪の出会い」
▽07:10 #2-2【HD】


第2話「9億9千万倍の仕返し」


＜出演＞
チン・グ 、ソ・ウンス、ユン･
バク、チェ・ジョンアン、チョ


ン・サンフン ほか


50


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 #29-1【HD】 
09:35 #30-1【HD】  


＜出演＞
キム・ヘスク、ユソ
ン、キム・ソヨン、ホ
ン・ジョンヒョン、キ
ム・ハギョン、ギ・テ


ヨン ほか
00PR 2021年9月 #23-82【HD】 


35


強行犯係・魚住久江
～ドルチェ2


＜出演＞松下由樹／星野真
里／戸次重幸／馬場徹／菅
田俊／ＫＥＩＪＩ／森山栄
治／笹野高史／安蘭けい／
ベンガル／西岡德馬／田辺
誠一 ほか #2-3【HD】 


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2021
埼玉西武
vs


千葉ロッテ


～メットライフドー
ム


生 #64-1【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」 #79-49【HD】【字】 


50


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 #281-28【HD】【字】 


00PR 2021年9月 #23-83【HD】 


30


SELECTRAVEL 東海・北信越 
新潟編 Ｓ二 #22-15【HD】 


00


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
#1-2【HD】


00


調整中


00


UNO MISAKO Live Tour 2021 
“Sweet Hug”


AAAとしても活躍すす宇野実
彩子の約2年ぶりのｿﾛﾂｱｰﾌｧｲ


ﾅﾙを独占初放送!
番組撮り下ろしのｵﾘｼﾞﾅﾙ映
像となるｲﾝﾀﾋﾞｭｰ映像も必


見!
#1-1【HD】


00


韓国ドラマ『ドクター探偵』日
本語字幕版(全16話)
第16話「闘いは続く」
#16-3【HD】 ＜出演＞


パク・ジニ、ポン・テギュ、
イ・ギウ ほか


30


韓国ドラマ
『ボーンアゲイン～運
命のトライアングル


～』
日本語字幕版(全16話)


▽25:00 #1-3【HD】
▽26:10 #2-3【HD】
▽27:20 #3-3【HD】
▽28:30 #4-3【HD】


＜出演＞
チャン・ギヨン、チ
ン・セヨン、イ・ス
ヒョク、ウィ・ジヨ
ン、キム・ジョンナン


ほか


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#9-2【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第17話「最後まで闘おう」
#17-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-84【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 #93-1【HD】
▽08:50 #94-1【HD】
▽09:20 #95-1【HD】
▽09:55 #96-1【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


『夏樹静子サスペンス 
光る崖』 #1-1 ＜出演
＞高島礼子／山口紗弥
加／森岡 豊／森迫永
依／田中隆三／稲葉 
友／三浦理恵子／高杉 
亘／宇梶剛士 ほか


50


『素晴らしきかな人生』（全12
話） 


▽12:10 #1-4
第1話「決して恋をしない女」


▽13:00 #2-4
第2話「放課後の告白」


＜出演＞浅野温子 織田裕二
佐藤浩市 富田靖子 七瀬なつ
み ともさかりえ 田中健 ほ
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #16-13【HD】 


00


韓国ドラマ『絶対彼氏。』日本
語字幕版(全20話)
#2-3【HD】
＜出演＞


ヨ・ジング 、ミナ、ホン・ジョ
ンヒョン、ホン・ソヨン ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


▽15:00 #61-3【HD】
第689話「大脱出! ルフィ起死回生の


象銃」
▽15:30 #62-3【HD】


第690話「共同戦線 ルフィ勝利への突
破口」


▽16:00 #63-3【HD】
第691話「二人目の侍 夕立ちカン十郎


登場」
▽16:30 #64-3【HD】


第692話「激闘ピーカ戦 ゾロ必殺の一
撃!」


30


『ワンピース』 
第942話「一味乱入!騒然!処刑場
の激闘」 #797-5【HD】【字】 


30


『ワンピース』ウォーターセブン編


▽17:30 #12-4【HD】
第240話「永遠の別れ? 闇を引く女ニ


コ・ロビン」
▽18:00 #13-4【HD】


第241話「ロビンを捕まえろ! 麦わら
一味の決意」


▽18:30 #14-4【HD】
第242話「合図は砲撃と共に! 動き出


したCP9」
▽19:00 #15-4【HD】


第243話「仮面を取ったCP9! その驚き
の素顔」


▽19:30 #16-4【HD】
第244話「秘めた絆! アイスバーグと


フランキー」
▽20:00 #17-4【HD】


第245話「帰って来いロビン! CP9との
対決!」


▽20:30 #18-4【HD】
第246話「麦わら海賊団全滅? モデル


豹の脅威!」
▽21:00 #19-4【HD】


第247話「船からも愛された男! ウ
ソップの涙!」


▽21:30 #20-4【HD】
第248話「フランキーの過去! 海列車


が走った日」
▽22:00 #21-4【HD】


第249話「スパンダムの陰謀! 海列車
が揺れた日」


▽22:30 #22-4【HD】
第250話「伝説の男の最期! 海列車が


泣いた日」
▽23:00 #23-4【HD】


第251話「裏切りの真相! ロビンの哀
しき決意!」


00


超特急の撮れ高足りて
ますか? #131-1【HD】 


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#10-1【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)
第18話「謝罪期限」
#18-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-86【HD】 


40


韓国ドラマ『ブラックドッグ～
新米教師コ・ハヌル～』日本語


字幕版(全16話)
第8話「バナナ事件の爪痕」


#8-1【HD】
＜出演＞


ソ・ヒョンジン、 ラ・ミラン、
ハジュン、ユ・ミンギュ ほか


30


『メイちゃんの執事』（全10話）


▽27:40 #9-2【HD】
第9話「死なないで、理人」
▽28:35 #10-2【HD】
第10話「ラストkiss」


＜出演＞水嶋 ヒロ／榮倉 奈々／佐藤 
健／山田 優／向井 理／谷村 美月／
大政 絢／真山 明大／夕輝 壽太／岩
佐 真悠子／姜 暢雄／丸山 智己／ 北
川 弘美／鈴木 浩介／堀内 敬子／石
野 真子／杉本 哲太／津川 雅彦 ほ


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#10-2【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)
第18話「謝罪期限」
#18-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-88【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 #97-1【HD】
▽08:50 #98-1【HD】
▽09:20 #99-1【HD】
▽09:55 #100-1【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


『東野圭吾ドラマスペ
シャル 探偵倶楽部』


＜出演＞
谷原章介／松下奈緒／
葛山信吾／鈴木亮平／ 
中丸新将 ほか
#1-4【HD】【字】


50


『素晴らしきかな人生』（全12
話） 


▽12:10 #3-4
第3話「学園ドラマ」
▽13:00 #4-4


第4話「女がこの世を狂わす」
＜出演＞浅野温子 織田裕二
佐藤浩市 富田靖子 七瀬なつ
み ともさかりえ 田中健 ほ
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #17-11【HD】 


00


韓国ドラマ『絶対彼氏。』日本
語字幕版(全20話)
#3-3【HD】
＜出演＞


ヨ・ジング 、ミナ、ホン・ジョ
ンヒョン、ホン・ソヨン ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


▽15:00 #65-3【HD】
第693話「小人の姫 囚われのマンシェ


リー」
▽15:30 #66-3【HD】


第694話「不死身! 恐怖の頭割り人形
軍団」


▽16:00 #67-3【HD】
第695話「命かけて! ルフィは勝利の


切り札」
▽16:30 #68-3【HD】


第696話「涙の再会 レベッカとキュロ
ス!」


30


『ワンピース』  第943話「ル
フィの決意 破れ大相撲地獄!」 


#798-3【HD】【字】 


00


『マルモのおきて』（全11
話）


▽17:30 #1-3【HD】【字】
独身男と双子が家族 犬が


つなげた絆
▽18:35 #2-3【HD】【字】
今日からここがおまえらの


家
▽19:25 #3-3【HD】【字】
入学式、マルモは来ないの?
▽20:15 #4-3【HD】【字】
マルモがいない夜に大事件


▽21:05 #5-3【HD】【字】
母ちゃんが双子を返せっ


て・・・


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


ほか


00


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


番組オリジナル映像
も入ったスペシャル
永久保存版
#1-1【HD】


50


『ヤングシナリオ大賞』
第29回ヤングシナリオ大賞「リフレイ


ン」
＜出演＞


葉山奨之 恒松祐里 平子祐希 坪倉
由幸 山口紗弥加 ほか #3-5【HD】 
00PR 2021年9月 #23-89【HD】 


50


『ポルノグラファー～インディゴの気
分～』（全6話）


▽25:00 #1-2【HD】
#1 運命は青藍のように
▽25:30 #2-2【HD】
#2 忘却の時を求めて
▽26:00 #3-2【HD】


#3 理性の限界を超えた目覚め
▽26:30 #4-2【HD】
#4 愛するということ
▽27:00 #5-2【HD】


#5 裏切りと哀しみの連鎖
▽27:25 #6-2【HD】


#6 存在することの彼方へ
＜出演＞


竹財輝之助／吉田宗洋／瓜生和成／都
倉彩加／倉橋秀美／速水今日子／丘野
裟稀／石川ひとみ／吉田萌果／猪塚健


太


30


妻たちからの三行半 
＜出演＞舘ひろし／岡江久
美子／酒井若菜／木村昇／
小野武彦／沢田亜矢子／ゴ
ルゴ松本／片桐はいり／山
口いづみ／朝丘雪路／北村
総一朗／木の実ナナ ほか
#1-3【HD】【字】


00
『おトクな時間』


40


『奥様は警視総監』
⑤朝子のバディ・椿のお見合い会場で
起きた殺人事件。“特命警視総監”の
命を受け、謎だらけの難事件解決に向
け捜査最前線に乗り出す！！


＜出演＞
かたせ梨乃／東幹久／石原良純／芳本
美代子／阿南健治／山中聡／三浦浩一


／伊武雅刀 ほか
#5-4【HD】【字】


20


純喫茶に恋をして  07:40 #3-51
【HD】【字】 ～上野・丘 08:00 
#8-44【HD】【字】 ～平井・ワ


ンモア 


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 #101-1【HD】
▽08:50 #102-1【HD】
▽09:20 #103-1【HD】
▽09:55 #104-1【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


『悪女たちのメス』
＜出演＞仲間由紀恵／瀬戸朝香／佐藤
江梨子／福士誠治／森山栄治／ＫＥＩ
ＪＩ（ＥＸＩＬＥ）／小松美月／神永
圭佑／西田尚美／伊武雅刀／船越英一


郎 ほか
#1-3【HD】【字】


＜出演＞仲間由紀恵／瀬戸朝香／佐藤
江梨子／福士誠治／森山栄治／ＫＥＩ
ＪＩ（ＥＸＩＬＥ）／小松美月／神永
圭佑／西田尚美／伊武雅刀／船越英一


郎 ほか


50


『素晴らしきかな人生』（全12
話） 


▽12:10 #5-4
第5話「乳房」
▽13:00 #6-4


第6話「母が女になる時」
＜出演＞浅野温子 織田裕二
佐藤浩市 富田靖子 七瀬なつ
み ともさかりえ 田中健 ほ
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #18-4【HD】 


00


韓国ドラマ『絶対彼氏。』日本
語字幕版(全20話)
#4-3【HD】
＜出演＞


ヨ・ジング 、ミナ、ホン・ジョ
ンヒョン、ホン・ソヨン ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


▽15:00 #69-3【HD】
第697話「一撃必殺 ドレスローザを救


う男」
▽15:30 #70-3【HD】


第698話「怒り爆発 ルフィ・ロー最強
の秘策」


▽16:00 #71-3【HD】
第699話「気高き一族 ドフラミンゴの


正体!」
▽16:30 #72-3【HD】


第700話「究極の力 オペオペの実の秘
密!」


30


『ワンピース』  第944話「嵐到
来!大暴れビッグ・マム!」 #799


-4【HD】【字】 


20


『マルモのおきて』（全11話） マル
モの顔なんて見たくない #6-3【HD】
【字】 ＜出演＞阿部サダヲ／芦田愛
菜／鈴木 福／ムック／比嘉愛未／外
岡えりか／葛山信吾／長谷川朝晴／滝
沢沙織／伊武雅刀／世良公則 ほか


50


SELECTRAVEL
東海・北信越 長野・岐阜編


Ｓ二 #23-14【HD】
00PR 2021年9月 #23-91【HD】 


40


何するカトゥーン？#0
地上波放送ｽﾀｰﾄ前に3人が15周年
への想いをﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ調に語った
地上波未放送番組。 #1-3【HD】 


10


何するカトゥーン？


19:40 #1-1【HD】 KAT-TUN15周年記念
番組!


祝！レギュラー放送スタート！
歌唱曲:Roar/Flashback 20:05 #2-1
【HD】 超巨大モニターで「桃鉄」ガ


チバトル！
歌唱曲:Loner 20:30 #3-1【HD】 3人
が協力プレイでボウリングに挑戦！
歌唱曲:HEART BEAT/YOU/Sweet 


Birthday 20:55 #4-1【HD】 3人の行
きたい場所に車で出かけよう！
歌唱曲:JET/Unstoppable/DANGER 


21:20 #5-1【HD】 かき氷部発足!KAT-
TUNが夏ｽｲｰﾂ男子に!


歌唱曲:We Just Go Hard feat. AK-69 
21:45 #6-1【HD】 


40


何するカトゥーン?#6.5
CSでしか観られないｵﾘｼﾞﾅﾙ回!
15周年折り返しをお祝いします!


 #1-1【HD】 


00
純喫茶に恋をして


～蕨・クラウン #20-2【HD】 


50


沢田研二特集 夜のヒットスタジオ
♯10(1978年1月30日 放送回)沢田研二
／石川さゆり／原田真二／太田裕美／
河島英五／森進一／和田アキ子／あお


い輝彦
#10-2


00PR 2021年9月 #23-92【HD】 


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#11-1【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第19話「残された日々」
#19-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-93【HD】 


40


韓国ドラマ『ブラックドッグ～
新米教師コ・ハヌル～』日本語


字幕版(全16話)
第9話「どん底からの成長」


#9-1【HD】
＜出演＞


ソ・ヒョンジン、 ラ・ミラン、
ハジュン、ユ・ミンギュ ほか


20


『僕のヤバイ妻』（全9話）
Episode1「僕の殺したい


妻」
#1-2【HD】


＜出演＞伊藤英明／木村佳
乃／相武紗季／キムラ緑子
／佐々木蔵之介／高橋一生
／佐藤隆太／宮迫博之 ほか


30PR 2021年9月 #23-94【HD】 


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#11-2【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)


第19話「残された日々」
#19-2【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-95【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 #105-1【HD】
▽08:50 #106-1【HD】
▽09:20 #107-1【HD】
▽09:55 #108-1【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


『悪女たちのメス』
episode2


＜出演＞仲間由紀恵／中村蒼／山口紗
弥加／木村文乃／笠原秀幸／森岡豊／
西田尚美／大塚寧々／高橋英樹 ほか


#2-3【HD】【字】
＜出演＞仲間由紀恵／瀬戸朝香／佐藤
江梨子／福士誠治／森山栄治／ＫＥＩ
ＪＩ（ＥＸＩＬＥ）／小松美月／神永
圭佑／西田尚美／伊武雅刀／船越英一


郎 ほか


50


『素晴らしきかな人生』（全12
話） 


▽12:10 #7-4
第7話「父帰る」
▽13:00 #8-4


第8話「飾りのない結婚式」
＜出演＞浅野温子 織田裕二
佐藤浩市 富田靖子 七瀬なつ
み ともさかりえ 田中健 ほ
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #19-3【HD】 


00


韓国ドラマ『絶対彼氏。』日本
語字幕版(全20話)
#5-3【HD】
＜出演＞


ヨ・ジング 、ミナ、ホン・ジョ
ンヒョン、ホン・ソヨン ほか


00


『ワンピース』ドレスローザ編


▽15:00 #73-3【HD】
第701話「悲しき記憶 白い町の少年


ロー!」
▽15:30 #74-3【HD】


第702話「天竜人! ドフィの壮絶なる
過去」


▽16:00 #75-3【HD】
第703話「苦難の道 ローとコラソン命


の旅」
▽16:30 #76-3【HD】


第704話「時迫る! オペオペの実を奪
え!」


30


『ワンピース』  第945話「おし
るこの恨み ルフィ絶体絶命」 


#800-3【HD】【字】 


00


『マルモのおきて』（全11話）


17:30 #7-3【HD】【字】
双子の実母、ついに現る!涙のお


誕生日パーティー
18:25 #8-3【HD】【字】
双子がいたら恋はできない?
19:12 #9-3【HD】【字】
オレ、薫に手上げちゃった


＜出演＞阿部サダヲ／芦田愛菜
／鈴木 福／ムック／比嘉愛未
／外岡えりか／葛山信吾／長谷
川朝晴／滝沢沙織／伊武雅刀／


世良公則 ほか


00


FUJIROCKFESTIVAL'21
完全版 <Day1>
RADWIMPS
SiM
くるり
yonige
OKAMOTO'S
DYGL


ドレスコーズ
THE BAWDIES
H ZETTRIO
Tempalay
手嶌葵
前野健太
坂本慎太郎


Vaundy ほか #1-1
【HD】 


10


韓国ドラマ『恋愛体質～30歳に
なれば大丈夫～』日本語字幕版


(全16話)
#12-1【HD】 ＜出演＞


チョン・ウヒ、アン・ジェホ
ン、コンミョン、 チョン・ヨビ
ン、ハン・ジウン ほか


10


韓国ドラマ『ロマンスは必然に』日本
語字幕版(全20話)
第20話「2人の一日」
#20-1【HD】 ＜出演＞


キム・ソナ、カム・ウソン、オ･ジ
ホ、パク・シヨン、イェ・ジウォン


ほか
20PR 2021年9月 #23-96【HD】 


40


韓国ドラマ『ブラックドッグ～
新米教師コ・ハヌル～』日本語


字幕版(全16話)
第10話「内申書の攻防」


#10-1【HD】
＜出演＞


ソ・ヒョンジン、 ラ・ミラン、
ハジュン、ユ・ミンギュ ほか


30


『僕のヤバイ妻』（全9話）


▽27:40 #2-2【HD】
Episode2「仮面の魔女」
▽28:35 #3-2【HD】


Episode3「殺意ある夫婦生活」


＜出演＞伊藤英明／木村佳乃／
相武紗季／キムラ緑子／佐々木
蔵之介／高橋一生／佐藤隆太／


宮迫博之 ほか


00
『おトクな時間』
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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


下関 2日目


平和島 3日目


最終日


常滑 3日目 蒲郡


ナイター 4日目


芦屋 初日 企業杯


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


2日目


初日


5日目


22:0016:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:3013:30 14:00 14:30 15:00 15:30


ＪＬＣ６８３　９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 1:0020:00 20:30 21:00


福岡


6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:20 9:00 9:30 10:00


徳山
特番


BR年鑑
#4


初日 福岡 3日目


2日目 サマー


大村N 一般


一般競走


ナイター 3日目


ＧⅢ 4日目 一般競走 4日目


マスターズリーグ 5日目 最終日


最終日


ＧⅢ 4日目 ナイター


2日目


4日目


徳山 3日目 ルーキーシリーズ 5日目


モーニング 4日目 最終日


初日


BR年鑑
#3


一般競走


芦屋 初日 6日目


江戸川 一般 最終日 一般競走 5日目


最終日


多摩川　一般 4日目


最終日 初日


津 一般 最終日


徳山
特番


徳山
特番


徳山
特番


初日徳山
特番 5日目 江戸川


BR年鑑
#1最終日 一般競走 最終日徳山


特番


BR年鑑
#2


BR年鑑
#6


BR年鑑
#5


浜名湖　4
BR年鑑
#7


浜名湖
BR年鑑
#8浜名湖S 一般


BR年鑑
#9初日 初日


BR年鑑
#102日目 2日目


BR年鑑
#113日目江戸川 3日目 大村


BR年鑑
#12


5日目 一般競走 5日目


4日目


芦屋
特番


芦屋
特番


BR年鑑
#13


M 2日目 最終日 6日目 BR年鑑
#14


BR年鑑
#15


BR年鑑
#16


3日目


BR年鑑
#17


BR年鑑
#182日目


BR年鑑
#193日目


BR年鑑
#20最終日


芦屋
特番


BR年鑑
#21


BR年鑑
#22


BR年鑑
#23


芦屋
特番 モーニング 2日目 児島 一般 初日 最終日


一般競走 3日目 丸亀N ルーキー 初日芦屋
特番


BR年鑑
#24
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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)


2330-2400


2400-2430


2430-2500


2500-2530


2530-2600


1830-1900


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


2130-2200


2200-2230


2230-2300


2300-2330


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1700-1730


1730-1800


1800-1830


24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#2
(字)


830-900


900-930


930-1000


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


FOX 番組表 9月


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


700-730


730-800


800-830


04:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#9
(字)


05:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#20
(字)


06:00 シンプソンズ シーズン30
#1 (字)


06:30 シンプソンズ シーズン30
#2 (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
#18
(字)


08:30 インフォメーション
(日)


1230-1300


1300-1330


1330-1400


1530-1600


1600-1630


1630-1700


25:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#13
(字)


26:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#14
(字)


27:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#15
(字)


20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#9
(二)


21:00 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#18
(字)


22:00 シッピング・ニュース
(字)


25:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#18
(字)


26:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#2
(字) 2630-2700


2700-2730


2730-2800


2600-2630


27:00 パッセージ
#7
(字)


18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#7
(二)


19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#8
(二)


09:00 山の郵便配達
(字)


11:00 マーサの楽しい料理教室
シーズン4 #6 (二)


11:30 インフォメーション
(日)


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7
#1 (二)


13:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#2
(二)


14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#3
(二)


15:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#4
(二)


16:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#5
(二)


17:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#6
(二)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#6
(字)


04:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#2
(字)


05:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#4
(二)


06:00 インフォメーション
(日)


06:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#2
(字)


07:30 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン11


#4
(字)


08:30 インフォメーション
(日)


09:00 マーサの楽しい料理教室
シーズン4 #6 (二)


09:30 ナイジェラの食卓へようこそ
#2 (二)


10:00 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン6
#8
(二)


11:00 インフォメーション
(日)


11:30 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#17
(字)


13:00 マーサの楽しい料理教室
シーズン2 #1 (二)


13:30 インフォメーション
(日)


14:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#1
(字)


15:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#2
(字)


16:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#3
(字)


17:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#4
(字)


18:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#5
(字)


19:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#6
(字)


20:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#7
(字)


サタデー・ナイト・ムービー
21:00 山の郵便配達


(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
#11 (字)


24:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#12
(字)


プリズン・ブレイク
全シーズン一挙放送


18:00 プリズン・ブレイク シーズン1
#6 (二)


19:00 プリズン・ブレイク シーズン1
#7
(二)


20:00 プリズン・ブレイク シーズン1
#8
(二)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#2
(字)


最新シーズン開始直前！
22:00 レジデント 型破りな天才研修


医 シーズン3
#19 (字)


23:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#2
(字)


24:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#4
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#1
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#5
(字)


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#24


(二)[最終話]


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#1
(字)


22:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#2
(字)


23:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#20
(字)


24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#9
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#24


(字)[最終話]


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#3
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#4
(字)


04:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン7
#7
(字)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#19
(二)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#5
(字)


07:00 インフォメーション
(日)


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン8
#10


(字)[最終話]


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#16
(字)


09:30 インフォメーション
(日)


最新シーズン開始直前！
10:00 レジデント 型破りな天才研修


医 シーズン3
#1 (字)


11:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#2
(字)


プリズン・ブレイク
全シーズン一挙放送


12:00 プリズン・ブレイク シーズン1
#1 (二)


13:05 プリズン・ブレイク シーズン1
#2
(二)


14:00 プリズン・ブレイク シーズン1
#3
(二)


15:00 インフォメーション
(日)


プリズン・ブレイク
全シーズン一挙放送


15:30 プリズン・ブレイク シーズン1
#4 (二)


16:30 プリズン・ブレイク シーズン1
#5
(二)


17:30 インフォメーション
(日)


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#17
(二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8


#18 (二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#19
(二)


15:00 インフォメーション
(日)


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#20
(二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#21
(二)


17:30 インフォメーション
(日)


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#22
(二)


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#23
(二)


04:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#20
(字)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#18
(二)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#4
(字)


07:00 インフォメーション
(日)


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン8
#9
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#15
(字)


09:30 インフォメーション
(日)


10:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#9
(字)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#24


(二)[最終話]


19:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#15
(二)


20:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#16
(二)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#24


(字)[最終話]


22:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#20
(字)


23:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#9
(字)


24:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#2
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#23
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#1
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#2
(字)


04:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン1
#1
(字)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#17
(二)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#3
(字)


07:00 インフォメーション
(日)


07:30 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン8
#8
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#14
(字)


09:30 インフォメーション
(日)


10:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#8
(字)


11:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#23
(二)


20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


12:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8 #9 (二)


13:05 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8


#10 (二)


14:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#11
(二)


15:00 インフォメーション
(日)


20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


15:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8 #12 (二)


16:30 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8
#13
(二)


17:30 インフォメーション
(日)


20周年！ 24 -TWENTY FOUR-
全シーズン一挙放送


18:00 24 -TWENTY FOUR- シーズ
ン8 #14 (二)


2630-2700


2700-2730


2730-2800


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


2500-2530


2530-2600


2600-2630


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


2130-2200


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


1600-1630


1630-1700


1700-1730


830-900


900-930


930-1000


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


700-730


730-800


800-830
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(ET) 月曜日 2021/09/06 火曜日 2021/09/07 水曜日 2021/09/08 木曜日 2021/09/09 金曜日 2021/09/10 土曜日 2021/09/11 日曜日 2021/09/12 (ET)


FOX 番組表 9月


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


#18
(字)


04:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#13
(字)


04:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン1
#2
(字)


04:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#21
(字)


04:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン7
#8
(字)


05:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10


#2
(字)


05:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#5
(二)


05:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#21
(字)


500-530


530-600 530-600


04:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#3
(字)


04:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#10
(字)


400-430


430-500 430-500


500-530 05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#20
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#21
(二)


05:00 グッド・ワイフ シーズン5
#22


(二)[最終話]


05:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10


#1
(字)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


700-730


730-800


06:00 インフォメーション
(日)


06:00 シンプソンズ シーズン30
#3 (字)


600-630


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


#3
(字)


06:30 シンプソンズ シーズン30
#4 (字)


630-700


700-730
07:00 インフォメーション


(日)
07:00 インフォメーション


(日)


600-630 06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#6
(字)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#7
(字)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#8
(字)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#9
(字)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#10
(字)


07:30 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン11


#5
(字)


07:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#19
(字)


730-800


800-830 800-830
08:00 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1 #1 (二)
08:00 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1 #2 (二)
08:00 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1 #3 (二)
08:00 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1 #4 (二)


08:30 インフォメーション
(日)


08:30 インフォメーション
(日)


830-900


07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン1
#1 (字)


07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン1
#2 (字)


07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン1
#3 (字)


07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン1
#4 (字)


07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン1
#5 (字)


08:00 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1 #5 (二)


900-930
09:00 マーサの楽しい料理教室


シーズン4 #7 (二)


09:00 奇跡のシンフォニー
(字)


900-930


930-1000
09:30 インフォメーション


(日)
09:30 インフォメーション


(日)


830-900 08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#17
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#18
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#19
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#20
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#21
(字)


09:30 インフォメーション
(日)


09:30 インフォメーション
(日)


09:30 インフォメーション
(日)


09:30 ナイジェラの食卓へようこそ
#3 (二)


930-1000


1000-1030 最新シーズン開始直前！
10:00 レジデント 型破りな天才研修


医 シーズン3
#3 (字)


10:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#5
(字)


10:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#7
(字)


10:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#9
(字)


10:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#11
(字)


10:00 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン6
#9
(二)


1000-1030


1030-1100 1030-1100


1100-1130 11:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#4
(字)


11:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#6
(字)


11:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#8
(字)


11:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#10
(字)


11:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#12
(字)


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4 #7 (二)


1100-1130


1130-1200
11:30 インフォメーション


(日)
1130-1200


1200-1230 プリズン・ブレイク
全シーズン一挙放送


12:00 プリズン・ブレイク シーズン1
#9 (二)


1230-1300 1230-1300


1300-1330 13:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#11
(二)


1300-133013:05 プリズン・ブレイク シーズン1
#10
(二)


13:05 プリズン・ブレイク シーズン1
#18
(二)


13:05 プリズン・ブレイク シーズン2
#4
(二)


13:05 プリズン・ブレイク シーズン2
#12
(二)


12:00 プリズン・ブレイク シーズン1
#17
(二)


12:00 プリズン・ブレイク シーズン2
#3
(二)


12:00 プリズン・ブレイク シーズン2
#11
(二)


12:00 プリズン・ブレイク シーズン2
#19
(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7
#10 (二)


1200-1230


13:05 プリズン・ブレイク シーズン2
#20
(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
#18
(字)


最新シーズン開始直前！
12:30 レジデント 型破りな天才研修


医 シーズン3
#20 (字)[最終話]


1400-1430 14:00 プリズン・ブレイク シーズン1
#11
(二)


14:00 プリズン・ブレイク シーズン1
#19
(二)


14:00 プリズン・ブレイク シーズン2
#5
(二)


14:00 プリズン・ブレイク シーズン2
#13
(二)


14:00 プリズン・ブレイク シーズン2
#21
(二)


14:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#8
(字)


14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#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 マダム・セクレタリー シーズン4
#9
(字)


15:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#13
(二)


1500-1530


1530-1600 プリズン・ブレイク
全シーズン一挙放送


15:30 プリズン・ブレイク シーズン1
#12 (二)


15:30 プリズン・ブレイク シーズン1
#20
(二)


15:30 プリズン・ブレイク シーズン2
#6
(二)


15:30 プリズン・ブレイク シーズン2
#14
(二)


15:30 プリズン・ブレイク シーズン2
#22


(二)[最終話]


1530-1600


1600-1630 16:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#10
(字)


16:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#14
(二)


1600-1630


1630-1700 16:30 プリズン・ブレイク シーズン1
#13
(二)


16:30 プリズン・ブレイク シーズン1
#21
(二)


16:30 プリズン・ブレイク シーズン2
#7
(二)


16:30 プリズン・ブレイク シーズン2
#15
(二)


16:30 プリズン・ブレイク シーズン3
#1
(二)


1630-1700


1700-1730 17:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#11
(字)


17:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#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 プリズン・ブレイク
全シーズン一挙放送


18:00 プリズン・ブレイク シーズン1
#14 (二)


18:00 プリズン・ブレイク シーズン1
#22


(二)[最終話]


18:00 プリズン・ブレイク シーズン2
#8
(二)


18:00 プリズン・ブレイク シーズン2
#16
(二)


18:00 プリズン・ブレイク シーズン3
#2
(二)


18:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#12
(字)


18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#16
(二)


1800-1830


1830-1900 1830-1900


19:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#13
(字)


19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#17
(二)


1900-1930


1930-2000 1930-2000


2000-2030 20:00 プリズン・ブレイク シーズン1
#16
(二)


20:00 プリズン・ブレイク シーズン2
#2
(二)


20:00 プリズン・ブレイク シーズン2
#10
(二)


20:00 プリズン・ブレイク シーズン2
#18
(二)


1900-1930 19:00 プリズン・ブレイク シーズン1
#15
(二)


19:00 プリズン・ブレイク シーズン2
#1
(二)


19:00 プリズン・ブレイク シーズン2
#9
(二)


19:00 プリズン・ブレイク シーズン2
#17
(二)


19:00 プリズン・ブレイク シーズン3
#3
(二)


20:00 プリズン・ブレイク シーズン3
#4
(二)


20:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#14
(字)


20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#18
(二)


2000-2030


2030-2100 2030-2100


21:00 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#19
(字)


22:40 ショコラ
(字)


23:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#3
(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
#16 (字)


22:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#21
(字)


2300-2330


2330-2400 2330-2400


2400-2430 24:00 【新】グッド・ワイフ シーズン5
#1
(字)


24:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#20
(字)


24:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#3
(字)


24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#10
(字)


最新シーズン開始直前！
22:00 レジデント 型破りな天才研修


医 シーズン3
#20 (字)[最終話]


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
#19 (字)


23:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#3
(字)


23:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#10
(字)


23:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#21
(字)


サタデー・ナイト・ムービー
21:00 奇跡のシンフォニー


(字)


2100-2130


2130-2200 2130-2200


2200-2230 22:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#20
(字)


22:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#10
(字)


22:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#3
(字)


2100-2130 21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#3
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#4
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#5
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#6
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#7
(字)


2700-2730 27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#8
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#10
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#12
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#14
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#16
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#15
(字)2630-2700


2530-2600


2600-2630 26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#7
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#9
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#11
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#13
(字)


2500-2530


2530-2600


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#6
(字)


24:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#5
(字)


24:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#17
(字)


2400-2430


2430-2500 2430-2500


27:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#20


(字)[最終話]


27:00 パッセージ
#8
(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
#19
(字)


26:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#3
(字)


2600-2630


2630-2700


2500-2530 25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#2
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#3
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#4
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#5
(字)


25:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#18
(字)


25:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#19
(字)
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400-430 04:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン1


#19
(字)


04:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#14
(字)


04:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン1
#3
(字)


04:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#22


(字)[最終話]


04:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン7
#9
(字)


05:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10


#7
(字)


05:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#6
(二)


05:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#22


(字)[最終話]


500-530


530-600 530-600


04:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#4
(字)


04:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#11
(字)


400-430


430-500 430-500


500-530 05:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10


#3
(字)


05:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10


#4
(字)


05:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10


#5
(字)


05:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10


#6
(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30
#5 (字)


600-630


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


#4
(字)


06:30 シンプソンズ シーズン30
#6 (字)


630-700


700-730
07:00 インフォメーション


(日)
07:00 インフォメーション


(日)


600-630 06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#11
(字)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#12
(字)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#13
(字)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#14
(字)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#15
(字)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


700-730


730-800
07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン1


#6 (字)
07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン1


#7 (字)
07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン1


#8 (字)
07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン1


#9 (字)
07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン1


#10 (字)[最終話]
07:30 NCIS:LA ～極秘潜入捜査


班 シーズン11
#6
(字)


07:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン17
#20


(字)[最終話]


730-800


800-830
08:00 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1 #6 (二)
08:00 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1 #7 (二)
08:00 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1 #8 (二)
08:00 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1 #9 (二)
08:00 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1 #10 (二) 800-830


830-900 08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#22
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン3
#23


(字)[最終話]


08:30 マダム・セクレタリー シーズン4
#1
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン4
#2
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン4
#3
(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 #8 (二)


09:00 君のいた永遠＜とき＞
(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 ナイジェラの食卓へようこそ


#4 (二)
930-1000


1000-1030 最新シーズン開始直前！
10:00 レジデント 型破りな天才研修


医 シーズン3
#13 (字)


10:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#15
(字)


10:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#17
(字)


10:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#19
(字)


10:00 ブリティッシュ ベイクオフ　シー
ズン6
#10


(二)[最終話]


1000-1030


1100-1130


1130-1200
11:30 インフォメーション


(日)
1130-1200


1200-1230 プリズン・ブレイク
全シーズン一挙放送


12:00 プリズン・ブレイク シーズン3
#5 (二)


12:00 プリズン・ブレイク シーズン3
#13


(二)[最終話]


12:00 プリズン・ブレイク シーズン4
#8
(二)


1030-1100 1030-1100


1100-1130 11:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#14
(字)


11:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#16
(字)


11:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#18
(字)


11:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン3
#20


(字)[最終話]


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3 #12 (二)


1330-1400


1400-1430 14:00 プリズン・ブレイク シーズン3
#7
(二)


14:00 プリズン・ブレイク シーズン4
#2
(二)


14:00 プリズン・ブレイク シーズン4
#10
(二)


14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#21
(二)


1400-1430


13:05 プリズン・ブレイク シーズン4
#1
(二)


13:05 プリズン・ブレイク シーズン4
#9
(二)1330-1400


13:30 インフォメーション
(日)


12:50 プリズン・ブレイク シーズン5
#2
(二)


13:00 マーサの楽しい料理教室
シーズン2 #2 (二)


13:40 プリズン・ブレイク シーズン4
#18
(二)


13:40 プリズン・ブレイク シーズン5
#3
(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7
#19 (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7
#20
(二)


1300-133013:05 プリズン・ブレイク シーズン3
#6
(二)


1500-1530


1530-1600 プリズン・ブレイク
全シーズン一挙放送


15:30 プリズン・ブレイク シーズン3
#8 (二)


15:30 プリズン・ブレイク シーズン4
#3
(二)


15:30 プリズン・ブレイク シーズン4
#11
(二)


1530-1600


1600-1630


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 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班


シーズン7
#22
(二)


14:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#15
(字)14:30 インフォメーション


(日)
14:30 インフォメーション


(日)
14:50 マダム・セクレタリー シーズン4


#16
(字)


15:00 プリズン・ブレイク シーズン4
#19
 (二)


15:00 プリズン・ブレイク シーズン5
#4
(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


16:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#23
(二)


1600-1630


1630-1700 16:30 プリズン・ブレイク シーズン3
#9
(二)


16:30 プリズン・ブレイク シーズン4
#4
(二)


16:30 プリズン・ブレイク シーズン4
#12
(二)


1630-1700


1700-1730


15:40 マダム・セクレタリー シーズン4
#17
(字)


15:50 プリズン・ブレイク シーズン4
#20
(二)


15:50 プリズン・ブレイク シーズン5
#5
(二)


16:30 マダム・セクレタリー シーズン4
#18
(字)


1900-1930


1930-2000 1930-2000


1800-1830


1830-1900 1830-1900


1900-1930 19:00 プリズン・ブレイク シーズン3
#11
(二)


19:00 プリズン・ブレイク シーズン4
#6
(二)


19:00 プリズン・ブレイク シーズン4
#14
(二)


19:00 プリズン・ブレイク シーズン4
#23
(二)


1800-1830 プリズン・ブレイク
全シーズン一挙放送


18:00 プリズン・ブレイク シーズン3
#10 (二)


18:00 プリズン・ブレイク シーズン4
#5
(二)


18:00 プリズン・ブレイク シーズン4
#13
(二)


18:00 プリズン・ブレイク シーズン4
#22
(二)


18:00 プリズン・ブレイク シーズン5
#7
(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8
#8
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#9
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#10
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#11
(字)


2000-2030 20:00 プリズン・ブレイク シーズン3
#12
(二)


20:00 プリズン・ブレイク シーズン4
#7
(二)


20:00 プリズン・ブレイク シーズン4
#15
(二)


20:00 プリズン・ブレイク シーズン4
#24


(二)[最終話]


20:00 プリズン・ブレイク シーズン5
#9


(二)[最終話]


2300-2330


2330-2400 2330-2400


サタデー・ナイト・ムービー
21:00 君のいた永遠＜とき＞


(字)


21:00 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#20
(字)


22:00 マイ・フレンド・メモリー
(字)


キャッチアップ放送！
23:10 9-1-1：LA救命最前線 シー


ズン4 #1 (字)


22:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#4
(字)


22:00 【新】レジデント 型破りな天才
研修医 シーズン4


#1
(字)


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
#20 (字)[最終話]


23:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#4
(字)


23:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#11
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#12
(字)


2100-2130


2130-2200 2130-2200


2200-2230 22:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#21
(字)


22:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#11
(字)


22:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#22


(字)[最終話]


2500-2530


2530-2600 2530-2600


2600-2630 26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#17
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#19
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#21
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#23
(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8
#7
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#8
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#9
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#10
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#11
(字)


2400-2430 24:00 グッド・ワイフ シーズン5
#2
(字)


24:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#21
(字)


24:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#4
(字)


24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#11
(字)


24:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#6
(字)


キャッチアップ放送！
24:00 【新】レジデント 型破りな天才


研修医 シーズン4
#1 (字)


キャッチアップ放送！
27:00 【新】レジデント 型破りな天才


研修医 シーズン4
#1 (字)


27:00 パッセージ
#9
(字)


2700-2730


2730-2800 2730-2800


10:00 ヘヴン
(字)


11:30 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#19
(字)


12:00 プリズン・ブレイク シーズン4
#16
(二)


12:00 プリズン・ブレイク シーズン5
#1
(二)


12:50 プリズン・ブレイク シーズン4
#17
(二)


2700-2730 27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#18
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#20
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#22
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン4
#24


(字)[最終話]


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#2
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#1
(字)


26:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#4
(字)


26:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#4
(字)


2600-2630


2630-2700 2630-2700


25:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#3
(字)


25:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#20
(字)


24:05 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4


#2 (字)


16:40 プリズン・ブレイク シーズン4
#21
(二)


16:40 プリズン・ブレイク シーズン5
#6
(二)


17:20 マダム・セクレタリー シーズン4
#19
(字)


18:00 海を飛ぶ夢[PG-12]
(字)


18:15 マダム・セクレタリー シーズン4
#20
(字)


19:10 マダム・セクレタリー シーズン4
#21
(字)


20:05 マダム・セクレタリー シーズン4
#22


(字)[最終話]
20:30 マーサの楽しい料理教室


シーズン3 #12 (二)


23:00 マダム・セクレタリー シーズン4
#22


(字)[最終話]


23:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#4
(字)


19:00 プリズン・ブレイク シーズン5
#8
(二)


17:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン7
#24


(二)[最終話]
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FOX 番組表 9月


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


#20
(字)


04:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#15
(字)


04:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン1
#4
(字)


最新シーズン開始直前！
04:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査


班 シーズン11
#20 (字)


04:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン7
#10
(字)


05:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10


#12
(字)


05:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#7
(二)


最新シーズン開始直前！
05:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査


班 シーズン11
#20 (字)


500-530


530-600 530-600


04:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#5
(字)


04:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#12
(字)


400-430


430-500 430-500


500-530 05:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10


#8
(字)


05:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10


#9
(字)


05:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10


#10
(字)


05:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10
#11
(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30
#7 (字)


600-630


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


#5
(字)


06:30 シンプソンズ シーズン30
#8 (字)


630-700


700-730
07:00 インフォメーション


(日)
07:00 インフォメーション


(日)


600-630 06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#16
(字)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#17
(字)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#18
(字)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#19
(字)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#20
(字)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


07:00 インフォメーション
(日)


700-730


730-800
07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン2


#1 (字)
07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン2


#2 (字)
07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン2


#3 (字)
07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン2


#4 (字)
07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン2


#5 (字)
07:30 NCIS:LA ～極秘潜入捜査


班 シーズン11
#7
(字)


07:30 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#1
(字)


730-800


800-830
08:00 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1 #11 (二)
08:00 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1 #12 (二)
08:00 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1 #13 (二)
08:00 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1 #14 (二)
08:00 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1 #15 (二) 800-830


830-900 08:30 マダム・セクレタリー シーズン4
#4
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン4
#5
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン4
#6
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン4
#7
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン4
#8
(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 #9 (二)


09:00 ネバーランド
(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 ナイジェラの食卓へようこそ


#5 (二)
930-1000


1000-1030 10:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#1
(二)


10:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#3
(二)


10:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#5
(二)


10:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#7
(二)


10:00 【新】ブリティッシュ ベイクオフ
シーズン7
#1
(二)


1000-1030


1030-1100 1030-1100


1100-1130 11:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#2
(二)


11:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#4
(二)


11:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#6
(二)


11:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#8
(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4 #9 (二)


1100-1130


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8
#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8
#2
(二)


1300-1330


1130-1200
11:30 インフォメーション


(日)
1130-1200


1200-1230 12:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#1
(二)


12:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#4
(二)


12:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#7
(二)


14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#6
(二)


14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#9
(二)


14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#3
(二)


1400-1430


1430-1500 1430-1500


13:05 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#2 (二)


13:05 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#5 (二)


13:05 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#8 (二)1330-1400


13:30 インフォメーション
(日)


1330-1400


1400-1430 14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#3
(二)


1600-1630 16:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#5
(二)


1600-1630


1630-1700 16:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#2
(二)


16:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#4
(二)


16:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#6
(二)


1630-1700


15:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#4
(二)


1500-1530


1530-1600 15:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#1
(二)


15:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#3
(二)


15:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#5
(二)


1530-1600


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 NCIS:LA ～極秘潜入捜査


班 シーズン11
#2
(字)


15:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#7
(二)


15:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#9
(二)[最終話]


1730-1800


1800-1830 18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#1
(二)


18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#4
(二)


18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#7
(二)


18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#10
(二)


18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#13
(二)


1800-1830


1700-1730 17:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#6
(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)


1830-1900 1830-1900


18:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン11


#5
(字)


18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#7
(二)


20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#9
(二)


20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#12
(二)


20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#15
(二)


2000-2030


2100-2130


2130-2200 2130-2200


1900-1930 19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#2
(二)


19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#5
(二)


19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#8
(二)


19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#11
(二)


19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#14
(二)


1900-1930


1930-2000 1930-2000


19:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン11


#6
(字)


19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#8
(二)


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


(字)[最終話]


22:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#12
(字)


最新シーズン開始直前！
22:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査


班 シーズン11
#20 (字)


22:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#5
(字)


2030-2100 2030-2100


2100-2130 21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#13
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#14
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#15
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#16
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#17
(字)


22:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン4
#2
(字)


2200-2230


2230-2300 2230-2300


サタデー・ナイト・ムービー
21:00 ネバーランド


(字)


21:00 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#21
(字)


20:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン11


#7
(字)


20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#9
(二)


2000-2030 20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#3
(二)


20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#6
(二)


2300-2330 23:00 【新】レジデント 型破りな天才
研修医 シーズン4


#1
(字)


23:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#5
(字)


23:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#12
(字)


最新シーズン開始直前！
23:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査


班 シーズン11
#20 (字)


24:00 FBI: 特別捜査班　シーズン1
#7
(字)


2400-2430


2430-2500 2430-2500


23:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#5
(字)


2300-2330


2330-2400 2330-2400


2400-2430 24:00 グッド・ワイフ シーズン5
#3
(字)


24:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#22


(字)[最終話]


24:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#5
(字)


24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#12
(字)


22:40 フリーダ
(字)


最新シーズン開始直前！
23:00 ブルーブラッド ～NYPD家族


の絆～ シーズン2
#1 (字)


24:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#2
(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5
#3
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#5
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#7
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#9
(字)


2500-2530 25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#12
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#13
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#14
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#15
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#16
(字)


27:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#5
(字)


27:00 パッセージ
#10


(字)[最終話]


2700-2730


2730-2800 2730-2800


10:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#9
(二)[最終話]


11:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#1
(二)


11:30 アメリカズ・ゴット・タレント
シーズン15
#20
(字)12:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班


シーズン1
#10
(二)


12:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#13
(二)


2700-2730 27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#4
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#6
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#8
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#10
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#12
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#11
(字)


26:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#4
(字)


26:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#5
(字)


2600-2630


2630-2700 2630-2700


25:00 ブルーブラッド ～NYPD家族
の絆～ シーズン2


#3
(字)


25:00 SEAL Team/シール・チーム
シーズン2
#21
(字)


16:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン11


#3
(字)


16:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#8
(二)


16:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#1
(二)


17:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン11


#4
(字)


12:30 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン4
#2
(字)13:05 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班


シーズン1
#11 (二)


13:05 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#14 (二)


14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#12
(二)


14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#15
(二)


最新シーズン開始直前！
14:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査


班 シーズン11
#1 (字)


17:30 インフォメーション
(日)
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FOX 番組表 9月


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


#21
(字)


04:00 LAW & ORDER: 性犯罪特
捜班 シーズン22


#16
(字)[最終話]


最新シーズン開始直前！
04:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査


班 シーズン11
#21 (字)


500-530


530-600 530-600


400-430


430-500 430-500


500-530 05:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10
#13
(字)


05:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10
#14
(字)


05:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン10
#15
(字)


600-630


630-700 630-700


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
#21
(字)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#22
(字)


06:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン2
#23


(字)[最終話]


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 ガールズ・キッチン!　シーズン2


#6 (字)
07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン2


#7 (字)
07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン2


#8 (字)
07:30 ガールズ・キッチン!　シーズン2


#9 (字)
730-800


800-830
08:00 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1 #16 (二)
08:00 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1 #17 (二)
08:00 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1 #18 (二)[最終話]
08:00 ジェイミー・オリヴァーの簡単レシピ！食材


５つでおいしい料理　シーズン2 #1 (二) 800-830


830-900 08:30 マダム・セクレタリー シーズン4
#9
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン4
#10
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン4
#11
(字)


08:30 マダム・セクレタリー シーズン4
#12
(字)


830-900


900-930 900-930


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)
930-1000


1000-1030 10:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#2
(二)


10:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#4
(二)


10:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#6
(二)


10:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#8
(二)


1000-1030


1100-1130


1130-1200 1130-1200


1200-1230 12:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#16
(二)


12:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#19
(二)


12:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#22
(二)


12:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#2
(二)


1030-1100 1030-1100


1100-1130 11:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#3
(二)


11:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#5
(二)


11:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#7
(二)


11:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#9
(二)


1200-1230


1230-1300 1230-1300


1300-1330 1300-133013:05 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#17 (二) 1330-1400


1400-1430 14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#18
(二)


14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#21
(二)


14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#1
(二)


14:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#4
(二)


1400-1430


13:05 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#20 (二)


13:05 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1


#23 (二)[最終話]


13:05 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#3 (二)1330-1400


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)
1500-1530


1530-1600 15:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#2
(二)


15:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#4
(二)


15:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#6
(二)


15:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#8
(二)


1530-1600


1600-1630 1600-1630


1630-1700 16:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#3
(二)


16:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#5
(二)


16:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#7
(二)


16:30 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン2


#9
(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)
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


1900-1930


1930-2000 1930-2000


1800-1830


1830-1900 1830-1900


1900-1930 19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#17
(二)


19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#20
(二)


19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#23


(二)[最終話]


19:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#3
(二)


1800-1830 18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#16
(二)


18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#19
(二)


18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#22
(二)


18:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#2
(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8
#18
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#19
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#20
(字)


21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#21
(字)


2000-2030 20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#18
(二)


20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン1
#21
(二)


20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#1
(二)


20:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン2
#4
(二)


2100-2130


2130-2200 2130-2200


2200-2230 最新シーズン開始直前！
22:00 STATION 19　シーズン1


#10
(字)[最終話]


22:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#13
(字)


最新シーズン開始直前！
22:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査


班 シーズン11
#21 (字)


最新シーズン開始直前！
23:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査


班 シーズン11
#21 (字)


2300-2330


2330-2400 2330-2400


22:00 9-1-1：LA救命最前線 シー
ズン4
#6
(字)


2200-2230


2230-2300 2230-2300


2300-2330 23:00 レジデント 型破りな天才研修
医 シーズン4
#2
(字)


23:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#6
(字)


23:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#13
(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8
#17
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#18
(字)


25:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン8
#19
(字)


2400-2430 24:00 グッド・ワイフ シーズン5
#4
(字)


最新シーズン開始直前！
24:00 STATION 19　シーズン1


#10
(字)[最終話]


24:00 ボディ・オブ・プルーフ／死体の
証言　シーズン1


#6
(字)


24:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン18
#13
(字)


2500-2530


2530-2600 2530-2600


2700-2730


2730-2800 2730-2800


04:00 休止


2700-2730 27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#14
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#16
(字)


27:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#18
(字)


2600-2630


2630-2700 2630-2700


2600-2630 26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#13
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#15
(字)


26:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5
#17
(字)


25:00 休止
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▼『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


▼『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


▼『吾妻橋ぱちプロダクション』連続放送


▼『誘女、派遣します』連続放送


▼『吾妻橋ぱちプロダクション』連続放送


▼『鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出』連続放送


▼『誘女、派遣します』連続放送


▼『極道の紋章』連続放送


▼『難波金融伝 ミナミの帝王』連続放送


▼『実録 大日本菊水会』連続放送


▼『極道の紋章 レジェンド』連続放送


▼『影の交渉人 ナニワ人情列伝』連続放送


▼『日本統一 エピソード集』連続放送


▼『日本統一 エピソード集』連続放送


▼『実録 大日本菊水会』連続放送


●過去の優勝者だけを集めたファイナルシーズン最終回！


©V☆パラダイス


2021年 85分 TV初放送 9/26(日) 19：30～他
【雀士】柴田英嗣 沖ヒカル 亀田大毅 東城りお


八局麻雀FINAL ＃4（終）


大人気実践麻雀バラエティのシーズンファイナル。親連荘な
しの8局で行う「V☆パラダイス」オリジナルルールのもと、
リーグ戦を行い、ガチで個人優勝を争う。本編では決勝とな
る第1回戦と第2回戦の激戦を収録。いよいよ、本当の最
終回！真の王者は誰だ！


Sept


9


●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


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。
●9月28日（火）深夜1：00～9月29日（水）7：00はメンテナンスのため放送を休止します。
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七海＞6:00愛萌なの
パチマガギガウォーズDASH S6#2
縁切り闇稼業 戦慄のカルト教団
どうにか貧乏家族 #100
日本統一 エピソード集II 兄弟ノ絆
凸凹戦隊ゼニゲバン #15
八局麻雀FINAL #2
吾妻橋ぱちプロダクション#19
怪談旅館 #2
パチスロキャノンボールS16#4
大阪やくざ戦争 誤爆の代償
海賊王船長タックS8#27
どうにか貧乏家族 #101
八局麻雀FINAL #3
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
相談されても困るんですよ旅情編#23
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#3


高梨瑞樹 もしも瑞樹が…


#21＞6:50 #22
相談されても困るんですよ旅情編#23
パチンコキャノンボールS12#5
渇きの街
どうにか貧乏家族 #101
狼たちの掟
男ともだち #13
インフォメーション
麻雀最強戦2019 ファイナル A卓
海賊王船長タックS9#1
組長×射殺 ～敵を狩れ～
海賊王船長タックS8#28
どうにか貧乏家族 #102
麻雀最強戦2019 ファイナル B卓
秘書課ドロップ～秘密の花園、第二…
大人の事情 姉の恋人


姫野みなみ 清純博覧会
藤乃あおい Milky Glamour
パチマガギガウォーズDASH S6#3
パチプロ探偵ナナ
どうにか貧乏家族 #102
インフォメーション
極道の紋章 レジェンド 第二章
凸凹戦隊ゼニゲバン #16
インフォメーション
麻雀最強戦2019 ファイナル C卓
インフォメーション
パチスロキャノンボールS16#5
組長×射殺 ～首領を撃て！～
海賊王船長タックS8#29
どうにか貧乏家族 #103
麻雀最強戦2019 ファイナル D卓
叔母と女子大生 密室の吐息
相談されても困るんですよ旅情編#24


海野まりあ＞6:00崎川みずき
パチンコキャノンボールS12#6（終）
縁切り闇稼業 重婚詐欺の陰謀
どうにか貧乏家族 #103
織田同志会 織田征仁 第六章
男ともだち #14
大阪やくざ戦争 誤爆の代償


#23＞17:30 #24
海賊王船長タックS9#2
極道の紋章 第十四章
海賊王船長タックS8#30（終）
どうにか貧乏家族 #104
八局麻雀FINAL #3
若妻同窓会
くノ一狩り 女地獄の刑
怪談旅館 #4
相談されても困るんですよ旅情編#24


小森ほたる ほろよいほたる
ツキとスッポンぽん #328


epi11＞7:30 epi12
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#29
縁切り闇稼業 芸能界秘密パーティの陰謀
どうにか貧乏家族 #104
日本統一 エピソード集III 首領ノ恋
麻雀最強戦2019 ファイナル D卓
女子プロレスの輪#13
パチスロキャノンボールS16#6（終）
むこうぶち9 麻将
タックS1#1＞22:00貧乏家族#105
八局麻雀FINAL #4（終）
ザ・娼年倶楽部 愛と快楽を与える・・・ 
アンアフェア the unknown
相談されても困るんですよ旅情編#24
吾妻橋ぱちプロダクション#24
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海野まりあ 海色Days
桜井木穂 きほわずらい
どうにか貧乏家族 #100
日本統一 エピソード集II 兄弟ノ絆
男ともだち #12
極道の紋章 レジェンド
パチスロキャノンボールS16#4
八局麻雀FINAL #1
ツキとスッポンぽん #324
怪談旅館 #1
海賊王船長タックS8#26
外道軍団
パチマガギガウォーズDASH S6#2
凸凹戦隊ゼニゲバン #15
八局麻雀FINAL #2
青春H making of LOVE
嬢王輪舞曲 時をかけるキャバ嬢と極上の一夜
誘女、派遣します episode11


森のんの 開放
相良朱音 恥ずかしすぎて
相談されても困るんですよ旅情編#23
どうにか貧乏家族 #101
狼たちの掟
凸凹戦隊ゼニゲバン #15
TWIN GANG2
海賊王船長タックS9#1
八局麻雀FINAL #1
ツキとスッポンぽん #325
女子プロレスの輪#10
海賊王船長タックS8#27
ミナミの帝王21 裏切りの報酬
パチンコキャノンボールS12#5
男ともだち #13
麻雀最強戦2019 ファイナル A卓
女心と秋の空 ～ふしだらな子猫～
秘書課ドロップ～秘密の花園、第二…


七海 もっと奥まで潜ろうよ
岡本杷奈 花が咲いたよ
どうにか貧乏家族 #102
極道の紋章 レジェンド 第二章
男ともだち #13
影の交渉人3 ナニワ人情列伝 法廷への階段
パチスロキャノンボールS16#5
八局麻雀FINAL #2
ツキとスッポンぽん #326
女子プロレスの輪#11
海賊王船長タックS8#28
ミナミの帝王22 男たちの過去
パチマガギガウォーズDASH S6#3
凸凹戦隊ゼニゲバン #16
麻雀最強戦2019 ファイナル C卓
完全なる飼育 香港情夜
吾妻橋ぱちプロダクション#23
誘女、派遣します episode12


美月絢音 ショートカット


 #1＞7:00  #2
どうにか貧乏家族 #103
織田同志会 織田征仁 第六章
凸凹戦隊ゼニゲバン #16
今日からヒットマン
海賊王船長タックS9#2
八局麻雀FINAL #3
女子プロレスの輪#12
ツキとスッポンぽん #327
海賊王船長タックS8#29
ミナミの帝王23 詐欺の手口
パチンコキャノンボールS12#6（終）
男ともだち #14
麻雀最強戦2019 ファイナル 決勝卓
叔母と女子大生 密室の吐息
若妻同窓会


ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#29
どうにか貧乏家族 #104
日本統一 エピソード集III 首領ノ恋
男ともだち #14
実録・暴走族 ブラックエンペラーレディース
パチスロキャノンボールS16#6（終）
インフォメーション
麻雀最強戦2019 ファイナル C卓
インフォメーション
相談されても困るんですよ旅情編#24
ツキとスッポンぽん #328
海賊王船長タックS8#30（終）
ミナミの帝王24 海に浮く札束
八局麻雀FINAL #3
青春H ゴーストキス
西永彩奈 ヒメゴト
ザ・娼年倶楽部 愛と快楽を与える・・・ 
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高梨瑞樹 もしも瑞樹が…
女子プロレスの輪＃10
八局麻雀FINAL ＃3


Ｉ 叔父貴ノ愛＞10:20 II 兄弟ノ絆
パチマガギガウォーズDASH S6#2
海賊王船長タックS9#1
凸凹戦隊ゼニゲバン #15
ツキとスッポンぽん #325


双龍伝＞18:20双龍伝 完結編
大阪やくざ戦争 誤爆の代償
青春H making of LOVE
ミク、僕だけの妹
嬢王輪舞曲 時をかけるキャバ嬢と極上の一夜
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#23
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#4


春名美波 満たされない欲望
女子プロレスの輪#11
八局麻雀FINAL #1


ナニワ人情列伝
2 秘密を知る男
パチンコキャノンボールS12#5
パチスロキャノンボールS16#5
男ともだち #13
ツキとスッポンぽん #326
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#29


Ｉ 叔父貴ノ愛＞19:30 II 兄弟ノ絆
織田同志会 織田征仁 第五章
女心と秋の空 ～ふしだらな子猫～
秘書課ドロップ～秘密の花園、第二…
大人の事情 姉の恋人
ホラーハウス vol.2


沢地優佳 純愛熟女
女子プロレスの輪#12
八局麻雀FINAL #2


双龍伝
双龍伝 完結編
パチマガギガウォーズDASH S6#3
海賊王船長タックS9#2
凸凹戦隊ゼニゲバン #16
ツキとスッポンぽん #327


極道の紋章 レジェンド＞18:10 第二章
日本極道戦争 第十章
完全なる飼育 香港情夜
叔母と女子大生 密室の吐息
午後の奥様 魅惑のアロマエステ
情欲怪談 呪いの赤襦袢
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#2


西本ヒカル 大人になんかならないで
女子プロレスの輪#13
八局麻雀FINAL #3


第十三章＞10:20第十四章
パチンコキャノンボールS12#6（終）
パチスロキャノンボールS16#6（終）
男ともだち #14
ツキとスッポンぽん #328


21 裏切りの報酬
22 男たちの過去
23 詐欺の手口
24 海に浮く札束
妖女伝説セイレーンXX ～魔性の欲望～
若妻同窓会＞1:50くノ一狩り
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#5
相談されても困るんですよ旅情編#24
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森のんの＞5:30美月絢音
海賊王船長タックS8#27
極道の紋章 レジェンド
パチマガギガウォーズDASH S6#2
日本極道戦争 第十章
どうにか貧乏家族 #101
八局麻雀FINAL #3
吾妻橋ぱちプロダクション#20
怪談旅館#3＞18:30ゼニゲバン#15
日本統一 エピソード集Ｉ 叔父貴ノ愛
カジ旅でGo! #10
女子プロレスの輪#10
ツキとスッポンぽん #325
怪談旅館#4＞23:00タックS9#1
人妻家庭教師
青春H making of LOVE


#21＞3:20 #22


七海＞6:00姫野みなみ
海賊王船長タックS8#28
外道軍団
パチンコキャノンボールS12#5
ミナミの帝王21 裏切りの報酬
どうにか貧乏家族 #102
麻雀最強戦2019 ファイナル B卓
男ともだち #13
日本統一42
カジ旅でGo! #11
女子プロレスの輪#11
ツキとスッポンぽん #326
吾妻橋ぱちプロダクション#23
パチスロキャノンボールS16#5
女心と秋の空 ～ふしだらな子猫～
愛するとき、愛されるとき
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#3
誘女、派遣します episode11


高梨瑞樹 もしも瑞樹が…


 #3＞7:00  #4
海賊王船長タックS8#29
織田同志会 織田征仁 第五章
パチマガギガウォーズDASH S6#3
ミナミの帝王22 男たちの過去
どうにか貧乏家族 #103
麻雀最強戦2019 ファイナル D卓
凸凹戦隊ゼニゲバン #16
日本統一43
カジ旅でGo! #12
女子プロレスの輪#12
ツキとスッポンぽん #327
吾妻橋ぱちプロダクション#24
タックS9#2＞0:00情欲怪談
完全なる飼育 香港情夜
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#1


花咲来夢＞6:10江藤彩也香
海賊王船長タックS8#30（終）
極道の紋章 第十三章
パチンコキャノンボールS12#6（終）
ミナミの帝王23 詐欺の手口
どうにか貧乏家族 #104
麻雀最強戦2019 ファイナル 決勝卓
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#4
男ともだち#14＞19:30日本統一44
カジ旅でGo! #13
女子プロレスの輪#13
ツキとスッポンぽん #328
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#5
パチスロキャノンボールS16#6（終）
TONARI NO お姉さん First Love
TONARI NO お姉さん Love Motion


epi11＞3:30 epi12
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怪談旅館 #1
怪談旅館 #2
怪談旅館 #3
渇きの街
麻雀最強戦2019 歴代最強位
代表決定戦 A卓
TWIN GANG2
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#29
海賊王船長タックS8#27
どうにか貧乏家族 #101
海賊王船長タックS9#1
ツキとスッポンぽん #325
麻雀最強戦2019 サバイバルマッチ A卓
狼たちの掟
ミナミの帝王21 裏切りの報酬
大人の事情 姉の恋人
相良朱音 恥ずかしすぎて
怪談旅館 #4


小森ほたる ほろよいほたる
パチプロ探偵ナナ
凸凹戦隊ゼニゲバン #15
麻雀最強戦2019 歴代最強位
代表決定戦 B卓
影の交渉人3 ナニワ人情列伝 法廷への階段
男ともだち #13
海賊王船長タックS8#28
どうにか貧乏家族 #102
パチスロキャノンボールS16#5
ツキとスッポンぽん #326
麻雀最強戦2019 サバイバルマッチ B卓
極道の紋章 レジェンド 第二章
ミナミの帝王22 男たちの過去
午後の奥様 魅惑のアロマエステ
藤乃あおい Milky Glamour
吾妻橋ぱちプロダクション#23
相談されても困るんですよ旅情編#23


江藤彩也香 好きになっちゃだめ
怪談旅館 #4
縁切り闇稼業 重婚詐欺の陰謀
麻雀最強戦2019 歴代最強位
代表決定戦 決勝卓
今日からヒットマン
凸凹戦隊ゼニゲバン #16
海賊王船長タックS8#29
インフォメーション
どうにか貧乏家族 #103
海賊王船長タックS9#2
ツキとスッポンぽん #327
麻雀最強戦2019 サバイバルマッチ 決勝卓
織田同志会 織田征仁 第六章
ミナミの帝王23 詐欺の手口
くノ一狩り 女地獄の刑
崎川みずき 狐が嫁入りできなかったので…
吾妻橋ぱちプロダクション#24


春名美波 満たされない欲望
番組案内
縁切り闇稼業 芸能界秘密パーティの陰謀
むこうぶち8 邪眼
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ#29


 #4＞11:30  #5
実録・暴走族 ブラックエンペラーレディース
男ともだち #14
海賊王船長タックS8#30（終）
どうにか貧乏家族 #104
パチスロキャノンボールS16#6（終）
ツキとスッポンぽん #328
八局麻雀FINAL #4（終）
日本統一 エピソード集III 首領ノ恋
ミナミの帝王24 海に浮く札束
アンアフェア the unknown
戸塚こはる 工業高校出身の彼女が…
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西本ヒカル 大人になんかならないで
番組案内
ツキとスッポンぽん #325
海賊王船長タックS9#1
TWIN GANG2
海賊王船長タックS8#27
インフォメーション
渇きの街
パチマガギガウォーズDASH S6#2
インフォメーション
麻雀最強戦2019 サバイバルマッチ A卓
どうにか貧乏家族 #101
狼たちの掟
組長×射殺 ～敵を狩れ～
愛するとき、愛されるとき
秘書課ドロップ～秘密の花園、第二…
大人の事情 姉の恋人
ミク、僕だけの妹


桜井木穂 きほわずらい
愛萌なの なのぶれいく
パチスロキャノンボールS16#5
影の交渉人3 ナニワ人情列伝 法廷への階段
海賊王船長タックS8#28
インフォメーション
パチプロ探偵ナナ
パチンコキャノンボールS12#5
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
ツキとスッポンぽん #326
どうにか貧乏家族 #102
極道の紋章 レジェンド 第二章
組長×射殺 ～首領を撃て！～
完全なる飼育
叔母と女子大生 密室の吐息
午後の奥様 魅惑のアロマエステ
誘女、派遣します episode11


沢地優佳 純愛熟女
番組案内
怪談旅館 #4
ツキとスッポンぽん #327
インフォメーション
海賊王船長タックS9#2
今日からヒットマン
海賊王船長タックS8#29
縁切り闇稼業 重婚詐欺の陰謀
パチマガギガウォーズDASH S6#3
麻雀最強戦2019 サバイバルマッチ 決勝卓
どうにか貧乏家族 #103
織田同志会 織田征仁 第六章
極道の紋章 第十四章
劇場版 屍囚獄 起ノ篇
若妻同窓会
くノ一狩り 女地獄の刑
嬢王輪舞曲 時をかけるキャバ嬢と極上の一夜


花咲来夢 花咲く、果実
江藤彩也香 好きになっちゃだめ
インフォメーション
パチスロキャノンボールS16#6（終）
実録・暴走族 ブラックエンペラーレディース
海賊王船長タックS8#30（終）
インフォメーション
縁切り闇稼業 芸能界秘密パーティの陰謀
パチンコキャノンボールS12#6（終）
インフォメーション
麻雀最強戦2019 ファイナル A卓
どうにか貧乏家族 #104
日本統一 エピソード集III 首領ノ恋
むこうぶち9 麻将
午後の奥様 魅惑のアロマエステ
ザ・娼年倶楽部 愛と快楽を与える・・・ 
アンアフェア the unknown
妖女伝説セイレーンXX ～魔性の欲望～
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海野まりあ 海色Days
岡本杷奈 花が咲いたよ
インフォメーション
凸凹戦隊ゼニゲバン #15
組長×射殺 ～敵を狩れ～
海賊王船長タックS9#1
インフォメーション
日本統一42
海賊王船長タックS8#27
麻雀最強戦2019 歴代最強位
代表決定戦 A卓
パチマガギガウォーズDASH S6#2
TWIN GANG2
ミナミの帝王21 裏切りの報酬
女心と秋の空 ～ふしだらな子猫～
春名美波 満たされない欲望
ホラーハウス vol.2
相談されても困るんですよ旅情編#23


森のんの 開放
小森ほたる ほろよいほたる
インフォメーション
男ともだち #13
組長×射殺 ～首領を撃て！～
パチスロキャノンボールS16#5
インフォメーション
日本統一43
海賊王船長タックS8#28
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 B卓
パチンコキャノンボールS12#5
影の交渉人3 ナニワ人情列伝 法廷への階段
ミナミの帝王22 男たちの過去
完全なる飼育 香港情夜
沢地優佳 純愛熟女
完全なる飼育


相良朱音 恥ずかしすぎて
藤乃あおい Milky Glamour
凸凹戦隊ゼニゲバン #16
極道の紋章 第十四章
海賊王船長タックS9#2
インフォメーション
日本統一44
海賊王船長タックS8#29
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 決勝卓
パチマガギガウォーズDASH S6#3
今日からヒットマン
ミナミの帝王23 詐欺の手口
妖女伝説セイレーンXX ～魔性の欲望～
花咲来夢 花咲く、果実
劇場版 屍囚獄 結ノ篇
相談されても困るんですよ旅情編#24


戸塚こはる＞6:30誘女epi12


 #4＞7:30  #5
男ともだち #14
むこうぶち9 麻将
パチスロキャノンボールS16#6（終）
インフォメーション
日本極道戦争 第十章
海賊王船長タックS8#30（終）
インフォメーション
麻雀最強戦2019 ファイナル B卓
パチンコキャノンボールS12#6（終）
実録・暴走族 ブラックエンペラーレディース
ミナミの帝王24 海に浮く札束
青春H ゴーストキス
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#5
誘女、派遣します episode12
放送休止


●狂犬たちの戦いを描いた任侠ドラマシリーズ


的場浩司主演。横浜を舞台に、ヤクザ、警察を相手に狂犬と呼
ばれた男を描く、大人気アクションシリーズ第６弾をTV初放
送！虎松一家総長・田川長次郎の息子・興治が織田征仁に重
傷を負わされた事で抗争へと発展。しかし柳は・・・。


2020年 69分 TV初放送 9/19(日) 21：00～他
【出演】的場浩司 佐田正樹 火野正平 青木玄徳


織田同志会 織田征仁 第六章


●男と女の歪んだ愛を描く官能ドラマ


Ⓒ2002 Art Port Inc.©2020アドバンス


2002年 104分 9/14(火) 22：20～他
【出演】伊藤かな 竹中直人 深海理絵


完全なる飼育 香港情夜








６.008Dオルフェの遺言 
 私に何故と問い給うな


［HDレストア版］
７.30　わが心のジミー・ディーン
９.305バトルランナー
11.30　幽霊屋敷の恐怖 
 血を吸う人形
１.005Dシンドラーのリスト
４.305ユナイテッド93
６.305ビューティフル・
 マインド
９.00　ジョン・レノン，
 ニューヨーク
11.105パラサイト・バイティング 


食人草
０.50　作品未定
３.00　サスペリア（1977）


［HDリマスター版］
４.45D巴里の屋根の下
 ［HDレストア版］


６.00　バーバレラ
７.45　ホンドー
９.305ウエスタン・スターズ
11.00　華やかな魔女たち
１.00　ガス人間第1号
	 三橋達也i
２.455ヒストリー・オブ・
 バイオレンス
	 ヴィゴ・モーテンセンi
４.305ザ・コア
	 アーロン・エッカートi
７.005ラブソングができるまで
	 ヒュー・グラントi
９.005エイリアン2［完全版］
	 シガーニー・
	 ウィーヴァーi
11.45　道 ［最高画質版］
	 アンソニー・クインi
１.40　危険な情事
３.45　勇気ある追跡


６.005ロッジ －白い惨劇－
７.50　赤い砂漠
９.505スウィーニー・トッド  


フリート街の悪魔の理髪師
０.005I AM アルフレッド・ 


ヒッチコック
１.45　裏窓（1954）
４.005めまい
	 ジェームズ・
	 スチュアートi
６.305ワールド・トレード・ 


センター
	 ニコラス・ケイジi
９.005ニュー・ミュータント
	 アニャ・
	 テイラー＝ジョイi
10.405アポロ13
１.10　作品未定
２.455蝋人形の館
４.455ハイウェイの彼方に


６.105十戒	Cあり
THE映画遺産


10.00　ひまわり（1970）
０.005ジャングルランド


隠れた良作
１.408裸の拍車
３.205タキシード（2002）
５.108Dナイト・オブ・ザ・ 


リビング・デッド／ 
ゾンビの誕生


６.505アイ，ロボット
９.00　ポール・マッカートニー


／ゲット・バック
	 ポール・マッカートニーi
10.455ザ・フライ
０.30　最後のサムライ／
 ザ・チャレンジ
２.30　囚われの女
 ［HDレストア版］
４.20　眼下の敵


７.00D史上最大の作戦
10.10　キラー・シャーク 殺人鮫
11.45　ヴァージン・スーサイズ
１.305ザ・インタープリター
	 ニコール・キッドマンi
３.455ザ・ゴールドフィンチ
	 アンセル・エルゴートi
６.305マディソン郡の橋
	 クリント・
	 イーストウッドi
９.00　作品未定
10.455遊星からの物体X 
 ファーストコンタクト
	 メアリー・エリザベス・


ウィンステッドi
０.405プロヴァンスの贈りもの
	 ラッセル・クロウi
２.405ドラゴン／
 ブルース・リー物語
５.005弱虫スクービーの大冒険


６.45　天地創造	Cあり
９.458D頭上の敵機
	 グレゴリー・ペックi
０.005ゴースト／
 ニューヨークの幻
２.20　トレンチコートの女
４.205クロッシング
６.45　群盗荒野を裂く
９.00　11’09”01／
 セプテンバー11
	 マリヤム・カリミi
11.2052番目のキス
	 ドリュー・バリモアi
１.10　幽霊屋敷の恐怖 
 血を吸う人形
	 松尾嘉代i
２.305ロイ・コーンの真実
	 ロイ・コーンi
４.108D犯罪河岸
	 ベルナール・ブリエi


６.00Dモラン神父
 ［HDレストア版］
８.30　恍惚（2003）
10.20D密告（1943）
０.00　作品未定
１.45　シャーク・イン・ベニス
３.305しあわせの百貨店へ
 ようこそ
５.308さらばバルデス
	 チャールズ・ブロンソンi
７.15　シャンドライの恋
	 タンディ・ニュートンi
９.005ナンシー・ドリューと
 秘密の階段
	 ソフィア・リリスi
10.45　ジェイン・オースティン 


秘められた恋
	 アン・ハサウェイi
１.00　テス
４.008Dいとこ同志


６.45　裏窓（1954）
８.45　ジェイン・オースティン 


秘められた恋
10.50　作品未定
２.40　ポール・マッカートニー


／ゲット・バック
４.20　ジョン・レノン，
 ニューヨーク
６.305アポロ13
	 トム・ハンクスi
９.005ヒストリー・オブ・
 バイオレンス
	 ヴィゴ・モーテンセンi
10.455ゴースト／
 ニューヨークの幻
	 パトリック・スウェイジi
１.005ハイウェイの彼方に
	 イーサン・ホークi
２.30　赤い砂漠
４.308D現金に手を出すな


７.30　最後のサムライ／
 ザ・チャレンジ
９.405デイ・アフター・
 トゥモロー


THE映画遺産
０.005エイリアン2［完全版］
あれから20年　9.11同時多発テロ
２.405ユナイテッド93
	 J・J・ジョンソンi
４.40　眼下の敵
６.205ザ・コア
	 アーロン・エッカートi
日本ＶＳ世界のホラーを観る。掘る。
もっと。第２弾　おばけ屋敷対決篇
８.45　IN FOCUS
９.005ドクター・スリープ
	 ユアン・マクレガーi
11.455ザ・インタープリター
	 ニコール・キッドマンi
２.005十戒	Cあり


６.00　わが心の 
ジミー・ディーン


８.005スラムドッグ＄
 ミリオネア
10.155パラサイト・
 バイティング 食人草
０.00Dマンマ・ローマ
 ［HDレストア版］
１.45　危険な情事
４.005Dシンドラーのリスト
７.205ジャングルランド
日本ＶＳ世界のホラーを観る。掘る。
もっと。第２弾　おばけ屋敷対決篇
９.005蝋人形の館
	 エリシャ・カスバートi
11.005キャスト・アウェイ
１.30　OK牧場の決斗
３.40　恍惚（2003）
５.308D舞踏会の手帖
 ［HDレストア版］


７.458Dオルフェの遺言 
 私に何故と問い給うな
 ［HDレストア版］
９.155ザ・ゴールドフィンチ
０.00　勇気ある追跡
２.105ラブソングができるまで
４.00　哀しみのトリスターナ
５.458D拳銃王
７.155タキシード（2002）
日本ＶＳ世界のホラーを観る。掘る。
もっと。第２弾　おばけ屋敷対決篇
９.00　幽霊屋敷の恐怖 
 血を吸う人形
	 松尾嘉代i
10.305ビューティフル・
 マインド
	 ラッセル・クロウi
１.00　スパルタカス
 ［復元完全版］（1960）
４.20　素直な悪女


６.005I AM アルフレッド・
 ヒッチコック
７.455めまい


THE映画遺産
10.00　道 ［最高画質版］
０.005マディソン郡の橋
２.305スウィーニー・トッド 
 フリート街の悪魔の理髪師
４.455弱虫スクービーの大冒険
あれから20年　9.11同時多発テロ
６.30　11’09”01／
 セプテンバー11
９.005ユナイテッド93
11.005ワールド・トレード・
 センター


隠れた良作
１.158裸の拍車
３.00　バーバレラ
４.455しあわせの百貨店へ
 ようこそ


７.00D巴里の屋根の下
 ［HDレストア版］
８.40　カラヴァッジオ
 ［HDリマスター版］
10.20　シャンドライの恋
０.005アイ，ロボット
あれから20年　9.11同時多発テロ
２.00　11’09”01／
 セプテンバー11
４.305ゴースト／
 ニューヨークの幻
７.005ザ・ウェイバック


隠れた良作
９.008裸の拍車
10.40　ポール・マッカートニー


／ゲット・バック
０.205キャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン
２.458D犯罪河岸
４.50D密告（1943）


６.305ナンシー・ドリューと
 秘密の階段
８.155アルフィー（2004）
10.15　襲われた幌馬車
０.00　囚われの女
 ［HDレストア版］
あれから20年　9.11同時多発テロ
１.505ワールド・トレード・
 センター
４.10　天地創造 Cあり
７.105ザ・キッチン
９.00　ホンドー
10.45　ジョン・レノン，
 ニューヨーク
１.005恋におちた
 シェイクスピア
３.158Dナイト・オブ・ザ・リビン


グ・デッド／ゾンビの誕生
５.00Dモラン神父
 ［HDレストア版］


７.30　スパルタカス
 ［復元完全版］（1960）
11.008D拳銃王
０.305アルフィー（2004）
２.305キャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン
５.00　血のバレンタイン
	 ポール・ケルマンi
６.455デイ・アフター・
 トゥモロー
	 デニス・クエイドi
９.005スウィーニー・トッド 
 フリート街の悪魔の理髪師
	 ジョニー・デップi
11.105蝋人形の館
	 エリシャ・カスバートi
１.105ザ・ウェイバック
３.10　カラヴァッジオ
 ［HDリマスター版］
４.50　OK牧場の決斗


６.20　カラヴァッジオ
 ［HDリマスター版］
８.008D犯罪河岸
９.505ザ・インタープリター


THE映画遺産
０.00　道 ［最高画質版］
２.155ザ・ウェイバック
４.20　群盗荒野を裂く
６.45　危険な情事
日本ＶＳ世界のホラーを観る。掘る。


もっと。第２弾　変身人間対決篇
９.005遊星からの物体X 
 ファーストコンタクト
	 メアリー・エリザベス・
	 ウィンステッドi
11.005アイ，ロボット
	 ウィル・スミスi
１.00　作品未定
２.45　トレンチコートの女
４.40　哀しみのトリスターナ


６.30　テス
９.305ビューティフル・
 マインド
０.005タキシード（2002）
１.458Dオルフェの遺言 
 私に何故と問い給うな
 ［HDレストア版］
３.105アポロ13


隠れた良作
５.408裸の拍車
７.205I AM アルフレッド・
 ヒッチコック
日本ＶＳ世界のホラーを観る。掘る。


もっと。第２弾　変身人間対決篇
９.005ザ・フライ
10.40　シャンドライの恋
	 タンディ・ニュートンi
０.20　眼下の敵
２.008さらばバルデス
３.40　天地創造	Cあり


６.40D密告（1943）
８.155十戒	Cあり
０.008Dいとこ同志
２.10　恍惚（2003）
４.155ロイ・コーンの真実
	 ロイ・コーンi
６.00　スターチャンネル 4Kスペシャル 


「Our Cinema Paradise」
６.30　作品未定
日本ＶＳ世界のホラーを観る。掘る。


もっと。第２弾　変身人間対決篇
９.00　ガス人間第1号
	 三橋達也i
10.405ユナイテッド93
	 J・J・ジョンソンi
０.405パラサイト・バイティン


グ 食人草
２.208D舞踏会の手帖
 ［HDレストア版］
４.40　わが心のジミー・ディーン


６.40　素直な悪女
８.15　襲われた幌馬車
10.00　作品未定
０.005ザ・キッチン
	 メリッサ・マッカーシーi
２.005恋におちた
 シェイクスピア
	 グウィネス・
	 パルトロウi
４.155スラムドッグ＄
 ミリオネア
	 デーヴ・パテルi
６.305キャスト・アウェイ
	 トム・ハンクスi
９.00　作品未定
３.155ドゥ・ザ・ライト・
 シング
	 スパイク・リーi
５.30Dマンマ・ローマ
 ［HDレストア版］


６.108Dナイト・オブ・ザ・リビン
グ・デッド／ゾンビの誕生


８.005ロッジ －白い惨劇－
９.50Dモラン神父
 ［HDレストア版］
０.005クロッシング
２.15　サスペリア（1977）


［HDリマスター版］
４.005ドラゴン／
 ブルース・リー物語
６.105エイリアン2［完全版］
９.005ウエスタン・スターズ
	 ブルース・	


スプリングスティーンi
10.305アルフィー（2004）
	 ジュード・ロウi
０.308D頭上の敵機
２.50　最後のサムライ／
 ザ・チャレンジ
５.00　ホンドー


６.455Dシンドラーのリスト
10.15　ディープ・シャーク
０.005ザ・コア
２.30D邪魔者は殺せ
	 ジェームズ・メイソンi
４.308ジャンヌ・ダーク
	 イングリッド・
	 バーグマンi
７.005ニュー・ミュータント
	 アニャ・
	 テイラー＝ジョイi
９.00　作品未定
11.305ジャングルランド
	 チャーリー・ハナムi
１.10　血のバレンタイン
	 ポール・ケルマンi
２.50D巴里の屋根の下 


［HDレストア版］
４.30　囚われの女 


［HDレストア版］


６.20　危険な情事
８.308D現金に手を出すな
10.105ラブソングができるまで
０.005キャスト・アウェイ
	 トム・ハンクスi
２.305スラムドッグ＄
 ミリオネア
	 デーヴ・パテルi
４.458D頭上の敵機
	 グレゴリー・ペックi
７.00　バーバレラ
	 ジェーン・フォンダi
９.00　血のバレンタイン
	 ポール・ケルマンi
11.005ザ・キッチン
	 メリッサ・マッカーシーi
１.00　ガス人間第1号
	 三橋達也i
２.50　襲われた幌馬車
４.50　トレンチコートの女


６.455ドゥ・ザ・ライト・
 シング
９.00　スターチャンネル 4Kスペシャル 


「Our Cinema Paradise」
９.305マディソン郡の橋
０.005ヒストリー・オブ・
 バイオレンス
	 ヴィゴ・モーテンセンi
２.00　スパルタカス
 ［復元完全版］（1960）
	 カーク・ダグラスi
５.205遊星からの物体X 
 ファーストコンタクト
	 メアリー・エリザベス・


ウィンステッドi
７.15　作品未定
９.00　道 ［最高画質版］
	 アンソニー・クインi
11.15　シャーク・イン・ベニス


（1.00～7.00放送休止）


７.00　OK牧場の決斗
９.155キャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン
THE映画遺産


０.00　ひまわり（1970）
	 ソフィア・ローレンi
２.00　ジョン・レノン，ニュー


ヨーク
	 ジョン・レノンi
４.10　ディープ・シャーク
	 ディーン・コクランi
５.50D史上最大の作戦
	 ジョン・ウェインi
９.005ザ・ゴールドフィンチ
	 アンセル・エルゴートi
11.45　11’09”01／
 セプテンバー11
	 マリヤム・カリミi
２.155弱虫スクービーの大冒険
４.00D邪魔者は殺せ


６.008D拳銃王
７.305ザ・フライ
９.20　作品未定
０.00　眼下の敵
１.40　ポール・マッカートニー


／ゲット・バック
３.205アルフィー（2004）
５.10　素直な悪女
	 ブリジット・バルドーi
６.455ザ・インタープリター
	 ニコール・キッドマンi
９.00　作品未定
10.458D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
０.305ナンシー・ドリューと
 秘密の階段
２.15　作品未定
４.108さらばバルデス


７.15　勇気ある追跡
９.30　シャーク・イン・ベニス
11.155ニュー・ミュータント
日本ＶＳ世界のホラーを観る。掘る。


もっと。第２弾　変身人間対決篇
１.005遊星からの物体X 
 ファーストコンタクト
	 メアリー・エリザベス・
	 ウィンステッドi
３.00　作品未定
５.305ザ・フライ
	 ジェフ・
	 ゴールドブラムi
７.15　ガス人間第1号
	 三橋達也i
９.005タキシード（2002）
	 ジャッキー・チェンi
11.005ロッジ －白い惨劇－
	 ライリー・キーオi


（1.00～7.00放送休止）


６.15　群盗荒野を裂く
８.20　ディープ・シャーク


THE映画遺産
10.005エイリアン2［完全版］
０.45　作品未定
日本ＶＳ世界のホラーを観る。掘る。
もっと。第２弾　おばけ屋敷対決篇
２.305蝋人形の館
４.30　IN FOCUS
４.405ドクター・スリープ
７.30　幽霊屋敷の恐怖 
 血を吸う人形
	 松尾嘉代i
９.005パラサイト・バイティング 


食人草
	 ジョナサン・タッカーi
10.455ラブソングができるまで
０.455クロッシング
３.008D頭上の敵機
５.305ロイ・コーンの真実


６.00D邪魔者は殺せ
８.00　サスペリア（1977）


［HDリマスター版］
９.458D舞踏会の手帖
 ［HDレストア版］


THE映画遺産
０.00　ホンドー
１.405ビューティフル・マインド
４.00　テス
７.00　わが心のジミー・
 ディーン
	 サンディ・デニスi
９.005スラムドッグ＄
 ミリオネア
	 デーヴ・パテルi
11.10　作品未定
１.005ウエスタン・スターズ
２.305I AM アルフレッド・
 ヒッチコック
４.15　哀しみのトリスターナ


６.008ジャンヌ・ダーク
８.30　スパルタカス
 ［復元完全版］（1960）
０.00　赤い砂漠
２.008D現金に手を出すな
	 ジャン・ギャバンi
３.455ハイウェイの彼方に
	 イーサン・ホークi
５.158Dいとこ同志
	 ジェラール・ブランi
７.15　作品未定
11.155ヒストリー・オブ・
 バイオレンス
	 ヴィゴ・モーテンセンi
１.005マディソン郡の橋
	 クリント・
	 イーストウッドi
３.30　裏窓（1954）
５.30　スターチャンネル 4Kスペシャル
 「Our Cinema Paradise」


６.005しあわせの百貨店へ
 ようこそ
８.00Dマンマ・ローマ
 ［HDレストア版］
９.455ドゥ・ザ・ライト・
 シング
０.00　ジェイン・オースティン 


秘められた恋
２.10D史上最大の作戦
	 ジョン・ウェインi
５.15　襲われた幌馬車
７.00　最後のサムライ／
 ザ・チャレンジ
	 スコット・グレンi
９.005Dシンドラーのリスト
	 リーアム・ニーソンi
０.205スウィーニー・トッド フ


リート街の悪魔の理髪師
２.305めまい
４.458D拳銃王


火 水 木 金 土 日月
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『遊星からの物体Ｘ　ファーストコンタクト』 9/5・15・20・28
© 2011 UNIVERSAL STUDIOS ALL RIGHTS RESERVED.


『ガス人間第１号』 9/5・17・23・27
©1960 東宝


『エイリアン２［完全版］』 9/4・8・13・23
© 1986 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.


『蝋人形の館』 9/4・9・19・24
© Warner Bros. Entertainment Inc.


「日本の怪談」と「世界のホラー」の見く
らべ対決の第2弾！今回は“おばけ屋敷
対決篇”“変身人間対決篇”をお届け。
おばけ屋敷対決篇
9/4（土）午後2:30〜　一挙放送
9/8（水）〜9/10（金）


よる9:00〜　3日連続放送
『幽霊屋敷の恐怖 血を吸う人形』
『蝋人形の館』ほか 全3作品
変身人間対決篇
9/5（日）午後1:00〜　一挙放送
9/15（水）〜9/17（金）


よる9:00〜　3日連続放送
『ガス人間第１号』
『遊星からの物体Ｘ　ファースト
コンタクト』ほか 全3作品


日本VS世界のホラーを
観る。掘る。もっと。第2弾


『ユナイテッド９３』 9/8・11・17・26
© 2006 Universal Studios. All Rights Reserved.


世界を震撼させた米国同時多発
テロ事件から20年。 スターチャ
ンネルでは、様々な角度でこの
事件を取り上げた3作品を特集
放送します。


9/6（月）〜9/8（水）
午後2:00頃〜 3日連続放送


9/11（土）午後6:30〜 一挙放送


『ユナイテッド９３』
『11'09''01／セプテンバー11』
『ワールド・トレード・センター』


特集：あれから20年 
9.11同時多発テロ


※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
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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 55 NEWS ACCESS


54 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 ワールドプロレスリング


史上最悪の乱入者 KENTA大特集


30 ★ウルトラB #37・38


00 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート女警視が、高級エス


テに父娘潜入捜査！美人モデル殺人・伊


香保温泉に金と愛欲の罠！


40 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート女警視 父と娘の名


推理！！海面2メートル！時間差殺人の


謎 赤水門と西伊豆堂ヶ島の殺意


00 [新]水曜どうでしょう Classic #1


30 ★おにぎりあたためますか #214


00 スカイハイ


#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１


女流プロ予選2組目


【対局者】和泉由希子・蒼井ゆりか・井上


絵美子・大亀あすか


30 【クレヨンしんちゃん1996年一挙放


送】


#177-184


00 女流雀士 プロアマNo.1決定戦 てん


パイクイーン シーズン１


 


女流プロ予選1組目


【対局者】宮内こずえ・高宮まり・中山奈々


美・石田亜沙己


40 [新]スカイハイ


#1


30 【クレヨンしんちゃん1996年一挙放


送】


#185-192


30 ★おにぎりあたためますか #213


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2組目


【対局者】高宮まり・都美・中山奈々美・


日當ひな


00 ドラマスペシャル


「点と線」


第一部


第二部


20 麻雀最強戦2020


全国アマチュア最強位


【決勝卓】


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


決勝


15 ★オバケのQ太郎 #385


30 相棒 Season17


#5-7


55 ★渡辺篤史の建もの探訪


#1625・1579・1580


40  世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編▽


チェコ2 チェコ東部モラヴィア 大平原の旅


30 相棒 Season17


#8-10


00 [終]水曜どうでしょう Classic


#243


00 昭和・平成 鉄道の時代


よみがえる鉄道風景②


新線の開通


東海道・山陽新幹線の変遷


30 ショッピング情報


00 [新]京都迷宮案内（2000）


#1


00 ショッピング情報


30 ★おかずのクッキング #712


00 ワールドプロレスリング完全版 #165


WRESTLE KINGDOM 14 in 東京


ドーム


（2020年1月4日 東京・東京ドーム）


00 スポーツセレクション


30 ショッピング情報


00 ★人生の楽園 #1035


30 ショッピング情報


00 ★ワールドプロレスリングLIVE2021


WRESTLE GRAND SLAM in


MetLife Dome


（埼玉・メットライフドーム）


＜生中継＞


※延長の場合あり


[スカパー！無料除外]


30 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト YOSHI-HASHI


編


00 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト SANADA編


30 ワールドプロレスリング RESPECT


棚橋弘至✖藤波辰爾～逸材のドラゴン


ロード～


30 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト 高橋ヒロム編


00 ショッピング情報


30 帰ってきた時効警察


#8


30 ショッピング情報


00 テレメンタリー


30 ショッピング情報


00 美味しんぼ


#126-132


25 ★日本女子ソフトボールリーグ後半開


幕節


第1試合 デンソー×太陽誘電


第2試合 トヨタ×豊田織機


＜生中継＞


※延長の場合あり


00 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト 石井智宏編


30 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト 後藤洋央紀編


00 ★忍者ハットリくん


#163-168


30 ショッピング情報


00 ★人生の楽園 #1033


30 ショッピング情報


00 ★路線バスで寄り道の旅


「有楽町～人形町～月島で中央区を巡る


旅！」


（2020年3月8日放送分）


「高田馬場～新大久保～高円寺の文化


の香りがする街を巡る旅！」


（2020年3月15日放送分）


「根岸～本牧～元町の横浜の王道スポッ


トを巡る旅！」


（2020年3月29日放送分）


「埼玉・入間～飯能のおもしろスポットを巡


る旅！」


（2020年4月5日放送分）


00 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート女警視 新潟十日町


着物ショーに父娘潜入捜査！狙われた舞


台上の時限発射トリック！


40 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 日


光鬼怒川明智伝説がつなぐ二つの転落


死体！光秀は生きていた？


20 美味しんぼ #52


00 麻雀最強戦2020


鉄壁のディフェンスマスター決戦


【B卓】近藤千雄・仲林圭・金太賢・


HIRO柴田


【テレ朝チャンネル2】2021年9月第1週
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4
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7


4
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00 ★忍者ハットリくん


#157-162


30 ショッピング情報


00 ★人生の楽園 #1032


30 ショッピング情報


00 路線バスで寄り道の旅


「町田～玉川学園～青葉台で人気のベッ


ドタウンを巡る旅！」


（2018年9月23日放送分）


「渋谷～戸越銀座～羽田で“絶景”満喫


の旅」


（2018年9月30日放送分）


「生麦～鶴見～野毛で“大人の社会科見


学”横浜を巡る旅」


（2018年10月7日放送分）


「桜木町～馬車道～山下公園で横浜の


裏通りを散策旅！」


（2018年10月14日放送分）


00 昭和・平成 鉄道の時代


ブルートレイン特集①


ブルートレイン特集②


よみがえる鉄道風景①


00 ★忍者ハットリくん


#169-174


30 ショッピング情報


00 ★人生の楽園 #1034


30 ショッピング情報


00 ★路線バスで寄り道の旅


「渋谷～初台～笹塚で渋谷区の人気エリ


アを巡る旅！」


（2020年4月12日放送分）


「千葉・成東～九十九里で春の味覚を満


喫する旅！」


（2020年4月26日放送分）


「成城～千歳船橋～豪徳寺で世田谷区


の珍スポットを巡る旅！」


（2020年5月3日放送分）


「横浜・磯子～日ノ出町で“ハマの絶品グ


ルメ”を堪能する旅！」


（2020年5月10日放送分）
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20 美味しんぼ #50


00 麻雀最強戦2020


鉄壁のディフェンスマスター決戦


【A卓】村上淳・大和・鈴木達也・前田直


哉


00 じゃりン子チエ #27


30 [新]相棒 Season17


#1-3


00 水曜どうでしょう Classic #241


30 ★おにぎりあたためますか #211
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20


17


10


00 帰ってきた時効警察


#5-7


30 ★おにぎりあたためますか #212


00 [終]帰ってきた時効警察


#8・9


14


11


19 19


11


18


00 水曜どうでしょう Classic #242







(8/13 ver.4)


　●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。


9月6日(月) 9月7日(火) 9月8日(水) 9月9日(木) 9月10日(金) 9月11日(土) 9月12日(日)


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


00 フィギュアレジェンドプログラム▽羽生


結弦（グランプリファイナル2015＆


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


15 ★オバケのQ太郎 #386 15 ★オバケのQ太郎 #387 15 ★オバケのQ太郎 #388


9月6日(月) 9月7日(火) 9月8日(水) 9月9日(木) 9月10日(金) 9月11日(土) 9月12日(日)


30 ★ウルトラB #39・40 30 ★ウルトラB #41・42 30 ★ウルトラB #43・44 30 ★ウルトラB #45・46


59 ぶらぶら町中華 #62・63


55 ★プロ野球中継2021


広島×巨人


＜生中継＞


※延長の場合あり


※雨天中止の場合あり


00 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト 中西学編


30 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト 獣神サンダー・ライ


ガー編


00 昭和・平成 鉄道の時代


さようなら「あさかぜ」「出雲」


新型車両デビュー②


蒸気機関車の魅力④


30 ショッピング情報


00 京都迷宮案内（2000）


#2


00 ショッピング情報


30 ★おかずのクッキング #713


30 ★科捜研の女（2013-2014）


#4-7


00 水曜どうでしょう Classic #6


30 ★おにぎりあたためますか #219


00 麻雀最強戦2020


タイトルホルダーvsMリーガー 最強の女流


決戦


【A卓】古谷知美・西嶋千春・逢川恵夢・


日向藍子


【B卓】高宮まり・黒沢咲・和久津晶・茅森


早香


【決勝卓】


（～4:30まで）


（～引き続き）麻雀最強戦2020


タイトルホルダーvsMリーガー 最強の女流決戦


【A卓】【B卓】【決勝卓】


30 昭和・平成 鉄道の時代


懐かしの車両①


蒸気機関車の魅力③


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


00 タッチ


#41-54


00 ★ドラマスペシャル


「最後の晩餐～刑事・遠野一⾏と七人の


容疑者～」


00 水曜どうでしょう Classic #7


30 ★おにぎりあたためますか #220


00 女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流プロ予選1組目


【対局者】二階堂亜樹・東城りお・菅原千


瑛・上野あいみ


00 女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流プロ予選2組目


【対局者】宮内こずえ・小笠原奈央・大亀


あすか・都美


00 昭和・平成 鉄道の時代


鉄道博物館特集①


鉄道博物館特集②


三陸鉄道の魅力


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 タッチ


#33-40


25 【最新作放送記念一挙放送】


★無用庵隠居修⾏３


40 【最新作放送記念一挙放送】


★無用庵隠居修⾏２


00 水曜どうでしょう Classic #2


30 ★おにぎりあたためますか #215


32 相棒 Season17


#15-18


00 水曜どうでしょう Classic #3


30 ★おにぎりあたためますか #216


30 [終]相棒 Season17


#19-20


30 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


00 水曜どうでしょう Classic #4


55 ★渡辺篤史の建もの探訪


#1626・1581・1582


00 水曜どうでしょう Classic #5


30 ★おにぎりあたためますか #21830 ★おにぎりあたためますか #217


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1


女流アマ予選1組目


【対局者】浜田ブリトニー・宮城舞・由井香


織・小田あさ美


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1


女流アマ予選2組目


【対局者】及川奈央・椿姫彩菜・森上南・


坪井安奈


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1


準決勝


【対局者】（プロ）高宮まり・石田亜沙己・


井上絵美子･大亀あすか


（アマ）宮城舞・由井香織・椿姫彩菜・森


上南


00 ワールドプロレスリング


2冠王者から統一王者へ


飯伏幸太大特集


00 スポーツセレクション


22 22


23 23


24 24


00 スカイハイ


#5-7


00 [終]スカイハイ


#8-10


00 [新]特命係長 只野仁（1stシーズ


ン）


#1-3


00 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト 田口隆祐編


30 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト BUSHI編


25 25


26 26


00 特命係長 只野仁（1stシーズン）


#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1


決勝


【対局者】


高宮まり・石田亜沙己・椿姫彩菜・森上南


16 16


17 17


18 18


00 麻雀最強戦2020


鉄壁のディフェンスマスター決戦


【決勝卓】


50 じゃりン子チエ #28


00 麻雀最強戦2020


ザ・リベンジ


【A卓】白鳥翔・堀慎吾・朝倉康心・鈴木た


ろう


00 麻雀最強戦2020


ザ・リベンジ


【B卓】多井隆晴・矢島亨・仲田加南・井


出洋介


50 じゃりン子チエ #29


00 麻雀最強戦2020


ザ・リベンジ


【決勝卓】


00 じゃりン子チエ #30


30 ★[新]科捜研の女（2013-


2014）


#1-3


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 #31


19 19


20 20


21 21


30 相棒 Season17


#11-14


13 13


14 14


15 15


40 森村誠一の終着駅シリーズ


死差路 消えた1億円と孤独な死体！！


東京タワーに交錯した女二人の復讐の結


末


20 美味しんぼ #53


40 森村誠一の終着駅シリーズ


途中下車する女 凶器のない密室殺人を


追う!!置き忘れた写真の中の殺人構図


20 美味しんぼ #56


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!?


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


20 美味しんぼ #57


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 東京バレエ団「海賊」～名作の初演、


その舞台裏～


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!?


30 ★ワールドプロレスリング完全版


#184 WRESTLE GRAND SLAM in


TOKYO DOME


（2021年7月25日 東京・東京ドーム）


00 【最新作放送記念一挙放送】


★無用庵隠居修⾏１


10 10


11 11


12 12


00 [新]タッチ


#1-8


00 森村誠一の終着駅シリーズ


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


00 タッチ


#9-16


00 森村誠一の終着駅シリーズ


終着駅 新宿着あずさ22号の殺人同乗


者・消えた姉と三千万の⾏方…顔のない


脅迫者を追う!!


00 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 サ


クラソウは見ていた！死体に付いた花弁


と、女流画家の美しい罠


00 ショッピング情報


30 [終]帰ってきた時効警察


#9


30 ショッピング情報


00 テレメンタリー


15 フィギュアレジェンドプログラム▽羽生


結弦（世界フィギュア国別対抗戦


7 7


8 8


9 9


00 タッチ


#17-24


00 タッチ


#25-32


6 6


【テレ朝チャンネル2】 2021年9月第2週


4 4


5 5


00 昭和・平成 鉄道の時代


レールの上の「銀河」


東北・上越新幹線の変遷


よみがえる鉄道風景③


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #915


30 ショッピング情報


00 昭和・平成 鉄道の時代


路面電車特集


東北・上越新幹線の発展


蒸気機関車の魅力①


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #815


30 ショッピング情報


00 昭和・平成 鉄道の時代


上野駅物語


蒸気機関車の魅力②


ジョイフルトレインへの系譜


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #816


30 ショッピング情報


00 昭和・平成 鉄道の時代


第3セクター鉄道の誕生


私鉄特急特集


新型車両デビュー①


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







(8/13 ver.4)


　●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。


9月13日(月) 9月14日(火) 9月15日(水) 9月16日(木) 9月17日(金) 9月18日(土) 9月19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


15 ★オバケのQ太郎 #389


9月13日(月) 9月14日(火) 9月15日(水) 9月16日(木) 9月17日(金) 9月18日(土) 9月19日(日)


00 [終]特命係長 只野仁（2ndシーズ


ン）


#8-10


24 ★【ドラえもん1998年一挙放送】


レインボードロップ


ナビ・キャップ


大人をしかるIDカード


おしゃべりペットフード ほか


00 テレメンタリー


30 ショッピング情報


00 ワールドプロレスリング


タイチ大特集！！


00 ★ワールドプロレスリングLIVE2021


G1 CLIMAX 31（Bブロック開幕戦）


（大阪・大阪府立体育会館）


＜生中継＞


※延長の場合あり


00 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト 真壁刀義編


30 ★ウルトラB #47・48 30 ★ウルトラB #49・50 30 ★ウルトラB #51・52 30 ★ウルトラB #53・54


00 水曜どうでしょう Classic #8


30 ★おにぎりあたためますか #221


30 ★科捜研の女（2013-2014）


#12-15


00 水曜どうでしょう Classic #9


30 ★おにぎりあたためますか #222


30 ★[終]科捜研の女（2013-


2014）


#16


20 ★[新]警視庁・捜査一課長


Season2


#1・2


00 水曜どうでしょう Classic #10


30 ショッピング情報


00 京都迷宮案内（2000）


#3


00 ショッピング情報


00 水曜どうでしょう Classic #12


30 ★おにぎりあたためますか #225


00 ★麻雀最強戦2021


タイトルホルダー頂上決戦


【A卓】佐々木寿人・醍醐大・矢島亨・木


村和幸


【B卓】河野高志・柴田吉和・白鳥翔・浅


井堂岐


【決勝卓】


00 昭和・平成 鉄道の時代


「北斗星」その軌跡～ラストランまで


「青ガエル」熊本電鉄でラストラン


新型車両デビュー 小田急ロマンスカーの


系譜


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 タッチ


#55-68


00 ワールドプロレスリング


飯塚高史大特集！！


00★ワールドプロレスリングLIVE2021


G1 CLIMAX 31（Aブロック開幕戦）


（大阪・大阪府立体育会館）


＜生中継＞


※延長の場合あり


00 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト 鈴木みのる編


30 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト 柴田勝頼編


00 水曜どうでしょう Classic #13


30 ★おにぎりあたためますか #226


00 ワールドプロレスリング


オレの激闘！ベスト5 蝶野正洋編


00 ★【ドラえもん1998年一挙放送】


プラモが大脱走


四次元キャッチャー


キャンディでしつけよう


夢幻プラネタリウム


ミニミニ国会


だいこんダンスパーティー


つきつきペンダント


かきかえマップ


特賞！のび太温泉


王様セット ほか


00 昭和・平成 鉄道の時代


新線の開通④


地方の私鉄


大江戸線全通にむけて


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #875


30 ワールドプロレスリング


オレのメモリアルバウト 髙橋裕二郎編


00 ★ドラマスペシャル


「人間の証明」


30 ショッピング情報


00 ★渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送


vol10「個性的空間を内包する家」


#1361・#1366・#1372・#1403・


#1408・#1416・#1417・#1418・


#1422・#1446


55 ★渡辺篤史の建もの探訪


#1627・1583・1584


00 水曜どうでしょう Classic #11


30 ★おにぎりあたためますか #224


30 ショッピング情報


00 ★渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送


vol9「料理が楽しくなる家」


#1348・#1362・#1363・#1371・


#1377・#1376・#1383・#1412・


#1426・#1432


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2


女流プロ予選3組目


【対局者】黒沢咲・月江いくこ・山脇千文


美・足木優


30 女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流プロ予選4組目


【対局者】和泉由希子・井上絵美子・中山


奈々美・塚田美紀


30 女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流アマ予選1組目


 【対局者】及川奈央・椿姫彩菜・由井香


織・松本圭世


00 スポーツセレクション


22 22


23 23


24 24


00 特命係長 只野仁（1stシーズン）


#7-9


00 [終]特命係長 只野仁（1stシーズ


ン）


#10-11


40 [新]特命係長 只野仁（2ndシーズ


ン）


#1


00 特命係長 只野仁（2ndシーズン）


#2-4


25 25


26 26


00 特命係長 只野仁（2ndシーズン）


#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2


女流アマ予選2組目


【対局者】浅香唯・宮城舞・森上南・篠原


冴美


30 ★おにぎりあたためますか #223


16 16


17 17


18 18


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 #32


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 #33


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


30 ★警視庁・捜査一課長 Season2


#3-5


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 #34


30 ★警視庁・捜査一課長 Season2


#6-9


19 19


20 20


21 21


30 ★科捜研の女（2013-2014）


#8-11


13 13


14 14


15 15


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!?


55 森村誠一の終着駅シリーズ


殺人の花客 ランの花粉が暴くホテル密室


殺人!!


35 超ゴルフ塾～プロをやっつけろ！ #30


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 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


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!?


00 ★ドラマスペシャル


「黒の斜面」


10 10


11 11


12 12


00 ★渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送


vol6「景色が“ご馳走”になる家」


#1386・#1384・#1387・#1394・


#1368・#1367・#1378・#1414・


#1423・#1468


00 森村誠一の終着駅シリーズ


残酷な視界 裏窓の女の完全犯罪!!エ


リート銀⾏員転落死の謎!?罠に落ちた脅


迫者と割れた爪の⾏方


00 ★渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送


vol7「限られた空間を大きく使う家」


#1391・#1389・#1365・#1373・


#1398・#1400・#1404・#1406・


#1405・#1411


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…


00 おかしな刑事


居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 女


性弁護士殺人・池袋23時～荒川水門


24時、空白の60分 彼女はなぜ、レンタ


ルＤＶＤを一週間延滞したのか？


00 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 ★おかずのクッキング #714


00 ショッピング情報


30 ★激論！クロスファイア


（2021年7月4日放送分録画）


30 ショッピング情報


7 7


8 8


9 9


00 ★渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送


vol8「外部空間を一体化する家」


#1392・#1380・#1397・#1402・


#1407・#1410・#1415・#1425・


#1452・#1462


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!!


6 6


【テレ朝チャンネル2】 2021年9月第3週


4 4


5 530 ショッピング情報


00 人生の楽園 #989


30 ショッピング情報


00 昭和・平成 鉄道の時代


【特別編】 鉄道博物館特集


田沢湖線の歴史


00 昭和・平成 鉄道の時代


大宮工場特集(1)


大宮工場特集(2)


新線の開通②


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


00 昭和・平成 鉄道の時代


新線の開通③


碓氷峠鉄道文化むら①


碓氷峠鉄道文化むら②


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 昭和・平成 鉄道の時代


新幹線0系特集


懐かしの車両②


さよなら運転特集


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #874


00 昭和・平成 鉄道の時代


【特別編】鉄道の日特集（2017年）


00 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
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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


16 ★オバケのQ太郎 #390


9月20日(月) 9月21日(火) 9月22日(水) 9月23日(木) 9月24日(金) 9月25日(土) 9月26日(日)


00 ぶらぶら町中華


#57-59


30 ショッピング情報


00 京都迷宮案内（2000）


#4


00 ショッピング情報


30 ★おかずのクッキング #715


00 水曜どうでしょう Classic #18


30 ★おにぎりあたためますか #231


00  女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流アマ準決勝


【対局者】浅香唯・椿姫彩菜・宮城舞・由


井香織


00 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


00 ぶらぶら町中華


#54-56


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #915


30 ショッピング情報


00 タッチ


#69-76


00 スポーツセレクション


15 ★ドラマスペシャル


「上意討ち・拝領妻始末」


00 水曜どうでしょう Classic #19


30 ★おにぎりあたためますか #232


00 ワールドプロレスリング


オレの激闘！ベスト5 藤原喜明編


00 ★【ドラえもん1998年一挙放送】


#796-800


00 スポーツセレクション


（～引き続き）


女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流プロ準決勝2組目


【対局者】黒沢咲・山脇千文美・中山奈々


美・塚田美紀


00 人生の楽園 #1035


30 ショッピング情報


00 [終]特命係長 只野仁（3rdシーズ


ン）


#10


10 [新]嫉妬の香り


#1


00 女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流プロ準決勝1組目


【対局者】菅原千瑛・上野あいみ・小笠原


奈央・大亀あすか


00 女流雀士プロアマNo.1決定戦


てんパイクイーン シーズン2


女流プロ準決勝2組目


【対局者】黒沢咲・山脇千文美・中山奈々


美・塚田美紀（～6:00まで）


00 ぶらぶら町中華


#48-50


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #1033


30 ショッピング情報


00 ★秘湯ロマン一挙放送vol8


「山間の温泉宿」


#351


新潟県 栃尾又温泉


#352


新潟県 清津峡湯元温泉


#354


岐阜県 平湯温泉


#372


栃木県 幸乃湯温泉


#374


秋田県 蒸ノ湯温泉


#392


和歌山県 高野山温泉


#409


岐阜県 新穂高温泉


#410


岐阜県 下島温泉


#438


富山県 黒部・宇奈月温泉 ほか


00 ぶらぶら町中華


#51-53


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #1034


30 ショッピング情報


00 ★秘湯ロマン一挙放送vol9


「貸切風呂がある宿」


#356


静岡県 網代山温泉


#377


新潟県 村杉温泉


#389


宮城県 鬼首温泉


#404


山梨県 神の湯温泉


#420


兵庫県 有馬温泉


#421


兵庫県 城崎温泉


#435


静岡県 戸田温泉


#456


千葉県 小糸川温泉 ほか


00 9月13日の協奏曲 男子新体操オン


ライン選手権密着スペシャル


00 水曜どうでしょう Classic #17


30 ★おにぎりあたためますか #230


00 男子新体操全国オンライン選手権


2021


＜生中継＞


00 麻雀最強戦2020


ファイナル1st


【D卓】前田直哉・新津潔・宮内悠介・井


上絵美子


15 臨場 続章


#2・3


00 秘湯ロマン #440▽長野県 唐沢鉱泉／坂


巻温泉「坂巻温泉旅館」／乗鞍高原温泉「山水


館 信濃」


#441▽長野県 崖の湯温泉「薬師平茜宿」／


美ヶ原温泉「旅館すぎもと」／小谷温泉「大湯元


山田旅館」


25


26 26


27 27


30 ★【ドラえもん1998年一挙放送】


正夢まくら


願いごと引きかえ機


猛獣ペット化手ぶくろ


自分だけ早回し時計


冗談マイク


サポーターチアホーン


天使のリング


マルネット ほか


24 ★【ドラえもん1998年一挙放送】


ミカタスキ


二次元収納カメラ


おてがるサーフボード


思い出体験アルバム


空中ガーデン


お座敷海水浴セット


ホンネミラー


チョッキンバコ


のび太運送はいかが ほか


00 スポーツセレクション


（～7:00まで）


22 22


23 23


24 24


00 [新]特命係長 只野仁（3rdシーズ


ン）


#1-3


00 特命係長 只野仁（3rdシーズン）


#4-6


19 19


20 20


21 21


30 ★[終]警視庁・捜査一課長


Season2


#10


30 ★おにぎりあたためますか #229


00 水曜どうでしょう Classic #14


30 ★おにぎりあたためますか #227


30 臨場


#4-7


00 水曜どうでしょう Classic #15


30 ★おにぎりあたためますか #228


30 [終]臨場


#8-10


00 [新]臨場 続章


#1


00 水曜どうでしょう Classic #16


25


00 特命係長 只野仁（3rdシーズン）


#7-9


24 ★【ドラえもん1998年一挙放送】


あとさき日記


ミスター・ムードアップ


おしゃべりスプレー


復元ライト


友だちのワ投げ


アンタガ主役バッジ


ほんもの辞典


未来ままごとシート


のび太は名探偵?! ほか


16 16


17 17


18 18


00 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


00 麻雀最強戦2020


ファイナル1st


【B卓】新井啓文・滝沢和典・安部颯斗・


近藤誠一


51 じゃりン子チエ #35


00 麻雀最強戦2020


ファイナル1st


【C卓】多井隆晴・鈴木大介・二階堂亜


樹・三浦智博


00 じゃりン子チエ #36


00 麻雀最強戦2020


全国アマチュア最強位


【決勝卓】


15 ★オバケのQ太郎 #391


30 臨場 続章


#4-7


00 バドミントン 全英オープン2021


決勝


＜録画＞


00 スポーツセレクション


13 13


14 14


15 15


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


20 [新]臨場


#1・3


10


11 11


12 12


00 ★秘湯ロマン一挙放送vol6


「鍋が人気の宿」


#359


富山県 大牧温泉


#373


栃木県 奥塩原新湯温泉


#379


山形県 蔵王温泉


#386


岩手県 瀬美温泉


#408


三重県 湯の山温泉


#415


静岡県 コンヤ温泉


#433


栃木県 芦野温泉


#434


静岡県 堂ヶ島温泉


#452


山梨県 奥山温泉 ほか


00 ★秘湯ロマン一挙放送vol7


「絶景風呂が自慢の宿」


#348


群馬県 たんげ温泉


#362


群馬県 法師温泉


#401


新潟県 麒麟山温泉


#439


富山県 鯰温泉


#440


長野県 唐沢鉱泉


#446


長野県 中棚温泉


#451


静岡県 伊東温泉


#457


茨城県 五浦温泉


#458


神奈川県 鶴巻温泉 ほか


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…


00 ショッピング情報


7 7


8 8


9


00 ★秘湯ロマン一挙放送vol10


「東北特集」


#322


青森県 浅虫温泉


#331


宮城県 鎌先温泉


#337


秋田県 岩倉温泉


#338


福島県 甲子温泉


#342


宮城県 青根温泉


#343


秋田県 新玉川温泉


#344


岩手県 松川温泉


#400


福島県 東山温泉 ほか


00 鉄道おんな捜査官


（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 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


30 ★[終]津田大介 日本にプラススペ


シャル


30 ショッピング情報


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…


9


6 6


【テレ朝チャンネル2】 2021年9月第4週


4 4


5 5


00 昭和平成鉄道の時代


鉄道の日特集（2018年）


00 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～ #2


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #818


30 ショッピング情報


00 ぶらぶら町中華


#45-47


30 ショッピング情報


00 人生の楽園 #1032


30 ショッピング情報


35 超ゴルフ塾～プロをやっつけろ！ #31


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


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


40 ★鉄道おんな捜査官


（2002年10月5日）


私は殺された…鳴門の渦に女の叫び！携


帯に死者の声・都電荒川線が解く殺人ト


リック


20 美味しんぼ #58


10
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9月27日(月) 9月28日(火) 9月29日(水) 9月30日(木) 10月1日(金) 10月2日(土) 10月3日(日)


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


54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS


9月27日(月) 9月28日(火) 9月29日(水) 9月30日(木) 10月1日(金) 10月2日(土) 10月3日(日)


（～引き続き）


スポーツセレクション


20 おかずのクッキング #711


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 ★フィギュアスケート ジュニアグランプ


リシリーズ2021


第1戦フランス大会


男子フリー


00 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッ


パ編▽チェコ1 夏のボヘミア地方の旅


（～引き続き）


メンテナンスのため休止


00 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


40 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


00 ★フィギュアスケート ジュニアグランプ


リシリーズ2021


第1戦フランス大会


アイスダンス


（～引き続き）


スポーツセレクション


20 おかずのクッキング #709


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


00 ★フィギュアスケート ジュニアグランプ


リシリーズ2021


第1戦フランス大会


男子ショート


00 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッ


パ編▽オランダ1 春のオランダ鉄道の旅


（～引き続き）


スポーツセレクション


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 ★新・法医学教室の事件ファイル


（1996/5/11）


バラバラ死体が無実の証拠に！？女医が


信じた殺人犯


00 ★フィギュアスケート ジュニアグランプ


リシリーズ2021


第1戦フランス大会


女子ショート


25


20


9


25


26 26


27 27


00 スポーツセレクション


（～7:00まで）


00 スポーツセレクション


（～7:00まで）


00 スポーツセレクション


（～7:00まで）


22 22


23 23


24 24


19 19


20


21 21


16 16


17 17


18 18


54 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


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 #37


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】


30 じゃりン子チエ #38


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15 15


12 12


13 13


14 1420 美味しんぼ #59


40 新・法医学教室の事件ファイル


（1994/7/9）


死体が嘘をついた！？女医が解剖する殺


人トリック


20 美味しんぼ #62 20 美味しんぼ #63 20 美味しんぼ #64


9


10 10


11 11


00 メンテナンスのため休止


（～7:00まで）


00 スポーツセレクション


6 6


【テレ朝チャンネル2】 2021年9月第5週


4 4


5 5


7 7


8 8








WED THU FRI SAT SUN
06:00 タイ・カップ 06:00 海外特派員 06:00 ストレンジャー・ザン・パラダイス 06:00 ダンサー・イン・ザ・ダーク 06:00 インスタント・ファミリー
08:15 マンマ・ミーア！ 08:15 キャデラック・カウボーイ 07:45 ダウン・バイ・ロー 08:30 きみに読む物語 ～本当の家族見つけました～
10:15 情報番組 10:15 暁に祈れ［R15+］ 09:45 情報番組 11:00 ロード・オブ・ザ・リング 08:15 ニア・ダーク／月夜の出来事
10:45 シノーラ 12:30 デビル（1997） 10:15 ラ・ラ・ランド 14:15 ロード・オブ・ザ・リング／ 10:00 プロフェッショナル（1966）
12:30 アサシン クリード 【金曜ロードショー版】 12:30 レヴェナント：蘇えりし者［R15+］ 二つの塔 12:15 情報番組
14:45 パニック・ルーム 14:30 THE LAW　刑事の掟 15:15 サイド・エフェクト［R15+］ 17:30 ロード・オブ・ザ・リング／ 12:45 ゴースト・イン・ザ・シェル
17:00 プロジェクトA 16:30 情報番組 17:15 プロジェクト・イーグル 王の帰還 14:45 バーティカル・リミット
19:00 ザ・センチネル／陰謀の星条旗 17:00 プロジェクトA2／史上最大の標的 19:15 新喜劇王 21:00 キングコング： 17:00 トリプルＸ
21:00 アサシン クリード 19:00 パシフィック・リム： 21:00 サスペリア（2018）［R15+］ 髑髏島の巨神［PG12］ 19:15 トリプルＸ　ネクスト・レベル
23:15 シングルマン アップライジング 23:45 オーヴァーロード［R15+］ 23:15 死霊館［PG12］ 21:00 ゴースト・イン・ザ・シェル
01:15 ハロウィン（2018）［R15+］ 21:00 TIME／タイム 01:45 ブラック・スネーク・モーン 01:15 8mm［PG-12］ 23:00 ナイブズ・アウト／
03:30 ふたりの女王　 23:00 ザ・バニシング－消失－ ［PG-12］ 03:45 ビリーブ　未来への大逆転 名探偵と刃の館の秘密


メアリーとエリザベス 01:00 デビル（1997） 03:45 ホイットニー・ヒューストン／ 01:30 評決のとき
03:15 アパートの鍵貸します スパークル 04:15 マイ・ブルーベリー・ナイツ
05:30 情報番組


MON TUE WED THU FRI SAT SUN
06:00 デュラン・デュラン： 06:00 レッキング・クルー 06:00 白い暴動 06:00 Tommy／トミー 06:00 シノーラ 06:00 レッド・エージェント　愛の亡命 06:00 ボーイズ・ライフ


アンステージド［PG12相当］ 伝説のミュージシャンたち 07:45 マンマ・ミーア！ 08:00 シングルマン 07:45 ステルス 07:45 エクストラクション 08:00 TIME／タイム
08:00 ヴェラクルス 08:00 ビッグ・バグズ・パニック ヒア・ウィー・ゴー 10:00 情報番組 10:00 情報番組 09:30 ふたりの女王　 10:00 ブラック・ライダー
09:45 情報番組 09:45 情報番組 10:00 プロフェッショナル（1966） 10:30 デスペラード 10:30 ゴーストライダー メアリーとエリザベス 12:00 ファースト・マン
10:15 パニック・ルーム 10:15 英国王のスピーチ 12:30 バック・トゥ・ザ・フューチャー 12:30 バック・トゥ・ザ・フューチャー 12:30 キングコング： 11:45 情報番組 14:30 クワイエット・プレイス
12:30 レッド・エージェント　愛の亡命 12:30 バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2［PG12］【日曜洋画劇場版】 PART3【日曜洋画劇場版】 髑髏島の巨神［PG12］ 12:15 ホビット　思いがけない冒険 16:30 ミッション：インポッシブル／
14:15 情報番組 ［PG12］ 【日曜洋画劇場版】 14:30 サブウェイ123　激突 14:45 インクレディブル・ハルク 14:45 ローン・サバイバー［PG12］ 15:15 ホビット　竜に奪われた王国 フォールアウト
14:45 ロッキー 14:45 情報番組 16:30 ドラゴン危機一発 16:45 ドラゴン怒りの鉄拳 17:00 最後のブルース・リー／ 18:15 ホビット　決戦のゆくえ 19:15 アポロ11　完全版
17:00 ロッキー２ 15:15 ロッキー４／炎の友情 18:30 クリード　チャンプを継ぐ男 18:45 クリード　炎の宿敵 ドラゴンへの道 21:00 メッセージ（2016） 21:00 ファースト・マン
19:15 ロッキー３ 17:00 ロッキー５／最後のドラマ 21:00 恋におちたシェイクスピア［R15+］ 21:00 ギルバート・グレイプ 19:00 MEG ザ・モンスター 23:15 ザ・センチネル／陰謀の星条旗 23:30 ガガーリン　世界を変えた108分
21:00 ダンス・ウィズ・ウルブズ［PG12］ 19:00 ロッキー・ザ・ファイナル 23:15 バック・トゥ・ザ・フューチャー 23:15 バック・トゥ・ザ・フューチャー 21:00 キングコング： 01:15 カジュアリティーズ 01:45 誰よりも狙われた男
00:15 アサシン クリード 21:00 依頼人（1994） PART2［PG12］ PART3 髑髏島の巨神［PG12］ 03:30 フィッシャー・キング 04:00 キッズ・オールライト［R15+］
02:45 お熱い夜をあなたに 23:15 バック・トゥ・ザ・フューチャー 01:15 ダンサー・イン・ザ・ダーク 01:30 ノア　約束の舟 23:15 レプリカズ
05:30 情報番組 ［PG12］ 04:00 キャデラック・カウボーイ 04:00 私の中のあなた 01:30 アウトブレイク


01:30 ボルサリーノ 04:00 ザ・バニシング－消失－
03:45 メイド・イン・アメリカ（2013）
05:30 情報番組


MON TUE WED THU FRI SAT SUN
06:00 甘い生活 06:00 メンテナンスのため休止します 06:00 魂のジュリエッタ 06:00 ムーミン谷と 06:00 サブウェイ123　激突 06:00 デスペラード 06:00 刑事ジョン・ブック／目撃者
09:15 情報番組 07:00 きみに読む物語 08:30 レッド・エージェント　愛の亡命 ウィンターワンダーランド 08:00 アイスマン　宇宙最速の戦士 08:00 ゴーストライダー 08:00 インクレディブル・ハルク
09:45 L.A.コンフィデンシャル［PG12相当］ 09:15 情報番組 10:30 ブラック・ライダー 07:45 アイスマン（2014） 09:45 情報番組 10:00 バベットの晩餐会 10:00 夕陽の用心棒
12:30 バーティカル・リミット 09:45 ナイト・オン・ザ・プラネット 12:30 マンマ・ミーア！ 09:45 情報番組 10:15 8mm［PG-12］ 12:00 情報番組 12:15 キングコング：
14:45 THE LAW　刑事の掟 12:30 ステルス ヒア・ウィー・ゴー 10:15 恋におちたシェイクスピア［R15+］ 12:30 メッセージ（2016） 12:30 キャノンボール 髑髏島の巨神［PG12］
16:30 情報番組 14:45 パージ：エクスペリメント［R15+］ 14:45 ハロウィン（2018）［R15+］ 12:30 RONIN【ゴールデン洋画劇場版】 14:45 コードネーム U.N.C.L.E. 【ゴールデン洋画劇場版】 14:45 ザ・シネマ流　レコメン道場　#3
17:00 サブウェイ123　激突 16:30 情報番組 16:45 ミッション：インポッシブル 14:30 ボーイズ・オン・ザ・サイド 17:00 Ｍ：ｉ：ＩＩＩ 14:15 スパルタンX 15:15 ブレードランナー
19:00 ダイアナ 17:00 ザ・バニシング－消失－ 18:45 キャピタリズム　マネーは踊る 16:45 Ｍ：Ｉ-２ 19:15 クワイエット・プレイス 16:15 プロジェクトA【日曜洋画劇場版】 17:45 ブレードランナー 2049［PG12］
21:00 コンテイジョン 19:00 デビル（1997） 21:00 マネー・ショート　華麗なる大逆転 19:00 ミステリー・トレイン［PG12相当］ 21:00 メッセージ（2016） 18:15 香港国際警察／NEW POLICE STORY 21:00 キングコング：
23:00 プロジェクトA 21:00 アウトブレイク 23:30 プロジェクト・イーグル 21:00 RONIN 23:15 アイスマン　宇宙最速の戦士 20:30 ザ・シネマ流　レコメン道場　#3 髑髏島の巨神［PG12］
01:00 メンテナンスのため休止します 23:30 プロジェクトA2／史上最大の標的 01:45 五福星 23:15 アイスマン（2014） 01:00 七福星 21:00 ランペイジ 巨獣大乱闘 23:15 パシフィック・リム：


01:30 モンキー・マジック　孫悟空誕生 03:45 デッドマン［PG12相当］ 01:15 香港発活劇エクスプレス　大福星 03:00 レヴェナント：蘇えりし者［R15+］ 23:00 MEG ザ・モンスター アップライジング
03:45 青春群像 03:15 依頼人（1994） 01:15 ビッグ・バグズ・パニック 01:30 暁に祈れ［R15+］


05:30 情報番組 03:00 ヒート 03:45 ビッグ・フィッシュ


MON TUE WED THU FRI SAT SUN
06:00 情報番組 06:00 ミステリー・トレイン［PG12相当］ 06:00 サイコ（1960） 06:00 サード・パーソン［PG12相当］ 06:00 エクストラクション 06:00 ローン・サバイバー［PG12］ 06:00 ダイアナ
06:30 影なき狙撃者 08:00 ザ・ファン 08:00 デビル（1997） 08:30 ザ・センチネル／陰謀の星条旗 07:45 ブレードランナー 08:15 ダンス・ウィズ・ウルブズ［PG12］ 08:00 ロイヤル・ナイト
09:00 誰よりも狙われた男 10:15 香港国際警察／NEW POLICE STORY 10:00 情報番組 10:45 プロジェクトA2／史上最大の標的 10:00 情報番組 11:30 ザ・シネマ流　レコメン道場　#3 英国王女の秘密の外出［PG12］
11:15 ミッション：インポッシブル 12:30 トリプルＸ 10:30 夕陽の用心棒 【ゴールデン洋画劇場版】 10:30 インクレディブル・ハルク 12:00 パシフィック・リム： 10:00 大いなる西部
13:15 Ｍ：Ｉ-２ 14:45 トリプルＸ　ネクスト・レベル 12:30 クワイエット・プレイス 12:45 プロジェクト・イーグル 12:30 ランペイジ 巨獣大乱闘 アップライジング 13:00 情報番組
15:30 Ｍ：ｉ：ＩＩＩ 16:45 情報番組 14:30 コンテイジョン 【ゴールデン洋画劇場版】 14:30 ナイブズ・アウト／ 14:00 情報番組 13:30 レヴェナント：蘇えりし者［R15+］
17:45 ミッション：インポッシブル／ 17:15 ボーイズ・ライフ 16:30 情報番組 15:00 五福星【ゴールデン洋画劇場版】 名探偵と刃の館の秘密 14:30 バック・トゥ・ザ・フューチャー 16:15 MEG ザ・モンスター


フォールアウト 19:15 ロイヤル・ナイト 17:00 サイド・エフェクト［R15+］ 17:00 香港発活劇エクスプレス 大福星 17:00 シングルマン ［PG12］ 18:30 アウトブレイク
20:30 ザ・シネマ流　レコメン道場　#3 英国王女の秘密の外出［PG12］ 19:00 レプリカズ 【金曜ロードショー版】 19:00 TIME／タイム 16:45 バック・トゥ・ザ・フューチャー 21:00 レヴェナント：蘇えりし者［R15+］
21:00 コードネーム U.N.C.L.E. 21:00 恋におちたシェイクスピア［R15+］ 21:00 クワイエット・プレイス 18:45 七福星【木曜洋画劇場版】 21:00 ランペイジ 巨獣大乱闘 PART2［PG12］ 23:45 ギルバート・グレイプ
23:15 死霊館［PG12］ 23:15 アナベル　死霊館の人形［PG12］ 23:00 死霊館　 20:30 ザ・シネマ流　レコメン道場　#3 23:00 死霊館のシスター 18:45 バック・トゥ・ザ・フューチャー 02:00 ゴーストライダー
01:15 ドラゴン危機一発 01:15 ドラゴン怒りの鉄拳 エンフィールド事件［PG12］ 21:00 ハロウィン（2018）［R15+］ 01:00 スパルタンＸ PART3 04:00 ジェイド［R15相当］
03:15 時の翼にのって／ 03:30 エディット・ピアフ　～愛の讃歌～ 01:30 最後のブルース・リー／ 23:00 アナベル　死霊人形の誕生［PG12］ 03:00 マネー・ショート　華麗なる大逆転 21:00 アナベル　死霊博物館


ファラウェイ・ソー・クロース！ ドラゴンへの道 01:15 キャノンボール 05:30 情報番組 23:00 パニック・ルーム
03:30 クリード　チャンプを継ぐ男 03:00 クリード　炎の宿敵 01:15 ノア　約束の舟


05:30 情報番組 03:45 英国王のスピーチ


MON TUE WED THU FRI
06:00 ニア・ダーク／月夜の出来事 06:00 夢の涯てまでも 06:00 メンテナンスのため休止します 06:00 マイ・ブルーベリー・ナイツ
07:45 評決のとき 【ディレクターズカット版】 07:00 アナザー・カントリー 07:45 ナイブズ・アウト／
10:30 情報番組 11:00 パリ、恋人たちの影 08:45 情報番組 名探偵と刃の館の秘密
11:00 ジェラシー（2013） 12:30 アサシン クリード 09:15 大いなる西部 10:15 コードネーム U.N.C.L.E.
12:30 レプリカズ 14:45 エクストラクション 12:30 ラ・ラ・ランド 12:30 L.A.コンフィデンシャル［PG12相当］
14:30 刑事ジョン・ブック／目撃者 16:30 情報番組 14:45 デスペラード 【ゴールデン洋画劇場版】
16:30 情報番組 17:00 五福星 16:45 香港発活劇エクスプレス　大福星 14:45 依頼人（1994）
17:00 パージ：エクスペリメント［R15+］ 19:00 バベットの晩餐会 18:30 ファースト・マン 17:15 七福星
19:00 ヤング・シャーロック／ 21:00 ゴースト・イン・ザ・シェル 21:00 ラ・ラ・ランド 19:00 コンテイジョン


ピラミッドの謎 23:00 THE LAW　刑事の掟 23:15 サード・パーソン［PG12相当］ 21:00 サイド・エフェクト［R15+］
21:00 ステルス 01:00 メンテナンスのため休止します 01:45 オーヴァーロード［R15+］ 23:00 L.A.コンフィデンシャル［PG12相当］
23:15 ボーイズ・オン・ザ・サイド 04:00 新喜劇王 01:45 THE INFORMER／三秒間の死角
01:30 カジュアリティーズ 04:00 ボーイズ・ライフ
03:45 ヒンデンブルグ


　 　 1 2 3 4 5
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27 28 29 30








5:00 中国ドラマ「陳情令」 #2


5:55 新作ステーション 〜「アンダードッグ ⼆⼈の男」


6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #11


7:25 新作ステーション 〜「アンダードッグ ⼆⼈の男」


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〜」 #98


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」 #11


11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #17


13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #37-#38


15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #15


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


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」 #57


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」 #58


※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


※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」 #9


0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #12


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #40


2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #9


3:25 新作ステーション 〜「アンダードッグ ⼆⼈の男」


3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #5


5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #4 5:00 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」2話連続 #7-#8 5:00 タイドラマ「Still 2gether」 #4


7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 5:55 新作ステーション 〜「君が描く光」 7:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 6:00 タイドラマ「Still 2gether」 #5


3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #13 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


7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:25 新作ステーション 〜「君が描く光」 8:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #3 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:30 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #4 8:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #6


19:00 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〜」 #100 11:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #5 9:30 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #7


20:15 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


21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:30 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #15 13:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」第1話先⾏放送 11:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #1-#2


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〜」 #13 11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #19 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


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〜」 #14 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #41-#42 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #3-#4


19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #59 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #1 15:30 韓国ドラマ「今⽇もタンバリンを叩きます」【ドラマステージ＜tvN＞】 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #60 17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #38 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


15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #16 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」 #17


3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #6 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #61 18:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #15 18:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #18


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〜」 #99 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」 #16 20:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #19


6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #12 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #62 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－」 #28


0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #13 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:30 韓国映画「君が描く光」 22:55 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」 #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〜」 #14 0:45 韓国映画「アンダードッグ ⼆⼈の男」 23:25 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #29


13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #39-#40 0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #14 2:35 韓国映画「僕の中のあいつ」 0:20 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #30


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #41 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #42 4:55 アジアドラマチックTVからのお知らせ 1:15 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #96


5:00 中国ドラマ「陳情令」 #3 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #32 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〜」 #97


2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #31 3:25 新作ステーション 〜「君が描く光」 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〜」 #98


17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #37 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #7 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〜」 #99


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〜」 #100


　　　　


2021/8/30（⽉） 2021/8/31（⽕） 2021/9/1（⽔）


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


9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♪


本当の家族の絆とは何か︖
実⼒派⼥優⼆⼈が描く究極の
感動作︕


★9/4（⼟）22:30〜放送


©ZIO Entertainment Corp.


韓国ドラマ「今⽇もタンバリンを叩きます」 韓国映画「君が描く光」


⾼スペックな契約社員が職場
で⽣き残るべくタンバリン塾
に通い始める︕︖


★9/4（⼟）15:30〜放送


©CJ E&M Corporation, all rights reserved







5:00 中国ドラマ「陳情令」 #5 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #6 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #7


5:55 新作ステーション 〜「君の⾹り」 5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 5:55 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」


6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #14 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #15 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #16


7:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 7:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」


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〜」 #101 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〜」 #102 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〜」 #103


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」 #12 9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #13 9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #14


11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #20 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #1 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #2


13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #43-#44 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #45-#46 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #47-#48


15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #2 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #3 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #4


17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #31 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #32 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #33


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」 #63 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #65 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #67


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」 #64 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #66 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #68


※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」 #10 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #11 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #12


0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #15 0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #16 0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #17


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #43 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #44 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #45


2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #10 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #11 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #12


3:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 3:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」


3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #8 3:30 ほっとひといき♪〜癒しの時間 by miro #1 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #9


3:55 放送休⽌（5分）
4:00 「ソウルドラマアワード2018授与式 前編」


5:00 中国ドラマ「陳情令」 #8 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #9 5:00 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」2話連続 #9-#10 5:00 韓国映画「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 #4 5:55 新作ステーション 〜「君の⾹り」 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 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #17 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #18 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 8:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #11


7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 7:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 8:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #8 9:30 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #12


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「ドクターズ〜恋する気持ち」 #9 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〜」 #104 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〜」 #105 11:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #10 11:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #5-#6


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〜」 #16 9:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」第1話先⾏放送 13:00 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #1-#2 13:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #7-#8


11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #3 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #4 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「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #49-#50 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #51-#52 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


15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #5 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #6 15:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #3-#4 16:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #2


17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #39 17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #40 17:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 18:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #3


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「浪漫ドクター キム・サブ」 #4


19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #69 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #71 18:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #20 22:00 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #31


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「浪漫ドクター キム・サブ」 #1 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」 #70 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #72 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－」 #32


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 中韓合作映画「君の⾹り」 0:20 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #33


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〜」 #15 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〜」 #16 0:30 韓国映画「神と共に　第⼀章︓罪と罰」 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〜」 #101


0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #18 0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #19 3:05 韓国映画「アンダードッグ ⼆⼈の男」 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〜」 #102


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #46 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #47 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〜」 #103


2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #33 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #34 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〜」 #104


3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 3:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 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〜」 #105


3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #10 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #11


　　　　


2021/9/6（⽉） 2021/9/7（⽕） 2021/9/8（⽔）


2021/9/9（⽊） 2021/9/10（⾦） 2021/9/11（⼟） 2021/9/12（⽇）


9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＆キム・ソヨン主
演︕史上最強のセレブ検事の
スリリングで最⾼にキュート
なラブコメディ︕


★9/7（⽕）11:30〜スタート
©SBS


韓国ドラマ「検事プリンセス」 中韓合作映画「君の⾹り」


パク・シフが中国映画に初主
演︕運命に導かれた⼆⼈の国
境を越えたラブストーリー︕


★9/11（⼟）22:30〜放送


© 2014 FLYNG VISION FILM & TV MEDIA 
ADVERTISING (BEIJING) CO., LTD. All Rights 
Reserved







5:00 中国ドラマ「陳情令」 #10 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #11 7:00 ほっとひといき♪〜癒しの時間 by miro #2


5:55 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 7:25 新作ステーション 〜「王の預⾔書」


6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #19 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #20 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


7:25 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 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〜」 #108


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 9:00 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〜」 #106 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〜」 #107 9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #1


9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #7


9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #15 9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #16 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #57-#58


11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #5 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #6 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #9


13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #53-#54 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #55-#56 17:30 中国ドラマ「陳情令」スペシャル編


15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #7 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #8 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #34 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #35 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #77


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 20:15 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」 #73 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #75 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #78


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 21:30 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」 #74 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #76 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #15


※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 0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #1


※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」 #13 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #14 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #49


0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #20 0:00 「ソウルドラマアワード2018授与式 前編」 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #14


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #48 1:00 放送休⽌（6時間） 3:25 新作ステーション 〜「王の預⾔書」


2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #13 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #13


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「たった⼀⼈の私の味⽅」 #12


5:00 中国ドラマ「陳情令」 #12 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #13 5:00 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」2話連続 #11-#12 5:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #1


5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 5:55 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 7:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 6:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #2


6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #21 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #22 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 #5 7:25 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 8:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #13 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「ドクターズ〜恋する気持ち」 #14 8:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #16


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〜」 #109 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〜」 #110 11:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #15 9:30 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #17


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「⾵と雲と⾬」 #1 9:30 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #2 13:00 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #5-#6 11:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #9-#10


11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #8 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #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 #59-#60 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #61-#62 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #11-#12


15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #10 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #11 15:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #7-#8 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〜」 #41 17:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #1 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「浪漫ドクター キム・サブ」 #7


19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #79 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #81 18:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #5 18:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #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「浪漫ドクター キム・サブ」 #6 20:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #9


20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #80 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #82 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－」 #34


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「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 22:55 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


22:00 韓国ドラマ「⽂集」【ドラマステージ＜tvN＞】 22:00 韓国ドラマ「時間切れ」【ドラマステージ＜tvN＞】 0:50 中国映画「バウンティ・ハンターズ」 23:25 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #35


0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #2 0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #3 2:50 韓国映画「王の預⾔書」 0:20 中国ドラマ「陳情令」スペシャル編


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #50 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #51 4:50 東北の海の幸 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〜」 #106


2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #35 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #36 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〜」 #107


3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 3:25 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 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〜」 #108


3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #14 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #15 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〜」 #109


1.1771 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #110


　　　　


2021/9/13（⽉） 2021/9/14（⽕） 2021/9/15（⽔）


2021/9/16（⽊） 2021/9/17（⾦） 2021/9/18（⼟） 2021/9/19（⽇）


9⽉
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表


公式Twitter
番組情報をお届け♪


⼈気漫画原案︕クラシック⾳
楽の世界が舞台︕⼀流⾳楽ス
タッフが贈るロマンティック
な⻘春ドラマ︕


★9/17( ⾦) 17: 30〜スタート


©⼆ノ宮知⼦・講談社/ EE-Media Co., Ltd


中国ドラマ
「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」


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︕


★9/16(⽊) 9:30〜スタート


© 2020 TV Chosun


韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」







5:00 中国ドラマ「陳情令」 #14 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #15 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #16


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


6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #23 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #24 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #25


7:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 7:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」


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〜」 #111 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〜」 #112 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〜」 #113


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「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #2 9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #3 9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #4


11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #10 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #11 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #12


13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #63-#64 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #65-#66 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #67-#68


15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #12 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #13 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #14


17:30 タイドラマ「Still 2gether」 #1 17:30 タイドラマ「Still 2gether」 #2 17:30 タイドラマ「Still 2gether」 #3


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」 #83 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #85 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #87


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」 #84 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #86 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #88


※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」 #16 22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #1 22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #2


0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #4 0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #5 0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #6


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #52 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #53 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #54


2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #15 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #16 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #17


3:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 3:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」


3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #16 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #17 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #18


5:00 中国ドラマ「陳情令」 #17 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #18 5:00 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」2話連続 #13 5:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #3


5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 5:55 新作ステーション 〜「君の⾹り」 6:00 中国ドラマ「陳情令」スペシャル編 6:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #4


6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #26 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #27 7:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 7:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 8:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #18 8:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #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〜」 #114 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〜」 #115 9:30 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #19 8:45 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #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 11:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #20 9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #3


9:30 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #3 9:30 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #4 12:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 10:15 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #4


11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #13 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #14 13:00 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #9-#10 11:00 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 #69-#70 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #71-#72 14:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 11:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #13-#14


15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #15 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #16 15:00 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


17:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #2 17:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #3 15:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #11-#12 13:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #15-#16


19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 17:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 15:00 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」 #89 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #91 17:30 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


20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 18:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #10 16:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #12


20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #90 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #92 20:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #11 18:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #13


21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #14


22:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #1 22:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #2 22:30 韓国映画「神と共に　第⼀章︓罪と罰」 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #7 0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #8 1:05 中韓合作映画「君の⾹り」 22:30 韓国映画「神と共に　第⼆章︓因と縁」


1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #55 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #56 3:05 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〜」 #111


2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #37 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #38 4:55 アジアドラマチックTVからのお知らせ 2:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #112


3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 3:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 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〜」 #113


3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #19 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #20 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〜」 #114


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〜」 #115


　　　　


2021/9/20（⽉） 2021/9/21（⽕） 2021/9/22（⽔）


2021/9/23（⽊） 2021/9/24（⾦） 2021/9/25（⼟） 2021/9/26（⽇）


9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♪


K-POPアイドルたちの夢の競
演︕世界⼀を⽬指すチキン店
を舞台に若者たちが奮闘する
⻘春ラブコメディ


★9/15( ⽔) 9: 30〜スタート


©2020「最⾼のチキン」⽇本版製作委員会


韓国ドラマ
「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」


⽣時代の⽂集を偶然⼿にした
ことからよみがえる17歳の
記憶…。ほろ苦い⻘春と⼼温
まる物語︕


★9/16（⽊）22:00〜放送


©CJ E&M Corporation, all rights reserved


韓国ドラマ「⽂集」







5:00 中国ドラマ「陳情令」 #19 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #20 7:00 ほっとひといき♪〜癒しの時間 by miro #3


5:55 新作ステーション 〜「無垢なる証⼈」 5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 7:25 新作ステーション 〜「無垢なる証⼈」


6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #28 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #29 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


7:25 新作ステーション 〜「無垢なる証⼈」 7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 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〜」 #118


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 9:00 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〜」 #116 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〜」 #117 9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #7


9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 11:30 韓国ドラマ「パク代理の秘密の私⽣活」【ドラマステージ＜tvN＞】


9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #5 9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #6 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #77-#78


11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #15 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #16 15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #3


13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #73-#74 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #75-#76 17:30 韓国ドラマ「遠⾜に⾏く⽇」【ドラマステージ＜tvN＞】


15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #1 15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #2 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


17:30 タイドラマ「Still 2gether」 #4 17:30 タイドラマ「Still 2gether」 #5 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #97


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 20:15 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」 #93 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #95 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #98


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 21:30 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」 #94 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #96 22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #5


※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 0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #10


※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「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #3 22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #4 1:30 タイドラマ「2gether」 #2


0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #9 0:00 「ソウルドラマアワード2018授与式 後編」 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #19


1:30 タイドラマ「2gether」 #1 1:00 放送休⽌（6時間） 3:25 新作ステーション 〜「無垢なる証⼈」


2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #18 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #22


3:25 新作ステーション 〜「無垢なる証⼈」


3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #21


5:00 中国ドラマ「陳情令」 #21


5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5


6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #30


7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5


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〜」 #119


9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


9:30 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #5


11:30 韓国ドラマ「B主任とラブレター」【ドラマステージ＜tvN＞】


13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #79-#80


15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #4


17:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #4


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」 #99


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」 #100


21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ


22:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #3


0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #11


1:30 タイドラマ「2gether」 #3


2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #39


3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5


3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #23


2021/9/27（⽉） 2021/9/28（⽕） 2021/9/29（⽔）


2021/9/30（⽊） 2021/10/1（⾦） 2021/10/2（⼟） 2021/10/3（⽇）


9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♪


復讐と欲望が⽣み出した偽り
の愛。嘘と真実の愛が交錯す
る危険すぎる四⾓関係の⾏⽅
は…


★9/5（⽇）11:30〜 スタート


©2017-8 MBC


韓国ドラマ「逆流」2話連続


「世界でもっとも美しい別
れ」ウォン・ミギョン主演︕
平凡な主婦がビリヤードの才
能に⽬覚める︕︖


★9/17（⾦）22:00〜放送


©CJ E&M Corporation, all rights reserved


韓国ドラマ「時間切れ」








時代劇専門チャンネル　2021年9月編成表


09/01(水) 09/02(木) 09/03(金) 09/04(土) 09/05(日)
4:00  4:00  4:00  4:00 （前日の続き）  4:00


大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 痛快！三匹のご隠居
#5 主演：古谷一行 #4


主演：加藤剛 #6 #7  4:50 主演：里見浩太朗
5:00  5:00  5:00  5:00 風の墓標  5:00


吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 痛快！三匹のご隠居
暴れん坊将軍　#10 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍


主演：松平健 #11 #12 主演：滝田栄 #5
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00


将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 痛快！三匹のご隠居
#4


主演：三田村邦彦 #5 #6 #6
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00　【北大路欣也劇場】


大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 名奉行 遠山の金さん 第7部 隠密奉行　朝比奈２
#3 #16


主演：加藤剛 #4 #5 主演：松方弘樹 #5
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00


ちかえもん ちかえもん ［終］　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
#6


主演：青木崇高 #7 #8 #17 #6
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　【鬼平クラシックス】


剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 名奉行 遠山の金さん 第7部 鬼平犯科帳'69
#3 #17


主演：加藤剛 #4 #5 #18 主演：初代 松本白鸚
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 剣客商売 鬼熊酒屋 鬼平犯科帳５
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＞#6


#34 #35 #36 主演：中村吉右衛門
11:00 11:00 11:00 11:00 主演：北大路欣也 11:00 【池波正太郎劇場】


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 剣客商売１
#18 #20 #7


主演：松方弘樹 #19 11:55「特集・鶴田浩二」のすべて 11:45 生活情報の時間 主演：藤田まこと
12:00 12:00風の中のあいつ　 12:00 12:00 12:00 12:00


#2　主演：萩原健一 風の中のあいつ　#3 風の中のあいつ　#4 続続・三匹が斬る！ 旗本やくざ
12:30 12:30 12:30 #18 大江戸喧嘩帳
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 【特選！日替り時代劇】 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 【佐伯泰英劇場】 13:00 主演：西郷輝彦
13:00 ［終］　よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 ［終］　続続・三匹が斬る！


剣客商売５ #5 #10 #8
主演：藤田まこと 主演：中村俊介 主演：小出恵介 #19 13:45 生活情報の時間


14:00 14:00［新］ 14:00
14:00 14:00 14:00 また又・三匹が斬る！ 泥棒と若殿
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 #1
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 主演：高橋英樹 主演：田中邦衛


15:00 15:00　【北大路欣也劇場】 15:00
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　#7 必殺スペシャル


主演：北大路欣也 仕事人アヘン戦争へ行く
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 翔べ！熱気球よ香港へ


16:00 16:00 16:00 16:00 隠密奉行　朝比奈２
新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 #8 主演：藤田まこと


#3
主演：藤田まこと #4 #5 16:45 生活情報の時間 16:45 生活情報の時間


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　#11 大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 編笠十兵衛 ［終］　鬼平犯科帳４


主演：加藤剛 #5 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞#19
17:55「特集・鶴田浩二」のすべて #12 #13 主演：村上弘明 主演：中村吉右衛門


18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 【池波正太郎劇場】
吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 編笠十兵衛 剣客商売１


暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍
#62 #63 #64 #6 #2


19:00 19:00 19:00 19:00 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 名奉行 遠山の金さん 第5部 【生誕90年 カツライス劇場】 丹下左膳


#10 (映画)
主演：松方弘樹 #11 #12 ひとり狼


20:00 20:00 20:00 20:00 主演：中村獅童
［新］　あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 主演：市川雷蔵


#1
主演：西郷輝彦 #2 #3 20:45 「特集・鶴田浩二」の作品紹介


21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 TV初放送！
刺客請負人2 刺客請負人2 刺客請負人2 沖田総司 (映画)


#4 －華麗なる暗殺者－ みをつくし料理帖
主演：村上弘明 #5 #6


22:00 【特選！日替り時代劇】 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】
22:00 ［新］　立花登青春手控え 吉原裏同心 主演：郷ひろみ 主演：松本穂香


剣客商売５ #6 #1 #9
主演：藤田まこと 主演：溝端淳平 主演：小出恵介


23:00 23:00
23:00 23:00 23:00 必殺スペシャル 23:15


必殺スペシャル 必殺スペシャル 雲霧仁左衛門 江戸編 必殺仕事人意外伝 日本犯科帳　隠密奉行
久しぶり!主水、夢の初仕事 　仕事人VS  主演：松方弘樹 主水、第七騎兵隊と闘う


0:00 悪人チェック！！ 秘拳三日殺し軍団  0:00 大利根ウエスタン月夜
主演：藤田まこと 主水、競馬で大穴を狙う！？ 雲霧仁左衛門 名古屋編 主演：萬屋錦之介


 0:30［新］　伝説の殺陣集団 主演：藤田まこと 主演：藤田まこと
東映剣会　#1  0:45 「特集・鶴田浩二」の作品紹介  主演：松方弘樹  0:55


1:00  1:00  1:00  1:00 1:00 長七郎江戸日記スペシャル　


［終］　必殺仕切人 ［新］　歴史科学捜査班 歴史科学捜査班 忠臣蔵　前篇 海を渡る五十万両
#18 【セレクション放送】 【セレクション放送】 「君、怒りもて往生を遂ぐ」


主演：京マチ子  #1  #2 主演：里見浩太朗
2:00  2:00  2:00  2:00


［新］　螢草　菜々の剣 螢草　菜々の剣 螢草　菜々の剣  2:15
#1 主演：里見浩太朗 長七郎江戸日記スペシャル　


主演：清原果耶 #2 #3 長七郎立つ！江戸城の対決
3:00 3:00 3:00  3:00


［解］　姫四郎流れ旅 3:10 主演：里見浩太朗


 4:00


【時代劇プレミアム23】


【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。







時代劇専門チャンネル　2021年9月編成表


09/06(月) 09/07(火) 09/08(水) 09/09(木) 09/10(金) 09/11(土) 09/12(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8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 痛快！三匹のご隠居
主演：池玲子


#8 #9 #10 #11 #12 #7
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 橋の上の霜 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


#13 #14 #15 #16 #17 #8
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00 主演：武田鉄矢  6:00


将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ ［終］痛快！三匹のご隠居


#7 #8 #9 #10 #11 #9
7:00  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 名奉行 遠山の金さん 第7部 隠密奉行　朝比奈２


#6 #7 #8 #9 #10 #19 #7
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00


［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 名奉行 遠山の金さん 第7部 隠密奉行　朝比奈２
#1


主演：村上弘明 #2 #3 #4 #5 #20 #8
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00［終］　  9:00　【鬼平クラシックス】


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 名奉行 遠山の金さん 第7部 鬼平犯科帳'69


#6 #7 #8 #9 #10 #21 #18
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 剣客商売　陽炎の男 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 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#37 #38 #39 #40 #41 #7
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：北大路欣也 11:00 【池波正太郎劇場】


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 剣客商売１


#21 #22 #23 #24 #25 11:45 生活情報の時間 #8
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00


風の中のあいつ　#5 風の中のあいつ　#6 風の中のあいつ　#7 風の中のあいつ　#8 風の中のあいつ　#9 また又・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 #2 薄桜記
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 ＜4Kデジタル修復版＞


鬼平犯科帳'69 13:00 13:00 ［新］　立花登青春手控え 吉原裏同心 また又・三匹が斬る！
#16 忠臣蔵 その義その愛 剣客商売５ #1 #9 主演：市川雷蔵


主演：初代 松本白鸚 #2 主演：内野聖陽 #6 主演：溝端淳平 13:55「特集・鶴田浩二」のすべて #3
14:00 14:00 14:00


14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 また又・三匹が斬る！ (映画)
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　 赤穂城断絶


千姫有情　母ありき 天下を取れ！ 一心太助とご落胤 ふたり長七郎　京の舞い 長七郎　大奥まかり通る #4
15:00  仕掛けられた反乱  男一匹ここにあり！ 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 隠密奉行　朝比奈２ 主演：萬屋錦之介
15:30 生活情報の時間 主演：里見浩太朗 #9


15:45 生活情報の時間 15:45 「特集・鶴田浩二」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 16:00 ［終］　隠密奉行　朝比奈２


新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 #10
#6


16:55「特集・鶴田浩二」のすべて #7 #8 #9 #10 16:45 生活情報の時間 16:45 生活情報の時間
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 ［新］　鬼平犯科帳５
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞#1


#14 #15 #16 #17 #18 #7 主演：中村吉右衛門
18:00 18:00 18:00 18:00　吉宗評判記　 18:00 18:00 18:00 18:00 【池波正太郎劇場】


吉宗評判記 吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 吉宗評判記 編笠十兵衛 剣客商売１
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 #67 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍


#65 #66 18:55「特集・鶴田浩二」のすべて #68 #69 #8 #3
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 【生誕90年 カツライス劇場】 (映画)
(映画) 国士無双


#13 #14 #15 #16 #17 雑兵物語
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00


あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 主演：勝新太郎 主演：中井貴一
#7


#4 #5 #6 20:55「特集・鶴田浩二」のすべて #8 20:55「特集・鶴田浩二」のすべて


21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
刺客請負人2 刺客請負人2 刺客請負人2 刺客請負人2 ［終］　刺客請負人2 (映画) (映画)


関西ジャニーズJr.の 忍ジャニ参上！
#7 #8 #9 #10 #11 京都太秦行進曲！ 未来への戦い


22:00 22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00 22:00 立花登青春手控え 吉原裏同心


～Season3～】 忠臣蔵 その義その愛 剣客商売５
（舞台） #3 主演：内野聖陽 #7 #2 #10 22:45


23:00 紫子 丹下左膳 23:00
－とりかえばや異聞－ 23:00 23:00 23:00 23:00 日本犯科帳　隠密奉行


 出演：霧矢大夢 (映画) (映画) 密偵 荒木又右衛門 金沢篇
／蒼乃夕妃 ほか 浮かれ三度笠 不知火檢校 決闘鍵屋の辻 主演：中村獅童


0:00 ※前後解説付き 主演：萬屋錦之介
ゲスト:霧矢大夢 主演：市川雷蔵 主演：勝新太郎 主演：高橋英樹


 0:30 伝説の殺陣集団　 主演：天知茂
東映剣会　#2  0:45 「特集・鶴田浩二」の作品紹介 0:55「特集・鶴田浩二」のすべて  0:45


1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 長七郎江戸日記スペシャル　


［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 新必殺からくり人 新必殺からくり人 忠臣蔵　後篇 柳生の陰謀
#1 #4 「我、一死もて大義に生く」


主演：山田五十鈴 #2 #3 #5 主演：里見浩太朗
2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00


螢草　菜々の剣 螢草　菜々の剣 螢草　菜々の剣 ［終］　螢草　菜々の剣 ［新］　火怨・北の英雄
アテルイ伝　#1 主演：里見浩太朗  2:30


#4 #5 #6 #7 主演：大沢たかお 長七郎江戸日記スペシャル　


3:00 3:00 3:00 3:00 3:00  3:00 怨霊見参！
怪猫佐賀騒動 3:10 長七郎･弟と対決


主演：里見浩太朗
 4:00


【時代劇プレミアム23】


【特選！日替り時代劇】


【特選！日替り時代劇】


【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。







時代劇専門チャンネル　2021年9月編成表


09/13(月) 09/14(火) 09/15(水) 09/16(木) 09/17(金) 09/18(土) 09/19(日)
4:00  4:00  4:00 （前日の続き）  4:00  4:00 （前日の続き）  4:00


大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 ［新］　池波正太郎時代劇　
主演：萬屋錦之介 主演：真行寺君枝 光と影


#13 #14 #15 #16  4:50 #1
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00 はやぶさ新八御用帳  5:00


吉宗評判記 吉宗評判記 日本犯科帳　隠密奉行 吉宗評判記 吉宗評判記 大奥の恋人 池波正太郎時代劇
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 久留米篇 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 　光と影


#18 #19 #20 #21 主演：中井貴一 #2
6:00  6:00  6:00 主演：萬屋錦之介  6:00  6:00  6:00


将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 池波正太郎時代劇
光と影


#12 #13 #14 #15 #3
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00［新］  7:00　【北大路欣也劇場】


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 遠山の金さんVS女ねずみ 隠密奉行　朝比奈２
#1


#11 #12 #13 #14 #15 主演：松方弘樹 #9
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00


刺客請負人 刺客請負人 刺客請負人 ［終］　刺客請負人 歴史科学捜査班 遠山の金さんVS女ねずみ ［終］　隠密奉行　朝比奈２
【セレクション放送】


#6 #7 #8 #9  #3 #2 #10
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　【鬼平クラシックス】


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 遠山の金さんVS女ねずみ 鬼平犯科帳'69


#11 #12 #13 #14 #15 #3 #19
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 剣客商売 手裏剣お秀 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 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#42 #43 #44 #45 #46 #8
11:00 11:00［終］ 11:00 11:00［新］ 11:00 11:00 主演：北大路欣也 11:00 【池波正太郎劇場】


名奉行 遠山の金さん 第4部 平手造酒　利根の決闘 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 剣客商売１
#1


#26 主演：古谷一行 主演：松方弘樹 #2 #3 11:55「特集・鶴田浩二」のすべて #9
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00


風の中のあいつ　#10 風の中のあいつ　#11 風の中のあいつ　#12 風の中のあいつ　#13 風の中のあいつ　#14 また又・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 #5 ひとり狼
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 13:00 立花登青春手控え 吉原裏同心 また又・三匹が斬る！ 主演：市川雷蔵
忠臣蔵 その義その愛 #3 剣客商売５


#17 13:55「特集・鶴田浩二」のすべて #7 #2 #10 #6 13:45 生活情報の時間
14:00 14:00 14:00 TV初放送！


14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 また又・三匹が斬る！ (映画)
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　 伝説の殺陣集団 剣客商売 御老中暗殺 みをつくし料理帖


後の挑戦　さらば長七郎 長七郎の陰謀 虫ケラ一匹なればこそ 　東映剣会 #7
15:00 後の剣舞い 15:00 BS・CS初放送！


主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：北大路欣也 【北大路欣也劇場】 主演：松本穂香
主演：里見浩太朗 15:30 生活情報の時間 ［新］　宮本武蔵 #1


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 「特集・鶴田浩二」の作品紹介 15:45 生活情報の時間 主演：北大路欣也
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00


新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 宮本武蔵
16:30 生活情報の時間


#11 #12 #13 #14 #15 #2 16:45 「特集・鶴田浩二」の作品紹介


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５


#9 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#19 #20 #21 #22 #23 17:50 #2


18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 編笠十兵衛 18:00 【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 #10 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
#70 #71 #72 #73 #74 18:45 生活情報の時間 #4


19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 【特集・田村正和 19:00 【特集・田村正和
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 ～永遠の美剣士～】 ～永遠の美剣士～】


#20 眠狂四郎 眠狂四郎
#18 #19 19:55「特集・鶴田浩二」のすべて #21 #22 恋しぐれ円月殺法！ 今日あって、


20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 将軍家、若君乱心の謎を斬る！ 明日なき命を生きる者
あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 ［終］　あばれ八州御用旅


主演：田村正和 主演：田村正和
#9 #10 #11 #12 #13


21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
［新］　南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 眠狂四郎 眠狂四郎


怒れ！求馬 #1 怒れ！求馬 怒れ！求馬 怒れ！求馬 怒れ！求馬 江戸城に渦巻く陰謀！ 雪の夜に私を殺して！
主演：原田龍二 #2 #3 #4 #5 母よ、妻よ、女たちよ、  狂四郎を愛し続けた女


22:00 22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】 円月殺法、御照覧あれ！！
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00 22:00 立花登青春手控え 吉原裏同心 主演：田村正和


～Season3～】 忠臣蔵 その義その愛 剣客商売５ 主演：田村正和
（舞台） #4 #8 #3 #11 22:45 「特集・鶴田浩二」の作品紹介


23:00 義経妖狐夢幻桜 23:00 23:00
23:00 23:00 23:00 23:00 名奉行  遠山の金さん 日本犯科帳　隠密奉行


出演：朝美絢 (映画) 風の墓標 橋の上の霜 旗本やくざ 江戸城転覆！ 久留米篇
／星南のぞみ　ほか 時代劇は死なず 　大江戸喧嘩帳 覗かれた赤毛の女


0:00 ちゃんばら美学考 主演：萬屋錦之介
※前後解説付き 主演：滝田栄 主演：武田鉄矢 主演：西郷輝彦 主演：松方弘樹


主演：中島貞夫  0:30
必殺スペシャル  0:40


1:00  1:00  1:00  1:10  1:00  1:00 大老殺し　下田港の殺し技 長七郎江戸日記スペシャル


新必殺からくり人 日本犯科帳　隠密奉行 新必殺からくり人 新必殺からくり人 新必殺からくり人 珍プレー好プレー 母は敵か？！正雪の陰謀
#7


#6 #8 #9 主演：藤田まこと 主演：里見浩太朗
2:00  2:00 主演：萬屋錦之介  2:00  2:00 2:00［新］　竜馬がゆく　#1


火怨・北の英雄 火怨・北の英雄 ［終］　火怨・北の英雄 主演：市川染五郎  2:10  2:20
アテルイ伝　#2 アテルイ伝　#3 アテルイ伝　#4 （現・松本幸四郎） 必殺スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル


 2:57 日本映画放送 番組審議委員会  2:57 日本映画放送 番組審議委員会  2:57 日本映画放送 番組審議委員会  2:57 日本映画放送 番組審議委員会  2:57 日本映画放送 番組審議委員会 久しぶり!主水、夢の初仕事 風雲！旗本奴と町奴
3:00 3:00  3:00 3:00 3:00  3:00 悪人チェック！！


日本犯科帳　隠密奉行 怨 主演：藤田まこと
金沢篇 3:30 主演：里見浩太朗


 4:00


【時代劇プレミアム23】


【特選！日替り時代劇】


【特選！日替り時代劇】


【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。







時代劇専門チャンネル　2021年9月編成表


09/20（月・祝） 09/21(火) 09/22(水) 09/23(木・祝) 09/24(金) 09/25(土) 09/26(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8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 池波正太郎時代劇
主演：岡田奈々 光と影


#17 #18 #19 #20 #21 #4
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 新・御宿かわせみ 池波正太郎時代劇
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 光と影


#22 #23 #24 #25 #26 #5
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00 主演：真野響子  6:00


将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 池波正太郎時代劇
光と影


#16 #17 #18 #19 #20 6:45 歴史を訪ねて 日本の城 関東・甲信越編3 #6
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  BS・CS初放送！


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 遠山の金さんVS女ねずみ 【北大路欣也劇場】
［新］　宮本武蔵 #1


#16 #17 #18 #19 #20 #4 主演：北大路欣也
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00


［新］　刺客請負人2 刺客請負人2 刺客請負人2 刺客請負人2 刺客請負人2 遠山の金さんVS女ねずみ 宮本武蔵
#1


主演：村上弘明 #2 #3 #4 #5 #5 #2
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　【鬼平クラシックス】


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 遠山の金さんVS女ねずみ 鬼平犯科帳'69


#16 #17 #18 #19 #20 #6 #20
10:00 10:00 10:00　吉宗評判記　 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 暴れん坊将軍 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 剣客商売　婚礼の夜 鬼平犯科帳５
暴れん坊将軍 #48 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＞


#47 10:55「特集・鶴田浩二」のすべて #49 #50 #51 #9
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：北大路欣也 11:00 【池波正太郎劇場】


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 剣客商売１


#4 #5 #6 #7 #8 #10
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00


風の中のあいつ　#15 風の中のあいつ　#16 風の中のあいつ　#17 風の中のあいつ　#18 風の中のあいつ　#19 また又・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 #8 雑兵物語
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 13:00 立花登青春手控え 吉原裏同心 また又・三匹が斬る！ 主演：勝新太郎
忠臣蔵 その義その愛 剣客商売５


#18 #4 #8 #3 #11 #9 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 また又・三匹が斬る！ (映画)
(映画) 忠臣蔵　前篇 忠臣蔵　後篇 沖田総司 剣客商売 剣の誓約 関西ジャニーズJr.の
薄桜記 「君、怒りもて往生を遂ぐ」 「我、一死もて大義に生く」 －華麗なる暗殺者－ #10 京都太秦行進曲！


15:00 ＜4Kデジタル修復版＞ 15:00　【北大路欣也劇場】
主演：郷ひろみ 主演：北大路欣也 宮本武蔵


主演：市川雷蔵 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 #3 16:45 歴史を訪ねて 日本の城 九州・沖縄編2


16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
新必殺仕置人 16:05 16:05 新必殺仕置人 新必殺仕置人 宮本武蔵 歴史科学捜査班


新必殺仕置人 新必殺仕置人 【セレクション放送】
#16 #17 #18 #19 #20 #4  #5


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 ［終］　大岡越前 第11部 ［新］　大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 編笠十兵衛 鬼平犯科帳５


#1 #2 #11 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#24 #25 #26 主演：加藤剛 17:55「特集・鶴田浩二」のすべて 17:50 #3


18:00 18:00　吉宗評判記　 18:00 18:00 18:00 18:00 ［終］　編笠十兵衛 18:00 【池波正太郎劇場】
暴れん坊将軍 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 #12 剣客商売１


#75 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍
18:55「特集・鶴田浩二」のすべて #76 #77 #78 #79 18:45 生活情報の時間 #5


19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 【特集・田村正和
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 【池波正太郎時代劇スペシャル ～永遠の美剣士～】


2作品一挙放送】 (映画)
#23 #24 #25 #26 #27 池波正太郎時代劇スペシャル 眠狂四郎 卍斬り


20:00 20:00【特集・田村正和 20:00 20:00 20:00 20:00 「顔」
～永遠の美剣士～】 運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 出演：松方弘樹／田村正和


［新］　運命峠　#1 主演：松平健
主演：田村正和 #2 #3 #4 #5 20:45 20:40


21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 池波正太郎時代劇スペシャル (映画)
南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 「雨の首ふり坂」 赤穂城断絶


怒れ！求馬 怒れ！求馬 怒れ！求馬 怒れ！求馬 怒れ！求馬
#6 #7 #8 #9 #10


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】 主演：中村梅雀 主演：萬屋錦之介
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00 22:00 立花登青春手控え ［終］　吉原裏同心


～Season3～】 忠臣蔵 その義その愛 剣客商売５ 22:30
（舞台） #5 #9 #4 #12 徳川家康の秘宝


23:00 幕末太陽傳
23:00 23:00 23:00 23:00


出演：早霧せいな ［解］　怪談　妖蝶の棲む館 はやぶさ新八御用帳 新・御宿かわせみ (映画) 23:30
／咲妃みゆ　ほか 大奥の恋人 国士無双 主演：高嶋政宏 長七郎江戸日記スペシャル　


0:00 ※前後解説付き （現・髙嶋政宏） 血闘　荒木又右衛門
ゲスト:早霧せいな 主演：佳那晃子 主演：中井貴一 主演：真野響子


 0:30［終］　伝説の殺陣集団 主演：中井貴一
東映剣会　#3 主演：里見浩太朗


1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00
新必殺からくり人 新必殺からくり人  1:10 ［終］　新必殺からくり人 歴史科学捜査班 (映画)


新必殺からくり人 【セレクション放送】 不知火檢校  1:30
#10 #11 #12 #13 #4 長七郎江戸日記スペシャル


2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 千姫有情　母ありき
竜馬がゆく 竜馬がゆく 竜馬がゆく 竜馬がゆく 竜馬がゆく 主演：勝新太郎


#2 #3 #4 #5 #6
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 3:00 主演：里見浩太朗


［新］　歴史科学捜査班 歴史科学捜査班 歴史科学捜査班 歴史科学捜査班 怪猫有馬御殿
【セレクション放送】 【セレクション放送】 【セレクション放送】 【セレクション放送】 3:30


 #1  #2  #3  #4
 4:00  4:00  4:00  4:00


【時代劇プレミアム23】


【特選！日替り時代劇】


【特選！日替り時代劇】


【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。







時代劇専門チャンネル　2021年9月編成表


09/27(月) 09/28(火) 09/29(水) 09/30(木)
4:00  4:00  4:00 （前日の続き）  4:00


大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部
主演：中村獅童


#22 #23 #24
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00


吉宗評判記 吉宗評判記 (映画) 吉宗評判記
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 時代劇は死なず 暴れん坊将軍


#27 #28 ちゃんばら美学考 #29
6:00  6:00  6:00  6:00


将軍家光忍び旅Ⅱ ［終］　将軍家光忍び旅Ⅱ 主演：中島貞夫 ［新］　剣客商売'73
#1


#21 #22 主演：加藤剛
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00


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


#21 #22 #23 #24
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00


刺客請負人2 刺客請負人2 刺客請負人2 刺客請負人2


#6 #7 #8 #9
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00


剣客商売'73 ［終］　剣客商売'73 ［新］　あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅
#1


#21 #22 主演：西郷輝彦 #2
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00


吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍


#52 #53 #54 #55
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00


名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部


#9 #10 #11 #12
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00


風の中のあいつ　#20 風の中のあいつ　#21 風の中のあいつ　#22 風の中のあいつ　#23
12:30 12:30 12:30 12:30


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
13:00 13:00　【鬼平クラシックス】 13:00 【新・藤沢周平劇場】


鬼平犯科帳'69 13:00 13:00 立花登青春手控え
忠臣蔵 その義その愛 剣客商売５


#19 #5 #9 #4
14:00


14:00 14:00【特集・田村正和 14:00 14:00
［解］　姫四郎流れ旅 ～永遠の美剣士～】 大石内蔵助 大石内蔵助


眠狂四郎 冬の決戦　前編 冬の決戦　後編
15:00 恋しぐれ円月殺法！


主演：古谷一行 将軍家、若君乱心の謎を斬る！ 主演：平幹二朗 主演：平幹二朗


15:45 生活情報の時間 主演：田村正和 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00


新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人


#21 #22 #23 #24
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00


大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 大岡越前 第12部


#3 #4 #5 #6
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
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍


#80 #81 #82 #83
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00［終］　


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


#28 #29 #30 #31
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00


運命峠 運命峠 運命峠 運命峠


#6 #7 #8 #9
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00


南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 ［終］　南町奉行事件帖 平手造酒　利根の決闘
怒れ！求馬 怒れ！求馬 怒れ！求馬


#11 #12 #13 主演：古谷一行
22:00 22:00 CH初放送！【華麗なる 22:00 【新・藤沢周平劇場】


宝塚歌劇の世界～Season3～】 22:00 22:00 立花登青春手控え
（舞台）雪華抄 忠臣蔵 その義その愛 ［終］　剣客商売５


出演：明日海りお／花乃まりあ　ほか #6 #10 #5
23:00 ※前後解説付き


23:20 23:00 23:00 TV初放送！ 23:00
［解］　八幡鳩九郎 ［解］　怪談　牡丹燈籠 (映画) (映画)


みをつくし料理帖 薄桜記
0:00 ＜4Kデジタル修復版＞


主演：松平健 主演：林与一
主演：松本穂香 主演：市川雷蔵


1:00  1:00  1:00  1:00
［新］　新必殺仕置人 旗本やくざ  1:15 新必殺仕置人


#1 　大江戸喧嘩帳 新必殺仕置人
主演：藤田まこと #3


2:00  2:00 #2  2:00
竜馬がゆく 主演：西郷輝彦  2:15 竜馬がゆく


竜馬がゆく
#7 #9


3:00  3:00  3:00 #8 3:00
歴史科学捜査班 丹下左膳 3:15


【セレクション放送】
 #5


 4:00


【時代劇プレミアム23】


【特選！日替り時代劇】


【特選！日替り時代劇】


【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
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 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 夢の車SP 18: 00
★ド リ ームカ ー誕生 S3:
ジャ ガーXF( 字)


18: 30 18: 30


19: 00 19: 00


19: 30 19: 30


20: 00 日曜宇宙シアタ ー 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


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  第4++世代ジェ ッ ト
戦闘機「 Mi G-35」 ( 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)


☆宇宙探査フ ロ ン テ ィ ア:  太
陽系外惑星( 新) ( 二)


★世界を 変えた鉄道:  都
市の変貌 ロ ン ド ン 地下
鉄( 二)


驚異の建造～不可能に挑
む～:  ド バイ ・ 海に浮か
ぶ家( 字)


怪し い伝説 シーズン 10:
失敗厳禁スペシャ ル( 二)


戦火の兵器大全:  情報分
析( 二)


★戦火の軍用機大全:  爆
撃機( 二)


ベーリ ン グ海のゴールド ラ ッ
シュ  シーズン 9 特別編:
Ep. 1 次シーズン に向けての
準備( 字)


★宇宙の解体新書 シー
ズン 2:  ビ ッ グバン への
旅( 二)


☆解明・ 宇宙未来図:
火星への道のり
( 新) ( 二)


★名車再生！ド リ ーム
カ ー大作戦:  ポルシェ ・
カ イ エン への道( 二)


★名車再生！ド リ ーム
カ ー大作戦:  ド リ ーム
カ ー獲得の近道( 二)


☆スーパーカ ーの秘密
大解剖:  ブ ガッ ティ 製
造施設( 新) ( 二)


★驚異の建造～不可能に
挑む～:  ド バイ ・ 海に浮
かぶ家( 字)


戦火の兵器大全:  イ ギリ
ス陸軍工兵隊( 二)


★解明・ 宇宙未来図:  宇
宙から の学び( 二)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  惑星
の謎( 二)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  太陽
( 二)


驚異の建造～不可能に挑
む～:  ド バイ ・ 海に浮か
ぶ家( 字)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  バ
ビ ロ ン の古代都市( 字)


★オーク ショ ン ・ キン グ:  米
大統領の机( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


メ ガ・ エアポート :  ミ ス
は許さ れず( 二)


★タ イ ムワープ　 瞬間の世
界:  特殊効果( 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:  1964年式 ト ラ イ アン
フ TR4( 二)


★シフ ティ ン グ・ ギア:
レ ース・ オブ・ ジェ ン ト
ルマン 3( 字)


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( 二)


☆宇宙探査フ ロ ン テ ィ ア:  宇
宙望遠鏡( 新) ( 二)


解明・ 宇宙未来図:  宇宙
から の学び( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★オーク ショ ン ・ キン グ:  空
母のロ ッ カ ー( 二)


戦火の兵器大全:  情報分
析( 二)


★ミ リ タ リ ー大百科
シーズン 2:  英海兵隊コ
マン ド 部隊( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 4:  1980年式シボ
レ ー・ エルカ ミ ーノ
パート 1( 字)


コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ー
ズ シーズン 1:  ハリ ウッ
ド から のラ ブコ ール( 二)


メ ガ・ エアポート :  ミ ス
は許さ れず( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  重力波( 二)


スーパーカ ーの秘密 大
解剖:  ケーニグセグ・ レ
ゲーラ ( 二)


★サバイ バルTOP 5 ～命を 守る
達人技～:  失敗から 成功へ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


怪し い伝説 シーズン 10:
失敗厳禁スペシャ ル( 二)


★カ ク 博士のＳ Ｆ 研究室
シーズン 1:  Ep. 5 宇宙への旅
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ト ッ プギア シーズン
7:  厳選スーパーカ ー総
集編( 字)


★ト ッ プギア シーズン
7:  ト ッ プ・ ギア舞台裏
SP( 字)


★ト ッ プギア シーズン
8:  ケーニグセグ・
CCX( 字)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  バ
ビ ロ ン の古代都市( 字)


Mot or Tr end


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  前転ト ラ ッ ク  パー
ト 1( 字)


★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)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★サバイ バルTOP 5 ～命を 守る
達人技～:  ベスト ・ オブ・ TOP
5( 字)
★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
( 二)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～
シーズン 11:  Ep. 14 助け
合い( 二)


★ド リ ームカ ー誕生 S3:  BMW
M6( 字)


★ド リ ームカ ー誕生 S3:  ロ ー
ルス・ ロ イ ス ド ーン ( 字)


★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)


THE NAKED シーズン 6:
アフ リ カ  恐怖の克服
( 二)


↑


★アダムの怪し い実験:
「 フ ィ フ ス・ エレ メ ン
ト 」 の銃( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★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)


★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( 日)


☆おあそびマスタ ーズ:
Ep. 54( 新) ( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  火星の呪い
( 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)


★サバイ バルゲーム： 生
き 残り の秘訣( 字)


★大惨事の瞬間:  Ep. 21/バ
ルーン 制御不能( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 15:  1991年式ロ ータ ス・ エ
ラ ン M100( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 4:  1980年式シ
ボレ ー・ エルカ ミ ーノ
パート 1( 字)


★コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ーズ
シーズン 1:  ハリ ウッ ド から
のラ ブコ ール( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  米大統領の
UFO機密情報( 二)


サバイ バルゲーム： 生き
残り の秘訣( 字)


☆ク リ エ イ タ ーと その愉快な仲間
たち :  ゲスト ： ア オイ ヤマダ
( 新) ( 日)


☆潜入！ロ シア軍のす
べて:  第4++世代ジェ ッ
ト 戦闘機「 Mi G-35」
( 新) ( 二)


★戦火の兵器大全:  情報
分析( 二)


☆解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  重力波
( 新) ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
1991年式ロ ータ ス・ エラ ン
M100( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  火星ミ ッ
ショ ン ・ 科学者失踪事件
( 二)


サバイ バルゲーム： グル
メ 総集編( 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 9 特別
編:  Ep. 1 次シーズン に向け
ての準備( 新) ( 字)


☆THE NAKED シーズン
6:  アフ リ カ  恐怖の克
服( 新) ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
フ ォ ルク スワーゲン ・ ラ ビ ッ
ト GTI ( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 4:  四駆のシボ
レ ー・ カ マロ ( 字)


コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ー
ズ シーズン 1:  倉庫大掃
除から のお宝発見( 二)


★ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  最悪失敗作UTVリ ベ
ン ジ( 字)


★ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  前転ト ラ ッ ク  パー
ト 1( 字)


★怪し い伝説 シーズン
10:  失敗厳禁スペシャ ル
( 二)


☆ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～ シーズ
ン 11:  Ep. 14 助け合い
( 新) ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  1991年式ア
ルフ ァ ロ メ オ164L( 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 2( 字)


コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ー
ズ シーズン 1:  爆薬の破
壊力( 二)


★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( 二)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  前転ト ラ ッ ク  パー
ト 1( 字)


★宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  惑
星の謎( 二)


★宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  太
陽( 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)


★Bi gド リ ームSmal l ハウス シーズ
ン 7:  大男の小さ な家( 二)


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)


★潜入！ロ シア軍のすべ
て:  攻撃ヘリ コ プタ ー
「 Mi -28NM」 ( 二)


★サバイ バルゲーム： グ
ルメ 総集編( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 20/新型
機・ 離陸失敗( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 15:  フ ォ ルク スワーゲン ・
ラ ビ ッ ト GTI ( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 4:  四駆のシボ
レ ー・ カ マロ ( 字)


★コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ーズ
シーズン 1:  倉庫大掃除から
のお宝発見( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 19/航空
母艦上の着陸事故( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  1991年式ア
ルフ ァ ロ メ オ164L( 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 2( 字)


★コ ン バッ ト ・ ディ ー
ラ ーズ シーズン 1:  爆薬
の破壊力( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  白鳥座の異
変( 二)


サバイ バルゲーム： 冒険
の日々( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


放送休止


放送休止


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)


★３ ． １ １ から の出発:  未来への
挑戦　 ～蘇る 陸前高田～( 二)


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)


★怪し い伝説 シーズン
10:  タ ン ク 車破壊 真空
実験( 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)


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)


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 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 14:  1970年式
スカ ウト 800A( 二)


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)


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)


★サバイ バルゲーム： 冒
険の日々( 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)


★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)


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)


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)


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  攻撃ヘリ コ プタ ー
「 Mi -28NM」 ( 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)


☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステ リ ー シーズン 3:  バビ
ロ ン の古代都市( 新) ( 字)


★メ ガ・ エアポート :  ミ
スは許さ れず( 二)
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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)


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
★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 ( 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)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12


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:  ジャ
ガーXF( 字)


ド リ ームカ ー誕生 S3:  ロ ールス・
ロ イ ス ド ーン ( 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 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
☆驚き ！ど こ でも 実験室:  混ぜ混
ぜ実験( 新) ( 二)


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


オーバーホール 改造車
の世界 シーズン 10:
2002年式フ ォ ード ・ ラ イ
ト ニン グ( 字)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  1965年式 マ
スタ ン グ( 二)


解明・ 宇宙未来図:  火星
への道のり ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★オーク ショ ン ・ キン グ:  「 ス
タ ー・ ウォ ーズ」 の衣装( 二)


戦火の兵器大全:  全面戦
争( 二)


★ミ リ タ リ ー大百科
シーズン 2:  究極の特殊
訓練( 二)


驚異の建造～不可能に挑
む～:  ニュ ーヨ ーク ・ 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:
ワールド ト レ ード セン
タ ー( 字)


オーク ショ ン ・ キン グ:  空母
のロ ッ カ ー( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


驚き ！どこ でも 実験室:  混ぜ
混ぜ実験( 二)


驚き ！どこ でも 実験室:  ロ
ケッ ト 実験( 二)


★タ イ ムワープ　 瞬間の世
界:  シルク ・ ド ゥ ・ ソ レ イ ユ
( 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:  1976年式ラ
ン ド ロ ーバー( 二)


★戦火の軍用機大全:  偵
察機( 二)


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  装甲戦闘車
「 At l et 」 ( 二)


★世界を 変えた鉄道:  産
業の変貌 蒸気機関車
( 二)


驚異の建造～不可能に挑
む～:  ニュ ーヨ ーク ・ 超
高層ビ ル( 字)


怪し い伝説 シーズン 10:
おなら 撮影／人間大玉落
と し ( 二)


大脱出！サバイ バルレ ー
ス:  モン ゴル( 字)


アダムの怪し い実験:
ホッ ト ド ッ グ銃( 二)


大脱出！サバイ バルレ ー
ス:  モン ゴル( 字)


怪し い伝説 シーズン 10:
おなら 撮影／人間大玉落
と し ( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 3:  マツ ダ
MX-5 前編( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 3:  マツ ダ
MX-5 後編( 二)


☆スーパーカ ーの秘密
大解剖:  フ ェ ラ ーリ ・
ロ ーマ製造施設
( 新) ( 二)


★驚異の建造～不可能に
挑む～:  ニュ ーヨ ーク ・
超高層ビ ル( 字)


戦火の兵器大全:  情報分
析( 二)


ミ リ タ リ ー大百科 シー
ズン 2:  英海兵隊コ マン
ド 部隊( 二)


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 9:
Ep. 1 夏のアラ スカ で再
集結( 字)


★宇宙の解体新書 シー
ズン 2:  木星の秘密( 二)


☆解明・ 宇宙未来図:
宇宙ゴミ の脅威
( 新) ( 二)


☆宇宙探査フ ロ ン テ ィ ア :  スペー
スコ ミ ュ ニケーシ ョ ン ( 新) ( 二)


☆宇宙探査フ ロ ン テ ィ ア:
地球( 新) ( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  重力波( 二)


戦火の軍用機大全:  爆撃
機( 二)


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  第4++世代ジェ ッ ト
戦闘機「 Mi G-35」 ( 二)


★戦火の兵器大全:  全面
戦争( 二)


☆解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  ブ ラ ッ ク
ホールの中心へ
( 新) ( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 4:  レ ース対決 パー
ト 2( 字)


コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ー
ズ シーズン 2:  ド イ ツ 交
換の旅( 二)


驚き ！どこ でも 実験室:  混ぜ
混ぜ実験( 二)


驚き ！どこ でも 実験室:  ロ
ケッ ト 実験( 二)


解明・ 宇宙未来図:  火星
への道のり ( 二)


スーパーカ ーの秘密 大
解剖:  ブガッ ティ 製造施
設( 二)


サバイ バルTOP 5 ～命を 守る 達
人技～:  ベスト ・ オブ・ TOP
5( 字)
イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


THE NAKED シーズン 6 特
別編( 二)


★カ ク 博士のＳ Ｆ 研究室
シーズン 1:  Ep. 6 タ イ ムワー
プ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ト ッ プギア シーズン
8:  シボレ ー・ コ ルベッ
ト  Z06( 字)


★ト ッ プギア シーズン
8:  ロ ータ ス・ エキシー
ジＳ ( 字)


★ト ッ プギア シーズン
8:  BMW・ Z4M/ポルシェ ・
ボク スタ ーＳ ( 字)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:
ワールド ト レ ード セン
タ ー( 字)


Mot or Tr end


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  前転ト ラ ッ ク  パー
ト 2( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 16:
1964年式 ト ラ イ アン フ
TR4( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★世界のモノ 作り  シーズン 15:
スケボーウィ ール ほか( 字)


起業チャ レ ン ジ！覆面ビ
リ オネア シーズン 2:
Ep. 10 成功のためのギャ
ン ブル( 二)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～
シーズン 11:  Ep. 15 秘密
の新境地( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 4:  さ ら ばアーロ ン
／レ ース対決 パート
1( 字)


コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ー
ズ シーズン 2:  フ ラ ン ス
でお宝探し ( 二)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～
シーズン 11:  Ep. 15 秘密
の新境地( 二)


THE NAKED シーズン 6 特
別編( 二)


アダムの怪し い実験:
ホッ ト ド ッ グ銃( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 21/バルー
ン 制御不能( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
1991年式ロ ータ ス・ エラ ン
M100( 二)


ク リ エイ タ ーと その愉快な仲
間たち :  ゲスト ： アオイ ヤマ
ダ( 日)
イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  米大統領のUFO機
密情報( 二)


戦火の兵器大全:  情報分
析( 二)


★ベア・ グリ ルスと 挑
む！極限サバイ バル:  閉
所恐怖症( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 26/花火
から 400軒の大火災( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  2000年式ポ
ルシェ 996( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 4:  レ ース対決
パート 2( 字)


★コ ン バッ ト ・ ディ ー
ラ ーズ シーズン 2:  ド イ
ツ 交換の旅( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  I SS・ 非常警
報発令( 二)


ベア・ グリ ルスと 挑む！
極限サバイ バル:  閉所恐
怖症( 字)


☆ク リ エ イ タ ーと その愉快な仲間
たち :  ゲスト ： ア オイ ヤマダ・ 山
田智和( 新) ( 日)


☆驚き ！ど こ でも 実験室:  ロ ケッ
ト 実験( 新) ( 二)


☆潜入！ロ シア軍のす
べて:  装甲戦闘車
「 At l et 」 ( 新) ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 25/液化
ガスタ ン ク 爆発( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  1985年式マ
ツ ダRX-7( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 4:  さ ら ばアー
ロ ン ／レ ース対決 パー
ト 1( 字)


★コ ン バッ ト ・ ディ ー
ラ ーズ シーズン 2:  フ ラ
ン スでお宝探し ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  砂漠地帯・
謎の宇宙船( 二)


ベア・ グリ ルスと 挑む！
極限サバイ バル:  高所恐
怖症( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 24/ダグ
ラ スDC７ 衝突テスト ( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 15:  1974年式ジェ ン セン ・
ヒ ーレ ー( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 4:  思い出の
マーキュ リ ー・ コ メ ッ ト
( 字)


★コ ン バッ ト ・ ディ ー
ラ ーズ シーズン 2:  オー
スト ラ リ アン アド ベン
チャ ー( 二)
イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  金星・ 生命
体の存在( 二)


ベア・ グリ ルスと 挑む！
極限サバイ バル:  ク モ恐
怖症／ネズミ 恐怖症( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ベア・ グリ ルスと 挑む！
極限サバイ バル:  血液恐
怖症／偏食( 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. 10 成功のための
ギャ ン ブ ル( 新) ( 二)


DI SCO pr esent s テ ク ノ ロ ジー
アワー
☆世界を 変えた鉄道:  休暇
の変貌 グレ ート ・ ウェ スタ
ン 鉄道( 新) ( 二)


★アダムの怪し い実験:
ホッ ト ド ッ グ銃( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  名場面振り
返り SP( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 4:  フ ォ ルク スワー
ゲン ・ ビ ート ル( 字)


コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ー
ズ シーズン 2:  夢のよ う
なフ ィ ン ラ ン ド での時間
( 二)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  バ
ビ ロ ン の古代都市( 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:  1965年式
マスタ ン グ( 新) ( 二)


☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステ リ ー シーズン 3:  ワー
ルド ト レ ード セン タ ー
( 新) ( 字)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  前転ト ラ ッ ク  パー
ト 1( 字)


★ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  前転ト ラ ッ ク  パー
ト 2( 字)


★怪し い伝説 シーズン
10:  おなら 撮影／人間大
玉落と し ( 二)


☆ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～ シーズ
ン 11:  Ep. 15 秘密の新境地
( 新) ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
1974年式ジェ ン セン ・ ヒ ー
レ ー( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 4:  思い出のマー
キュ リ ー・ コ メ ッ ト ( 字)


コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ー
ズ シーズン 2:  オースト
ラ リ アン アド ベン チャ ー
( 二)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  1965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
9:  Ep. 1 夏のアラ スカ
で再集結( 新) ( 字)


☆THE NAKED シーズン 6
特別編( 新) ( 二)


★大脱出！サバイ バル
レ ース:  モン ゴル( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  1985年式マ
ツ ダRX-7( 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)


☆名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 16:  1976年式ラ ン ド ロ ー
バー( 新) ( 二)


★オーバーホール 改造
車の世界 シーズン 10:
2002年式フ ォ ード ・ ラ イ
ト ニン グ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  2004年式
ダッ ジラ ムSRT10( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 4:  1980年式シボ
レ ー・ エルカ ミ ーノ
パート 2( 字)


コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ー
ズ シーズン 2:  フ ィ リ ピ
ン でお宝発見( 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)


★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)


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)


★数字のいたずら :  割り 勘の
謎( 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


★ベア・ グリ ルスと 挑
む！極限サバイ バル:  水
恐怖症( 字)


★ベア・ グリ ルスと 挑
む！極限サバイ バル:  血
液恐怖症／偏食( 字)


★ベア・ グリ ルスと 挑む！極
限サバイ バル:  ク モ恐怖症／
ネズミ 恐怖症( 字)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  奇妙な光の
球( 二)


驚異の建造～不可能に挑
む～:  ド バイ ・ 海に浮か
ぶ家( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 23/逃走
する 大型ト ラ ッ ク ( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  名場面振り
返り SP( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 4:  フ ォ ルク ス
ワーゲン ・ ビ ート ル( 字)


★コ ン バッ ト ・ ディ ー
ラ ーズ シーズン 2:  夢の
よ う なフ ィ ン ラ ン ド での
時間( 二)
イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  ヒ ン デン ブ
ルク 号と ナチス( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 22/フ
リ ーウェ イ 崩落( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  2004年式
ダッ ジラ ムSRT10( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 4:  1980年式シ
ボレ ー・ エルカ ミ ーノ
パート 2( 字)


★コ ン バッ ト ・ ディ ー
ラ ーズ シーズン 2:  フ ィ
リ ピ ン でお宝発見( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  すぐ 近く の
地球型惑星( 二)


ベア・ グリ ルスと 挑む！
極限サバイ バル:  水恐怖
症( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)
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宇宙の解体新書 シーズ
ン 2:  ビ ッ グバン への旅
( 二)


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 9 特
別編:  Ep. 1 次シーズン
に向けての準備( 字)


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)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 16:  1976年式ラ
ン ド ロ ーバー( 二)


戦火の兵器大全:  情報分
析( 二)


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)


放送休止


放送休止


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 19/航空母
艦上の着陸事故( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  1991年式ア
ルフ ァ ロ メ オ164L( 二)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  前転ト ラ ッ ク  パー
ト 2( 字)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  宇宙
望遠鏡( 二)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  太陽
系外惑星( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 20/新型
機・ 離陸失敗( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
フ ォ ルク スワーゲン ・ ラ ビ ッ
ト GTI ( 二)


ド リ ームカ ー誕生 S3:  BMW
M6( 字)


★舞台裏のスーパーテク ノ ロ ジー
シーズン 10:  Ep. 12 紫禁城の展示
品( 字)


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)


夢の車SP


名車再生！ド リ ームカ ー
大作戦:  ポルシェ ・ カ イ
エン への道( 二)


名車再生！ド リ ームカ ー
大作戦:  ド リ ームカ ー獲
得の近道( 二)


スーパーカ ーの秘密 大
解剖:  ブガッ ティ 製造施
設( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  重力波( 二)


★３ ． １ １ から の出発:  海に
沈んだ写真の記憶( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  白鳥座の異変
( 二)


怪し い伝説 シーズン 10:
失敗厳禁スペシャ ル( 二)


★Bi gド リ ームSmal l ハウス
シーズン 7:  アート な別荘( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  火星ミ ッ ショ
ン ・ 科学者失踪事件( 二)


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  第4++世代ジェ ッ ト
戦闘機「 Mi G-35」 ( 二)


★ベア・ グリ ルスと 挑
む！極限サバイ バル:  高
所恐怖症( 字)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19


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


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


オーバーホール 改造車
の世界 シーズン 10:
シェ ルビ ー・ デイ ト ナ
レ プリ カ ( 字)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  自分用の最
高級カ スタ ムカ ー( 二)


解明・ 宇宙未来図:  宇宙
ゴミ の脅威( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★オーク ショ ン ・ キン グ:  モ
ロ ッ コ 国王の鞍( 二)


戦火の兵器大全:  ベト ナ
ム戦争( 二)


★ミ リ タ リ ー大百科
シーズン 2:  米軍工兵
( 二)


メ ガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン 5:  世界最
強下水道( 二)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  エ
ジプト の黒いピ ラ ミ ッ ド
( 字)


オーク ショ ン ・ キン グ:  「 ス
タ ー・ ウォ ーズ」 の衣装( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


驚き ！どこ でも 実験室:  炎の
実験( 二)


驚き ！どこ でも 実験室:  マ
ジッ ク のよ う な実験( 二)


★ダーク ・ シーク レ ッ ト :  人
を のみ込む家( 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 16:  1965年式
ダッ ジ・ コ ロ ネッ ト
500( 二)


怪し い伝説 シーズン 10:
見どこ ろ 先出し SP( 二)


戦火の兵器大全:  ベト ナ
ム戦争( 二)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～
シーズン 11:  Ep. 16 全身
全霊での挑戦( 二)


アダムの怪し い実験:
WWI の戦闘機( 二)


驚き ！どこ でも 実験室:  混ぜ
混ぜ実験( 二)


驚き ！どこ でも 実験室:  ロ
ケッ ト 実験( 二)


怪し い伝説 シーズン 10:
見どこ ろ 先出し SP( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 3:  メ ルセ
デス・ ベン ツ 190E 前編( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 3:  メ ルセ
デス・ ベン ツ 190E 後編( 二)


☆スーパーカ ーの秘密
大解剖:  BMW
X5( 新) ( 二)


☆メ ガ建造～不可能へ
の挑戦～ シーズン 5:
世界最強下水道
( 新) ( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  ブラ ッ ク
ホールの中心へ( 二)


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  装甲戦闘車
「 At l et 」 ( 二)


★戦火の軍用機大全:  空
中戦( 二)


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 9:
Ep. 2 奮闘の日々( 字)


☆徹底捜査！宇宙の脅
威:  巨大隕石の巻
( 新) ( 二)


☆宇宙探査フ ロ ン テ ィ ア:
未来の技術発展( 新) ( 二)


★舞台裏のスーパーテク ノ ロ
ジー 日本編( 字)


戦火の兵器大全:  全面戦
争( 二)


ミ リ タ リ ー大百科 シー
ズン 2:  究極の特殊訓練
( 二)


戦火の軍用機大全:  偵察
機( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド :  旅立
ち ( 字)


SEALチーム6～ビ ン ラ
ディ ン 暗殺～:  SEALチー
ム6～ビ ン ラ ディ ン 暗殺
部隊の全貌～( 二)


驚き ！どこ でも 実験室:  炎の
実験( 二)


驚き ！どこ でも 実験室:  マ
ジッ ク のよ う な実験( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 8:  木星探査機
ジュ ノ ー( 二)


スーパーカ ーの秘密 大
解剖:  フ ェ ラ ーリ ・ ロ ー
マ製造施設( 二)


世界のモノ 作り  シーズン 15:
スケボーウィ ール ほか( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


怪し い伝説 シーズン 10:
見どこ ろ 先出し SP( 二)


★カ ク 博士のＳ Ｆ 研究室 シー
ズン 1:  Ep. 7 並行宇宙( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ト ッ プギア シーズン
8:  ト ヨ タ  VS フ ォ ルク
スワーゲン ( 字)


★ト ッ プギア シーズン
8:  フ ォ ード ・ モン デオ/
マツ ダ６ /ヴォ ク スホー
ル・ ベク ト ラ ( 字)


★ト ッ プギア シーズン
8:  ラ ン ボルギーニ・ ガ
ラ ード ( 字)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  エ
ジプト の黒いピ ラ ミ ッ ド
( 字)


Mot or Tr end


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  ビ ースト モード
UTV( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 16:
1976年式ラ ン ド ロ ーバー( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★世界のモノ 作り  シーズン
15:  寄木張 ほか( 字)


起業チャ レ ン ジ！覆面ビ
リ オネア シーズン 2:
Ep. 11 新し い戦略( 二)


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  軍事用レ ーダーシス
テム( 二)


世界を 変えた鉄道:  休暇
の変貌 グレ ート ・ ウェ
スタ ン 鉄道( 二)


メ ガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン 5:  世界最
強下水道( 二)


ビ ン ラ ディ ン 殺害計画の
すべて( 二)


THE NAKED XL シーズン
5:  新たなサバイ バルの
スタ ート ( 二)


↑


アダムの怪し い実験:
WWI の戦闘機( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 26/花火か
ら 400軒の大火災( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  2000年式ポ
ルシェ 996( 二)


スーパーカ ーの秘密 大
解剖:  フ ェ ラ ーリ ・ ロ ー
マ製造施設( 二)


ク リ エイ タ ーと その愉快な仲間た
ち :  ゲスト ： アオイ ヤマダ・ 山田
智和( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  I SS・ 非常警報発
令( 二)


戦火の兵器大全:  全面戦
争( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★究極のサバイ バルガイ
ド :  Ep. 4( 字)


★大惨事の瞬間:  Ep. 31/ゾウ
大脱走( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  アン ト の
1965年式マスタ ン グ( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド :  旅
立ち ( 字)


★SEALチーム6～ビ ン ラ ディ
ン 暗殺～:  SEALチーム6～ビ
ン ラ ディ ン 暗殺部隊の全貌～
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  火星のス
ト ーン ヘン ジ( 二)


究極のサバイ バルガイ
ド :  Ep. 4( 字)


☆ク リ エ イ タ ーと その愉快な仲間
たち :  ゲスト ： ア オイ ヤマダ・ 坂
本美雨( 新) ( 日)


☆潜入！ロ シア軍のす
べて:  軍事用レ ーダー
システム( 新) ( 二)


★戦火の兵器大全:  ベト
ナム戦争( 二)


コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ー
ズ シーズン 2:  超高額エ
ン ジン への挑戦( 二)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  自分用の最
高級カ スタ ムカ ー( 二)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  ビ ースト モード
UTV( 字)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  ス
ペースコ ミ ュ ニケーショ ン
( 二)
宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  地球
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 25/液化ガ
スタ ン ク 爆発( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  1985年式マ
ツ ダRX-7( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 3:  マツ ダ
MX-5 前編( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 3:  マツ ダ
MX-5 後編( 二)


★Bi gド リ ームSmal l ハウス シーズ
ン 7:  ワイ ナリ ー住居( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  砂漠地帯・ 謎の
宇宙船( 二)


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  装甲戦闘車
「 At l et 」 ( 二)


★究極のサバイ バルガイ
ド :  Ep. 3( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 30/洪水
で家が流さ れる ( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 15:  1985年式メ ルセデス・
ベン ツ 300TD( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド :
100回記念SP( 字)


★ビ ン ラ ディ ン 殺害計画
のすべて( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  地球上のエ
イ リ アン ( 二)


究極のサバイ バルガイ
ド :  Ep. 3( 字)


☆明日への扉( 新) ( 日)


コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ー
ズ シーズン 2:  オラ ン ダ
で超レ ア品発掘( 二)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:
ワールド ト レ ード セン
タ ー( 字)


バイ オニッ ク ・ ビ ル
ダー： 驚き の生体工学
( 二)


解明・ 宇宙未来図:  宇宙
ゴミ の脅威( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 24/ダグラ
スDC７ 衝突テスト ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
1974年式ジェ ン セン ・ ヒ ー
レ ー( 二)


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 9:
Ep. 1 夏のアラ スカ で再
集結( 字)


★３ ． １ １ から の出発:  巨大地震
を “ 早期検知” 　 新幹線の奇跡
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  金星・ 生命体の
存在( 二)


怪し い伝説 シーズン 10:
おなら 撮影／人間大玉落
と し ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 29/全米
最悪ガス管爆発事故( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 15:  1965年式プリ ムス・ バ
ラ ク ーダ 後編( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド :  回
想SP-Q&A編( 字)


★コ ン バッ ト ・ ディ ー
ラ ーズ シーズン 2:  超高
額エン ジン への挑戦( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  太陽の双子
星( 二)


究極のサバイ バルガイ
ド :  Ep. 2( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  前転ト ラ ッ ク  パー
ト 2( 字)


★ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  ビ ースト モード
UTV( 字)


★怪し い伝説 シーズン
10:  見どこ ろ 先出し
SP( 二)


コ ン バッ ト ・ ディ ーラ ー
ズ シーズン 2:  イ リ ノ イ
までの道のり ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 16:  1976年式ラ
ン ド ロ ーバー( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 16:
1965年式ダッ ジ・ コ ロ ネッ ト
500( 二)


戦火の兵器大全:  全面戦
争( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 23/逃走す
る 大型ト ラ ッ ク ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  名場面振り
返り SP( 二)


宇宙の解体新書 シーズ
ン 2:  木星の秘密( 二)


★数字のいたずら :  ケチの計
算( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  ヒ ン デン ブルク
号と ナチス( 二)


驚異の建造～不可能に挑
む～:  ニュ ーヨ ーク ・ 超
高層ビ ル( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 28/住宅
街の大規模地滑り ( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 15:  1965年式プリ ムス・ バ
ラ ク ーダ 前編( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド :  回
想SP-お気に入り 編( 字)


★コ ン バッ ト ・ ディ ー
ラ ーズ シーズン 2:  オラ
ン ダで超レ ア品発掘( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  木星の呪い
( 二)


究極のサバイ バルガイ
ド :  Ep. 1( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


DI SCO pr esent s テ ク ノ ロ ジー
アワー
★バイ オニッ ク ・ ビ ルダー：
驚き の生体工学( 二)


★アダムの怪し い実験:
WWI の戦闘機( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
1965年式プリ ムス・ バラ ク ー
ダ 前編( 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・ 謎の
メ ッ セージ( 二)


ベア・ グリ ルスと 挑む！
極限サバイ バル:  樹木恐
怖症／昆虫恐怖症( 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:  1976年式ラ
ン ド ロ ーバー( 二)


☆名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 16:  1965年式ダッ ジ・ コ
ロ ネッ ト 500( 新) ( 二)


★オーバーホール 改造
車の世界 シーズン 10:
シェ ルビ ー・ デイ ト ナ
レ プリ カ ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
1970年式VWタ イ プ3フ ァ スト
バッ ク ( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド :  回想
SP-フ ロ リ ダ編( 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:  自分用の最高級カ ス
タ ムカ ー( 新) ( 二)


☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステ リ ー シーズン 3:  エジ
プ ト の黒いピ ラ ミ ッ ド
( 新) ( 字)


☆起業チャ レ ン ジ！覆
面ビ リ オネア シーズン
2:  Ep. 11 新し い戦略
( 新) ( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド :  回想
SP-お気に入り 編( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
1965年式プリ ムス・ バラ ク ー
ダ 後編( 二)


☆ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～ シーズ
ン 11:  Ep. 16 全身全霊での
挑戦( 新) ( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド :  回想
SP-Q&A編( 字)


☆ベーリ ン グ海のゴー
ルド ラ ッ シュ  シーズン
9:  Ep. 2 奮闘の日々
( 新) ( 字)


☆THE NAKED XL シーズ
ン 5:  新たなサバイ バル
のスタ ート ( 新) ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
1985年式メ ルセデス・ ベン ツ
300TD( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド :  100
回記念SP( 字)


☆驚き ！ど こ でも 実験
室:  炎の実験( 新) ( 二)


★解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 8:  木星探査機
ジュ ノ ー( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  アン ト の
1965年式マスタ ン グ( 二)
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宇宙の解体新書 シーズ
ン 2:  木星の秘密( 二)


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 9:
Ep. 1 夏のアラ スカ で再
集結( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 22/フ リ ー
ウェ イ 崩落( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  2004年式
ダッ ジラ ムSRT10( 二)


世界を 変えた鉄道:  休暇
の変貌 グレ ート ・ ウェ
スタ ン 鉄道( 二)


★舞台裏のスーパーテク ノ ロ ジー
シーズン 10:  Ep. 13 レ ッ カ ー車
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★コ ン バッ ト ・ ディ ー
ラ ーズ シーズン 2:  イ リ
ノ イ までの道のり ( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 9:  ブラ ッ ク
ホールの中心へ( 二)


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
★ベア・ グリ ルスと 挑む！極
限サバイ バル:  樹木恐怖症／
昆虫恐怖症( 字)


★究極のサバイ バルガイ
ド :  Ep. 1( 字)


★究極のサバイ バルガイ
ド :  Ep. 2( 字)


★大惨事の瞬間:  Ep. 27/ソ
ユーズロ ケッ ト 大爆発( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 15:  1970年式VWタ イ プ3
フ ァ スト バッ ク ( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド :  回
想SP-フ ロ リ ダ編( 字)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26


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
★まさ かの時のサバイ バル:
人命救助( 字)


★まさ かの時のサバイ バル:
大地震　 ( 字)


★まさ かの時のサバイ バル:
ブレ ーキ故障( 字)


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


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


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 9:
Ep. 3 新たな取り 組みの
開拓( 字)


密着！台湾軍エリ ート 部
隊:  先鋭部隊・ フ ロ ッ グ
マン ( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 8:  木星探査機
ジュ ノ ー( 二)


大脱出！サバイ バルレ ー
ス:  タ イ ( 字)


★宇宙の解体新書 シー
ズン 2:  見えざる 宇宙
( 二)


☆徹底捜査！宇宙の脅
威:  死のガン マ線の巻
( 新) ( 二)


★ホーキン グ博士のよ く
わかる 宇宙:  地球外生命
体( 二)


バイ オニッ ク ・ ビ ル
ダー： 驚き の生体工学
( 二)


メ ガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン 5:  ド バイ
の人口島 パーム・ ジュ
メ イ ラ ( 二)


怪し い伝説 シーズン 10:
衝撃！車両実験( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 3:  ポル
シェ 928 後編( 二)


☆スーパーカ ーの秘密
大解剖:  リ マッ ク
C_ Two製造施設( 新) ( 二)


☆メ ガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン 5:  ド バイ の
人口島 パーム・ ジュ メ イ ラ
( 新) ( 二)


戦火の兵器大全:  ベト ナ
ム戦争( 二)


ミ リ タ リ ー大百科 シー
ズン 2:  米軍工兵( 二)


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  軍事用レ ーダーシス
テム( 二)


戦火の軍用機大全:  空中
戦( 二)


メ ガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン 5:  ド バイ
の人口島 パーム・ ジュ
メ イ ラ ( 二)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  エ
ジプト の海底遺跡( 字)


オーク ショ ン ・ キン グ:  モ
ロ ッ コ 国王の鞍( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


驚き ！どこ でも 実験室:  食べ
物の実験( 二)


驚き ！どこ でも 実験室:  不思議
な物質 ウーブレ ッ ク の実験
( 二)
★ダーク ・ シーク レ ッ ト :  別
人になっ た帰還兵( 二)


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:  1968年式イ
ン タ ーナショ ナルハーベ
スタ ー( 二)


オーバーホール 改造車
の世界 シーズン 10:
2015年式シボレ ー・ カ マ
ロ ( 字)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  1934年式
フ ォ ード ク ーペ( 二)


徹底捜査！宇宙の脅威:
巨大隕石の巻( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★オーク ショ ン ・ キン グ:  ヘ
レ ン ・ ケラ ーの手紙( 二)


戦火の兵器大全:  冷戦時
代の核開発( 二)


★ミ リ タ リ ー大百科
シーズン 2:  仏陸軍外人
部隊( 二)


★戦火の軍用機大全:  バ
ト ル・ オブ・ ブリ テン
( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  2004年式
BMW・ M3( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 5:  75年式ダッ ト サ
ン 280Z( 字)


戦闘艦大全:  装甲艦( 二)


驚き ！どこ でも 実験室:  食べ
物の実験( 二)


驚き ！どこ でも 実験室:  不思
議な物質 ウーブレ ッ ク の実
験( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 8:  NASA有人火
星探査( 二)


スーパーカ ーの秘密 大
解剖:  BMW X5( 二)


世界のモノ 作り  シーズン 15:
寄木張 ほか( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


THE NAKED XL シーズン
5:  ク ロ コ ダイ ルの襲撃
( 二)


★カ ク 博士のＳ Ｆ 研究室
シーズン 1:  Ep. 8 超人ヒ ー
ロ ー( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ト ッ プギア シーズン
8:  ロ ールスロ イ ス
101EX( 字)


★ト ッ プギア シーズン
9:  アウディ  TT/アル
フ ァ ロ メ オ・ ブレ ラ /マ
ツ ダ RX-8( 字)


★ト ッ プギア シーズン
9:  USド ラ イ ブSP( 字)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  エ
ジプト の海底遺跡( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★世界のモノ 作り  シーズン
15:  木製腕時計 ほか( 字)


起業チャ レ ン ジ！覆面ビ
リ オネア シーズン 2:
Ep. 12 ゴールまでのカ ウ
ン ト ダウン ( 二)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～
シーズン 11:  Ep. 17 産み
の苦し み( 二)


大革新～世界を 変えた発
明品～:  望遠鏡( 字)


大脱出！サバイ バルレ ー
ス:  タ イ ( 字)


怪し い伝説 シーズン 10:
衝撃！車両実験( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 3:  ポル
シェ 928 前編( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
2002年式メ ルセデス・ ベン ツ
E55 AMG( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 5:  続・ 1934年式
フ ォ ード ・ ク ーペ( 字)


戦闘艦大全:  木造戦闘艦
( 二)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～
シーズン 11:  Ep. 17 産み
の苦し み( 二)


THE NAKED XL シーズン
5:  ク ロ コ ダイ ルの襲撃
( 二)


大革新～世界を 変えた発
明品～:  望遠鏡( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 31/ゾウ大
脱走( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  アン ト の
1965年式マスタ ン グ( 二)


スーパーカ ーの秘密 大
解剖:  BMW X5( 二)


ク リ エイ タ ーと その愉快な仲間た
ち :  ゲスト ： アオイ ヤマダ・ 坂本
美雨( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★まさ かの時のサバイ バル:
冷凍倉庫( 字)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  火星のスト ーン
ヘン ジ( 二)


戦火の兵器大全:  ベト ナ
ム戦争( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 36/ヨ ッ
ト レ ース中の事故( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  2004年式
BMW・ M3( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 5:  75年式ダッ
ト サン 280Z( 字)


★戦闘艦大全:  装甲艦
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 4:  ブラ ッ ク
ホールの脅威( 二)


まさ かの時のサバイ バル:  ブ
レ ーキ故障( 字)


まさ かの時のサバイ バル:  冷
凍倉庫( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  1973年式ト
ヨ タ ・ セリ カ ( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 5:  1934年式フ ォ ー
ド ・ ク ーペ( 字)


戦闘艦大全:  上陸用舟艇
( 二)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  1934年式
フ ォ ード ク ーペ( 二)


大惨事の瞬間:  Ep. 30/洪水で
家が流さ れる ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
1985年式メ ルセデス・ ベン ツ
300TD( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 3:  メ ルセ
デス・ ベン ツ 190E 前編( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 3:  メ ルセ
デス・ ベン ツ 190E 後編( 二)


カ ク 博士のＳ Ｆ 研究室 シー
ズン 1:  Ep. 7 並行宇宙( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★まさ かの時のサバイ バル:
毒ヘビ ( 字)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  地球上のエイ リ
アン ( 二)


潜入！ロ シア軍のすべ
て:  軍事用レ ーダーシス
テム( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 35/巨大
ク レ ーン 転倒( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 15:  2002年式メ ルセデス・
ベン ツ E55 AMG( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 5:  続・ 1934年
式フ ォ ード ・ ク ーペ( 字)


★戦闘艦大全:  木造戦闘
艦( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 4:  冥王星の双
子天体( 二)


まさ かの時のサバイ バル:  大
地震　 ( 字)


まさ かの時のサバイ バル:  毒
ヘビ ( 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
9:  Ep. 3 新たな取り 組
みの開拓( 新) ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
1972年式フ ィ アッ ト ・ 124ス
パイ ダー( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 5:  1965年式マスタ
ン グGT( 字)


戦闘艦大全:  潜水艦( 二)


大解剖！世界歴史建築ミ
ステリ ー シーズン 3:  エ
ジプト の黒いピ ラ ミ ッ ド
( 字)


ホーキン グが語る 幹細胞
と 再生医療( 二)


徹底捜査！宇宙の脅威:
巨大隕石の巻( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 29/全米最
悪ガス管爆発事故( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
1965年式プリ ムス・ バラ ク ー
ダ 後編( 二)


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 9:
Ep. 2 奮闘の日々( 字)


★３ ． １ １ から の出発:  復
活！東北　 魂の酒( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  太陽の双子星
( 二)


怪し い伝説 シーズン 10:
見どこ ろ 先出し SP( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 34/サー
フ ァ ーが巨大波に…( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  1973年式ト
ヨ タ ・ セリ カ ( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 5:  1934年式
フ ォ ード ・ ク ーペ( 字)


★戦闘艦大全:  上陸用舟
艇( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  土星を 巡る
デススタ ー( 二)


まさ かの時のサバイ バル:  人
命救助( 字)


まさ かの時のサバイ バル:  野
良犬襲撃( 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 15:  1971年式シ
ボレ ーC10( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 5:  1973年式シボ
レ ー P30( 字)


戦闘艦大全:  世界大戦時
代の戦闘艦( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 16:
1965年式ダッ ジ・ コ ロ ネッ ト
500( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 16:
1968年式イ ン タ ーナショ ナル
ハーベスタ ー( 二)


戦火の兵器大全:  ベト ナ
ム戦争( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 28/住宅街
の大規模地滑り ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
1965年式プリ ムス・ バラ ク ー
ダ 前編( 二)


徹底捜査！宇宙の脅威:
巨大隕石の巻( 二)


★数字のいたずら :  同じ 誕生
日の確率( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  木星の呪い( 二)


メ ガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン 5:  世界最
強下水道( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 33/エア
ショ ーの戦闘機事故( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 15:  1972年式フ ィ アッ ト ・
124スパイ ダー( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 5:  1965年式マ
スタ ン グGT( 字)


★戦闘艦大全:  潜水艦
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  月の奇妙な
秘密( 二)


究極のサバイ バルガイ
ド :  Ep. 6( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


DI SCO pr esent s テ ク ノ ロ ジー
アワー


★ホーキン グが語る 幹細
胞と 再生医療( 二)


究極のサバイ バルガイ
ド :  Ep. 5( 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:
1965年式ダッ ジ・ コ ロ ネッ ト
500( 二)


☆名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ シーズ
ン 16:  1968年式イ ン タ ーナ
ショ ナルハーベスタ ー
( 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:  1934年式 フ ォ ード
ク ーペ( 新) ( 二)


☆起業チャ レ ン ジ！覆
面ビ リ オネア シーズン
2:  Ep. 12 ゴールまでの
カ ウン ト ダウン
( 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. 17 産みの苦し み
( 新) ( 二)


★オーバーホール 改造
車の世界 シーズン 10:
2015年式シボレ ー・ カ マ
ロ ( 字)


★大革新～世界を 変えた
発明品～:  望遠鏡( 字)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  ビ ースト モード
UTV( 字)


★ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  メ ガラ ム SEMA参上
( 字)


★怪し い伝説 シーズン
10:  衝撃！車両実験( 二)


☆THE NAKED XL シーズ
ン 5:  ク ロ コ ダイ ルの襲
撃( 新) ( 二)


★大脱出！サバイ バル
レ ース:  タ イ ( 字)


☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステ リ ー シーズン 3:  エジ
プ ト の海底遺跡( 新) ( 字)


☆ク リ エ イ タ ーと その愉快な仲間
たち :  ゲスト ： ア オイ ヤマダ
vol . 2( 新) ( 日)


☆驚き ！ど こ でも 実験
室:  食べ物の実験
( 新) ( 二)


★密着！台湾軍エリ ート
部隊:  先鋭部隊・ フ ロ ッ
グマン ( 二)


★戦火の兵器大全:  冷戦
時代の核開発( 二)


★解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 8:  NASA有人火
星探査( 二)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  火星・ 謎のメ ッ
セージ( 二)


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 8:  木星探査機
ジュ ノ ー( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 32/陸軍
司令部、 大爆発( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  1971年式シ
ボレ ーC10( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 5:  1973年式シ
ボレ ー P30( 字)


★戦闘艦大全:  世界大戦
時代の戦闘艦( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 3:  CI Aの秘密復
讐計画( 二)


Mot or Tr end


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  メ ガラ ム SEMA参上
( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 16:
1965年式ダッ ジ・ コ ロ ネッ ト
500( 二)


人気サバイ バルシリ ーズ一挙放送


★究極のサバイ バルガイ
ド :  Ep. 5( 字)


★究極のサバイ バルガイ
ド :  Ep. 6( 字)
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徹底捜査！宇宙の脅威:
巨大隕石の巻( 二)


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 9:
Ep. 2 奮闘の日々( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 27/ソ ユー
ズロ ケッ ト 大爆発( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
1970年式VWタ イ プ3フ ァ スト
バッ ク ( 二)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  メ ガラ ム SEMA参上
( 字)


宇宙探査フ ロ ン ティ ア:  未来
の技術発展( 二)


舞台裏のスーパーテク ノ ロ
ジー 日本編( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


バイ オニッ ク ・ ビ ル
ダー： 驚き の生体工学
( 二)


★舞台裏のスーパーテク ノ ロ
ジー シーズン 10:  Ep. 14 脱出
シュ ート ( 字)
イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★まさ かの時のサバイ バル:
野良犬襲撃( 字)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3


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
★まさ かの時のサバイ バル:
砂漠でエン スト ( 字)


★まさ かの時のサバイ バル:
山で滑落( 字)


★まさ かの時のサバイ バル:
有毒ガス発生( 字)


★エク スト リ ーム・ サバイ バ
ル:  スリ ルの代償( 字)


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


☆THE NAKED XL シーズ
ン 5:  シビ アな食事情
( 新) ( 二)


★大脱出！サバイ バル
レ ース:  パラ オ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  フ ォ ード ブ
ロ ン コ ( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 5:  1962年式フ ォ ー
ド ・ ギャ ラ ク シー( 字)


戦闘艦大全:  救助活動
( 二)


ゴールド ・ ラ ッ シュ ～人
生最後の一攫千金～
シーズン 11:  Ep. 18 600
万ド ルの夢( 二)


★ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  F100 レ ースト ラ ッ
ク ( 字)


★怪し い伝説 シーズン
10:  グラ ン ド フ ィ ナーレ
( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  メ ルク ール
Xr 4t i ( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 5:  続・ 1959年式
フ ォ ード F100( 字)


戦闘艦大全:  水雷艇( 二)


カ スタ ム・ マスタ ー
シーズン 7:  1964年式 コ
ルベッ ト ( 二)


DI SCO pr esent s テ ク ノ ロ ジー
アワー


★スティ ーブ・ ジョ ブズ
の軌跡( 二)


★大革新～世界を 変えた
発明品～:  航空機( 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 ・ ラ
ン ド ク ルーザー( 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 15:  1973年式ト
ヨ タ ・ セリ カ ( 二)


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 9:
Ep. 3 新たな取り 組みの
開拓( 字)


★３ ． １ １ から の出発:  大震
災を 乗越え　 蘇れ！寒流のり
( 二)
イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★まさ かの時のサバイ バル:
強盗の襲撃( 字)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  土星を 巡る デス
スタ ー( 二)


怪し い伝説 シーズン 10:
衝撃！車両実験( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 40/F14
戦闘機の空中爆発( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  メ ルク ール
Xr 4t i ( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 5:  続・ 1959年
式フ ォ ード F100( 字)


★戦闘艦大全:  水雷艇
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 4:  金属生命体
( 二)


まさ かの時のサバイ バル:  有
毒ガス発生( 字)


☆名車再生！ク ラ シッ
ク カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 16:  アメ リ カ
よ さ ら ば( 新) ( 二)


★オーバーホール 改造
車の世界 シーズン 10:
栄光のフ ォ ード ・ マスタ
ン グ( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  ボルボ・ ア
マゾン 122( 二)


フ ァ スト ＆ラ ウド  シー
ズン 5:  続・ 75年式ダッ
ト サン 280Z( 字)


戦闘艦大全:  小型戦闘艦
( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 16:
1968年式イ ン タ ーナショ ナル
ハーベスタ ー( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 16:  アメ リ カ よ
さ ら ば( 二)


戦火の兵器大全:  冷戦時
代の核開発( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 33/エア
ショ ーの戦闘機事故( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
1972年式フ ィ アッ ト ・ 124ス
パイ ダー( 二)


宇宙の解体新書 シーズ
ン 2:  見えざる 宇宙( 二)


★数字のいたずら :  鳩の落し
物の命中率( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★まさ かの時のサバイ バル:
火災現場( 字)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  月の奇妙な秘密
( 二)


メ ガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン 5:  ド バイ
の人口島 パーム・ ジュ
メ イ ラ ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 39/カ ー
チェ イ スの結末( 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 ・ ラ
ン ド ク ルーザー( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 5:  1959年式
フ ォ ード F100( 字)


★戦闘艦大全:  冷戦時代
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 4:  衛星タ イ タ
ン の謎( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 4:  ロ ズウェ ル
陰謀説( 二)


まさ かの時のサバイ バル:  砂
漠でエン スト ( 字)


まさ かの時のサバイ バル:  エ
レ ベータ ー故障( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


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:  1964年式
コ ルベッ ト ( 新) ( 二)


☆起業チャ レ ン ジ！覆
面ビ リ オネア シーズン
2:  Ep. 13 最終プ ッ シュ
( 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. 18 600万ド ルの夢
( 新) ( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 16:
1968年式イ ン タ ーナショ ナル
ハーベスタ ー( 二)


まさ かの時のサバイ バル:  山
で滑落( 字)


まさ かの時のサバイ バル:  火
災現場( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


まさ かの時のサバイ バル:  強
盗の襲撃( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  メ ガラ ム SEMA参上
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★NASA超常フ ァ イ ル
シーズン 4:  火星核戦争
説( 二)


エク スト リ ーム・ サバイ バ
ル:  スリ ルの代償( 字)


エク スト リ ーム・ サバイ バ
ル:  仕事中の災難( 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
9:  Ep. 4 初心者たち の
挑戦( 新) ( 字)


☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステ リ ー シーズン 3:  伝説
のアト ラ ン テ ィ ス( 新) ( 字)


★まさ かの時のサバイ バル:
エレ ベータ ー故障( 字)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 3:  CI Aの秘密復讐計
画( 二)


人気サバイ バルシリ ーズ一挙放送


解明・ 宇宙の仕組み
シーズン 8:  NASA有人火
星探査( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 37/大型
客船沈没( 字)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  ボルボ・ ア
マゾン 122( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 5:  続・ 75年式
ダッ ト サン 280Z( 字)


★戦闘艦大全:  小型戦闘
艦( 二)


★エク スト リ ーム・ サバイ バ
ル:  仕事中の災難( 字)


NASA超常フ ァ イ ル シー
ズン 4:  冥王星の双子天
体( 二)


密着！台湾軍エリ ート 部
隊:  先鋭部隊・ フ ロ ッ グ
マン ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大惨事の瞬間:  Ep. 41/難関
フ リ ースキー( 二)


★名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  フ ォ ード ブ
ロ ン コ ( 二)


★フ ァ スト ＆ラ ウド
シーズン 5:  1962年式
フ ォ ード ・ ギャ ラ ク シー
( 字)


★戦闘艦大全:  救助活動
( 二)
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宇宙の解体新書 シーズ
ン 2:  見えざる 宇宙( 二)


ベーリ ン グ海のゴールド
ラ ッ シュ  シーズン 9:
Ep. 3 新たな取り 組みの
開拓( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 32/陸軍司
令部、 大爆発( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク
カ ー・ ディ ーラ ーズ
シーズン 15:  1971年式シ
ボレ ーC10( 二)


ホーキン グが語る 幹細胞
と 再生医療( 二)


★舞台裏のスーパーテク ノ ロ ジー
シーズン 10:  Ep. 15 ヘアコ ン ディ
ショ ナー( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ディ ーゼル・ ブラ ザー
ズ:  F100 レ ースト ラ ッ
ク ( 字)


ホーキン グ博士のよ く わ
かる 宇宙:  地球外生命体
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


大惨事の瞬間:  Ep. 35/巨大ク
レ ーン 転倒( 字)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 15:
2002年式メ ルセデス・ ベン ツ
E55 AMG( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 3:  ポル
シェ 928 前編( 二)


名車再生！ク ラ シッ ク カ ー・
ディ ーラ ーズ シーズン 3:  ポル
シェ 928 後編( 二)


★Bi gド リ ームSmal l ハウス
シーズン 7:  広がる 家( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)





		2021_0830-0905

		2021_0906-0912

		2021_0913-0919

		2021_0920-0926

		2021_0927-1003






日本映画専門チャンネル 2021年9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 6:00 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 [字]前略おふくろ様 #19 [字]前略おふくろ様 #20 [字]前略おふくろ様 #21 倉本聰劇場 6:15 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 [字]前略おふくろ様Ⅱ #20 [字]憲兵と幽霊 6:30
6:45 (47分) 差分: 13 (75分) 差分: 10 6:45
7:00 7:00 7:00 7:00　おとな旅あるき旅 #36 7:00　おとな旅あるき旅 #37 7:00 7:00 7:00
7:15 日曜劇場 #80　 日曜劇場 #81　 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 大空港（主演・鶴田浩二） [字]妖怪大戦争[2005年版] 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 7:30  #19-22 (125分) 差分: 15 7:40　[字]男おばさん!! #226 7:30
7:45 (47分) 差分: 13 (46分) 差分: 14 [字]日曜劇場 #82　 [字]日曜劇場 #83　 7:45
8:00 8:00 8:00　おとな旅あるき旅 #28 ああ！新世界（脚本／倉本聰） ひとり（脚本／倉本聰） 8:00 8:00
8:15 おとなのサスペンス劇場 (25分) 差分: 5 (47分) 差分: 13 (48分) 差分: 12 倉本聰劇場 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 8:30 [字]前略おふくろ様Ⅱ #21 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 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 (47分) 差分: 13 8:45
9:00 （主演・鳥越マリ） 乱歩賞作家サスペンス　影を愛したわたし（主演・石田えり） 乱歩賞作家サスペンス　許された日々（主演・石田えり） 9:00 9:00
9:15 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 9:20 このドキュメンタリーがすごい！ 9:15
9:30 9:30 9:30 9:30 週末“イッキミ”ドラマ [字]なぜ君は総理大臣に 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]シグナル　 なれないのか 9:45
10:00 10:00 京都妖怪地図４　 美人殺しシリーズ１ 美人殺しシリーズ２ 長期未解決事件捜査班 (120分) 差分: 15 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 （主演・愛川欽也） （主演・愛川欽也） 10:20  #1-#5 10:15
10:30 松本清張原作　 猫たちの世界遺産・エーゲ海篇　#1 10:30
10:45 死んだ馬 (33分) 差分: 7 10:45
11:00 （主演・小川真由美） 11:00 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 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 探偵神津恭介の殺人推理1 [字]三匹のおっさん3 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 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 （主演・近藤正臣） ～正義の味方、みたび!!～ 11:45
12:00 12:00 京都妖怪地図５　 箱根湯河原温泉交番1 箱根湯河原温泉交番3 #1-#4 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 （主演・船越英一郎） （主演・船越英一郎） 12:15
12:30 松本清張原作　連環 12:30
12:45 （主演・片平なぎさ） 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 13:30 13:30 13:30 探偵神津恭介の殺人推理2 13:40 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・近藤正臣） [字]シグナル　 13:45
14:00 14:00 京都妖怪地図６　 箱根湯河原温泉交番2 箱根湯河原温泉交番4 長期未解決事件捜査班 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！ （主演・船越英一郎） （主演・船越英一郎）  #6-#10（終） 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）　 14:50 14:45
15:00 15:00 [字]シグナル 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 長期未解決事件捜査班 スペシャル 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 探偵神津恭介の殺人推理3 (90分) 差分: 10 15:30
15:45 大空港（主演・鶴田浩二）  #28 大空港（主演・鶴田浩二）  #29 大空港（主演・鶴田浩二）  #30 （主演・近藤正臣） 15:45
16:00 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (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　Dearボス #11 16:30　Dearボス #12 16:30 16:30
16:45 16:50 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 16:55 [字]輝ける瞬間（とき） 16:45
17:00 ミナミの帝王劇場 17:00　[字]男おばさん!! #225 17:00 17:00 エーゲ海　猫が暮らす癒しの島　#2 コンバットカメラマン沢田教一の愛と青春 17:00
17:15 [字]難波金融伝 ミナミの帝王 [字]聖☆おにいさん　第Ⅱ紀 [字]聖☆おにいさん　第Ⅲ紀 (38分) 差分: 7 (93分) 差分: 7 17:15
17:30 劇場版16 17:30 (55分) 差分: 25 (54分) 差分: 6 17:40 17:30
17:45  借金セミナー 特集・鶴田浩二 [字]竜の道 17:45
18:00 (89分) 差分: 11 [字]あゝ決戦航空隊 18:00　[字]男おばさん!! #225 #6-8（終） 18:10 18:00
18:15 (200分) 差分: 10 18:20 18:20 [字]火垂るの墓 18:15
18:30 18:30 [字]竜の道 [字]竜の道 18:00 (89分) 差分: 6 18:30
18:45 [字]踊る大捜査線 THE MOVIE2 #1-2 #3-5 [字]輝ける瞬間（とき） 18:45
19:00 レインボーブリッジを封鎖せよ！ コンバットカメラマン沢田教一の愛と青春 19:00
19:15 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞ (93分) 差分: 27 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 19:45
20:00 20:00 日曜邦画劇場 20:00
20:15 [字]ミッドナイト イーグル [字]Ｄｉｎｅｒ　ダイナー 20:15
20:30 (133分) 差分: 7 (118分) 差分: 17 20:30
20:45 20:45
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
21:15 [字]北の国から 2002 [字]北の国から 2002 「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 21:15
21:30 遺言 前編 遺言 後編 [字]警部補・古畑任三郎（第１シリーズ） [字]ゴジラ対へドラ [字]人間魚雷 21:30
21:45 (128分) 差分: 7 (156分) 差分: 9 ＜デジタルリマスター版＞ ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 　あゝ回天特別攻撃隊 21:45
22:00  #5-#6 ※2Kダウンコンバートにて放送 (105分) 差分: 15 22:00 22:00
22:15 (86分) 差分: 14 22:20 日曜邦画劇場 22:15
22:30 22:40 [字]ストロベリーナイト＜PG-12＞ [字]スマホを落としただけなのに 22:30
22:45 22:45 日曜邦画劇場 (128分) 差分: 12 (116分) 差分(解説含む): 34 22:45
23:00 [字]ゼニガタ＜R-15＞ [字]コンフィデンスマンJP 23:00 23:00
23:15 23:15 (112分) 差分: 8 プリンセス編 ミナミの帝王劇場 23:15
23:30 [字]ホタルノヒカリ  #7 (124分) 差分(解説含む): 31 難波金融伝 ミナミの帝王 23:30
23:45 (46分) 差分: 9 23:45 スペシャル劇場版　 23:45
0:00 0:10 [字]ホタルノヒカリ  #9 ローンシャーク・・・追い込み 0:00
0:15 [字]ホタルノヒカリ  #8 (46分) 差分: 9 (96分) 差分: 9 0:15
0:30 (46分) 差分: 14 0:40 0:40 0:30 0:30
0:45 [字]ホタルノヒカリ  #10 0:45 0:45 月イチ衝撃作 「古畑任三郎」デジタルリマスター版 TV初放送 0:45
1:00 1:10 (58分) 差分: 7 女占い師と美人OL　 童貞さん いらっしゃ～い！ [字]風に濡れた女（R-15版） [字]警部補・古畑任三郎（第１シリーズ） 1:00
1:15 ミナミの帝王劇場 W巨尻で狂わせて 1:15 ＜R-15＞ ＜R-15＞ ＜デジタルリマスター版＞ 1:15
1:30 [字]難波金融伝 ミナミの帝王 ＜R-15＞ オトナのしおり　 (75分) 差分: 10 (78分) 差分: 12  #5-#6 1:30
1:45 劇場版17 プライド 1:45 (82分) 差分: 13 とじて、ひらいて 1:45
2:00 (90分) 差分: 10 女闇金ユリ ＜R-15＞ 2:10 2:10 2:00
2:15 ～恥辱に悶える夜の花園～ 2:20 (67分) 差分: 8 ネトラセラレ1 ～色～ 日本統一劇場 2:15 2:15
2:30 ＜R-15＞ Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 2:30 ＜R-15＞ [字]日本統一３４ エロティカクイーン 2:30
2:45 2:50 (74分) 差分: 6 仁義４９ Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 (64分) 差分: 6 (71分) 差分: 19 聖なる蝶 赤い部屋 2:45
3:00 淫ら温泉　 3:05 (80分) 差分: 10 仁義４７ ＜R-15＞ 3:00
3:15 揉みがえりの湯 バージン協奏曲 (85分) 差分: 5 3:20 (75分) 差分: 10 3:15
3:30 ＜R-15＞ それゆけ純白パンツ! ネトラセラレ2 ～情～ 3:40 3:40 3:30
3:45 (81分) 差分: 9 ＜R-15＞ 3:50 ＜R-15＞ サドルの女 性感クリニック　 3:45
4:00 (70分) 差分: 10 エロティカクイーン　 4:00 (65分) 差分: 10 ＜R-15＞ 女医・凛子＜R-15＞ 4:00
4:15 4:20 4:25 メビウスの悪女　赤い部屋 夫婦のカタチ　 (71分) 差分: 9 (73分) 差分: 7 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。 ＜R-15＞ 夫に覗かれて・・・ 4:35 4:30
4:45 (66分) 差分: 9 ＜R-15＞ (67分) 差分: 13 ＜R-15＞ ネトラセラレ3 ～愛～ 4:45
5:00 (85分) 差分: 10 5:10 (75分) 差分: 15 ＜R-15＞ 5:00 5:00 5:00
5:15 エーゲ海　猫が暮らす癒しの島　#1 (54分) 差分: 11 [字]食は文学にあり エーゲ海　猫が暮らす癒しの島　#1 5:15
5:30 5:35　[字]男おばさん!! #225 (39分) 差分: 11 5:30　[字]男おばさん!! #225 5:40　[字]男おばさん!! #225 荷風と谷崎 終戦前夜の晩餐 (39分) 差分: 11 5:30
5:45 5:55 5:50 (60分) 差分: 15 5:50 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:15 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


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9月


9/6(月) 9/7(火) 9/8(水) 9/9(木) 9/10(金) 9/11(土) 9/12(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 #22 [字]前略おふくろ様 #23 [字]前略おふくろ様 #24 [字]前略おふくろ様 #25 [字]前略おふくろ様 #26（終） 倉本聰劇場 6:15
6:30 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 [字]前略おふくろ様Ⅱ #21 6:30
6:45 (47分) 差分: 13 6:45
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
7:15 [字]日曜劇場 #84　 白い滑走路（主演・田宮二郎） 白い滑走路（主演・田宮二郎） 白い滑走路（主演・田宮二郎） 大空港（主演・鶴田浩二） [字]恋愛ズバリ講座 7:15
7:30 スパイスの秋(脚本／倉本聰)  #1-2  #3-4 #5-6  #23-26 (75分) 差分: 15 7:40　[字]男おばさん!! #227 7:30
7:45 (48分) 差分: 12 7:45
8:00 8:00 8:00 8:00
8:15 おとなのサスペンス劇場 倉本聰劇場 8:15
8:30 松本清張　溺れ谷 8:30 [字]前略おふくろ様Ⅱ #22 8:30
8:45 （主演：近藤正臣） 8:50　時代劇専門チャンネルのすべて 8:50　時代劇専門チャンネルのすべて 8:50　時代劇専門チャンネルのすべて 週末“イッキミ”ドラマ (47分) 差分: 13 8:45
9:00 9:00　Dearボス #13 9:00　Dearボス #14 9:00　Dearボス #15 [字]三匹のおっさん 9:00 9:00
9:15 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 ～正義の味方、見参!!～ [字]兵隊やくざ殴り込み 9:15
9:30 9:30 9:30 9:30 #1-#4 (89分) 差分: 11 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 9:45
10:00 美人殺しシリーズ３ 美人殺しシリーズ４ 美人殺しシリーズ５ 10:00
10:15 （主演・愛川欽也） （主演・愛川欽也） （主演・愛川欽也） 10:20 10:15
10:30 猫たちの世界遺産・エーゲ海篇　#1 10:40 10:30
10:45 10:45　時代劇専門チャンネルのすべて (33分) 差分: 7 [字]三匹のおっさん3 10:45
11:00 11:00 11:00 ～正義の味方、みたび!!～ 11:00
11:15 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場  #5-#8（終） 11:15
11:30 松本清張スペシャル　 11:30 11:30 11:30 探偵神津恭介の殺人推理4 11:30
11:45 渡された場面　前編 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・近藤正臣） 11:45
12:00 （主演・古谷一行） 天才神津恭介の殺人推理１ 天才神津恭介の殺人推理２ 女の中の二つの顔 12:00
12:15 （主演・村上弘明） （主演・村上弘明） （主演・余貴美子） 12:15
12:30 12:40 12:30
12:45 12:55　時代劇専門チャンネルのすべて [字]三匹のおっさん 12:45
13:00 13:00 13:00 ～正義の味方、見参!!～ 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 おとなのサスペンス劇場 #5-#8（終） 13:15
13:30 松本清張スペシャル　 13:30 13:30 13:30 探偵神津恭介の殺人推理5 13:30
13:45 渡された場面　後編 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・近藤正臣） 13:45
14:00 （主演・古谷一行） 死体を置いていかないで 湯けむり受胎旅行連続殺人 湯けむり受胎旅行連続殺人２ 14:00
14:15 （主演・片平なぎさ） （主演・片平なぎさ） （主演・片平なぎさ） 14:15
14:30 14:40 14:30
14:45 14:55　時代劇専門チャンネルのすべて 14:55　時代劇専門チャンネルのすべて [字]映画 怪物くん 14:45
15:00 15:00 15:00 (103分) 差分: 12 15:00
15:15 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 15:15
15:30 [字]松本清張スペシャル　 15:30 15:30 15:30 探偵神津恭介の殺人推理6 15:30
15:45 危険な斜面 大空港（主演・鶴田浩二）  #31 大空港（主演・鶴田浩二）  #32 大空港（主演・鶴田浩二）  #33 （主演・近藤正臣） 15:45
16:00 （主演・古谷一行） (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 16:00
16:15 16:15
16:30 16:30　Travel Salad #47 16:30　Travel Salad #48 16:30　Travel Salad #49 16:35 16:30
16:45 16:50 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 [字]秘密 16:45
17:00 [字]アヒルと鴨のコインロッカー 17:00 17:00 17:00 17:00　[字]男おばさん!! #226 2ヶ月連続企画 (121分) 差分: 9 17:00
17:15 (110分) 差分: 10 『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 ミナミの帝王劇場 このドキュメンタリーがすごい！ 樹木希林さんが遺したもの 17:15
17:30 [字]ゴジラ対へドラ 難波金融伝 ミナミの帝王 [字]なぜ君は総理大臣に 17:30 17:00 17:30
17:45 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 スペシャル劇場版　 なれないのか 特集・鶴田浩二 [字]海よりもまだ深く 17:45
18:00 ※2Kダウンコンバートにて放送 ローンシャーク・・・追い込み (120分) 差分: 10 [字]あゝ決戦航空隊 (118分) 差分: 12 18:00
18:15 (86分) 差分: 14 (96分) 差分: 14 (200分) 差分: 10 18:15
18:30 18:40 18:30
18:45 18:50 [字]君に届け 18:50 18:45 18:45
19:00 [字]ブラック校則 (129分) 差分: 11 蔵出し名画座 19:10 19:10 [字]コンフィデンスマンJP 19:00
19:15 (119分) 差分: 11 [字]四月の魚 俳優・大沢たかおに魅せられて [字]日日是好日 プリンセス編 19:15
19:30 ＜ニューHDマスター版＞ [字]ミッドナイト イーグル (100分) 差分: 10 (124分) 差分: 11 19:30
19:45 (110分) 差分(解説含む): 20 (133分) 差分: 7 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 21:00 21:00 21:00 21:00
21:15 【森田芳光70祭】監督・森田芳光特集 [字]紙の月 「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 [字]万引き家族 日曜邦画劇場 21:15
21:30 [字]の・ようなもの ＜PG-12＞ [字]警部補・古畑任三郎（第１シリーズ） 21:30 [字]あゝ予科練 ＜PG-12＞ [字]Ｄｉｎｅｒ　ダイナー 21:30
21:45 (104分) 差分: 16 (127分) 差分: 13 ＜デジタルリマスター版＞ 俳優・大沢たかおに魅せられて (111分) 差分: 9 (121分) 差分: 9 (118分) 差分(解説含む): 32 21:45
22:00  #7-#8 [字]藁の楯　わらのたて 22:00
22:15 (126分) 差分: 14 22:15
22:30 22:30
22:45 22:45 22:45
23:00 23:00 [字]CRISIS　公安機動捜査隊特捜班 #5 23:00 23:10 23:00
23:15 [字]CRISIS　公安機動捜査隊特捜班 #1 23:20 (46分) 差分: 9 ミナミの帝王劇場 [字]人生フルーツ 23:15
23:30 (57分) 差分: 8 [字]CRISIS　公安機動捜査隊特捜班 #3 23:40 難波金融伝　ミナミの帝王 (91分) 差分: 9 23:30 23:30
23:45 (46分) 差分: 9 [字]CRISIS　公安機動捜査隊特捜班 #6 23:50 -特別編- 密約 「古畑任三郎」デジタルリマスター版 TV初放送 23:45
0:00 0:05 (46分) 差分: 14 日曜邦画劇場 (94分) 差分: 6 [字]警部補・古畑任三郎（第１シリーズ） 0:00
0:15 [字]CRISIS　公安機動捜査隊特捜班 #2 0:15 [字]スマホを落としただけなのに ＜デジタルリマスター版＞ 0:15
0:30 (46分) 差分: 9 [字]CRISIS　公安機動捜査隊特捜班 #4 0:40 (116分) 差分(解説含む): 34 0:40  #7-#8 0:30
0:45 (46分) 差分: 9 Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 女闇金ユリ 0:50 0:45
1:00 1:00 1:10 仁義５０ ～恥辱に悶える夜の花園～ [字]神宮希林　 1:00
1:15 美容室へイクっ！ 日本統一劇場 (80分) 差分: 10 ＜R-15＞ (95分) 差分: 10 1:15 1:15
1:30 ～童貞卒業物語～ [字]日本統一３３ (74分) 差分: 6 エクスタシー刑事 1:30
1:45 ＜R-15＞ (74分) 差分: 16 ～特殊能力捜査官 冴子～ 1:45
2:00 (72分) 差分: 8 2:10 2:00 ＜R-15＞ 2:00
2:15 2:20 ツンデレ娘 奥手な初体験 2:20 姉妹事件簿 (75分) 差分: 10 2:15
2:30 日本統一劇場 2:40 ＜R-15＞ Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 エッチにまる見え 2:35 2:40 2:30
2:45 [字]日本統一３２ [字]虜　極妻の性（R-15版）＜R-15＞ (71分) 差分: 9 仁義４８ ＜R-15＞ 月イチ衝撃作 バージン協奏曲 2:45
3:00 (82分) 差分: 8 (66分) 差分: 14 (83分) 差分: 7 (70分) 差分: 10 [字]牝猫たち（R-15版） それゆけ純白パンツ! 3:00
3:15 3:20 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 3:15
3:30 3:30 悶絶上映 銀幕の巨乳 (85分) 差分: 10 (70分) 差分: 10 3:30
3:45 3:50 エロティカクイーン　 3:50 ＜R-15＞ 3:45
4:00 ブラコン！ 4:00 アララト＜R-15＞ 淫ら温泉　 (71分) 差分: 9 4:10 4:00 4:00
4:15 僕と妹のノゾミ エロティカクイーン　 (120分) 差分: 10 揉みがえりの湯 日本統一劇場 夫婦のカタチ　 4:15
4:30 ＜R-15＞ あざみさんのこと ＜R-15＞ 4:40 [字]日本統一３５ 夫に覗かれて・・・ 4:30
4:45 (66分) 差分: 9 ＜R-15＞ (81分) 差分: 9 エロティカクイーン 裸の天使 (81分) 差分: 9 ＜R-15＞ 4:45
5:00 5:05 (116分) 差分: 4 赤い部屋＜R-15＞ (75分) 差分: 10 5:00
5:15 エーゲ海　猫が暮らす癒しの島　#2 5:20 (71分) 差分: 9 5:25　[字]男おばさん!! #227 5:15
5:30 (38分) 差分: 17 5:40　[字]男おばさん!! #226 猫たちの世界遺産・エーゲ海篇　#2 5:40 5:30
5:45 (34分) 差分: 6 特集・鶴田浩二 5:45 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 [字]人間魚雷 [字]Mother  #1 6:00
6:15 　あゝ回天特別攻撃隊 (71分) 差分: 9 6:15
6:30 (105分) 差分: 15 6:30
6:45 6:45
7:00 7:05 7:00
7:15 7:15
7:30 7:40 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9月


9/13(月) 9/14(火) 9/15(水) 9/16(木) 9/17(金) 9/18(土) 9/19(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
6:15 [字]Mother  #2 [字]Mother  #3 [字]Mother  #4 蔵出し名画座 6:15
6:30 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 6:40 [字]四月の魚＜ニューHDマスター版＞ 6:30
6:45 倉本聰劇場 (110分) 差分(解説含む): 10 6:45
7:00 7:05 7:00 7:00 7:00 7:00 [字]前略おふくろ様Ⅱ #22 7:00
7:15 [字]日曜劇場 #85　 白い滑走路（主演・田宮二郎） 白い滑走路（主演・田宮二郎） 白い滑走路（主演・田宮二郎） 大空港（主演・鶴田浩二） (47分) 差分: 13 7:15
7:30 遅れてきたサンタ(脚本／倉本聰) #7-8  #9-10 #11-12 #27-30 7:40 7:30
7:45 (47分) 差分: 8 [字]ホワイトアウト 7:45
8:00 8:00 (129分) 差分: 11 8:00 8:00
8:15 おとなのサスペンス劇場 倉本聰劇場 8:15
8:30 松本清張　わるいやつら [字]前略おふくろ様Ⅱ #23 8:30
8:45 （主演・古谷一行） 8:50　時代劇専門チャンネルのすべて 8:50　時代劇専門チャンネルのすべて 8:50　時代劇専門チャンネルのすべて (46分) 差分: 14 8:45
9:00 9:00　Travel Salad #50 9:00　Travel Salad #51 9:00　Travel Salad #52 9:00 9:00
9:15 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 [字]兵隊やくざ★強奪 9:15
9:30 9:30 9:30 9:30 (80分) 差分: 10 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 9:45
10:00 美人殺しシリーズ６ 美人殺しシリーズ７　 美人殺しシリーズ８　 10:00 10:00
10:15 10:20　時代劇専門チャンネルのすべて （主演・愛川欽也） 美人コンパニオン殺し 新妻殺し 10:25 最高画質で甦る監督・山中貞雄の世界 10:15
10:30 10:30 （主演・愛川欽也） （主演・愛川欽也） [字]男おばさん!! #227 [字]丹下左膳餘話 百萬両の壺 10:30　[字]男おばさん!! #228 10:30
10:45 おとなのサスペンス劇場 (20分) 差分: 15 ＜4Kデジタル復元・最長版＞　 10:50 10:45
11:00 松本清張　事故 11:00 ※2Kダウンコンバートにて放送 猫たちの世界遺産・エーゲ海篇　#2 11:00
11:15 （主演・古谷一行） おとなのサスペンス劇場 (93分) 差分: 7 (34分) 差分: 6 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 探偵神津恭介の殺人推理7 11:40 11:30 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・近藤正臣） [字]日本のいちばん長い日 [字]ＧＴＯ（1998） 11:45
12:00 和久峻三ミステリー　 和久峻三ミステリー　 宮之原警部・こころの事件簿①　 (92分) 差分: 23 ＜４Kデジタルリマスター版＞ #1-#6 12:00
12:15 京都のテミス女裁判官１ 京都のテミス女裁判官２ 京都高瀬川殺人事件 ※2Kダウンコンバートにて放送 12:15
12:30 （主演・若村麻由美） （主演・若村麻由美） （主演：仲代達矢） (158分) 差分: 12 12:30
12:45 12:50　時代劇専門チャンネルのすべ 12:55　時代劇専門チャンネルのすべて (5分) 差分: 0 12:45
13:00 13:00 13:00 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 おとなのサスペンス劇場 13:15
13:30 [字]松本清張作家活動40年記念ドラマ　 13:30 13:30 13:30 探偵神津恭介の殺人推理8 13:30
13:45 たづたづし 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・近藤正臣） 13:45
14:00 変装婦警の殺人事件簿 変装婦警の殺人事件簿２ 変装婦警の殺人事件簿３ (93分) 差分: 27 14:00
14:15 （主演・片平なぎさ） （主演・片平なぎさ） （主演・片平なぎさ） 14:15
14:30 14:30 14:30
14:45 ミナミの帝王劇場 14:45
15:00 15:00 15:00 難波金融伝　ミナミの帝王 15:00
15:15 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 -特別編- 密約 15:15
15:30 [字]松本清張スペシャル　 15:30 15:30 15:30 探偵神津恭介の殺人推理9 (94分) 差分: 6 15:30
15:45 山峡の湯村 大空港（主演・鶴田浩二）  #34 大空港（主演・鶴田浩二）  #35 大空港（主演・鶴田浩二）  #36 （主演・近藤正臣） 15:45
16:00 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (92分) 差分: 23 16:10 16:00
16:15 [字]コンフィデンスマンJP 16:15
16:30 16:30　森崎博之の あぐり王国 北海道 #40 16:30　森崎博之の あぐり王国 北海道 #41 16:30　森崎博之の あぐり王国 北海道 #42  #1-5 16:40 16:30
16:45 16:55　時代劇専門チャンネルのすべて (26分) 差分: 4 (26分) 差分: 4 (26分) 差分: 4 16:55 [字]コンフィデンスマンJP 16:45
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 蔵出し名画座  #6-10（終） 17:00
17:15 ミナミの帝王劇場 [字]三度目の殺人 [字]映画 怪物くん このドキュメンタリーがすごい！ [字]四月の魚＜ニューHDマスター版＞ 17:15
17:30 難波金融伝　ミナミの帝王 (125分) 差分: 10 (103分) 差分: 7 [字]米軍（アメリカ）が最も恐れた男　 (110分) 差分(解説含む): 15 17:30
17:45 -特別編- 密約 カメジロー　不屈の生涯 17:45
18:00 (94分) 差分: 11 (128分) 差分: 17 18:00
18:15 18:15
18:30 18:30
18:45 18:45 18:50 18:45
19:00 [字]君に届け [字]万引き家族 19:00 19:00
19:15 (129分) 差分: 6 19:15 ＜PG-12＞ 19:25 [字]いつかギラギラする日 19:15
19:30 最高画質で甦る監督・山中貞雄の世界 (121分) 差分: 9 [字]妖怪大戦争[1968年版] (109分) 差分: 11 19:30
19:45 [字]丹下左膳餘話 百萬両の壺 (79分) 差分: 16 19:45
20:00 ＜4Kデジタル復元・最長版＞　 20:00
20:15 ※2Kダウンコンバートにて放送 20:15
20:30 (93分) 差分: 12 20:30
20:45 20:45
21:00 21:00 最高画質で甦る 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
21:15 俳優・大沢たかおに魅せられて 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 [字]Ｄｉｎｅｒ　ダイナー 日曜邦画劇場 21:15
21:30 [字]AI崩壊 21:00 [字]警部補・古畑任三郎（第１シリーズ） [字]ゴジラ対へドラ [字]人間魚雷 (118分) 差分: 17 [字]マスカレード・ホテル 21:30
21:45 (132分) 差分: 18 [字]河内山宗俊 ＜デジタルリマスター版＞ ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 　あゝ回天特別攻撃隊 (134分) 差分(解説含む): 31 21:45
22:00  ＜4Kデジタル復元版＞※2Kダウンコンバートにて放送 #9-#10 ※2Kダウンコンバートにて放送 (105分) 差分: 15 22:00
22:15 (83分) 差分: 7 (86分) 差分: 14 22:15
22:30 22:30 22:40 22:30
22:45 [字]CRISIS　公安機動捜査隊特捜班 #7 22:45 日曜邦画劇場 22:45
23:00 (46分) 差分: 9 [字]CRISIS　公安機動捜査隊特捜班 #9 [字]Ｄｉｎｅｒ　ダイナー 23:00 23:00
23:15 23:25 (46分) 差分: 9 (118分) 差分(解説含む): 32 ミナミの帝王劇場 23:15 23:15
23:30 23:30 [字]CRISIS　公安機動捜査隊特捜班 #8 23:40 難波金融伝 ミナミの帝王 月イチ衝撃作 23:30
23:45 【森田芳光70祭】監督・森田芳光特集 (46分) 差分: 9 [字]CRISIS　公安機動捜査隊特捜班 #10（終） スペシャル劇場版　 [字]二十六夜待ち＜R-15＞ 23:45 23:45
0:00 [字]ときめきに死す (57分) 差分: 13 ローンシャーク・・・追い込み (124分) 差分: 16 「古畑任三郎」デジタルリマスター版 TV初放送 0:00
0:15 (105分) 差分: 10 0:20 (96分) 差分: 9 [字]警部補・古畑任三郎（第１シリーズ） 0:15
0:30 猫たちの世界遺産・エーゲ海篇　#1 ＜デジタルリマスター版＞ 0:30
0:45 (33分) 差分: 7 0:50 0:45 #9-#10 0:45
1:00 1:00 幼なじみ　発情てんこ盛り 1:10 悶絶上映 銀幕の巨乳 1:00
1:15 1:25 セックス依存症　 ＜R-15＞ 東京の恋人＜R-15＞ ＜R-15＞ 1:15
1:30 花咲く部屋、昼下がりの蕾 漫才師の濡れた毎日 (81分) 差分: 9 (81分) 差分: 14 (71分) 差分: 14 1:35 1:30 1:30
1:45 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 月イチ衝撃作 美容室へイクっ！ 1:45
2:00 (71分) 差分: 4 (68分) 差分: 12 2:10 [字]完全なる飼育 etude ～童貞卒業物語～ 2:00
2:15 2:20 2:20 えろぼん！ ＜R-15＞ ＜R-15＞ 2:15
2:30 2:40 日本統一劇場 童貞さん いらっしゃ～い！ オヤジとムスコの性春日記 (82分) 差分: 13 (72分) 差分: 8 2:30
2:45 日本統一劇場 [字]日本統一３５ ＜R-15＞ 2:45 ＜R-15＞ 2:50 2:45
3:00 [字]日本統一３４ (81分) 差分: 9 (75分) 差分: 10 Ｖシネ版「仁義」シリーズ連続放送 (74分) 差分: 11 3:10 ツンデレ娘 奥手な初体験 3:00
3:15 (71分) 差分: 9 仁義４９ エロティカクイーン ＜R-15＞ 3:15
3:30 (80分) 差分: 10 3:35 聖なる蝶 赤い部屋 (71分) 差分: 9 3:30
3:45 3:50 3:45 性感クリニック　 ＜R-15＞ 3:45
4:00 4:00 オトナのしおり　 花咲く部屋、昼下がりの蕾 女医・凛子＜R-15＞ (75分) 差分: 15 4:10 4:00
4:15 女占い師と美人OL　 とじて、ひらいて ＜R-15＞ 4:15 (73分) 差分: 12 エーゲ海　猫が暮らす癒しの島　#3 4:15
4:30 W巨尻で狂わせて ＜R-15＞ (71分) 差分: 14 淫ら温泉　 4:40 (36分) 差分: 9 4:30
4:45 ＜R-15＞ (67分) 差分: 8 揉みがえりの湯 サドルの女 4:55 4:45
5:00 (82分) 差分: 28 5:05　日本映画放送　番組審議委員会 5:10 ＜R-15＞ 5:00 ＜R-15＞ 闇金ドッグス７ 5:00
5:15 5:10 猫たちの世界遺産・エーゲ海篇　#2 (81分) 差分: 14 [字]怒号する巨弾 (71分) 差分: 9 ＜R-15＞ 5:15
5:30 【森田芳光70祭】監督・森田芳光特集 (34分) 差分: 6 (86分) 差分: 14 (86分) 差分: 9 5:30
5:45 5:50　日本映画放送　番組審議委員会 [字]の・ようなもの 5:50　日本映画放送　番組審議委員会 5:50　日本映画放送　番組審議委員会 5:45
6:00 6:00 (104分) 差分: 6 6:00 6:00 6:00 6:00
6:15 6:15
6:30 6:40 6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 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9月


9/20(月) 9/21(火) 9/22(水) 9/23(木) 9/24(金) 9/25(土) 9/26(日)


5:15 5:15
5:30 5:30
5:45 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:10　[字]男おばさん!! #228 6:00 6:00
6:15 [字]Mother  #5 [字]Mother  #6 [字]Mother  #7 (20分) 差分: 0 特集・鶴田浩二 6:15
6:30 6:30 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 6:30 (46分) 差分: 14 6:30 [字]あゝ予科練 6:30
6:45 特集・鶴田浩二 ミナミの帝王劇場 倉本聰劇場 (111分) 差分: 9 6:45
7:00 [字]あゝ決戦航空隊 7:00 7:00 難波金融伝 ミナミの帝王 7:00 [字]前略おふくろ様Ⅱ #23 7:00
7:15 (200分) 差分: 10 白い滑走路（主演・田宮二郎） 白い滑走路（主演・田宮二郎） スペシャル劇場版　 大空港（主演・鶴田浩二）  (46分) 差分: 14 7:15
7:30 #13-14 #15-16 ローンシャーク・・・追い込み #31-34 7:30
7:45 (96分) 差分: 14 7:45
8:00 7:30 8:00 8:00
8:15 8:20 [字]カルテット 倉本聰劇場 8:15
8:30 ミナミの帝王劇場 #1-5 [字]前略おふくろ様Ⅱ #24（終） 8:30
8:45 8:50　時代劇専門チャンネルのすべて 8:50　時代劇専門チャンネルのすべて 難波金融伝　ミナミの帝王 (45分) 差分: 15 8:45
9:00 9:00 9:00 -特別編- 密約 9:00　[字]男おばさん!! #228 9:00
9:15 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 (94分) 差分: 16 9:20 9:15
9:30 美人殺しシリーズ９　 美人殺しシリーズ１０　 俳優・大沢たかおに魅せられて 9:30
9:45 美人外科医殺し 美人真珠王殺し [字]ストロベリーナイト＜PG-12＞ 9:45
10:00 10:00 （主演・愛川欽也） （主演・愛川欽也） 10:10 (128分) 差分: 12 10:00
10:15 最高画質で甦る監督・山中貞雄の世界 [字]秘密 10:20 10:15
10:30 [字]河内山宗俊 (121分) 差分: 9 猫たちの世界遺産・エーゲ海篇　#2 10:30
10:45 ＜4Kデジタル復元版＞ ※2Kダウンコンバートにて放送 (34分) 差分: 6 10:45
11:00 (83分) 差分: 7 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 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 11:15
11:30 11:30 歪んだ星座 十年　妻が夫を裏切った日 探偵神津恭介の殺人推理10 11:40 11:30
11:45 『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／小林久三・主演／緒形拳） （主演・大杉漣） （主演・近藤正臣） 11:55 [字]ＧＴＯ（1998） 11:45
12:00 [字]ゴジラ対へドラ [字]カルテット  #7-#12（終） 12:00
12:15 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 12:20  #6-10（終） 12:15
12:30 ※2Kダウンコンバートにて放送 俳優・大沢たかおに魅せられて 12:30
12:45 (86分) 差分: 19 [字]ミッドナイト イーグル 12:55　時代劇専門チャンネルのすべて 12:45
13:00 13:00 13:00 (133分) 差分: 12 13:00 13:00
13:15 13:15 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 13:15
13:30 [字]妖怪大戦争[1968年版] 山村美紗サスペンス　 山村美紗サスペンス　 探偵神津恭介の殺人推理11 13:30
13:45 (79分) 差分: 16 京都門司港殺人事件 黒百合伝説殺人事件 （主演・近藤正臣） 13:45
14:00 （主演・川原亜矢子） （主演・川原亜矢子） 14:00
14:15 14:15
14:30 14:30
14:45 14:50 14:50　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 14:55　時代劇専門チャンネルのすべて (5分) 差分: 0 14:45
15:00 [字]映画 怪物くん 15:00 15:00 俳優・大沢たかおに魅せられて 15:00 15:00
15:15 (103分) 差分: 17 大空港（主演・鶴田浩二）  #37 大空港（主演・鶴田浩二）  #39 [字]藁の楯　わらのたて おとなのサスペンス劇場 15:15
15:30 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (126分) 差分: 9 [字]火の坂道 15:30
15:45 15:45
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:15 大空港（主演・鶴田浩二）  #38 大空港（主演・鶴田浩二）  #40 [字]大豆田とわ子と三人の元夫 16:15
16:30 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 #1-5 16:30
16:45 16:50 16:55　[字]男おばさん!! #228 16:50 16:45
17:00 [字]コンフィデンスマンJP　 17:00　猫たちの世界遺産・エーゲ海篇　#1 17:00 [字]GTOドラマスペシャル　 17:00
17:15 運勢編 (33分) 差分: 7 俳優・大沢たかおに魅せられて 17:15 (92分) 差分: 8 17:15
17:30 (105分) 差分: 15 17:00 17:40 [字]AI崩壊 特集・鶴田浩二 17:30
17:45 [字]溺れるナイフ [字]関西ジャニーズJr.の (132分) 差分: 18 [字]八月十五日の動乱 17:45
18:00 (112分) 差分: 8 目指せ♪ドリームステージ！ (95分) 差分: 10 18:00
18:15 (94分) 差分: 6 18:15
18:30 18:30 18:30
18:45 18:50 日曜邦画劇場 18:45
19:00 [字]コンフィデンスマンJP 19:00 19:00 [字]マスカレード・ホテル 19:00
19:15 ロマンス編 [字]ブラック校則 19:20 特集・鶴田浩二 (134分) 差分: 16 19:15
19:30 (116分) 差分: 14 (119分) 差分: 11 [字]関西ジャニーズJr.の 19:30 [字]人間魚雷 19:30
19:45 お笑いスター誕生！ 樹木希林さんが遺したもの 　あゝ回天特別攻撃隊 19:45
20:00 (93分) 差分: 7 [字]神宮希林　 (105分) 差分: 15 20:00
20:15 (95分) 差分: 15 20:20 20:15
20:30 [字]大豆田とわ子と三人の元夫 20:30
20:45 #6-10（終） 20:45
21:00 21:00 21:10 21:00 21:00 21:00 21:00
21:15 [字]コンフィデンスマンJP [字]ごくせん THE MOVIE 「古畑任三郎」デジタルリマスター版 TV初放送 21:20 特集・鶴田浩二 日曜邦画劇場 21:15
21:30 プリンセス編 (119分) 差分: 11 [字]警部補・古畑任三郎（第１シリーズ） 樹木希林さんが遺したもの [字]あゝ予科練 [字]万引き家族 21:30
21:45 (124分) 差分: 16 ＜デジタルリマスター版＞ [字]人生フルーツ (111分) 差分: 9 ＜PG-12＞ 21:45
22:00  #11-#12（終） (91分) 差分: 9 (121分) 差分(解説含む): 29 22:00
22:15 22:15
22:30 22:30
22:45 22:45 22:45
23:00 日曜邦画劇場 9.23『総理の夫』公開記念 2ヶ月連続 ２ヶ月連続 特別版オールメディア独占初放送！ 23:00
23:15 23:20 23:20 [字]マスカレード・ホテル 推しが止まらない！特集・田中圭 GREAT JOURNEY OF KARATE 23:15
23:30 【森田芳光70祭】監督・森田芳光特集 [字]ホットギミック ガールミーツボーイ (134分) 差分(解説含む): 31 23:00 ～時空を超え、空手の源流を辿る壮大なるドキュメント～ 23:30 23:30
23:45 [字]失楽園＜R-15＞ (120分) 差分: 10 [字]スマホを落としただけなのに 23:00 「古畑任三郎」デジタルリマスター版 TV初放送 23:45
0:00 (120分) 差分: 10 (116分) 差分: 14 [字]GREAT JOURNEY OF KARATE [字]警部補・古畑任三郎（第１シリーズ） 0:00
0:15 中国編 ＜デジタルリマスター版＞ 0:15
0:30 (131分) 差分: 19 0:30  #11-#12（終） 0:30
0:45 [字]恋愛偏差値 0:45
1:00 1:10 第三章「彼女の嫌いな彼女」 1:00
1:15 [字]Travel Salad(ゲスト：田中圭) （全4話） 1:15 1:15
1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 セックス依存症　 1:30
1:45 エロティカクイーン　 バージン協奏曲 ブラコン！ ミナミの帝王劇場 漫才師の濡れた毎日 1:45
2:00 メビウスの悪女　赤い部屋 それゆけ純白パンツ! 僕と妹のノゾミ 2:10 難波金融伝　ミナミの帝王 ＜R-15＞ 2:00
2:15 ＜R-15＞ ＜R-15＞ ＜R-15＞ [字]凍える鏡 -特別編- 密約 (68分) 差分: 7 2:15
2:30 (67分) 差分: 8 (70分) 差分: 10 (66分) 差分: 9 (100分) 差分: 10 (94分) 差分: 6 2:30 2:30
2:45 2:45 2:50 2:45 ネトラセラレ1 ～色～ 2:45
3:00 ネトラセラレ1 ～色～ ネトラセラレ2 ～情～ ネトラセラレ3 ～愛～ 3:10 ＜R-15＞ 3:00
3:15 ＜R-15＞ ＜R-15＞ ＜R-15＞ [字]牝猫たち（R-15版） (64分) 差分: 11 3:15
3:30 (64分) 差分: 11 (65分) 差分: 5 (54分) 差分: 6 ＜R-15＞ 3:30
3:45 3:45 (85分) 差分: 10 3:45 3:45
4:00 4:00 4:00 [字]虜　極妻の性（R-15版）＜R-15＞ 4:00 4:10 ネトラセラレ2 ～情～ 4:00
4:15 日本統一劇場SP 日本統一劇場SP (66分) 差分: 9 [字]巨乳だらけ　渚の乳喧嘩 団地妻は、わけあってヤリました。 ＜R-15＞ 4:15
4:30 [字]田村悠人　日本統一外伝 [字]田村悠人　日本統一外伝２ ＜R-15＞ ＜R-15＞ (65分) 差分: 10 4:30
4:45 (81分) 差分: 9 (71分) 差分: 14 (71分) 差分: 9 4:45 (85分) 差分: 25 4:45
5:00 5:00　[字]春のまぼろし カテキョのセンセ。 5:00 5:00
5:15 5:25 (18分) 差分: 12 5:20 ＜R-15＞ ネトラセラレ3 ～愛～ 5:15
5:30 5:30　[字]男おばさん!! #228 [字]男おばさん!! #228 5:30 猫たちの世界遺産・エーゲ海篇　#2 (66分) 差分: 9 ＜R-15＞ 5:30
5:45 エーゲ海　猫が暮らす癒しの島　#3 (34分) 差分: 6 (54分) 差分: 6 5:45
6:00 6:00 6:00 (36分) 差分: 24 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:15 6:15
6:30 6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00
7:15 7:15
7:30 7:30
7:45 7:45


秋の傑作ティーンムービー収穫祭


脚本家・坂元裕二劇場


※編成は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。







日本映画専門チャンネル 2021年9月


9/27(月) 9/28(火) 9/29(水) 9/30(木) 10/1(金) 10/2(土) 10/3(日)


5:15 5:15
5:30 5:30
5:45 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:15 [字]Mother  #8 [字]Mother  #9 [字]Mother  #10 6:15
6:30 (46分) 差分: 14 (47分) 差分: 13 (46分) 差分: 14 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
7:15 日曜劇場 #86　 白い滑走路（主演・田宮二郎） 白い滑走路（主演・田宮二郎） 白い滑走路（主演・田宮二郎） 7:15
7:30 初恋の人さがします(脚本／岩佐憲一) #17-18 #19-20  #21-22 7:30
7:45 (46分) 差分: 14 7:45
8:00 8:00 8:00
8:15 おとなのサスペンス劇場 8:15
8:30 松本清張　山峡の章 8:30
8:45 （主演･音無美紀子） 8:50　時代劇専門チャンネルのすべて 8:50　時代劇専門チャンネルのすべて 8:50　時代劇専門チャンネルのすべて 8:45
9:00 9:00　森崎博之の あぐり王国 北海道 #43 9:00　森崎博之の あぐり王国 北海道 #44 9:00　森崎博之の あぐり王国 北海道 #45 9:00
9:15 (26分) 差分: 4 (26分) 差分: 4 (26分) 差分: 4 9:15
9:30 9:30 9:30 9:30 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 9:45
10:00 10:00 美人殺しシリーズ１１　 美人殺しシリーズ１２ 美人殺しシリーズ１３　 10:00
10:15 おとなのサスペンス劇場 美人デザイナー殺し 人恋橋・幽霊殺し 美人ＯＬ殺し 10:15
10:30 松本清張　けものみち （主演・愛川欽也） （主演・愛川欽也） （主演・愛川欽也） 10:30
10:45 （主演・十朱幸代） 10:45
11:00 11:00
11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 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 12:00 江戸ッ子探偵殺人案内１ 江戸ッ子探偵殺人案内２ 幻の結婚式 12:00
12:15 おとなのサスペンス劇場 （主演・地井武男） （主演・地井武男） （原作／小林久三・主演／篠ひろ子） 12:15
12:30 松本清張ドラマスペシャル　 12:30
12:45 黒の回廊 12:45
13:00 （主演・賀来千賀子） 13:00
13:15 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 13:15
13:30 13:30 13:30 13:30 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 13:45
14:00 事件記者・三上雄太１ 事件記者・三上雄太２ 事件記者・三上雄太３ 14:00
14:15 14:20　[字]男おばさん!! #228 （主演・水谷豊） （主演・水谷豊） （主演・水谷豊） 14:15
14:30 14:30
14:45 14:50　時代劇専門チャンネルのすべて 14:45
15:00 15:00 15:00
15:15 おとなのサスペンス劇場 15:15
15:30 松本清張　鬼畜 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 （主演・ビートたけし） 大空港（主演・鶴田浩二）  #41 大空港（主演・鶴田浩二）  #42 大空港（主演・鶴田浩二）  #43 15:45
16:00 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 16:00
16:15 16:15
16:30 16:30　おとな旅あるき旅 #38 16:30　おとな旅あるき旅 #39 16:30　おとな旅あるき旅 #40 16:30
16:45 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 (25分) 差分: 5 16:45
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
17:15 17:20 『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 [字]三匹のおっさん ミナミの帝王劇場 17:15
17:30 [字]兵隊やくざ★強奪 [字]ゴジラ対へドラ リターンズ！ 難波金融伝 ミナミの帝王 17:30
17:45 (80分) 差分: 10 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 (107分) 差分: 13 スペシャル劇場版　 17:45
18:00 ※2Kダウンコンバートにて放送 ローンシャーク・・・追い込み 18:00
18:15 (86分) 差分: 9 (96分) 差分: 9 18:15
18:30 18:35 18:30
18:45 18:50 俳優・大沢たかおに魅せられて 18:45 18:45
19:00 [字]ごくせん THE MOVIE [字]ストロベリーナイト＜PG-12＞ 19:00 樹木希林さんが遺したもの 19:00
19:15 (119分) 差分: 11 (128分) 差分: 7 [字]いつかギラギラする日 [字]海よりもまだ深く 19:15
19:30 (109分) 差分: 11 (118分) 差分: 17 19:30
19:45 19:45
20:00 20:00
20:15 20:15
20:30 20:30
20:45 20:50 20:45
21:00 21:00 樹木希林さんが遺したもの 21:00 21:00 21:00
21:15 【森田芳光70祭】監督・森田芳光特集 [字]万引き家族 「古畑任三郎」デジタルリマスター版 TV初放送 俳優・大沢たかおに魅せられて 21:15
21:30 [字]阿修羅のごとく ＜PG-12＞ [字]警部補・古畑任三郎スペシャル [字]AI崩壊 21:30
21:45 (136分) 差分: 14 (121分) 差分: 9 　笑うカンガルー (132分) 差分: 18 21:45
22:00 ＜デジタルリマスター版＞ 22:00
22:15 (97分) 差分: 8 22:15
22:30 22:30
22:45 22:45 22:45
23:00 23:00 [字]ホタルノヒカリ２  #3 23:00
23:15 [字]ホタルノヒカリ２  #1 (47分) 差分: 8 23:15
23:30 23:30 (58分) 差分: 7 23:40 23:30 23:30
23:45 【森田芳光70祭】監督・森田芳光特集 [字]ホタルノヒカリ２  #4 日曜邦画劇場 23:45
0:00 [字]失楽園＜R-15＞ 0:05 (47分) 差分: 8 [字]万引き家族 0:00
0:15 (120分) 差分: 10 [字]ホタルノヒカリ２  #2 ＜PG-12＞ 0:15
0:30 (47分) 差分: 8 0:35 (121分) 差分(解説含む): 29 0:30
0:45 悶絶上映 銀幕の巨乳 0:45
1:00 1:00 ＜R-15＞ 1:00
1:15 幼なじみ　発情てんこ盛り (71分) 差分: 9 1:15
1:30 1:40 ＜R-15＞ 1:30
1:45 [字]龍虎の理 (81分) 差分: 9 1:55 1:45
2:00 (71分) 差分: 9 性感クリニック　 2:00 2:00
2:15 女医・凛子＜R-15＞ [字]巨乳だらけ　渚の乳喧嘩 2:15
2:30 2:30 (73分) 差分: 7 ＜R-15＞ 2:30
2:45 東京の恋人＜R-15＞ (71分) 差分: 9 2:45
3:00 3:00 (81分) 差分: 9 3:00
3:15 [字]龍虎の理2 3:15 3:20 3:15
3:30 (78分) 差分: 7 サドルの女 えろぼん！ 3:30
3:45 ＜R-15＞ オヤジとムスコの性春日記 3:45
4:00 4:00 (71分) 差分: 9 ＜R-15＞ 4:00
4:15 4:25 団地妻は、わけあってヤリました。 (74分) 差分: 6 4:15
4:30 えろぼん！ ＜R-15＞ 4:35 4:40 4:30
4:45 オヤジとムスコの性春日記 (85分) 差分: 10 エロティカクイーン 姉妹事件簿 4:45
5:00 ＜R-15＞ 聖なる蝶 赤い部屋 エッチにまる見え 5:00
5:15 (74分) 差分: 6 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 5:15
5:30 5:35 (75分) 差分: 10 (70分) 差分: 10 5:30
5:45 5:45 [字]妖怪大戦争[1968年版] 5:45
6:00 (79分) 差分: 6 6:00 6:00 6:00
6:15 6:15
6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 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9月


10/4(月) 10/5(火) 10/6(水) 10/7(木) 10/8(金) 10/9(土) 10/10(日)


5:15 5:15
5:30 5:30
5:45 5:45
6:00 6:00
6:15 6:15
6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00
7:15 7:15
7:30 7:30
7:45 7:45
8:00 8:00
8:15 8:15
8:30 8:30
8:45 8:45
9:00 9:00
9:15 9:15
9:30 9:30
9:45 9:45
10:00 10:00
10:15 10:15
10:30 10:30
10:45 10:45
11:00 11:00
11:15 11:15
11:30 11:30
11:45 11:45
12:00 12:00
12:15 12:15
12:30 12:30
12:45 12:45
13:00 13:00
13:15 13:15
13:30 13:30
13:45 13:45
14:00 14:00
14:15 14:15
14:30 14:30
14:45 14:45
15:00 15:00
15:15 15:15
15:30 15:30
15:45 15:45
16:00 16:00
16:15 16:15
16:30 16:30
16:45 16:45
17:00 17:00
17:15 17:15
17:30 17:30
17:45 17:45
18:00 18:00
18:15 18:15
18:30 18:30
18:45 18:45
19:00 19:00
19:15 19:15
19:30 19:30
19:45 19:45
20:00 20:00
20:15 20:15
20:30 20:30
20:45 20:45
21:00 21:00
21:15 21:15
21:30 21:30
21:45 21:45
22:00 22:00
22:15 22:15
22:30 22:30
22:45 22:45
23:00 23:00
23:15 23:15
23:30 23:30
23:45 23:45
0:00 0:00
0:15 0:15
0:30 0:30
0:45 0:45
1:00 1:00
1:15 1:15
1:30 1:30
1:45 1:45
2:00 2:00
2:15 2:15
2:30 2:30
2:45 2:45
3:00 3:00
3:15 3:15
3:30 3:30
3:45 3:45
4:00 4:00
4:15 4:15
4:30 4:30
4:45 4:45
5:00 5:00
5:15 5:15
5:30 5:30
5:45 5:45
6:00 6:00
6:15 6:15
6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00
7:15 7:15
7:30 7:30
7:45 7:45


スカパー！（ｃｈ.255）、スカパー！プレミアムサービス（ｃｈ.634）及び


スカパー！プレミアムサービス光（ｃｈ.634）でご視聴の方は、
以下の番組を無料放送でお楽しみいただけます。


・時代劇専門チャンネルのすべて


※編成表上の尺表記は、プロモやＣＭ、ジングル等を含まない本編のみの尺です


※［字］マークつきのタイトルはクローズドキャプション付きの作品です


9/8（水）3:55 - 4:00


スカパープレミアム停波


※瞬停のため、停波枠設けず


9/14（火）3:55 - 4:00


ＢＳ停波 ※瞬停のため、停波枠設けず


9/15（水）1:00 - 7:00


スカパープレミアム停波及びＢＳ停波


9/21（火）3:55 - 4:00
ＢＳ停波 ※瞬停のため、停波枠設けず


9/29（水）1:00 - 7:00


JC-HITS、JDS停波及びひかりTV、auひかり停波


※編成は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。








 2021年9月週割番組表


月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日


6・13・20・27 7・14・21・28 1・8・15・22・29 2・9・16・23・30 3・10・17・24 4・11・18・25 5・12・19・26


6:30 6:30
[HD]インターローカルアワー
さつま狂句


6:40 6:40
[HD]インターローカルアワー
南九州グルメ便り


6:50 6:50
[HD]インターローカルアワー
世界ローカルナビ


9:00 9:00


9:30 9:30


10:00 インフォメーション 10:00


10:30 10:30


11:00


[HD]真田ナオキの歌道一到～何事か
成らざらん～
※（2）[HD]石川さゆり、香西かおり、
山本譲二ほか　作曲家「吉幾三」◆歌
謡決定版
※（30）[HD]田川寿美特集 ベストヒッ
ト演歌


11:00


12:00 12:00


15:30 インフォメーション 15:30


16:00 16:00


16:30 16:30


17:00 17:00


18:00 18:00


18:30
（15）[HD]僕たちの青春ソングス
（29）演歌の花道


18:30


1:00 1:00


2:30 2:30


2:00


2:10


2:20


2:00


2:10


2:20


（12）21:30～ ジャストポップアップ (～
23:15)
（26） [HD]中村雅俊ビルボードライブ
「DAWN」


21:0021:00


（5）[HD]オトナM!LKへご招待◇
WOW!iSM―ART!ST―
26:00～ [HD]僕たちの青春ソングス
（12）24:15～ [HD]小田和正、米米
CLUB、藤井フミヤ ほか ミリオンヒット
ソング◆MV特集
26:15～ [HD]僕たちの青春ソングス
ミニ
（19）[HD]藤井フミヤ、平井堅、松任
谷由実 ほか タイアップソング◆MV特
集
25:00～ [HD]懐メロ♪ ドライブミュー
ジック～九州編～
25:30～ [HD]70's80's JUKEBOX ～
カテゴリ別 名曲プレイリスト～
（26）[HD]Who is Hakubi ?◇
WOW!iSM―ART!ST―
25:00～ [HD]超ときめき♡宣伝部 ～
すきっ！になってくれますか？？～ ◇
WOW!iSM―ART!ST―
26:00～ [HD]懐メロ♪ ドライブミュー
ジック～九州編～


（5）[HD]MISIA、藤井フミヤ、小田和
正 ほか 幸せを運ぶ歌◆MV特集
（12）23:15～ [HD]TM NETWORK
ミュージックビデオ特集 (～24:15)
（19）[HD]絢香、鈴木雅之＆菊池桃
子、UNICORN ほか 秋に聴きたい
ポップス＆ロック◆MV特集
（26）[HD]女性アーティスト特集◆MV
特集


1:30


[HD]インターローカルアワー
さつま狂句


[HD]インターローカルアワー
世界ローカルナビ


[HD]インターローカルアワー
南九州グルメ便り


（4）[HD]男性アーティスト特集◆MV
特集 (～24:00)
（11）[HD]メガヒットナンバー◆MV特
集 (～24:00)
（18）[HD]女性アーティスト特集◆MV
特集  (～24:00)


[HD]ツメ折り！カセットソング


（5）[HD]鉄道歌浪漫 ２　～懐かしき
昭和の風景を流行歌にのせて～
20:30～ 特集 歌のビッグステージ (～
22:00)
（19）アリス 3606日 ファイナル・ライ
ブ・アット・後楽園
20:30～ [HD]鉄道歌浪漫　～懐かし
き昭和の風景を流行歌にのせて～
(～22:00)
（26） [HD]宮本隆治の歌謡ポップス
☆一番星～演歌・歌謡曲情報バラエ
ティ～


17:3017:30


19:0019:00


（4）石川さゆり10周年リサイタル 歌か
ら詩へ
20:15～ 歌手生活20周年記念 石川さ
ゆりリサイタル 道
（11）19:30～ [HD]山内惠介特集 ベ
ストヒット演歌
20:30～ テレサ・テン コンサート・ライ
ブ
21:30～ [HD]僕たちの青春ソングス
（18） [HD]艶歌 -ENKA- <60分>
20:00～ TULIP Someday Somewhere
21:15～ [HD]TULIP コレクション
21:45～ [HD]80～90年代ヒットソング
◆MV特集
（25）[HD]紡ぐ詩。繋ぐ歌。それから～
林部智史の今～
19:30～ [HD]林部智史 ミュージックビ
デオ特集
20:00～ 番組未定
20:30～ [HD]僕たちの青春ソングス
21:00～ THE ALFEE 1986.8.3
SWEAT&TEARS TOKYO BAY-AREA
(～23:00)


[HD]演歌新曲ファイル
※（12）[HD]聴かせて！あなたのリク
エスト　新曲・名曲・ヒット曲
※（26）[HD]NHK歌謡コンサート
17:30～ [HD]僕たちの青春ソングス


（5）演歌の花道
（12）歌ネタ四銃士　爆笑浪漫飛行！
18:30～ [HD]TM NETWORK
CONCERT -Incubation Period- (～
21:30)
（19）NTV紅白歌のベストテン
（26）[HD]真田ナオキが歌い綴る愛の
物語


23:0023:00


[HD]男性アーティスト特集◆MV特集
※（1）[HD]女性アーティスト特集◆
MV特集
※（15）[HD]ゴスペラーズ、平井堅、プ
リンセス プリンセス ほか 心を潤すバ
ラード◆MV特集
※（22）[HD]絢香、鈴木雅之＆菊池桃
子、UNICORN ほか 秋に聴きたい
ポップス＆ロック◆MV特集


（2）[HD]知ってる！歌える！J-POP
決定版◆MV特集
（9）[HD]定番！カラオケ人気曲◆MV
特集
（16）[HD]90年代ウルトラヒットコレク
ション◆MV特集
（23）[HD]平成のスーパーヒットソング
◆MV特集
（30）[HD]大瀧詠一、杉山清貴、村下
孝蔵ほか　80年代ウルトラヒットコレク
ション◆MV特集


[HD]メガヒットナンバー◆MV特集
※（13）[HD]男性アーティスト特集◆
MV特集
※（20）20:30～ [HD]RCサクセション、
THE BLUE HEARTS、レベッカ他
ロックバンド特集◆MV特集 (～22:30)


（7）[HD]女性アーティスト特集◆MV
特集
（14）[HD]絢香、鈴木雅之＆菊池桃
子、UNICORN ほか 秋に聴きたい
ポップス＆ロック◆MV特集
（21）20:15～ [HD]小田和正、米米
CLUB、藤井フミヤ ほか ミリオンヒット
ソング◆MV特集 (～22:15)
（28）[HD]井上陽水奥田民生、佐野元
春、中村あゆみ ほか タイアップソン
グ◆MV特集


22:00


20:00


[HD]宮本隆治の歌謡ポップス☆一番
星～演歌・歌謡曲情報バラエティ～
※（3）[HD]市川由紀乃特集 ベスト
ヒット演歌
※（17）[HD]艶歌 -ENKA- <60分>


[HD][多]列車で旅する歌謡曲～
TRAIN and RAILWAY MUSIC
※（24）[HD]艶歌 -ENKA- <60分>


[HD]NHK歌謡コンサート


[HD]USEN演歌ベスト20


（2）[HD]吉幾三、辰巳ゆうと、香西か
おり他　夜に聴きたい「お酒の演歌」
特集◆歌謡決定版
（9）[HD]川中美幸、純烈、前川清ほ
か　春に聴きたい「幸せ」演歌◆歌謡
決定版
（16）[HD]山内惠介、舟木一夫、大月
みやこ他 甘く切ない「思い出」特集◆
歌謡決定版
（23）演歌の花道
18:00～ [HD]きよしとこの夜 (～
19:15)
（30）[HD]小林幸子 世界遺産「薬師
寺」復興祈願コンサート～歴史を守り
愛しむ特別な一夜をあなたと～
18:30～ 演歌の花道


インフォメーション


（3）ヤングスタジオ１０１
21:45～ [HD]70/80年代女性アイドル
ソング
23:45～ [HD]鉄道歌浪漫　～懐かし
き昭和の風景を流行歌にのせて～
(～25:15)
（10）23:00～ [HD]70/80年代女性ア
イドルソング
（17）[HD]70年代 女性アイドルソン
グ・ベスト１００


0:00


[HD]ツメ折り！カセットソング
※（29）[HD]筒美京平コレクション


14:00


[HD]オリコン演歌＆歌謡TOP30


13:00


13:30


[HD]カラオケ人気ソング◇歌謡決定
版


22:00


[HD]CAR and DRIVE MUSIC
※（6）[HD]玉置浩二、TUBE、THE
BOOM  ほか 夏のパワーソング◆MV
特集


[HD]ツメ折り！カセットソング


[HD]70's80's JUKEBOX ～カテゴリ
別 名曲プレイリスト～
※（13）[HD]70/80年代女性アイドル
ソング 玉置浩二 作品集


[HD][多]列車で旅する歌謡曲～
TRAIN and RAILWAY MUSIC
※（20）歌謡パレード (～20:30)


12:30


[HD]カラオケ人気ソング◇歌謡決定
版


[HD]オリコン演歌＆歌謡TOP30


（4）[HD]大月みやこ 2009秋のコン
サート
（11）[HD]ごごナマ　ごごウタ (～
18:00)
（18）[HD]市川由紀乃コンサート2021
17:25～ [HD]市川由紀乃リサイタル
2019 (～19:00)
（25）[HD]五木ひろしメモリアルコン
サート　70yearsさらなる挑戦 (～
18:00)


（3）ジャストポップアップ
（10）歌謡パレード
20:45～ レッツゴーヤング (～23:00)
（17）NTV紅白歌のベストテン
（24）[HD]70/80年代 シティ・ポップの
名曲 ベスト100 (～25:00)


20:00


14:00


[HD]インターローカルアワー
政経マネジメント塾


[HD]インターローカルアワー
OKINAWA MONDE W・ALKER


[HD]USEN演歌ベスト20


インフォメーション


（6）[HD]吉幾三、辰巳ゆうと、香西か
おり他　夜に聴きたい「お酒の演歌」
特集◆歌謡決定版
（13）[HD]山本譲二＆松居直美、前川
清＆石川さゆり ほか　「大人の恋愛」
特集◆歌謡決定版
（20）[HD]山内惠介、舟木一夫、大月
みやこ他 甘く切ない「思い出」特集◆
歌謡決定版
（27）[HD]竹島宏、純烈、天童よしみ
他 「カラオケで歌って踊れる！」演歌
特集◆歌謡決定版


[HD]宮本隆治の歌謡ポップス☆一番
星～演歌・歌謡曲情報バラエティ～
※（26）演歌の花道


[HD]車で旅する歌謡曲 [HD]わが心の演歌


13:00


[HD]オリコン演歌＆歌謡TOP30


[HD]宮本隆治の歌謡ポップス☆一番
星～演歌・歌謡曲情報バラエティ～
※（9）演歌の花道
※（23）[HD]熱唱！うた道


[HD]USEN演歌ベスト20


[HD]時代を映す名曲アルバム


[HD]演歌新曲ファイル
※（3）[HD]演歌男子。夏だ！浴衣
だ！トーク祭りだ！
※（17）[HD]聴かせて！あなたのリク
エスト　新曲・名曲・ヒット曲


[HD]カラオケ人気ソング◇歌謡決定
版


[HD]USEN演歌ベスト20


[HD]煌く日本の歌手～わが心の演歌
～


インフォメーション


[HD]インターローカルアワー
若っ人ランド


12:30


（3）[HD]森進一×長渕剛、五木ひろし
×都倉俊一ほか　豪華タッグ！「歌手
×作家」◆歌謡決定版
（10）[HD]坂本冬美、藤あや子、伍代
夏子ほか　「ふたり寄り添い」演歌◆
歌謡決定版
（17）[HD]吉幾三、辰巳ゆうと、香西
かおり他　夜に聴きたい「お酒の演
歌」特集◆歌謡決定版
（24）[HD]水森かおり、大月みやこ、
原田悠里ほか　「ひとり旅」特集◆歌
謡決定版


インフォメーション


[HD]USEN演歌ベスト20


[HD]カラオケ人気ソング◇歌謡決定
版
※（21）[HD]2018福田こうへいコン
サート IN 浅草公会堂 ～真心伝心～
17:45～ [HD]福田こうへい無観客ＬＩＶ
Ｅ２０２１－独唱－ あれから１０年…
(～19:15)


13:30


（4）[HD]川中美幸コンサート「夢」の
向こう側へ～うたで綴る３９年～
（11）18:00～ [HD]NHK歌謡コンサー
ト (～19:30)
（25）18:00～ [HD]紡ぐ詩。繋ぐ歌。～
林部智史 新たな挑戦～


（1）[HD]中村美律子デビュー３０周年
記念コンサート～笑顔の先に～ (～
19:00)
（8）[HD]坂本冬美「～歌の夢　歌の旅
～　Fuyumi Sakamoto 25th
Anniversary Live -My Favorite
Songs-」 (～19:00)
（15）[HD]鳥羽一郎 35周年記念コン
サート
（22）[HD]丘みどり リサイタル2018～
演魅(えんび)～ (～19:00)
（29）[HD]市川由紀乃コンサート2021


[HD]ミュージック・シャワー


[HD]ベストヒット演歌
（7）（28）市川由紀乃特集
（14）細川たかし特集
（21）福田こうへい特集


6:00


[HD][多]列車で旅する歌謡曲～
TRAIN and RAILWAY MUSIC


[HD]カラオケ人気ソング◇歌謡決定
版


[HD]オリコン演歌＆歌謡TOP30


[HD]きよしとこの夜
※（9）[HD]藤あや子特集 ベストヒット
演歌
※（23）[HD]島津亜矢特集 ベストヒッ
ト演歌


（7）[HD]森進一×長渕剛、五木ひろし
×都倉俊一ほか　豪華タッグ！「歌手
×作家」◆歌謡決定版
（14）[HD]市川由紀乃、丘みどり、坂
本冬美ほか　熱唱したい！「女の情
念」演歌◆歌謡決定版
（21）[HD]吉幾三、辰巳ゆうと、香西
かおり他　夜に聴きたい「お酒の演
歌」特集◆歌謡決定版
（28）[HD]森進一×長渕剛、五木ひろ
し×都倉俊一ほか　豪華タッグ！「歌
手×作家」◆歌謡決定版


6:00
[HD]うた紀行～懐かしい歌 彩る情景
～


[HD]知里のミュージックエッセンス
PartII


[HD]70's80's JUKEBOX　～私たちが
選ぶこの10曲～


9/28（火）25:00-31:00（9/29 1:00-7:00）　JC-HITS、JDS


[HD]J-POP ライブラリー


[HD]70's80's JUKEBOX　～私たちが
選ぶこの10曲～
※（2）[HD]80年代女性アイドルソング
早見優ベストテン
※（9）[HD]ツメ折り！カセットソング


[HD]懐メロ♪ ドライブミュージック～ミッドナイト ハイウェイ編～
※（3）25:15～ [HD]80～90年代ヒットソング◆MV特集


[HD]インターローカルアワー
絶景ニッポン～四季彩パレット～


0:00


[HD]インターローカルアワー
きらり九州


インフォメーション


[HD]インターローカルアワー
雨ニモマケズ、


[HD]インターローカルアワー
OKINAWA MONDE W・ALKER


[HD]インターローカルアワー
Ｕ字工事の旅！発見


[HD]70/80年代 シティ・ポップの名曲
ベスト100
※（15）[HD]80年代女性アイドルソン
グ 薬師丸ひろ子 アルバム･コレクショ
ン
※（22）[HD]80年代女性アイドルソン
グ 斉藤由貴 アルバム･コレクション
※（29）[HD]80年代女性アイドルソン
グ 中山美穂 アルバム･コレクション


[HD]インターローカルアワー
絶景ニッポン～四季彩パレット～


[HD]NHK歌謡コンサート


（5）[HD]松尾雄史、新浜レオン、パク・
ジュニョンほか　「星」特集◆歌謡決定
版
（12）[HD]吉幾三、真田ナオキ、天童
よしみ＆石原裕次郎ほか　ご当地ソン
グ「東京」◆歌謡決定版
（19）[HD]角川博、川中美幸、椎名佐
千子ほか　「雨」のご当地ソング◆歌
謡決定版
（26）[HD]北山たけし、中村美律子、
八代亜紀ほか　「父」特集◆歌謡決定
版


[HD]演歌新曲ファイル
※（2）[HD]水森かおり、大月みやこ、
原田悠里ほか　「ひとり旅」特集◆歌
謡決定版
※（9）[多]ザ・スター 内山田洋とクー
ル・ファイブ
※（23）[HD]聴かせて！あなたのリク
エスト　新曲・名曲・ヒット曲


7:00 7:00


8:008:00


インフォメーション


（4）[HD]定番！カラオケ人気曲◆MV
特集
（11）[HD]知ってる！歌える！J-POP
決定版◆MV特集
（18）[HD]平成のスーパーヒットソング
◆MV特集
（25）[HD]90年代ウルトラヒットコレク
ション◆MV特集


（7）[HD]藤井フミヤ、平井堅、松任谷
由実 ほか タイアップソング◆MV特集
（14）[HD]MISIA ミュージックビデオ特
集
（21）22:15～ ジャストポップアップ
（28）[HD]globe ミュージックビデオ特
集


1:30
[HD]インターローカルアワー
ぐっ！ジョブ


[HD]インターローカルアワー
ナンデモ特命係 発見らくちゃく！


インターローカルアワー
[HD]政経マネジメント塾
※（8）（22）[HD]郷土劇場「芸能の広
場」 (～26:30)


（6）[HD]TUBE ミュージックビデオ特
集
22:30～ [HD]大江千里 ミュージックビ
デオ特集
（13）[HD]鈴木雅之、徳永英明、小柳
ゆき ほか 大人のラブソング◆MV特
集
（20）22:30～ [HD]松任谷由実 ミュー
ジックビデオ特集
（27）[HD]松任谷由実、米米CLUB、
globe ほか ミリオンヒットソング◆MV
特集


[HD]CAR and DRIVE MUSIC


[HD]しゃべくりDJ 生稲晃子のミュー
ジックアワー！！
※（9）（23）[HD]しゃべくりDJ GAKU-
MCのミュージックアワー！！


[HD]70's80's JUKEBOXシリーズ　Ｂ
面コレクション


3:00 3:00


[HD]中澤卓也、小林幸子、鳥羽一郎
ほか　「秋」を彩る名曲特集◆歌謡決
定版
※（11）[HD]丘みどり、三山ひろし、北
島三郎ほか　「山」のご当地ソング◆
歌謡決定版
※（18）[HD]堀内孝雄、高山厳、八代
亜紀ほか　作詞家「荒木とよひさ」◆
歌謡決定版


インフォメーション


[HD]懐メロ♪ ドライブミュージック～東海編～
※（1）（2）（7）（8）[HD]懐メロ♪ ドライブミュージック～南関東編～
※（21）19:15～ [HD]福田こうへい特集 ベストヒット演歌 (～20:15)


※（23）19:15～ [HD]氷川きよし特集 ベストヒット演歌


[HD]オリコン演歌＆歌謡TOP30


[HD]演歌新曲ファイル
※（14）[HD]ごごナマ　ごごウタ
※（28）[HD]聴かせて！あなたのリク
エスト　新曲・名曲・ヒット曲
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※「PGAツアーハイライト」（PGA_HL）は番組を変更
　して放送する場合がありますのでご了承ください。


※都合により、番組タイトル、番組内容および放送日時が
変更になることがありますのでご了承ください。
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4:00機器メンテナンス


6:00
二


PGAツアー 2018-19
ツアー
チャンピオンシップ
最終日
優勝者 :ローリー・マキロイ


9:00ひとりゴルフ
川満陽香理


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
BMW
チャンピオンシップ
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
ザ・アリーチャレンジ
1日目


6:30インフォメーション
7:00
二


★PGAツアー チャンピオンズ
ザ・アリーチャレンジ
2日目


8:30 あすゴル！#179 ▽8:45 限定！ ギアMAX
9:00★ゴルフ真剣勝負
the MATCH #65


10:30ゴルフのたすき2021 #2
11:00★ゴルフ★パラダイス #82
11:30★プレメン！4 #1 ▽11:45 限定！ ギアMAX
0:00ゴルフのたすき2021 #2
0:30
二


PGAツアー チャンピオンズ
ザ・アリーチャレンジ
2日目


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 #6
5:30
二


PGAツアー 2019-20
ツアー
チャンピオンシップ
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
横田真一


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ゴルトレ！ジュラシック木澤
～飛距離アップへの挑戦～


1:00インフォメーション
1:30
二


PGAツアー
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
二


PGAツアー チャンピオンズ
ザ・アリーチャレンジ
2日目


6:30インフォメーション
7:00
二


★PGAツアー チャンピオンズ
ザ・アリーチャレンジ
最終日


8:30
二


PGAツアー 2017-18
ツアー
チャンピオンシップ
最終日 後半
優勝者 :タイガー・ウッズ


11:30 プレメン！4 #1 ▽11:45 ゴルトレ木澤 ×脚
0:00 あすゴル！#179 ▽0:15 限定！ ギアMAX
0:30
二


PGAツアー チャンピオンズ
ザ・アリーチャレンジ
最終日


2:00
二


PGAツアー
衛星生中継
ツアーチャンピオンシップ
1日目


（2:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
ツアー
チャンピオンシップ
1日目


7:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #65


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
照山亜寿美


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！4 #1
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


PGAツアー チャンピオンズ
ザ・アリーチャレンジ
2日目


3:00
二


PGAツアー チャンピオンズ
ザ・アリーチャレンジ
最終日


4:30インフォメーション
5:00 あすゴル！#179 ▽5:15 PGA_HL
5:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #93
6:00
二


PGAツアー
ツアー
チャンピオンシップ
1日目


11:00★ギア猿
～直輸入クラブをサルベージ～


0:00 PGA_HL ▽0:15 プレメン！4 #1
0:30 限定！ ギアMAX ▽0:45 ゴルトレ山本 ×呼吸
1:00銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲスト石原良純】


2:00
二


PGAツアー
衛星生中継
ツアーチャンピオンシップ
2日目


（2:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
ツアー
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#146
7:30 Golf Link #10
8:00★国内女子ツアー
とことん1番ホール生中継
ゴルフ5レディス
プロゴルフ
トーナメント
2日目


0:00★2021 年度 第 26回
日本ジュニアゴルフ選手権競技


1:00 あすゴル！#179 ▽1:15 PGA_HL
1:30
二


PGAツアー
ツアー
チャンピオンシップ
2日目


6:30 PGA_HL ▽6:45 限定！ ギアMAX
7:00国内女子ツアー
PLAYBACK1番ホール
ゴルフ5レディス
プロゴルフ
トーナメント
2日目


11:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #65


日大ゴルフ部OB対決


日大ゴルフ部OB対決


日大ゴルフ部OB対決
0:30 TEAM SERIZAWA 408
1:00牧野裕のEnjoy Golf
1:30 PGA_HL ▽1:45 限定！ ギアMAX
2:00
二


PGAツアー
衛星生中継
ツアーチャンピオンシップ
3日目


（2:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
ツアー
チャンピオンシップ
3日目


8:00★国内女子ツアー
とことん1番ホール生中継
ゴルフ5レディス
プロゴルフ
トーナメント
最終日 ※最大延長 午前 11:30


11:00インフォメーション
11:30 PGA_HL ▽11:45 プレメン！4 #1
0:00
二


PGAツアー
ツアー
チャンピオンシップ
3日目


6:00ギア猿
～直輸入クラブをサルベージ～


7:00国内女子ツアー
PLAYBACK1番ホール
ゴルフ5レディス
プロゴルフ
トーナメント
最終日


10:00★あすゴル！#180 ▽10:15 PGA_HL
10:30銀座ゴルフ倶楽部


【MCヒロミ×ゲスト石原良純】
11:30 2021 年度 第 26回


日本ジュニアゴルフ選手権競技
0:30 限定！ ギアMAX ▽0:45 PGA_HL
1:00
二


PGAツアー
衛星生中継
ツアー
チャンピオンシップ
最終日


（1:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
ツアー
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 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
塚田好宣


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 2021 年度 第 26回


日本ジュニアゴルフ選手権競技
2:30インフォメーション
3:00牧野裕のEnjoy Golf
3:30 あすゴル！#180 ▽3:45 PGA_HL
4:00 プレメン！4 #1 ▽4:15 ゴルトレ木澤 ×腰
4:30インフォメーション
5:00
二


PGAツアー
ツアー
チャンピオンシップ
最終日


11:00★ぎゅっと #191 ▽11:15 あすゴル！#180
11:30★稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #66


0:30 PGA_HL ▽0:45 ぎゅっと #191
1:00ひとりゴルフ
塚田好宣


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 #7
5:30
二


PGAツアー
ツアー
チャンピオンシップ
2日目


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
宮田成華


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 ぎゅっと #191 ▽0:15 PGA_HL
0:30 プレメン！4 #1 ▽0:45 ゴルトレ山本 ×足
1:00インフォメーション
1:30
二


PGAツアー
ツアー
チャンピオンシップ
3日目


4:30インフォメーション
5:00 ぎゅっと #191 ▽5:15 あすゴル！#180
5:30ゴルフのたすき2021 #2
6:00
二


PGAツアー
ツアー
チャンピオンシップ
最終日


9:00★EVER GREEN CLUB #1 ▽9:15 ぎゅっと #191
9:30★スター☆ゴルフマッチⅡ #94
10:00★らく･ごる #41
10:30 プレメン！4 #1 ▽10:45 ゴルトレ木澤 ×背中
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★藤田光里 向上委員会 #47 ▽11:45 PGA_HL
0:00★橋本マナミのリーダーズ#147
0:30 ぎゅっと #191 ▽0:45 限定！ ギアMAX
1:00ひとりゴルフ
宮田成華


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機器メンテナンス


6:00 PGAツアー プレーヤーズ #8
6:30 限定！ ギアMAX ▽6:45 プレメン！4 #1
7:00 2021 年度 第 62回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
佐藤信人


10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 重田栄作編 #1＆2
11:00 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4
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！」 #66


1:00インフォメーション
1:30
二


PGAツアー
ツアー
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 Golf Link #10
5:30ギア猿


～直輸入クラブをサルベージ～
6:30インフォメーション
7:00登別シニアオープン
2021


8:30 あすゴル！#180 ▽8:45 限定！ ギアMAX
9:00★debut! ～新次元への変革 SPEEDER NX～
9:30 プレメン！4 #1 ▽9:45 ゴルトレ山本 ×腕
10:00★ひとりゴルフ
藤本麻子


11:00★ゴルフ★パラダイス #83
11:30★プレメン！4 #2 ▽11:45 限定！ ギアMAX
0:00 2021 年度 第 26回


日本ジュニアゴルフ選手権競技
1:00ひとりゴルフ
佐藤信人


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 #9
5:30
二


全米女子アマチュア
ゴルフ選手権
決勝


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
北田瑠衣


10:00インフォメーション
10:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2
11:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4
11:30


二


PGAツアー
ザ・ノーザントラスト
1日目


2:30インフォメーション
3:00
二


PGAツアー
ザ・ノーザントラスト
2日目


6:00インフォメーション
6:30スター☆ゴルフマッチⅡ #94
7:00
二


PGAツアー
ザ・ノーザントラスト
3日目


10:00 あすゴル！#180 ▽10:15 限定！ ギアMAX
10:30


二


PGAツアー
ザ・ノーザントラスト
最終日


1:30 PGAツアー プレーヤーズ #9
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 #10
5:30
二


全米アマチュア
ゴルフ選手権
決勝


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
小鯛竜也


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


二


PGAツアー
BMW
チャンピオンシップ
1日目


2:30インフォメーション
3:00
二


PGAツアー
BMW
チャンピオンシップ
2日目


6:00インフォメーション
6:30 橋本マナミのリーダーズ#147
7:00
二


PGAツアー
BMW
チャンピオンシップ
3日目


10:00 プレメン！4 #2 ▽10:15 限定！ ギアMAX
10:30


二


PGAツアー
BMW
チャンピオンシップ
最終日


1:30 あすゴル！#180 ▽1:45 プレメン！4 #2
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 #1
5:30
二


PGAツアー
ツアー
チャンピオンシップ
1日目


8:30銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲスト石原良純】


9:30 debut! ～新次元への変革 SPEEDER NX～
10:00


二


PGAツアー
ツアー
チャンピオンシップ
2日目


1:00 あすゴル！#180 ▽1:15 限定！ ギアMAX
1:30 プレメン！4 #2 ▽1:45 ゴルトレ木澤 ×体幹
2:00
二


PGAツアー
ツアー
チャンピオンシップ
3日目


5:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #66


6:00
二


PGAツアー
ツアー
チャンピオンシップ
最終日


9:00ギア猿
～直輸入クラブをサルベージ～


10:00 プレメン！4 #2 ▽10:15 限定！ ギアMAX
10:30 2021 年度 第 62回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技


0:00ひとりゴルフ
藤本麻子


1:00 PGAツアー プレーヤーズ #1
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 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 #2
5:30
二


海外女子メジャー
AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権
1日目


8:30ゴルフ真剣勝負
the MATCH #65


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
2日目


1:00 debut! ～新次元への変革 SPEEDER NX～
1:30 TEAM SERIZAWA 408
2:00
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


5:00 プレメン！4 #2 ▽5:15 限定！ ギアMAX
5:30
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


8:30らく･ごる #41
9:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #66


10:00★あすゴル！#181 ▽10:15 限定！ ギアMAX
10:30


二


全米女子アマチュア
ゴルフ選手権
決勝


1:30 PGAツアー プレーヤーズ #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


2016
ライダーカップ
1日目 前半
（フォアサム）


8:30インフォメーション
9:00
二


2016
ライダーカップ
1日目 後半
（フォアボール）


0:00牧野裕のEnjoy Golf
0:30
二


2016
ライダーカップ
2日目 前半
（フォアサム）


3:30インフォメーション
4:00
二


2016
ライダーカップ
2日目 後半
（フォアボール）


7:00銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲスト石原良純】


8:00
二


2016
ライダーカップ
最終日
（シングルス）
優勝 : 米国選抜


11:00★ぎゅっと #192 ▽11:15 あすゴル！#181
11:30 2021 年度 第 26回


日本ジュニアゴルフ選手権競技
0:30 限定！ ギアMAX ▽0:45 ぎゅっと #192
1:00ひとりゴルフ
藤本麻子


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
セーフウェイ
オープン
最終日
優勝者 :キャメロン・チャンプ


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 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 #192 ▽0:15 あすゴル！#181
0:30 プレメン！4 #2 ▽0:45 ゴルトレ山本 ×全身
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ゴルフ真剣勝負
the MATCH #65


6:30インフォメーション
7:00 ぎゅっと #192 ▽7:15 限定！ ギアMAX
7:30
二


★PGAツアー チャンピオンズ
アセンションチャリティー
クラシック 1日目


9:00★EVER GREEN CLUB #2 ▽9:15 ぎゅっと #192
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #94
10:00★TEAM SERIZAWA 409
10:30★Golf Link #11
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★藤田光里 向上委員会 #48 ▽11:45 ぎゅっと #192
0:00★橋本マナミのリーダーズ#148
0:30 プレメン！4 #2 ▽0:45 ゴルトレ木澤 ×脚
1:00 あすゴル！#181 ▽1:15 限定！ ギアMAX
1:30 PGAツアー プレーヤーズ #4
2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
3:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #5
5:30 プレメン！4 #2 ▽5:45 ゴルトレ山本 ×呼吸
6:00
二


PGAツアー 2018-19
セーフウェイ
オープン
最終日 後半
優勝者 :ケビン・トウェイ


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 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! ～新次元への変革 SPEEDER NX～
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


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
二


PGAツアー チャンピオンズ
アセンションチャリティー
クラシック 1日目


6:30インフォメーション
7:00
二


★PGAツアー チャンピオンズ
アセンションチャリティー
クラシック 2日目


8:30 あすゴル！#181 ▽8:45 限定！ ギアMAX
9:00 2021 年度 第 62回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技


10:30 プレメン！4 #2 ▽10:45 ゴルトレ木澤 ×腰
11:00★ゴルフ★パラダイス #84
11:30★プレメン！4 #3 ▽11:45 限定！ ギアMAX
0:00 2021 年度 第 105回


日本アマチュアゴルフ選手権競技
1:00ひとりゴルフ
稲森佑貴


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 #6
5:30ゴルフのたすき2021 #2
6:00
二


PGAツアー 2017-18 セーフウェイオープン
最終日 前半 優勝者 :ブレンダン・スティール


7:00
二


PGAツアー 2017-18
セーフウェイオープン
最終日 後半
優勝者 :ブレンダン・スティール


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 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 PGAツアー プレーヤーズ #6
0:30らく･ごる #41
1:00インフォメーション
1:30
二


PGAツアー
ツアー
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 あすゴル！#181 ▽5:15 プレメン！4 #3
5:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #66


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
アセンションチャリティー
クラシック 最終日


8:30 debut! ～新次元への変革 SPEEDER NX～
9:00銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲスト石原良純】


10:00 2021 年度 第 26回
日本ジュニアゴルフ選手権競技


11:00 プレメン！4 #3 ▽11:15 限定！ ギアMAX
11:30ひとりゴルフ
若林舞衣子


0:30
二


PGAツアー チャンピオンズ
アセンションチャリティー
クラシック 最終日


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
二


PGAツアー 2021-22
衛星生中継
フォーティネット
チャンピオンシップ
1日目


8:00 橋本マナミのリーダーズ#148
8:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #94
9:00ひとりゴルフ
深堀圭一郎


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 PGA_HL ▽0:15 プレメン！4 #3
0:30 PGAツアー プレーヤーズ #1
1:00インフォメーション
1:30
二


PGAツアー 2021-22
フォーティネット
チャンピオンシップ
1日目


4:30インフォメーション
5:00 debut! ～新次元への変革 SPEEDER NX～
5:30 PGA_HL ▽5:45 ゴルトレ山本 ×足
6:00インフォメーション
6:30牧野裕のEnjoy Golf
7:00
二


PGAツアー 2021-22
フォーティネット
チャンピオンシップ
1日目


10:00★国内女子ツアー
第 52回
住友生命Vitalityレディス
東海クラシック 1日目


0:00 あすゴル！#181 ▽0:15 PGA_HL
0:30 プレメン！4 #3 ▽0:45 限定！ ギアMAX
1:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #66


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
二


PGAツアー 2021-22
衛星生中継
フォーティネット
チャンピオンシップ 2日目


7:00★国内女子ツアー
とことん1番ホール生中継
第 52回
住友生命Vitalityレディス
東海クラシック
2日目


10:30ゴルフ真剣勝負
the MATCH #65


日大ゴルフ部OB対決


日大ゴルフ部OB対決


日大ゴルフ部OB対決
0:00ギア猿


～直輸入クラブをサルベージ～
1:00 あすゴル！#181 ▽1:15 PGA_HL
1:30 プレメン！4 #3 ▽1:45 限定！ ギアMAX
2:00ひとりゴルフ
藤本麻子


3:00らく･ごる #41
3:30 TEAM SERIZAWA 409
4:00 debut! ～新次元への変革 SPEEDER NX～
4:30 PGA_HL ▽4:45 限定！ ギアMAX
5:00国内女子ツアー
PLAYBACK1番ホール
第 52回
住友生命Vitality
レディス
東海クラシック
2日目


8:30★国内女子ツアー
第52回 住友生命Vitality
レディス 東海クラシック 2日目


10:00
二


PGAツアー 2021-22
フォーティネット
チャンピオンシップ
2日目


1:00 Golf Link #11
1:30 PGA_HL ▽1:45 プレメン！4 #3
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 #7
5:30 プレメン！4 #3 ▽5:45 ゴルトレ木澤 ×背中
6:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #66


7:00 debut! ～新次元への変革 SPEEDER NX～
7:30★


★


国内女子ツアー
とことん1番ホール生中継
第52回 住友生命Vitalityレディス
東海クラシック 最終日 ※最大延長 午前 10:15
▽9:45 ゴルフのたすき2021 #2
▽10:15 ★朝日インテック presents ドライビング女王コンテスト


二▽10:45 
PGAツアー 2021-22
フォーティネット
チャンピオンシップ
3日目


▽1:45 国内女子ツアー
PLAYBACK1番ホール
第 52回 
住友生命Vitalityレディス
東海クラシック 最終日


4:00 PGA_HL ▽4:15 限定！ ギアMAX
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ひとりゴルフ
藤本麻子


7:00
二


PGAツアー 2021-22
フォーティネット
チャンピオンシップ
3日目


10:00★あすゴル！ゴルフ部 #182
▽10:15 ★国内女子ツアー 第 52回 住友生命Vitality
レディス 東海クラシック 最終日


11:30 PGA_HL ▽11:45 限定！ ギアMAX
0:00 2021 年度 第 26回


日本ジュニアゴルフ選手権競技
1:00牧野裕のEnjoy Golf
1:30 PGA_HL ▽1:45 プレメン！4 #3
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 #8
5:30 2021 年度 第 105回


日本アマチュアゴルフ選手権競技
6:30 限定！ ギアMAX ▽6:45 プレメン！4 #3
7:00
二


PGAツアー 2021-22
衛星生中継
フォーティネット
チャンピオンシップ
最終日


※最大延長 午後 0:00
▽10:15 限定！ ギアMAX


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 PGAツアー プレーヤーズ #1
0:00国内女子ツアー
第 52回
住友生命Vitalityレディス
東海クラシック 1日目


2:00国内女子ツアー
第52回 住友生命Vitality
レディス 東海クラシック 2日目


3:30 朝日インテック presents ドライビング女王コンテスト
4:00 国内女子ツアー 第 52回 住友生命Vitality


レディス 東海クラシック 最終日
▽5:15 PGAツアーハイライト


5:30ゴルフのたすき2021 #2
6:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #66


7:00
二


PGAツアー 2021-22
フォーティネット
チャンピオンシップ
最終日


10:00★銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲスト中村芝翫】


11:00★ぎゅっと #193 ▽11:15 あすゴル！#182
11:30 debut! ～新次元への変革 SPEEDER NX～
0:00 プレメン！4 #3 ▽0:15 限定！ ギアMAX
0:30 PGA_HL ▽0:45 ぎゅっと #193
1:00ギア猿


～直輸入クラブをサルベージ～
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 #9
5:30
二


PGAツアー 2021-22
フォーティネット
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
藤田寛之


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 #193 ▽0:15 あすゴル！#182
0:30 PGA_HL ▽0:45 プレメン！4 #3
1:00インフォメーション
1:30ゴルフのたすき2021 #2
2:00 debut! ～新次元への変革 SPEEDER NX～
2:30インフォメーション
3:00
二


PGAツアー 2021-22
フォーティネット
チャンピオンシップ
最終日


6:00 ぎゅっと #193 ▽6:15 あすゴル！#182
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
サンフォードインターナショナル
1日目


8:30 PGA_HL ▽8:45 限定！ ギアMAX
9:00★EVER GREEN CLUB #3 ▽9:15 ぎゅっと #193
9:30★スター☆ゴルフマッチⅡ #95
10:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #66


11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30 藤田光里 向上委員会 #48 ▽11:45 ぎゅっと #193
0:00 橋本マナミのリーダーズ#148
0:30
二


PGAツアー チャンピオンズ
サンフォードインターナショナル
1日目


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 #10
5:30
二


PGAツアー 2021-22
フォーティネット
チャンピオンシップ
最終日


8:30インフォメーション
9:00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 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 2021 年度 第 26回


日本ジュニアゴルフ選手権競技
1:00インフォメーション
1:30
二


PGAツアー チャンピオンズ
サンフォードインターナショナル
1日目


3:00ひとりゴルフ
藤本麻子


4:00 プレメン！4 #3 ▽4:15 限定！ ギアMAX
4:30インフォメーション
5:00 Golf Link #11
5:30 TEAM SERIZAWA 409
6:00 debut! ～新次元への変革 SPEEDER NX～
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
サンフォードインターナショナル
2日目


8:30
二


★PGAツアー チャンピオンズ
サンフォードインターナショナル
最終日


10:00ギア猿
～直輸入クラブをサルベージ～


11:00★ゴルフ★パラダイス #85
11:30★プレメン！4 #4 ▽11:45 あすゴル！#182
0:00
二


PGAツアー チャンピオンズ
サンフォードインターナショナル
2日目


1:30らく･ごる #41
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 #1
5:30 ゴルトレ山本 ×腕 ▽5:45 プレメン！4 #4
6:00
二


米国×欧州
2018
ライダーカップ
1日目
（フォアボール）


9:00
二


米国×欧州
2018
ライダーカップ
1日目
（フォアサム）


0:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #65


1:30
二


米国×欧州
2018
ライダーカップ
2日目
（フォアボール）


4:30
二


米国×欧州
2018
ライダーカップ
2日目
（フォアサム）


7:30 あすゴル！#182 ▽7:45 限定！ ギアMAX
8:00
二


米国×欧州
2018
ライダーカップ
最終日
（シングルス）
優勝 : 欧州選抜


11:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #66


0:00
二


PGAツアー チャンピオンズ
サンフォードインターナショナル
最終日


1:30 debut! ～新次元への変革 SPEEDER NX～
2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
3:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #2
5:30 プレメン！4  #4 ▽5:45 限定！ ギアMAX
6:00
二


衛星生中継 米国 ×欧州
2020ライダーカップ開会式


7:00 PGAツアー プレーヤーズ #1
7:30ゴルフのたすき2021 #2
8:00 あすゴル！#182 ▽8:15 プレメン！4 #4
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牧野裕のEnjoy Golf
0:30
二


米国×欧州 2020
ライダーカップ開会式


1:30インフォメーション
2:00
二


2016
ライダーカップ
最終日
（シングルス）
優勝 : 米国選抜


5:00インフォメーション
5:30
二


米国×欧州
2018
ライダーカップ
最終日
（シングルス）
優勝 : 欧州選抜


8:30
二


米国×欧州 2020
ライダーカップ開会式


9:30
二


衛星生中継
米国×欧州
2020
ライダーカップ
1日目


（9:30~）
二


衛星生中継
米国×欧州
2020
ライダーカップ
1日目


※最大延長 午前 9:00
8:00 PGAツアー プレーヤーズ #6
8:30 ゴルトレ木澤×体幹 ▽8:45 限定！ ギアMAX
9:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #95
9:30 橋本マナミのリーダーズ#148
10:00銀座ゴルフ倶楽部


【MCヒロミ×ゲスト中村芝翫】
11:00 プレメン！4 #4 ▽11:15 限定！ ギアMAX
11:30


二


米国×欧州
2020
ライダーカップ
1日目


8:00 あすゴル！#182 ▽8:15 プレメン！4 #4
8:30★国内男子ツアー パナソニックオープン


ゴルフチャンピオンシップ 3日目
9:30
二


衛星生中継
米国×欧州
2020
ライダーカップ
2日目


（9:30~）
二


衛星生中継
米国×欧州
2020
ライダーカップ
2日目


※最大延長 午前 9:00
8:00インフォメーション
8:30 ゴルトレ山本×全身 ▽8:45 限定！ ギアMAX
9:00ギア猿


～直輸入クラブをサルベージ～
10:00 TEAM SERIZAWA 409
10:30 Golf Link #11
11:00 プレメン！4 #4 ▽11:15 限定！ ギアMAX
11:30


二


米国×欧州
2020
ライダーカップ
2日目


8:00銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲスト中村芝翫】


9:00 debut! ～新次元への変革 SPEEDER NX～
9:30ゴルフのたすき2021 #2
10:00★あすゴル！#183 ▽10:15 ★オンデマンドでみよう！9月号
10:30 プレメン！4 #4 ▽10:45 限定！ ギアMAX
11:00★国内男子ツアー
パナソニックオープン
ゴルフチャンピオンシップ
最終日


1:00
二


衛星生中継
米国×欧州
2020
ライダーカップ
最終日


※最大延長 午前 10:00


（1:00~）
二


衛星生中継
米国×欧州
2020
ライダーカップ
最終日


※最大延長 午前 10:00
7:00 限定！ ギアMAX ▽7:15 プレメン！4 #4
7:30 PGAツアー プレーヤーズ #3
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
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 2021 年度 第 26回


日本ジュニアゴルフ選手権競技
1:00インフォメーション
1:30 2021 年度 第 105回


日本アマチュアゴルフ選手権競技
2:30インフォメーション
3:00らく･ごる #41
3:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #66


4:30インフォメーション
5:00
二


米国×欧州
2020
ライダーカップ
最終日


11:00★ぎゅっと #194 ▽11:15 あすゴル！#183
11:30ゴルフ真剣勝負
the MATCH #65


日大ゴルフ部OB対決


日大ゴルフ部OB対決
1:00 ぎゅっと #194 ▽1:15 プレメン！4 #4
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 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 #4
5:30
二


PGAツアー 2018-19
サンダーソンファームズ
チャンピオンシップ
最終日
優勝者 :キャメロン・チャンプ


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 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 #194 ▽0:15 あすゴル！#183
0:30ゴルフのたすき2021 #2
1:00インフォメーション
1:30ひとりゴルフ
藤本麻子


2:30 2021 年度 第 105回
日本アマチュアゴルフ選手権競技


3:30 2021 年度 第 26回
日本ジュニアゴルフ選手権競技


4:30インフォメーション
5:00ギア猿


～直輸入クラブをサルベージ～
6:00 ぎゅっと #194 ▽6:15 あすゴル！#183
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
ピュアインシュランス
チャンピオンシップ 1日目


8:30 プレメン！4 #4 ▽8:45 ゴルトレ木澤 ×脚
9:00★EVER GREEN CLUB #4 ▽9:15 ぎゅっと #194
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #95
10:00★TEAM SERIZAWA 410
10:30★Golf Link #12
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★藤田光里 向上委員会 #49 ▽11:45 限定！ ギアMAX
0:00★橋本マナミのリーダーズ#149
0:30 ぎゅっと #194 ▽0:45 オンデマンドでみよう！9月号
1:00機器メンテナンス


（1:00~）機器メンテナンス


7:00 PGAツアー プレーヤーズ #5
7:30 2021 年度 第 26回


日本ジュニ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
野澤真央


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 2021 年度 第 62回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技


3:00
二


PGAツアー チャンピオンズ
ピュアインシュランス
チャンピオンシップ 1日目


4:30インフォメーション
5:00銀座ゴルフ倶楽部
【MCヒロミ×ゲスト中村芝翫】


6:00インフォメーション
6:30
二


★PGAツアー チャンピオンズ
ピュアインシュランス
チャンピオンシップ 2日目


8:00 国内男子ツアー パナソニックオープン
ゴルフチャンピオンシップ 3日目


9:00国内男子ツアー
パナソニックオープン
ゴルフチャンピオンシップ
最終日


11:00★ゴルフ★パラダイス #86
11:30 あすゴル！#183 ▽11:45 限定！ ギアMAX
0:00ゴルフのたすき2021 #2
0:30
二


PGAツアー チャンピオンズ
ピュアインシュランス
チャンピオンシップ 2日目


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 #6
5:30
二


PGAツアー 2019-20
サンダーソンファームズ
チャンピオンシップ
最終日
優勝者 :セバスチャン・ムニョス


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 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 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #66


2:30インフォメーション
3:00スター☆ゴルフマッチⅡ #95
3:30
二


米国×欧州
2020
ライダーカップ
1日目
（フォアボール）


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
ピュアインシュランス
チャンピオンシップ 最終日


8:30ギア猿
～直輸入クラブをサルベージ～


9:30 あすゴル！#183 ▽9:45 限定！ ギアMAX
10:00 2021 年度 第 26回


日本ジュニアゴルフ選手権競技
11:00ひとりゴルフ
藤本麻子


0:00 プレメン！4 #4 ▽0:15 限定！ ギアMAX
0:30
二


PGAツアー チャンピオンズ
ピュアインシュランス
チャンピオンシップ 最終日


2:00インフォメーション


3:00 プレメン！3 勝又優美編 #1＆2
3:30 プレメン！3 勝又優美編 #3＆4


お申し込み、お問い合わせは


403chデジタル 428chデジタルコンパクト


J:COM
カスタマーセンター TEL:0120-999-000


ひかりTV カスタマーセンター


TEL:009192-144


Ch.754


※上記の電話番号がご利用になれない場合
TEL:0120-001144 


         （通話無料・携帯電話不可）


（通話無料 / 年中無休 / 受付時間10：00～19：00）


TEL:0120-039-888スカパー! カスタマーセンター
（総合窓口）
スカパー！カスタマーセンターへお電話の際には、予め有料放送契約約款
（https://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/)とプライバシーポリシー
（https://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/）の内容をご確認頂き、 
同意のうえご連絡下さい。


お 近くの ケ ーブ ル 局


KDDI お客さまセンター
Ch.403


TEL:0077-777


ゴルフ を見よう


ゴルフネットワークカスタマーセンター


 0120 - 562- 034


ゴルフネットワーク


最新番組情報はゴルフネットワークHPへ


 （受付時間10：00～18：00 年中無休）








【音声】
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00
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24


解読！MANKIND／人間史 ～
歴史をつくった12のテーマ～


[二] 他


情報番組 他


. 真相！北朝鮮のダーク
な国家秘密 [字]


9.11 ジョージ・W・ブッシュ
空白の9時間 [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


19


00


30


情報番組


Ⅾ・ハッセルホフと80年代
スーパーカー！ [字]


ビンラディン殺害計画の
全貌 [字] 他


30


【にっぽんの歴史】 THE 歴史列伝 / 日本史探究スペシャル ライバルたちの光芒
/ THEナンバー2 ～歴史を動かした陰の主役たち～  *金曜のみ（19:55～）ルネサンス新世界


【週末一挙マラソン】


古代の宇宙人
Presents エイリアンを


調査せよ！  [二]


ビンラディン殺害計画
の全貌 [字]


 
9.11～アメリカを変え


た102分〜 [字]


週末一挙マラソン 他


【週末一挙マラソン】


古代の宇宙人 決定的
証拠を探せ！ [二]


古代の宇宙人 S10 S1
S11 [二]


他


情報番組


まんが日本史


1. アラスカの恐怖「魔の三角地帯」 [二] 2.～3. ロスト・ピラミッド [二] 6.～7. 検証！ノストラダムス 「２１世紀」の大予言
[二]


8.～17. 検証！大惨事はなぜ起こったのか [字] 20.～30. ザ・山男 S4 [二]


30


2


30


00


●メインテナンス停波
9月28日(火) 深夜1:00～翌前7:00


●放送日時・番組内容は変更になる場合があります。


1.～3. 古代の宇宙人 決定的証拠を探せ！ [二] / 6.～8. GRANT アメリカを救った奇跡の大統領 [字]
/ 9. ビンラディン殺害計画の全貌 [字] / 10. 9.11～アメリカを変えた102分〜 [字] /


13.～24. 古代の宇宙人 S1 S11 [二] / 27. Ⅾ・ハッセルホフと80年代スーパーカー [字] /
29. ドナルド・トランプ 世界支配への道 Part 1＆2 [字] / 30. トランプのビジネスで勝つ力 Part 1＆2 [字]


[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～


日本史探究スペシャ
ル ライバルたちの光


芒


週末一挙マラソン
30


30


30


1
30


00


1.～8. 刀剣の鉄人：死のラウンド [字] / 9.～20. 甲冑バトル ザ・ナイトファイト S1 [字] /
21.～30. ダミアン・ルイスの『スパイ大戦争』 [字]


【週末一挙マラソン】


古代の宇宙人
Presents エイリアンを


調査せよ！  [二]


ビンラディン殺害計画
の全貌 [字]


 
9.11～アメリカを変え


た102分〜 [字]


週末一挙マラソン 他


アラスカの恐怖「魔の三角
地帯」 [二]


ロスト・ピラミッド
 [二]


検証！大惨事はなぜ起
こったのか [字]


ザ・山男 S4
 [二]


週末一挙マラソン


3


21


5
00


4


30


30


3


00


1.～29. 古代の宇宙人 S10～S12 [二]  / 30. 古代の怪物を探せ！『ビッグフット』 [字]


23
00


30
22


00


30


30


00


30


00


30


00


情報番組


情報番組
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00


30


00
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24


21
30


00


20
30


【週末一挙マラソン】


古代の宇宙人 決定的
証拠を探せ！ [二]


古代の宇宙人 S10
[二]


解禁！米政府UFO機
密調査ファイル S1


[字]


死のフライト 9.11  20
年目の真実 [字] 他


5.12.19.26


1.～22. チャールズの名車オークション [字] 23.～30. 見ると止まらない！世界のおバカNo.1 [字]


情報番組


6


【にっぽんの歴史】 THE 歴史列伝 / 日本史探究スペシャル ライバルたちの光芒
/ THEナンバー2 ～歴史を動かした陰の主役たち～


30


【にっぽんの歴史】 にっぽん！歴史鑑定 出演：田辺誠一 / THE 歴史列伝 /
日本史探究スペシャル ライバルたちの光芒 / THEナンバー2 ～歴史を動かした陰の主役たち～


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～


日本史探究スペシャ
ル ライバルたちの光


芒


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


1.～29. 古代の宇宙人 S10～S12 [二]  / 30. 古代の怪物を探せ！『ビッグフット』 [字]
30


14


13


16


30


00 情報番組


30
15


土曜日金曜日木曜日火曜日曜日


00


水曜日月曜日


1. アラスカの恐怖「魔の三角地帯」 [二] 2.～3. ロスト・ピラミッド [二] 6.～7. 検証！ノストラダムス 「２１世紀」の大予言
[二]


8.～17. 検証！大惨事はなぜ起こったのか [字] 20.～30. ザ・山男 S4 [二]


6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24 4.11.18.25


   ヒストリーチャンネル™ 日本・世界の歴史＆エンタメ   基本編成表  2021年9月


曜日日曜日


6


30


30


00


30


00


30


10


7
情報番組 情報番組


8


00


刀剣の鉄人：死のラウンド
[字] 他


古代の宇宙人 決定的証
拠を探せ！ 他


 6：50～WALK3000


9


30


00


00


真相！北朝鮮のダークな
国家秘密 [字]


9.11～アメリカを変えた
102分〜 [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


解読！MANKIND／人間史 ～
歴史をつくった12のテーマ～


[二] 他


00


30


7


8


1.～7. アメリカ極秘文書の謎 特別編 S1 [字] / 8.～13. アメリカ極秘文書の謎 特別編 S2 [字] /
14.～17. スキンウォーカー牧場の超常現象 S1 [字] / 20.～24. スキンウォーカー牧場の超常現象 S2 [字] /


27. Ⅾ・ハッセルホフと80年代スーパーカー [字] / 28. 真相！北朝鮮のダークな国家秘密 [字] /
29. ドナルド・トランプ 世界支配への道 Part 1＆2 [字] / 30. トランプのビジネスで勝つ力 Part 1＆2 [字]


1.～7. アメリカ極秘文書の謎 特別編 S1 [字] / 8.～13. アメリカ極秘文書の謎 特別編 S2 [字] /
14.～17. スキンウォーカー牧場の超常現象 S1 [字] / 20.～24. スキンウォーカー牧場の超常現象 S2 [字] /


27. 失われた時代 ～中世ヨーロッパの暗黒～ [字] / 29.～30. ザ・スクープ＜90年代＞


1.～3. 古代の宇宙人 決定的証拠を探せ！ [二] / 6.～8. GRANT アメリカを救った奇跡の大統領 [字]
/ 9. ビンラディン殺害計画の全貌 [字] / 10. 9.11～アメリカを変えた102分〜 [字] /


13.～24. 古代の宇宙人 S1 S11 [二] / 27. 失われた時代 ～中世ヨーロッパの暗黒～ [字] /
28. 波乱万丈！トランプ大統領の知られざる人生 [字] / 29.～30. ザ・スクープ＜90年代＞


10


11
30


00


12


00


30


30


まんが日本史


00


9


アメリカお宝鑑定団 ポーン・ス
ターズ  [二]


Ⅾ・ハッセルホフと80年代
スーパーカー！ [字]


9.11 ジョージ・W・ブッシュ
空白の9時間 [字] 他


1.～8. 刀剣の鉄人：死のラウンド [字] / 9.～20. 甲冑バトル ザ・ナイトファイト S1 [字] /
21.～30. ダミアン・ルイスの『スパイ大戦争』 [字]　*火、木曜のみ（12:55～）ルネサンス新世界


1.～3. 古代の宇宙人 決定的証拠を探せ！ [二] / 6.～8. GRANT アメリカを救った奇跡の大統領 [字]
/ 9. ビンラディン殺害計画の全貌 [字] / 10. 9.11～アメリカを変えた102分〜 [字] /


13.～24. 古代の宇宙人 S1 S11 [二] / 27. 真相！北朝鮮のダークな国家秘密 [字] /
28. 失われた時代 ～中世ヨーロッパの暗黒～ [字] / 29.～30. ザ・スクープ＜90年代＞


1.～22. チャールズの名車オークション [字] 23.～30. 見ると止まらない！世界のおバカNo.1 [字]








25


フジサンケイクラシッ
ク黄金伝説


1993年 第21回大会 
ジャンボ尾崎 圧倒的
スコアで大会6度目の


優勝! #15-6 


50


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


07:25 #33-9【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
柏ﾚｲｿﾙ
vs


浦和ﾚｯｽﾞ
09:50 #42-9【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


12:10 #52-7【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


14:30 #54-8【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
浦和ﾚｯｽﾞ
vs


ｳﾞｨｯｾﾙ神戸


50


パチンコLAB～8th 
season～
総集編前編
#17-23【HD】


50


パチスロ(旅)  17:50 
#19-25【HD】 鹿児島
編③ 18:20 #20-26
【HD】 鹿児島編④ 


20


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第1戦


北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌
vs
FC東京


生 #58-1【HD】


50


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! #3-59【HD】 


40


メタリカ Classic Albums


～ﾌﾞﾗｯｸ･ｱﾙﾊﾞﾑの誕生～
 #1-10【HD】 


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.-
<TOKIE> #96-36 【HD】


40


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 #60-5【HD】


10


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第1戦
浦和ﾚｯｽﾞ
vs


川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ
#57-2【HD】


40


鎧美女
甲冑:前田利家 美女:相沢菜々子


#72-26【HD】【字】


00
純喫茶に恋をして ～町屋・はま
ゆう #12-41【HD】【字】 


30


SELECTRAVEL 北海道 小樽・
函館編 Ｓ二 #1-66【HD】 


50


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! #3-36【HD】 


00


FIBAバスケットボー
ルアジアカップ2021


予選
日本
vs
中国


#1-4【HD】


00


新・みんなの鉄道
ブルートレイン「寝
台特急日本海」ラス


トラン
#23-16【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル  11:00 #76-52【HD】
【字】 「挽肉と米」 11:30 
#77-46【HD】【字】 「M2」 


10


2021 FORMULA 1


12:00 #59-5【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


13:40 #60-6【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


40


SKY EYE～空からのメッセージ～
熊本編


Ｓ二 #1-64【HD】【字】


00
純喫茶に恋をして
#15-20【HD】【字】


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 


00


19:00 #85-4【HD】
ほのさきちぃへきく


ちから
20:00 #86-4【HD】
NSP 中村貴之 平賀
和人へきくちから


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


21:00 #57-3【HD】
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第1戦
浦和ﾚｯｽﾞ
vs


川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ
23:30 #58-2【HD】
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第1戦


北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌
vs


FC東京


30


翔太さまと執事西山のオタワム
レ リッチエディション


ふたりとｹﾞｽﾄのｵﾀﾜﾑﾚっぷりをﾎﾞ
ﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟ!未公開ｺｰﾅｰとｵﾌｼｮｯﾄ映
像を加えたﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞｶｯﾄ版!
ﾎｽﾄ:蒼井翔太/西山宏太朗
ｹﾞｽﾄ:鳥越裕貴/玉城裕規


#1-7【HD】


00


SELECTRAVEL
北海道 旭川・美瑛・富良野編


Ｓ二 #2-61【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 #63-10【HD】


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 #2-5【HD】 


20


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 #8-36
【HD】 


30 寺門ジモンの肉専門チャンネル【ミニ】
「とんかつ七井戸」 #10-5【HD】 


00


SELECTRAVEL


08:30 #3-53【HD】 北海道 
稚内・利尻島編 Ｓ二


09:00 #4-50【HD】 北海道 
帯広・釧路編 Ｓ二


09:30 #5-41【HD】 北海道 
札幌編 Ｓ二


00


新・みんなの鉄道
九州旅客鉄道「なな
つ星in九州」
#32-4【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】


30


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第1戦


北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌
vs


FC東京
#58-3【HD】


50
純喫茶に恋をして


～江古田・林檎 #18-7【HD】 


50


パチンコLAB～9th 
season～
#1-22【HD】


20


パチスロ(旅) 宮崎
編③ #23-27【HD】 


40


2021 FORMULA 1
【第13戦ｵﾗﾝﾀﾞGP】


FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH 
GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行1


開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ ｻｰｷｯﾄ
Ｓ二 生 #61-1【HD】


40


19:40 #1-10【HD】
アンスラックス
ベルリンLive 2017
20:40 #2-10【HD】
ブラック・サバス 
Classic Albums
～Paranoid～


50PR 2021年9月 #23-8【HD】 


10


2021 FORMULA 1
【第13戦ｵﾗﾝﾀﾞGP】


FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH 
GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行2


開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ ｻｰｷｯﾄ
Ｓ二 生 #62-1【HD】


30
MUSIC SOUP -45r.p.m.-
<TOKIE> #96-37 【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
#1-6【HD】


00


FACTORY ARCHIVES
CRAZY KEN BAND
#7-6【HD】


00


26:00 #55-10【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
26:30 #56-8【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


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第99夜


「8月15日 あの人の
手紙」


#2-13【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
北海道編


Ｓ二 #2-72【HD】【字】


10


FIBAバスケットボー
ルアジアカップ2021


予選
日本
vs
中国


#3-5【HD】


00


SELECTRAVEL  08:10 #30-2
【HD】 関東 東京・千葉編 
Ｓ二 08:40 #31-1【HD】 東
北絶景紀行 山形編 Ｓ二 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


09:00 #59-1【HD】
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第1戦
名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ


vs
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


11:30 #60-1【HD】
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第1戦
ｾﾚｯｿ大阪
vs


ｶﾞﾝﾊﾞ大阪


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」
#40-11【HD】


40


2021 FORMULA 1  16:00 #61
-2【HD】 【第13戦ｵﾗﾝﾀﾞ


GP】
FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH 


GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行1


開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ ｻｰｷｯﾄ Ｓ
二 17:20 #62-2【HD】 【第


13戦ｵﾗﾝﾀﾞGP】
FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH 


GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行2


開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ ｻｰｷｯﾄ Ｓ
二 


50 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


10


2021 FORMULA 1
【第13戦ｵﾗﾝﾀﾞGP】


FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH 
GRAND PRIX 2021
土曜ﾌﾘｰ走行


開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ ｻｰｷｯﾄ
Ｓ二 生 #63-1【HD】


40


ジョン・レノン&オ
ノ・ヨーコ 


ABOVE US ONLY SKY
#1-8【HD】


50PR 2021年9月 #23-12【HD】 


00


2021 FORMULA 1
【第13戦ｵﾗﾝﾀﾞGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
DUTCH GRAND PRIX 


2021
予選


開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ ｻｰ
ｷｯﾄ


Ｓ二 生 #64-1【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル  24:00 #76-53【HD】
【字】 「挽肉と米」 24:30 
#77-48【HD】【字】 「M2」 


00


鎧美女  25:00 #78-6【HD】
【字】 甲冑:徳川秀忠 美
女:美月絢音 25:30 #79-7
【HD】 甲冑:細川忠興 美


女:メイリ 


00


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 #8-16 


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100夜


『ももいろフォーク
村』5周年「お台場
フォーク村」第100


夜！
#3-11【HD】


00
純喫茶に恋をして
#15-21【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 #1-4【HD】 


00


ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2010年優勝 服部真夕


大接戦の末2勝目をﾏｰｸ! #2-33【HD】 


00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  07:00 #3-59【HD】
【字】 宮城編 Ｓ二 07:30 
#4-66【HD】【字】 宮崎編 


Ｓ二 


00


宗本康兵へきくちか
ら


#83-6【HD】


00


新・みんなの鉄道
東日本旅客鉄道 寝
台特急あけぼの定期
運行ラストラン
#34-3【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 #60-12【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」 #79-47【HD】【字】 


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! #7-45【HD】 


30


2021 FORMULA 1


14:00 #63-2【HD】
【第13戦ｵﾗﾝﾀﾞGP】


FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH 
GRAND PRIX 2021
土曜ﾌﾘｰ走行


開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ ｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


15:20 #64-2【HD】
【第13戦ｵﾗﾝﾀﾞGP】


FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH 
GRAND PRIX 2021


予選
開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ ｻｰｷｯﾄ


Ｓ二


50
純喫茶に恋をして ～大和・フロ
リダ #17-7【HD】【字】 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第2戦
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ
生 #61-1【HD】


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! #1-35【HD】 


00


2021 FORMULA 1
【第13戦ｵﾗﾝﾀﾞGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
DUTCH GRAND PRIX 


2021
決勝


開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ 
ｻｰｷｯﾄ


Ｓ二 生 #65-1
【HD】


00


25:00 #60-9【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
25:30 #61-9【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
26:00 #62-5【HD】


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット
26:30 #63-5【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


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101夜


「真心ブラザーズの
お台場フォーク村」
#4-12【HD】


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.-
<TOKIE> #96-38 【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  06:00 #5-60【HD】
【字】 愛媛編 Ｓ二 06:30 
#6-64【HD】【字】 静岡編 


Ｓ二 


00


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル  07:00 #76-54【HD】
【字】 「挽肉と米」 07:30 
#77-49【HD】【字】 「M2」 


30


49th フジサンケイ
クラシック


08:00 #1-3【HD】
大会第１日


男たちがモンスター
コース富士桜に挑む
10:30 #2-2【HD】
大会第２日


予選通過をかけたサ
バイバル


00


SELECTRAVEL 中国・四国 岡
山編 Ｓ二 #17-15【HD】 


40


ラーメンWalker TV2  13:00 #285-26【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 13:20 #286-25【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 


50PR 2021年9月 #23-15【HD】 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第2戦
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ
#61-2【HD】


00


パチンコLAB～9th 
season～
#2-22【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #24-26【HD】 
宮崎編④ 18:30 #25
-26【HD】 新潟編① 


50


2021 FORMULA 1


19:00 #64-3【HD】
【第13戦ｵﾗﾝﾀﾞGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
DUTCH GRAND PRIX 


2021
予選


開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ 
ｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


21:10 #65-3【HD】
【第13戦ｵﾗﾝﾀﾞGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
DUTCH GRAND PRIX 


2021
決勝


開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ 
ｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第2戦
川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ


vs
浦和ﾚｯｽﾞ
#62-2【HD】


30


あなたと温泉に行ったら・・・  28:00 #63-7
【HD】【字】 「下田温泉編」前篇 28:15 #64


-7【HD】【字】 「下田温泉編」後篇 


00


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
 #40-4【HD】 


20


フジサンケイクラ
シック黄金伝説
1996年 第24回大会 
ワッツvsハミルトン
の激闘 #25-5 


35
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


15


49th フジサンケイ
クラシック


07:35 #3-3【HD】
大会第３日トップ中


継
10:00 #4-3【HD】
大会第３日


最終日へ！抜け出す
のは？


20
ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ


30


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第2戦
川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ


vs
浦和ﾚｯｽﾞ
#62-3【HD】


40


2021 FORMULA 1
【第13戦ｵﾗﾝﾀﾞGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
DUTCH GRAND PRIX 


2021
予選


開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ ｻｰ
ｷｯﾄ


Ｓ二 #64-4【HD】


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! #5-53【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～
#3-17【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #26-26【HD】 
新潟編② 18:30 #27
-26【HD】 新潟編③ 


40


2021 FORMULA 1
【第13戦ｵﾗﾝﾀﾞGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
DUTCH GRAND PRIX 


2021
決勝


開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ 
ｻｰｷｯﾄ


Ｓ二 #65-4【HD】


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.-
<TOKIE> #96-39 【HD】


30


KiramuneカンパニーR
吉永営業部水担当が登場！


Kiraカン最年少社員の著しい成
長に社長&秘書もご満悦!HIPHOP


で社長とバトル!?
MC：Uncle Bomb（浪川大輔・吉


野裕行）
ｹﾞｽﾄ：吉永拓斗
#64-2【HD】


40


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第2戦
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ
#61-3【HD】


00
純喫茶に恋をして ～蔵前・らい 


#10-39【HD】【字】 


00


鎧美女  28:00 #74-17
【HD】【字】 甲冑:足利尊
氏 美女:茜紬うた 28:30 
#75-13【HD】【字】 甲冑:
福島正則 美女:佐々木萌香 


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「石山坂本線」
#40-5【HD】【字】


00


49th フジサンケイ
クラシック


06:00 #5-2【HD】
大会最終日


全18ホール生中継！
栄光を手にするの


は？
11:30 #6-2【HD】
大会最終日


ついに決着！第49代
王者は？


12:59 #7-3【HD】
大会ハイライト


25


ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2009年優勝 石川遼


4日間ﾄｯﾌﾟを守り完全優勝! #2-49【HD】 


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! #7-46【HD】 


25


純喫茶に恋をして ～八王子・パ
ペルブルグ #16-16【HD】【字】 


00


ラーメンWalker TV2  15:25 #285-27【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 15:40 #286-26【HD】【字】 コクとキレを併せ持つ東京
豚骨醤油のパイオニア!
中目黒『百麺 中目黒店』


出演：田中 貴（サニーデイ・サービス） 田中真琴 


00


みんなの鉄道リターン
ズ 「長野電鉄(1000系
電車「ゆけむり」)」 
#82-7【HD】【字】 


00


パチンコLAB～9th 
season～
#4-17【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #28-25【HD】 
新潟編④ 18:30 #29
-23【HD】 新潟編⑤ 


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！


#1-6【HD】


00


木村カエラ KAELA 
LIVE 2020 
“NEVERLAND" 
Special Edition
出演者:木村カエ
ラ、BIM(ゲスト)
Ｓ二 #1-6【HD】


40


2021 FORMULA 1
【第13戦ｵﾗﾝﾀﾞGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
DUTCH GRAND PRIX 


2021
決勝


開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ 
ｻｰｷｯﾄ


Ｓ二 #65-5【HD】


20


エレファントカシマ
シ


桜の花舞い上がる武
道館


#1-12【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


#56-9【HD】
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」 #13-5【HD】 


00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  06:00 #7-69【HD】
【字】 広島編 Ｓ二 06:30 
#8-62【HD】【字】 長崎編 


Ｓ二 


00


春の高校ﾊﾞﾚｰ
ﾊｲﾗｲﾄ  07:00 #12-23【HD】 2020年男子決勝


東山vs駿台学園
オールストレートの完全優勝! 07:30 #13-17


【HD】 2020年女子決勝
古川学園vs東九州龍谷


3度目の正直!東龍が8年ぶりV 


00


フジサンケイレディ
スクラシック黄金伝


説
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
#14-13【HD】


10


2021 FORMULA 1


12:00 #64-5【HD】
【第13戦ｵﾗﾝﾀﾞGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
DUTCH GRAND PRIX 


2021
予選


開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ ｻｰ
ｷｯﾄ Ｓ二


13:40 #65-6【HD】
【第13戦ｵﾗﾝﾀﾞGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
DUTCH GRAND PRIX 


2021
決勝


開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ ｻｰ
ｷｯﾄ Ｓ二


40


SELECTRAVEL 九州 宮崎・鹿
児島編 Ｓ二 #9-42【HD】 


00
純喫茶に恋をして ～蔵前・らい 


#10-40【HD】【字】 


00


パチンコLAB～9th 
season～
#5-15【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #30-24【HD】 
新潟編⑥ 18:30 #31
-24【HD】 新潟編⑦ 


20


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


19:00 #63-1【HD】
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第2戦
FC東京
vs


北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ
22:10 #64-1【HD】
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第2戦
ｶﾞﾝﾊﾞ大阪
vs


ｾﾚｯｿ大阪


00


エレファントカシマ
シ


2009年10月24、25日 
日比谷野外音楽堂
#1-12【HD】


50


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #1-15【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ
vs


浦和ﾚｯｽﾞ
08:20 #2-9【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
ｻｶﾞﾝ鳥栖


10:40 #3-9【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
FC東京
vs


徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ


00PR 2021年9月 #23-28【HD】 


30


VIVA LA ROCK 2021
【DAY1】


インナージャーニー、THE 
ORAL CIGARETTES、KANA-
BOON、KEYTALK、King Gnu、
SHISHAMO、sumika、
Nothing's Carved In 
Stone、Novelbright、
Hakubi、ハンブレッダー
ズ、04 Limited Sazabys、


BLUE ENCOUNT
#1-3【HD】


50
純喫茶に恋をして ～大和・フロ
リダ #17-8【HD】【字】 


50


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル  15:50 #82-31【HD】
【字】 「焼肉ケニヤ」 
16:20 #83-19【HD】【字】 
「ミートカイザー」 


50


パチンコLAB～9th 
season～
#6-15【HD】


20


パチスロ(旅) 新潟
編⑧ #32-24【HD】 
30PR 2021年9月 #23-29【HD】 


30


スパイストラベラー  18:30 #23-6
【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 19:00 #24-6【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 


20


フジサンケイクラ
シック黄金伝説
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
#2-13


40


2021 FORMULA 1
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】


FORMULA 1 HEINEKEN GRAN 
PREMIO D’ITALIA 2021


金曜ﾌﾘｰ走行
開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ
Ｓ二 生 #66-1【HD】


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.-
<TOKIE> #96-40 【HD】


50


ディープ・パープル 
Live at モントルー


2006
#3-9【HD】


00


2021 FORMULA 1
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’
ITALIA 2021
予選


開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ
Ｓ二 生 #67-1【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  27:00 #29-46【HD】
【字】 佐賀編 Ｓ二 27:30 
#30-46【HD】【字】 福井編 


Ｓ二 


00


SELECTRAVEL  28:00 #10-36
【HD】 九州 鹿児島・熊本
編 Ｓ二 28:30 #11-33
【HD】 九州 長崎・佐賀編 


Ｓ二 
10 春の高校ﾊﾞﾚｰ


ﾊｲﾗｲﾄ 2014年女子決勝


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1節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡
vs


北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 #4-6【HD】 


35


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1節
Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡
vs


北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌
#4-6【HD】


55


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
#5-6【HD】


10
ラーメンWalker TV2 我武者羅 × 麺や七彩 人気実力店豪華競演スペシャ


ル!
東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


10


VIVA LA ROCK 2021  
10:10 #2-3【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 12:40 #3-3
【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 


40


2021 FORMULA 1


15:10 #66-2【HD】
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】


FORMULA 1 HEINEKEN GRAN 
PREMIO D’ITALIA 2021


金曜ﾌﾘｰ走行
開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ


Ｓ二
16:30 #67-2【HD】
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】


FORMULA 1 HEINEKEN GRAN 
PREMIO D’ITALIA 2021


予選
開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ


Ｓ二


50PR 2021年9月 #23-34【HD】 


10


2021 FORMULA 1
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】


FORMULA 1 HEINEKEN GRAN 
PREMIO D’ITALIA 2021


土曜ﾌﾘｰ走行
開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ
Ｓ二 生 #68-1【HD】


10


みんなの鉄道リター
ンズ


「箱根登山鉄道」
#15-10【HD】


20 寺門ジモンの肉専門チャンネル【ミニ】
「うし松」 #12-3【HD】 


00


アリス・クーパー 
Live at モントルー


2005
#4-10【HD】


00


2021 FORMULA 1
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’
ITALIA 2021
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ予選


開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ
Ｓ二 生 #69-1【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  25:00 #44-35【HD】
【字】 徳島編 Ｓ二 25:30 
#45-33【HD】【字】 兵庫編 


Ｓ二 


00


ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ  26:00 #12-10【HD】 2020年優勝 星野


陸也
ﾌﾟﾚｰｵﾌ制し2年ぶりV 26:30 #5-25【HD】 2014


年優勝 岩田寛
ﾌﾟﾛ11年目で悲願のﾂｱｰ初優勝! 26:45 #11-6


【HD】 2015年優勝 金庚泰
土壇場で強さを見せ2度目のV 


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


#39-10【HD】


00


鎧美女
甲冑:徳川家康 美女:村上りいな


#76-17【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1節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
柏ﾚｲｿﾙ
vs


横浜FC #6-6【HD】 


20


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1節
Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
柏ﾚｲｿﾙ
vs


横浜FC #6-6【HD】 


50


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


07:20 #7-6【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


09:40 #8-5【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


00PR 2021年9月 #23-37【HD】 


00


VIVA LA ROCK 2021


12:00 #4-3【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
14:30 #5-3【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


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」 #81-34【HD】【字】 


50


2021 FORMULA 1


17:30 #68-2【HD】
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】


FORMULA 1 HEINEKEN GRAN 
PREMIO D’ITALIA 2021


土曜ﾌﾘｰ走行
開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ


Ｓ二
18:50 #69-2【HD】
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】


FORMULA 1 HEINEKEN GRAN 
PREMIO D’ITALIA 2021


ｽﾌﾟﾘﾝﾄ予選
開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ


Ｓ二


20


SELECTRAVEL 四国 徳島・高
知編 Ｓ二 #13-38【HD】 


00


2021 FORMULA 1
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’
ITALIA 2021
決勝


開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ
Ｓ二 生 #70-1
【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


#41-4【HD】


00


鎧美女
甲冑:毛利元就 美女:山本ゆう


#70-22【HD】【字】


00


エレファントカシマ
シ 新春ライブ2015 
in 日本武道館
#1-11【HD】


30


エレファントカシマシ 新春ライ
ブ2015 in 日本武道館


#1-11【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
石川編


Ｓ二 #9-61【HD】【字】


20


フジサンケイクラシッ
ク黄金伝説


1985年 第13回大会 メ
ジャー王者オメーラ、
川奈に参上 #28-6 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


08:20 #9-11【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
10:40 #10-7【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


10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #14-26【HD】 


50


2021 FORMULA 1


13:10 #69-3【HD】
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’
ITALIA 2021
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ予選


開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


15:10 #70-2【HD】
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’
ITALIA 2021
決勝


開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


00 寺門ジモンの肉専門チャンネル【ミニ】
「北海道ジンギスカン 良夢」 #15-3【HD】 


00


スパイストラベラー  19:00 #25-6
【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 19:30 #26-4【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 20:00 #27-5【HD】 第


27話「神、宿る」
名店紹介:Bli Made


ゲスト:TAKUMA(10-FEET) 20:30 #28-4
【HD】 第28話「明日には」


名店紹介:Japanese Spice Curry 
wacca


ゲスト:TAKUMA(10-FEET) 


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>
#26-1【HD】


30PR 2021年9月 #23-39【HD】 


00


ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2016年優勝 大山志保


ﾂｱｰ通算17勝目 決着は2年連続最終ホール! #5
-27【HD】 


40


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


24:00 #21-24
'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


26:50 #22-18【HD】
'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


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.-
<TOKIE> #96-41 【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  06:00 #22-68【HD】
【字】 神奈川編 Ｓ二 
06:30 #23-61【HD】【字】 


滋賀編 Ｓ二 


00


39thフジサンケイレ
ディスクラシック


第1日
#1-7【HD】


10PR 2021年9月 #23-42【HD】 


00


2021 FORMULA 1


09:10 #67-3【HD】
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’
ITALIA 2021
予選


開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


11:20 #69-4【HD】
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’
ITALIA 2021
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ予選


開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


13:20 #70-4【HD】
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’
ITALIA 2021
決勝


開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ
Ｓ二


00


パチンコLAB～9th 
season～
#7-17【HD】


00


18:00 #68-2【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 #69-1【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 #27-1【HD】


00


FACTORY ARCHIVES
POLYSICS
#13-2【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
#27-2【HD】


00


ダイヤモンドグローブ
黄金伝説タイトルマッ


チ名勝負特選
'10①


日本S･ライト級タイト
ルマッチ


小野寺洋介山vs亀海喜
寛


OPBF東洋太平洋ライト
フライ級タイトルマッ


チ
家住勝彦vs宮崎亮 ほ
か #23-33【HD】 


00


ダイヤモンドグローブ黄金
伝説タイトルマッチ名勝負


特選
'10③


OPBF東洋太平洋S･バンタム
級タイトルマッチ
和氣慎吾vs菊地永太


OPBF東洋太平洋フェザー級
タイトルマッチ


李冽理vs天笠尚 ほか
#25-36【HD】


00


ダイヤモンドグローブ黄金伝説タイトルマッ
チ名勝負特選
'10③


OPBF東洋太平洋S･バンタム級タイトルマッチ
和氣慎吾vs菊地永太


OPBF東洋太平洋フェザー級タイトルマッチ
李冽理vs天笠尚 ほか


#25-36【HD】


00


39thフジサンケイレ
ディスクラシック


07:00 #2-3【HD】
第2日 注目組を生中


継
10:10 #3-8【HD】


第2日


00


みんなの鉄道リター
ンズ 「札幌市交通
局 札幌市電」 #59-
6【HD】【字】 


40


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


12:00 #11-5【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
14:20 #12-5【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


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』 #293-19【HD】【字】 


00


パチンコLAB～9th 
season～
#8-16【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #33-25【HD】 
京都編① 18:30 #34
-26【HD】 京都編② 


40


2021 FORMULA 1
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’
ITALIA 2021
決勝


開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ
Ｓ二 #70-5【HD】


30


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！ #1-7


【HD】 


30


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
#10-6【HD】


50


次ナルTV-S50回記念！超特急タ
カシMC就任1年たったで！スペ


シャル
ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ深夜放送中の次ﾅﾙTV-Sに
出演する超特急のNG集やｵﾌｼｮｯﾄ
映像を集めた8号車必見の貴重映


像を集めたｽﾍﾟｼｬﾙ番組!
#1-5【HD】


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #13-31【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102夜


「デビュー45周年 
同期のオトナゲス


ト」
#5-14【HD】


00


SELECTRAVEL 四国 徳島・高
知編 Ｓ二 #13-39【HD】 


15


39thフジサンケイレ
ディスクラシック


06:00 #6-7【HD】
最終日


07:14 #5-8【HD】
大会ハイライト


35


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
#13-5【HD】


50
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） #278-34【HD】【字】 


00 ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2012年優勝 金庚泰


10


2021 FORMULA 1  
11:00 #67-4【HD】 
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’
ITALIA 2021
予選


開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ Ｓ
二 12:40 #69-5【HD】 
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’
ITALIA 2021
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ予選


開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ Ｓ
二 13:40 #70-6【HD】 
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’
ITALIA 2021
決勝


開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ Ｓ
二 


40


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「雪月花 銀座」
#84-18【HD】


00
純喫茶に恋をして ～大森・ルア


ン #14-40【HD】【字】 


00


パチンコLAB～9th 
season～
#9-14【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #35-23【HD】 
京都編③ 18:30 #36
-23【HD】 京都編④ 


20


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


19:00 #63-2【HD】
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第2戦
FC東京
vs


北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ
22:10 #64-2【HD】
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第2戦
ｶﾞﾝﾊﾞ大阪
vs


ｾﾚｯｿ大阪


30PR 2021年9月 #23-48【HD】 


30


新・みんなの鉄道
富士急行・富士急行


線
#29-6【HD】


00


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第103夜


「ももクロと松本隆
縛りの忘年会」
#6-11【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


2021/08/19 16:40


（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。







00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  06:00 #26-55【HD】
【字】 三重編 Ｓ二 06:30 
#27-54【HD】【字】 青森編 


Ｓ二 


00


フジサンケイレディスクラシッ
ク黄金伝説


1985年 第4回大会
ト阿玉


圧倒的強さで完全優勝
※トはさんずいに余 #2-11 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


08:00 #14-5【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


10:20 #15-5【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


12:40 #16-5【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


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
#27-3【HD】


00


パチンコLAB～9th 
season～
#10-15【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #37-25【HD】 
滋賀編① 18:30 #38
-25【HD】 滋賀編② 


00


ザ・ヒストリー・オ
ブ・コヤブソニック
#1-8【HD】


00


2021 F1 GPニュース
第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP・第13戦ｵﾗﾝ
ﾀﾞGP・第14戦ｲﾀﾘｱGP特集
FORMULA 1 ROLEX BELGIAN 
GRAND PRIX 2021/FORMULA 1 
HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 
2021/FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’ITALIA 


2021
生 #11-1【HD】


30


Kiramuneカンパニー
R


#65-1【HD】


00


ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2008年優勝 上原彩子


5打差逆転!ﾂｱｰ初優勝 #7-23【HD】 


00


2021 F1 GPニュース
第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP・第13戦ｵﾗﾝ
ﾀﾞGP・第14戦ｲﾀﾘｱGP特集
FORMULA 1 ROLEX BELGIAN 
GRAND PRIX 2021/FORMULA 1 
HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 
2021/FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’ITALIA 


2021
#11-2【HD】


50


ローレウス世界ス
ポーツ賞
#1-3【HD】


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #12-29【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


#39-11【HD】


00


鎧美女 春の特別版
甲冑:山内一豊 美女:竹内花 #1-


13【HD】【字】 


00


シドニーマラソン
2019


南半球最大のﾏﾗｿﾝ大
会


約4万人が
美しいｼﾄﾞﾆｰの街を


駆ける!
#1-18【HD】


00


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 #8-17 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


10:00 #17-8【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
12:20 #18-10【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
14:40 #19-7【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


00


いいすぽ!
『eBASEBALL パワフ
ルプロ野球2020』最
強トーナメント!
Ｓ二 #62-8【HD】


00


2021 F1 GPニュース
第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP・第13戦ｵﾗﾝ
ﾀﾞGP・第14戦ｲﾀﾘｱGP特集
FORMULA 1 ROLEX BELGIAN 
GRAND PRIX 2021/FORMULA 1 
HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 
2021/FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’ITALIA 


2021
#11-3【HD】


00


スパイストラベラー  21:00 #29-2
【HD】 第29話「丸く尖れ」


名店紹介:タコムマサラダイナー
ゲスト:TOSHI-LOW(BRAHMAN/OAU) 
21:30 #30-1【HD】 第30話
名店紹介:手打蕎麦はしば


ゲスト:TOSHI-LOW(BRAHMAN/OAU) 


30


THINKofMICHINOKU
完全版


ASIAN KUNG-FU 
GENERATION
BiS
BRAHMAN
ELLEGARDEN
The Birthday


サンボマスター ほ
か #1-2【HD】 


30


FACTORY ARCHIVES
サンボマスター
#3-11【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104夜


「詩織たこネギ音楽
新年会」
#7-12【HD】


10
MUSIC SOUP -45r.p.m.-
<TOKIE> #96-42 【HD】


40


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「シャンウェイ フライドマスター
店」/「美会」 #81-35【HD】【字】 


00


ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2007年優勝 谷原秀人


15歳石川遼がﾛｰｱﾏ獲得 #6-25【HD】 


00


シドニーマラソン
2019


南半球最大のﾏﾗｿﾝ大
会


約4万人が
美しいｼﾄﾞﾆｰの街を


駆ける!
#1-19【HD】


30


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
Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
大分ﾄﾘﾆｰﾀ
vs


FC東京
#20-8【HD】


00


フジサンケイクラ
シック黄金伝説
1981年 第9回大会 
川田時志春 川奈の
初代王者に!
#9-9


00


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
#16-7【HD】


00


2021 F1 GPニュース
第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP・第13戦ｵﾗﾝ
ﾀﾞGP・第14戦ｲﾀﾘｱGP特集
FORMULA 1 ROLEX BELGIAN 
GRAND PRIX 2021/FORMULA 1 
HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 
2021/FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’ITALIA 


2021
#11-5【HD】


40


ザ・ローリング・
ストーンズ


Bridges To Bremen
#1-1【HD】


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.-
<TOKIE> #96-43 【HD】


00


SATANIC CARNIVAL 2021


21:00 #1-2【HD】
【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
23:30 #2-2【HD】


【DAY2】
04 Limited Sazabys、


NOISEMAKER、SHADOWS、Age 
Factory、MONGOL800、10-
FEET、G-FREAK FACTORY、
TOTALFAT、HEY-SMITH、


HAWAIIAN6、Ken Yokoyama、
coldrain


30


FACTORY ARCHIVES
怒髪天
#8-5【HD】


00


SELECTRAVEL 四国 香川・愛
媛編 Ｓ二 #14-30【HD】 


30


鎧美女
甲冑:豊臣秀吉 美女:松嶋えいみ


#71-23【HD】【字】


00


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）
 #1-7【HD】 


00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  06:00 #28-55【HD】
【字】 京都編 Ｓ二 06:30 
#29-47【HD】【字】 佐賀編 


Ｓ二 


00


新・みんなの鉄道
東日本旅客鉄道・寝
台特急北斗星編
#39-9【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
#15-8【HD】


40


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


12:00 #21-5【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
14:20 #22-5【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


00
純喫茶に恋をして
#15-24【HD】【字】


00


パチンコLAB～9th 
season～


#11-17【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #39-26【HD】 
滋賀編③ 18:30 #40
-26【HD】 滋賀編④ 


00


JリーグYBCルヴァン
カップ


～FINAL 激闘の歴史
～


2013年
浦和ﾚｯｽﾞ
vs


柏ﾚｲｿﾙ #7-6【HD】 


00


TOKYO IDOL 
FESTIVAL 2020


21:00 #1-8【HD】
この指と～まれ!
season4 TIFオンラ
イン2020直前SP
22:00 #2-8【HD】
TOKYO IDOL 
FESTIVAL 2020
生中継!!～でんぱ
組.inc@HOT STAGE～
23:00 #3-8【HD】
この指と～まれ! 
season4 in TIFオン


ライン2020
24:00 #4-8【HD】
TOKYO IDOL 
FESTIVAL 2020


密着!!スペシャルド
キュメンタリー
26:00 #5-7【HD】
TOKYO IDOL 


FESTIVAL オンライ
ン2020 初日ステー
ジ&バックステージ


00


SELECTRAVEL  29:00 #15-23
【HD】 中国・四国 山口編 
Ｓ二 29:30 #16-14【HD】 
中国・四国 鳥取・島根編 


Ｓ二 


00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  06:00 #30-47【HD】
【字】 福井編 Ｓ二 06:30 
#31-47【HD】【字】 山梨編 


Ｓ二 


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 #4-17 


40


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


08:00 #23-4【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
10:20 #24-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第3節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


vs
ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台


00


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 #290-21【HD】【字】 


00


新・みんなの鉄道
北海道旅客鉄道・江


差線
#35-13【HD】


00


フジサンケイクラ
シック黄金伝説
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!


#40-30【HD】


00


ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ  16:00 #4-42【HD】 2015年優


勝 藤田光里
ﾄｯﾌﾟﾀｲに6人の大混戦!決着は最終18番
で! 16:30 #7-24【HD】 2008年優勝 


上原彩子
5打差逆転!ﾂｱｰ初優勝 


00


パチンコLAB～9th 
season～


#12-17【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #41-25【HD】 
山口編① 18:30 #42
-25【HD】 山口編② 


00


JリーグYBCルヴァン
カップ


～FINAL 激闘の歴史
～ 2014年
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


vs
ｶﾞﾝﾊﾞ大阪 #8-6
【HD】 


30


私立恵比寿中学 バンドのみ
んなと大学芸会2020 エビ中
とニューガムラッド 再編集


完全版
ﾗｲﾌﾞ全編ｴﾋﾞ中の「ﾆｭｰｶﾞﾑﾗｯ
ﾄﾞ(新しい仲間)」新生ｶﾞｰﾙ
ｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞによる生演奏で構成
され、ｴﾋﾞ中にまつわるｽﾍﾟ
ｼｬﾙｹﾞｽﾄも続々登場した2020
年を締めくくる最高のﾗｲﾌﾞ
に番組独占ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ映像が加
わった完全版を放送！


#1-4【HD】


30


FACTORY ARCHIVES


23:30 #6-5【HD】
東京スカパラダイス
オーケストラ


25:30 #11-4【HD】
andymori


50
MUSIC SOUP -45r.p.m.-
<TOKIE> #96-44 【HD】


00PR 2021年9月 #23-66【HD】 


30


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第105夜


「Dear BEATLES 勝
手に前夜祭！」


#8-11【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


#59-7【HD】


30


アクサレディス
ゴルフトーナメント
in MIYAZAKI 2021  
06:00 #1-7【HD】 


初日
注目選手中心にお届
け! 07:00 #2-8
【HD】 2日目


最終日へのｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ!
抜け出すのは? 


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! #3-61【HD】 


05


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


09:00 #25-9【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
浦和ﾚｯｽﾞ
vs


湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ
11:20 #26-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


vs
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡


13:45 #27-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｻｶﾞﾝ鳥栖
vs


鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


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』 #294-17【HD】【字】 


50


SELECTRAVEL 中国・四国 岡
山編 Ｓ二 #17-16【HD】 


00PR 2021年9月 #23-68【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


#13-17【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #43-23【HD】 
山口編③ 18:30 #44
-23【HD】 山口編④ 


00


JリーグYBCルヴァン
カップ


～FINAL 激闘の歴史
～ 2015年
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
ｶﾞﾝﾊﾞ大阪 #5-6


【HD】 


00


渡辺貞夫70周年記念
ベストライブ
#1-4【HD】


00


My Dear Life 70th 
渡辺貞夫 70周年記
念コンサートJAZZ & 
BOSSA with STRINGS


#1-3【HD】


50


存在理由～Raison 
d'etre～ さだまさ
しコンサートツアー


2020
#1-4【HD】


50


FACTORY ARCHIVES
くるり


#9-4【HD】
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #16-12【HD】 


00


いいすぽ！
サッカーゲームの最
新鋭!「FIFA21」
Ｓ二 #59-13【HD】


00


鎧美女  29:00 #73-22
【HD】【字】 甲冑:真田幸
村 美女:星乃まみ 29:30 
#74-19【HD】【字】 甲冑:
足利尊氏 美女:茜紬うた 


10


アクサレディス
ゴルフトーナメント
in MIYAZAKI 2021


06:00 #3-6【HD】
最終日1H中継


緊迫のｽﾀｰﾄﾎｰﾙをお届け!
07:02 #4-8【HD】


最終日
ついに第8代女王が決定!


30


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! #5-54【HD】 


30


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


08:30 #28-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｳﾞｨｯｾﾙ神戸


vs
大分ﾄﾘﾆｰﾀ


10:50 #29-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ


vs
FC東京


13:10 #30-4【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


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


#85-8【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ 「くりはら田
園鉄道」 #25-6
【HD】【字】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


#14-17【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #45-22【HD】 
総集編① 18:30 #46
-21【HD】 総集編② 


00


西川貴教の僕らの音楽
Little Glee Monster/ASCA
Re:PRODUCTS：林青空


トークゲスト：クレイ勇輝
#29-8【HD】


00


和田薫へきくちから
#87-2【HD】


00


FACTORY ARCHIVES


21:00 #1-8【HD】
エレファントカシマ


シ
23:00 #4-8【HD】
THEE MICHELLE GUN 


ELEPHANT
25:00 #5-8【HD】
ZAZEN BOYS


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】


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


#62-6【HD】
00PR 2021年9月 #23-74【HD】 


40


東京マラソン2020
エリートマラソン
大迫傑vs設楽悠太vs


井上大仁
東京五輪出場枠をか
けた戦いをノーカッ


トで放送!
#3-17【HD】


00


ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2019年優勝 朴相賢


石川遼 意地の猛ﾁｬｰｼﾞ! #7-27【HD】 


05


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


09:00 #31-4【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
11:20 #32-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ
vs


ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島
13:40 #33-10【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
柏ﾚｲｿﾙ
vs


浦和ﾚｯｽﾞ


20
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』


20


フジサンケイレディスクラシッ
ク黄金伝説


1982年 第1回大会
小林洋子


プロ6年目悲願のツアー初優勝
#1-11


40


2021 FORMULA 1
【第15戦ﾛｼｱGP】


FORMULA 1 VTB RUSSIAN 
GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行1


開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ
Ｓ二 生 #71-1【HD】


50


エリック・クラプト
ン Live in 
California
#1-2【HD】


10


2021 FORMULA 1
【第15戦ﾛｼｱGP】


FORMULA 1 VTB RUSSIAN 
GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行2


開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ
Ｓ二 生 #72-1【HD】


10


コールドプレイ 
Live at La Cigale 


2012
#1-6【HD】


10


プリンス没後5年企
画


RaveUN2 the Year 
2000


#1-4【HD】


10


FACTORY ARCHIVES
ゆらゆら帝国
#2-11【HD】


30
MUSIC SOUP -45r.p.m.-
<TOKIE> #96-45 【HD】


00


あなたと温泉に行ったら・・・  27:30 #69-6
【HD】【字】 「日光温泉編」前篇 27:45 #70
-6【HD】【字】 「日光温泉編」後篇 


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107夜  特別篇
「坂崎幸之助のお台
場J-POP SCHOOL」
#10-11【HD】


10


東京マラソン2020
車いすマラソン


世界屈指の顔ぶれが
集結!


車いすならではのス
ピード感と駆け引き


に注目!
#1-17【HD】


30


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 #295-14【HD】【字】 


10


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


08:30 #34-5【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


vs
ｻｶﾞﾝ鳥栖


10:50 #35-5【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡


00


フジサンケイクラ
シック黄金伝説
1982年 第10回大会 
激闘!中島常幸vs
マーシュ
#37-17


40


2021 FORMULA 1


15:00 #71-2【HD】
【第15戦ﾛｼｱGP】


FORMULA 1 VTB RUSSIAN 
GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行1


開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ Ｓ二
16:20 #72-2【HD】
【第15戦ﾛｼｱGP】


FORMULA 1 VTB RUSSIAN 
GRAND PRIX 2021
金曜ﾌﾘｰ走行2


開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ Ｓ二
50PR 2021年9月 #23-79【HD】 


10


2021 FORMULA 1
【第15戦ﾛｼｱGP】


FORMULA 1 VTB RUSSIAN 
GRAND PRIX 2021
土曜ﾌﾘｰ走行


開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ
Ｓ二 生 #73-1【HD】


50


ノラ・ジョーンズ 
Live at Ronnie 
Scott's
#1-3【HD】


00


2021 FORMULA 1
【第15戦ﾛｼｱGP】
FORMULA 1 VTB 


RUSSIAN GRAND PRIX 
2021
予選


開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ
Ｓ二 生 #74-1【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「函館市交通局」
#20-7【HD】【字】


00


SELECTRAVEL  24:00 #18-16
【HD】 中国・四国 広島編 
Ｓ二 24:30 #19-16【HD】 
東海・北信越 静岡編 Ｓ二 


30


超特急の撮れ高足り
てますか?生放送に
も完全版とかあるん
だ!スペシャル


生放送中の舞台裏映
像やお年玉買い物ロ
ケの未公開映像、生
放送後の反省会など
を追加した永久保存
版！ #1-4【HD】 


30


翔太さまと執事西山のオタワムレ・破
超人気声優と超人気2.5次元俳優との
究極ｲｹﾒﾝｲｹﾎﾞｺﾗﾎﾞで禁断の“ｵﾀﾜﾑﾚ”


第2弾!
ﾎｽﾄ:蒼井翔太/西山宏太朗
ｹﾞｽﾄ:荒牧慶彦/北村諒


 #1-8【HD】 


00


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
 #40-6【HD】 


45


第31回出雲全日本大
学選抜駅伝
【完全版】


学生三大駅伝開幕戦
白熱ﾚｰｽの舞台裏を


完全網羅!
中継所やﾌｨﾆｯｼｭ後の
ﾄﾞﾗﾏなど知られざる
出雲がここにある!
#3-17【HD】


00
ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ


ﾊｲﾗｲﾄ 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 #12-8【HD】 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


09:00 #36-6【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 #37-6【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 #38-6【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


30


2021 FORMULA 1


16:00 #73-2【HD】
【第15戦ﾛｼｱGP】


FORMULA 1 VTB RUSSIAN 
GRAND PRIX 2021
土曜ﾌﾘｰ走行


開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ
Ｓ二


17:20 #74-2【HD】
【第15戦ﾛｼｱGP】


FORMULA 1 VTB RUSSIAN 
GRAND PRIX 2021


予選
開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ


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! #7-47【HD】 


20
純喫茶に恋をして


～江古田・林檎 #18-8【HD】 


00


2021 FORMULA 1
【第15戦ﾛｼｱGP】
FORMULA 1 VTB 


RUSSIAN GRAND PRIX 
2021
決勝


開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ
Ｓ二 生 #75-1
【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  24:00 #32-47【HD】
【字】 鹿児島編 Ｓ二 
24:30 #33-39【HD】【字】 


秋田編 Ｓ二 


00


あなたと温泉に行ったら・・・  
25:00 #71-6【HD】【字】 「那須高原
温泉編」前篇 25:15 #72-6【HD】
【字】 「那須高原温泉編」後篇 


25:30 #73-6【HD】【字】 「奥日光湯
元温泉編」前篇 25:45 #74-6【HD】
【字】 「奥日光湯元温泉編」後篇 


00


翔太さまと執事西山のオタワムレ・急
超人気声優と超人気2.5次元俳優との
究極ｲｹﾒﾝｲｹﾎﾞｺﾗﾎﾞで禁断の“ｵﾀﾜﾑﾚ”


第3弾!
ﾎｽﾄ:蒼井翔太/西山宏太朗
ｹﾞｽﾄ:廣瀬大介/赤澤遼太郎


#1-6【HD】


00


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第108夜「リモート 
フォーク村！生演


奏」
#11-9【HD】


00


29:00 #63-6【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
29:30 #64-5【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


フェアプレーの鏡 ～KIMIDO?～


06:00 #1-5【HD】
仁義なき戦い 出演者：吉田沙保里、髙橋礼華、潮田玲


子、大住良之 06:20 #2-5【HD】
ケー・スンヒの逆襟 アンリッツンルール 出演者：杉山


愛、風間八宏 06:35 #3-5【HD】
カーロフの自己申告 出演者：嶋岡健司（日本バレーボー
ル協会会長）、狩野舞子、風間八宏、西村雄一（サッ


カー審判員） 06:50 #4-5【HD】
ノーサイド/グッドルーザー 


00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  07:00 #34-40【HD】
【字】 埼玉編 Ｓ二 07:30 
#35-33【HD】【字】 島根編 


Ｓ二 


00


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


08:00 #39-5【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


10:20 #40-6【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


12:40 #41-7【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


00


松本隆へきくちから
#80-6【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「島原鉄道」
#33-3【HD】【字】


00


パチンコLAB～9th 
season～


#15-19【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #47-20【HD】 
総集編③ 18:30 #48
-20【HD】 総集編④ 


50


2021 FORMULA 1


19:00 #74-3【HD】
【第15戦ﾛｼｱGP】
FORMULA 1 VTB 


RUSSIAN GRAND PRIX 
2021
予選


開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ
Ｓ二


21:10 #75-3【HD】
【第15戦ﾛｼｱGP】
FORMULA 1 VTB 


RUSSIAN GRAND PRIX 
2021
決勝


開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ
Ｓ二


50


FACTORY ARCHIVES
SOIL &"PIMP" 
SESSIONS
#10-4【HD】


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #11-32【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109夜「帰って来
たフォーク村！彩高
たまい生誕祭」
#12-10【HD】


50


鎧美女
甲冑:前田利家 美女:相沢菜々子


#72-28【HD】【字】
00PR 2021年9月 #23-87【HD】 


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「南阿蘇鉄道」
#6-14【HD】


40


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!


#29-10


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6節
Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
浦和ﾚｯｽﾞ
vs


横浜FC
#42-10【HD】


50


2021 FORMULA 1


11:00 #74-4【HD】
【第15戦ﾛｼｱGP】
FORMULA 1 VTB 


RUSSIAN GRAND PRIX 
2021
予選


開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ
Ｓ二


13:10 #75-4【HD】
【第15戦ﾛｼｱGP】
FORMULA 1 VTB 


RUSSIAN GRAND PRIX 
2021
決勝


開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ
Ｓ二


00 春の高校ﾊﾞﾚｰ
ﾊｲﾗｲﾄ 2013年男子決勝


00


パチンコLAB～9th 
season～


#16-18【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #49-28【HD】 
栃木編① 18:30 #50
-28【HD】 栃木編② 


55


JリーグYBCルヴァン
カップ


～FINAL 激闘の歴史
～


19:00 #1-8【HD】
2016年
ｶﾞﾝﾊﾞ大阪
vs


浦和ﾚｯｽﾞ
21:50 #2-11【HD】


2017年
ｾﾚｯｿ大阪
vs


川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ


00


オアシス Live at 
ブラックアイラン
ド・スタジオ2008
#1-8【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
#15-9【HD】


00


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
#16-8【HD】


00


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
#16-8【HD】


20


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


07:00 #43-5【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


09:20 #44-6【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
11:40 #45-6【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


14:00 #46-6【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


50


SELECTRAVEL
東海・北信越 愛知・三重編


Ｓ二 #20-19【HD】
00 寺門ジモンの肉専門チャンネル【ミニ】


「北海道ジンギスカン 良夢」 #15-4【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


#17-16【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #51-25【HD】 
栃木編③ 18:30 #52
-25【HD】 栃木編④ 


00


FACTORY ARCHIVES


the telephones
#14-1【HD】


00


LOVE MUSICフェスティ
バル2021
＜出演者＞
【DAY1】


Saucy Dog、緑黄色社
会、Creepy Nuts、マ
カロニえんぴつ
【DAY2】


SUPER BEAVER、MAN 
WITH A MISSION、凛と


して時雨
#1-1【HD】


40


2021 FORMULA 1
【第15戦ﾛｼｱGP】
FORMULA 1 VTB 


RUSSIAN GRAND PRIX 
2021
決勝


開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ
Ｓ二 #75-5【HD】


00
純喫茶に恋をして
#15-25【HD】【字】


00


いいすぽ！
大人気競馬育成シ
ミュレーションゲー
ム「ダービースタリ


オン」
Ｓ二 #58-15【HD】


00


SELECTRAVEL  06:00 #21-15
【HD】 東海・北信越 富山
編 Ｓ二 06:30 #22-16
【HD】 東海・北信越 新潟


編 Ｓ二 


40


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ


07:00 #47-5【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


09:20 #48-5【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! #6-47【HD】 


10


2021 FORMULA 1


12:00 #74-5【HD】
【第15戦ﾛｼｱGP】
FORMULA 1 VTB 


RUSSIAN GRAND PRIX 
2021
予選


開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ
Ｓ二


13:40 #75-6【HD】
【第15戦ﾛｼｱGP】
FORMULA 1 VTB 


RUSSIAN GRAND PRIX 
2021
決勝


開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ
Ｓ二


30


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』
出演：田中 貴（サニーデイ・サービス）・伊藤かりん・赤池洋文 #283-26


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
東京編


Ｓ二 #36-47【HD】【字】


00


パチンコLAB～9th 
season～


#18-16【HD】


00


パチスロ(旅)  
18:00 #53-29【HD】 
群馬編① 18:30 #54
-29【HD】 群馬編② 


00


西川貴教の僕らの音楽
yui/藍井エイル


Re:PRODUCTS：all at once


#30-8【HD】


00


きくちから
#88-1【HD】


30


JリーグYBCルヴァン
カップ


～FINAL 激闘の歴史
～


21:00 #11-4【HD】
2009年
FC東京
vs


川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ
23:00 #6-6【HD】


2011年
浦和ﾚｯｽﾞ
vs


鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


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


#41-6【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」


#13-10【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


#65-5【HD】
00PR 2021年9月 #23-97【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


2021/08/19 16:40


（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。








週 間 番 組 表 Page：1/5
出力：2021/8/23  10:00


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）


25:30


45[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)


50[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・エ
スパーニャ
第21ステージ
(2021/09/05)


27:00


15[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾
2021 #5


15[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10節-1


15[S][初][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


15[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #5


15[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #6


15[S][同][休][HD]
WWE スマックダウン #1150
【英語版】
(休止の場合あり)


15[S][休][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #725:30


27:30 27:30 27:30


55[S]停波


26:00 26:00 26:00


15[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い26:30 26:30 26:30


27:00 00[多][HD]
SUPER GT 2021
第3戦 鈴鹿サーキット
『決勝』
(2021/08/22)


27:00


30[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅


30[多][休][HD]
SUPER GT 2021
第3戦 鈴鹿サーキット
『予選』
(2021/08/21)
(休止の場合あり)


25:30 30[S][休][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ


22:3035[S][初][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #750[二][L][初][HD]


Cycle*2021　ブエルタ・ア・エ
スパーニャ
第19ステージ
(2021/09/03)


50[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・エ
スパーニャ
第20ステージ
(2021/09/04)


23:00 23:00 00[S][休][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


23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 24:00 00[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(デン


24:00


24:30 24:30 30[S][休][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #4


24:30


45[S][休][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #525:00 25:00 00[S][休][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #6


25:00


21:00


15[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #321:30 30[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #4


21:30 21:30


45[S][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ22:00 22:00 22:00


35[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・エ
スパーニャ
第18ステージ
(2021/09/02)


45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #1


45[S][初][休][HD]Cycle*20
21　ツール・ド・フランス #821:00 00[S][HD]Cycle*2021　ツー


ル・ド・フランス #2
21:00 00[二][L][初][HD]


Cycle*2021　チャレンジ by
ブエルタ・ア・エスパーニャ
(2021/09/05)


※放送開始時刻未定05[S][初][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #620[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


22:30 22:30


20[二][同][休][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・エ
スパーニャ
第20ステージ
(2021/09/04)
(休止の場合あり)


18:30 30[S][初][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #4


18:30 18:30


35[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾20:00 00[S][HD]


Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


20:00 20:00
10[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・エ
スパーニャ
第19ステージ
(2021/09/03)


20:30 30[S][HD][F]FIFA フットサ
ルワールドカップ ナビ 2021


20:30 20:30


45[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・エ
スパーニャ
第17ステージ
(2021/09/01)


19:00 19:00 19:00


15[S][休][HD][F]
FIFA フットサルワールドカッ


20[S][初][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #519:30 19:30 19:30


30[S][休][HD][F]
FIFA フットサルワールドカッ


15:30


50[S][L][初][HD][F]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第10節-2
『ジュビロ磐田U-18 vs. 京都
サンガF.C. U-18』
(2021/09/05, ヤマハスタジ
アム)


16:00 16:00 00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


16:0005[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・エ
スパーニャ
第16ステージ
(2021/08/31)


16:30 16:30 30[S][HD][F]
FIFA フットサルワールドカッ


16:30


50[S][L][初][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第10節-1
『東福岡高校 vs. ガンバ大
阪ユース』
(2021/09/04, ベスト電器ス
タジアム)


17:00 17:00 17:00


17:30 17:30 17:30
40[S][HD]
Cycle*2021　ツール・ド・フラ


18:00 00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1149


18:00 18:00


12:00 12:00


12:30 12:30


50[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・エ
スパーニャ
第17ステージ
(2021/09/01)


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[二][休][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)
(休止の場合あり)


14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 15:00 00[S][休][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


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


15:00


15:30 15:30


10:30 10:30 10:30


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(09/04)』


※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 09:00 09:00


09:30 09:30


08:00 00[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループステージ グループ
A
『パラグアイ vs. 日本』
(2021/08/19)


00[二][休][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループステージ グループ
A
『日本 vs. ロシア』
(2021/08/23)
(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
準々決勝-2
(2021/08/26)


11:00


11:30 11:30 11:30


12:00 00[多][休][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)
(休止の場合あり)


00[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・エ
スパーニャ
第18ステージ
(2021/09/02)


00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1149


06:00


06:30 06:30


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(09/03)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


11:00 11:00


12:30


14:00


06:30


07:00 07:00 07:00


07:30 07:30 07:30


09:30


10:00 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)
(休止の場合あり)


00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1474
(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
準々決勝-3
(2021/08/26)


10:00 10:00


～[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10節-1
『東福岡高校 vs. ガンバ大
阪ユース』
(2021/09/04, ベスト電器ス


04:00


15[S]
休止04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 05:00


15[S][休][字][HD][F]
WWE ロウ #1474
(休止の場合あり)


04:00 00[S]
機器メンテナンス


～[二][HD]FIM スーパース
ポーツ世界選手権2021


00[S]
休止


04:00 ～[多][HD]
SUPER GT 2021
第3戦 鈴鹿サーキット
『決勝』
(2021/08/22)


05:30 05:30 05:30


06:00 00[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループステージ グループ
A
『ロシア vs. アメリカ』
(2021/08/19)


00[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループステージ グループ
A
『日本 vs. アメリカ』
(2021/08/21)


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-1
(2021/08/26)


06:00







週 間 番 組 表 Page：2/5
出力：2021/8/23  10:00


J SPORTS 4 2021.09.06-2021.09.12
2021.09.06 2021.09.07 2021.09.08 2021.09.09 2021.09.10 2021.09.11 2021.09.12


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）


55[S]停波


00[S][同][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
(09/06)


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


27:00 00[二][休][HD]
Cycle*2021　リエージュ～バ
ストーニュ～リエージュ
(2021/04/25)
(休止の場合あり)


27:00


27:30 30[S][休][HD][F]
FIFA フットサルワールドカッ
プ ナビ 2021


27:30 27:30


45[S][HD][F]FIFA フットサ
ルワールドカップ ナビ 2021


15[S][HD]きょうのドアラ #1
運動会編24:30 24:30 30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


24:30


45[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第5戦
『クラーニ(スロベニア)』


(2021/09/04　クラーニ, スロ
ベニア)
(休止の場合あり)


25:00 00[S][同][HD]
WWE ロウ #1476
【英語版】


25:00 00[S][同][HD]
WWE スマックダウン #1151
【英語版】


00[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第5戦
『クラーニ(スロベニア)』


(2021/09/04　クラーニ, スロ
ベニア)
(休止の場合あり)


25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 26:00 26:00


26:30 26:30 26:30


45[S][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第10節-1
『東福岡高校 vs. ガンバ大
阪ユース』
(2021/09/04, ベスト電器ス


27:00


45[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


22:00 00[二][休][HD]
Cycle*2021　チャレンジ by
ブエルタ・ア・エスパーニャ
(2021/09/05)
(休止の場合あり)


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1475


22:00 00[多][同][休][HD]
SUPER GT 2021
第5戦 スポーツランドSUGO
『決勝』
(2021/09/12)
(休止の場合あり)


22:00


15[S][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
(09/06)


22:30 22:30 22:30


23:00 23:00 23:00


15[S][HD]
MLBイッキ見！ #2423:30 23:30 23:30


24:00 00[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・エ
スパーニャ
第21ステージ
(2021/09/05)


00[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #6


24:00 00[S]インフォメーション 24:00


15[S][HD]
J SPORTS セレクション


15[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第5戦
『クラーニ(スロベニア)』


(2021/09/04　クラーニ, スロ
ベニア)


15[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


15[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


15[S][初][HD]
Cycle*2021　ドイツ・ツアー
ハイライト


(2021/08/26-29)


30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


30[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第5戦
『クラーニ(スロベニア)』


(2021/09/04　クラーニ, スロ
ベニア)


21:30 30[S][初][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #15


21:30


45[S][休][HD]スーパー
フォーミュラ 2021 ダイジェス


00[S][初][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #10


00[S][初][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #12


00[S][初][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #13


21:00


21:30


20:00


15[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #1120:30 30[S][HD]Cycle*2021　ツー


ル・ド・フランス #10
30[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #11


20:30 30[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #12


20:30


45[S][初][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #9


45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #9


45[二][HD]
Cycle*2019　パリ～ルーベ
(2019/04/14)


45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #920:00 00[S][HD]


結束！侍ジャパン #75
00[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


20:00 00[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #10


00[S][初][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #14


21:00


17:30 17:30


45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #118:00 00[S][初][字][HD]


WWE ロウ #1475
00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1150


18:00 00[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #2


00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/11)』


45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #11


45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #12


45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #13


19:00 19:00 00[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #6


19:00


15[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #719:30 30[S][初][HD]Cycle*2021


ツール・ド・フランス #11
19:30 30[S][HD]Cycle*2021　ツー


ル・ド・フランス #8
19:30


21:00 00[S][L][初][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
(09/06)


17:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第8戦
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04-05)


00[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #6


17:00 17:00


00[多][休][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)
(休止の場合あり)


15:00 00[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第5戦
『クラーニ(スロベニア)』


(2021/09/04　クラーニ, スロ
ベニア)
(休止の場合あり)


15:00


15:30 15:30 15:30


16:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1149


16:00


18:00


15[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #318:30 18:30 30[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #4


18:30


45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #5


17:30


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 00[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第10節-1
『東福岡高校 vs. ガンバ大
阪ユース』
(2021/09/04, ベスト電器ス
タジアム)


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10節-2
『ジュビロ磐田U-18 vs. 京都
サンガF.C. U-18』
(2021/09/05, ヤマハスタジ
アム)
(休止の場合あり)


16:00


16:30 16:30 16:30


10:30


11:00 11:00


11:30 11:30 11:30


12:00 00[S][同][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第10節-2
『ジュビロ磐田U-18 vs. 京都
サンガF.C. U-18』
(2021/09/05, ヤマハスタジ
アム)


00[二][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)


12:00 00[多][L][初][HD]
SUPER GT 2021
第5戦 スポーツランドSUGO
『決勝』
(2021/09/12)


※放送開始時刻未定


12:00


12:30 12:30


13:00 13:00 13:00


15[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


13:30 13:30 13:30


45[多][HD]
Cycle*2018　パリ～ルーベ
(2018/04/08)


14:00 00[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第10節-1
『東福岡高校 vs. ガンバ大
阪ユース』
(2021/09/04, ベスト電器ス
タジアム)


07:00 00[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


09:30


11:00


15[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #6
(休止の場合あり)


12:30


08:00


08:30 08:30 08:30


09:00 00[二][同][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・エ
スパーニャ
第21ステージ
(2021/09/05)


00[S][L][初][HD]
WWE ロウ #1476
【英語版】


09:00 09:00


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
3位決定戦
(2021/08/29)


10:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1150


10:00


10:30 10:30


05:00 05:00


05:30 05:30 05:30


06:00 00[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #7


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)


00[二][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)


00[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


07:00


07:30 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(09/10)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


30[S][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 2016
『決勝　ロシア vs. アルゼン
チン』
(2016/10/01)
(休止の場合あり)


07:30


08:00 00[S][同][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
(09/06)


00[二][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)


08:00


07:00 00[二][同][HD]
Cycle*2021　チャレンジ by
ブエルタ・ア・エスパーニャ
(2021/09/05)


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(09/08)』


※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(09/09)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


04:00 ～[S][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第10節-1


～[二][休][HD]
Cycle*2021　リエージュ～バ
ストーニュ～リエージュ
(2021/04/25)
(休止の場合あり)


04:00


04:30 04:30 04:30


45[S]
休止


45[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1475
(休止の場合あり)


05:00


04:00 ～[二][L][初][HD]
Cycle*2021　ブエルタ・ア・エ
スパーニャ
第21ステージ


00[S]
休止


00[S]
機器メンテナンス


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S][休][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
(09/06)
(休止の場合あり)


06:00 06:00


15[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


06:30 06:30 06:30


45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #8
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J SPORTS 4 2021.09.13-2021.09.19
2021.09.13 2021.09.14 2021.09.15 2021.09.16 2021.09.17 2021.09.18 2021.09.19


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


00[S][同][HD]
WWE スマックダウン #1152
【英語版】


00[二][初][同][HD]
Cycle*2021　エシュボルン
＝フランクフルト
(2021/09/19)


26:00


15[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


15[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #19


27:30 27:30 27:30


30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


26:30 26:30


45[S][HD]スーパーフォー
ミュラ 2021 ダイジェスト27:00 00[S][HD]


Cycle*2021　ドイツ・ツアー
ハイライト


(2021/08/26-29)


00[S][休][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
(09/06)
(休止の場合あり)


00[S][HD]
Cycle*2021　ドイツ・ツアー
ハイライト


(2021/08/26-29)


27:00 27:00


30[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #20


23:30


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #8
グループステージ グループ
D
『ベトナム vs. ブラジル』
(2021/09/13)


※放送開始時刻未定


24:00


24:30 24:30 24:30


25:00 25:00 25:00


45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #2124:00 00[S][同][HD]


WWE ロウ #1477
【英語版】


00[S][同][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男女スピード 決勝


(2021/09/16　モスクワ, ロシ
ア)


24:00 00[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #23
グループステージ グループ
F
『アルゼンチン vs. セルビア』
(2021/09/17)


25:30 25:30


26:30 30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


25:30


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #23
グループステージ グループ
F
『アルゼンチン vs. セルビア』
(2021/09/17)


※放送開始時刻未定


26:00 00[多][休][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)
(休止の場合あり)


21:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


30[多][HD]
SUPER GT 2021
第5戦 スポーツランドSUGO
『予選』
(2021/09/11)


30[S][HD]スーパーフォー
ミュラ 2021 ダイジェスト


30[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #20
グループステージ グループ
D
『ブラジル vs. チェコ』
(2021/09/16)


21:30


45[二][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #9
グループステージ グループ
E
『アンゴラ vs. 日本』
(2021/09/14)


22:00 22:00


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #20
グループステージ グループ
D
『ブラジル vs. チェコ』
(2021/09/16)


※放送開始時刻未定


15[S][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
(09/06)


22:30 22:30


23:00 00[多][HD]
SUPER GT 2021
第5戦 スポーツランドSUGO
『決勝』
(2021/09/12)


23:00


15[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #1523:30 30[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #16


30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


23:30


26:00


45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #16


45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #17


45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #18


45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #19 21:00 00[S][初][HD]Cycle*2021


ツール・ド・フランス #21
21:00


15[S][HD]
Cycle*2021　ドイツ・ツアー
ハイライト


(2021/08/26-29)


15[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


15[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


15[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


15[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


15[S][HD]
MLBイッキ見！ #25 21:30


00[S]インフォメーション 22:00


15[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
準決勝


22:30


23:00


15[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #19


20:00 00[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


00[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


00[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #8


20:00 00[S][休][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #17


45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #20


20:00


15[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #1820:30 30[S][HD]きょうのドアラ #1


運動会編
30[S][HD]きょうのドアラ #2
運動会編


30[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #18


20:30 30[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #19


30[S][HD]
J SPORTS セレクション


20:30


21:00 00[S][初][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #16


00[S][初][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #17


00[S][初][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #18


00[S][初][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #19


00[S][初][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #20


45[S][HD]Cycle*2021　ツー
ル・ド・フランス #15


18:30 18:30 18:30


19:00 19:00 19:00


30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


17:30 17:30


45[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #22
グループステージ グループ
E
『スペイン vs. 日本』
(2021/09/17)


18:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1476


00[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #5
グループステージ グループ
C
『タイ vs. ポルトガル』
(2021/09/13)


00[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #9
グループステージ グループ
E
『アンゴラ vs. 日本』
(2021/09/14)


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1476


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1151


15[S][同][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男女スピード 決勝


(2021/09/16　モスクワ, ロシ
ア)


16:30 16:30 16:30


17:00 00[S][HD]
Yogibo SUPER GTに挑む！
#4


19:30 19:30


17:30


20[S][L][初][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第12節-1
『横浜F・マリノスユース vs.
FC東京U-18』
(2021/09/18, 神奈川県立保
土ヶ谷公園サッカー場)


15:30 15:30 15:30


16:00 00[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #8
グループステージ グループ
D
『ベトナム vs. ブラジル』
(2021/09/13)


00[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #10
グループステージ グループ
E
『パラグアイ vs. スペイン』
(2021/09/14)


00[S][HD]きょうのドアラ #1
運動会編


16:00 16:00


00[S][休][字][HD]
エクストリームE 2021 【ハイ
ライト】
第3戦 グリーンランド
『Arctic X Prix』


00[多][休][HD]
SUPER GT 2021
第5戦 スポーツランドSUGO
『決勝』
(2021/09/12)
(休止の場合あり)


15:00 00[S][休][HD]
MLBミュージック #29


00[二][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #22
グループステージ グループ
E
『スペイン vs. 日本』
(2021/09/17)
(休止の場合あり)


15:00


17:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/18)』


17:00


18:00 18:00


19:30


45[S][休][HD]Cycle*2021
ツール・ド・フランス #16


12:00


15[S][休][HD]きょうのドアラ
#212:30 30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #8


12:30 12:30


45[S][同][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
女子ボルダリング 決勝


(2021/09/18　モスクワ, ロシ
ア)


13:00 00[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #1
グループステージ グループ
A
『リトアニア vs. ベネズエラ』
(2021/09/12)


00[多][HD]
SUPER GT 2021
第5戦 スポーツランドSUGO
『決勝』
(2021/09/12)


13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第11節-1
『大宮アルディージャU18 vs.
清水エスパルスユース』
(2021/09/12, NACK5スタジ
アム大宮)


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 00[S][同][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第11節-1
『大宮アルディージャU18 vs.
清水エスパルスユース』
(2021/09/12, NACK5スタジ
アム大宮)


10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 11:30 11:30


09:30


10:00 00[多][同][HD]
SUPER GT 2021
第5戦 スポーツランドSUGO
『決勝』
(2021/09/12)


00[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #20
グループステージ グループ
D
『ブラジル vs. チェコ』
(2021/09/16)


10:00 00[S][HD]
MLBミュージック #29


10:00


20[S][L][初][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第12節-2
『横浜FCユース vs. 青森山
田高校』
(2021/09/19, 神奈川県立保
土ヶ谷公園サッカー場)


10:30 10:30


00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1151


08:00


08:30 08:30 08:30


09:00 00[S][L][初][HD]
WWE ロウ #1477
【英語版】


08:00 00[多][休][HD]
J SPORTS セレクション


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(09/14)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[多][HD]
J SPORTS セレクション


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(09/17)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


09:30


12:00 00[二][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #9
グループステージ グループ
E
『アンゴラ vs. 日本』
(2021/09/14)


12:00


00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1150
(休止の場合あり)


00[S][字][HD]
エクストリームE 2021 【ハイ
ライト】
第3戦 グリーンランド
『Arctic X Prix』


06:30 06:30 06:30


07:00 00[多][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


07:00 07:00


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(09/15)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #9
グループステージ グループ
E
『アンゴラ vs. 日本』
(2021/09/14)
(休止の場合あり)


00[S][休][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
(09/06)
(休止の場合あり)


00[多][HD]
J SPORTS セレクション


06:00 00[S][同][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第12節-1
『横浜F・マリノスユース vs.
FC東京U-18』
(2021/09/18, 神奈川県立保
土ヶ谷公園サッカー場)


06:00


07:30 07:30


45[S][HD]きょうのドアラ #2
運動会編


09:00 09:00


09:30


04:00 ～[二][L][初][HD]FIFA フッ
トサル ワールドカップ リトア


00[S][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
(09/06)


04:00


15[S][休][HD]きょうのドアラ
#204:30 04:30 30[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


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][字][HD]
WWE ロウ #1476


00[S][HD]
Cycle*2021　ドイツ・ツアー
ハイライト


(2021/08/26-29)


05:00


05:30 05:30 05:30


06:00
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J SPORTS 4 2021.09.20-2021.09.26
2021.09.20 2021.09.21 2021.09.22 2021.09.23 2021.09.24 2021.09.25 2021.09.26


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]きょうのドアラ #3
運動会編


25:30 25:30


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #38
ラウンド16-2
(2021/09/22)


※放送開始時刻未定


45[S][字][HD]
WWE ロウ #1477


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #42
ラウンド16-6
(2021/09/24)


※放送開始時刻未定27:00 27:00 00[S][休][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライト
第5戦


00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1152
(休止の場合あり)


27:00


27:30 27:30 30[二][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #43


27:30


24:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
Cycle*2021　ドイツ・ツアー
ハイライト


(2021/08/26-29)


24:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #26


24:00


24:30 24:30 24:30


45[S]インフォメーション


25:00 00[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #8


25:00 00[S][同][HD]
WWE スマックダウン #1153
【英語版】


00[S][同][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第13節-2
『清水エスパルスユース vs.
浦和レッドダイヤモンズユー
ス』
(2021/09/25, IAIスタジアム
日本平)


25:00


25:30 30[S][同][HD]
WWE ロウ #1478
【英語版】


26:00 26:00 26:00


26:30 26:30 26:30


21:00 00[二][同][HD]
Cycle*2021　エシュボルン
＝フランクフルト
(2021/09/19)


21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


22:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/20)』


22:00 22:00


22:30 22:30 22:30


23:00 00[S][HD]きょうのドアラ #1
運動会編


00[S][HD]きょうのドアラ #2
運動会編


23:00 23:00


15[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #37
ラウンド16-1
(2021/09/22)


※放送開始時刻未定


15[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #40
ラウンド16-4
(2021/09/23)


※放送開始時刻未定


23:30 23:30 23:30


19:00 19:00 19:00


19:30 19:30 19:30


17:30 17:30


18:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1477


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1152


18:00 00[多][初][HD]
げんさんサマーカップ2021
フィギュアスケート競技会 #1


（2021/08/09-12 滋賀県立
アイスアリーナ, 滋賀県大津
市）


18:00


18:30 18:30


20:00 00[多][初][HD]
第59回北九州オープンフィ
ギュアスケート競技会 ～飯
塚アイスパレス杯争奪大会
（飯塚杯）～ #5


(2021/08/06-08 飯塚アイス
パレス, 福岡県飯塚市)


20:00 20:00


20:30 20:30 20:30


45[S][HD]きょうのドアラ #3
運動会編


50[多][HD]
J SPORTS セレクション15:00 15:00


16:30 16:30


17:00 00[多][初][HD]
第59回北九州オープンフィ
ギュアスケート競技会 ～飯
塚アイスパレス杯争奪大会
（飯塚杯）～ #2


(2021/08/06-08 飯塚アイス
パレス, 福岡県飯塚市)


00[多][初][HD]
第59回北九州オープンフィ
ギュアスケート競技会 ～飯
塚アイスパレス杯争奪大会
（飯塚杯）～ #4


(2021/08/06-08 飯塚アイス
パレス, 福岡県飯塚市)


00[S][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
(09/06)


17:00 00[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


17:00


17:30


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


15:00


15:30 15:30 15:30


16:00 00[多][初][HD]
第59回北九州オープンフィ
ギュアスケート競技会 ～飯
塚アイスパレス杯争奪大会
（飯塚杯）～ #3


(2021/08/06-08 飯塚アイス
パレス, 福岡県飯塚市)


16:00 16:00


16:30


18:30


15[S][休][HD]きょうのドアラ
#3


20[多][HD]
J SPORTS セレクション12:30 30[S][HD]


J SPORTS セレクション
30[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #37
ラウンド16-1
(2021/09/22)
(休止の場合あり)


30[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #40
ラウンド16-4
(2021/09/23)
(休止の場合あり)


12:30 12:30


13:00 00[S][同][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男女リード 決勝


(2021/09/21　モスクワ, ロシ
ア)


13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[多][初][HD]
第59回北九州オープンフィ
ギュアスケート競技会 ～飯
塚アイスパレス杯争奪大会
（飯塚杯）～ #1


(2021/08/06-08 飯塚アイス
パレス, 福岡県飯塚市)


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


45[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #38
ラウンド16-2
(2021/09/22)


45[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #41
ラウンド16-5
(2021/09/23)


09:00


09:30 09:30 09:30


10:00 10:00 10:00


15[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #39
ラウンド16-3
(2021/09/23)
(休止の場合あり)


10:30 30[S][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第12節-1
『横浜F・マリノスユース vs.
FC東京U-18』
(2021/09/18, 神奈川県立保
土ヶ谷公園サッカー場)
(休止の場合あり)


10:30 10:30


11:00 00[二][同][HD]
Cycle*2021　エシュボルン
＝フランクフルト
(2021/09/19)


00[二][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #34
グループステージ グループ
E
『日本 vs. パラグアイ』
(2021/09/20)


11:00 11:00


15[S][休][HD]
Cycle*2021　ドイツ・ツアー
ハイライト


(2021/08/26-29)
(休止の場合あり)


11:30 11:30 11:30


12:00 12:00 12:00


07:00 00[S][同][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第12節-1
『横浜F・マリノスユース vs.
FC東京U-18』
(2021/09/18, 神奈川県立保
土ヶ谷公園サッカー場)
(休止の場合あり)


00[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #34
グループステージ グループ
E
『日本 vs. パラグアイ』
(2021/09/20)


00[二][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #9
グループステージ グループ
E
『アンゴラ vs. 日本』
(2021/09/14)


07:00 07:00


07:30 30[S][字][HD]
WWE ロウ #1477


07:30 07:30


08:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


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(09/25)』


※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][字][HD]
WWE スマックダウン #1151
(休止の場合あり)


00[S][L][初][HD]
WWE ロウ #1478
【英語版】


00[二][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #22
グループステージ グループ
E
『スペイン vs. 日本』
(2021/09/17)


09:00 00[S][L][初][HD]
WWE スマックダウン #1153
【英語版】


05:00 00[S]
休止


00[多][HD]
J SPORTS セレクション


00[多][HD]
J SPORTS セレクション


05:00 00[S][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
(09/06)


05:00


15[S][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男子ボルダリング 決勝


(2021/09/19　モスクワ, ロシ
ア)


05:30 05:30 05:30


45[S][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
女子ボルダリング 決勝


(2021/09/18　モスクワ, ロシ
ア)


45[二][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #44
ラウンド16-8
(2021/09/24)
(休止の場合あり)


06:00 00[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第4戦  ハンガロリンク(ハン


06:00 00[S][HD]MLBミュージック
#29


06:00


15[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


06:30 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


06:30 06:30


45[二][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #42
ラウンド16-6
(2021/09/24)


～[二][L][初][HD]FIFA フッ
トサル ワールドカップ リトア


～[二][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #43
ラウンド16-7
(2021/09/24)
(休止の場合あり)


04:00


15[S]
休止


15[S]
休止


15[S][休][HD]きょうのドアラ
#230[S]


休止
04:30 30[多][休][HD][解]


J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


04:30


04:00 ～[二][初][同][HD]
Cycle*2021　エシュボルン
＝フランクフルト
(2021/09/19)


～[S][HD]
J SPORTS セレクション


～[S][同][HD]WWE ロウ
#1478


～[二][L][初][HD]FIFA フッ
トサル ワールドカップ リトア


～[S][字][HD]
WWE ロウ #1477


04:30 30[S]
休止


04:00
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J SPORTS 4 2021.09.27-2021.10.03
2021.09.27 2021.09.28 2021.09.29 2021.09.30 2021.10.01 2021.10.02 2021.10.03


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


45[S][HD]きょうのドアラ #1
運動会編


26:00 00[二][休][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第6戦 決勝
『アッセン(オランダ)』


(2021/09/19)
(休止の場合あり)


26:00 26:00


26:30 26:30 26:30


27:00 27:00 27:00


24:30 24:30


22:30


23:00 00[S][HD]きょうのドアラ #1
運動会編


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1478


23:00 23:00


15[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #47
準々決勝-3
(2021/09/27)


※放送開始時刻未定


23:30 23:30 23:30


25:00 00[S]
停波


00[S][HD]
WWE ロウ #1479
【英語版】


25:00 25:00


25:30 25:30 25:30


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #48
準々決勝-4
(2021/09/27)


※放送開始時刻未定


45[S][HD]SUPER GT 2021
ダイジェスト


27:30 27:30


21:00


21:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/27)』


21:30 21:30


22:00 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】


00[S][HD]
フィギュアスケーターのオア
シス♪ KENJIの部屋


22:00 22:00


21:00 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】


00[S][初][HD]
フィギュアスケーターのオア
シス♪ KENJIの部屋


00[二][HD]
Cycle*2021　エシュボルン
＝フランクフルト
(2021/09/19)


00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


21:00


22:30 30[S][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


22:30


24:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(09/26)』


24:00 24:00


24:30


18:00


18:30 18:30 18:30


20:00 20:00 20:00


20:30 20:30 20:30


45[S][休][HD]MLBミュー
ジック #29


19:00 19:00 19:00


19:30 19:30 19:30


16:00 16:00


16:30 16:30 16:30


17:00 17:00 17:00


15:00 00[多][初][HD]
げんさんサマーカップ2021
フィギュアスケート競技会 #2


（2021/08/09-12 滋賀県立
アイスアリーナ, 滋賀県大津
市）


00[多][初][HD]
げんさんサマーカップ2021
フィギュアスケート競技会 #3


（2021/08/09-12 滋賀県立
アイスアリーナ, 滋賀県大津
市）


00[多][初][HD]
げんさんサマーカップ2021
フィギュアスケート競技会 #4


（2021/08/09-12 滋賀県立
アイスアリーナ, 滋賀県大津
市）


15:00 15:00


15:30 15:30 15:30


16:00


17:30 17:30 17:30


18:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1478


18:00


14:30 30[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #76
(休止の場合あり)


30[S][HD]
フィギュアスケーターのオア
シス♪ KENJIの部屋


30[S][休][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


14:30 14:30


13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 14:00 14:00


15[S][休][HD]SUPER GT
2021 ダイジェスト


12:00 00[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第10戦
『ヘレス(スペイン)』


(2021/09/25-26)
(休止の場合あり)


00[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #49
準決勝-1
(2021/09/29)
(休止の場合あり)


12:00 12:00


15[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #48
準々決勝-4
(2021/09/27)


12:30 12:30 12:30


13:00


09:30


10:00 00[多][休][HD]
J SPORTS セレクション


10:00 10:00


10:30 10:30 10:30


11:00


09:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][L][初][HD]
WWE ロウ #1479
【英語版】


00[S][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第13節-2
『清水エスパルスユース vs.
浦和レッドダイヤモンズユー
ス』
(2021/09/25, IAIスタジアム
日本平)
(休止の場合あり)


09:00 09:00


09:30


00[多][HD]
J SPORTS セレクション


07:00 07:00


07:30 07:30 07:30


08:00 00[S][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第13節-2
『清水エスパルスユース vs.
浦和レッドダイヤモンズユー
ス』
(2021/09/25, IAIスタジアム
日本平)
(休止の場合あり)


08:00 08:00


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(09/26)』
(休止の場合あり)


11:00 11:00


11:30 11:30 11:30


09:30


06:00 06:00


06:30 30[S][HD]SUPER GT 2021
ダイジェスト


06:30 06:30


08:30 08:30 08:30


04:00


15[S]
休止04:30 04:30 04:30


05:00 00[多][休][HD]
J SPORTS セレクション


05:00 05:00


05:30


04:00 ～[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1152
(休止の場合あり)


～[二][L][初][HD]FIFA フッ
トサル ワールドカップ リトア


～[S]
停波


00[S]
休止


04:00


05:30


45[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #47
準々決勝-3
(2021/09/27)


07:00 00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1152
(休止の場合あり)


05:30


06:00 00[S][HD]
結束！侍ジャパン #76


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13節-1
『京都サンガF.C. U-18 vs.
ガンバ大阪ユース』
(2021/09/25, 京都サンガ
F.C. 東城陽グラウンド)
(休止の場合あり)








ケーブル局が東映チャンネルを放送していない場合があります。また、ご自宅がケーブル局のエリア外である場合もございます。あらかじめご了承下さい。
ご視聴に関するお申込み・お問い合わせは、お近くのケーブルテレビ局まで。


TV初放送　　　TVシリーズスタート　　　TVシリーズ終了　　　モノクロ放送終新
字


HD放送（東映チャンネルHDでは、ハイビジョンでご視聴いただけます）
字幕放送（スカパー！、スカパープレミアムサービス、一部ケーブルTV局にてご覧いただけます）
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字


字
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字


科捜研の女 season1  #1～9 　一挙放送！


科捜研の女 season2  #1～9 　一挙放送！


科捜研の女 season3 最終回スペシャル


科捜研の女 season4 最終回スペシャル


科捜研の女 season5 初回スペシャル


科捜研の女 season6 初回スペシャル


仮面ライダー電王 プリティ電王とうじょう!


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EPISODE RED ゼロのスタートウィンクル


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EPISODE BLUE 派遣イマジンはNEWトラル


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EPISODE YELLOW お宝DEエンド・パイレーツ


劇場版 超・仮面ライダー電王&ディケイド NEOジェネレーションズ 鬼ヶ島の戦艦 ディレクターズカット版


劇場版 さらば仮面ライダー電王 ファイナル・カウントダウン ディレクターズカット版


劇場版 仮面ライダー電王＆キバ クライマックス刑事（デカ）


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


仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション


十万分の一の偶然


忠臣蔵～その男、大石内蔵助


超高層ホテル殺人事件


森村誠一の殺意の重奏


髑髏検校


乾いて候（1993）


キン肉マン（劇場版）


キン肉マン 大暴れ！正義超人


キン肉マン 正義超人VS古代超人


キン肉マン 逆襲！宇宙かくれ超人


海猫 umineko［R15+］


僕達急行 A列車で行こう


サウスバウンド


大奥㊙物語


続 大奥㊙物語


千姫と秀頼


女帝 春日局


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


劇場版 ドラゴンボールZ 銀河ギリギリ‼ぶっちぎりの凄い奴


劇場版 ドラゴンボールZ 危険なふたり！超戦士はねむれない


劇場版 ゲゲゲの鬼太郎（1985）


劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大戦争（1986）


劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 最強妖怪軍団!日本上陸!!（1986）


劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 激突!!異次元妖怪の大反乱（1986）


劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 大海獣（1996）


劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 おばけナイター（1997）


劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 妖怪特急!まぼろしの汽車（1997）


死神遣いの事件帖-傀儡夜曲-


死神遣いの事件帖-鎮魂俠曲-


GOZEN-純恋の剣-


GOZEN-狂乱の剣-


極道の妻たち 危険な賭け


極道の妻たち 決着（けじめ）


警視庁物語 遺留品なし


警視庁物語 深夜便130列車


やくざ刑事 マリファナ密売組織


やくざ刑事


激突!殺人拳


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


空白の実験室


傑作推理劇場 不安な階段


京舞妓殺人事件


青い幸福


別れてのちの恋歌


水戸黄門漫遊記 怪力類人猿


水戸黄門漫遊記 幽霊城の佝僂男


修羅八荒


関の彌太ッペ


月形半平太


女渡世人 おたの申します


女渡世人


渡世人


やくざ対Gメン 囮


解散式


織田同志会 織田征仁 第四章


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 第八章


キングダム6 ～首領になった男～


チンピラ仁義 極楽とんぼ


平成残俠伝 ぶった斬れ！


殺し屋1［R15+版］


初恋


非行少女ヨーコ


ニューヨークUコップ


NO WAY BACK 逃走遊戯


団地妻 昼下りの情事［R15+版］


セーラー服色情飼育［R15+版］


OL日記 牝猫の情事［R15+版］


愛森ちえ えちえちえ


葉月つばさ 最後のKISS ～葉月つばさイメージ卒業作品～


白藤有華 ぷるしりおゆか


パパ活 恋愛方程式［R15+］


セクシータイム・リバース　魅惑のボディと時をかける快感［R15+］


女刑務所　変態［R15+］


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） #13～20 


眠狂四郎 #5～14 


はぐれ刑事純情派（第11シリーズ） #26～27


ミラクルガール #1～4 


さすらい刑事旅情編 #16～21 


さすらい刑事旅情編 Ⅱ #1～4 


キイハンター #195～200 


はぐれ刑事純情派（第12シリーズ） #20～27 


科捜研の女 season1 #1～2 


プレイガール #255～266 


軍兵衛目安箱 #9～16 


特別機動捜査隊 #693～700、729～736、757～766


相棒 season13 #1～7 


バーディー大作戦 #27～34 


アイフル大作戦 #29～36 


あゝ 忠臣蔵 #11～18 


非情のライセンス 第2シリーズ #101～108 


  


仮面ライダーエグゼイド #17～24 


イナズマンF #3～14 


キカイダー01 #1～6 


仮面ライダー（新） #29～40 


仮面ライダー剣（ブレイド） 超解像版 #27～36 


仮面ライダーゴースト #25～34 


仮面ライダーストロンガー #9～18 


  


仮面の忍者 赤影 #23～34 


ジャイアントロボ #13～20 


刑事くん第二部 #53～55 


超人バロム・1 #23～32 


  


バトルフィーバーJ #33～44 


手裏剣戦隊ニンニンジャー #19～24 


ジャッカー電撃隊 #31～35 


動物戦隊ジュウオウジャー #1～4、47～48 


  


宇宙刑事シャイダー #23～32 


  


美少女戦士セーラームーンS #15～22 


魔女っ子メグちゃん #21～28 


美少女戦士セーラームーンSuperS #35～39 


デジモンフロンティア #1～6 


デビルマン #1～4 


バビル2世 #3～14 


ゲゲゲの鬼太郎（第4期） #59～68、75～84 


SF西遊記 スタージンガー #41～50 


デジモンテイマーズ #27～36 


マジンガーZ #41～50 


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／田村正和


監）井上昭 他　出）田村正和／山本陽子／山城新伍


監）吉川一義 他　出）藤田まこと／城島茂／梅宮辰夫


監）高橋勝 他　出）由美かおる／ホーン・ユキ


監）村川透 他　出）宇津井健／三浦洋一


監）長谷和夫 他　出）宇津井健


監）深作欣二 他　出）丹波哲郎／野際陽子／千葉真一 


監）吉川一義 他　出）藤田まこと／ケイン・コスギ


監）大井利夫　他 出）沢口靖子


監）鷹森立一 他　出）沢たまき／桑原幸子／應蘭芳


監）松尾正武 他　出）片岡千恵蔵／渡辺篤史／亀石征一郎


監）関川秀雄 他　出）波島進／中山昭二


監）和泉聖治 他　出）水谷豊／成宮寛貴／石坂浩二


監）深作欣二 他　出）丹波哲郎／谷隼人／沖雅也


監）佐藤純弥 他　出）小川真由美／谷隼人／松岡きっこ


監）倉田準二 他　出）山村聰／松方弘樹／山形勲


監）永野靖忠 他　出）天知茂／山村聡／渡辺文雄


 


監）中澤祥次郎 他　出）飯島寛騎／瀬戸利樹／松本享恭


監）塚田正煕 他　出）伴直弥／上野山功一


監）永野靖忠 他　出）池田駿介／伴大介


監）山田稔 他　出）村上弘明／田畑孝／塚本信夫


監）石田秀範 他　出）椿隆之／森本亮治／天野浩成


監）諸田敏 他　出）西銘駿／山本涼介／磯村勇斗


監）塚田正熙 他　出）荒木茂／岡田京子／小林昭二


 


監）倉田準二 他　出）坂口祐三郎／牧冬吉


監）山田稔 他　出）金子光伸／伊東昭夫／伊達正三郎


監）富田義治 他　出）桜木健一／三浦友和／名古屋章


監）田口勝彦 他　出）高野浩幸／飯塚仁樹／砂川啓介


 


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／中村嘉惟人


監）竹本弘一 他　出）丹波義隆／伊藤平山／ミッチー・ラブ


監）柴﨑貴行 他　出）中尾暢樹／柳美稀


 


監）澤井信一郎 他　出）円谷浩／森永奈緒美／鈴木正幸


 


監）佐藤順一 他　声)三石琴乃／久川綾／富沢美智恵


監）芹川有吾 他　声)吉田理保子／つかせのりこ／大竹宏


監）幾原邦彦 他　声)三石琴乃／荒木香恵／潘恵子


監）貝沢幸男 他　声)竹内順子／神谷浩史


監）勝間田具治 他　声)田中亮一／坂井すみ江


監)田宮武 他　声)神谷明／大塚周夫／野村道子


監)西尾大介 他　声)松岡洋子／田の中勇／千葉繁


監)芹川有吾 他　声)石丸博也／富田耕生／富山敬


監)貝沢幸男 他　声)津村まこと／野沢雅子／山口眞弓


監)芹川有吾 他　声)石丸博也／松島トモ子／松島みのり


1979年　60分


1972年　60分


1998年　60分


1980年　60分


1988年　60分


1989年　60分


1968年　60分


1999年　60分


1999年　60分


1969年　60分


1971年　60分


1961年　60分


2014年　60分


1974年　60分


1973年　60分


1969年　60分


1974年　60分


 


2016年　30分


1974年　30分


1973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


 


1979年　30分


2015年　30分


1977年　30分


2016年　30分


 


1984年　30分


 


1994年　30分


1974年　30分


1995年　30分


2002年　30分


1972年　30分


1973年　30分


1996年　30分


1978年　30分


2001年　30分


1972年　30分


INDEX9


放送日★毎週(月)


放送日★毎週(月)【再放送】(月)


放送日★毎週(火)


放送日★毎週(火)・21日スタート


放送日★毎週(火)【再放送】(火)


放送日★毎週(火)【再放送】(火)・21日スタート


放送日★毎週(水)


放送日★毎週(水)【再放送】(水)


放送日★毎週(水)【再放送】(水)・29日スタート


放送日★毎週(木)【再放送】(木)


放送日★毎週(金)


放送日★毎週(金)／毎週(金)／毎週(木)


放送日★毎週(土)・4日スタート


放送日★毎週(土)


放送日★毎週(日)


放送日★毎週(日)


放送日★毎週(日)


放送日★毎週(月)


放送日★毎週(月)【再放送】(金)


放送日★毎週(火)・14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)


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)【再放送】(土)


放送日★毎週(水)


放送日★毎週(水)


放送日★毎週(水)・22日スタート／毎週(火)


放送日★毎週(木)


放送日★毎週(月)


放送日★毎週(月)


放送日★毎週(月)【再放送】(金)


放送日★毎週(月)／毎週(金)・13日スタート


放送日★毎週(火)・21日スタート


放送日★毎週(火)【再放送】(土)


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+］


XX ダブルエックス 美しき凶器［R15+］


XX ダブルエックス 美しき狩人（ハンター）［R15+］


身も心も［R15+版］


夜の演歌 しのび恋


新女囚さそり 特殊房Ｘ


喜劇 特出しヒモ天国


シネマ☆チョップ！


監）中島貞夫　出）岩下志麻／かたせ梨乃／愛川欽也


 


監）村山新治　出）堀雄二／南廣／木村功


監）飯塚増一　出）堀雄二／神田隆／花沢徳衛


 


監）野田幸男　出）千葉真一／南利明／関山耕司


監）野田幸男　出）千葉真一／葉山良二／山本麟一


監）小沢茂弘　出）千葉真一／鈴木正文／石橋雅史


 


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／門脇麦／リリー・フランキー


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）馬場昭格　出）浜木綿子／日下武史／橋爪功


監）野田幸男　出）浜木綿子／乙羽信子／荻島真一


監）牧口雄二　出）長門裕之／宮下順子／竹田かほり


監）馬場昭格　出）新珠三千代／岡田裕介／山口美也子


監）井上昭　出）大竹しのぶ／堤真一／渡辺美佐子


 


監）伊賀山正徳　出）月形龍之介／加賀邦男／月形哲之介


監）伊賀山正徳　出）月形龍之介／千原しのぶ／坂東蓑助


監）佐々木康　出）市川右太衛門／大川橋蔵／雪代敬子


監）山下耕作　出）中村錦之助／月形龍之介／十朱幸代


監）マキノ雅弘　出）大川橋蔵／丘さとみ／青山京子


 


監）山下耕作　出）藤純子／菅原文太／島田正吾


監）小沢茂弘　出）藤純子／鶴田浩二／木暮実千代


監）佐伯清　出）梅宮辰夫／鶴田浩二／城卓矢


監）工藤栄一　出）梅宮辰夫／松方弘樹／菅原文太


監）深作欣二　出）鶴田浩二／丹波哲郎／渡辺美佐子


 


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）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／桑田昭彦


監）港雄二　出）本宮泰風／小沢仁志／山口祥行


監）小平裕　出）哀川翔／柳葉敏郎／林泰文


監）澤田幸弘　出）竹内力／清水宏次朗／山本陽一


 


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）降旗康男　出）緑魔子／谷隼人／大原麗子


監）村川透　出）仲村トオル／チャド・マックィーン


監）フランク・カペラ　出）ラッセル・クロウ／豊川悦司


 


監）西村昭五郎　出）白川和子／浜口竜哉／南条マキ


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


 


出）愛森ちえ


監）安倍雄治　出）葉月つばさ


出）白藤有華


 


監）カワノゴウシ　出）戸田真琴／きみと歩実／しじみ


監）国沢実　出）花音うらら／中山将志／山本宗介


監）高橋伴明　出）岡尚美／泉ユリ／北沢ゆき


監）佐藤周　出）山岸逢花／小梅えな／吉根ゆりあ


監）貝原クリス亮　出）水戸かな／一本橋渡／艶堂しほり


監）池島ゆたか　出）しのざきさとみ／田口あゆみ／橋本杏子


監）髙原秀和　出）奥田咲／涼南佳奈／加藤絵莉


1999年　60分


2000年　60分


2001年　92分


2002年　92分


2004年　92分


2005年　95分


 


2020年　23分


2010年　73分


2010年　74分


2010年　73分


2010年　86分


2009年　93分


2008年　71分


 


2020年　80分


2020年　23分


2020年　99分


 


2012年　105分


2010年　119分


1982年　93分


1978年　78分


1982年　92分


1993年　95分


 


1984年　48分


1984年　49分


1985年　46分


1985年　39分


 


2004年　130分


2012年　118分


2007年　115分


 


1967年　96分


1967年　96分


1962年　86分


1990年　115分


 


1992年　47分


1993年　73分


1993年　51分


1994年　53分


 


1985年　24分


1986年　40分


1986年　50分


1986年　48分


1996年　50分


1997年　30分


1997年　24分


 


2020年　90分


2020年　114分


2019年　91分


2019年　132分


 


1996年　114分


放送日★1・2・8・9・10


放送日★15・16・22・23・24


放送日★1・27


放送日★2・28


放送日★3・29


放送日★4・30


放送日★5・19・26


放送日★12・26


放送日★12・26


放送日★12・26


放送日★5・26


放送日★19・26


放送日★5・26


放送日★10・24


放送日★10・24


放送日★3・17


放送日★10・19・23


放送日★9・18・20


放送日★6・13・19


放送日★5・18・20


放送日★7・19・27


放送日★6・8・18


放送日★3・26


放送日★10・26


放送日★17・26


放送日★24・26


放送日★11・20


放送日★11・22


放送日★11・21


放送日★2・12・21


放送日★3・12・22


放送日★12・17・23


放送日★1・12・20


放送日★11・17


放送日★17・18


放送日★4・17・25


放送日★4・17・25


放送日★4・25


放送日★4・25


放送日★4・25


放送日★11・25


放送日★11・14・25


放送日★11・25


放送日★18・25


放送日★5・29


放送日★5・30


放送日★12


放送日★13


放送日★2・13・18・29


1998年　117分


 


1959年　67分


1960年　81分


 


1970年　87分


1970年　89分


1974年　91分


 


2018年　126分


2019年　123分


2018年　110分


2017年　124分


2019年　118分


 


1986年　92分


1982年　46分


1980年　92分


1983年　105分


1991年　102分


 


1956年　66分


1955年　78分


1958年　93分


1963年　90分


1961年　90分


 


1971年　104分


1971年　91分


1967年　90分


1973年　94分


1967年　91分


 


2020年　74分


2020年　66分


2020年　65分


2020年　73分


 


2020年　71分


2020年　71分


1994年　97分


1996年　98分


 


2001年　128分


2020年　116分


1966年　85分


1993年　88分


1995年　93分


 


1971年　64分


1982年　61分


1972年　76分


 


2021年　105分


2021年　114分


2021年　105分


 


2021年　77分


2021年　72分


1979年　67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


1994年　90分


1994年　90分


1997年　126分


1974年　75分


1977年　86分


1975年　79分


 


2021年　30分


放送日★23


放送日★16


放送日★29


放送日★3


放送日★15


放送日★4・24


放送日★13・23


放送日★21


放送日★4・26


放送日★1・21


放送日★5・6・11・15・19・30


監）カワノゴウシ　出）松本菜奈実／きみと歩実／一本橋渡


監）深町章　出）山口玲子／水原香菜恵／佐々木ユメカ


監）山内大輔　出）佐倉絆／桜木優希音／並木塔子


監）井筒和生　出）池内琢磨／岡本麗／中原ひばり


監）小水一男　出）宮崎ますみ／草刈正雄／村井国夫


監）小沼勝　出）久野真紀子／ジョニー大倉／渡嘉敷勝男


監）荒井晴彦　出）奥田瑛二／かたせ梨乃／柄本明


監）降旗康男　出）中島ゆたか／梅宮辰夫／柴俊夫


監）小平裕　出）夏樹陽子／地井武男／舘ひろし


監）森崎東　出）山城新伍／池玲子／芹明香


 『科捜研の女 -劇場版-』公開記念 科捜研の女スペシャル


 仮面ライダー電王 特集


 【森田芳光70祭】監督・森田芳光特集


 キン肉マン 劇場版スペシャル Vol.1


 田村正和ドラマスペシャル


 特集 武士道の妻たち


 仮面ライダー 特集


 ゲゲゲの鬼太郎 劇場版スペシャル


 東映ムビ×ステ スペシャル


 連続放送！ 極妻スペシャル


 8か月連続企画【劇場版 ドラゴンボールスペシャル Vol.6】 


 オリジナル番組


 東映アクションスターファイル


 傑作任俠スペシャル


 連続放送！ 警視庁物語


 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


 東映チャンネル名画館


 ロマンポルノ傑作選


 俠のVシネ劇場


 アイドル☆パラダイス


 『孤狼の血 LEVEL2』公開記念 白石和彌監督特集


 織田同志会 織田征仁スペシャル


 ミッドナイトシアター


監）大井利夫 他　出）沢口靖子／渡辺いっけい／小林稔侍


監）辻野正人 他　出）沢口靖子／小林稔侍／内藤剛志


監）辻野正人 他　出）沢口靖子／内藤剛志／小林稔侍


監）辻野正人　出）沢口靖子／内藤剛志／小林稔侍


監）藤岡浩二郎　出）沢口靖子／内藤剛志／加藤貴子


監）辻野正人　出）沢口靖子／内藤剛志／田中健


 


監）中澤祥次郎　出）高尾日歌／佐々木告／関俊彦(声)


監）金田治　出）中村優一／松本若菜／石丸謙二郎


監）舞原賢三　出）桜田通／高山侑子／石丸謙二郎


監）柴崎貴行　出）戸谷公人／古川雄大／石丸謙二郎


監）田﨑竜太　出）桜田通／井上正大／戸谷公人


監）金田治　出）桜田通／佐藤健／中村優一


監）金田治　出）佐藤健／中村優一／瀬戸康史


 


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）杉原輝昭　出）高橋文哉／奥野壮／岡田龍太郎


 


監）藤田明二　出）田村正和／中谷美紀／高嶋政伸


監）斎藤光正　出）田村正和／北大路欣也／西田敏行


監）齋藤武市　出）田村正和／結城しのぶ／佐藤慶


監）松尾昭典　出）田村正和／多岐川裕美／小池朝雄


監）原田雄一　出）田村正和／由美かおる／伊吹剛


監）井上昭　出）田村正和／田村高廣／田村亮


 


監）白土武　声)神谷明／松島みのり／田中秀幸


監）白土武　声)神谷明／松島みのり／田中秀幸


監）山吉康夫　声)神谷明／松島みのり／田中秀幸


監）山吉康夫　声)神谷明／松島みのり／田中秀幸


 


監）森田芳光　出）伊東美咲／佐藤浩市／仲村トオル


監）森田芳光　出）松山ケンイチ／瑛太／貫地谷しほり


監）森田芳光　出）豊川悦司／天海祐希／北川景子


 


監）中島貞夫　出）佐久間良子／藤純子／岸田今日子


監）中島貞夫　出）小川知子／緑魔子／桜町弘子


監）マキノ雅弘　出）美空ひばり／中村錦之助／高倉健


監）中島貞夫　出）十朱幸代／名取裕子／鳥越マリ


 


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）上田芳裕　声)野沢雅子／古川登志夫／堀川亮


監）山内重保　声)野沢雅子／草尾毅／田中真弓


 


監）白土武　声)戸田恵子／田の中勇／富山敬


監）葛西治　声)戸田恵子／田の中勇／富山敬


監）芹川有吾　声)戸田恵子／田の中勇／色川京子


監）芝田浩樹　声)戸田恵子／田の中勇／色川京子／富山敬／三田ゆう子


監）勝間田具治　声)松岡洋子／田の中勇／千葉繁


監）佐藤順一　声)松岡洋子／田の中勇／千葉繁


監）吉沢孝男　声)松岡洋子／田の中勇／千葉繁


 


監）柴﨑貴行　出）鈴木拡樹／安井謙太郎／崎山つばさ


監）毛利亘宏（少年社中）　出）崎山つばさ／安井謙太郎(7ORDER)


監）石田秀範　出）犬飼貴丈／優希美青／武田航平


監）毛利亘宏(少年社中)　出）矢崎広／元木聖也／前山剛久


 


監）中島貞夫　出）岩下志麻／かたせ梨乃／石橋凌


放送日★3・14・18・30


放送日★22


放送日★10・15・22


放送日★10・19・28


放送日★29


放送日★11・24


放送日★19


放送日★17


放送日★6


放送日★10


放送日★15


放送日★7・14・28


放送日★15


放送日★14


放送日★7・21


放送日★21


放送日★4・14・24


放送日★4・24


放送日★5・8・16


放送日★3・9・27


放送日★6・16・30


放送日★1・16・25


放送日★5・25


放送日★1・18


放送日★7・13・23


放送日★8・16・24


放送日★9・17


放送日★6


放送日★7


放送日★8


放送日★27


放送日★10


放送日★11・20


放送日★2・26


放送日★25


放送日★27


放送日★9・19


放送日★4・28


放送日★3・15・28


放送日★14・22


放送日★29


放送日★12


放送日★6・12・22


放送日★5・19・27


放送日★9・15・30


放送日★4・17


放送日★11・24


放送日★10・18


放送日★25


放送日★7


放送日★18


放送日★8


TVシリーズ好評放送中！
仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー 
THE MOVIE 超・電王トリロジー 


仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー 
THE MOVIE 超・電王トリロジー 


仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー 
THE MOVIE 超・電王トリロジー 







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 p


■視聴方法、番組に関するお問い合わせは、こちら！  


カスタマーセンター Tel.0570‐000‐304
受付時間10：00～20：00（年中無休）


東映チャンネルプログラムガイド 9月


3 ５ 6 7


22 23 24 27 28


15 16 17 20 21


８ 9 10 11 12 13 14


1 （水）　　　　　　　　　　　（木）　　　　　　　　　　　（金）　　　　　　　　　　  （土）　　　　　　　　　　  （日） 　 　　　                   （月）　　　　　              　 （火）　　　　　              　


 （水）　　　　　　　　　　　（木）　　　　　　　　　　　（金）　　　　　　　　　　  （土）　　　　　　　　　　  （日） 　 　　　                   （月）　　　　　              　 （火）　　　　　              　


 （水）　　　　　　　　　　　（木）　　　　　　　　　　　（金）　　　　　　　　　　  （土）　　　　　　　　　　  （日） 　 　　　                   （月）　　　　　              　 （火）　　　　　              　


（水）　　　　　　　　　　　（木）　　　　　　　　　　　（金）　　　　　　　　　　  （土）　　　　　　　　　　  （日） 　 　　　                   （月）　　　　　              　 （火）　　　　　              　


2
4:00
6:00
7:00
8:00
9:00


11:00
13:00
15:00


17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
0:00
2:00
3:30


キイハンター#195―196
手裏剣戦隊ニンニンジャー#19―20
ゲゲゲの鬼太郎(第4期)#59―60
仮面ライダー剣 超解像版#27―28
はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#20―21
女帝 春日局
　科捜研の女 season1#1―2
はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#22―23
ジャッカー電撃隊#31―32
ゲゲゲの鬼太郎(第4期)#75―76
仮面ライダーゴースト#25―26
科捜研の女 season3 最終回SP
渡世人
女渡世人 おたの申します
喜劇 特出しヒモ天国
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00


9:00
11:00
13:00


15:00
17:00
18:00
19:00
20:00


22:00
0:30
2:30


特別機動捜査隊#757―758
仮面ライダーストロンガー#9―10
超人バロム・1#23―24
SF西遊記 
スタージンガー#41―42
プレイガール#255―256
大奥㊙物語
科捜研の女 
season1#3―4
プレイガール#257―258
デジモンテイマーズ#27―28
宇宙刑事シャイダー#23―24
マジンガーZ#41―42
科捜研の女 
season4 最終回SP
極道の妻たち 危険な賭け
平成残俠伝 ぶった斬れ！
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00


9:00
11:00
13:00
15:00
17:00


19:00
20:00


22:00
0:00
2:00
3:00


特別機動捜査隊#729―730
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
軍兵衛目安箱#9―10
続 大奥㊙物語
関の彌太ッペ
特別機動捜査隊#693―694
仮面ライダー 令和 
ザ・ファースト・ジェネレーション
キン肉マン(劇場版)
科捜研の女 
season5 初回SP
極道の妻たち 決着
NO WAY BACK 逃走遊戯
暴行魔真珠責め［R15+］
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00
9:00


11:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
17:00
18:30
20:00
22:00
23:30
1:30
3:00


　相棒 season13#1
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
バーディー大作戦#27―28
劇場版 ドラゴンボールZ 銀河ギリギリ‼
劇場版 ドラゴンボールZ 危険なふたり！
劇場版 ゲゲゲの鬼太郎
劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大戦争
劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 最強妖怪軍団！
水戸黄門漫遊記 幽霊城の佝僂男
水戸黄門漫遊記 怪力類人猿
ニューヨークUコップ
科捜研の女 season6 初回SP
新女囚さそり 特殊房Ｘ
XX ダブルエックス 美しき狩人［R15+］
パパ活 恋愛方程式［R15+］
放送終了


4:00
6:00
8:00


10:00
10:30
12:00


13:30
15:30
16:00
18:00
18:30
19:00
20:00
21:30
23:30
1:30
3:30


アイフル大作戦#29―30
あゝ 忠臣蔵#11―12
非情のライセンス 第2シリーズ#101―102
仮面ライダー電王 プリティ電王とうじょう！
劇場版 仮面ライダー電王＆キバ
劇場版 超・仮面ライダー
電王&ディケイド DC版
修羅八荒
シネマ☆チョップ！
女渡世人
デジモンフロンティア#1
デビルマン#1
さすらい刑事旅情編 Ⅱ#1
森村誠一の殺意の重奏
死神遣いの事件帖-傀儡夜曲-
死神遣いの事件帖-鎮魂俠曲-
葉月つばさ 最後のKISS
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


19:30
20:00
22:00
0:00
1:30
3:30


赤穂浪士（1979・TV）#13―14
美少女戦士セーラームーンS#15―16
仮面ライダーエグゼイド#17―18
魔女っ子メグちゃん#21―22
眠狂四郎#5―6
乾いて候（1993）
月形半平太
眠狂四郎#7―8
イナズマンF#7―8
仮面の忍者 赤影#27―28
美少女戦士セーラームーン
SuperS#39
シネマ☆チョップ！
超高層ホテル殺人事件
サニー／32
織田同志会 織田征仁
愛森ちえ えちえちえ
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


はぐれ刑事純情派
（第11シリーズ）#26
動物戦隊ジュウオウジャー
#47―48
ジャイアントロボ#13―14
刑事くん第二部#53―54
さすらい刑事旅情編#16―17
青い幸福
空白の実験室
さすらい刑事旅情編#18―19
バビル2世#7―8
バトルフィーバーJ#37―38
仮面ライダー（新）#33―34
髑髏検校
やくざ対Gメン 囮
織田同志会 織田征仁 第二章
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
14:00
15:00
17:00
18:30
19:00
20:00
22:00
0:00


2:00
3:30


7:00
8:00
9:00


11:00
13:00
15:00


16:00
17:00
17:30
18:00
19:00
20:00
21:30
23:30
1:30
3:30


ゲゲゲの鬼太郎(第4期)#63―64
仮面ライダー剣 超解像版#31―32
はぐれ刑事純情派
(第12シリーズ)#24―25
NO WAY BACK 逃走遊戯
　科捜研の女 season2#1―2
はぐれ刑事純情派
(第12シリーズ)#26
傑作推理劇場 不安な階段
ジャッカー電撃隊#35
シネマ☆チョップ！
ゲゲゲの鬼太郎（第4期）#79―80
仮面ライダーゴースト#29―30
警視庁物語 深夜便130列車
麻雀放浪記2020
XX ダブルエックス 美しき凶器［R15+］
白藤有華 ぷるしりおゆか
放送終了


4:00
6:00


7:00
8:00


9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
0:00
2:00
3:00


特別機動捜査隊#761―762
仮面ライダーストロンガー
#13―14
超人バロム・1#27―28
SF西遊記 
スタージンガー#45―46
プレイガール#259―260
女渡世人 おたの申します
科捜研の女 season2#3―4
プレイガール#261―262
デジモンテイマーズ#31―32
宇宙刑事シャイダー#27―28
マジンガーZ#45―46
修羅八荒
月形半平太
解散式
淫霊の館［R15+］
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00


9:00
11:00
12:30
15:00
17:00


19:00
20:00
21:00
22:30
23:30
0:30
2:00
3:30


特別機動捜査隊#733―734
イナズマンF#7―8
仮面の忍者 赤影#27―28
美少女戦士セーラームーン
SuperS#39
軍兵衛目安箱#13―14
千姫と秀頼
ひとよ
特別機動捜査隊#697―698
仮面ライダー 令和 
ザ・ファースト・ジェネレーション
キン肉マン 正義超人VS古代超人
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‼
劇場版 ドラゴンボールZ 銀河ギリギリ‼
劇場版 ドラゴンボールZ 危険なふたり！
織田同志会 織田征仁 第四章
パパ活 恋愛方程式［R15+］
放送終了


相棒 season13#4―5
バビル2世#7―8
バトルフィーバーJ#37―38
仮面ライダー(新)#33―34
バーディー大作戦#31―32
劇場版 ドラゴンボールZ 
燃えつきろ!!
劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 
妖怪特急！
乾いて候（1993）
忠臣蔵～その男、大石内蔵助
森村誠一の殺意の重奏
極道の妻たち 危険な賭け
極道の妻たち 決着
渡世人
女刑務所 変態［R15+］
華麗なるシニア［R15+］
放送終了


4:00
6:00
8:00


10:00


10:30


12:30
13:00
15:00
17:00
19:00


20:30
22:00
0:30
2:30


アイフル大作戦#33―34
あゝ 忠臣蔵#15―16
非情のライセンス 
第2シリーズ#105―106
仮面ライダー電王 
プリティ電王とうじょう！
劇場版 さらば
仮面ライダー電王 DC版
シネマ☆チョップ！
髑髏検校
超高層ホテル殺人事件
十万分の一の偶然
やくざ刑事 
マリファナ密売組織
非行少女ヨーコ
孤狼の血［R15+］
葉月つばさ 最後のKISS
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
2:30


赤穂浪士（1979・TV）
#17―18
美少女戦士セーラームーンS
#19―20
仮面ライダーエグゼイド
#21―22
魔女っ子メグちゃん#25―26
眠狂四郎#9―10
忠臣蔵～その男、大石内蔵助
森村誠一の殺意の重奏
眠狂四郎#11―12
イナズマンF#11―12
仮面の忍者 赤影#31―32
デジモンフロンティア#3―4
女帝 春日局
海猫 umineko［R15+］
チンピラ仁義 極楽とんぼ
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


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#197―198
手裏剣戦隊ニンニンジャー#21―22
ゲゲゲの鬼太郎(第4期)#61―62
仮面ライダー剣 超解像版#29―30
はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#22―23
修羅八荒
科捜研の女 season1#5―6
はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#24―25
ジャッカー電撃隊#33―34
ゲゲゲの鬼太郎（第4期）#77―78
仮面ライダーゴースト#27―28
乾いて候（1993）
解散式
織田同志会 織田征仁 第三章
モンブランの女［R15+］
放送終了


4:00
6:00


7:00
8:00


9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:30
0:00
1:30
3:30


特別機動捜査隊#759―760
仮面ライダーストロンガー
#11―12
超人バロム・1#25―26
SF西遊記 スタージンガー
#43―44
プレイガール#257―258
関の彌太ッペ
科捜研の女 season1#7―8
プレイガール#259―260
デジモンテイマーズ#29―30
宇宙刑事シャイダー#25―26
マジンガーZ#43―44
忠臣蔵～その男、大石内蔵助
非行少女ヨーコ
織田同志会 織田征仁 第四章
白藤有華 ぷるしりおゆか
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00


9:00
11:00
12:30
14:00
15:00
17:00
18:30
19:00
20:00
22:00
0:30
2:00
3:30


特別機動捜査隊#731―732
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
軍兵衛目安箱#11―12
警視庁物語 深夜便130列車
やくざ刑事 マリファナ密売組織
科捜研の女 season1#9
特別機動捜査隊#695―696
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
キン肉マン 大暴れ!正義超人
十万分の一の偶然
彼女がその名を知らない鳥たち［R15+］
キングダム6
女刑務所 変態［R15+］
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00
9:00


11:00
12:00


13:00
14:00
15:00
15:30
17:30
19:30
21:30
0:00
2:00
3:30


相棒 season13#2―3
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
バーディー大作戦#29―30
劇場版 ドラゴンボールZ 極限バトル!!
劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 
激突!!異次元妖怪の大反乱
劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 大海獣
劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 おばけナイター
シネマ☆チョップ！
激突!殺人拳
僕達急行 A列車で行こう
サウスバウンド
海猫 umineko［R15+］
チンピラ仁義 極楽とんぼ
セクシータイム・リバース［R15+］
放送終了


4:00
6:00
8:00


10:00


11:30


13:00


14:30
16:00
18:00
20:00
22:00
0:00
1:30
3:30


アイフル大作戦#31―32
あゝ 忠臣蔵#13―14
非情のライセンス 
第2シリーズ#103―104
超・電王トリロジー 
EPISODE RED
超・電王トリロジー 
EPISODE BLUE
超・電王トリロジー 
EPISODE YELLOW
千姫と秀頼
女帝 春日局
大奥㊙物語
続 大奥㊙物語
GOZEN-純恋の剣-
OL日記 牝猫の情事［R15+版］
愛森ちえ えちえちえ
放送終了


4:00


6:00


7:00


8:00
9:00


11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
0:30
3:00


赤穂浪士
（1979・TV）#15―16
美少女戦士セーラームーンS
#17―18
仮面ライダーエグゼイド
#19―20
魔女っ子メグちゃん#23―24
眠狂四郎#7―8
超高層ホテル殺人事件
極道の妻たち 危険な賭け
眠狂四郎#9―10
イナズマンF#9―10
仮面の忍者 赤影#29―30
　デジモンフロンティア#1―2
やくざ対Gメン 囮
GOZEN-狂乱の剣-
身も心も［R15+版］
放送終了


4:00


5:00
6:00
7:00
8:00
9:00


11:00
13:00
15:00


17:00
18:00
19:00
20:00
21:30
23:30
1:00


はぐれ刑事純情派
（第11シリーズ）#27
劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 大海獣
　キカイダー01#1―2
ジャイアントロボ#15―16
刑事くん第二部#55
さすらい刑事旅情編#18―19
京舞妓殺人事件
極道の妻たち 決着
さすらい刑事旅情編
#20―21
バビル2世#9―10
バトルフィーバーJ#39―40
仮面ライダー（新）#35―36
水戸黄門漫遊記 怪力類人猿
空白の実験室
団地妻 昼下りの情事［R15+版］
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00
9:00


11:00


12:30


13:00
15:00
17:30
19:00
21:00
23:00
1:00
2:30
3:30


10月の先取り情報！
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『銀河鉄道999（劇場版）』
©松本零士／東映アニメーション


愛森ちえ 
えちえちえ


【アイドル☆パラダイス】


089


4:00
6:00
7:00
8:00
9:00


10:00
11:30
13:00
15:00


17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
0:00
1:30
3:30


キイハンター#199―200
手裏剣戦隊ニンニンジャー#23―24
ゲゲゲの鬼太郎（第4期）#65―66
仮面ライダー剣 超解像版#33―34
はぐれ刑事純情派
(第12シリーズ)#26
警視庁物語 遺留品なし
警視庁物語 深夜便130列車
科捜研の女 season2#5―6
はぐれ刑事純情派
(第12シリーズ)#27
　動物戦隊ジュウオウジャー#1―2
ゲゲゲの鬼太郎（第4期）#81―82
仮面ライダーゴースト#31―32
続 大奥㊙物語
僕達急行 A列車で行こう
団地妻 昼下りの情事［R15+版］
愛森ちえ えちえちえ
放送終了


4:00
6:00


7:00
8:00


9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:30
23:30
2:00
3:30


特別機動捜査隊#763―764
仮面ライダーストロンガー
#15―16
超人バロム・1#29―30
SF西遊記 スタージンガー
#47―48
プレイガール#261―262
十万分の一の偶然
科捜研の女 season2#7―8
プレイガール#263―264
デジモンテイマーズ#33―34
宇宙刑事シャイダー#29―30
マジンガーZ#47―48
千姫と秀頼
やくざ対Gメン 囮
身も心も［R15+版］
ミッドナイト・シンデレラ［R15+］
放送終了


特別機動捜査隊#735―736
イナズマンF#9―10
仮面の忍者 赤影#29―30
　デジモンフロンティア#1―2
軍兵衛目安箱#15―16
水戸黄門漫遊記 幽霊城の佝僂男
水戸黄門漫遊記 怪力類人猿
科捜研の女 season2#9
特別機動捜査隊#699―700
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
キン肉マン 逆襲！宇宙かくれ超人
解散式
激突！殺人拳
XX ダブルエックス 
美しき狩人［R15+］
セクシータイム・リバース［R15+］
放送終了


29 30（水）　　　　　　　　　　　（木）
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


ゲゲゲの鬼太郎
（第4期）#67―68
仮面ライダー剣 
超解像版#35―36
はぐれ刑事純情派
(第12シリーズ)#27
やくざ刑事
科捜研の女 season5 初回SP
　科捜研の女 
season1#1―2
動物戦隊ジュウオウジャー#3―4
ゲゲゲの鬼太郎（第4期）#83―84
仮面ライダーゴースト#33―34
極道の妻たち 危険な賭け
死神遣いの事件帖-傀儡夜曲-
セーラー服色情飼育［R15+版］
おっさんとわたし［R15+］
放送終了


4:00
6:00


7:00
8:00


9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
0:00
0:30
2:30


特別機動捜査隊#765―766
仮面ライダーストロンガー
#17―18
超人バロム・1#31―32
SF西遊記 スタージンガー
#49―50
プレイガール#263―264
月形半平太
科捜研の女 season6 初回SP
プレイガール#265―266
デジモンテイマーズ#35―36
宇宙刑事シャイダー#31―32
マジンガーZ#49―50
極道の妻たち 決着
死神遣いの事件帖-鎮魂俠曲-
シネマ☆チョップ！
白藤有華 ぷるしりおゆか
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00
9:00


11:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:00
21:00
23:00
1:30
3:00


相棒 season13#6―7
バビル2世#9―10
バトルフィーバーJ#39―40
仮面ライダー（新）#35―36
バーディー大作戦#33―34
劇場版 ドラゴンボールZ 銀河ギリギリ‼
劇場版 ドラゴンボールZ 危険なふたり！
劇場版 ゲゲゲの鬼太郎
劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大戦争
劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 最強妖怪軍団！
劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 激突!!異次元妖怪の大反乱
劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 大海獣
劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 おばけナイター
劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 妖怪特急！
女渡世人
女渡世人 おたの申します
殺し屋1［R15+版］
橘アヤコは見られたい［R15+］
放送終了


4:00
6:00
8:00


10:00
11:30
13:30


15:00
16:30
18:00
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
2:00
3:30


アイフル大作戦#35―36
あゝ 忠臣蔵#17―18
非情のライセンス 第2シリーズ#107―108
劇場版 仮面ライダー電王＆キバ
劇場版 さらば仮面ライダー電王 DC版
劇場版 超・仮面ライダー
電王&ディケイド DC版
超・電王トリロジー EPISODE RED
超・電王トリロジー EPISODE BLUE
超・電王トリロジー EPISODE YELLOW
仮面ライダー電王 プリティ電王とうじょう！
キン肉マン（劇場版）
キン肉マン 大暴れ!正義超人
キン肉マン 正義超人VS古代超人
キン肉マン 逆襲!宇宙かくれ超人
平成残俠伝 ぶった斬れ！
新女囚さそり 特殊房Ｘ
放送終了
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赤穂浪士（1979・TV）
#19―20
美少女戦士セーラームーンS
#21―22
仮面ライダーエグゼイド#23―24
魔女っ子メグちゃん#27―28
眠狂四郎#11―12
髑髏検校
科捜研の女 season3 最終回SP
眠狂四郎#13―14
イナズマンF#13―14
仮面の忍者 赤影#33―34
デジモンフロンティア#5―6
関の彌太ッペ
初恋
日本極道戦争 第八章
葉月つばさ 最後のKISS
放送終了


4:00
6:00
7:00
8:00
9:00


11:00
13:00


15:00


17:00
18:00
19:00
20:00
21:30
23:00
1:00


ミラクルガール#3―4
キカイダー01#5―6
ジャイアントロボ#19―20
デビルマン#3―4
　さすらい刑事
旅情編 Ⅱ#1―2
空白の実験室
科捜研の女 season4 
最終回SP
さすらい刑事
旅情編 Ⅱ#3―4
バビル2世#13―14
バトルフィーバーJ#43―44
仮面ライダー(新)#39―40
やくざ刑事 マリファナ密売組織
ニューヨークUコップ
NO WAY BACK 逃走遊戯
放送終了


©東映
7（火）13：00より放送ほか
「空白の実験室」


※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。


浜木綿子主演の火曜サスペンス
大学病院でのねじれた人間関係
女外科医が謎の連続死を暴く！


渡辺淳一原作の医療
サスペンス。半年の
間に教授と助教授が
白血病で死亡。原因
を探る浜さんにも魔
の手が迫る…。エン
ディングテーマ岩崎
宏美の歌声にも、
チュ～もく‼（む）
未パッケージ©2021 TAKE SHOBO CO.,LTD.


6（月）深夜1：30より放送ほか


『銀河鉄道999』
劇場版&
TVスペシャル
を一挙放送!


　ミラクルガール#1―2
キカイダー01#3―4
ジャイアントロボ#17―18
　デビルマン#1―2
さすらい刑事旅情編
#20―21
別れてのちの恋歌
青い幸福
　さすらい刑事
旅情編 Ⅱ#1―2
バビル2世#11―12
バトルフィーバーJ#41―42
仮面ライダー(新)#37―38
大奥㊙物語
サウスバウンド
夜の演歌 しのび恋
喜劇 特出しヒモ天国
放送終了


アイドルグループ「elsy」メ
ンバー・愛森ちえのファー
ストイメージ映像。


身も心も[R15+版]
【ミッドナイトシアター】


©東映ビデオ・東北新社
13（月）深夜0：30より放送ほか


過去にとらわれた中年男
女4人の愛憎劇。脚本家・
荒井晴彦の監督デビュー
作。原作は鈴木貞美。出演
は奥田瑛二、かたせ梨乃。


チャンネル
初








 2021年 9月　日テレジータス月間番組表
日テレG+　9月 月間番組表 2021/8/20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
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月・祝 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木


15 Ｇベスト！ 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ 15  Gベスト！ 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ 2021シーズン 日本テレビ ジャイアンツ ゴルフ革命α ゴルフ革命α 36 プロ野球熱ケツ情報 15 Gベスト！ 15 Gベスト！ ジャイアンツ 37 15 Gベスト！ プロ野球熱ケツ情報


５ ゴルフ革命α NFL on ５ NFL on NFL on NFL on NFL on 開幕直前SP ゴルフ DRAMATIC ５ イースタン Season3 DRAMATIC DRAMATIC Season3 (再) 30 645（再） ５ プロ野球熱ケツ情報 ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ミヤギテレビ杯 タイムマシーン (再) ５ 戦略のゴルフ DRAMATIC 30　 640（再） DRAMATIC ５


DRAMATIC DRAMATIC DRAMATIC Season3 日テレジータス 日テレジータス 日テレジータス 日テレジータス 日テレジータス メジャー BASEBALL リーグ ①（再） BASEBALL BASEBALL ②（再） ※放送時間 日本テレビ 45  642（再） イースタン イースタン イースタン ダンロップ 36 ※放送時間 58 59 60 BASEBALL プロ野球熱ケツ情報 BASEBALL


BASEBALL BASEBALL BASEBALL ①（再） 2021シーズン 2021シーズン 2021シーズン 2021シーズン 2021シーズン NFL 00（再） 2021 2021 00 2021 2021 00 短縮アリ ゴルフ リーグ リーグ リーグ 女子オープン (再) 短縮アリ 藤田寛之 2021 00　 642（再） 2021


2021 2021 2021 15 開幕直前SP 開幕直前SP 開幕直前SP 開幕直前SP 開幕直前SP ドラフト 戦略のゴルフ 2019 ゴルフ革命α 15 メジャー NFL 2021 2021 2021 2019 ※放送時間 15 真矢 プロ野球熱ケツ情報


６ 30  Gベスト！ ６ 2021 58 59 60 ６ 巨人 ANAオープン Season3 30  Gベスト！ 30  （再） ６ 開幕直前SP 最終日 短縮アリ 30 Gベスト！ ６ (LUNA SEA) 30　 644（再） ６


巨人 巨人 巨人 ゴルフ革命α 2001 2005 2010 2012 2019 スペシャル！ 藤田寛之 巨人 × ゴルフトーナメント 巨人 巨人 ③（再） 2021 2021ANAオープン 前編 巨人 巨人 巨人 1番ホール 45 ゴルフ革命α 45（再） 巨人 プロ野球熱ケツ情報 巨人


× × × Season3 第36回 第40回 第45回 第47回 第54回 真矢 × 西武 × × 00 ANAオープン ゴルフトーナメント （再） × × × （再） 00 Gベスト！ Season3 × 00　 646（再） ×


ヤクルト ヤクルト ヤクルト ②（再） 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 (LUNA SEA) 中日 ～ジャイアンツ 2日目 DeNA DeNA 2021 ゴルフトーナメント 3日目地上波 15 西武 楽天 楽天 15 プロ野球熱ケツ情報 ③（再） ジャイアンツ 阪神 15 Gベスト！ 阪神


７ ～岐阜～ ～京セラD～ ～京セラD～ 30 ７ 編集版 編集版 編集版 編集版 （再） 30 （再） ～東京ドーム～ ７ 球場～ 1番ホール ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ANAオープン 2日目　N24 30 ７ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ミヤギテレビ杯 30   646（再） 30 ７ ベスト ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ７


45　ガイド （再） （再） （再） （再） （再） 45　ガイド （再） (再） ゴルフトーナメント NFL 球場～ 球場～ 球場～ ダンロップ ミヤギテレビ杯 セレクション ジャイアンツ


戦略のゴルフ ラムズ シーホークス スティーラーズ レイブンズ 49ers ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 9/4開催 00 2日目 00 2021 開幕直前SP （再） （再） 女子オープン ミヤギテレビ杯 ダンロップ ⑩（再） フラッシュバック


（再） （再） （再） 55 56 57 × × × × × 15 リーグ795(再） （再） ※雨天中止の 2019 （再） （再） 1番ホール ANAオープン 後編 9/5開催 9/14開催 9/16開催 2019 ダンロップ 女子オープン 斉藤雅樹 （再） ２００３⑤ （再）


８ 8/31開催 9/1開催 9/2開催 藤田寛之 ペイトリオッツ ８ スティーラーズ パッカーズ 49ers チーフス 30 Gベスト！ 9/11開催 ８ 場合番組変更 ANAオープン 9/14開催 9/15開催 （生） 2021 ゴルフトーナメント ８ （再） ※雨天中止の ※雨天中止の ※雨天中止の 最終日地上波 女子オープン 2021 ８ 11連続完投 9/25開催 川相昌弘 9/26開催 ８


栗田貫一 45 45 45 45 45 45 45 ゴルフトーナメント ANAオープン 最終日 45 場合番組変更 場合番組変更 場合番組変更 45  (再） 2021 最終日 45 特集


（再） 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 DRAMATIC ジータスモール 2日目N24 00 ゴルフトーナメント 1番ホール ジータスモール 00 00 00 ジータスモール  2日目 1番ホール ジータスモール （再）


15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 BASEBALL 15 15 (再） 15 15 15 Gベスト！ 3日目 15 ジータスモール ジータスモール ジータスモール 15 1番ホール （生） 15 15 15 15


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 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ９ 30  Gベスト！ 30  Gベスト！ 30  Gベスト！ 30  Gベスト！ 2021 ジータスモール ９ 30 ジータスモール ジータスモール 1番ホール 　（生） ９ 30 30 30 （生） 30 ９ ジータスモール ジータスモール ジータスモール ９


45 45 45 45 45 リーグ794(再） NFL on NFL on NFL on NFL on 45 ジータスモール 45 45 （生） 45  Gベスト！ 戦略のゴルフ ジータスモール 45 45 45


プロ野球熱ケツ情報 00  Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 日テレジータス 日テレジータス 日テレジータス 日テレジータス NFL on 巨人 00 Gベスト！ NFL on 00 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ NFL on 00 NFL on ジャイアンツ 58 59 60 NFL on 00 NFL on 00  Gベスト！


15  638（再） 日本女子 戦略のゴルフ プロ野球熱ケツ情報 2021シーズン 2021シーズン 2021シーズン 2021シーズン 日テレジータス × プロ野球熱ケツ情報 日テレジータス 2019 2019 プロ野球熱ケツ情報 日テレジータス プロ野球熱ケツ情報 日テレジータス DRAMATIC イースタン 藤田寛之 日テレジータス プロ野球熱ケツ情報 日テレジータス ジャイアンツ ジャイアンツ


１０ バスケット ソフトボール ジャイアンツ 58 59 60 30 644 １０ 開幕直前SP 開幕直前SP 開幕直前SP 開幕直前SP 2021 中日 30 645 １０ 2021 ANAオープン ANAオープン 30 643（再） 2021 30 30 646 １０ 2021 BASEBALL リーグ 真矢 2021 30 30 647 １０ 2021 イースタン イースタン ジャイアンツ １０


ボール男子 リーグ2020 フラッシュバック 藤田寛之 日本テレビ ～東京ドーム～ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ゴルフトーナメント ゴルフトーナメント プロ野球熱ケツ情報 ジータスモール ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 2021 2021 (LUNA SEA) ジータスモール ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ リーグ リーグ ベスト


国際強化試合 決勝 2008 真矢 ゴルフ 2008 2011 2017 2020 WEEK1 00 リーグ796(再） WEEK1 00 645（再） WEEK2 00 00 リーグ797(再） WEEK2 00（再） WEEK3 00 00 リーグ798(再） WEEK3 2021 2021 セレクション


日本xベルギー トーナメント ④（再） (LUNA SEA) メジャー 第43回 第46回 第52回 第55回 ① ジータスモール ② 3日目 最終日 ① 日本女子 ジータスモール ② 巨人 巨人 ゴルフ革命α ① ゴルフ革命α ゴルフ革命α ② ⑪（再）


１１ （再） ⑤ Ｇ－Ｔ 30 30（再） １１ 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 開幕戦 （再） 30 １１ 1番ホール 1番ホール ジャイアンツ ソフトボール 30 １１ × × Season3 Season3 Season3 １１ 巨人 巨人 96奇跡の １１


7/16開催 （再） 天王山 プロ野球熱ケツ情報 ゴルフ革命α 編集版 編集版 編集版 編集版 (生） 9/10開催 2021 MotoGP (生） (再） (再） イースタン (生） リーグ2021 ゴルフ革命α (生） ヤクルト 楽天 ①（再） (生） ②（再） ④ (生） × × メークドラマ


00 00 00 00 641（再） Season3 （再） （再） （再） （再） ハイライト リーグ 後半戦開幕節 Season3 ～東京ドーム～ ～ジャイアンツ 00 00 00 ヤクルト ヤクルト 00


G+マーケット プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 ③（再） スティーラーズ ジャイアンツ イーグルス チーフス カウボーイズ ⑫イギリス ベアーズ 2021 ジャイアンツ ビックカメラ高崎 ③（再） チーフス 球場～ 2021 MotoGP パンサーズ G+マーケット G+マーケット パッカーズ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ プロ野球熱ケツ情報


１２ 30  30 637 (再） 30 639（再） 30 643（再） 30 １２ × × × × ＠ 30 30 （再） １２ ＠ 30 30 ＠ ×ホンダ 30 １２ ＠ ハイライト ＠ 30 30 １２ ＠ 球場～ 球場～ 30 647（再） １２


2021 MotoGP G+マーケット G+マーケット G+マーケット G+マーケット カージナルス ペイトリオッツ ペイトリオッツ バッカニアーズ バッカニアーズ G+マーケット G+マーケット ラムズ 2019ANAオープン 2019 巨人 ワシントン （再） G+マーケット レイブンズ （再） 9/15開催 ⑬アラゴン テキサンズ プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 49ers （再） G+マーケット


ハイライト 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ゴルフトーナメント ANAオープン × 00　9/5開催 00 00 9/18開催 ※雨天中止の 00 （再） 00  645（再） 00  646（再） 9/18開催 9/19開催 00


⑫イギリス G+マーケット G+マーケット G+マーケット G+マーケット GIANTS 日本女子 3日目地上波 ゴルフトーナメント 楽天 プロ野球熱ケツ情報 場合番組変更 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ GIANTS GIANTS ※雨天中止の ※雨天中止の


１３ 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 １３ 30 30 30 30 プレゲームショー ソフトボール １３ 30　（再) 最終日地上波 ～ジャイアンツ 30 645（再） ジャイアンツ １３ ジャイアンツ 30 30 リーグ797(再） プレゲームショー プレゲームショー １３ 場合番組変更 場合番組変更 ジャイアンツ １３


イースタン イースタン イースタン イースタン MotoGP MotoGP 徳光和夫の 45 45　（生） リーグ2021 45 ジータスモール (再） 球場～ 45 G+マーケット イースタン イースタン 45 G+マーケット G+マーケット 45 45　（生） 45　（生） 45 45 45 イースタン


ジャイアンツ リーグ リーグ リーグ リーグ アーカイブ アーカイブ 週刊 ジャイアンツ 00 Gベスト！ 後半戦開幕節 G+マーケット 00 00 （生） 00 Gベスト！ 00 リーグ リーグ G+マーケット 00 00 00 Gベスト！ G+マーケット G+マーケット G+マーケット リーグ


ベストセレクション 2021 2021 2021 2021 セレクション セレクション ジャイアンツ イースタン DRAMATIC ビックカメラ高崎 15 ※Bプロ 2021 2021 15 ﾐﾔｷﾞﾃﾚﾋﾞ杯ﾀﾞﾝ DRAMATIC DRAMATIC 15 15 15 2021


１４ ⑨ １４ 30 472（再） リーグ 巨人練習中 BASEBALL ×ホンダ １４ 巨人練習中 巨人練習中 延長ナシ 巨人練習中 巨人練習中 １４ 30 Gベスト！ ミヤギテレビ杯 ﾛｯﾌﾟ女子ｵｰﾌﾟﾝ2019 巨人練習中 BASEBALL BASEBALL １４ 30 Gベスト！ プロ野球熱ケツ情報 １４


激突！2001 巨人 巨人 巨人 巨人 V・ロッシ V・ロッシ ショップ 2021 「直生」 2021 （再） NFL 「直生」 「直生」 「直生」 「直生」 巨人 巨人 祝2000安打！ ダンロップ 2日目後半① 「直生」 2021 2021 2021 MotoGP 45 647（再） 巨人


天王山 × × × × 伝説の記憶 伝説の記憶 00 00　9/5開催 開幕直前SP 00 × × 坂本勇人 女子オープン 00　N24(再) ハイライト 00 Gベスト！ ×


(再) DeNA 西武 西武 西武 巨人 バスケット 前編 G+マーケット ヤクルト ヤクルト 激動の 2019 番組未定 ⑭サンマリノ 徳光和夫の 日本ハム


１５ 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 １５ MotoGPクラス ペナルティを MotoGP × 30 巨人 ボール男子 １５ （再） 30 30 30 30 30 ～ジャイアンツ １５ ～ジャイアンツ 2020年  1日目 ミヤギテレビ杯 30 巨人 巨人 １５ 30  （再） 週刊 ～ジャイアンツ １５


徳光和夫の 球場～ 球場～ 球場～ 球場～ 初チャンピオン はね返して優勝 アーカイブ DeNA G+マーケット × 国際強化試合 45 G+マーケット G+マーケット G+マーケット ショップ 球場～ 球場～ DC版 (再） ダンロップ G+マーケット × × ショップ ジャイアンツ 球場～


週刊 （生） （生） （生） セレクション ～ジャイアンツ 00 中日 日本ｘ 00 Gベスト！ 00 00 2021 00 00 （生） （生） 00  （再） 00 女子オープン 00 阪神 阪神 00 00　 475（再 ） （生）


ジャイアンツ 8/29開催 ※Bプロ ※Bプロ ※Bプロ 2002年 2003年 球場～ プロ野球熱ケツ情報 ～東京ドーム～ フランス プロ野球熱ケツ情報 2021 MotoGP 徳光和夫の MotoGP プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 ※Bプロ ※Bプロ 2021 MotoGP 徳光和夫の 2019 ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ 15 ※Bプロ


１６ 30  471（再） ※雨天中止の 延長ナシ 延長ナシ 延長ナシ １６ 第12戦 第15戦 V・ロッシ （再） 30  642（再） （生） （再） １６ 30  640（再） ハイライト 週刊 第13戦 30  637（再） 30  641（再） 延長ナシ １６ 延長ナシ ハイライト 週刊  2日目後半② 番組未定 （生） （生） １６ ジャイアンツ ジャイアンツ 延長ナシ １６


ショップ 場合番組変更 ブラジル オーストラリア 伝説の記憶 8/29開催 45 Gベスト！ ＊試合終了 7/18開催 ⑬アラゴン ジャイアンツ アラゴンGP プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 ⑭サンマリノ ジャイアンツ 地上波(再） ＊試合終了 ＊試合終了 DRAMATIC イースタン イースタン


00 00 00 00 00 ＧＰ ＧＰ ロッシ ※雨天中止の GIANTS まで放送 00 00 00 473（再） 予選 00  639（再） 00  643（再） 00 00 00 00 474（再） 00 00 まで放送 まで放送 BASEBALL リーグ リーグ 00


プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 ショップ ショップ MotoGPアーカイブ （再） （再） ＶＳ 場合番組変更 プレゲームショー ショップ GIANTS GIANTS 編集版 GIANTS GIANTS ショップ G+マーケット ショップ GIANTS 2021 2021 2021 ショップ


１７ 30 640（再） 30 642（再） 30 30 セレクション １７ 30 30 ジベルナウ 30 30　（生） 30 １７ プレゲームショー 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 １７ 30 30 2021 2021 プレゲームショー １７ 30 １７


45 Gベスト！ V・ロッシ ショップ ショップ ショップ 45  Gベスト！ 45　（生） 45　（生） 45　（生） 45　（生） 45  Gベスト！ プロ野球熱ケツ情報 45 Gベスト！ MotoGP MotoGP 45　（生） 巨人 巨人 NFL倶楽部


ジャイアンツ 伝説の記憶 00 00 2005年 00 DRAMATIC 00 Moto3 00  645（再） 第14戦 第14戦 00 00 巨人 × × 00　②（再）


DRAMATIC DRAMATIC DRAMATIC タイムマシーン ロッシvsストーナー プロ野球熱ケツ情報 第6戦 BASEBALL ショップ ダイナミック DRAMATIC DRAMATIC MotoGP DRAMATIC DRAMATIC 2021ANAオープン DRAMATIC サンマリノGP サンマリノGP DRAMATIC ショップ ショップ × 日本ハム 日本ハム


１８ BASEBALL BASEBALL BASEBALL 17（再） 2008年第11戦 １８ 30 639（再） ジャイアンツ カタルーニャ MotoGP 2021 30 １８ グローブSP BASEBALL BASEBALL Moto2 BASEBALL BASEBALL １８ ゴルフトーナメント BASEBALL 予選 編集版 BASEBALL 30 30 １８ 阪神 ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ジャイアンツ １８


2021 2021 2021 1994年 45 アメリカGP（再） 日本女子 フラッシュバック ＧＰ アーカイブ プロ野球熱ケツ情報 2021 2021 2021 2021 2021 2021 3日目地上波 2021 編集版 2021 プロ野球熱ケツ情報 ～東京ドーム～ 球場～ 球場～ ベスト


長嶋巨人 00 Gベスト！ ソフトボール 2013① （再） セレクション 00  638（再） MotoGP 326 00 MotoGP 00 （再） ジャイアンツ 00　 640（再） （生） （生） セレクション


リーグ2020 セ・リーグＶ２ 15 巨人 プロ野球熱ケツ情報 第13戦 9/11開催 巨人 第14戦 2021 フラッシュバック ※Bプロ ※Bプロ ⑧（再）


１９ 巨人 巨人 阪神 30 NFL １９ 決勝 への軌跡 30  Gベスト！ V・ロッシ × 30  640（再） アラゴンGP １９ （再） 巨人 巨人 番組未定 巨人 × サンマリノGP １９ ANAオープン 広島 Moto3 Moto3 巨人 2008 １９ （再） 延長ナシ 延長ナシ ミレニアム・ １９


× × × 開幕直前SP トーナメント （再） 日本女子 伝説の記憶 中日 × × × ヤクルト ゴルフトーナメント × MotoGP Moto2 × ④（再） 9/24開催 リーグ特集


ヤクルト ヤクルト 巨人 ジャイアンツ 前編 ⑤ 00 ソフトボール ロッシ ～東京ドーム～ ＊野球が 第605回 DeNA DeNA 00 ヤクルト ～東京ドーム～ 最終日地上波 巨人 Moto2 MotoGP 阪神 Ｇ－Ｔ 番組未定 00 00 00


～京セラD～ ～京セラD～ ～甲子園～ タイムマシーン （再） （再） リーグ2021 ＶＳ （生） 延長の場合、 （生） ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ショップ ～東京ドーム～ （生） （生） （再） ～マツダ～ ～東京ドーム～ 天王山 ショップ ショップ


２０ （生） （生） （生） 19（再） 30 ２０ 30 ジャイアンツ 後半戦開幕節 ロレンソ ＊試合終了 20:00からの ２０ 30 （生） （生） 30 （生） ＊試合終了 ２０ 30 （生） 30 （生） 30 ２０ 30 30 30 ジャイアンツ ２０
＊試合終了 ＊試合終了 ＊Ｂプロ 1996年 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ フラッシュバック ビックカメラ高崎 まで放送 可能性あり ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ＊試合終了 ＊試合終了 ＊試合終了 まで放送 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ＊Ｂプロ バスケット ＊試合終了 プロ野球熱ケツ情報 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ベスト


まで放送 まで放送 早終了アリ 長嶋巨人 NFL 00 リーグ796 ２０１４① ×ホンダ 2009年 2021 Moto3 00 リーグ797 まで放送 まで放送 NFL まで放送 00 Moto3 00 リーグ798 早終了アリ ボール男子 まで放送 00  646（再） 00 00 リーグ799 セレクション


＊試合終了 開幕直前SP 徳光和夫の Ｖ３への 第6戦 MotoGP Moto2 徳光和夫の 開幕直前SP ＊野球が Moto2 徳光和夫の ＊試合終了 国際強化試合 15 ミヤギテレビ杯ダンロップ ミヤギテレビ杯 徳光和夫の NFL on NFL on ⑥（再）


２１ まで放送 30 後編 ２１ 週刊 足跡 30　9/5開催 カタルーニャ 30 第13戦 MotoGP ２１ 週刊 後編 延長の場合、 MotoGP ２１ 週刊 まで放送 日本ｘ 30  Gベスト！ 女子オープン2021 ダンロップ ２１ 週刊 日テレジータス 日テレジータス 長嶋茂雄監督 ２１


ジャイアンツ！歓喜の ジャイアンツ （再） ショップ ＧＰ ショップ アラゴンGP ジャイアンツ （再） 21:15、21:30 ジャイアンツ フランス NFL倶楽部 2日目後半① 女子オープン ジャイアンツ 2021 2021 勇退試合


00 00 00 00 祝勝会SP①（再） 00 00 472 00 00 （再） 00 予選 00 473 00 00 00 00 22:00、22:30 00 474 00 （再） 00　①（再） 00 00  N24 2021 00 475 00


ショップ ショップ ショップ ジャイアンツ！歓喜の ショップ ショップ ジャイアンツ！歓喜の ジャイアンツ 15 ゴルフ革命α （生） ショップ ショップ ショップ ショップ ショップ 23:00　からの ショップ ショップ 7/18開催 ショップ ショップ 最終日地上波 ショップ WEEK2 WEEK3 ショップ


２２ 30 30 30 30 祝勝会SP②（再） 30 ２２ 30 30  祝勝会SP③（再） ベストセレクション１５ ショップ Season3 ２２ 30 30 30 30 30 可能性あり ２２ 30 30 30 30 30 ミヤギテレビ杯 30 ２２ 30 ② ① 30 ２２


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 NFL on バスケット ジャイアンツ！歓喜の 松井秀喜 45 ①（再） Moto3 45 Gベスト！ 45 Gベスト！ NFL倶楽部 プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 ショップ NFL倶楽部 ダンロップ 45 Gベスト！ NFL倶楽部


00 リーグ792（再） 00 リーグ793（再） 00 リーグ794（再） 00 日テレジータス ボール男子 00 祝勝会SP④（再） 東京ドーム 00 MotoGP 00 00　① 00 645（再） MotoGP 00 00 646（再） 00 00　② ミヤギテレビ杯 女子オープン ミヤギテレビ杯 (再） (再） 00　③


2021シーズン 国際強化試合 ジャイアンツ！歓喜の 全ホームラン集 ジャイアンツ Moto2 NFL on 月刊プロ野球！ 第14戦 2021 NFL on ダンロップ 2021 ダンロップ


２３ DRAMATIC DRAMATIC DRAMATIC プロレス 開幕直前SP ２３ 日本ｘ 30 祝勝会SP⑤（再） 30 ①(再) イースタン MotoGP ２３ 日テレジータス DRAMATIC DRAMATIC 2021 さまぁ～ず サンマリノGP ANAオープン ２３ 日テレジータス DRAMATIC プロレス 女子オープン ２日目後半② DRAMATIC ２３ 女子オープン チーフス パンサーズ ジャイアンツ ２３


BASEBALL BASEBALL BASEBALL クラシック フランス 45  Gベスト！ ジャイアンツ リーグ DRAMATIC 45 アーカイブ 2021 BASEBALL BASEBALL MotoGP スタジアム 予選 ゴルフトーナメント 2021 BASEBALL NFL on クラシック 2021 地上波 BASEBALL 2021 ＠ ＠ ヴィンテージ


2021 2021 2021 88（再） 2002 （再） ベストセレクション１６ 2021 BASEBALL 00 Gベスト！ セレクション 2021 2021 第13戦 00 30 （生） 最終日地上波 2021 日テレジータス ～伝承～  1日目 00 2021 ２日目後半② レイブンズ テキサンズ ①（再）


三沢光晴さん 第37回 7/18開催 松井秀喜 松井秀喜 2021 WEEK1 アラゴンGP Moto3 WEEK1 2021 11 地上波(再） 15


0 巨人 巨人 阪神 一周忌 スーパーボウル 0 30 メモリアル 東京ドーム 巨人 V・ロッシ 0 ① 巨人 巨人 編集版 MotoGP 30 0 ② 広島 30 30 巨人 0 30 30 Gベスト！ 長嶋茂雄 0


× × × 特別企画 45  Gベスト！ ③ 全ホームラン集 × 巨人 ダイナミック 伝説の記憶 開幕戦 × × DRAMATIC Moto2 45　Gベスト！ × WEEK2 DRAMATIC × ミヤギテレビ杯 プロ野球熱ケツ情報 引退試合


ヤクルト ヤクルト 巨人 00 （再） 00  ②(再) 西武 × グローブSP ロッシ (再） DeNA DeNA BASEBALL 00 (再） 巨人 ① BASEBALL 阪神 ダンロップ 00　 635（再） 00 00


～京セラD～ ～京セラD～ ～甲子園～ プロレス レイダーズ 松井秀喜 （再） ジャイアンツ ～ジャイアンツ 中日 ＶＳ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ 2021 DRAMATIC ～マツダ～ DRAMATIC 2021 ～東京ドーム～ 女子オープン プロ野球熱ケツ情報


1 （当日放送） クラシック × 1 メモリアル フラッシュバック 球場～ ～東京ドーム～ 326 マルケス 1 カウボーイズ Moto3 DRAMATIC BASEBALL 1 ベアーズ （当日放送） (再） 番組未定 BASEBALL 1 2021 30　 637（再） ジャイアンツ ジャイアンツ 1


89（再） パッカニアーズ ① 45 2019② （再） 9/11開催 ＠ Moto2 巨人 BASEBALL 2021 ＠ 2021 巨人 最終日地上波 プロ野球熱ケツ情報 イースタン ヴィンテージ


（当日放送） （当日放送） ＊Ｂプロ 全日本vs 00 00 Gベスト！ 9/3開催 （当日放送） （録画） 2015年 バッカニアーズ （当日放送） （当日放送） MotoGP × 2021 ラムズ ＊Ｂプロ ジャイアンツ × （当日放送） 00  (再） 00　 639（再） リーグ ⑩（再）


早終了アリ ジャパン ジャイアンツ （再） 阿部慎之助 ※雨天中止の 第8戦 ヤクルト 早終了アリ ＠ 巨人 阪神 ゴルフ革命α ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 2021


2 インタータッグ ベストセレクション 2 プロレス 引退SP 場合番組変更 第605回 オランダ 2 ～東京ドーム～ 巨人 2 ワシントン 30 × ～東京ドーム～ 2 Season3 30 リーグ795（再） 第1次長嶋 2


2連戦 19（再） 45 激闘の記憶 （再) 45 ＧＰ 巨人 × ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 阪神 ④（再） ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 巨人 特集


00 00 00 00 槙原寛己 00 Gベスト！ 00 00 （再） 00 00 00 × ヤクルト 00 00 00 リーグ796(再） ～東京ドーム～ 00 00 00 リーグ796（再） × 00


プロレス 完全試合 ～馬場＆ プロレス 15 15 （当日放送） ヤクルト ～東京ドーム～ プロ野球熱ケツ情報 プロレス （当日放送） プロレス ヤクルト


3 ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ クラシック 30 3 松井秀喜 豪華外国人編～ プロレス クラシック 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 30　Gベスト！ ～東京ドーム～ 3 30 645（再） ジャイアンツ 30 クラシック ジャイアンツ 3 クラシック 放送休止 ～ジャイアンツ ジャイアンツ 3


タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン 90（再） プロレス メモリアル 5 激闘の記憶 ～伝承～ タイムマシーン プロレス ベスト タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン 91（再） （当日放送） タイムマシーン 92（再） 球場～ タイムマシーン


37 38 36 全日本vs クラシック ② プロレス大賞 ～鶴龍＆ 5（再） 36 00 クラシック セレクション 36 37 プロレス （当日放送） （再） プロレス 36 プロレス 世界王者 38 輪島入団 00 （再） ⑰（再）


(再) (再) (再) ジャパン ～伝承～ 年間最高試合 四天王編～ 15 (再) プロ野球熱ケツ情報 ～伝承～ 13（再） (再) (再) クラシック 15 9/17開催 クラシック (再) クラシック ハンセン来日 15 (再) 長州vs ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 9/20開催 1994年


4 ※放送時間 ※放送時間 ※放送時間 6対6 1（再） 4 （再） （再） ④ ※放送時間 30 642（再） 7（再） 4 東京ドーム ※放送時間 ※放送時間 ～伝承～ 4 ～伝承～ ※放送時間 ～伝承～ ＆ カルガリー・ ※放送時間 4 ハンセン 30 リーグ797（再） ※雨天中止の 長嶋巨人 4


短縮アリ 短縮アリ 短縮アリ 全面対抗戦 (再) NFL on 短縮アリ プロ野球熱ケツ情報 45 名場面集② 短縮アリ 短縮アリ 8（再） ジャイアンツ 9（再） 短縮アリ 10（再） ハリケーンズ 45 ジャイアンツ 短縮アリ ダブルタイトルマッチ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 場合番組変更 特集


00 00 00 00 00 00 00 00 日テレジータス 00 00  644（再） 00 00 00 00 タイムマシーン 00 00 00 00 00 00 襲来！ タイムマシーン 00 00 00 リーグ798（再） 00 00


Copyright©2021 日テレジータス








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 水 青 森 ＦⅡ ② 立　川 ＦⅠ 第３日 ♥函館 ＦⅠ ② 高　知 ＦⅠ 第１日 青森 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


♥函館 ＦⅠ ②
(後3:00～後5:00) 川 崎 ＦⅡ ③ 別 府 ＦⅡ ③


2 木 青 森 ＦⅡ ③ 京都向日町 ＧⅢ 第１日 ♥函館 ＦⅠ ③ 高　知 ＦⅠ 第２日 青森 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


♥函館 ＦⅠ ③
(後3:00～後5:00) 松 山 ＦⅡ ①


3 金 京都向日町 ＧⅢ 第２日 ♥久留米 ＦⅠ ① 高　知 ＦⅠ 第３日 ♥西武園 ＦⅡ ① ♥静岡 ＦⅡ 第１日 松 山 ＦⅡ ② ♥久留米 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00) 名古屋 ＦⅡ ① ♥西武園 ＦⅡ 第１日


(後3:00～後5:00)


4 土 京都向日町 ＧⅢ 第３日 ♥久留米 ＦⅠ ② ♥静岡 ＦⅡ 第２日 ♥西武園 ＦⅡ ② ♥久留米 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 松 山 ＦⅡ ③ ♥西武園 ＦⅡ 第２日


(後3:00～後5:00) 名古屋 ＦⅡ ②


5 日 京都向日町 ＧⅢ 第４日 ♥久留米 ＦⅠ ③ 富　山 ＦⅠ 第１日 ♥西武園 ＦⅡ ③ ♥静岡 ＦⅡ 第３日 名古屋 ＦⅡ ③ ♥久留米 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00)


♥西武園 ＦⅡ 第３日
(後3:00～後5:00)


6 月 伊東温泉 ＦⅡ ① ♥防府 ＦⅠ 第１日 弥 彦 ＦⅠ ① 富　山 ＦⅠ 第２日 伊東温泉 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


弥彦 ＦⅠ ①
(後3:00～後5:00) 川 崎 ＦⅡ ① 佐世保 ＦⅡ ①


7 火 伊東温泉 ＦⅡ ② ♥防府 ＦⅠ 第２日 弥 彦 ＦⅠ ② 富　山 ＦⅠ 第３日 ♥奈良 ＦⅡ ① 伊東温泉 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


弥彦 ＦⅠ ②
(後3:00～後5:00) 川 崎 ＦⅡ ②


♥奈良 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後5:00) 佐世保 ＦⅡ ②


8 水 伊東温泉 ＦⅡ ③ ♥防府 ＦⅠ 第３日 弥 彦 ＦⅠ ③ 伊東温泉 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


♥奈良 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後9:00)


弥　彦 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) 川 崎 ＦⅡ ③ 佐世保 ＦⅡ ③


9 木 松　阪 ＧⅢ 第１日 久留米 ＦⅠ ① ♥取手 ＦⅡ 第１日 ♥奈良 ＦⅡ ③ 久留米 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00) ♥宇都宮 ＦⅡ ① ♥奈良 ＦⅡ 第３日


(後3:00～後5:00) 青 森 ＦⅡ ①


10 金 松　阪 ＧⅢ 第２日 久留米 ＦⅠ ② 高　知 ＦⅠ 第１日 ♥函館 ＦⅡ ① ♥取手 ＦⅡ 第２日 ♥宇都宮 ＦⅡ ② 久留米 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 青 森 ＦⅡ ② ♥函館 ＦⅡ 第１日


(後3:00～後5:00)


11 土 松　阪 ＧⅢ 第３日 久留米 ＦⅠ ③ 高　知 ＦⅠ 第２日 ♥函館 ＦⅡ ② ♥取手 ＦⅡ 第３日 ♥宇都宮 ＦⅡ ③ 久留米 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) 青 森 ＦⅡ ③ ♥函館 ＦⅡ 第２日


(後3:00～後5:00)


12 日 松　阪 ＧⅢ 第４日 静 岡 ＦⅠ ① 高　知 ＦⅠ 第３日 ♥函館 ＦⅡ ③ 静　岡 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00) ♥松山 ＦⅡ ① ♥函館 ＦⅡ 第３日


(後3:00～後5:00) 京都向日町 ＦⅡ ①


13 月 富　山 ＦⅠ 第１日 静 岡 ＦⅠ ② 岸和田 ＦⅠ 第１日 豊　橋 ＦⅡ 第１日 ♥松山 ＦⅡ ② 静　岡 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 京都向日町 ＦⅡ ②


14 火 富　山 ＦⅠ 第２日 静 岡 ＦⅠ ③ 岸和田 ＦⅠ 第２日 ♥京王閣 ＦⅡ ① 西武園 ＦⅠ 第１日 ♥松山 ＦⅡ ③ 豊　橋 ＦⅡ 第２日 京都向日町 ＦⅡ ③ 静　岡 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00)


15 水 富　山 ＦⅠ 第３日 別 府 ＦⅠ ① 岸和田 ＦⅠ 第３日 ♥京王閣 ＦⅡ ② 西武園 ＦⅠ 第２日 函 館 ＦⅡ ① 豊　橋 ＦⅡ 第３日 ♥川崎 ＦⅡ ① 別　府 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00)


16 木 西武園 ＦⅠ 第３日 別 府 ＦⅠ ② ♥京王閣 ＦⅡ 第３日
(後3:00～後9:00)


別　府 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 函 館 ＦⅡ ② ♥川崎 ＦⅡ ②


17 金 岐阜 ＧⅡ(共同通信社杯) 第１日 別 府 ＦⅠ ③ 岐阜 ＧⅡ(オッズ) 第１日 平 塚 ＦⅡ ① 別　府 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) 函 館 ＦⅡ ③ 平　塚 ＦⅡ 第１日


(後3:00～後5:00) ♥川崎 ＦⅡ ③


18 土 ♥防府 ＦⅡ ① 岐阜 ＧⅡ(共同通信社杯) 第２日 平 塚 ＦⅡ ② 岐阜 ＧⅡ(オッズ) 第２日 ♥松山 ＦⅡ ① ♥宇都宮 ＦⅠ 第１日 ♥弥彦 ＦⅡ ① ♥防府 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


平塚 ＦⅡ ②
(後3:00～後5:00) 武 雄 ＦⅡ ①


♥松山 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後5:00)


19 日 ♥防府 ＦⅡ ② 岐阜 ＧⅡ(共同通信社杯) 第３日 平 塚 ＦⅡ ③ 岐阜 ＧⅡ(オッズ) 第３日 ♥松山 ＦⅡ ② ♥宇都宮 ＦⅠ 第２日 ♥弥彦 ＦⅡ ② ♥防府 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


平塚 ＦⅡ ③
(後3:00～後5:00) 武 雄 ＦⅡ ②


♥松山 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後5:00)


20 月 ♥防府 ＦⅡ ③ 岐阜 ＧⅡ(共同通信社杯) 第４日 ♥いわき平 ＦⅡ ① 岐阜 ＧⅡ(オッズ) 第４日 ♥松山 ＦⅡ ③ ♥宇都宮 ＦⅠ 第３日 ♥弥彦 ＦⅡ ③ ♥防府 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


♥いわき平 ＦⅡ ①
(後3:00～後5:00) 武 雄 ＦⅡ ③


♥松山 ＦⅡ 第３日
(後3:00～後5:00)


21 火 和歌山 ＦⅠ 第１日 伊東温泉 ＦⅠ ① ♥いわき平 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後9:00)


伊東温泉 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00) 佐世保 ＦⅡ ① 名古屋 ＦⅡ ①


22 水 別 府 ＦⅡ ① 和歌山 ＦⅠ 第２日 伊東温泉 ＦⅠ ② 別府 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


♥いわき平 ＦⅡ 第３日
(後3:00～後9:00)


伊東温泉 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 佐世保 ＦⅡ ② 名古屋 ＦⅡ ②


23 木 別 府 ＦⅡ ② 青　森 ＧⅢ 第１日 伊東温泉 ＦⅠ ③ 和歌山 ＦⅠ 第３日 ♥松山 ＦⅠ ① 別府 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


伊東温泉 ＦⅠ ③
(後3:00～後5:00) 佐世保 ＦⅡ ③


♥松山 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00) 名古屋 ＦⅡ ③


24 金 別 府 ＦⅡ ③ 青　森 ＧⅢ 第２日 ♥松山 ＦⅠ ② 別府 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


♥松山 ＦⅠ ②
(後3:00～後5:00) 武 雄 ＦⅡ ① 宇都宮 ＦⅡ ①


25 土 ♥奈良 ＦⅡ ① 青　森 ＧⅢ 第３日 ♥松山 ＦⅠ ③ ♥豊橋 ＦⅠ 第１日 静 岡 ＦⅡ ① ♥奈良 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


♥松山 ＦⅠ ③
(後3:00～後5:00) 武 雄 ＦⅡ ②


静　岡 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後5:00) 宇都宮 ＦⅡ ②


26 日 ♥奈良 ＦⅡ ② 青　森 ＧⅢ 第４日 ♥松戸 ＦⅠ ① ♥豊橋 ＦⅠ 第２日 静 岡 ＦⅡ ② ♥奈良 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


♥松戸 ＦⅠ ①
(後3:00～後5:00) 武 雄 ＦⅡ ③


静　岡 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後5:00) 宇都宮 ＦⅡ ③


27 月 ♥奈良 ＦⅡ ③ 取　手 ＦⅠ 第１日 ♥松戸 ＦⅠ ② ♥豊橋 ＦⅠ 第３日 静 岡 ＦⅡ ③ 小松島 ＦⅠ 第１日 弥 彦 ＦⅡ ① ♥奈良 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


♥松戸 ＦⅠ ②
(後3:00～後5:00)


静　岡 ＦⅡ 第３日
(後3:00～後5:00)


28 火 取　手 ＦⅠ 第２日 ♥松戸 ＦⅠ ③ 小松島 ＦⅠ 第２日 函 館 ＦⅠ ① ♥名古屋 ＦⅡ 第１日 弥 彦 ＦⅡ ② ♥松戸 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) 京都向日町 ＦⅡ ① 函　館 ＦⅠ 第１日


(後3:00～後5:00)


29 水 取　手 ＦⅠ 第３日 函 館 ＦⅠ ② 小松島 ＦⅠ 第３日 ♥別府 ＦⅡ ① ♥名古屋 ＦⅡ 第２日 弥 彦 ＦⅡ ③ 函　館 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 京都向日町 ＦⅡ ② ♥別府 ＦⅡ 第１日


(後3:00～後5:00)


30 木 平　塚 ＧⅢ 第１日 函 館 ＦⅠ ③ ♥名古屋 ＦⅡ 第３日 ♥別府 ＦⅡ ② 平塚 ＧⅢ(オッズ) 第１日 京都向日町 ＦⅡ ③ 函　館 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00)


♥別府 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後5:00)


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。


9/14（火） ♥京王閣 ＦⅡ 第１日
（後3:00～後5:00）


9/15（水） ♥京王閣 ＦⅡ 第２日
（後3:00～後5:00）


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　9月2021年　9月 https：//www.speedchannel.co.jp


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。
※共同通信社杯の放送時間は、
１６日～１９日▲


６９０ｃｈ　後９：００～/深０：００～▲


６９１ｃｈ　後１１：００～▲


６９４ｃｈ　後８：００～
※翌日朝６９０、６９２ｃｈで再放送いたします。


注）1.   ♥印は、ガールズケイリンを含む開催です。
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。青森ＦⅡ＜8/31～9/2＞、伊東温泉ＦⅡ＜9/6～8＞、防府ＦⅡ＜9/18
～20＞、別府ＦⅡ＜9/22～24＞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。


9 月 の 企 画 番 組


C'estキララ　＃６
自転車に‘夢’をのせて、プ
ロとして生きることを選ん
だガールズ達の日常に密
着。バンクでの鍛え方、競
技にかける思い、走りに込
める想いなどを探ります。
また、バンクを離れた今どきの女性としての一
面に触れることで、等身大のリアルな彼女達の
素顔をまるっとご紹介。プロ・レーサーとし
て、そして一人の女性としてキラリと光るその
個性をセキララに魅せる。
初回放送日・時間
９月２１日（火）▲


６９０ｃｈ　後１０：３０～
ミッドナイトBINGO!　＃１０
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）
初回放送日・時間
９月９日（木）▲


６９０ｃｈ　後１１：３０～


GⅡ明日への激闘　第３７回共同通信社杯
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
９月３０日（木）▲


６９０ｃｈ　後１１：００～
競輪Ｓｈｉｎ発見！ ＃１３
競輪界に存在する様々な言
葉やルール。その中から毎
回一つのテーマを決め、そ
のテーマについて多種多様
な角度から『深』掘りしま
す。そこには『新』しい発
見や意外な『真』実があるかもしれません。
初回放送日・時間
９月１７日（金）▲


６９０ｃｈ　後１１：３０～
真券！競輪魂 ＃２６
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
９月４日（土）▲


６９０ｃｈ　後１１：００～


まもなく開幕！第３７回共同通信社杯
吉岡稔真と山口幸二が、直
前にひかえた共同通信社杯
（GⅡ）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
９月１２日（日）▲


６９０ｃｈ　後１１：００～▲


６９３ｃｈ　後７：３０～
チェック＆チェック　＃３８２
共同通信社杯を振り返ります。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
９月２４日（金）▲


６９０ｃｈ　後１１：００～▲


６９２ｃｈ　後５：００～







SPEEDチャンネルのご視聴⽅法
SPEEDチャンネルは、下記のいずれかの⽅法でご視聴いただくことができます。


▶既にCATVにご加⼊の⽅


受付時間 10:00~18:00
（⼟・⽇・祝⽇も受付）携帯もOK0120-344-864


▶スピードチャンネルカスタマーセンター


▶CATVに新規ご加⼊する⽅
お近くのケーブルテレビ局にお問い合わせいただくか、
下記までお問い合わせください。


ケーブルテレビ局にSPEEDチャンネルを加⼊追加した
い旨をお申し出下さい。
※ケーブルテレビ局によって視聴できない場合があります。


▶詳しくはご加⼊のケーブルテレビ局へお問い合わせ
ください。


円に！円に！円に！


▼


お申込みは電話一本で簡単！


https://www.speedchannel.co.jp


▶既にスカパー︕にご加⼊の⽅
下記の⽅法から簡単にSPEEDチャンネルを追加契約することができます。


（webか電話のどちらかを選択）
▶WEBで変更 「Myスカパー !」にログイン後、契約内容を変更


受付時間
10:00~20:00（年中無休）0120-039-888▶お電話で変更


▶スカパー︕にご加⼊する⽅
下記新規加⼊受付センターへ
お電話でお申し込みください。


▶既にJ:COMにご加⼊の⽅
ご契約のサービスにSPEEDチャンネルを追加できます。
▶WEBで変更


▶WEBでお申し込みの場合
「MY J:COM」にログイン後、
契約内容を変更


受付時間 9:00~18:00（年中無休）
受付時間
9:00~18:00（年中無休）


0120-999-000▶お電話で変更


▶J:COMに新規ご加⼊する⽅
電話番号、郵便番号などからサービスエリアを確認後、その
ままお申し込みができます。


0120-989-989
▶お電話でお申し込みの場合


▶既にひかりTVにご加⼊の⽅
テレビ画⾯からお申し込みください。 ご加⼊についての詳細は、下記ひかりTVへお問い合わせください。
▶ひかりTVカスタマーセンター


上記の電話番号がご利⽤になれない場合


▶ひかりTVホームページ
受付時間
10:00~19:00（年中無休）


携帯電話不可
受付時間
10:00~19:00（年中無休）


009192-144
0120-001144


▶ひかりTVに新規ご加⼊する⽅


0120-555-468
http://www.hikaritv.net/
▶ひかりTV申込受付センター


SPBC限定 プレミアム
 はじめるサポート
SPBC限定 プレミアム
 はじめるサポート
SPBC限定 プレミアム
 はじめるサポートスカパー！プレミアムサー
ビスに新規ご加入頂き、ス
カパーのチャンネルを1年
以上ご契約していただける
お客様


429円／月
（税込）


円／月
（税込）


円／月
（税込）1,320 1,749


プレミアムサービス対応
チューナー


1年以上のご契約を前提とさせていた
だきます。工事完了後3週間以内にご
加入されなかったお客様、ご加入後1
年未満でご解約されたお客様は違約
金として20,000円をご請求させてい
ただきます。詳細はカスタマーセン
ターへお問い合わせください。違約金
は変更になる場合もあります。


最新モデル／
スカパー！ハイブリッド対応／
コンパクトデザイン／Wi-fi搭載


4K・8K対応
スカパー！マルチアンテナ


標準取付工事
込み


サービ
ス


開始！
サービ


ス


開始！
サービ


ス


開始！
サービ


ス


開始！
スマホ・パソコン・タブレットで SPEED
チャンネルを視聴できるサービスが始ま
りました。   スカパー︕ SPEED チャンネ
ルにご加⼊の⽅は無料︕


20カ ス タ マ ー セ ン タ ー





		2021年9月_表面

		【校正用】2021年9月号裏面（2c）











4週目 4週目 4週目 4週目 4週目


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)


04:00 FS8417350R0C FS0314020R0C FS0214240R0C FS0214310R0C FS6207590R0C 04:00
魚種格闘技戦！ 174 突撃！SEAソルジャー 46 5L ton32 BLACKBASSTAR 6 鮎2016


シャローだよ！トップだよ！浜名湖チヌポゲーム能登半島タイラバゲームの魅力 『ラーメンを食べると釣れるってホント？』キャンプとバスフィッシングとEGU'sキッチン！！ Yujistyle 和歌山南紀 
04:30 村田 基 福島和可菜・北出弘紀 タク石黒 吉田 遊・江口俊介 高橋祐次 04:30


05:00 FS0214320R0C FS0313050R0C FS6208590R0C FS6207000R0C FS0214260R0C 05:00
Osprey's EYE 46 ソルトギャラリー 4 トラウトギャラリー 鮎2015 トップ道 58
夏の津風呂湖 石川県金沢沖 スキッディング根魚ゲーム怪魚ハンター北海道ワイルドレインボーYuji Style 北陸・大聖寺川＆九頭竜川 梅雨ノ晴レ間ノ高知県大渡ダム


05:30 並木敏成・阿部貴樹 秋山進一 赤塚ケンイチ 高橋祐次 荒井謙太 05:30


06:00 FS0215169R0C FS0409850R0C FS0312020R0C FS0314070R0C FS9500170 06:00
Natural Tripper season2 2 東北つれつれ団 66 メタルバスター 8 アジングへ行こう！ 11 THEフィッシング ＃1751 ライトショアジギ
広島県三川・八田原ダム 新応援団長就任！地元の海でカレイ五目釣り！北海道 日本海のショアブリ 真夏のアジング 豆アジ攻略の旅 髙橋慶朗・藁科友章


06:30 村上晴彦 青木悠奈・千葉めぐみ 沼田純一 家邊克己 FS9500180 06:30
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
07:00 FS0407420R0C FS6209930R0C FS6104279R0C FS6103660R0C FS8418250R0C 07:00


沖釣りギャラリー トラウトギャラリー G WORLD 10 熱愛！サカナ図鑑 1 魚種格闘技戦！185
真夏のキンメダイ 山形県寒河江川 長崎県五島列島福江島・イシダイ ～アジ～ 極信！神々の国インド


07:30 岡本光央 やまけん 早田昭浩 菅原正志・高橋宏司・神山克也・家邊克己 村田 基 07:30


08:00 FS0410250R0C FS6306280R0C FS6207470R0C FS6104310R0C FS6103100R0C 08:00
オフショアレボリューションNEXT 146 北海道つり部 4 ヘラブナギャラリー △ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 7高橋哲也の釣り、行きませんか？ 5


東京湾・エビスズキ＆エビマゴチ 室蘭のロックフィッシュゲーム 長竿で楽しむ夏の芦ノ湖 和歌山県七川ダム・バス 夏休み・子供たちと海に行こう！
08:30 高橋哲也・松田竜也 佐藤悦子・若井章弘 石井忠相 井阪祐子ほか 高橋哲也ほか 08:30


09:00 FS0314120R0C FS0410270R0C FS6209910R0C FS0316250R0C FS0105020R0C 09:00
イカ魂 11 △TSURI na KIBUN 16 鮎2021 ヒラメイト 26 △フライギャラリー


夏の夜はイカメタル 福井県茱崎沖 静岡県駿河湾・エサ釣り・バラムツ 夏でも釣りしたら何かが起こる説 静岡県芝川
09:30 山本康平・彼方茜香 利水つばさ 堀田光哉・イイジマ 杉坂友大郎・杉坂渓亮 09:30


10:00 FS0316210R0C FS0105020R0C FS0409040R0C FS0316270R0C FS8421170R0C 10:00
Azing lab.2nd 54 △フライギャラリー チヌ道一直線 91 Let's try ソルトゲーム 6 △BIG BITE 152


愛媛県で大爆釣！真夏の磯アジング 静岡県芝川 上天草のかかり釣りに挑む！ 仙台湾のSLJにLet's try！ 神奈川県相模湖
10:30 富永 敦 杉坂友大郎・杉坂渓亮 山本太郎 太田武志・あぜっち 菊元俊文 10:30


11:00 FS8421180R0C FS0408690R0C FS0315080R0C FS6909649R0C FS0214410R0C 11:00
☆伝心伝承 219 大漁！関東沖釣り爆釣会 151 SOUL JERKER 2 参るぞ狼 27 テッペンDASH！ 23


東京湾のイイダコ 長崎県平戸エリア×夏イカ攻略 秋田港北防波堤に参るぞ 兵庫の小規模バスポンドで冒険夏休み！
11:30 松田 稔 小野瀬みらい・根岸伸之 川上英佑 菅原正志・菖蒲理乃・佐々木清治 大西健太 11:30


12:00 FS6208740R0C FS6207590R0C FS0317110R0C FS0214400R0C FS0317090R0C 12:00
ヘラブナギャラリー 鮎2016 ☆SALT X 19 INCREDIBASS 15 △Dz SALT 2ND 12


三名湖 秋の両ダンゴ Yujistyle 和歌山南紀 福岡県響灘ツツイカ 灼熱の8月！霞ヶ浦水系オカッパリ
12:30 福冨大祐 高橋祐次 富所潤 青木大介 12:30


13:00 FS6306840R0C FS6103100R0C FS9600180R0C FS0317100R0C FS6103170R0C 13:00
こちら東海です。 182 高橋哲也の釣り、行きませんか？ 5 釣り百景 ＃301 △アジングへ行こう！ 29 つりメガミ 6


浜名湖の伝統釣法！弁天流し釣り 夏休み・子供たちと海に行こう！ 大型キハダ捕獲！御蔵島 大阪湾 釣りガール・おかまり降臨！
13:30 吉村 唯・宮?智康 高橋哲也ほか 鈴木 斉 家邊克己ほか 岡田万里奈 13:30


14:00 FS6104310R0C FS0316270R0C FS6306850R0C FS0410270R0C FS1101120 14:00
△ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 7 Let's try ソルトゲーム 6 すごかby九州 58 △TSURI na KIBUN 16 ☆釣りうぇ～ぶ 109


和歌山県七川ダム・バス 仙台湾のSLJにLet's try！ 船からフカセ釣り？仕掛けを流して大物狙い！静岡県駿河湾・エサ釣り・バラムツ
14:30 井阪祐子ほか 太田武志・あぜっち 小雪・住田雄司 利水つばさ 井手大介・英玲奈ほか 14:30


15:00 FS1000560R0C FS6102220R0C FS0506800R0C FS8411920R0C FS8411990R0C 15:00
続・渓流三色 釣りはじめます！シーズン2 #61 ITT 12 魚種格闘技戦！ 119 魚種格闘技戦！ 119


埼玉編 熊本県天草 高水温期でも結果を出す！第1幕 極楽！未開のレイクマテオス 第2幕 極楽！未開のレイクマテオス
15:30 細山長司・山本博紀・天野勝利 井澤詩織 田中 貴 村田 基 村田 基 15:30


16:00 FS6909649R0C FS8417430R0C FS6103170R0C FS0315180R0C FS6306570R0C 16:00
参るぞ狼 27 森のチカラ 18 つりメガミ 6 SALT Dreamer 76 北海道つり部 7


秋田港北防波堤に参るぞ 日本の自然にありがとう 青森 釣りガール・おかまり降臨！ 茨城県涸沼 シーバスフィッシング 石狩湾のサビキ釣り
16:30 菅原正志・菖蒲理乃・佐々木清治 仲川希良・渡辺佐智 岡田万里奈 鈴木 斉 佐藤悦子・小田純平 16:30


17:00 FS0410270R0C FS6306840R0C FS6104310R0C FS0317110R0C FS9600180R0C 17:00
△TSURI na KIBUN 16 こちら東海です。 182 △ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 7 ☆SALT X 19 釣り百景 ＃301


静岡県駿河湾・エサ釣り・バラムツ 浜名湖の伝統釣法！弁天流し釣り 和歌山県七川ダム・バス 福岡県響灘ツツイカ 大型キハダ捕獲！御蔵島
17:30 利水つばさ 吉村 唯・宮?智康 井阪祐子ほか 富所潤 鈴木 斉 17:30


18:00 FS0105020R0C FS0214400R0C FS0214410R0C FS6104280 FS0506620R0C 18:00
△フライギャラリー INCREDIBASS 15 テッペンDASH！ 23 J LAND 11 楽釣楽磯宣言 48


静岡県芝川 灼熱の8月！霞ヶ浦水系オカッパリ兵庫の小規模バスポンドで冒険夏休み！ 大野雄大(Da-iCE)ほか 鹿児島県久志エリア
18:30 杉坂友大郎・杉坂渓亮 青木大介 大西健太 FS6104340 城本尚史 18:30


☆J LAND 12
大野雄大(Da-iCE)ほか


19:00 FS0409460R0C FS6208080R0C FS0410270R0C FS8421180R0C FS0215150R0C 19:00
目指せ！竿頭 4 TROUT QUEST 14 △TSURI na KIBUN 16 ☆伝心伝承 219 ☆BASS SESSION 17
 真夏のシロギス 岐阜県庄川水系 山岳渓流で尺イワナ 静岡県駿河湾・エサ釣り・バラムツ 岐阜県五三川


19:30 FS6104280 吉田和展 利水つばさ 松田 稔 伊豫部健 19:30
J LAND 11


大野雄大(Da-iCE)ほか
20:00 FS0316270R0C FS6306850R0C FS6909649R0C FS0215140R0C FS6307110R0C 20:00


Let's try ソルトゲーム 6 すごかby九州 58 参るぞ狼 27 ☆ガチコン 31 ☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 5
仙台湾のSLJにLet's try！ 船からフカセ釣り？仕掛けを流して大物狙い！ 秋田港北防波堤に参るぞ 福岡県遠賀川


20:30 太田武志・あぜっち 小雪・住田雄司 菅原正志・菖蒲理乃・佐々木清治 大仲正樹 FS6307150R0C 20:30
☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 6


21:00 FS0317110R0C FS6307110R0C FS1101120 FS0215170R0C FS6104350R0C 21:00
☆SALT X 19 ☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 5 ☆釣りうぇ～ぶ 109 ☆Dz BASS 7 ☆限界デスマッチ 2


福岡県響灘ツツイカ Ultimate Competition #1千葉県豊英ダム ラウンド2 小笠原キハダ
21:30 富所潤 FS6307150R0C 井手大介・英玲奈ほか 赤羽修弥 橋本 景 21:30


☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 6


22:00 FS0214410R0C FS0315180R0C FS0214400R0C FS6306840R0C FS0410280R0C 22:00
テッペンDASH！ 23 SALT Dreamer 76 INCREDIBASS 15 こちら東海です。 182 ☆沖釣りギャラリー


兵庫の小規模バスポンドで冒険夏休み！ 茨城県涸沼 シーバスフィッシング 灼熱の8月！霞ヶ浦水系オカッパリ 浜名湖の伝統釣法！弁天流し釣り 神奈川県相模湾 コマセキハダ
22:30 大西健太 鈴木 斉 青木大介 吉村 唯・宮?智康 吉野七宝実 22:30


23:00 【特集：渓流に涼み鱒と遊ぶ】 【特集：渓流に涼み鱒と遊ぶ】 【特集：渓流に涼み鱒と遊ぶ】 【特集：渓流に涼み鱒と遊ぶ】 【特集：渓流に涼み鱒と遊ぶ】 23:00
フライギャラリー トラウトギャラリー フライギャラリー 魚種格闘技戦！ 221 TROUT QUEST 18


Hunt Down 晩夏の源流 秩父荒川水系 夏ヤマメ FlyFisherの夏休み 冷涼地帯に潜む宝石たち 東北で尺ヤマメをクエスト
23:30 渋谷直人 風間俊春 嶋崎 了 村田 基 吉田和展 23:30


24:00 FS0212370R0C FS6104310R0C FS0104410R0C FS1101120 FS6103000R0C 24:00


ぶらりバスの旅 10 △ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 7 ハイパーエキスパート ☆釣りうぇ～ぶ 109 戦慄！釣り場の心霊スポット巡り 2019
夏の東北 HIBARAKO HAPPYDAYS 和歌山県七川ダム・バス 北海道阿寒湖2016


24:30 センドウタカシ 井阪祐子ほか 杉坂研治 井手大介・英玲奈ほか 星崎柑那・美波千尋・松居泉典 24:30


25:00 FS6103170R0C FS9500170 FS8421170R0C FS0104110R0C FS0213240R0C 25:00
つりメガミ 6 THEフィッシング ＃1751 ライトショアジギ △BIG BITE 152 フライギャラリー D-IMPACT 68


釣りガール・おかまり降臨！ 髙橋慶朗・藁科友章 神奈川県相模湖 BASSゲーム@芦ノ湖 モンスター出現！梅雨の池原ダム
25:30 岡田万里奈 FS9500180 菊元俊文 岩井渓一郎 奥村和正 25:30


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
26:00 FS0214280R0C FS0317110R0C FS6307110R0C FS0314000R0C FS0313010R0C 26:00


ランガンパニック 42 ☆SALT X 19 ☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 5 BinBinソルト 43 Rock’n Fish 57
撃釣！雨の濁りは反転流を狙え！ 福岡県響灘ツツイカ 岡山瀬戸内 三重熊野ロックゲーム


26:30 吉田 撃 富所潤 FS6307150R0C 中島成典 折本隆由 26:30


☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 6


27:00 FS0215140R0C FS0215150R0C FS6306250R0C FS6306850R0C FS6207450R0C 27:00


☆ガチコン 31 ☆BASS SESSION 17 投げ釣りギャラリー すごかby九州 58 トラウトギャラリー
福岡県遠賀川 岐阜県五三川 夏の夜の大勝負！興奮の磯モン狙い船からフカセ釣り？仕掛けを流して大物狙い！ 怪魚ハンター登場！北海道


27:30 大仲正樹 伊豫部健 中本嗣通 小雪・住田雄司 赤塚ケンイチ 27:30







1週目 1週目 1週目 1週目 1週目 1週目 1週目


9月6日(月) 9月7日(火) 9月8日(水) 9月9日(木) 9月10日(金) 9月11日(土) 9月12日(日)


04:00 FS0214110R0C FS9600180R0C FS9500170 FS0104130R0C FS0314150R0C FS0312010R0C FS0506390R0C 04:00
INCREDIBASS 14 釣り百景 ＃301 THEフィッシング ＃1751 ライトショアジギ フライギャラリー Dz SALT 108 Azing lab.2nd 31 磯を駆ける 80


奈良県七色ダム 夏の虫パターンが炸裂！ 大型キハダ捕獲！御蔵島 髙橋慶朗・藁科友章 晩夏・関東のイワナ釣り 清流のデイシーバスゲーム in 島根 大分県で夏を満喫！ 新潟県笹川流れの旅
04:30 青木大介 鈴木 斉 FS9500180 里見栄正 藤田知洋 富永 敦 平和卓也 04:30


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
05:00 FS0315030R0C FS6208140R0C FS0104700R0C FS0214290R0C FS8416310R0C FS6909630R0C FS0213330R0C 05:00


ソルトギャラリー 26 鮎2017 ハイパーエキスパート BASS SESSION 7 愛媛県金砂湖 魚種格闘技戦！163 参るぞ狼 26 Are you mad？ 2
最強丹後スタイル in 大阪湾 YujiStyle 静岡県・気田川 九州長崎のクロダイ 奥田 学 八重山ブルー石垣島旅 霞ヶ浦へ日本初の○○プロに会いに参るぞ 関東攻略！ジャイアントベイト


05:30 山本育宏 高橋祐次 杉坂研治 FS0214300R0C 村田 基 菅原正志・菖蒲理乃・吉田幸二 Satanシマダ 05:30
BASS SESSION 8 愛媛県金砂湖


黒田健史
06:00 FS6102620R0C FS0410270R0C FS8419240R0C FS0506620R0C FS6207510R0C FS6102140R0C FS8420589R0C 06:00


釣りたガール！ 7 TSURI na KIBUN 16 Fishing Cafe 65 楽釣楽磯宣言 48 ヘラブナギャラリー 釣戦 ～IKUSA～ 3 伝心伝承 207
大阪湾の夏を満喫！ 静岡県駿河湾・エサ釣り・バラムツ クロダイとチヌ 大学教授・海野徹也 鹿児島県久志エリア 晩夏の山上湖に魅せられて 岐阜県板取川 鮎対決 特別編 ～リクエストスペシャル～


06:30 村西利恵・石川文菜 利水つばさ 海野徹也 城本尚史 萩野孝之 高橋祐次・島 啓悟 松田 稔 06:30


07:00 FS0317090R0C FS0317100R0C FS6209200R0C FS6104310R0C FS0105020R0C FS9600180R0C FS6102630R0C 07:00
Dz SALT 2ND 12 アジングへ行こう！ 29 ヘラブナギャラリー ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 7 フライギャラリー 釣り百景 ＃301 釣りたガール！ 8


大阪湾 友部湯崎湖・夏のチョウチン 和歌山県七川ダム・バス 静岡県芝川 大型キハダ捕獲！御蔵島 大阪湾でタチウオテンヤ＆海釣り公園
07:30 家邊克己ほか 杉本智也 井阪祐子ほか 杉坂友大郎・杉坂渓亮 鈴木 斉 村西利恵・柳野玲子 07:30


08:00 FS0409860R0C FS8416460R0C FS6208680R0C FS0316160R0C FS0506610R0C FS0410280R0C FS6103150R0C 08:00
チヌ道一直線 103 森のチカラ 15 エリアトラベラーズ 93 とことんエギパラダイス 137 Oh！エド釣り日記 △沖釣りギャラリー 休日は釣りに夢中！ 3


水潮のホーム 回復期の大チヌ清らかな水を生み出す霧ヶ峰の不思議なチカラ 鹿島槍ガーデン 和歌山県南紀の旅 真夏の静岡県で観光、時々堤防 神奈川県相模湾 コマセキハダ初めてのウキフカセ釣り 渕上万莉・西田直恵・角田裕介
08:30 山本太郎 仲川希良・渡辺佐智 村田 基 片山愛海・那須テルキ エド山口 吉野七宝実 FS6104340 08:30


△J LAND 12
大野雄大(Da-iCE)ほか


09:00 FS6306279R0C FS0315020R0C FS0315010R0C FS6104350R0C FS6208650R0C FS0409430R0C FS0215170R0C 09:00
こちら東海です。 169 ソルトギャラリー 25 やっぱりシー研 海洋生物研究所 2 △限界デスマッチ 2 鮎2018 なるほど！沖釣りマスター 3 △Dz BASS 7


南伊勢でチヌのかかり釣り 東京湾のボートアジング 兵庫県明石沖 超高級マダコ ラウンド2 小笠原キハダ 都心近郊に天然遡上り 晩夏の酒匂川 大阪湾のタチウオでなるほど！ Ultimate Competition #1千葉県豊英ダム
09:30 吉村 唯・吉川麻帆（ちぬ子） 小町広一 藤澤周郷・久保浩一 橋本 景 井川弘二郎 富所 潤・吉田昇平 赤羽修弥 09:30


10:00 FS6208080R0C FS0410280R0C FS6306570R0C FS6207560R0C FS6209230R0C FS0214430R0C FS0215140R0C 10:00
TROUT QUEST 14 △沖釣りギャラリー 北海道つり部 7 ヘラブナギャラリー トラウトギャラリー 敏腕黒鱒仕事人 6 △ガチコン 31


岐阜県庄川水系 山岳渓流で尺イワナ 神奈川県相模湾 コマセキハダ 石狩湾のサビキ釣り 松原湖 長竿で味わう秋の野釣り 真夏の北東北 ヤマメ＆イワナ 千葉県戸面原ダムを計20分で攻略せよ 福岡県遠賀川
10:30 吉田和展 吉野七宝実 佐藤悦子・小田純平 小山圭造 やまけん 折金一樹 大仲正樹 10:30


11:00 FS9600180R0C FS0408679R0C FS8418350R0C FS0313180R0C FS0315200R0C FS0215150R0C FS0104710R0C 11:00
釣り百景 ＃301 沖釣りギャラリー 伝心伝承 176 RUN＆GUN SALT 4 とことんエギパラダイス 130 △BASS SESSION 17 フライギャラリー


大型キハダ捕獲！御蔵島 相模湾のカツオ・キハダ 高知県 新荘川 鮎 大阪湾 タチウオ・スローワインド京都府京丹後の旅 愛海おねぃさん初登場！ 岐阜県五三川 山毛ばり ～僕たちのフライフィッシング～
11:30 鈴木 斉 田渕雅生 松田 稔 関根健太 片山愛海・井阪祐子 伊豫部健 牟田口崇・小倉隆平 11:30


12:00 FS0315200R0C FS1101120 FS0410299R0C FS6307100R0C FS6103160R0C FS6307110R0C FS0317110R0C 12:00
とことんエギパラダイス 130 △釣りうぇ～ぶ 109 ☆チヌ道一直線 109 ☆こちら東海です。 187 休日は釣りに夢中！ 4 △関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 5 △SALT X 19


京都府京丹後の旅 愛海おねぃさん初登場！ 三重県松阪市 明和町海岸 季節外れのデカイカ出現！ 渕上万莉・西田直恵・角田裕介 福岡県響灘ツツイカ
12:30 片山愛海・井阪祐子 井手大介・英玲奈ほか 山本太郎 人見 音ほか FS6104340 FS6307150R0C 富所潤 12:30


△J LAND 12 △関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 6
大野雄大(Da-iCE)ほか


13:00 FS0506180R0C FS0315180R0C FS0316290R0C FS0316280R0C FS0317130R0C FS0214440R0C FS8421180R0C 13:00
ITT 1 SALT Dreamer 76 Splash！アラソルト 6 Rock'n Fish 77 ☆Let's try ソルトゲーム 10 Are you mad？ 7 △伝心伝承 219


シーズン初期 熊本県天草 茨城県涸沼 シーバスフィッシング 相模湾でオフショアキャスティング 三重県 レンタルボートロック 岩手県 イカメタル 秋の相模湖でスーパーストライク！
13:30 田中 貴 鈴木 斉 井上直美・北村秀行 折本隆由 太田武志・吉村 唯 Satanシマダ 松田 稔 13:30


14:00 FS6208140R0C FS9500170 FS0410280R0C FS8420590R0C FS8420640R0C FS6104350R0C FS1101130 14:00
鮎2017 THEフィッシング ＃1751 ライトショアジギ △沖釣りギャラリー 魚種格闘技戦！ 221 伝心伝承 209 △限界デスマッチ 2 ☆釣りうぇ～ぶ 110


YujiStyle 静岡県・気田川 髙橋慶朗・藁科友章 神奈川県相模湾 コマセキハダ 冷涼地帯に潜む宝石たち 高知県四万十川～光陰流水、哀愁に浸かる～ ラウンド2 小笠原キハダ
14:30 高橋祐次 FS9500180 吉野七宝実 村田 基 松田 稔 橋本 景 井手大介・英玲奈ほか 14:30


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
15:00 FS6205150R0C FS6209300R0C FS0312090R0C FS6909649R0C FS0304670 FS8419520R0C FS8419590R0C 15:00


旬の釣り ワカサギマニアックス 13 Rock’n Fish 52 参るぞ狼 27 THE FISHERMAN 17 魚種格闘技戦！ 202 魚種格闘技戦！ 203
千曲川 本流釣り 千島克也＠山梨県山中湖 薩摩硫黄島ロックゲーム 秋田港北防波堤に参るぞターキッシュブルーのモンスターGT in ニューカレドニア赤道直下の淡水魚世界最強列伝・パプアンバスパプア淡水怪魚グランドスラムを狙え・パプアンバス


15:30 細山長司 佐久田瑠美・千島克也 折本隆由 菅原正志・菖蒲理乃・佐々木清治 鈴木文雄 村田 基 村田 基 15:30


16:00 FS6307110R0C FS6208120R0C FS6104350R0C FS8421180R0C FS0214430R0C FS6103690R0C FS6307100R0C 16:00
△関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 5 ヘラブナギャラリー △限界デスマッチ 2 △伝心伝承 219 敏腕黒鱒仕事人 6 つりメガミ 9 ☆こちら東海です。 187


千葉県亀山湖で巨べら狙い ラウンド2 小笠原キハダ 千葉県戸面原ダムを計20分で攻略せよ アウトドア歴＝年齢 森風美降臨
16:30 FS6307150R0C 伊藤さとし 橋本 景 松田 稔 折金一樹 森 風美 人見 音ほか 16:30


△関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 6


17:00 FS1101120 FS6306809R0C FS0214200R0C FS0506180R0C FS0316369R0C FS0317130R0C FS0214500R0C 17:00
△釣りうぇ～ぶ 109 すごかby九州 57 D-IMPACT 72 ITT 1 SOUL JERKER 7 ☆Let's try ソルトゲーム 10 モンドリアンファイター 26


佐賀県唐津市 真夏の磯遊び 満水の池原 粘りの釣りでモンスター出現！ シーズン初期 熊本県天草 実践編 しまなみエリア×秋イカ攻略 岩手県 イカメタル 秋の津風呂湖攻略！デラデラモンスター
17:30 井手大介・英玲奈ほか 小雪・川原 恵 奥村和正 田中 貴 川上英佑 太田武志・吉村 唯 伊豫部 健 17:30


18:00 FS0408690R0C FS0317110R0C FS0215170R0C FS6103690R0C FS0410280R0C FS0409470R0C FS6209280R0C 18:00
大漁！関東沖釣り爆釣会 151 △SALT X 19 △Dz BASS 7 つりメガミ 9 △沖釣りギャラリー オフショアレボリューションNEXT 135 トラウトギャラリー


東京湾のイイダコ 福岡県響灘ツツイカ Ultimate Competition #1千葉県豊英ダム アウトドア歴＝年齢 森風美降臨 神奈川県相模湾 コマセキハダ 玄界灘で先取り落し込み 信州高瀬川の大岩魚
18:30 小野瀬みらい・根岸伸之 富所潤 赤羽修弥 森 風美 吉野七宝実 高橋哲也・松田竜也 吉田和展 18:30


19:00 FS6103700R0C FS6307110R0C FS0315200R0C FS0214500R0C FS6104350R0C FS0410299R0C FS0312090R0C 19:00
ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 3△関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 5 とことんエギパラダイス 130 モンドリアンファイター 26 △限界デスマッチ 2 ☆チヌ道一直線 109 Rock’n Fish 52


小雪の池原チャレンジ！ 京都府京丹後の旅 愛海おねぃさん初登場！秋の津風呂湖攻略！デラデラモンスター ラウンド2 小笠原キハダ 三重県松阪市 明和町海岸 薩摩硫黄島ロックゲーム
19:30 小雪・Satanシマダ FS6307150R0C 片山愛海・井阪祐子 伊豫部 健 橋本 景 山本太郎 折本隆由 19:30


△関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 6


20:00 FS0214200R0C FS0104710R0C FS0214440R0C FS0316290R0C FS0316280R0C FS0317120R0C FS0213489R0C 20:00
D-IMPACT 72 フライギャラリー Are you mad？ 7 Splash！アラソルト 6 Rock'n Fish 77 ☆ランガンパニック 47 ぶらりバスの旅 13


満水の池原 粘りの釣りでモンスター出現！山毛ばり ～僕たちのフライフィッシング～秋の相模湖でスーパーストライク！ 相模湾でオフショアキャスティング 三重県 レンタルボートロック 茨城県霞ヶ浦水系 怪魚攻略！？明石海峡釣りグルメ旅！
20:30 奥村和正 牟田口崇・小倉隆平 Satanシマダ 井上直美・北村秀行 折本隆由 吉田 撃 センドウタカシ 20:30


21:00 FS0410299R0C FS0317120R0C FS0317130R0C FS0316369R0C FS1101130 FS8421190R0C FS0409910R0C 21:00
☆チヌ道一直線 109 ☆ランガンパニック 47 ☆Let's try ソルトゲーム 10 SOUL JERKER 7 ☆釣りうぇ～ぶ 110 ☆魚種格闘技戦！ 233 大漁！関東沖釣り爆釣会 178


三重県松阪市 明和町海岸 茨城県霞ヶ浦水系 岩手県 イカメタル 実践編 しまなみエリア×秋イカ攻略 DIRECTORS-spec 奨 相模湾のアマダイ
21:30 山本太郎 吉田 撃 太田武志・吉村 唯 川上英佑 井手大介・英玲奈ほか 村田 基 太田 唯・沖藤武彦 21:30


22:00 FS6307100R0C FS0214340R0C FS0214559R0C FS0214430R0C FS6103690R0C FS6103700R0C FS8420620R0C 22:00
☆こちら東海です。 187 MEGA UP！ 6 BLACKBASSTAR 7 敏腕黒鱒仕事人 6 つりメガミ 9 ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 3 魚種格闘技戦！ 222


灼熱！真夏の淀川攻略 季節の変わり目・デスミガウラで水面炸裂！千葉県戸面原ダムを計20分で攻略せよ アウトドア歴＝年齢 森風美降臨 小雪の池原チャレンジ！ オホーツク海の怪魚！オオカミウオ リベンジ
22:30 人見 音ほか HASSY（ハッシー） 吉田 遊 折金一樹 森 風美 小雪・Satanシマダ 村田 基 22:30


23:00 【7夜連続！：秋の夜長の怪魚特集】 【7夜連続！：秋の夜長の怪魚特集】 【7夜連続！：秋の夜長の怪魚特集】 【7夜連続！：秋の夜長の怪魚特集】 【7夜連続！：秋の夜長の怪魚特集】 【7夜連続！：秋の夜長の怪魚特集】 【7夜連続！：秋の夜長の怪魚特集】 23:00
オフショアレボリューションNEXT 112 ぶらりバスの旅 13 魚種格闘技戦！ 222 魚種格闘技戦！ 211 遠征大物釣りへ行こう！ BIG BITE 137 SALT Dreamer 81


鹿児島の大タチウオ 怪魚攻略！？明石海峡釣りグルメ旅！オホーツク海の怪魚！オオカミウオ リベンジ米アラスカ釣行！100lbのハリバット 宮古島で泳がせ釣り 渇水地獄の池原攻略 青森クロマグロキャスティングゲーム
23:30 高橋哲也 センドウタカシ 村田 基 村田 基 中村 透 菊元俊文 鈴木 斉 23:30


24:00 FS6103150R0C FS0312090R0C FS0506180R0C FS0410280R0C FS0104710R0C FS1101130 FS6102090R0C 24:00
休日は釣りに夢中！ 3 Rock’n Fish 52 ITT 1 △沖釣りギャラリー フライギャラリー ☆釣りうぇ～ぶ 110 釣戦 ～IKUSA～ 1


初めてのウキフカセ釣り 渕上万莉・西田直恵・角田裕介薩摩硫黄島ロックゲーム シーズン初期 熊本県天草 神奈川県相模湾 コマセキハダ 山毛ばり ～僕たちのフライフィッシング～ 霞ヶ浦水系オカッパリ対決
24:30 FS6104340 折本隆由 田中 貴 吉野七宝実 牟田口崇・小倉隆平 井手大介・英玲奈ほか 川村光大郎・伊豫部健 24:30


△J LAND 12
大野雄大(Da-iCE)ほか


25:00 FS0215150R0C FS0310940R0C FS0407850R0C FS0314110R0C FS0215140R0C FS0214200R0C FS6102130R0C 25:00
△BASS SESSION 17 Azing lab.2nd 25 オフショアレボリューションNEXT 89 ヒラメイト 17 △ガチコン 31 D-IMPACT 72 釣戦 ～IKUSA～ 2


岐阜県五三川 広島県呉 真夏のナイトアジングで大アジ・SSアジが大乱舞宮古島男祭り 第1弾 青森県津軽＆南部地方で夏ヒラメ攻略！ 福岡県遠賀川 満水の池原 粘りの釣りでモンスター出現！ 聖地・池原ダム ビッグバス対決
25:30 伊豫部健 富永 敦 高橋哲也 堀田光哉 大仲正樹 奥村和正 平岩孝典・サタン島田 25:30


26:00 FS0215170R0C FS0410299R0C FS6307100R0C FS0317130R0C FS8416390R0C FS0311990R0C FS6102140R0C 26:00


△Dz BASS 7 ☆チヌ道一直線 109 ☆こちら東海です。 187 ☆Let's try ソルトゲーム 10 魚種格闘技戦！ 164 ドラゴン8 #6 釣戦 ～IKUSA～ 3
Ultimate Competition #1千葉県豊英ダム 三重県松阪市 明和町海岸 岩手県 イカメタル 宮崎日向灘シイラ楽園夏物語 テンヤ勝負の大阪湾 ドラ7 岐阜県板取川 鮎対決


26:30 赤羽修弥 山本太郎 人見 音ほか 太田武志・吉村 唯 村田 基 吉岡 進 高橋祐次・島 啓悟 26:30


27:00 FS6104350R0C FS0317120R0C FS8420040R0C FS6305930R0C FS0213360R0C FS6102180R0C 27:00


△限界デスマッチ 2 メンテナンス休止 ☆ランガンパニック 47 Go for it！ 166 すごかby九州 40 TryB 8 釣戦 ～IKUSA～ 4
ラウンド2 小笠原キハダ 茨城県霞ヶ浦水系 夏のリザーバー・大分県芹川ダム 三度目のウキフカセ釣り！ 真夏の府中湖にTry！ 亀山マスター対決


27:30 橋本 景 吉田 撃 田辺哲男 美舞・古川恵一郎 伊藤 巧 川島 勉・小森嗣彦 27:30







2週目 2週目 2週目 2週目 2週目 2週目 2週目


9月13日(月) 9月14日(火) 9月15日(水) 9月16日(木) 9月17日(金) 9月18日(土) 9月19日(日)


04:00 FS0310960R0C FS0409450R0C FS0315040R0C FS0409870R0C FS8420600R0C FS0314210R0C 04:00
ソルトギャラリー 目指せ！竿頭 3 メンテナンス休止 Dz SALT 120 TSURI na KIBUN 5 Go for it！ 172 アジングへ行こう！ 12


スローピッチ 千葉県・南房総 アカムツ 阪本智子・吉野公大 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 真夏のステルスレイク・広島県神龍湖「秋のアジング 三重県・松阪尾鷲の旅」
04:30 西本康生 FS0409460R0C 藤田知洋 利水つばさ・YUKI 田辺哲男 家邊克己 04:30


目指せ！竿頭 4
 真夏のシロギス


05:00 FS8419250R0C FS0409890R0C FS0309790R0C FS0315050R0C FS0316170R0C FS0213370R0C 05:00
伝心伝承 188 なるほど！沖釣りマスター 9 メンテナンス休止 根魚！コーストパトロール9 Azing Lab.2nd 49 やっぱりシー研 海洋生物研究所 8 トップ道 54


宮崎県一ツ瀬川 金洲のキメジ・カツオ五目 隠岐の夏メバル 三重の離島で夏アジング＆キャンプ 兵庫県神戸沖から明石沖 愛媛トリエンナーレ
05:30 松田 稔 松本圭一・鈴木新太郎 金丸竜児 富永 敦 藤澤周郷・新 拓也 荒井謙太 05:30


06:00 FS6209649R0C FS0408650R0C FS0214330R0C FS0215170R0C FS0313119R0C FS6909480R0C 06:00
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 メンテナンス休止 Are you mad？ 6 Dz BASS 7 ドラゴン8 #10 参るぞ狼 12


北海道 アカイガワ 相模湾のキハダ＆カツオ エイトトラップ炸裂！初夏の相模湖攻略Ultimate Competition #1千葉県豊英ダム テンヤ真っ向勝負！大阪湾 郡上八幡へ参るぞ
06:30 村田 基 高橋哲也・松田竜也 Satanシマダ 赤羽修弥 吉岡 進 菅原正志・柳野玲子・白滝治郎 06:30


07:00 FS0317110R0C FS6104350R0C FS6209630R0C FS0410280R0C FS0409910R0C FS8420109R0C FS6208690R0C 07:00
SALT X 19 限界デスマッチ 2 鮎2020 沖釣りギャラリー 大漁！関東沖釣り爆釣会 178 伝心伝承 201 鮎2018


福岡県響灘ツツイカ ラウンド2 小笠原キハダ 小沢兄弟の夏休み 神奈川県相模湾 コマセキハダ 相模湾のアマダイ 200回記念 ～後編～ トーナメンターの眼 初めての利根川
07:30 富所潤 橋本 景 小沢 聡・小澤 剛 吉野七宝実 太田 唯・沖藤武彦 松田 稔 島 啓悟 07:30


08:00 FS0409050R0C FS0104849R0C FS0408230R0C FS0314210R0C FS8421180R0C FS0313099R0C FS8415480R0C 08:00
オフショアレボリューションNEXT125 ハイパーエキスパート チヌ道一直線 79 アジングへ行こう！ 12 伝心伝承 219 突撃！SEAソルジャー 43 Fishing Café 49


錦江湾タチウオ 岐阜県蒲田川ウェット＆ニンフ 年ナシ連発！話題の中切り 「秋のアジング 三重県・松阪尾鷲の旅」 東京湾でモンスター級のギガアジゲット！ テンカラの足跡を訪ねて
08:30 高橋哲也・松田竜也 杉坂研治 山本太郎 家邊克己 松田 稔 福島和可菜・トモ清水 石垣尚男・山田和幸・ダニエル W ガルハルド08:30


09:00 FS6103110 FS0408640R0C FS6208660R0C FS0315069R0C FS0506150R0C FS0316180R0C FS8421190R0C 09:00
釣りたガール！ 37 イカメタル チヌ道一直線 85 ヘラブナギャラリー Let's try ソルトゲーム 2 磯を駆ける 76 メタルバスター 22 △魚種格闘技戦！ 233


村西利恵・加藤るみ 梅雨明け直後の大阪湾！ 夏の野釣り 巨ベラを求めて 鳥取県大山沖のメタルティップラン 島根県出雲の旅 ヒラマサ VS 東京都神津島村のカンパチ リベンジ DIRECTORS-spec 奨
09:30 FS6103120 山本太郎 伊藤さとし 太田武志・あぜっち（畔地香帆） 平和卓也 沼田純一 村田 基 09:30


釣りたガール！ 38 レンコダイ五目
村西利恵・加藤るみ


10:00 FS0316369R0C FS0409440R0C FS6307110R0C FS8420640R0C FS6206940R0C FS6307100R0C FS0317120R0C 10:00
SOUL JERKER 7 東北つれつれ団 62 関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 5 伝心伝承 209 ヘラブナギャラリー △こちら東海です。 187 △ランガンパニック 47


実践編 しまなみエリア×秋イカ攻略 青森県平舘海峡のテンヤマダイ 高知県四万十川～光陰流水、哀愁に浸かる～群馬県三名湖 チョウチン両ダンゴ 茨城県霞ヶ浦水系
10:30 川上英佑 星 礼美・根元陽介 FS6307150R0C 松田 稔 石井忠相 人見 音ほか 吉田 撃 10:30


関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 6


11:00 FS0316280R0C FS0104420R0C FS6209949R0C FS8421190R0C FS6207490R0C FS0214429R0C FS0214460R0C 11:00
Rock'n Fish 77 フライギャラリー ☆鮎2021 △魚種格闘技戦！ 233 トラウトギャラリー トップ道 59 follow my F 15


三重県 レンタルボートロック Hunt Down 晩夏の源流 DIRECTORS-spec 奨 秩父荒川水系 夏ヤマメ 中四国フローター＆カヤック 福岡のメジャーリバー・遠賀川を歩く
11:30 折本隆由 渋谷直人 森岡達也 村田 基 風間俊春 荒井謙太 川村光大郎 11:30


12:00 FS8420620R0C FS1101130 FS6209280R0C FS0409900R0C FS0317140R0C FS0104950R0C FS0317130R0C 12:00
魚種格闘技戦！ 222 △釣りうぇ～ぶ 110 トラウトギャラリー TSURI na KIBUN 6 ☆やっぱりシー研 海洋生物研究所 14 フライギャラリー △Let's try ソルトゲーム 10


オホーツク海の怪魚！オオカミウオ リベンジ 信州高瀬川の大岩魚 WARASA na KIBUN 三重県尾鷲 アジ・イカ How to start FlyFishing 3 岩手県 イカメタル
12:30 村田 基 井手大介・英玲奈ほか 吉田和展 利水つばさ・里々佳 藤澤周郷ほか 杉坂友大郎・長沢美月 太田武志・吉村 唯 12:30


13:00 FS0316330R0C FS0213489R0C FS0409470R0C FS6208670R0C FS9600190R0C FS6209270R0C FS0410299R0C 13:00
SALT Dreamer 81 ぶらりバスの旅 13 オフショアレボリューションNEXT 135 TROUT QUEST 18 釣り百景 ＃304 ヘラブナギャラリー △チヌ道一直線 109


青森クロマグロキャスティングゲーム怪魚攻略！？明石海峡釣りグルメ旅！ 玄界灘で先取り落し込み 東北で尺ヤマメをクエスト 夏の日本海ソルトルアーゲーム 巨べら浪漫 神流湖秋の陣 三重県松阪市 明和町海岸
13:30 鈴木 斉 センドウタカシ 高橋哲也・松田竜也 吉田和展 富所 潤・折本隆由 石井忠相 山本太郎 13:30


14:00 FS6209270R0C FS8421190R0C FS8420109R0C FS0317150R0C FS0410260R0C FS0315140R0C FS1101140 14:00
ヘラブナギャラリー △魚種格闘技戦！ 233 伝心伝承 201 ☆メタルバスター 26 ☆大漁！関東沖釣り爆釣会 184 Splash！アラソルト 2 ☆釣りうぇ～ぶ 111


巨べら浪漫 神流湖秋の陣 DIRECTORS-spec 奨 200回記念 ～後編～ 新潟県佐渡島 ヒラマサ 駿河湾清水沖でタイラバゲーム
14:30 石井忠相 村田 基 松田 稔 沼田純一 太田 唯ほか 井上直美・中村宗彦 井手大介・英玲奈ほか 14:30


15:00 FS8413380R0C FS1003970R0C FS0211370R0C FS6203940 FS6207060R0C FS6304050R0C FS6304950R0C 15:00
森のチカラ 3 海上釣堀DE ポン 2016秋 ぶらりバスの旅 6 鮎 2008 鮎2015 こちら東海です。 86 こちら東海です。 121


ブナの森に、川が始まる最初の一滴を見つける 箱根芦ノ湖 HAPPY SUMMER HOLIDAY 宮崎県五ヶ瀬川で大鮎と遊ぶ 五ヶ瀬川で大鮎と遊ぶ 伊勢湾ウタセマダイで大爆釣！ 秋筏で五目釣り＆海上釣堀！
15:30 仲川希良・渡辺佐智 彼方茜香 センドウタカシ 野嶋玉造 野嶋玉造 中条友莉・小川高成 中条友莉・松岡隆春 15:30


16:00 FS0316290R0C FS6209949R0C FS0315139R0C FS0214470R0C FS0409920R0C FS0317160R0C FS0410260R0C 16:00
Splash！アラソルト 6 ☆鮎2021 Rock'n Fish 70 GAN's GANGS 71 沖釣りギャラリー ☆SOUL JERKER 11 ☆大漁！関東沖釣り爆釣会 184


相模湾でオフショアキャスティング 新潟佐渡島ショアロックゲーム 台風通過！和歌山二大リザーバーを釣れ！次世代のタチウオテンヤで大阪湾攻略 北海道道南 アオリイカ
16:30 井上直美・北村秀行 森岡達也 折本隆由 平岩孝典 三宅伸豪 川上英佑 太田 唯ほか 16:30


17:00 FS1101130 FS0409910R0C FS0213450R0C FS0410299R0C FS0213420R0C FS0317140R0C FS9600190R0C 17:00
△釣りうぇ～ぶ 110 大漁！関東沖釣り爆釣会 178 敏腕黒鱒仕事人 2 △チヌ道一直線 109 バスギャラリー ☆やっぱりシー研 海洋生物研究所 14 釣り百景 ＃304


相模湾のアマダイ 千葉県高滝ダム 三重県松阪市 明和町海岸 Natural Tripper 2 霞ケ浦水系の旅 三重県尾鷲 アジ・イカ 夏の日本海ソルトルアーゲーム
17:30 井手大介・英玲奈ほか 太田 唯・沖藤武彦 折金一樹 山本太郎 赤松 健 藤澤周郷ほか 富所 潤・折本隆由 17:30


18:00 FS0409900R0C FS0317130R0C FS8421190R0C FS6306870R0C FS6307100R0C FS6104340 FS0317150R0C 18:00
TSURI na KIBUN 6 △Let's try ソルトゲーム 10 △魚種格闘技戦！ 233 北海道つり部 11 △こちら東海です。 187 J LAND 12 ☆メタルバスター 26
WARASA na KIBUN 岩手県 イカメタル DIRECTORS-spec 奨 小樽出船 石狩湾のバケヒラメ 大野雄大(Da-iCE)ほか 新潟県佐渡島 ヒラマサ


18:30 利水つばさ・里々佳 太田武志・吉村 唯 村田 基 佐藤悦子・羽下弥里 人見 音ほか FS6104380 沼田純一 18:30
☆J LAND 13


大野雄大(Da-iCE)ほか
19:00 FS0104950R0C FS0316330R0C FS6103160R0C FS0316359R0C FS0316340R0C FS6209949R0C FS0214480R0C 19:00


フライギャラリー SALT Dreamer 81 休日は釣りに夢中！ 4 RAD SALT 3 SALT X 12 ☆鮎2021 BASS SESSION 9
How to start FlyFishing 3 青森クロマグロキャスティングゲーム季節外れのデカイカ出現！ 渕上万莉・西田直恵・角田裕介千葉南房ルアーゲーム 千葉県南房総エリア ヒラメサーフゲーム 高知県早明浦ダム 初秋のストロングゲーム 奥田 学


19:30 杉坂友大郎・長沢美月 鈴木 斉 FS6104340 高橋優介 堀田光哉 森岡達也 FS0214490R0C 19:30
J LAND 12 BASS SESSION 10


大野雄大(Da-iCE)ほか 高知県早明浦ダム 初秋のターンオーバー攻略 黒田健史
20:00 FS0213420R0C FS8420640R0C FS0315140R0C FS0315139R0C FS0213450R0C FS0214470R0C FS0410310R0C 20:00


バスギャラリー 伝心伝承 209 Splash！アラソルト 2 Rock'n Fish 70 敏腕黒鱒仕事人 2 GAN's GANGS 71 ☆なるほど！沖釣りマスター 15
Natural Tripper 2 霞ケ浦水系の旅高知県四万十川～光陰流水、哀愁に浸かる～駿河湾清水沖でタイラバゲーム 新潟佐渡島ショアロックゲーム 千葉県高滝ダム 台風通過！和歌山二大リザーバーを釣れ！ 東京湾 テンヤタチウオ


20:30 赤松 健 松田 稔 井上直美・中村宗彦 折本隆由 折金一樹 平岩孝典 松本圭一・富所潤 20:30


21:00 FS6209949R0C FS0214460R0C FS0317140R0C FS0410310R0C FS1101140 FS6104370R0C FS6209950R0C 21:00
☆鮎2021 follow my F 15 ☆やっぱりシー研 海洋生物研究所 14 ☆なるほど！沖釣りマスター 15 ☆釣りうぇ～ぶ 111 ☆G WORLD 11 ☆ヘラブナコンシェルジュ 2


福岡のメジャーリバー・遠賀川を歩く 三重県尾鷲 アジ・イカ 東京湾 テンヤタチウオ 福井県九頭竜川 鮎 関東近郊
21:30 森岡達也 川村光大郎 藤澤周郷ほか 松本圭一・富所潤 井手大介・英玲奈ほか 野嶋玉造 熊谷充 21:30


22:00 FS9600190R0C FS0214429R0C FS0317150R0C FS0410260R0C FS0317160R0C FS6104420R0C FS8420630R0C 22:00
釣り百景 ＃304 トップ道 59 ☆メタルバスター 26 ☆大漁！関東沖釣り爆釣会 184 ☆SOUL JERKER 11 ☆わくわくファミリーフィッシング 1 Go for it！ 173


夏の日本海ソルトルアーゲーム 中四国フローター＆カヤック 新潟県佐渡島 ヒラマサ 北海道道南 アオリイカ 秋のリザーバー・愛媛県金砂湖
22:30 富所 潤・折本隆由 荒井謙太 沼田純一 太田 唯ほか 川上英佑 田辺哲男 22:30


23:00 【秋の夜長のタチウオ特集（西日本編）】【秋の夜長のタチウオ特集（西日本編）】【秋の夜長のタチウオ特集（西日本編）】【秋の夜長のタチウオ特集（西日本編）】【秋の夜長のタチウオ特集（西日本編）】【秋の夜長のタチウオ特集（西日本編）】【秋の夜長のタチウオ特集（西日本編）】 23:00
突撃！SEAソルジャー 22 ドラゴン8 #19 沖釣りギャラリー ソルトギャラリー 34 オフショアレボリューションNEXT 114 釣りたガール！ 濃いめ 5 ドラゴン8 #15


タチウオゲーム 鹿児島県錦江湾 出でよ！指8本 次世代のタチウオテンヤで大阪湾攻略極秘メソッド公開！大阪湾のタチウオジギング 大阪湾のタチウオ初挑戦！ おかっぱりタチウオ！ 村西利恵・小西里果大阪湾 テンヤ＆オカッパリでドラゴン
23:30 福島和可菜・じょーじ山本 吉岡 進 三宅伸豪 井入宏之・山本育宏 高橋哲也・松田竜也 FS6103720R0C 吉岡 進 23:30


釣りたガール！ 濃いめ 6
船タチウオ！？ 村西利恵・曽我部颯希


24:00 FS0214440R0C FS0214500R0C FS0409900R0C FS6209280R0C FS0315140R0C FS1101140 FS0315139R0C 24:00


Are you mad？ 7 モンドリアンファイター 26 TSURI na KIBUN 6 トラウトギャラリー Splash！アラソルト 2 ☆釣りうぇ～ぶ 111 Rock'n Fish 70
秋の相模湖でスーパーストライク！秋の津風呂湖攻略！デラデラモンスター WARASA na KIBUN 信州高瀬川の大岩魚 駿河湾清水沖でタイラバゲーム 新潟佐渡島ショアロックゲーム


24:30 Satanシマダ 伊豫部 健 利水つばさ・里々佳 吉田和展 井上直美・中村宗彦 井手大介・英玲奈ほか 折本隆由 24:30


25:00 FS6103700R0C FS0104950R0C FS0214429R0C FS0317120R0C FS0211370R0C FS0409470R0C 25:00
ASHIYAガールズフィッシングクラブExh 3 メンテナンス休止 フライギャラリー トップ道 59 △ランガンパニック 47 ぶらりバスの旅 6 オフショアレボリューションNEXT 135


小雪の池原チャレンジ！ How to start FlyFishing 3 中四国フローター＆カヤック 茨城県霞ヶ浦水系 箱根芦ノ湖 玄界灘で先取り落し込み
25:30 小雪・Satanシマダ 杉坂友大郎・長沢美月 荒井謙太 吉田 撃 センドウタカシ 高橋哲也・松田竜也 25:30


26:00 FS8421190R0C FS0214460R0C FS0317140R0C FS0317150R0C FS8420030R0C FS6306540R0C 26:00


△魚種格闘技戦！ 233 メンテナンス休止 follow my F 15 ☆やっぱりシー研 海洋生物研究所 14 ☆メタルバスター 26 魚種格闘技戦！ 210 こちら東海です。 175
DIRECTORS-spec 奨 福岡のメジャーリバー・遠賀川を歩く 三重県尾鷲 アジ・イカ 新潟県佐渡島 ヒラマサ 南国パラオ釣行！トロピカル サーベルテンヤとは何ぞや？！


26:30 村田 基 川村光大郎 藤澤周郷ほか 沼田純一 村田 基 吉村 唯・宮﨑智康 26:30


27:00 FS0213350R0C FS0316330R0C FS0410310R0C FS0312050R0C FS0104570R0C 27:00


メンテナンス休止 メンテナンス休止 バーニング帝国 36 SALT Dreamer 81 ☆なるほど！沖釣りマスター 15 RUN＆GUN SALT ハイパーエキスパート
岡山爆釣の旅 ホンマに100匹 青森クロマグロキャスティングゲーム 東京湾 テンヤタチウオ KAGOSHIMA SHORE HATA GAME 中部山岳渓流2017


27:30 清水盛三 鈴木 斉 松本圭一・富所潤 高木勇介 杉坂研治 27:30







3週目 3週目 3週目 3週目 3週目 3週目 3週目


9月20日(月) 9月21日(火) 9月22日(水) 9月23日(木) 9月24日(金) 9月25日(土) 9月26日(日)


04:00 FS0310950R0C FS6209950R0C FS0214370R0C FS0104949R0C FS0214360R0C FS0213380R0C FS0313160R0C 04:00
ソルトギャラリー △ヘラブナコンシェルジュ 2 ランガンパニック 43 ハイパーエキスパート バスギャラリー 5L ton 29 POWER FIGHT 4


パワースロー久米島のキハダ 関東近郊 撃流ルアーローテがカギ 北海道知床のカラフトマス2020 草深幸範流 秋の相模湖攻略法 『苦しい思いをしたあとには…』 スローピッチ 日向灘のキハダ
04:30 小野 誠 熊谷充 吉田 撃 杉坂研治 草深幸範 タク石黒 小野 誠 04:30


05:00 FS6209650R0C FS0214480R0C FS0213390R0C FS0309860R0C FS6208739R0C FS0315090R0C FS0314140R0C 05:00
鮎2020 BASS SESSION 9 BLACKBASSTAR 2 SALT Dreamer 51 鮎2018 ヒラメイト 21 メタルバスター 16


高橋祐次のシーズン終盤ドタバタ釣行記高知県早明浦ダム 初秋のストロングゲーム 奥田 学 手賀沼パワーゲーム 北海道・知床半島 ブリ 岐阜県馬瀬川 番組新ナビゲーター争奪 前編 東京都伊豆諸島神津島村のカンパチ
05:30 高橋祐次 FS0214490R0C 吉田 遊 鈴木 斉 高橋祐次 堀田光哉・高木 孝・原田恭平・橋本康宏・萩原 徹 沼田純一 05:30


BASS SESSION 10
高知県早明浦ダム 初秋のターンオーバー攻略 黒田健史


06:00 FS8419220R0C FS0313130R0C FS0213340R0C FS6306550R0C FS0214380R0C FS0315100R0C FS0213470R0C 06:00
魚種格闘技戦！198 Azing lab.2nd 37 MEGA UP！ 2 関西発！RASHIKU派 6 GAN'S GANGS 70 ヒラメイト 22 モンドリアンファイター 23


これが本家陸奥湾スタイルだぁ！ 初めての東北でアジング＆キャンプ 真夏の高山ダム攻略 兵庫県 天神釣り池でヘラブナ 夏の大渡ダム ビッグベイト 番組新ナビゲーター争奪 後編秋は撃つ？巻く？ストロングにリバーバッシングだぜ
06:30 村田 基 富永 敦 Katsuu（かつぅ） 星崎柑那・美波千尋・島 照彦 平岩孝典 堀田光哉・高木 孝・原田恭平・橋本康宏・萩原 徹 伊豫部 健 06:30


07:00 FS0317130R0C FS0310980R0C FS0316150R0C FS0409420R0C FS8421190R0C FS9600190R0C FS0317160R0C 07:00
Let's try ソルトゲーム 10 RUN&GUN SALT ソルトギャラリー 33 チヌ道一直線 97 魚種格闘技戦！ 233 釣り百景 ＃304 △SOUL JERKER 11


岩手県 イカメタル 石川県能登島ライトロックゲーム 大阪湾 真夏のタチウオジギング 千葉県・勝山のかかり釣り DIRECTORS-spec 奨 夏の日本海ソルトルアーゲーム 北海道道南 アオリイカ
07:30 太田武志・吉村 唯 清水智一 井入宏之・飯田育也 山本太郎 村田 基 富所 潤・折本隆由 川上英佑 07:30


08:00 FS6208070R0C FS0316200R0C FS0409069R0C FS8420610R0C FS0410299R0C FS0506770R0C FS6103130 08:00
ヘラブナギャラリー Dz SALT 2ND 1 沖釣りギャラリー 伝心伝承 208 チヌ道一直線 109 磯を駆ける 87 釣りたガール！ 39


埼玉県円良田湖 晩夏の両ダンゴ 石川県輪島 アラ スロージギング 東京湾のシャクリタチウオ リクエストスペシャル第二弾 三重県松阪市 明和町海岸 兵庫県三尾の旅 ボートで楽しむ江戸前のハゼ 村西利恵・そらなさゆり
08:30 西田一知 藁科友章 高槻 慧 松田 稔 山本太郎 平和卓也 FS6104380 08:30


△J LAND 13
大野雄大(Da-iCE)ほか


09:00 FS8420050R0C FS0315070R0C FS0506630R0C FS6209950R0C FS0315110R0C FS0410260R0C FS6104370R0C 09:00
伝心伝承 200 SALT X 4 ITT 9 △ヘラブナコンシェルジュ 2 ソルトギャラリー 28 △大漁！関東沖釣り爆釣会 184 △G WORLD 11


200回記念（前編） 山口県見島 スローピッチ 湾内の磯攻略法 大分県鶴見 関東近郊 三重沖のボートアジング 福井県九頭竜川 鮎
09:30 松田 稔 山本啓人 田中 貴 熊谷充 村上晴彦 太田 唯ほか 野嶋玉造 09:30


10:00 FS0317150R0C FS6307100R0C FS6306560R0C FS0506410R0C FS6104420R0C FS6209260R0C FS0213430R0C 10:00
△メタルバスター 26 こちら東海です。 187 すごかby九州 52 Oh！エド釣り日記 △わくわくファミリーフィッシング 1 鮎2019 本気でオカッパリ 99


新潟県佐渡島 ヒラマサ 鹿児島県薩摩川内沖 タイラバゲーム 焼津で楽しむ“堤防の秋”！ 瀬田匡志 北の大鮎と遊ぶ 地獄の西日本ツアー開幕！
10:30 沼田純一 人見 音ほか 美舞・宮内淳次 エド山口 瀬田匡志 関和 学 10:30


11:00 FS9600190R0C FS0317160R0C FS6209960R0C FS6104370R0C FS6306860R0C FS0410310R0C FS6306580R0C 11:00
釣り百景 ＃304 △SOUL JERKER 11 ☆エリアトラベラーズ 111 △G WORLD 11 関西発！RASHIKU派 16 △なるほど！沖釣りマスター 15 関西発！RASHIKU派 7


夏の日本海ソルトルアーゲーム 北海道道南 アオリイカ 福島県 裏磐梯フォレスト 福井県九頭竜川 鮎 アジ爆釣！海釣り公園で五目釣り！ 東京湾 テンヤタチウオ 開幕！大阪・岸和田一文字のタチウオテンヤ！
11:30 富所 潤・折本隆由 川上英佑 村田 基 野嶋玉造 美波千尋・清水崇文 松本圭一・富所潤 星崎柑那・美波千尋・三宅伸豪 11:30


12:00 FS0316359R0C FS1101140 FS0213450R0C FS0408680R0C FS6103140 FS0317150R0C FS0317140R0C 12:00
RAD SALT 3 △釣りうぇ～ぶ 111 敏腕黒鱒仕事人 2 オフショアレボリューションNEXT 114 釣りたガール！ 40 △メタルバスター 26 △やっぱりシー研 海洋生物研究所 14


千葉南房ルアーゲーム 千葉県高滝ダム 大阪湾のタチウオ初挑戦！東京湾奥からアジ釣りに出船！ 村西利恵・そらなさゆり新潟県佐渡島 ヒラマサ 三重県尾鷲 アジ・イカ
12:30 高橋優介 井手大介・英玲奈ほか 折金一樹 高橋哲也・松田竜也 FS6104380 沼田純一 藤澤周郷ほか 12:30


△J LAND 13
大野雄大(Da-iCE)ほか


13:00 FS0506820R0C FS6104370R0C FS6306870R0C FS0315120R0C FS0317170R0C FS9500190 FS6209949R0C 13:00
Oh！エド釣り日記 △G WORLD 11 北海道つり部 11 ドラゴン8 #19 ☆Dz SALT 2ND 13 THEフィッシング ＃1807 相模湾キハダ △鮎2021


新フカセスタイル 夏の海釣り公園 福井県九頭竜川 鮎 小樽出船 石狩湾のバケヒラメ 鹿児島県錦江湾 出でよ！指8本 村越正海ほか
13:30 エド山口 野嶋玉造 佐藤悦子・羽下弥里 吉岡 進 岡 隆之 FS9500200 森岡達也 13:30


THEフィッシング ＃1757 チニング＆ハゼクラ


中山 聡・竹内麻純
14:00 FS6104420R0C FS6306860R0C FS0316340R0C FS0317180R0C FS0104850R0C FS6209950R0C FS1101150 14:00


△わくわくファミリーフィッシング 1 関西発！RASHIKU派 16 SALT X 12 ☆イカ魂 13 フライギャラリー △ヘラブナコンシェルジュ 2 ☆釣りうぇ～ぶ 112
アジ爆釣！海釣り公園で五目釣り！千葉県南房総エリア ヒラメサーフゲーム 京都府京丹後市 ケンサキイカ HuntDown～なごりマダラ追う～ 関東近郊


14:30 美波千尋・清水崇文 堀田光哉 氏家 隆ほか 渋谷直人 熊谷充 井手大介・英玲奈ほか 14:30


15:00 FS8417720R0C FS8417870R0C FS8418080R0C FS0206700R0C FS0206880R0C FS0206080R0C FS0204750R0 15:00
魚種格闘技戦！ 178 魚種格闘技戦！ 180 魚種格闘技戦！ 182 Burning Heart 17 Burning Heart 18 弾丸BASSボーイ！ 14 トップ道 19


極至！南米アマゾン・ジャングルリターンズ極怪！密林アマゾン・牙鯰怪魚ジャングルサファリ極慄！ラストアマゾン・ヘビー級ジャングルバトルの衝動 TrophyBassLake STRONG PATTERN 潜入！弾丸マキマキで東海エリア開拓！
15:30 村田 基 村田 基 村田 基 清水盛三 清水盛三 江口俊介 荒井謙太 15:30


16:00 FS0410310R0C FS0506630R0C FS6209950R0C FS6103710R0C FS9600190R0C FS6306560R0C FS6104420R0C 16:00
△なるほど！沖釣りマスター 15 ITT 9 △ヘラブナコンシェルジュ 2 釣りたガール！ 濃いめ 5 釣り百景 ＃304 すごかby九州 52 △わくわくファミリーフィッシング 1


東京湾 テンヤタチウオ 湾内の磯攻略法 大分県鶴見 関東近郊 おかっぱりタチウオ！ 村西利恵・小西里果 夏の日本海ソルトルアーゲーム 鹿児島県薩摩川内沖 タイラバゲーム
16:30 松本圭一・富所潤 田中 貴 熊谷充 FS6103720R0C 富所 潤・折本隆由 美舞・宮内淳次 16:30


釣りたガール！ 濃いめ 6
船タチウオ！？ 村西利恵・曽我部颯希


17:00 FS1101140 FS6209260R0C FS6909500R0C FS6209949R0C FS0309980R0C FS0317170R0C FS0409880R0C 17:00
△釣りうぇ～ぶ 111 鮎2019 参るぞ狼 14 △鮎2021 SALT Dreamer 52 ☆Dz SALT 2ND 13 オフショアレボリューションNEXT 141


瀬田匡志 北の大鮎と遊ぶ 北海道忠類川へ参るぞ 高知県シーバス 流行の兆し？東京湾のテンヤタチウオ
17:30 井手大介・英玲奈ほか 瀬田匡志 菅原正志・柳野玲子・藤本 靖 森岡達也 鈴木 斉 岡 隆之 高橋哲也・松田竜也 17:30


18:00 FS0410260R0C FS0317140R0C FS6104370R0C FS6104420R0C FS8420630R0C FS6209960R0C FS0317180R0C 18:00
△大漁！関東沖釣り爆釣会 184 △やっぱりシー研 海洋生物研究所 14 △G WORLD 11 △わくわくファミリーフィッシング 1 Go for it！ 173 ☆エリアトラベラーズ 111 ☆イカ魂 13


三重県尾鷲 アジ・イカ 福井県九頭竜川 鮎 秋のリザーバー・愛媛県金砂湖 福島県 裏磐梯フォレスト 京都府京丹後市 ケンサキイカ
18:30 太田 唯ほか 藤澤周郷ほか 野嶋玉造 田辺哲男 村田 基 氏家 隆ほか 18:30


19:00 FS6306860R0C FS0410310R0C FS0506410R0C FS0317160R0C FS6209950R0C FS0213460R0C FS0213440R0C 19:00
関西発！RASHIKU派 16 △なるほど！沖釣りマスター 15 Oh！エド釣り日記 △SOUL JERKER 11 △ヘラブナコンシェルジュ 2 GAN's GANGS 67 follow my F 11


アジ爆釣！海釣り公園で五目釣り！ 東京湾 テンヤタチウオ 焼津で楽しむ“堤防の秋”！ 北海道道南 アオリイカ 関東近郊 初秋のリザーバーをビッグベイトで釣れ！ 大分・日指ダムを歩く
19:30 美波千尋・清水崇文 松本圭一・富所潤 エド山口 川上英佑 熊谷充 平岩孝典 川村光大郎 19:30


20:00 FS0213430R0C FS0104850R0C FS6103710R0C FS0315170R0C FS0506630R0C FS0215180R0C FS0410329R0C 20:00
本気でオカッパリ 99 フライギャラリー 釣りたガール！ 濃いめ 5 RUN＆GUN SALT 18 ITT 9 ☆バーニング帝国 44 ☆沖釣りギャラリー


地獄の西日本ツアー開幕！ HuntDown～なごりマダラ追う～ おかっぱりタチウオ！ 村西利恵・小西里果 神奈川 湘南サーフゲーム 湾内の磯攻略法 大分県鶴見 大阪府 淀川 東京湾 テンヤタチウオ
20:30 関和 学 渋谷直人 FS6103720R0C 近藤清之 田中 貴 清水盛三 三宅伸豪 20:30


釣りたガール！ 濃いめ 6
船タチウオ！？ 村西利恵・曽我部颯希


21:00 FS6209960R0C FS0215180R0C FS0317170R0C FS0410329R0C FS1101150 FS0105030R0C FS0410330R0C 21:00
☆エリアトラベラーズ 111 ☆バーニング帝国 44 ☆Dz SALT 2ND 13 ☆沖釣りギャラリー ☆釣りうぇ～ぶ 112 ☆ハイパーエキスパート ☆TSURI na KIBUN 17
福島県 裏磐梯フォレスト 大阪府 淀川 東京湾 テンヤタチウオ 長崎県 クロダイ 沖縄県宮古島 泳がせキハダ


21:30 村田 基 清水盛三 岡 隆之 三宅伸豪 井手大介・英玲奈ほか 杉坂研治 利水つばさ、はるな愛 21:30


22:00 FS6306560R0C FS0213440R0C FS0317180R0C FS6306870R0C FS9500190 FS0410340R0C FS0316370R0C 22:00
すごかby九州 52 follow my F 11 ☆イカ魂 13 北海道つり部 11 THEフィッシング ＃1807 相模湾キハダ ☆東北つれつれ団 70 とことんエギパラダイス 138


鹿児島県薩摩川内沖 タイラバゲーム 大分・日指ダムを歩く 京都府京丹後市 ケンサキイカ 小樽出船 石狩湾のバケヒラメ 村越正海ほか 和歌山県串本の旅 秋はシャローエリア
22:30 美舞・宮内淳次 川村光大郎 氏家 隆ほか 佐藤悦子・羽下弥里 FS9500200 青木悠奈ほか 片山愛海・湯川マサタカ 22:30


THEフィッシング ＃1757 チニング＆ハゼクラ


中山 聡・竹内麻純
23:00 【秋の夜長のシーバス特集】 【秋の夜長のシーバス特集】 【秋の夜長のシーバス特集】 【秋の夜長のシーバス特集】 【秋の夜長のシーバス特集】 【秋の夜長のシーバス特集】 【秋の夜長のシーバス特集】 23:00


オレたちゃシーバス研究所16 SALT Dreamer 52 ソルトギャラリー Seabass Journey 25 RUN＆GUN SALT 5 SALT Dreamer 59 Dz SALT 2ND 2
福井大調査！ 高知県シーバス 兵庫県相生 シーバスゲーム 秋田県・雄物川 東京荒川リバーシーバス 青森県・大間崎 弁天島 シーバス 島根県中海 シーバス


23:30 藤沢周郷・久保浩一 鈴木 斉 泉 裕文 村岡昌憲 佐藤宏憲 鈴木 斉 山内勝己 23:30


24:00 FS6103130 FS0214470R0C FS6104420R0C FS0213430R0C FS0316340R0C FS1101150 FS0104850R0C 24:00
釣りたガール！ 39 GAN's GANGS 71 △わくわくファミリーフィッシング 1 本気でオカッパリ 99 SALT X 12 ☆釣りうぇ～ぶ 112 フライギャラリー


ボートで楽しむ江戸前のハゼ 村西利恵・そらなさゆり台風通過！和歌山二大リザーバーを釣れ！ 地獄の西日本ツアー開幕！ 千葉県南房総エリア ヒラメサーフゲーム HuntDown～なごりマダラ追う～
24:30 FS6104380 平岩孝典 関和 学 堀田光哉 井手大介・英玲奈ほか 渋谷直人 24:30


△J LAND 13
大野雄大(Da-iCE)ほか


25:00 FS0313150R0C FS0410260R0C FS0317160R0C FS0214480R0C FS0316359R0C FS0315170R0C FS6909490R0C 25:00
Dz SALT 96 △大漁！関東沖釣り爆釣会 184 △SOUL JERKER 11 BASS SESSION 9 RAD SALT 3 RUN＆GUN SALT 18 参るぞ狼 13


島根県高津川のリバーシーバス 北海道道南 アオリイカ高知県早明浦ダム 初秋のストロングゲーム 奥田 学千葉南房ルアーゲーム 神奈川 湘南サーフゲーム 江ノ島フィッシャーマンズプロジェクト
25:30 山本典史 太田 唯ほか 川上英佑 FS0214490R0C 高橋優介 近藤清之 菅原正志・柳野玲子・北村治之 25:30


BASS SESSION 10
高知県早明浦ダム 初秋のターンオーバー攻略 黒田健史


26:00 FS6104370R0C FS9600190R0C FS8420630R0C FS0317170R0C FS0317180R0C FS0309880R0C FS6103670R0C 26:00


△G WORLD 11 釣り百景 ＃304 Go for it！ 173 ☆Dz SALT 2ND 13 ☆イカ魂 13 オレたちゃシーバス研究所16 休日は釣りに夢中！ 13
福井県九頭竜川 鮎 夏の日本海ソルトルアーゲーム 秋のリザーバー・愛媛県金砂湖 京都府京丹後市 ケンサキイカ 福井大調査！トップでボトムでチニングに夢中！PART1 渕上万莉・西田直恵・清水千央


26:30 野嶋玉造 富所 潤・折本隆由 田辺哲男 岡 隆之 氏家 隆ほか 藤沢周郷・久保浩一 FS6103680R0C 26:30


休日は釣りに夢中！ 14 
トップでボトムでチニングに夢中！PART2 渕上万莉・西田直恵・清水千央


27:00 FS6209960R0C FS0215180R0C FS0213440R0C FS0410329R0C FS8420060R0C FS0213410R0C 27:00


メンテナンス休止 ☆エリアトラベラーズ 111 ☆バーニング帝国 44 follow my F 11 ☆沖釣りギャラリー SUGOIアワー 206 テッペンDASH！19
福島県 裏磐梯フォレスト 大阪府 淀川 大分・日指ダムを歩く 東京湾 テンヤタチウオ 釣りは世界を救う！24時間TVっぽい最終回！ 晩夏の亀山ダムで冒険


27:30 村田 基 清水盛三 川村光大郎 三宅伸豪 河辺裕和・市村直之・小池貴幸 大西健太 27:30







4週目 4週目 4週目 4週目


9月27日(月) 9月28日(火) 9月29日(水) 9月30日(木)


04:00 FS0213460R0C FS0408260R0C FS0310939R0C
GAN's GANGS 67 沖釣りギャラリー メンテナンス休止 ドラゴン8 #2


初秋のリザーバーをビッグベイトで釣れ！ 千葉県勝山沖 カワハギ釣り シーズン到来の大阪湾！
04:30 平岩孝典 宮澤幸則 吉岡 進


05:00 FS0317160R0C FS6104420R0C FS0214340R0C
SOUL JERKER 11 わくわくファミリーフィッシング 1 メンテナンス休止 MEGA UP！ 6


北海道道南 アオリイカ 灼熱！真夏の淀川攻略
05:30 川上英佑 HASSY（ハッシー）


06:00 FS0309800R0C FS6209950R0C FS6306580R0C
ソルトギャラリー ヘラブナコンシェルジュ 2 メンテナンス休止 関西発！RASHIKU派 7


銭洲スローピッチジャーク 関東近郊 開幕！大阪・岸和田一文字のタチウオテンヤ！
06:30 西本康生 熊谷充 星崎柑那・美波千尋・三宅伸豪


07:00 FS0317140R0C FS0317150R0C FS0410260R0C FS8415530R0C
やっぱりシー研 海洋生物研究所 14 メタルバスター 26 大漁！関東沖釣り爆釣会 184 森のチカラ 11


三重県尾鷲 アジ・イカ 新潟県佐渡島 ヒラマサ 熊野灘に注ぐ恵みの水
07:30 藤澤周郷ほか 沼田純一 太田 唯ほか 仲川希良・渡辺佐智


08:00 FS9500190 FS0316300R0C FS0410310R0C FS0316370R0C
THEフィッシング ＃1807 相模湾キハダ Dz SALT 2ND 2 なるほど！沖釣りマスター 15 とことんエギパラダイス 138


村越正海ほか 島根県中海 シーバス 東京湾 テンヤタチウオ 和歌山県串本の旅 秋はシャローエリア
08:30 FS9500200 山内勝己 松本圭一・富所潤 片山愛海・湯川マサタカ


THEフィッシング ＃1757 チニング＆ハゼクラ


中山 聡・竹内麻純
09:00 FS6209300R0C FS8421200R0C FS6306830R0C FS0410330R0C


ワカサギマニアックス 13 ☆伝心伝承 220 せとうち！ツリキャス 2 △TSURI na KIBUN 17
千島克也＠山梨県山中湖 愛媛県松山沖で青物ジギング 沖縄県宮古島 泳がせキハダ


09:30 佐久田瑠美・千島克也 松田 稔 田村優季・池田茂生 利水つばさ、はるな愛


10:00 FS0317180R0C FS6209660R0C FS0316220R0C FS6207000R0C
△イカ魂 13 エリアトラベラーズ 105 SALT X 11 鮎2015


京都府京丹後市 ケンサキイカ 北海道 Fishing Area 尻別川 大阪湾！真夏のライトジギング！ Yuji Style 北陸・大聖寺川＆九頭竜川
10:30 氏家 隆ほか 村田 基 山本啓人 高橋祐次


11:00 FS1003550R0C FS0409480R0C FS0409880R0C FS0105030R0C
秋のヘラブナ攻略術 大漁！関東沖釣り爆釣会 172 オフショアレボリューションNEXT 141 △ハイパーエキスパート


エサトリ名人と勝負 東京湾のカワハギ流行の兆し？東京湾のテンヤタチウオ 長崎県 クロダイ
11:30小池忠教・石井旭舟・伊藤さとし・生井澤 聡 太田 唯・鈴木尚之 高橋哲也・松田竜也 杉坂研治


12:00 FS0315150R0C FS1101150 FS0506830R0C FS0104580R0C
Dz SALT 121 △釣りうぇ～ぶ 112 楽釣楽磯宣言 54 フライギャラリー


新潟県寝屋沖 初秋のタイラバゲーム 三重県古和浦 イシダイ 「終わり」は「始まり」
12:30 中井一誠 井手大介・英玲奈ほか 城本尚史 佐藤成史


13:00 FS8415530R0C FS6103130 FS8421200R0C FS6909490R0C
森のチカラ 11 釣りたガール！ 39 ☆伝心伝承 220 参るぞ狼 13


熊野灘に注ぐ恵みの水ボートで楽しむ江戸前のハゼ 村西利恵・そらなさゆり 江ノ島フィッシャーマンズプロジェクト
13:30 仲川希良・渡辺佐智 FS6103140 松田 稔 菅原正志・柳野玲子・北村治之


釣りたガール！ 40
東京湾奥からアジ釣りに出船！ 村西利恵・そらなさゆり


14:00 FS0316370R0C FS0105030R0C FS6209300R0C FS6103670R0C
とことんエギパラダイス 138 △ハイパーエキスパート ワカサギマニアックス 13 休日は釣りに夢中！ 13


和歌山県串本の旅 秋はシャローエリア 長崎県 クロダイ 千島克也＠山梨県山中湖トップでボトムでチニングに夢中！PART1 渕上万莉・西田直恵・清水千央
14:30 片山愛海・湯川マサタカ 杉坂研治 佐久田瑠美・千島克也 FS6103680R0C


休日は釣りに夢中！ 14 
トップでボトムでチニングに夢中！PART2 渕上万莉・西田直恵・清水千央


15:00 FS6305310R0C FS0504190 FS0103230 FS0103270
こちら東海です。 134 磯釣り探求 35 Go Slow 25 Go Slow 26


秋の伊勢湾でマダイ＆ハマチの大物釣り！磯釣りに求められるラインの性能とは？ 秋の渓にお別れを ～イワナ編～ 秋の渓にお別れを ～ヤマメ編～
15:30 中条友莉・香川優介 池永祐二・立石宗之 里見栄正 里見栄正


16:00 FS0410329R0C FS9500190 FS0410330R0C FS6209960R0C
△沖釣りギャラリー THEフィッシング ＃1807 相模湾キハダ △TSURI na KIBUN 17 △エリアトラベラーズ 111


東京湾 テンヤタチウオ 村越正海ほか 沖縄県宮古島 泳がせキハダ 福島県 裏磐梯フォレスト
16:30 三宅伸豪 FS9500200 利水つばさ、はるな愛 村田 基


THEフィッシング ＃1757 チニング＆ハゼクラ


中山 聡・竹内麻純
17:00 FS1101150 FS6306580R0C FS0315150R0C FS0409480R0C


△釣りうぇ～ぶ 112 関西発！RASHIKU派 7 Dz SALT 121 大漁！関東沖釣り爆釣会 172
開幕！大阪・岸和田一文字のタチウオテンヤ！新潟県寝屋沖 初秋のタイラバゲームエサトリ名人と勝負 東京湾のカワハギ


17:30 井手大介・英玲奈ほか 星崎柑那・美波千尋・三宅伸豪 中井一誠 太田 唯・鈴木尚之


18:00 FS6909500R0C FS0317170R0C FS0105030R0C FS0410340R0C
参るぞ狼 14 △Dz SALT 2ND 13 △ハイパーエキスパート △東北つれつれ団 70


北海道忠類川へ参るぞ 長崎県 クロダイ
18:30 菅原正志・柳野玲子・藤本 靖 岡 隆之 杉坂研治 青木悠奈ほか


19:00 FS6209660R0C FS0410329R0C FS6103140 FS8420090R0C
エリアトラベラーズ 105 △沖釣りギャラリー 釣りたガール！ 40 LURE FREAK 96


北海道 Fishing Area 尻別川 東京湾 テンヤタチウオ東京湾奥からアジ釣りに出船！ 村西利恵・そらなさゆり初秋の北川ダム＆ 芹川ダムに挑む！
19:30 村田 基 三宅伸豪 FS6104380 小野俊郎・早野剛史


J LAND 13
大野雄大(Da-iCE)ほか


20:00 FS0506830R0C FS0213470R0C FS0213410R0C FS6209300R0C
楽釣楽磯宣言 54 モンドリアンファイター 23 テッペンDASH！19 ワカサギマニアックス 13


三重県古和浦 イシダイ秋は撃つ？巻く？ストロングにリバーバッシングだぜ晩夏の亀山ダムで冒険 千島克也＠山梨県山中湖
20:30 城本尚史 伊豫部 健 大西健太 佐久田瑠美・千島克也


21:00 FS8421200R0C FS0214450R0C FS0317190R0C FS6307169R0C
☆伝心伝承 220 本気でオカッパリ 103 ☆SALT X 20 ☆せとうち！ツリキャス 6


れんこんで釣りたいっ！ 香川県 マダイ 岡山県 イイダコ
21:30 松田 稔 関和 学 赤澤康弘 田村優季・池田茂生


22:00 FS9600200R0C FS6103670R0C FS8418290R0C FS0312140R0C
釣り百景 ＃303 休日は釣りに夢中！ 13 DAZZLE！ 5 SALT Dreamer 64


九州マダイゲームトップでボトムでチニングに夢中！PART1 渕上万莉・西田直恵・清水千央秋はやっぱりサイクルバッシング 茨城県・涸沼
22:30 田辺哲男・折本隆由 FS6103680R0C 平岩孝典・大仲正樹・吉田 撃 鈴木 斉


休日は釣りに夢中！ 14 
トップでボトムでチニングに夢中！PART2 渕上万莉・西田直恵・清水千央


23:00 【秋のテクニカルフィッシング特集】 【秋のテクニカルフィッシング特集】 【秋のテクニカルフィッシング特集】 【秋のテクニカルフィッシング特集】
大漁！関東沖釣り爆釣会 172 RUN＆GUN SALT INCREDIBASS 11 沖釣りギャラリー


エサトリ名人と勝負 東京湾のカワハギ 愛媛県戸島 アジングゲーム 福岡県遠賀川水系 東京湾 初秋のカワハギ
23:30 太田 唯・鈴木尚之 藤原真一郎 青木大介 飯田純男


24:00 FS0409880R0C FS0213460R0C FS0410340R0C FS6306310R0C
オフショアレボリューションNEXT 141 GAN's GANGS 67 △東北つれつれ団 70 黒鯛 東京湾STYLE 27


流行の兆し？東京湾のテンヤタチウオ初秋のリザーバーをビッグベイトで釣れ！ 進化を続ける落とし込み
24:30 高橋哲也・松田竜也 平岩孝典 青木悠奈ほか 山下正明


25:00 FS8420090R0C FS6209660R0C FS9500190
LURE FREAK 96 メンテナンス休止 エリアトラベラーズ 105 THEフィッシング ＃1807 相模湾キハダ


初秋の北川ダム＆ 芹川ダムに挑む！ 北海道 Fishing Area 尻別川 村越正海ほか
25:30 小野俊郎・早野剛史 村田 基 FS9500200


THEフィッシング ＃1757 チニング＆ハゼクラ


中山 聡・竹内麻純
26:00 FS0105030R0C FS0214450R0C FS0317190R0C


△ハイパーエキスパート メンテナンス休止 本気でオカッパリ 103 ☆SALT X 20
トップでボトムでチニングに夢中！PART1 渕上万莉・西田直恵・清水千央 長崎県 クロダイ れんこんで釣りたいっ！ 香川県 マダイ


26:30 杉坂研治 関和 学 赤澤康弘


トップでボトムでチニングに夢中！PART2 渕上万莉・西田直恵・清水千央
27:00 FS0410330R0C FS0213470R0C FS0315150R0C


△TSURI na KIBUN 17 メンテナンス休止 モンドリアンファイター 23 Dz SALT 121
沖縄県宮古島 泳がせキハダ 秋は撃つ？巻く？ストロングにリバーバッシングだぜ新潟県寝屋沖 初秋のタイラバゲーム


27:30 利水つばさ、はるな愛 伊豫部 健 中井一誠








（7/29 ver.3)


 ●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！！ 20 CSテレ朝ナビ！！


50 CSテレ朝ナビ！！


25 CSテレ朝ナビ！！ 25 CSテレ朝ナビ！！ 25 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」 #6（～5:00ま


で）


50 [字]韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」 #7（～5:00ま


で）


50 [字]韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」 #8（～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)


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


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 仮面ライダーゼロワン #40


30 仮面ライダーゼロワン #41


00 [新]遺留捜査（2012）#1


初回SP


00 ★スカパー！アイドルフェス！


～2021夏～【完全版】


00 クレヨンしんちゃん #973


40 DJ KOOのココDO KOO!? #1


30 あたしンち #213


00 魔進戦隊キラメイジャー #42


00 バトルアスリーテス大運動会


#14


30 バトルアスリーテス大運動会


#15


00 別冊ももクロChan #246


30 囲碁将棋の山はなんでも知っ


ている #3 #4


55 ★第45回 総理大臣杯全日


本大学サッカートーナメント


決勝


＜生中継＞


[スカパー！無料除外]


00 番組未定


00 ドラえもん #227


30 ドラえもん #228


00 ★クレヨンしんちゃん #997


30 クレヨンしんちゃん #707


00 ★上田ちゃんネル #353


30 クレヨンしんちゃん #974


00 番組未定


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


00 [新]おっさんずラブ #1


30 [新]遺留捜査（2011）#1


00 おにぎりあたためますか #706


30 番組未定


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#52


#53


#54


00 ドラえもん #155


30 ドラえもん #156


00 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#15


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#55


#56


#57


30 DJ KOOのココDO KOO!? #6


（～引き続き）＜夜の集中放送＞


団地ともお


#4-6


00 相棒Season6 #10


元日SP


「寝台特急カシオペア殺人事件！


上野～札幌1200kmを走る豪華


密室！犯人はこの中にいる!!」


00 あたしンち #207


30 ＜夜の集中放送＞団地ともお


#4-6（～5:00まで）


30 ＜夜の集中放送＞団地ともお


#7-9（～5:00まで）


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女スペシャル（2013）


疑惑の観光タクシー予告された転落


事故！奇妙なタイヤ痕、飛沫血痕の


罠!!冤罪を生んだ鑑定ミス!?父親に


尋問されるマリコ！辞職を要求する元


管理


00 ゲキレア珍百景 #105


15 番組未定


00 原作：池井戸潤 民王 #4


00 原作：池井戸潤 民王 #5


30 DJ KOOのココDO KOO!? #5


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #7


00 時効警察はじめました #2


00 あたしンち #208


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 #44


00 クレヨンしんちゃん #391


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #80


10 ★[字]韓国ドラマ


「彼女の私生活」


#12


#13


10 10


00 クレヨンしんちゃん #390


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #79


00 仮面ライダービルド #41


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女スペシャル（2010）


恐怖の200メートル狙撃疑惑の体内


弾道!?矛盾する発射タイミング!!京都


～小豆島、逃げる女VS迫る狙撃者の


謎


11


12


8


00 仮面ライダービルド #42


30 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2014）#8


30 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2014）#9


30 [終]DOCTORS3 最強の名


医 #9 最終回SP


00 DOCTORS 最強の名医 #5


00 DOCTORS 最強の名医 #6


00 東野圭吾「秘密」 #7


00 東野圭吾「秘密」 #8


00 相棒Season6 #11


「ついている女」


（～引き続き）＜夜の集中放送＞


団地ともお


#7-9


30 ★警視庁・捜査一課長


Season4 #2


00 [新]時効警察はじめました


#1


23


20


8


00 番組未定


30 ★おにぎりあたためますか


#707


30 仮面ライダーゼロワン #41


00 ドラえもん #208


30 ドラえもん #209


00 クレヨンしんちゃん #747


30 クレヨンしんちゃん #748


00 [終]体操ザムライ #11


30 幻想魔伝 最遊記 #6


00 クレヨンしんちゃん #599


30 クレヨンしんちゃん #600


7


20 おみやさん（2008-2009）


#11


22


【CSテレ朝チャンネル1 】2021年9月第1週


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 #43


30 相棒Season17 #14


「そして妻が消えた」


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2013）#4


30 警視庁・捜査一課長 スペシャル1


帰ってきた最強の刑事VS365の暗号


を持つ女！死を呼ぶウサギのエプロン


と夜中に発光する真犯人の謎…伝説


の女刑事が新加入!?


30 あたしンち #212


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #6


11


12


13


16


14


30 あたしンち #214


20 ★[新]警視庁・捜査一課長


Season4 #1


初回SP


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #8


00 時効警察はじめました #3


00 あたしンち #209


30 ワールドトリガー #33


00 クレヨンしんちゃん #392


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #82


20


7


15 15


9 9


13


00 パーマン #131 #132


20 ★警視庁・捜査一課長


Season4 #3


10 おみやさん（2008-2009）


#12


00 ★[字]韓国ドラマ


「彼女の私生活」


#10


#11


00 [字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」


#5


#6


27


25


27


26


2424


1717


16


14


00 魔進戦隊キラメイジャー #41


30 仮面ライダーゼロワン #40


25


26


4


5 5


6 6


22


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2017）#3


00  [副]バトルアスリーテス大運


動会 ReSTART! #3


30  [副]バトルアスリーテス大運


動会 ReSTART! #4


30 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#16


00 RE-MAIN #8


30 ★RE-MAIN #9


00 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #8


30 ゲキレア珍百景 #4730 カミナリのトーク番組 カミナリ／


10


#4 #5


19


1818


19


21


23


21


30 ＜夜の集中放送＞団地ともお


#10-12（～5:00まで）


00 幻想魔伝 最遊記 #35


30 幻想魔伝 最遊記 #36


00 [新]体操ザムライ #1


30 体操ザムライ #2


00 ワールドトリガー #55


30 ワールドトリガー #56


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2017）#4


00 上田ちゃんネル #324


00 ★別冊ももクロChan #247


00 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #11


00 [字]韓国ドラマ


「真心が届く～僕とスターのオフィ


ス・ラブ!?～」


#7


#8


00 [字]韓国ドラマ


「真心が届く～僕とスターのオフィ


ス・ラブ!?～」


#3


#4


00 [字]韓国ドラマ


「真心が届く～僕とスターのオフィ


ス・ラブ!?～」


#5


#6


30 [終]さらば青春の光のモルッ


ク 勝ったら10万円！ #12







（7/29 ver.3)


 ●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。


9月6日(月) 9月7日(火) 9月8日(水) 9月9日(木) 9月10日(金) 9月11日(土) 9月12日(日)


20 CSテレ朝ナビ！！


50 CSテレ朝ナビ！！


50 CSテレ朝ナビ！！


50 CSテレ朝ナビ！！


25 CSテレ朝ナビ！！ 25 CSテレ朝ナビ！！ 25 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」 #9（～5:00ま


で）


50 [字]韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」 #10（～5:00ま


で）


50 [字]韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」 #11（～5:00ま


で）


50 [字]韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」 #12（～5:00ま


で）


9月6日(月) 9月7日(火) 9月8日(水) 9月9日(木) 9月10日(金) 9月11日(土) 9月12日(日)


00 幻想魔伝 最遊記 #37


00 [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 東京お笑いライブマニア


「ラランド単独ライブ-祝電-」 前編


00 ★【独占放送】Awesome


City Club Awesome Talks -


One Man Show2021-


45 囲碁将棋の山はなんでも知っている #3


00 おっさんずラブ #2


＜副音声あり＞


00 クレヨンしんちゃん #601


30 ★RE-MAIN #10


00 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #9


30 ゲキレア珍百景 #48


30 クレヨンしんちゃん #976


00 番組未定


00 [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


20 ★警視庁・捜査一課長


Season4 #7


10 [新]緊急取調室（2014）


#1


初回SP


12 ★[終][字]韓国ドラマ


「彼女の私生活」


#15


#16


40 あたしンち #216


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 #43


00 緊急取調室（2017）#8


30 仮面ライダービルド #43


00 ドラえもん #265


30 ドラえもん #266


00 クレヨンしんちゃん #938 00 クレヨンしんちゃん #749


30 クレヨンしんちゃん #750


00 体操ザムライ #3


30 体操ザムライ #4


00 ワールドトリガー #57


10 [終]おみやさん（2008-


2009）#15


最終回SP


50 ★[字]韓国ドラマ


「彼女の私生活」 #14


10 DJ KOOのココDO KOO!? #2


00 仮面ライダーゼロワン #42


30 仮面ライダーゼロワン #43


00 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


00 仮面ライダービルド #43


30 仮面ライダービルド #44


00 原作：池井戸潤 民王 #6


00 原作：池井戸潤 民王 #7


30 あたしンち #217


00 [新][副]バトルアスリーテス大


運動会 ReSTART! #1


30 幻想魔伝 最遊記 #7


00 ドラえもん #229


30 幻想魔伝 最遊記 #38


00 上田ちゃんネル #353


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#61


#62


#63


00 魔進戦隊キラメイジャー #44


30 仮面ライダーゼロワン #43


00 ドラえもん #210


30 ドラえもん #211


30 囲碁将棋の山はなんでも知っ


ている #5 #6[終]


00 上田ちゃんネル #325


00 別冊ももクロChan #247


30 ★フィロのス亭 #44


00 ドォーモ 真夜中のウワサ話


#57


00 遺留捜査（2012）#2


00 遺留捜査（2012）#3


00 [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


10 緊急取調室（2014）#2


00 [字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」


#7


#8


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #12


00 [終]時効警察はじめました


#8


00 あたしンち #214


30 ワールドトリガー #34


00 クレヨンしんちゃん #397


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #87


00 パーマン #133 #134


30 遺留捜査（2011）#2


30 遺留捜査（2011）#3


（～引き続き）＜夜の集中放送＞


団地ともお


#13-15


00 バトルアスリーテス大運動会


#10


30 バトルアスリーテス大運動会


#11


30 ゲキレア珍百景 #106


30 ドラえもん #230


00 おにぎりあたためますか #707


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#58


#59


#60


30 DJ KOOのココDO KOO!? #9


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #11


00 時効警察はじめました #7


00 あたしンち #213


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 #46


00 クレヨンしんちゃん #396


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #86


00 仮面ライダービルド #44


30 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2014）#10


30 [終]ドクターX～外科医・大


門未知子～（2014）#11


最終回SP


45 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!!


00 [副]バトルアスリーテス大運動


会 ReSTART! #5


30 [副]バトルアスリーテス大運動


会 ReSTART! #6


00 バトルアスリーテス大運動会


#16


30 バトルアスリーテス大運動会


#17


00 別冊ももクロChan #247


30 ドラえもん #158


00 ★クレヨンしんちゃん #998


30 DJ KOOのココDO KOO!? #10


30 ワールドトリガー #58


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2017）#6


00 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#17


30 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#18


30 DJ KOOのココDO KOO!? #7


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #9


00 時効警察はじめました #5


00 あたしンち #211


30 [新]快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #1


00 クレヨンしんちゃん #394


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #84


00 仮面ライダーゼロワン #43


30 相棒Season17 #16


「容疑者 内村完爾」


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2013）#6


30 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


30 クレヨンしんちゃん #839


00 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2011）#14


00 [新]相棒Season5 #1


初回SP


「杉下右京 最初の事件」


00 緊急取調室（2017）#7


45 囲碁将棋の山はなんでも知っている #3


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 #43


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 #44


00 [字]韓国ドラマ


「刑務所のルールブック」


#13


#14


30 仮面ライダービルド #42


00 ドラえもん #416


00 ＜夜の集中放送＞


団地ともお


#37


#38


#39[終]


30 DJ KOOのココDO KOO!? #8


30 クレヨンしんちゃん #939


【CSテレ朝チャンネル1 】2021年9月第2週


4


6


5


18


17


15


19


00 おぼっちゃまくん #67


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #10


00 時効警察はじめました #6


00 あたしンち #212


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 #45


00 クレヨンしんちゃん #395


30 ＜夜の集中放送＞


[新]幻想魔伝 最遊記 #1


00 おぼっちゃまくん #68


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2017）#5


20 ★警視庁・捜査一課長


Season4 #6


30 仮面ライダーゼロワン #42


00 ドラえもん #157


30 あたしンち #215


00 魔進戦隊キラメイジャー #43


7


9


4


7


6


5


00 DOCTORS 最強の名医 #7


00 [終]DOCTORS 最強の名医


#8


最終回SP


00 [終]東野圭吾「秘密」 #9


30 ドラえもん #417


00 クレヨンしんちゃん #838


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 #42


30 相棒Season17 #15


「99％の女」


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2013）#5


30 DOCTORS 最強の名医


新春スペシャル（2018）


20 ★警視庁・捜査一課長


Season4 #4


10 おみやさん（2008-2009）


#13


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #85


00 仮面ライダービルド #43


30 相棒Season17 #17


「倫敦からの刺客」


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2013）#7


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


00 相棒Season6 #13


「マリリンを探せ」


00 番組未定


00 ★Hello!Project


presents「ソロフェス！2」MIP


決定！舞台裏密着特番


（～引き続き）＜夜の集中放送＞


団地ともお


#16-18


17


8


12


13


14


10


11


12


14


15


16


8


10


13


11


16


00 [新]おみやさん（2006）#1


00 相棒Season6 #12


「狙われた女」


00 番組未定


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!!


20 ★警視庁・捜査一課長


Season4 #8


10 おみやさん（2008-2009）


#14


00 [終][字]韓国ドラマ


「刑務所のルールブック」


#15


#16


20 ★警視庁・捜査一課長


Season4 #5


21


00 ドラえもん #125


30 クレヨンしんちゃん #602


00 RE-MAIN #9


00 時効警察はじめました #4


00 あたしンち #210


30 ★[終]魔進戦隊キラメイ


ジャー #45


00 クレヨンしんちゃん #393


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #83


00 仮面ライダーゼロワン #42


20


00 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2011）#15


00 相棒Season5 #2


「スウィートホーム」


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2013）#2


30 クレヨンしんちゃん #708


00 番組未定


30 ★おにぎりあたためますか


#708


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 #43


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 #44


00 仮面ライダーゼロワン #42


30 仮面ライダーゼロワン #43


00 ドラえもん #495


30 ドラえもん #496


00 クレヨンしんちゃん #975


30 ＜夜の集中放送＞団地ともお


#13-15（～5:00まで）


30 ＜夜の集中放送＞団地ともお


#16-18（～5:00まで）


30 ＜夜の集中放送＞団地ともお


#19-21（～5:00まで）


（～引き続き）＜夜の集中放送＞


団地ともお


#10-12


30 ドラえもん #126


00 ドラえもん #127


30 ドラえもん #128


9


27


26


25


27


26


24


20


19


18


25


24


22


23 23


21


22







（7/29 ver.3)


 ●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。


9月13日(月) 9月14日(火) 9月15日(水) 9月16日(木) 9月17日(金) 9月18日(土) 9月19日(日)


20 CSテレ朝ナビ！！ 20 CSテレ朝ナビ！！ 20 CSテレ朝ナビ！！ 20 CSテレ朝ナビ！！ 20 CSテレ朝ナビ！！


50 CSテレ朝ナビ！！


50 CSテレ朝ナビ！！


25 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」 #13（～5:00ま


で）


50 [字]韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」 #14（～5:00ま


で）


50 [字]韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」 #15（～5:00ま


で）


50 [字]韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」 #16（～5:00ま


で）


9月13日(月) 9月14日(火) 9月15日(水) 9月16日(木) 9月17日(金) 9月18日(土) 9月19日(日)


12


13


14


18


9


10


00 ★【超人気アイドルフェス一挙


放送！】六本木アイドルフェスティ


バル2021 DAY-1 完全版


00 ★【超人気アイドルフェス一挙


放送！】六本木アイドルフェスティ


バル2021 DAY-2 完全版


15


16


10 緊急取調室（2014）#7


00 [新][字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#1


#2


00 [字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#3


#4


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 [字]韓国ドラマ


「真心が届く～僕とスターのオフィ


ス・ラブ!?～」


#3


#4


00 [字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」


#9


#10


30 あたしンち #222


00 仮面ライダービルド #46


30 [新]ドクターX～外科医・大


門未知子～(2016）#1


30 【劇場版公開記念!!】


[新]科捜研の女（2011）#1


初回SP


20 ★警視庁・捜査一課長


Season4 #10


20 ★警視庁・捜査一課長


Season4 #12


20 ★警視庁・捜査一課長


Season4 #13


00 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#19


30 [終]相棒Season17 #20


最終回SP


「新世界より」


30 【劇場版公開記念!!】


[終]科捜研の女（2013）#9


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


00 【劇場版公開記念!!】


[終]科捜研の女（2011）#16


00 相棒Season5 #3


「犯人はスズキ」


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2013）#3


30 クレヨンしんちゃん #709


00 番組未定


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 #45


30 仮面ライダービルド #45


10 緊急取調室（2014）#3 10 緊急取調室（2014）#4 10 緊急取調室（2014）#5 10 緊急取調室（2014）#6


2730 DJ KOOのココDO KOO!? #14


19


00 [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


00 東京お笑いライブマニア


「ラランド単独ライブ-祝電-」後編


30 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#20


00 ドォーモ 真夜中のウワサ話


#59


30 ゲキレア珍百景 #107


30 ドラえもん #49830 クレヨンしんちゃん #752 30 ★おにぎりあたためますか


#709


30 ドラえもん #130


00 [終]原作：池井戸潤 民王


#8


00 上田ちゃんネル #326


00 ★別冊ももクロChan #248


00 おっさんずラブ #3


00 クレヨンしんちゃん #603


30 クレヨンしんちゃん #604


00 クレヨンしんちゃん #977


30 クレヨンしんちゃん #978


00 [新][字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」


#1


#2


00 [字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」


#3


#4


00 番組未定


00 ★続・裏あのちゃんねる #5


20


26


23


25


21 21


22


23


00 幻想魔伝 最遊記 #39


30 幻想魔伝 最遊記 #40


00 ★上田ちゃんネル #354


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#67


#68


#69


00 ワールドトリガー #59


30 ワールドトリガー #60


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2017）#8


26


24


20


24


25


22


27


00 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #10


30 バトルアスリーテス大運動会


#12


【CSテレ朝チャンネル1 】2021年9月第3週


4


12


16


11


5


6


7


30 ドクターX～外科医・大門未


知子～(2016）#2


30 あたしンち #221


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #16


00 おみやさん（2006）#5


14


15


10


30 遺留捜査（2011）#4


30 遺留捜査（2011）#5


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…


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #13


00 おみやさん（2006）#2


00 あたしンち #216


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 #3


00 クレヨンしんちゃん #399


00 おみやさん（2006）#4


5


6


30 囲碁将棋の山はなんでも知ってい


る #5 #6[終]


00 [新]東野圭吾「秘密」 #1


7


8 8


00 おみやさん（2006）#3


17


00 体操ザムライ #5


30 体操ザムライ #6


30 ドラえもん #213


9


18


13


19


30 あたしンち #218


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 #44


30 仮面ライダービルド #44


00 ドラえもん #418


00 RE-MAIN #10


30 ★RE-MAIN #11


00 ドラえもん #131


30 ドラえもん #132


4


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #15


30 幻想魔伝 最遊記 #8


00 ドラえもん #231


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 #45


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 #46


00 仮面ライダーゼロワン #44


30 [終]仮面ライダーゼロワン


#45


00 遺留捜査（2012）#4


00 遺留捜査（2012）#5


00 相棒Season6 #14


「琥珀色の殺人」


（～引き続き）＜夜の集中放送＞


団地ともお


#22-24


11


30 [終]仮面ライダーゼロワン


#45


17


20 ★警視庁・捜査一課長


Season4 #14


30 ワールドトリガー #35


00 クレヨンしんちゃん #402


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #92


00 パーマン #135 #136


30 ドラマスペシャル 事件救命医～


IMATの奇跡～


事件現場の最前線に立つ救命医療


チーム！消えゆく命…救うべきは人


質、警官、犯人!? 銀行強盗犯の仕


掛けた巧妙トリック…爆破事件に消え


た真実の声


00 ドラえもん #212


00 [副]バトルアスリーテス大運動


会 ReSTART! #2


00 [新]快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #1


（～引き続き）＜夜の集中放送＞


団地ともお


#25-27


00 [新]緊急取調室（2017）


#1


00 緊急取調室（2017）#2


00 おみやさん（2006）#2


00 おみやさん（2006）#3


00 相棒Season6 #15


「20世紀からの復讐」


00 ドラえもん #497


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #14


00 クレヨンしんちゃん #75100 ★クレヨンしんちゃん #999


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


30 あたしンち #220


00 [終]魔進戦隊キラメイジャー


#45


30 仮面ライダーゼロワン #44


00 ドラえもん #159


30 ドラえもん #160


00 おにぎりあたためますか #708 00 ドラえもん #129


30 ドラえもん #232


00 あたしンち #21900 あたしンち #218


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 #48


00 クレヨンしんちゃん #401


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #91


00 [新]おみやさん（2006）#1


00 あたしンち #215


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 #2


00 クレヨンしんちゃん #398


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #88


00 仮面ライダーゼロワン #44


30 相棒Season17 #18


「漂流少年～月本幸子の覚悟」


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 #46


00 仮面ライダーゼロワン #44


30 ドラえもん #419


00 クレヨンしんちゃん #840


00 [終]緊急取調室（2017）


#9


30 [新]仮面ライダーゼロワン #1


00 おぼっちゃまくん #69


30 DJ KOOのココDO KOO!? #11


00 【劇場版公開記念!!】


[新]科捜研の女（2002）#1


00 相棒Season5 #4


「せんみつ」


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2013）#4


00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #45


00 ＜夜の集中放送＞


幻想魔伝 最遊記


#2


#3


#4


#5


00 あたしンち #217


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 #47


00 クレヨンしんちゃん #400


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #90


00 仮面ライダービルド #45


30 [終]仮面ライダーゼロワン


#45


00 [新]原作：池井戸潤 民王


#1


00 ドラえもん #267


30 ドラえもん #268


00 クレヨンしんちゃん #940


30 クレヨンしんちゃん #941


30 相棒Season17 #19


「漂流少年～月本幸子の決断」


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #89


00 [終]仮面ライダーゼロワン


#45


20 ★警視庁・捜査一課長


Season4 #11


30 あたしンち #219


30 ＜夜の集中放送＞団地ともお


#22-24（～5:00まで）


10 DJ KOOのココDO KOO!? #1


30 ＜夜の集中放送＞団地ともお


#25-27（～5:00まで）


10 DJ KOOのココDO KOO!? #2


30 ＜夜の集中放送＞団地ともお


#28-30（～5:00まで）


（～引き続き）＜夜の集中放送＞


団地ともお


#19-21


00 番組未定 00 番組未定


30 DJ KOOのココDO KOO!? #13


30 カミナリのトーク番組 カミナリ／


10


#1 #2
00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#64


#65


#66


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2017）#7


00 [副]バトルアスリーテス大運動


会 ReSTART! #7


30 [副]バトルアスリーテス大運動


会 ReSTART! #8


00 バトルアスリーテス大運動会


#18


30 バトルアスリーテス大運動会


#19


00 別冊ももクロChan #247


00 [終]魔進戦隊キラメイジャー


#45


20 ★警視庁・捜査一課長


Season4 #9


30 クレヨンしんちゃん #841


00 仮面ライダービルド #45


30 仮面ライダービルド #46


00 おぼっちゃまくん #70


30 DJ KOOのココDO KOO!? #12
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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。


9月20日(月) 9月21日(火) 9月22日(水) 9月23日(木) 9月24日(金) 9月25日(土) 9月26日(日)


20 CSテレ朝ナビ！！


20 CSテレ朝ナビ！！ 20 CSテレ朝ナビ！！ 20 CSテレ朝ナビ！！ 20 CSテレ朝ナビ！！


30 囲碁将棋の山はなんでも知っている #3


50 CSテレ朝ナビ！！


55 CSテレ朝ナビ！！


55 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」 #18（～5:00ま


で）


50 [字]韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」 #19（～5:00ま


で）


50 [終][字]韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」 #20（～


5:00まで）


9月20日(月) 9月21日(火) 9月22日(水) 9月23日(木) 9月24日(金) 9月25日(土) 9月26日(日)


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 #48


00 番組未定


00 [字]韓国ドラマ


「真心が届く～僕とスターのオフィ


ス・ラブ!?～」


#5


#6


10 ナサケの女～国税局査察官


～ #2


00  [字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」


#11


#12


00 [終]おみやさん（2006）#8


スペシャル


00 あたしンち #222


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 #50


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 #4


30 ドクターX～外科医・大門未


知子～(2016）#3


00 原作：池井戸潤 民王 #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 #47


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2013）#5


10 [終]緊急取調室（2014）


#9


00 [字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#7


#8


30 あたしンち #227


05 おみやさん（2006）#7


00 あたしンち #221


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 #5


00 囲碁将棋の山はなんでも知っ


ている #1-4


30 ドラえもん #500


00 おみやさん（2006）#5


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 #17


00 おっさんずラブ #4


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #18


（～引き続き）[字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」 #19


00 [新]おみやさん（2008-


2009）#1


35 快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #49


00 あたしンち #223


30 ワールドトリガー #36


00 クレヨンしんちゃん #407


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #97


00 パーマン #137 #138


30 遺留捜査（2011）#6


00 番組未定


22


30 ★ゲキレア珍百景 #158


00 バトルアスリーテス大運動会


#13


00 ★AKB48チーム8のあんた、


ロケロケ！ターボ #56


00 [字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」


#5


#6


27 27


25 25


26 26


00 仮面ライダービルド #47


30 仮面ライダービルド #48


00 おぼっちゃまくん #72


30 DJ KOOのココDO KOO!? #2


00 ＜夜の集中放送＞


ワールドトリガー


#70


#71


#72


30 DJ KOOのココDO KOO!? #3 30 DJ KOOのココDO KOO!? #4


00 [新]快盗戦隊ルパンレンジャーVS


警察戦隊パトレンジャー #1


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 #2


00 仮面ライダーゼロワン #2


30 仮面ライダーゼロワン #3


30 DJ KOOのココDO KOO!? #1


00 ＜夜の集中放送＞


[終]ワールドトリガー #73


00 おぼっちゃまくん #71


23 23


24 24


00 原作：池井戸潤 民王 #3


00 ＜夜の集中放送＞


幻想魔伝 最遊記


#6


#7


#8


#9


00 [副]バトルアスリーテス大運動


会 ReSTART! #9


30 [副]バトルアスリーテス大運動


会 ReSTART! #10


00 バトルアスリーテス大運動会


#20


30 バトルアスリーテス大運動会


#21


00 別冊ももクロChan #248


30 カミナリのトーク番組 カミナリ／10


#3 #4


00 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#21


30 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#22


00 幻想魔伝 最遊記 #41


30 幻想魔伝 最遊記 #42


00 上田ちゃんネル #354


00 ドォーモ 真夜中のウワサ話


#60


30 ゲキレア珍百景 #108


00 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！ #11


00 [字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」


#7


#8


30 ＜夜の集中放送＞


幻想魔伝 最遊記


#1


#2


00 [字]韓国ドラマ


「雲が描いた月明り」


#9


#10


22


00 相棒Season5 #6


「ツキナシ」


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2013）#6


19 19


00 ワールドトリガー #61


30 クレヨンしんちゃん #606


00 RE-MAIN #11


30 ★RE-MAIN #12


00 番組未定


00 クレヨンしんちゃん #842


20 20


00 クレヨンしんちゃん #942


30 クレヨンしんちゃん #943


00 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2002）#3


00 ★クレヨンしんちゃん #1000


30 クレヨンしんちゃん #710 30 クレヨンしんちゃん #754


00 体操ザムライ #7


30 体操ザムライ #8


00 クレヨンしんちゃん #753


00 ドラえもん #135


30 ドラえもん #136


17 17


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 #3


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 #47


30 仮面ライダービルド #47


00 ドラえもん #269


30 ドラえもん #270


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 #2


30 [新]仮面ライダービルド #1


00 ドラえもん #161


30 ドラえもん #162


00 ドラえもん #214


30 ドラえもん #215


00 ドラえもん #233


30 ドラえもん #234


30 仮面ライダービルド #2


00 ドラえもん #420


30 ドラえもん #421


00 [副]バトルアスリーテス大運動


会 ReSTART! #3


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 #46


00 ★ベルリンマラソン2021


＜生中継＞


【CSテレ朝チャンネル1 】2021年9月第4週


4


00 [字]韓国ドラマ「運命のように


君を愛してる」 #17


7 7


8 8


9 9


4


5 5


6 6


30 相棒Season6 #3


「蟷螂たちの幸福」


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2011）#3


（～引き続き）＜夜の集中放送＞


団地ともお


#34-36


00 緊急取調室（2017）#3


00 緊急取調室（2017）#4


00 相棒Season6 #17


「新・Wの悲喜劇」


（～引き続き）[終][字]韓国ドラ


マ「運命のように君を愛してる」


#20


00 おみやさん（2008-2009）


#2


（～引き続き）＜夜の集中放送＞


団地ともお


#31-33


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 #47


13 13


14 14


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


イド、真夏に売れる甘い凶器の謎


15 15


12


10 10


11 11


1220 ★警視庁・捜査一課長


Season4 #15


10 緊急取調室（2014）#8


00 [字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#5


#6


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2011）#2


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!!


30 ドクターX～外科医・大門未


知子～(2016）#4


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


30 遺留捜査（2011）#7


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!!


20 警視庁・捜査一課長


Season2 #3


20 [終]★警視庁・捜査一課長


Season4 #16


30 ＜夜の集中放送＞団地ともお


#31-33（～5:00まで）


10 DJ KOOのココDO KOO!? #4


30 ＜夜の集中放送＞団地ともお


#34-36（～5:00まで）


10 DJ KOOのココDO KOO!? #5


30 ＜夜の集中放送＞団地ともお


#37-39[終]（～5:00まで）


16 16
30 あたしンち #22430 あたしンち #223


15 [字]韓国ドラマ


「真心が届く～僕とスターのオフィ


ス・ラブ!?～」


#7


#8


30 あたしンち #225 35 あたしンち #226


30 仮面ライダービルド #46 30 幻想魔伝 最遊記 #9


21 21


00 おにぎりあたためますか #709


30 ★おにぎりあたためますか


#710


00 東野圭吾「秘密」 #2


00 東野圭吾「秘密」 #3


30 クレヨンしんちゃん #843


00 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2002）#2


00 相棒Season5 #5


「悪魔への復讐殺人」


45 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2017）#9


10 DJ KOOのココDO KOO!? #3


10 [新]ナサケの女～国税局査察


官 ～ #1 初回SP


00 クレヨンしんちゃん #404


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #94


20 警視庁・捜査一課長


Season2 #2


00 仮面ライダービルド #2


30 相棒Season6 #2


「陣川警部補の災難」


00 クレヨンしんちゃん #405 00 クレヨンしんちゃん #406


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #96


00 仮面ライダービルド #48


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #95


00 仮面ライダービルド #47


20 [新]警視庁・捜査一課長


Season2 #1


初回SP


45 [終]ドクターX～外科医・大


門未知子～（2017）#10


最終回SP


（～引き続き）＜夜の集中放送＞


団地ともお


#28-30


00 番組未定


00 クレヨンしんちゃん #605


00 クレヨンしんちゃん #979


30 クレヨンしんちゃん #980


00 ドラえもん #133


30 ドラえもん #134


00 クレヨンしんちゃん #403


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #93


00 [新]仮面ライダービルド #1


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


00 おみやさん（2006）#4


00 ドラえもん #499


00 おみやさん（2006）#6


00 あたしンち #220


30 [新]相棒Season6 #1


初回SP


「複眼の法廷」


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 #48


00 [新]仮面ライダービルド #1


30 仮面ライダービルド #2


00 遺留捜査（2012）#6


00 遺留捜査（2012）#7


00 相棒Season6 #16


「悪女の証明」







（7/29 ver.3)


 ●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。


9月27日(月) 9月28日(火) 9月29日(水) 9月30日(木) 10月1日(金) 10月2日(土) 10月3日(日)


20 CSテレ朝ナビ！！ 20 CSテレ朝ナビ！！


50 CSテレ朝ナビ！！


9月27日(月) 9月28日(火) 9月29日(水) 9月30日(木) 10月1日(金) 10月2日(土) 10月3日(日)


30 仮面ライダービルド #4


10 ナサケの女～国税局査察官


～ #3


10 ナサケの女～国税局査察官


～ #4


10 ナサケの女～国税局査察官


～ #5


00 [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


10 ナサケの女～国税局査察官


～ #6


00 [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


00 [字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#9


#10


00 [字]韓国ドラマ


「運命のように君を愛してる」


#11


#12


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 #48


30 あたしンち #228


24


25


00 幻想魔伝 最遊記 #43


20 警視庁・捜査一課長


Season2 #7


20 警視庁・捜査一課長


Season2 #6


00 クレヨンしんちゃん #410


00 相棒Season5 #8


「赤いリボンと刑事」


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2013）#8


00 原作：池井戸潤 民王 #5


05 バトルアスリーテス大運動会


#25


30 [終]バトルアスリーテス大運動会


#26


00 クレヨンしんちゃん #409


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #99


00 ワールドトリガー #62


30 ワールドトリガー #63


（～引き続き）さらば青春の光の


モルック 勝ったら10万円！


#1-12[終]


30 あたしンち #229


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 #49


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


00 仮面ライダービルド #4


30 クレヨンしんちゃん #711


00 番組未定


30 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#24


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2013）#7


00 原作：池井戸潤 民王 #4


00 ＜夜の集中放送＞


幻想魔伝 最遊記


#10


#11


00 ドクターX～外科医・大門未


知子～（2019）#2


00 [新]ドクターX～外科医・大


門未知子～（2019）#1


00 [副]バトルアスリーテス大運動会


ReSTART! #11


25 [終][副]バトルアスリーテス大運


動会 ReSTART! #12


26


00 メンテナンスのため放送休止


（～7:00まで）


00 さらば青春の光のモルック


勝ったら10万円！


#1-12[終]


（～7:00まで）


50 バトルアスリーテス大運動会


#22
15 バトルアスリーテス大運動会


#23


40 バトルアスリーテス大運動会


#24


00 特別番組


（～5:00まで）


00 特別番組


（～5:00まで）


30 幻想魔伝 最遊記 #44


1919


00 クレヨンしんちゃん #844


30 クレヨンしんちゃん #845


00 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2002）#4


00 ドラえもん #271 00 ドラえもん #163


30 ドラえもん #164


00 ★クレヨンしんちゃん #1001


30 体操ザムライ #10


00 上田ちゃんネル #354


25


27 27


26


22


23 23


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 #49


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 #50


22


24


00 ジャングルはいつもハレのちグゥ


#23


18


30 クレヨンしんちゃん #945


00 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2002）#5


30 ドラえもん #272


00 クレヨンしんちゃん #944


00 相棒Season5 #7


「剣聖」


00 ドラえもん #216


30 ドラえもん #217


30 クレヨンしんちゃん #756


00 クレヨンしんちゃん #755


21


00 ドラえもん #422


30 ドラえもん #423


00 体操ザムライ #9


13


14


11


12


21


20


10


（～引き続き）特別番組


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #98


20


15 15


16 16


1717
30 仮面ライダービルド #48 30 [終]仮面ライダービルド #49


30 あたしンち #230


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 #4


30 仮面ライダービルド #3


30 あたしンち #231


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 #5


18


20 警視庁・捜査一課長


Season2 #4


6


【CSテレ朝チャンネル1 】2021年9月第5週


4


6


5


13


14


11


4


5


77


88


9 9


10


12


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 相棒Season6 #6


「この胸の高鳴りを」


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2011）#7


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


20 警視庁・捜査一課長


Season2 #5


30 おかしな刑事13


居眠り刑事とエリート警視の父娘捜


査


美しき女流作家の死～消えた殺害現


場と、空き巣の手口“三角破り”の接


点・那須塩原～向島を結ぶ運命の紅


い帯


30 相棒Season6 #5


「裸婦は語る」


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2011）#5


（～引き続き）特別番組


30 【劇場版公開記念!!】


科捜研の女（2011）#4


00 あたしンち #224


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 #6


00 クレヨンしんちゃん #408


00 おみやさん（2008-2009）


#3


00 仮面ライダービルド #3


30 相棒Season6 #4


「TAXI」


30 ドクターX～外科医・大門未


知子～(2016）#6


00 あたしンち #225


30 [終]快盗戦隊ルパンレンジャー


VS警察戦隊パトレンジャー #51


00 クレヨンしんちゃん #411


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #101


00 [新]仮面ライダーゼロワン


#1


30 ドクターX～外科医・大門未


知子～(2016）#5


（～引き続き）＜夜の集中放送＞


団地ともお #37-39[終]


（～引き続き）


メンテナンスのため放送休止


00 おみやさん（2008-2009）


#4


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド


「ドラえもん」 #100


00 [終]仮面ライダービルド #49
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DATE: 2021/06/30 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。


注2：　　[CC]　クローズドキャプション対象番組


AXN
MONTH: 8月 2021


300-330a


330-400a


400-430a


430-500a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


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


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


06:00 マイアミ・バイス
13
(二)


07:10 マイアミ・バイス
14
(二)


08:20 マイアミ・バイス
15
(二)


09:45 とっても！かんたん健康ストレッチ
5【日】


13:15 ショッピング・
インフォメーション(日)


16:25 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）


20
【字】


23:00 HAWAII FIVE-0
（シーズン10）


21
【字】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


05:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


06:00 バイオニック・ジェミー
1


(二)


07:10 バイオニック・ジェミー
2


(二)


08:20 バイオニック・ジェミー
3


(二)


09:45 とっても！かんたん健康ストレッチ
4【日】


12:45 ショッピング・
インフォメーション(日)


16:50 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）
5


【字】


23:00 ＧＯＴＨＡＭ / ゴッサム
（シーズン5）


4
【字】


00:00
【土夜激アワー：オトナのシネマ】


≪映画≫
エクスタシー
（R15相当）


【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン5）
7


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン5）
8


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン5）
9


【二】


03:30 HAWAII FIVE-0
（シーズン10）


20
【二】


04:30 HAWAII FIVE-0
（シーズン10）


21
【二】


05:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


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）
16


【二】


17:00 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン5）


13
(二)


18:00 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン5）


14
(二)


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン2）


13(終)
【字】


22:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


17
【字】


23:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
17


【字】


05:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 かんたん健康トレーニング 8【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


19
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


1
【二】


11:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


17
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
7


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
8


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
9


【二】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン5）
4


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン5）
5


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン5）
6


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


21(終)
(二)


04:30 HAWAII FIVE-0
（シーズン10）


19
【二】


05:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


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）
15


【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21話(終)(二)


18:00 ドクター・クイン
大西部の女医物語（シーズン5）


12
(二)


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン2）


12
【字】


22:00 LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


1
【字】


23:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


17
【字】


10:40 かんたん健康トレーニング 4【日】


10:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


11:00(新) LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


1
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
4


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
5


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
6


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン5）
3


【二】


03:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


19
(二)


04:30 マイアミ・バイス
（シーズン3）


20
(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3）


18
(二)


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【日】


10:25 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）


11
【字】


22:00 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【日】


22:30 さらばCSI : 科学捜査班
～グレート・メモリーズ～【字】


23:00(新)
LA's FINEST /


ロサンゼルス捜査官（シーズン2）
1


【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン5）
1


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン5）
2


【二】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 かんたん健康トレーニング 6【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


17
(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）


19
【二】


11:00 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【日】


11:30 さらばCSI : 科学捜査班
～グレート・メモリーズ～【字】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
 1


【二】


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


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5）
第11～12話


(二)


06:00 ≪懐かしの名作劇場≫
ドクター・クイン


 大西部の女医物語
（シーズン5）
第13～14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19～20話


(二)


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン10）
第16～17話


【二】


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン10）
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10）
第20～21話


【二】


13:00
熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
2


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
 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）
14


【二】


10:00
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン15）
第12～14話


【字】


13:15
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
（シーズン15）


第15～18話(終)
【字】


17:20
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
－最終章－
第1～2話(終)


【字】


19:10
【全シーズン一挙放送】


CSI : 科学捜査班
ゲストスター・エピソード


【字】


02:00
LUCIFER / ルシファー


（シーズン3）
第1～4話


【字】


10:00(新)
名探偵モンク


一挙放送
第1～3話


【字】


13:45
名探偵モンク


一挙放送
第4～6話


【字】


16:55
名探偵モンク


一挙放送
第7～12話(終)


【字】


00:00
≪新シーズン直前！≫


グッド・ドクター 名医の条件
第1～6話


【字】
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DATE: 2021/06/30 Grid: #


(ET) 月曜日 2021/09/06 火曜日 2021/09/07 水曜日 2021/09/08 木曜日 2021/09/09 金曜日 2021/09/10 土曜日 2021/09/11 日曜日 2021/09/12 (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。


注2：　　[CC]　クローズドキャプション対象番組


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 9【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


20
(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5）
第15～16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）


17
【二】


11:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
17


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5
 10


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
11


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
12


【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）
17


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン5）
11


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン5）
12


【二】


03:30 名探偵モンク
1


【二】


05:00 ショッピング・
インフォメーション(日)


17:00(新)
名探偵モンク 第1話


【二】


18:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


HAWAII FIVE-0（シーズン10）
第22話(終)


【二】


20:05 私立探偵マグナム
（シーズン2）


17
【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン3）


1
【字】


22:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
17


【字】


05:30 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【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 10(終)
【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


21
(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）
17


【二】


11:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


20(終)
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
13


【二】


23:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


20(終)
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン5）
10


【二】


23:00(新)
コードネーム：


ウイスキー・キャバリエ
ふたりは最強スパイ


1【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン5）
13


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン5）
14


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
14


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
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）
18


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン5）
15


【二】


03:55 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


04:00 名探偵モンク
2


【二】


05:00 名探偵モンク
3


【二】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ 1
【日】


08:30 バイオニック・ジェミー
（シーズン3）


22(終)
(二)


09:25 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
 完全記憶捜査（シーズン3）


2
【字】


22:00 私立探偵マグナム
（シーズン2）


20(終)
【字】


09:55 私立探偵マグナム
（シーズン2）


20(終)
【二】


11:00(新)
コードネーム：


ウイスキー・キャバリエ
ふたりは最強スパイ


1【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
 16


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
 17


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
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）
19


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン5）
17


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン5）
18


【二】


03:30 名探偵モンク
4


【二】


04:30 名探偵モンク
5


【二】


19:00 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


1
【二】


20:05 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


2
【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン3）


3
【字】


22:00 コードネーム：
ウイスキー・キャバリエ
ふたりは最強スパイ


1
【字】


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
2【日】


08:30 ジェシカおばさんの事件簿
1


【二】


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 コードネーム：
ウイスキー・キャバリエ
ふたりは最強スパイ


1
【二】


11:00 LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


2
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
19


【二】


23:00 LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


2
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン5）
16


【二】


22:00 LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


2
【字】


23:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


18
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン5）
19


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン5）
20


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
20


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
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）
20(終)
【二】


19:00 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条


 3
【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン5）
21


【二】


03:30 名探偵モンク
6


【二】


04:30 名探偵モンク
7


【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
3【日】


08:30 ジェシカおばさんの事件簿
2


【二】


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


20:05 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


4
【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン3）


4
【字】


04:30 名探偵モンク
9


【二】


20:05 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


6
【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン3）


5
【字】


22:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


18
【字】


09:55 LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


2
【二】


11:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


18
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
22


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
23


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン5）
24(終)
【二】


15:30 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


18
【二】


06:00 バイオニック・ジェミー
4


(二)


07:10 バイオニック・ジェミー
5


(二)


08:20 バイオニック・ジェミー
6


(二)


09:45 とっても！かんたん健康ストレッチ
6【日】


13:55 ショッピング・
インフォメーション(日)


23:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
18


【字】


19:00 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


5
【二】


10:00
【全シーズン一挙放送】
CSI : クロスオーバー・


エピソード
【字】


00:00
【土夜激アワー：オトナのシネマ】


≪映画≫
熟れた果実
（R15相当）


(字)


20:50 さらばCSI : 科学捜査班
～グレート・メモリーズ～【字】


21:20 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【日】


22:00
SUPERGIRL / スーパーガール


（シーズン5）
6


【字】


17:20 ショッピング・
インフォメーション(日)


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5）
22


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン5）
23


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン5）
24(終)
【二】


03:30 名探偵モンク
8


【二】


02:00
LUCIFER / ルシファー


（シーズン3）
第5～8話


【字】


00:00
≪新シーズン直前！≫


グッド・ドクター 名医の条件
第7～12話


【字】


17:20 ショッピング・
インフォメーション(日)


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


06:00 マイアミ・バイス
16
(二)


07:10 マイアミ・バイス
17
(二)


08:20 マイアミ・バイス
18
(二)


09:45 とっても！かんたん健康ストレッチ
7【日】


13:55 ショッピング・
インフォメーション(日)


23:00 ＧＯＴＨＡＭ / ゴッサム
（シーズン5）


5
【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


22:00 HAWAII FIVE-0
（シーズン10）


22(終)
【字】


23:00 マイアミ・バイス
18
(二)


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


1100-1130p


530-600p


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


830-900p


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


530-600a


AXN
MONTH: 9月 2021


230-300a


300-330a


330-400a


400-430a


430-500a


500-530a


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5）
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5）
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5）
第21～22話


(二)


06:00 ≪懐かしの名作劇場≫
ドクター・クイン


大西部の女医物語
（シーズン5）
第23～24話


(二)


19:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


<クロスオーバー>
HAWAII FIVE-0（シーズン10）


第12話
 ×


私立探偵マグナム（シーズン2）
第12話
【二】


17:00
名探偵モンク


第2～3話
【二】


17:00
名探偵モンク


第4～5話
【二】


17:00
名探偵モンク


第6～7話
【二】


17:00
名探偵モンク


第8～9話
【二】


10:00(新)
名探偵モンク（シーズン2）


一挙放送
第1～4話


【字】


14:25
【全シーズン一挙放送】


CSI : トリロジー
【字】


14:25
名探偵モンク（シーズン2）


一挙放送
第5～7話


【字】


17:50
【全シーズン一挙放送】
CSI : クロスオーバー・


エピソード
【字】


17:50
名探偵モンク（シーズン2）


一挙放送
第8～11話


【字】


21:50 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】
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DATE: 2021/06/30 Grid: #


(ET) 月曜日 2021/09/13 火曜日 2021/09/14 水曜日 2021/09/15 木曜日 2021/09/16 金曜日 2021/09/17 土曜日 2021/09/18 日曜日 2021/09/19 (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。


注2：　　[CC]　クローズドキャプション対象番組


15:25(新)
名探偵モンク（シーズン3）


一挙放送
第1～2話


【字】


17:25
【全シーズン一挙放送】


CSI : マイアミ
第8～12話


【字】


17:50
名探偵モンク（シーズン3）


一挙放送
第3～6話


【字】


02:00
LUCIFER / ルシファー


（シーズン3）
第9～12話


【字】


00:00
≪新シーズン直前！≫


グッド・ドクター 名医の条件
第13～18話(終)


【字】


22:00
CSI : 科学捜査班（シーズン5）


第24～25話(終)
【字】


17:00
名探偵モンク
第10～11話


【二】


17:00
名探偵モンク（シーズン2）


第2～3話
【二】


17:00
名探偵モンク（シーズン2）


第4～5話
【二】


17:00
名探偵モンク（シーズン2）


第6～7話
【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


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
4【日】


08:30 ジェシカおばさんの事件簿
3


【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5）


第25～26話(終)
(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）


18
【二】


11:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
18


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
1


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
2


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
3


【二】


15:30 CSI : サイバー（シーズン2）
1


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン6）
2


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン6）
3


【二】


03:30 名探偵モンク
10


【二】


04:30 名探偵モンク
11


【二】


19:00 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


7
【二】


20:05 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


8
【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン3）


6
【字】


22:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
18


【字】


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 ジェシカおばさんの事件簿
4


【二】


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 シカゴ P.D.（シーズン7）
18


【二】


11:00
<CSI：トリロジー 前編>


CSI : マイアミ（シーズン8）
7


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
4


【二】


23:00
<CSI：トリロジー 前編>


CSI : マイアミ（シーズン8）
7


【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン6）
1


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
5


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
6


【二】


15:30 CSI : サイバー（シーズン2）
2


【二】


17:00 名探偵モンク
第12話(終)


【二】


18:00(新)
名探偵モンク（シーズン2）


第1話
【二】


19:00 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


9
【二】


20:05 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


10
【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン3）


7
【字】


22:00
<CSI：トリロジー 前編>


CSI : マイアミ（シーズン8）
7


【字】


23:00 コードネーム：
ウイスキー・キャバリエ
ふたりは最強スパイ


2
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン6）
4


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン6）
5


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン6）
6


【二】


03:30 名探偵モンク
12(終)
【二】


04:30 名探偵モンク（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)


06:00 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【日】


06:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


07:00 ≪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6）
第3話(二)


07:55 ショッピング・インフォメーション(日)


08:10 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ
6【日】


08:30 ジェシカおばさんの事件簿
5


【二】


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55
<CSI：トリロジー 前編>


CSI : マイアミ（シーズン8）
7


【二】


11:00 コードネーム：
ウイスキー・キャバリエ
ふたりは最強スパイ


2
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
7


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
8


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
9


【二】


15:30 CSI : サイバー（シーズン2）
3


【二】


19:00 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


11
【二】


20:05 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


12
【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン3）


8
【字】


22:00 コードネーム：
ウイスキー・キャバリエ
ふたりは最強スパイ


2
【字】


23:00 LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


3
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン6）
7


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン6）
8


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン6）
9


【二】


15:30 CSI : サイバー（シーズン2）
4


【二】


03:30 名探偵モンク（シーズン2）
2


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン6）
11


【二】


04:30 名探偵モンク（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 とっても！かんたん健康ストレッチ
7【日】


08:30 ジェシカおばさんの事件簿
6


【二】


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 コードネーム：
ウイスキー・キャバリエ
ふたりは最強スパイ


2
【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン6）
12


【二】


03:30 名探偵モンク（シーズン2）
4


【二】


04:30 名探偵モンク（シーズン2）
5


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
10


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
11


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
12


【二】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


19:00 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


13
【二】


20:05 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


14
【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン3）


9
【字】


22:00 LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


3
【字】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ
8【日】


08:30 ジェシカおばさんの事件簿
7


【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6）
10


【二】


23:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


19
【字】


20:05 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


16
【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン3）


10
【字】


22:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


19
【字】


11:00 LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


3
【二】


23:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
19


【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン6）
13


【二】


09:55 LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


3
【二】


11:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


19
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
13


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
14


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
15


【二】


15:30 CSI : サイバー（シーズン2）
5


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン6）
14


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン6）
15


【二】


03:30 名探偵モンク（シーズン2）
6


【二】


04:30 名探偵モンク（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 バイオニック・ジェミー
7


(二)


07:10 バイオニック・ジェミー
8


(二)


08:20 バイオニック・ジェミー
9


(二)


09:45 とっても！かんたん健康ストレッチ
8【日】


19:00 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


15
【二】


13:35 ショッピング・
インフォメーション(日)


14:05
【全シーズン一挙放送】


CSI : マイアミ
第5～7話


【字】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


06:00 マイアミ・バイス
19
(二)


07:10 マイアミ・バイス
20
(二)


08:20 マイアミ・バイス
21
(二)


09:45 とっても！かんたん健康ストレッチ
9【日】


22:00
SUPERGIRL / スーパーガール


（シーズン5）
7


【字】


23:00 ＧＯＴＨＡＭ / ゴッサム
（シーズン5）


6
【字】


00:00
【土夜激アワー：オトナのシネマ】


≪映画≫
デッドセクシー


（R15相当）
(字)


14:55 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)


16:55 ショッピング・
インフォメーション(日)


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


830-900a


900-930a


930-1000a


1000-1030a


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


1030-1100a


1100-1130a


1130-000p


000-030p


030-100p


100-130p


AXN


030-100a


100-130a


130-200a


10:00
【全シーズン一挙放送】


CSI : マイアミ
第1～4話


【字】


10:00
名探偵モンク（シーズン2）


一挙放送
第12～16話(終)


【字】


130-200p


200-230p


230-300p


300-330p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


530-600p


600-630p


830-900p


900-930p


430-500a


500-530a


530-600a


300-330a


1130-000a


000-030a


200-230a


230-300a


06:00(新)
≪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6）
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6）
第4～5話


(二)


06:00 ≪懐かしの名作劇場≫
ドクター・クイン


大西部の女医物語
（シーズン6）
第6～7話


(二)


MONTH: 9月 2021


330-400a


400-430a


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p
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DATE: 2021/06/30 Grid: #


(ET) 月曜日 2021/09/20 火曜日 2021/09/21 水曜日 2021/09/22 木曜日 2021/09/23 金曜日 2021/09/24 土曜日 2021/09/25 日曜日 2021/09/26 (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。


注2：　　[CC]　クローズドキャプション対象番組


17:00
【最終話までイッキ見スペシャル】


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】


09:05 ショッピング・
インフォメーション(日)


11:30 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 : マイアミ
第13～16話


【字】


10:00
名探偵モンク（シーズン3）


一挙放送
第7～10話


【字】


14:05
【全シーズン一挙放送】


CSI : マイアミ
第17～19話


【字】


14:25
名探偵モンク（シーズン3）


一挙放送
第11～13話


【字】


17:25
【全シーズン一挙放送】


CSI : マイアミ
第20～24話(終)


【字】


17:50
名探偵モンク（シーズン3）


一挙放送
第14～16話(終)


【字】


21:00
≪クロスオーバーエピソード≫


CSI : トリロジー
【字】


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


06:00
【最終話までイッキ見スペシャル】


シカゴ P.D.（シーズン7）
第6～8話


【字】


09:35
【最終話までイッキ見スペシャル】


シカゴ・ファイア（シーズン8）
第9～10話


【字】


09:35
【最終話までイッキ見スペシャル】


シカゴ P.D.（シーズン7）
第9～10話


【字】


12:00
【最終話までイッキ見スペシャル】


シカゴ・ファイア（シーズン8）
第11～14話


【字】


12:00
【最終話までイッキ見スペシャル】


シカゴ P.D.（シーズン7）
第11～14話


【字】


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ
9【日】


08:30 ジェシカおばさんの事件簿
8


【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6）
第8～9話


(二)


17:00
名探偵モンク（シーズン2）


第12～13話
【二】


00:00
【最終話までイッキ見スペシャル】


シカゴ・ファイア（シーズン8）
第1～2話


【字】


03:00
【最終話までイッキ見スペシャル】


シカゴ・ファイア（シーズン8）
第4話
 ×


シカゴ P.D.（シーズン7）
第4話
【字】


06:00
【最終話までイッキ見スペシャル】


シカゴ・ファイア（シーズン8）
第6～8話


【字】


19:00
【最終話までイッキ見スペシャル】


シカゴ・ファイア（シーズン8）
第16～19話


【字】


00:00
【最終話までイッキ見スペシャル】


シカゴ P.D.（シーズン7）
第1～2話


【字】


03:00
【最終話までイッキ見スペシャル】


シカゴ・ファイア（シーズン8）
第4話
 ×


シカゴ P.D.（シーズン7）
第4話
【字】


17:00
【最終話までイッキ見スペシャル】


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】


09:55
<CSI：トリロジー 中編>
CSI : NY（シーズン6）


7
【二】


11:00 コードネーム：
ウイスキー・キャバリエ
ふたりは最強スパイ


3
【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


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


300-330a


230-300a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


09:55 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


19
【二】


11:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
19


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
16


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
17


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
18


【二】


15:30 CSI : サイバー（シーズン2）
6


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン6）
17


【二】


17:00
名探偵モンク（シーズン2）


第8～9話
【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン6）
18


【二】


03:30 名探偵モンク（シーズン2）
8


【二】


04:30 名探偵モンク（シーズン2）
9


【二】


19:00 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


17
【二】


20:05 ≪新シーズン直前！≫
グッド・ドクター 名医の条件


18(終)
【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン3）


11
【字】


22:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
19


【字】


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 ジェシカおばさんの事件簿
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 P.D.（シーズン7）
19


【二】


11:00
<CSI：トリロジー 中編>
CSI : NY（シーズン6）


7
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
19


【二】


23:00
<CSI：トリロジー 中編>
CSI : NY（シーズン6）


7
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン6）
16


【二】


22:00
<CSI：トリロジー 中編>
CSI : NY（シーズン6）


7
【字】


23:00 コードネーム：
ウイスキー・キャバリエ
ふたりは最強スパイ


3
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン6）
19


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン6）
20


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
20


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン6）
21(終)
【二】


15:30 CSI : サイバー（シーズン2）
7


【二】


19:00 CSI : NY（シーズン7）
1


【二】


17:00
名探偵モンク（シーズン2）


第10～11話
【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン6）
21(終)
【二】


03:30 名探偵モンク（シーズン2）
10


【二】


04:30 名探偵モンク（シーズン2）
11


【二】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


08:00 ショッピング・インフォメーション(日)


08:15 とっても！かんたん健康ストレッチ
11【日】


08:30 ジェシカおばさんの事件簿
10


【二】


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


20:05 CSI : NY（シーズン7）
2


【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン3）


12
【字】


23:00 LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


4
【字】


01:40 ショッピング・
インフォメーション(日)


02:10
【最終話までイッキ見スペシャル】


シカゴ・ファイア（シーズン8）
第3話【字】


04:40
【最終話までイッキ見スペシャル】


シカゴ・ファイア（シーズン8）
第5話【字】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン7）
1


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン7）
2


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン7）
3


【二】


15:30 CSI : サイバー（シーズン2）
8


【二】


19:00 CSI : NY（シーズン7）
3


【二】


20:05 CSI : NY（シーズン7）
4


【二】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:05 ショッピング・
インフォメーション(日)


11:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


23:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


20(終)
【字】


01:40 ショッピング・
インフォメーション(日)


02:10
【最終話までイッキ見スペシャル】


シカゴ P.D.（シーズン7）
第3話【字】


04:40
【最終話までイッキ見スペシャル】


シカゴ P.D.（シーズン7）
第5話【字】


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3）


13(終)
【字】


22:00 コードネーム：ウイスキー・
キャバリエ ふたりは最強スパイ


3
【字】


19:00
【最終話までイッキ見スペシャル】


シカゴ P.D.（シーズン7）
第16～19話


【字】


23:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
20(終)
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン7）
1


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン7）
2


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン7）
3


【二】


03:30 名探偵モンク（シーズン2）
12


【二】


04:30 名探偵モンク（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)


06:00 バイオニック・ジェミー
10
(二)


07:10 バイオニック・ジェミー
11
(二)


08:20 バイオニック・ジェミー
12
(二)


09:45 とっても！かんたん健康ストレッチ
10【日】


02:00
LUCIFER / ルシファー


（シーズン3）
第13～16話


【字】


13:35 ショッピング・
インフォメーション(日)


16:55 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）
8


【字】


23:00 ＧＯＴＨＡＭ / ゴッサム
（シーズン5）


7
【字】


00:00
【土夜激アワー：オトナのシネマ】


≪映画≫
欲巣


（R15相当）
(字)


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


06:00 マイアミ・バイス
22
(二)


07:10 マイアミ・バイス
23(終)
(二)


08:20 マイアミ・バイス
（シーズン2）


1
(二)


09:45 とっても！かんたん健康ストレッチ
11【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)


00:00 コードネーム：
ウイスキー・キャバリエ
ふたりは最強スパイ


3
【二】


01:00 LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


4
【二】


02:00 LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


4
【字】


03:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


20(終)
【二】


04:00 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


20(終)
【字】


04:55 ショッピング・
インフォメーション(日)


05:25 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


05:30 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【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


800-830p


830-900p


300-330p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


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6）
第10～11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6）
第12～13話


(二)


AXN
MONTH: 9月 2021


300-330a


330-400a


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p
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DATE: 2021/06/30 Grid: #


(ET) 月曜日 2021/09/27 火曜日 2021/09/28 水曜日 2021/09/29 木曜日 2021/09/30 金曜日 2021/10/01 土曜日 2021/10/02 日曜日 2021/10/03 (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。


注2：　　[CC]　クローズドキャプション対象番組


17:00
名探偵モンク（シーズン2）


第14～15話
【二】


17:00
名探偵モンク（シーズン3）


第2～3話
【二】


17:00
名探偵モンク（シーズン3）


第4～5話
【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


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 とっても！かんたん健康ストレッチ
12(終)【日】


08:30 ジェシカおばさんの事件簿
11


【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


09:55 シカゴ・ファイア
（シーズン8）


20(終)
【二】


11:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
20(終)
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン7）
4


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン7）
5


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン7）
6


【二】


15:30 CSI : サイバー（シーズン2）
9


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン7）
5


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン7）
6


【二】


03:30 名探偵モンク（シーズン2）
14


【二】


04:30 名探偵モンク（シーズン2）
15


【二】


19:00 CSI : NY（シーズン7）
5


【二】


20:05 CSI : NY（シーズン7）
6


【二】


21:00(新)
アンフォゲッタブル


完全記憶捜査（シーズン4）
1


【字】


22:00 シカゴ P.D.（シーズン7）
20(終)
【字】


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
1【日】


08:30 ジェシカおばさんの事件簿
12


【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）
20(終)
【二】


11:00
<CSI：トリロジー 後編>


CSI : 科学捜査班（シーズン10）
7


【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン7）
7


【二】


23:00
<CSI：トリロジー 後編>


CSI : 科学捜査班（シーズン10）
7


【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン7）
4


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン7）
8


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン7）
9


【二】


15:30 CSI : サイバー（シーズン2）
10


【二】


17:00
名探偵モンク（シーズン2）


第16話(終)
【二】


18:00(新)
名探偵モンク（シーズン3）


第1話
【二】


19:00 CSI : NY（シーズン7）
7


【二】


20:05 CSI : NY（シーズン7）
8


【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン4）


2
【字】


22:00
<CSI：トリロジー 後編>


CSI : 科学捜査班（シーズン10）
7


【字】


23:00 コードネーム：
ウイスキー・キャバリエ
ふたりは最強スパイ


4
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン7）
7


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン7）
8


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン7）
9


【二】


03:30 名探偵モンク（シーズン2）
16(終)
【二】


04:30 名探偵モンク（シーズン3）
1


【二】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


06:00 熱中！夢中！Stay Tuned！
～マイアミ＆ハワイ旅～【日】


06:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


07:00 ≪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6）
18(二)


07:55 ショッピング・インフォメーション(日)


08:10 Strange Tokyo / ストレンジ・トーキョー【字】


08:15 かんたん健康トレーニング
2【日】


08:30 ジェシカおばさんの事件簿
13


【二】


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55
<CSI：トリロジー 後編>


CSI : 科学捜査班（シーズン10）
7


【二】


11:00 コードネーム：
ウイスキー・キャバリエ
ふたりは最強スパイ


4
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン7）
10


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン7）
11


【二】


23:00 LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


5
【字】


00:00 CSI : マイアミ（シーズン7）
10


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン7）
11


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン7）
12


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン7）
12


【二】


15:30 CSI : サイバー（シーズン2）
11


【二】


19:00 CSI : NY（シーズン7）
9


【二】


20:05 CSI : NY（シーズン7）
10


【二】


03:30 名探偵モンク（シーズン3）
2


【二】


04:30 名探偵モンク（シーズン3）
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
3【日】


08:30 ジェシカおばさんの事件簿
14


【二】


09:25 ショッピング・
インフォメーション(日)


09:55 コードネーム：
ウイスキー・キャバリエ
ふたりは最強スパイ


4
【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン4）


3
【字】


22:00 コードネーム：
ウイスキー・キャバリエ
ふたりは最強スパイ


4
【字】


11:00 LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


5
【二】


12:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン7）
13


【二】


13:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン7）
14


【二】


14:00
≪熱中！夢中！マイアミ ＆ ハワイ≫


CSI : マイアミ（シーズン7）
15


【二】


15:30 CSI : サイバー（シーズン2）
12


【二】


02:25 CSI : マイアミ（シーズン7）
15


【二】


03:30 名探偵モンク（シーズン3）
4


【二】


04:30 名探偵モンク（シーズン3）
5


【二】


05:30 ショッピング・
インフォメーション(日)


19:00 CSI : NY（シーズン7）
11


【二】


20:05 CSI : NY（シーズン7）
12


【二】


21:00 アンフォゲッタブル
完全記憶捜査（シーズン4）


4
【字】


22:00 LA's FINEST /
ロサンゼルス捜査官（シーズン2）


5
【字】


23:00
<クロスオーバー 前編>


シカゴ・ファイア
（シーズン8）


4【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6）
第14～15話


(二)


06:00
≪懐かしの名作劇場≫


ドクター・クイン
大西部の女医物語


（シーズン6）
第16～17話


(二)


06:00 ≪懐かしの名作劇場≫
ドクター・クイン


大西部の女医物語
（シーズン6）
第19～20話


(二)


AXN
MONTH: 9月 2021


00:00 CSI : マイアミ（シーズン7）
13


【二】


01:00 CSI : マイアミ（シーズン7）
14


【二】





		1W

		2W

		3W

		4W

		5W
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(ET) 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　　　 　　　（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


300-330a


330-400a


400-430a


430-500a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


800-830p


830-900p


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


1100-1130p


1130-000a


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


100-130p


130-200p


200-230p


230-300p


300-330p


330-400p


1000-1030a


1030-1100a


1100-1130a


1130-000p


000-030p


030-100p


02:15 小京都ミステリー
19
(日)


04:15 小京都ミステリー
20
(日)


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


830-900a


900-930a


930-1000a


02:30 インフォメーション


03:00 刑事コロンボ
華麗なる罠


【二】


05:00 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


青い紅玉【二】


06:00 インフォメーション


15:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪7【日】


16:00
名探偵と最高の相棒特集


主任警部モース
13


【字】


18:00 主任警部モース
14


【字】


20:00 主任警部モース
15


【字】


22:15
名探偵と最高の相棒特集


小京都ミステリー
17
(日)


00:15 小京都ミステリー
18
(日)


04:10 マヨルカ島の捜査ファイル
（シーズン2）


5【字】


05:05 マヨルカ島の捜査ファイル
（シーズン2）
6（終）【字】


06:00 インフォメーション


15:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪6【日】


16:00
２つの顔を持つ名探偵 特集


（新）芸者小春姐さん奮闘記
1


【日】


17:45
芸者小春姐さん奮闘記


2
【日】


19:30
芸者小春姐さん奮闘記


3
【日】


21:15
芸者小春姐さん奮闘記


4
【日】


23:00
芸者小春姐さん奮闘記


5
【日】


00:45
芸者小春姐さん奮闘記


6（終）
【日】


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


5【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♪2【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


14(日)


02:15 マヨルカ島の捜査ファイル
（シーズン2）


3【字】


03:15 マヨルカ島の捜査ファイル
（シーズン2）


4【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


13(日)


02:00 インフォメーション


02:30
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
11（終）【字】


04:10 刑事コロンボ
黒のエチュード


【二】


06:00 インフォメーション


15:15 インフォメーション


15:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪5【日】


16:00 名探偵アワー
マヨルカ島の捜査ファイル


（シーズン2）3【字】


17:00 マヨルカ島の捜査ファイル
（シーズン2）


4【字】


17:55 マヨルカ島の捜査ファイル
（シーズン2）


5【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 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪4【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
11（終）
【字】


18:00 刑事コロンボ
死者の身代金


【二】


20:00 息詰まる愛
～なぜ夫は殺されたのか？


1【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


12(日)


02:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）3【字】


03:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）4【字】


22:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


#3～4
【字】


04:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）5【字】


05:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）6【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 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪3【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


（シーズン2）3【字】


17:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）4【字】


18:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）5【字】


19:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）6【字】


20:00 英国スキャンダル
～セックスと陰謀のソープ事件


3（終）【字】


21:15 インフォメーション


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


06:30 夏樹静子サスペンス
検事 霞夕子 #17～18


【日】


11:00 バーナビー警部
#3～4
【字】


11:00 バーナビー警部
#5～6
【字】


11:00 バーナビー警部
#7～8
【字】


11:00 バーナビー警部
#9～10
【字】


11:00 バーナビー警部
#11～12


【字】


22:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


#5～6（終）
【字】


22:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2） #1～2
【字】


06:30 夏樹静子サスペンス
検事 霞夕子 #9～10


【日】


06:30 夏樹静子サスペンス
検事 霞夕子 #11～12


【日】


06:30 夏樹静子サスペンス
検事 霞夕子 #13～14


【日】


06:30 夏樹静子サスペンス
検事 霞夕子 #15～16


【日】


21:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪1【日】


21:00 息詰まる愛
～なぜ夫は殺されたのか？


2【字】


18:50 マヨルカ島の捜査ファイル
（シーズン2）
6（終）【字】


19:45 インフォメーション
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(ET) 月曜日 2021/09/06 火曜日 2021/09/07 水曜日 2021/09/08 木曜日 2021/09/09 金曜日 2021/09/10 土曜日 2021/09/11 日曜日 2021/09/12 (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


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


15:15 インフォメーション


11:00 バーナビー警部
#13～14


【字】


06:30 夏樹静子サスペンス
検事 霞夕子 #19～20


【日】


300-330a


330-400a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


15:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪8【日】


16:00 名探偵アワー
主任警部アラン・バンクス


（シーズン4）3【字】


17:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン4）


4【字】


17:55 主任警部アラン・バンクス
（シーズン4）


5【字】


18:50 主任警部アラン・バンクス
（シーズン4）
6（終）【字】


19:45 インフォメーション


03:15 主任警部アラン・バンクス
（シーズン4）


4【字】


04:10 主任警部アラン・バンクス
（シーズン4）


5【字】


05:05 主任警部アラン・バンクス
（シーズン4）
6（終）【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 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪9【日】


20:00 埋もれる殺意
～26年の沈黙～


5【吹】


21:00 埋もれる殺意
～26年の沈黙～


6（終）【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


15(日)


02:15 主任警部アラン・バンクス
（シーズン4）


3【字】


02:15
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン9）
3


【字】


03:55 インフォメーション


04:10
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン9）
4（終）
【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 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪10【日】


16:00 名探偵アワー
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン9）
3


【字】


18:00
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン9）
4（終）
【字】


20:00 警視グレイス
1


【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


16(日)


04:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）9【字】


05:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）10（終）【字】


16:00 名探偵アワー
バルタザール 法医学者捜査ファイル


（シーズン2）7【字】


17:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）8【字】


18:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）9【字】


19:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）10（終）【字】


20:00 刑事ジョン・ルーサー
（シーズン5）


1
【字】


06:00 インフォメーション


15:15 インフォメーション


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


17(日)


02:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）7【字】


03:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2）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


18(日)


02:15 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


1【字】


20:00 息詰まる愛
～なぜ夫は殺されたのか？


3【字】


21:00 息詰まる愛
～なぜ夫は殺されたのか？


4【字】


15:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪1【日】


16:00 名探偵アワー
ミステリー IN　上海


Miss Sの探偵ファイル1【字】


17:00 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


2【字】


17:55 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


3【字】


18:50 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


4【字】


19:45 インフォメーション


22:00 刑事コロンボ
ロンドンの傘


【二】


18:00 ウィッチャーの事件簿
エンジェル通り殺人事件


【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♪6【日】


22:55
２つの顔を持つ名探偵 特集
（新）考古学者探偵エマ


1
【字】


03:15 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


2【字】


04:10 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


3【字】


05:05 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


4【字】


23:45 インフォメーション


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


19(日)


02:00 インフォメーション


02:30 ウィッチャーの事件簿
ロード・ヒル・ハウス殺人事件


【字】


06:00 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 #27（終）


【日】


08:45 刑事コロンボ
狂ったシナリオ


【二】


15:15 インフォメーション


15:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪2【日】


04:15 ウィッチャーの事件簿
エンジェル通り殺人事件


【字】


16:00 名探偵アワー
ウィッチャーの事件簿


ロード・ヒル・ハウス殺人事件
【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


6（終）【字】


06:00 インフォメーション


15:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪4【日】


16:00
名探偵と最高の相棒特集


主任警部モース
16


【字】


15:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪3【日】


16:00
２つの顔を持つ名探偵 特集


パティシエ探偵ハンナ
1


【字】


17:45
２つの顔を持つ名探偵 特集
（新）グルメ探偵ヘンリー


1
【字】


06:00 インフォメーション


18:00 主任警部モース
17


【字】


20:00 主任警部モース
18


【字】


22:15
名探偵と最高の相棒特集


小京都ミステリー
21
(日)


00:15 小京都ミステリー
22
(日)


02:15 小京都ミステリー
23
(日)


00:40
２つの顔を持つ名探偵 特集


（新）リフォーム探偵シャノン
1


【字】


02:25
２つの顔を持つ名探偵 特集
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
1【字】


04:15 小京都ミステリー
24
(日)


04:25 刑事コロンボ
構想の死角


【二】


19:25
２つの顔を持つ名探偵 特集


フラワーショップ・ミステリー
1


【字】


21:10
２つの顔を持つ名探偵 特集


（新）図書館司書探偵オーロラ
1


【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


800-830p


830-900p


300-330p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


300-330a


330-400a


430-500a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


11:00 バーナビー警部
#15～16


【字】


11:00 バーナビー警部
#17～18


【字】


11:00 バーナビー警部
#19～20


【字】


11:00 バーナビー警部
#21～22


【字】


11:00 バーナビー警部
#23～24


【字】


400-430a


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


22:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2） #3～4
【字】


22:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2） #5～6
【字】


22:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2） #7～8
【字】


22:00 バルタザール
法医学者捜査ファイル


（シーズン2） #9～10（終）
【字】


11:00 バーナビー警部
#25～26


【字】


06:30 夏樹静子サスペンス
検事 霞夕子 #21～22


【日】


06:30 夏樹静子サスペンス
検事 霞夕子 #23～24


【日】


06:30 夏樹静子サスペンス
検事 霞夕子 #25～26


【日】


06:30 警部補　佃次郎
#1～2
『日』


06:30 警部補　佃次郎
#3～4
『日』
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(ET) 月曜日 2021/09/13 火曜日 2021/09/14 水曜日 2021/09/15 木曜日 2021/09/16 金曜日 2021/09/17 土曜日 2021/09/18 日曜日 2021/09/19 (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


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


15:15 インフォメーション


11:00 バーナビー警部
#27～28


【字】


06:30 警部補　佃次郎
#5～6
『日』


300-330a


330-400a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


22:00
浅見光彦～最終章～


#1
【日】


23:45 インフォメーション


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


20(日)


02:15 主任警部アラン・バンクス
（シーズン5）


1【字】


15:45 かんたん健康トレーニング8【日】


16:00 名探偵アワー
主任警部アラン・バンクス


（シーズン5）1【字】


17:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン5）


2【字】


17:55 主任警部アラン・バンクス
（シーズン5）


3【字】


18:50 主任警部アラン・バンクス
（シーズン5）


4【字】


19:45 インフォメーション


04:15
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン10）
2


【字】


16:00 名探偵アワー
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン10）
1


【字】


18:00
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン10）
2


【字】


20:00 警視グレイス
2（終）
【字】


00:00 インフォメーション


03:15 主任警部アラン・バンクス
（シーズン5）


2【字】


04:10 主任警部アラン・バンクス
（シーズン5）


3【字】


05:05 主任警部アラン・バンクス
（シーズン5）


4【字】


20:00 埋もれる殺意
～18年後の慟哭～


1【吹】


21:00 埋もれる殺意
～18年後の慟哭～


2【吹】


02:00 インフォメーション 02:00 私だけの紳士探偵
1


【字】


06:30 警部補　佃次郎
#7～8
『日』


22:00
浅見光彦～最終章～


#3～4
【日】


02:30
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン10）
1


【字】


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9【日】


22:00
浅見光彦～最終章～


#5～6
【日】


18:00 私だけの紳士探偵
3


【字】


00:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪5【日】


00:45 とっても！かんたん健康ストレッチ12【日】


01:00 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


入院患者【二】


06:00 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
私だけの紳士探偵


1【字】


17:00 私だけの紳士探偵
2


【字】


07:00 警部補　佃次郎
#9～10
『日』


04:00 私だけの紳士探偵
3


【字】


05:00 私だけの紳士探偵
4


【字】


06:00 インフォメーション


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 かんたん健康トレーニング1【日】


20:00 刑事ジョン・ルーサー
（シーズン5）


2（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


21(日)


06:00 インフォメーション


15:00 インフォメーション


03:00 私だけの紳士探偵
2


【字】


16:00 名探偵アワー
ミステリー IN　上海


Miss Sの探偵ファイル5【字】


17:00 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


6【字】


17:55 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


7【字】


18:50 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


8【字】


19:45 インフォメーション


20:00 息詰まる愛
～なぜ夫は殺されたのか？


5【字】


19:00 私だけの紳士探偵
4


【字】


22:00
浅見光彦～最終章～


#7～8
【日】


04:10 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


7【字】


05:05 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


8【字】


06:00 インフォメーション


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 かんたん健康トレーニング2【日】


21:00 息詰まる愛
～なぜ夫は殺されたのか？


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


22(日)


02:15 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


5【字】


03:15 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


6【字】


16:00 刑事コロンボ
マリブビーチ殺人事件


【二】


18:00 刑事コロンボ
殺人講義


【二】


20:00
ロンドン警視庁コリン・サットンの事件簿
～連続殺人鬼リーヴァイ・ベルフィールド


1【字】


21:00 インフォメーション


21:30 とっても！かんたん健康ストレッチ11【日】


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
浅見光彦～最終章～


#9（終）【日】


23:00 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


ぶなの木屋敷の怪【二】


00:00 インフォメーション


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


23(日)


02:15 刑事コロンボ
完全犯罪の誤算


【二】


04:00 刑事コロンボ
ホリスター将軍のコレクション


【二】


05:30 インフォメーション


06:00
２つの顔を持つ名探偵 特集


タクシードライバーの
推理日誌


1
『日』


08:15 タクシードライバーの
推理日誌


2
『日』


10:30 タクシードライバーの
推理日誌


3
『日』


12:45 タクシードライバーの
推理日誌


4
『日』


15:00 タクシードライバーの
推理日誌


5
『日』


17:00 タクシードライバーの
推理日誌


6
『日』


19:00 タクシードライバーの
推理日誌


7
『日』


21:00 タクシードライバーの
推理日誌


8
『日』


23:00 タクシードライバーの
推理日誌


9
『日』


01:00 タクシードライバーの
推理日誌


10
『日』


02:40 タクシードライバーの
推理日誌


11
『日』


04:20 タクシードライバーの
推理日誌


12
『日』


06:00
２つの顔を持つ名探偵 特集


タクシードライバーの
推理日誌


13
『日』


08:15 タクシードライバーの
推理日誌


14
『日』


10:30 タクシードライバーの
推理日誌


15
『日』


12:45 タクシードライバーの
推理日誌
16（終）
『日』


15:00
２つの顔を持つ名探偵 特集


パティシエ探偵ハンナ
1


【字】


16:50 パティシエ探偵ハンナ
2


【字】


18:45 パティシエ探偵ハンナ
3


【字】


20:35 パティシエ探偵ハンナ
4（終）
【字】


22:45 名探偵のお弁当2【日】


23:00 刑事コロンボ
白鳥の歌


【二】


01:05 刑事コロンボ
権力の墓穴


【二】


03:10 刑事コロンボ
自縛の紐


【二】


05:00 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


ギリシャ語通訳【二】


600-630a


630-700a


700-730a


730-800a


800-830a


830-900a


900-930a


930-1000a


1000-1030a


1030-1100a


1100-1130a


1130-000p


000-030p


030-100p


100-130p


130-200p


200-230p


230-300p


300-330p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


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 警部補　佃次郎
#11～12


『日』


06:30 警部補　佃次郎
#13～14


『日』


11:00 バーナビー警部
#29～30


【字】


11:00 バーナビー警部
#31～32


【字】


11:00 バーナビー警部
#33～34


【字】


11:00 バーナビー警部
#35～36


【字】


06:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪6【日】


06:45 とっても！かんたん健康ストレッチ8【日】
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(ET) 月曜日 2021/09/20 火曜日 2021/09/21 水曜日 2021/09/22 木曜日 2021/09/23 金曜日 2021/09/24 土曜日 2021/09/25 日曜日 2021/09/26 (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


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


300-330a


330-400a


400-430a


430-500a


500-530a


530-600a


06:00
２つの顔を持つ名探偵 特集


松本清張 熱い空気
家政婦は見た！


(日)


08:15
２つの顔を持つ名探偵 特集


家政婦は見た！
1


(日)


10:55 家政婦は見た！
2


(日)


13:35 家政婦は見た！
3


(日)


16:15 家政婦は見た！
4


(日)


18:40 家政婦は見た！
5


(日)


21:05 家政婦は見た！
6


(日)


23:30 家政婦は見た！
7


(日)


01:55 家政婦は見た！
8


(日)


04:00 家政婦は見た！
9


(日)


06:00
２つの顔を持つ名探偵 特集


家政婦は見た！
10
(日)


08:40 家政婦は見た！
11
(日)


11:20 家政婦は見た！
12
(日)


14:00 家政婦は見た！
13
(日)


16:40 家政婦は見た！
14
(日)


19:05 家政婦は見た！
15
(日)


21:30 家政婦は見た！
16
(日)


23:55 家政婦は見た！
17
(日)


02:00 家政婦は見た！
18
(日)


04:00 家政婦は見た！
19
(日)


06:00
２つの顔を持つ名探偵 特集


家政婦は見た！
20
(日)


08:40 家政婦は見た！
21
(日)


11:20 家政婦は見た！
22
(日)


14:00 家政婦は見た！
23


【日】


16:40 家政婦は見た！
24


【日】


19:05 家政婦は見た！
25（終）
【日】


21:30
２つの顔を持つ名探偵 特集


フラワーショップ・ミステリー
1


【字】


23:25
フラワーショップ・ミステリー


2（終）
【字】


01:20 刑事コロンボ
歌声の消えた海


【二】


03:25 刑事コロンボ
忘れられたスター


【二】


05:15 インフォメーション


05:45 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪7【日】


06:00 [CC]
アガサ・クリスティー


生誕記念特集
アガサ・クリスティー


ミス・マープル
1【二】


08:15 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル
2


【二】


10:30 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル
3


【二】


12:45 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル
4（終）
【二】


15:00 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン2）
1


【二】


17:00 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン2）
2


【二】


19:00 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン2）
3


【二】


21:00 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン2）
4（終）
【二】


23:00 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン3）
1


【二】


00:45 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン3）
2


【二】


02:30 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン3）
3


【二】


04:15 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン3）
4（終）
【二】


06:00 [CC]
アガサ・クリスティー


生誕記念特集
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン4）
1【二】


08:15 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン4）
2


【二】


10:30 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン4）
3


【二】


12:45 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン4）
4（終）
【二】


15:00 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン5）
1


【二】


17:00 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン5）
2


【二】


22:00
２つの顔を持つ名探偵 特集
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
1


【字】


00:00
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
2


【字】


05:30 インフォメーション


16:00
２つの顔を持つ名探偵 特集
（新）グルメ探偵ヘンリー


1【字】


19:00 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン5）
3


【二】


21:00 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン5）
4（終）
【二】


23:00 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン6）
1


【二】


00:55 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン6）
2


【二】


02:45 [CC]
アガサ・クリスティー


ミス・マープル（シーズン6）
3（終）
【二】


04:30 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


ノーウッドの建築業者【二】


02:00
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
3


【字】


04:10 刑事コロンボ
さらば提督


【二】


06:00 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】


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
19


【字】


17:40 グルメ探偵ヘンリー
2


【字】


19:20 グルメ探偵ヘンリー
3（終）
【字】


21:30 名探偵のお弁当5【日】


21:45 とっても！かんたん健康ストレッチ5【日】


18:00 主任警部モース
20


【字】


20:00 主任警部モース
21


【字】


22:15
名探偵と最高の相棒特集


小京都ミステリー
25
(日)


00:15 小京都ミステリー
26
(日)


02:15 小京都ミステリー
27
(日)


04:15 小京都ミステリー
28
(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


800-830p


830-900p


300-330p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


300-330a


330-400a


430-500a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p


1130-000a


06:30 警部補　佃次郎
#15～16


『日』


11:00 バーナビー警部
#37～38


【字】


06:00
アガサ・クリスティー


生誕記念特集
アガサ・クリスティー


無実はさいなむ
#1～3（終）


【字】


09:40
アガサ・クリスティー


生誕記念特集
アガサ・クリスティー


蒼ざめた馬
#1～2（終）


【字】


12:20
アガサ・クリスティー


生誕記念特集
アガサ・クリスティー


ABC殺人事件
#1～3（終）


【字】


400-430a


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p







Page 5 of 5


(ET) 月曜日 2021/09/27 火曜日 2021/09/28 水曜日 2021/09/29 木曜日 2021/09/30 (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


800-830p


830-900p


300-330p


330-400p


400-430p


430-500p


500-530p


530-600p


430-500a


500-530a


530-600a


000-030a


030-100a


100-130a


130-200a


200-230a


230-300a


330-400a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


400-430a


1100-1130p


1130-000a


22:00
発掘！蔵出しサスペンス


～70年代スター女優
火曜日の女シリーズ 恋の罠


#1～2
【日】


06:00 インフォメーション


15:00 インフォメーション


06:30 警部補　佃次郎
#17～18


『日』


11:00 バーナビー警部
#39～40


【字】


300-330a


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


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2【日】


16:00 名探偵アワー
主任警部アラン・バンクス


（シーズン5）5【字】


17:00 主任警部アラン・バンクス
（シーズン5）
6（終）【字】


18:00 刑事コロンボ
幻の娼婦


【二】


20:00 埋もれる殺意
～18年後の慟哭～


3【吹】


04:15 刑事コロンボ
殺意のキャンバス


【二】


06:00 インフォメーション


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 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
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン10）
3


【字】


21:00 埋もれる殺意
～18年後の慟哭～


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


24(日)


02:25 主任警部アラン・バンクス
（シーズン5）


5【字】


03:20 主任警部アラン・バンクス
（シーズン5）
6（終）【字】


01:00 [CC]
シャーロック・ホームズの冒険


最後の事件【二】


02:00 インフォメーション


02:30
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン10）
3


【字】


04:15
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン10）
4（終）
【字】


18:00
ヴェラ～信念の女警部～


（シーズン10）
4（終）
【字】


20:00 犯人はこの中にいる
1


【字】


21:00 犯人はこの中にいる
2


【字】


00:00 インフォメーション


06:00 インフォメーション


15:00 インフォメーション


00:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪6【日】


00:45 かんたん健康トレーニング1【日】


11:00 バーナビー警部
#41～42


【字】


11:00 バーナビー警部
#43～44


【字】


06:30 ジーンちゃんが世界のごちそういただきます♪10【日】


06:45 かんたん健康トレーニング10【日】


22:00
発掘！蔵出しサスペンス


～70年代スター女優
火曜日の女シリーズ 恋の罠


#3～4
【日】


07:00 警部補　佃次郎
#21（終）


『日』


03:00 私だけの紳士探偵
6


【字】


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 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
私だけの紳士探偵


5【字】


17:00 私だけの紳士探偵
6


【字】


18:00 私だけの紳士探偵
7


【字】


19:00 私だけの紳士探偵
8（終）
【字】


22:00
発掘！蔵出しサスペンス


～70年代スター女優
火曜日の女シリーズ 恋の罠


#5～6（終）
【日】


19:45 インフォメーション


04:00 私だけの紳士探偵
7


【字】


05:00 私だけの紳士探偵
8（終）
【字】


06:00 インフォメーション


08:45
法医学教室の事件ファイル


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♪5【日】


20:00 ウィッチャーの事件簿
ロード・ヒル・ハウス殺人事件


【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


25(日)


02:00 私だけの紳士探偵
5


【字】


20:00
ソールズベリ 毒殺未遂事件


1【字】


21:00
ソールズベリ 毒殺未遂事件


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


26(日)


02:15 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


9【字】


22:00
発掘！蔵出しサスペンス


～70年代スター女優
火曜日の女シリーズ


クラスメート -高校生ブルース-
#1～2【日】


15:45 とっても！かんたん健康ストレッチ5【日】


16:00 名探偵アワー
ミステリー IN　上海


Miss Sの探偵ファイル9【字】


17:00 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


10【字】


17:55 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


11【字】


18:50 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


12【字】


03:10 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


10【字】


04:10 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


11【字】


05:05 ミステリー IN　上海
Miss Sの探偵ファイル


12【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


1130-000a


000-030a


030-100a


100-130a


600-630p


630-700p


700-730p


730-800p


800-830p


830-900p


500-530a


530-600a


130-200a


200-230a


230-300a


300-330a


330-400a


400-430a


09:15 刑事コロンボ
殺しの序曲


【二】


11:00 バーナビー警部
#45～46


【字】


06:30 警部補　佃次郎
#19～20


『日』


06:30 科学捜査官 #1～2
【日】


430-500a


900-930p


930-1000p


1000-1030p


1030-1100p


1100-1130p
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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)


※最新の番組表はこちら


700-730


730-800


800-830


830-900


900-930


930-1000


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


2130-2200


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1830-1900


2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


2700-2730


2730-2800


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


22:50 気候変動を止めるためにナショジオ オープンキャ
ンパス　～ゼロエミッション東京戦略とは～（HD）(日)


22:00 因縁の対決：ライオン vs バッファ
ロー（HD）(二)


04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#4 地
獄の1週間（HD）」(字)


05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「三菱ランエボIVと第二の人生を（HD）」


(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」(二)


07:00 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)


08:00 メーデー！６：航空機事故の真実
と真相「パンナム103便（ＨＤ）」(二)


09:00 生き抜け！原始生活「未開のジャ
ングル（HD）」(二)


10:00 対決！サメvs海の捕食者（HD）
(字)


26:00 衝撃の瞬間２「アムトラック列車事
故」(二)


27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#5 基
礎訓練 最終関門へ（HD）」(字)


04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#6 専
門課程訓練（HD）」(字)


05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「初恋のオースチン７・チャミー（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「魅惑のランチア・デルタEVOⅡ（HD）」


(二)


07:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「ブリティッシュミッドランド航空９


２便（HD）」(二)


08:00 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)


17:00 特選！カー・SOS 思い出の名車
「究極のクセモノ特集（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造 2「デロリアン リ
ブート（HD）」(二)


19:00 海底に沈む第二次世界大戦の真
実（HD）(字)


20:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「死のアウトバック（HD）」(二)


21:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「無人島からの生還（HD）」(二)


22:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「女
性関係（HD）」(二)


11:00 シーザー・ミランの 愛犬レスキュー：
アジア編「恐怖の連鎖反応（HD）」(字)


12:00 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)


13:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発目の原
子爆弾（HD)」(二)


14:00 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)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 3「ア
メリカ南北戦争 海戦の実態（HD）」(二)


16:00 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)


09:00 生き抜け！原始生活「極寒のトナ
カイとサーミの知恵（HD）」(二)


10:00 世界大自然紀行：イギリス「都市と
農村の生き物（HD）」(二)


11:00 シーザー・ミランの 愛犬レスキュー：
アジア編「ドッグカフェで大騒ぎ（HD）」(字)


12:00 官能的！シャーク・ライフ（HD）(二)


13:00 衝撃の瞬間５「9.11(HD)」(二)


14:00 黒人ファラオ：ナイルに沈んだ王墓
（HD）(二)


23:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ドラッグ・妄想・終焉（HD）」(二)


24:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「方向感覚の喪失」(二)


25:00 メーデー！６：航空機事故の真実
と真相「サウジアラビア航空763便（ＨＤ）」


(二)


21:00 キングダム・オブ・チャイナ：隠された
大自然「高原で育まれる命（HD）」(二)


23:00 スネーク・シティ 6「戦慄する住宅
街（HD）」(二)


24:00 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)


25:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「トランスアジア航空235便


（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間２「チェルノブイリ原発
事故」(二)


27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#7 選
ばれし精鋭たち（HD）」(字)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 3「カ
リブ海 消えた海賊船（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「錆び付いたフィアット・ディーノ（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「ロジャー･ムーアも愛したボルボP1800


（HD）」(二)


18:00 スーパーカー大改造 2「ベントレー・
コンチネンタルGT（HD）」(二)


19:00 仰天！海の底まる見え検証「ナチ
スの秘密兵器（HD）」(二)


20:00 【ワイルド ネイチャー】
世界大自然紀行：ニッポン（HD）(二)


04:00 世界大自然紀行：ロシア「シベリア
凍てつく荒野（HD）」(二)


05:00 世界大自然紀行：ロシア「知られ
ざる王国（HD）」(二)


06:00 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)


07:00 世界大自然紀行：ニッポン（HD）
(二)


08:00 キングダム・オブ・チャイナ：隠された
大自然「高原で育まれる命（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「幻の美しきACアシーカ（HD）」(二)


18:00 名車対決！夢のスーパーカー「伝
説のフォードGT（HD）」(二)


19:00 悲劇のUSSインディアナポリスを探
せ（HD）(二)


10:00 ビッグ・キャット：華麗なる一族「新
世界征服（HD）」(二)


11:00 ブラック・パンサー（HD）(二)


12:00 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)


13:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発
(HD)」(字)


14:00 黒人ファラオ：異端の王の謎（HD）
(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 3「ミ
シガン湖に眠るシカゴの秘密（HD）」(二)


04:00 THE SS：ヒトラーへの忠誠（HD）
(二)


05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「名もなき名車キャノン・ゴールドフィンガー


（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「カルマンギアと妻の愛（HD）」(二)


07:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「ラウダ航空００４便（HD）」(二)


08:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物「文明の種（HD）」


(字)


09:00 生き抜け！原始生活「激流での
漁に挑む（HD）」(二)


11:00 ビックリ？！おかしなシャーク大集
合（HD）(二)


12:00 参上！暴れん坊シャーク（HD）(二)


13:00 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)


14:00 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)


23:15 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「三菱ランエボIVと第二の人生を（HD）」


(二)


24:15 メーデー！１７：航空機事故の真
実と真相「コンチネンタル航空1404便


（HD）」(二)


25:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「タカ航空110便(HD)」(二)


26:00 衝撃の瞬間２「北海油田爆発事
故」(二)


27:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「
異常な愛情（HD）」(二)


20:00 【新】9.11：アメリカを襲ったあの日の
出来事


第1話「ファースト・レスポンス（HD）」
第2話「世界貿易センタービル（HD）」(字)


22:15 名車対決！夢のスーパーカー「天
才デザイナーのロードカー（HD）」(二)


27:00 密着！サンパウロ国際空港警察
「心臓発作とコカイン（HD）」(二)


04:00 密着！サンパウロ国際空港警察
「コカインのドラマ（HD）」(二)


05:00 密着！サンパウロ国際空港警察
「コカインのコンボ（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「愛され続けたMG・ミジェット（HD）」(二)


07:00 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「文明社会が崩壊する！


（HD）」(二)


09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「攻撃は最大の防御（HD）」


(二)


10:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「宇宙からの災害（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「イタリア：ヴェネツィアとその潟
（HD）」(字)


12:00 世界遺産「エクアドル：ガラパゴス諸
島（HD）」(字)


21:00 【新】発掘！忘却の財宝とミイラの
謎「隠された墓室（HD）」(二)


22:00 エジプト 死後の世界（HD）(二)


23:00 エジプト:世界最古の階段ピラミッド
（HD）(二)


24:00 発掘！砂漠に眠るファラオの謎
（HD）(二)


25:00 密着！空港警察：南アメリカ「ウソ
をつくベテラン運び屋たち（HD）」(二)


26:00 密着！サンパウロ国際空港警察
「コカインの罪（HD）」(二)


15:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「タカ航空110便(HD)」(二)


16:00 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)


17:00 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)


18:00 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)


19:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物「文明の建築（HD）」


(字)


20:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「偉
大な建築王 ラムセス2世（HD）」(二)


09:00 因縁の対決：ライオン vs バッファ
ロー（HD）(二)


10:00 スネーク・シティ 6「戦慄する住宅
街（HD）」(二)


25:00 衝撃の瞬間６「日本航空123便墜
落事故（HD)」(二)


26:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨大嵐
「台風街道の脅威（HD）」(二)


27:00 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)


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


700-730


19:00 動物園のヒミツ「マナティーの新しい
家族（HD）」(字)


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「人的


要因（HD）」(二)


21:00 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)


22:00 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)


23:00 メーデー！１０：航空機事故の真
実と真相「大統領の死（HD）」(二)


24:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「ブリティッシュミッドランド航空９


２便（HD）」(二)


13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「超レアものタルボ・サンビーム・ロータス


（HD）」(二)


14:00 名車対決！夢のスーパーカー「天
才デザイナーのロードカー（HD）」(二)


15:00 廃車復活！ジャンクヤード・チャレ
ンジ「ランボルギーニ･ウラカン・ペルフォルマ


ンテと対決（HD）」(二)


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 【新】動物園のヒミツ「走れ!チーター
（HD）」(字)


18:00 動物園のヒミツ「こんにちは!サイの
赤ちゃん（HD）」(字)


1130-1200


1200-1230


1230-1300


1300-1330


730-800


800-830


830-900


900-930


930-1000


1000-1030


2700-2730


2730-2800


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


2130-2200
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2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


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


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


特集：動物園のヒミツ 一挙放送


特集：第二次世界大戦



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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2730-2800


NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 9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


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


2100-2130


1530-1600


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


830-900


900-930


930-1000


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


700-730


730-800


800-830


27:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「離婚夫婦の末路（HD）」(二)


04:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「謎の食品パッケージ（HD）」(二)


05:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「不自然なガードル（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「ポルシェ911、奇跡のレストア（HD）」(二)


07:00 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「最後に勝つのは孤独か愛か？


（HD）」(二)


09:00 伝説の女性飛行士 アメリアを探し
て（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「チェコ：プラハ（HD）」(字)


12:00 世界遺産「ケニア：トゥルカナ湖国
立公園群（HD）」(字)


13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「T4に乗って旅に出よう（HD）」(二)


14:00 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)


15:00 廃車復活！ジャンクヤード・チャレ
ンジ「ランドローバー･ディスカバリーと対決


（HD）」(二)


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 動物園のヒミツ「カンガルー 大人へ
の階段（HD）」(字)


18:00 動物園のヒミツ「美女たちと野獣た
ち（HD）」(字)


19:00 動物園のヒミツ「動物の赤ちゃんた
ち（HD）」(字)


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「機長の


活躍（HD）」(二)


21:00 メーデー！１７：航空機事故の真
実と真相「AIA808便（HD）」(二)


22:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「パキスタン国際航空268便


（HD）」(二)


23:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「ウエスト・エア・スウェーデン294


便（HD）」(二)


24:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「ラウダ航空００４便（HD）」(二)


25:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線事
故（HD)」(二)


26:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨大嵐
「迫りくる温帯低気圧（HD）」(二)


27:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 3
「一瞬の決断（HD）」(二)


25:00 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)


26:00 衝撃の瞬間２「ペンタゴン９・１１」
(二)


27:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「女
性関係（HD）」(二)


04:00 世界大自然紀行：アルゼンチン「ア
ンデス山脈の懐に抱かれて（HD）」(二)


05:00 世界大自然紀行：アルゼンチン
「荒波のパタゴニア沿岸部（HD）」(二)


06:00 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)


07:00 世界大自然紀行：地獄谷のニホン
ザル（HD）(二)


08:00 キングダム・オブ・チャイナ：隠された
大自然「森で生きるキンシコウ（HD）」(二)


09:00 南米の奇妙な動物大集合！
「ミュータントの大陸（HD）」(二)


10:00 ハダカデバネズミ：不老長寿の秘密
（HD）(二)


11:00 スゴ腕どうぶつドクター２「竜巻警報
発令！(HD)」(二)


12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「見習い獣
医の奮闘記(HD)」(二)


13:00 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)


14:00 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)


15:00 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)


20:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ピラ
ミッドと古代思想（HD）」(二)


21:00 発掘！忘却の財宝とミイラの謎
「独り眠るミイラ（HD）」(二)


22:00 徹底スキャン:世界の歴史建造物
「古代エジプトのピラミッド（HD）」(字)


23:00 古代遺跡と太陽の神秘（HD）(二)


19:45 アカシンガ：不屈の女性レンジャー（HD）(字)


16:00 特集：アメリカ同時多発テロ事件
20周年


9.11：アメリカを襲ったあの日の出来事
第1話「ファースト・レスポンス（HD）」


第2話「世界貿易センタービル（HD）」
第3話「崩壊（HD）」


第4話「スカイライン（HD）」(字)


24:00 執念の考古学者 アレクサンドロス
大王を探して（HD）(二)


25:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「密輸トリックを見抜け（HD）」(二)


26:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「コカインに溺れて（HD）」(二)


25:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「ロシア航空機 テロの悲劇


（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間２「スペイン・航空機衝
突事故」(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2「総
統大本営（HD）」(二)


04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2「ヒト
ラーの巨大戦艦（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 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)


07:00 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)


08:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物「文明の建築（HD）」


(字)


09:00 生き抜け！原始生活:サバイバルガ
イド（HD）(二)


10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 3
「赤ちゃん注意報！ ミニブタを救え(HD)」


(字)


11:00 タイ王国 大自然に生きる「食料を
求めて（HD）」(二)


12:00 名車対決！夢のスーパーカー「天
才デザイナーのロードカー（HD）」(二)


13:00 9.11：アメリカを襲ったあの日の出来
事 「ファースト・レスポンス（HD）」(字)


14:30 アメリカの絶景：野生への旅「深遠
なるグランドキャニオン（HD）」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証「メキ
シコ湾に眠る遺物（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 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)


18:00 世界の巨大工場４「アストンマー
ティン(HD)」(二)


19:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物「文明の創造（HD）」


(字)


20:00 9.11：アメリカを襲ったあの日の出来
事


第3話「崩壊（HD）」
第4話「スカイライン（HD）」(字)


21:45 アカシンガ：不屈の女性レンジャー（HD）(字)


22:00 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)


23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「初恋のオースチン７・チャミー（HD）」(二)


24:00 メーデー！１７：航空機事故の真
実と真相「アエロフロート・ノルド821便


（HD）」(二)


25:00 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)


26:00 衝撃の瞬間２「メキシコ・グアダラハ
ラの悲劇」(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「ジェッ
ト戦闘機地下工場（HD）」(二)


04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「ベルリ
ン防衛網（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 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)


07:00 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)


08:00 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)


09:00 生き抜け！原始生活「サハラ砂漠
灼熱の大地（HD）」(二)


10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 3
「かわいすぎ注意報！ カンガルーの赤ちゃ


ん(HD)」(字)


11:00 動物園のヒミツ「マナティーの新しい
家族（HD）」(字)


12:00 発掘！忘却の財宝とミイラの謎
「隠された墓室（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間５「上空での大惨事
(HD)」(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「古
代エジプトの謎（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「復活のロードスター（HD）」(二)


18:00 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)


19:00 元素の掟：ヒンデンブルク号と水素
の罠（HD）(二)


20:00 【ワイルド ネイチャー】
世界大自然紀行：地獄谷のニホンザル


（HD）(二)


21:00 キングダム・オブ・チャイナ：隠された
大自然「森で生きるキンシコウ（HD）」(二)


22:00 【新】南米の奇妙な動物大集
合！「ミュータントの大陸（HD）」(二)


23:00 【新】ハダカデバネズミ：不老長寿の
秘密（HD）(二)


24:00 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)


25:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「スペースシップ２（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間２「イタリア・ダム崩壊
事故」(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「V2ロ
ケット発射基地（HD）」(二)


04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「超重
戦車 マウス（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 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)


07:00 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)


08:00 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)


09:00 生き抜け！原始生活「天空の古
都へ（HD）」(二)


10:00 参上！暴れん坊シャーク（HD）(二)


11:00 動物園のヒミツ「こんにちは!サイの
赤ちゃん（HD）」(字)


12:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ドラッグ・妄想・終焉（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間５「パディントン駅の列
車事故(HD)」(二)


14:00 エジプト:世界最古の階段ピラミッド
（HD）(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証「沈ん
だ財宝（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 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)


18:00 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)


19:00 D-Day：知られざる英雄たち（HD）
(二)


20:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「ノルマンディー上陸作戦: レンジャー部隊


（HD）」(二)


21:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「特殊山岳部隊ブラックデビル（HD）」(二)


22:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「性
と秘密と独裁者（HD）」(二)


23:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「嫉妬と確執（HD）」(二)


24:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「ゴースト」(二)


25:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「ウェイト・オーバー（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間２「オーストリア・ケーブ
ル鉄道火災」(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「大西
洋の壁（HD）」(二)


04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「Uボー
ト基地（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 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)


07:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「コパ航空２０１便（HD）」(二)


08:00 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)


09:00 生き抜け！原始生活「さすらいの
大海原（HD）」(二)


10:00 ビックリ？！おかしなシャーク大集
合（HD）(二)


11:00 動物園のヒミツ「走れ!チーター
（HD）」(字)


12:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「
クレオパトラの消息（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間５「アルプスでの衝突
(HD)」(二)


14:00 発掘！忘却の財宝とミイラの謎
「隠された墓室（HD）」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証「ナチ
スの秘密兵器（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「歴史を変えたBMW2002ターボ（HD）」


(二)


18:00 名車対決！夢のスーパーカー「EV
ラリークロスに挑戦（HD）」(二)


19:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ドラッグ・妄想・終焉（HD）」(二)


20:00 ホット・ゾーン「第三話 混乱（HD）」
(二)


21:00 ホット・ゾーン「第四話 犠牲（HD）」
(二)


22:00 【新】アメリカ刑務所潜入！ 獄中
内部事情 2「罪と罰（HD）」(二)


23:00 潜入！ロシアの凶悪受刑者たち
(HD)(字)


24:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「政府チャーター機　暗殺疑惑


（HD）」(二)


2630-2700


2700-2730


2730-2800


04:00 独裁者の製造マニュアル「#1 台頭
（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 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)


07:00 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)


08:00 メーデー！６：航空機事故の真実
と真相「サウジアラビア航空763便（ＨＤ）」


(二)


09:00 生き抜け！原始生活「聖なる火
山への旅（HD）」(二)


10:00 官能的！シャーク・ライフ（HD）(二)


11:00 スネーク・シティ 6「戦慄する住宅
街（HD）」(二)


12:00 ウイルスハンターが追うホット・ゾーン
（HD）(字)


13:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃(HD)」
(二)


14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「偉
大な建築王 ラムセス2世（HD）」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 3「終
戦の年、1945年の真実（HD）」(二)


16:00 名車対決！夢のスーパーカー「天
才デザイナーのロードカー（HD）」(二)


17:00 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)


18:00 名車対決！夢のスーパーカー「至
高のスポーツカー（HD）」(二)


19:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「女
性関係（HD）」(二)


20:00 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)


21:00 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)


22:00 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)


23:00 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)


24:00 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)


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


2500-2530


2530-2600


2600-2630


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


2130-2200


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


1600-1630


1630-1700


1700-1730


830-900


900-930


930-1000


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


700-730


730-800


800-830


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


ワイルドネイチャー：集まれ！へんてこアニマルズ


特集：動物園のヒミツ 一挙放送


特集：第二次世界大戦



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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※最新の番組表はこちら


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
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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


23:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「ユニー航空８７３便（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 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続テロ
事件（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 メーデー！番外編：惨劇の全貌 3
「計器故障（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


14:00 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)


15:00 廃車復活！ジャンクヤード・チャレ
ンジ「ジャガーFタイプと対決（HD）」(二)


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 【新】動物園のヒミツ 2「チーターの
赤ちゃんがやって来た（HD）」(字)


18:00 動物園のヒミツ 2「換羽期のペンギ
ン（HD）」(字)


19:00 動物園のヒミツ 2「コロンバス動物
園の新しい家族（HD）」(字)


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「操縦


不能（HD）」(二)


21:00 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)


22:00 レスキュー！海難救助隊２「台風
の恐怖(HD)」(二)


04:00 密着！ドバイ国際空港「世界ナン
バーワン空港を目指せ！（HD）」(二)


05:00 密着！ドバイ国際空港「第一関
門：運用テスト（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「ヘラルドを一から組み直せ！（HD）」(二)


07:00 第二次世界大戦の潜水艦３「U-
47：奇襲作戦（HD）」(二)


08:00 地下6400キロの旅(HD)(二)


10:00 地球滅亡～脱出のシナリオ
(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～】


ワイルド・ハンター「卓越した身体能力 ネ
コ科動物（HD）」(二)


12:00 ワイルド・ハンター「華麗なるテクニッ
ク 爬虫類（HD）」(二)


13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「伝説の名車ランボルギーニ･エスパーダ


（HD）」(二)


27:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「性
と秘密と独裁者（HD）」(二)


04:00 世界大自然紀行：アルゼンチン
「湿原の住人たち（HD）」(二)


05:00 世界大自然紀行：カリブ海諸島
（HD）(二)


06:00 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)


07:00 地球の巨大生物TOP10（HD）
(二)


09:00 南米の奇妙な動物大集合！「生
存戦略の不思議（HD）」(二)


10:00 ビックリ？！おかしなシャーク大集
合（HD）(二)


11:00 スゴ腕どうぶつドクター２「真剣勝負
(HD)」(二)


12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「山あり谷
あり(HD)」(二)


13:00 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)


14:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「USエアー1493便 (HD)」(二)


15:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「大韓航空007便 (HD)」(二)


16:00 特集：アメリカ同時多発テロ事件
20周年


9.11：アメリカを襲ったあの日の出来事
第5話「今すぐ助けに（HD）」


第6話「跡形もなく（HD）」(字)


17:35 工場ケンガク！～たべものが出来るまで「おいし
いアイスの秘密（HD）」(二)


18:00 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)


19:00 【中国を知る】
チャイナ 革新する国家「発展(HD)」(字)


20:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「消え
ゆくピラミッド（HD）」(二)


21:00 発掘！忘却の財宝とミイラの謎
「謎の巨大石棺（HD）」(二)


22:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ツタ
ンカーメンの謎（HD）」(二)


23:00 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)


24:00 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)


25:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「イルカ印のコカイン（HD）」(二)


26:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「帰国した妊婦の謎（HD）」(二)


27:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「ハネムーン密輸（HD）」(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3「鷲
の巣（HD）」(字)


04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3「ナ
チス 奇跡のＵボートXXI型（HD）」(字)


05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「明日への希望 シトロエン2CV（HD）」


(二)


06:00 名車対決！夢のスーパーカー「至
高のスポーツカー（HD）」(二)


07:00 メーデー！１３：航空機事故の真
実と真相「アシアナ航空214便（HD）」


(二)


08:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物「文明の創造（HD）」


(字)


09:00 生き抜け！原始生活２「ジャングル
のいけにえ（HD）」(二)


10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 3
「苦渋のダイエット命令！ ミニブタを救え


(HD)」(字)


11:00 タイ王国 大自然に生きる「命のバ
トン（HD）」(二)


12:00 南米の奇妙な動物大集合！
「ミュータントの大陸（HD）」(二)


13:00 9.11：アメリカを襲ったあの日の出来
事 「世界貿易センタービル（HD）」(字)


14:00 執念の考古学者 アレクサンドロス
大王を探して（HD）(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証「東シ
ナ海に眠る巨大戦艦（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「魅惑のランチア・デルタEVOⅡ（HD）」


(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「革命児アウディUr-クワトロ（HD）」(二)


18:00 世界の巨大工場７「ポルシェ911
（HD)」(二)


19:00 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)


20:00 9.11：アメリカを襲ったあの日の出来
事


第5話「今すぐ助けに（HD）」
第6話「跡形もなく（HD）」(字)


21:35 工場ケンガク！～たべものが出来るまで「色とり
どりのガムボール（HD）」(二)


22:00 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)


23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「名もなき名車キャノン・ゴールドフィンガー


（HD）」(二)


24:00 メーデー！１７：航空機事故の真
実と真相「ラミア航空2933便（HD）」(二)


25:00 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)


26:00 衝撃の瞬間４「ソウル・スーパー
マーケット崩壊」(二)


26:00 衝撃の瞬間４「ミュンヘンオリンピッ
ク事件（HD）」(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3「ヒト
ラーの要塞島（HD）」(字)


04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3「装
甲部隊と急降下爆撃機（HD）」(字)


05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「新たな人生をエスコート・メキシコとともに


（HD）」(二)


06:00 名車対決！夢のスーパーカー「伝
説のフォードGT（HD）」(二)


07:00 メーデー！１３：航空機事故の真
実と真相「ユナイテッドエクスプレス5925便


（HD）」(二)


08:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「キャビンの穴（ＨＤ）」(二)


09:00 生き抜け！原始生活２「砂漠に潜
む死の影（HD）」(二)


10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 3「ド
ラゴンの闘い！ アゴヒゲトカゲを救え


(HD)」(字)


11:00 動物園のヒミツ「動物の赤ちゃんた
ち（HD）」(字)


12:00 発掘！忘却の財宝とミイラの謎
「独り眠るミイラ（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間５「石油掘削基地の
爆発炎上(HD)」(二)


14:00 古代遺跡と太陽の神秘（HD）(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証「マ
レーシア航空370便（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」(二)


18:00 世界の巨大工場７「ランボルギー
ニ・アヴェンタドール（HD)」(二)


19:00 ナチスに残る都市伝説の真相「超
人的軍隊と危険薬物（HD）」(二)


20:00 【ワイルド ネイチャー】
地球の巨大生物TOP10（HD）(二)


22:00 南米の奇妙な動物大集合！「生
存戦略の不思議（HD）」(二)


23:00 ビックリ？！おかしなシャーク大集
合（HD）(二)


24:00 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)


25:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「ラパ航空3142便（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故
（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間４「タイタニック沈没事
故（HD）」(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2「ヒト
ラーのジークフリート線（HD）」(二)


04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2「番
外編:神風特攻部隊と桜花（HD）」(二)


05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「伝説の名車ランボルギーニ･エスパーダ


（HD）」(二)


06:00 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)


07:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「ファーストエア６５６０便（HD）」


(二)


08:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「不運の先に待つ奇跡（ＨＤ）」


(二)


09:00 生き抜け！原始生活２「断崖絶
壁の長距離走（HD）」(二)


10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 3
「穏やかならぬ長旅！ リスを救え(HD)」


(字)


11:00 動物園のヒミツ「美女たちと野獣た
ち（HD）」(字)


12:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「嫉妬と確執（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間５「カルト集団の悲劇
(HD)」(二)


14:00 徹底スキャン:世界の歴史建造物
「古代エジプトのピラミッド（HD）」(字)


15:00 仰天！海の底まる見え検証「地
中海に眠る古代世界（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「名車を訪ね、イギリス縦断（HD）」(二)


18:00 世界の巨大工場７「パガーニ
（HD)」(二)


19:00 ナチスに残る都市伝説の真相「ヒ
ムラーのオカルト古城（HD）」(二)


20:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「ルーデンドルフ橋奪取作戦（HD）」(二)


21:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「英軍精鋭部隊　空からの強襲（HD）」


(二)


22:00 アメリカ軍を率いた将軍たち「前編
（HD）」(二)


23:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ホロコースト（HD）」(二)


24:00 メーデー！１３：航空機事故の真
実と真相「ユナイテッドエクスプレス5925便


（HD）」(二)


25:00 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)


26:00 衝撃の瞬間４「クイーンズ墜落事
故（HD）」(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2「巨
大組織:親衛隊（HD）」(二)


04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2「報
復兵器:Ｖ１飛行爆弾（HD）」(二)


05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「T4に乗って旅に出よう（HD）」(二)


06:00 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)


07:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「マンクス２　霧の７１００便


（HD）」(二)


08:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「大地への激突（ＨＤ）」(二)


09:00 生き抜け！原始生活２「灼熱のア
ウトバック（HD）」(二)


10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 3
「目に余る眼球！ ウサギを救え(HD)」


(字)


11:00 動物園のヒミツ「カンガルー 大人へ
の階段（HD）」(字)


12:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「偉
大な建築王 ラムセス2世（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間５「ダム津波の脅威
(HD)」(二)


14:00 発掘！忘却の財宝とミイラの謎
「独り眠るミイラ（HD）」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証「太
平洋に潜む脅威（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 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)


18:00 世界の巨大工場７「コルベットZR1
（HD)」(二)


19:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「嫉妬と確執（HD）」(二)


20:00 ホット・ゾーン「第五話 隔離（HD）」
(二)


21:00 ホット・ゾーン「最終話 機密（HD）」
(二)


22:00 アメリカ刑務所潜入！ 獄中内部
事情 2「負のサイクル（HD）」(二)


23:00 潜入！インド最大の刑務所
(HD)(字)


24:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「謎の白い光（HD）」(二)


25:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「カンタス航空７２便（HD）」(二)


2630-2700


2700-2730


2730-2800


04:00 独裁者の製造マニュアル「#2 絶対
的権力（HD）」(二)


05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「超レアものタルボ・サンビーム・ロータス


（HD）」(二)


06:00 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)


07:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「政府チャーター機　暗殺疑惑


（HD）」(二)


08:00 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)


09:00 生き抜け！原始生活２「襲いかか
る海（HD）」(二)


10:00 南米の奇妙な動物大集合！
「ミュータントの大陸（HD）」(二)


11:00 ハダカデバネズミ：不老長寿の秘密
（HD）(二)


12:00 アメリカ刑務所潜入！ 獄中内部
事情 2「罪と罰（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間５「ビスマルク艦船の運
命(HD)」(二)


14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ピラ
ミッドと古代思想（HD）」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証「失わ
れた軍艦（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 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)


18:00 世界の巨大工場７「マスタング
（HD)」(二)


19:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「性
と秘密と独裁者（HD）」(二)


20:00 フリーソロ（HD）(二)


22:00 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)


23:00 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)


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！５：航空機事故の真実
と真相「暴風雨の中へ（HD）」(二)


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


2500-2530


2530-2600


2600-2630


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


2130-2200


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


1600-1630


1630-1700


1700-1730


830-900


900-930


930-1000


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


700-730


730-800


800-830


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


ワイルドネイチャー：集まれ！へんてこアニマルズ


特集：動物園のヒミツ 一挙放送


特集：第二次世界大戦



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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※最新の番組表はこちら


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


NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 9月


1430-1500


1500-1530


1530-1600


2100-2130


2130-2200


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1830-1900


25:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベントリー
沈没（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 メーデー！番外編：惨劇の全貌 3
「要人墜落（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


25:00 密着！ドバイ国際空港「遅れを回
避せよ（HD）」(二)


26:00 密着！ドバイ国際空港「一難去っ
てまた一難（HD）」(二)


27:00 密着！ドバイ国際空港「ゲート表
示切り替え大作戦（HD）」(二)


04:00 密着！ドバイ国際空港「乗り遅れ
た乗客たち（HD）」(二)


05:00 密着！ドバイ国際空港「差し迫る
VIPの到着（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「母の形見のランドローバー（HD）」(二)


07:00 第二次世界大戦の潜水艦３「U-
110：暗号機エニグマ（HD）」(二)


08:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス 2「アンソニー･マッキーとイタリアの山


地へ（HD）」(二)


09:00 アドベンチャーレース！100万ドル
争奪戦「冒険のスタート（HD）」(字)


10:30 世界遺産「タンザニア:キリマンジャロ
（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～】


ワイルド・ハンター「一撃必殺 ヘビ（HD）」
(二)


12:00 ワイルド・ハンター「固い忠誠心 オ
オカミとジャッカル（HD）」(二)


13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「新たな人生をエスコート・メキシコとともに


（HD）」(二)


14:00 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)


15:00 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)


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 動物園のヒミツ 2「キリンの赤ちゃん
誕生（HD）」(字)


18:00 動物園のヒミツ 2「ワニの健康診断
（HD）」(字)


19:00 動物園のヒミツ 2「ホッキョクグマの
お別れパーティー（HD）」(字)


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「撃墜


（HD）」(二)


21:00 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)


22:00 レスキュー！海難救助隊２「惨劇
ゾーン(HD)」(二)


23:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「ノースウエスト航空1482便/
ノースウエスト航空299便（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！１１：航空機事故の真
実と真相「英国欧州航空548便（HD）」


(二)


26:00 衝撃の瞬間４「合衆国を襲った大
竜巻」(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 総集
編「ヒトラーの隠れ家（HD）」(字)


04:00 世界大自然紀行：南アフリカ「海
流の衝突する岬（HD）」(二)


05:00 世界大自然紀行：南アフリカ「沼
地と草原（HD）」(二)


06:00 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)


07:00 ビッグ・キャット：華麗なる一族「ネコ
科の誕生（HD）」(二)


08:00 ビッグ・キャット：華麗なる一族「新
世界征服（HD）」(二)


09:00 南米の奇妙な動物大集合！「動
物たちの戦場（HD）」(二)


10:00 世界の奇妙な生き物たち 2「#1
不思議な愛のカタチ(HD)」(二)


11:00 スゴ腕どうぶつドクター２「コウモリに
気をつけろ！(HD)」(二)


12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「母は偉大
なり(HD)」(二)


13:00 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)


14:00 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)


15:00 メーデー！６：航空機事故の真実
と真相「パンナム103便（ＨＤ）」(二)


16:00 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)


17:00 メーデー！６：航空機事故の真実
と真相「サウジアラビア航空763便（ＨＤ）」


(二)


18:00 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)


19:00 【中国を知る】
チャイナ 革新する国家「緑の革命(HD)」


(字)


20:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ミイ
ラの呪い（HD）」(二)


21:00 発掘！忘却の財宝とミイラの謎「ヘ
ビの女神に仕えた者（HD）」(二)


22:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「
クレオパトラの消息（HD）」(二)


23:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「偉
大な建築王 ラムセス2世（HD）」(二)


24:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ピラ
ミッドと古代思想（HD）」(二)


25:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「タイ国際航空311便（HD）」


(二)


26:00 衝撃の瞬間４「シカゴ航空機事
故」(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4「ヒト
ラーの巨大鉄道網（HD）」(二)


04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4「死
の鉄道（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 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)


07:00 メーデー！１３：航空機事故の真
実と真相「スパンエア5022便（HD）」(二)


08:00 【中国を知る】
チャイナ 革新する国家「発展(HD)」(字)


09:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空キッ
チン 2「ルイジアナ：香辛料が決め手のケ


イジャン料理（HD）」(二)


10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 4
「珍鳥のお悩み! キムネチュウハシを救え


（HD）」(字)


11:00 魅惑のハワイ！サメの世界（HD）
(二)


12:00 南米の奇妙な動物大集合！「生
存戦略の不思議（HD）」(二)


13:00 9.11：アメリカを襲ったあの日の出来
事 「崩壊（HD）」(字)


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 検証：UFO事件の新事実「家畜の
変死と宇宙人（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「ドイツ工学の結晶ゴルフGTIマーク1


（HD）」(二)


18:00 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)


19:00 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)


20:00 アポロ11号：月に向かって「不可能
への挑戦（HD）」(二)


21:00 アポロ11号：月に向かって「究極の
ミッション（HD）」(二)


22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「超レアものタルボ・サンビーム・ロータス


（HD）」(二)


23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」(二)


24:00 メーデー！１７：航空機事故の真
実と真相「ユナイテッド・エクスプレス6291


便（HD）」(二)


25:00 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)


26:00 衝撃の瞬間４「コメット墜落の謎
（HD）」(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4「プロ
パガンダ・マシーン（HD）」(二)


04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4「北
極圏の守り（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 名車対決！夢のスーパーカー「天
才デザイナーのロードカー（HD）」(二)


07:00 メーデー！１３：航空機事故の真
実と真相「アトランティック・エアウェイズ670


便（HD）」(二)


08:00 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)


09:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空キッ
チン 2「南アフリカ：戦士たちのバーベ


キュー（HD）」(二)


10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 4
「まぶたの整形手術!? ミニブタを救え


（HD）」(字)


11:00 動物園のヒミツ 2「コロンバス動物
園の新しい家族（HD）」(字)


12:00 発掘！忘却の財宝とミイラの謎
「謎の巨大石棺（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間３「セントヘレンズ山の
猛威」(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 検証：UFO事件の新事実「三角
形の飛行物体（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 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)


18:00 世界の巨大工場７「テスラ・モデル
S（HD)」(二)


19:00 ナチスに残る都市伝説の真相「消
えた黄金列車（HD）」(二)


20:00 【ワイルド ネイチャー】
ビッグ・キャット：華麗なる一族「ネコ科の


誕生（HD）」(二)


21:00 ビッグ・キャット：華麗なる一族「新
世界征服（HD）」(二)


22:00 南米の奇妙な動物大集合！「動
物たちの戦場（HD）」(二)


23:00 世界の奇妙な生き物たち 2「#1
不思議な愛のカタチ(HD)」(二)


24:00 メーデー！１４：航空機事故の真
実と真相「自家用ジェットの悲劇（HD）」


(二)


25:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「アリタリア航空４０４便（HD）」


(二)


26:00 衝撃の瞬間４「ポトマック川墜落事
故」(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4「イタ
リア防衛線（HD）」(二)


04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4「ル
フトバッフェ（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 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)


07:00 メーデー！１３：航空機事故の真
実と真相「国連チャーター機 DC-6


（HD）」(二)


08:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「暴風雨の中へ（HD）」(二)


09:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空キッ
チン 2「タスマニア：ワラビー肉と極上のハチ


ミツ（HD）」(二)


10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 3
「行方不明の前歯！ プレーリードッグを


救え(HD)」(字)


11:00 動物園のヒミツ 2「換羽期のペンギ
ン（HD）」(字)


12:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ホロコースト（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間３「高速道路への墜
落」(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 検証：UFO事件の新事実「テキサ
スUFO目撃事件（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 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)


18:00 世界の巨大工場７「グンペルト・ア
ポロ（HD)」(二)


19:00 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)


20:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「リビア砂漠のSAS英軍特殊部隊（HD）」


(二)


21:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「サン＝ナゼール強襲（HD）」(二)


22:00 アメリカ軍を率いた将軍たち「後編
（HD）」(二)


23:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ヒトラーの失策（HD）」(二)


24:00 メーデー！１３：航空機事故の真
実と真相「アシアナ航空214便（HD）」


(二)


25:00 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)


26:00 衝撃の瞬間４「スマトラ沖大津波
（HD）」(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3「沖
縄の巨大地下要塞（HD）」(字)


04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3「日
本の巨大戦艦、大和と武蔵（HD）」(字)


05:00 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)


06:00 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)


07:00 メーデー！１３：航空機事故の真
実と真相「UPS航空6便（HD）」(二)


08:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「ウェイト・オーバー（HD）」(二)


09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス 2「アンソニー･マッキーとイタリアの山


地へ（HD）」(字)


10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 3
「静かなる巨鳥！ スミレコンゴウインコを


救え(HD)」(字)


11:00 動物園のヒミツ 2「チーターの赤ちゃ
んがやって来た（HD）」(字)


12:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ピラ
ミッドと古代思想（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間３「アルプスの大雪崩」
(二)


14:00 発掘！忘却の財宝とミイラの謎
「謎の巨大石棺（HD）」(二)


15:00 検証：UFO事件の新事実「ロズウェ
ル事件（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「伝説のモーガン・スリーホイラー（HD）」


(二)


18:00 世界の巨大工場７「レクサスLFA
（HD)」(二)


19:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ホロコースト（HD）」(二)


20:00 潜入！北朝鮮：国家犯罪（HD）
(二)


21:00 潜入！北朝鮮：サイバー攻撃
（HD）(二)


22:00 アメリカ刑務所潜入！ 獄中内部
事情 2「真実と虚構の間に（HD）」(二)


23:00 麻薬王エル･チャポ：脱獄と逃走
（HD）(二)


24:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「ファーストエア６５６０便（HD）」


(二)


2630-2700


2700-2730


2730-2800


04:00 独裁者の製造マニュアル「#3 崩壊
（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 名車対決！夢のスーパーカー「EV
ラリークロスに挑戦（HD）」(二)


07:00 メーデー！１３：航空機事故の真
実と真相「エル・アル航空1862便（HD）」


(二)


08:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「謎の炎（ＨＤ）」(二)


09:00 生き抜け！原始生活２「魔の猛吹
雪（HD）」(二)


10:00 南米の奇妙な動物大集合！「生
存戦略の不思議（HD）」(二)


11:00 ビックリ？！おかしなシャーク大集
合（HD）(二)


12:00 アメリカ刑務所潜入！ 獄中内部
事情 2「負のサイクル（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間３「コロンビア号、最後
の飛行（HD）」(二)


14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「消え
ゆくピラミッド（HD）」(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証「アト
ランティス伝説（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「カルマンギアと妻の愛（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「スターリング･モス現る（HD）」(二)


18:00 世界の巨大工場７「フェラーリFF
（HD)」(二)


19:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密（HD）
(二)


20:00 名車対決！夢のスーパーカー「伝
説のフォードGT（HD）」(二)


21:00 名車対決！夢のスーパーカー「至
高のスポーツカー（HD）」(二)


22:00 【新】ランニング・ワイルド WITH ベ
ア・グリルス 2「アンソニー･マッキーとイタリア


の山地へ（HD）」(二)


23:00 【新】アドベンチャーレース！100万
ドル争奪戦「冒険のスタート（HD）」(字)


24:30 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで「冷凍の本格クロワッサン（HD）」


(二)


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


2500-2530


2530-2600


2600-2630


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


2130-2200


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


1600-1630


1630-1700


1700-1730


830-900


900-930


930-1000


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


700-730


730-800


800-830


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


ワイルドネイチャー：集まれ！へんてこアニマルズ


特集：動物園のヒミツ 一挙放送


特集：第二次世界大戦



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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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
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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


830-900


900-930


930-1000


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


700-730


730-800


800-830


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 世界の奇妙な生き物たち 2「#1
不思議な愛のカタチ(HD)」(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 独ソ
戦「バルバロッサ作戦（HD）」(二)


21:30 世界遺産「日本:富士山（HD）」(二)


22:00 世界の奇妙な赤ちゃんと天才「ヘ
ンテコ赤ちゃん（HD）」(二)


23:00 世界の奇妙な生き物たち 2「#2
風変わりな動物バトル(HD)」(二)


24:00 メーデー！１４：航空機事故の真
実と真相「9.11:ペンタゴンへの攻撃


（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５「9.11(HD)」(二)26:00 衝撃の瞬間４「スペースシャトル・
チャレンジャー爆発事故（HD）」(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 総集
編「ヒトラーの報復兵器（HD）」(字)


04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 独ソ
戦「クルスク戦車戦（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 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)


07:00 メーデー！１４：航空機事故の真
実と真相「自家用ジェットの悲劇（HD）」


(二)


08:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「奇跡の大脱出（HD）」(二)


09:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空キッ
チン 2「ガイアナ：危険生物で作る伝統料


理（HD）」(二)


10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 4
「闘う小さな命 赤ちゃんヤギを救え


（HD）」(字)


11:00 動物園のヒミツ 2「ホッキョクグマの
お別れパーティー（HD）」(字)


12:00 発掘！忘却の財宝とミイラの謎「ヘ
ビの女神に仕えた者（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間３「パリの列車事故」
(二)


14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「偉
大な建築王 ラムセス2世（HD）」(二)


15:00 検証：UFO事件の新事実「小さな
エイリアン（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 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)


18:00 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)


19:00 戦火の記憶「中期（HD）」(二)


20:00 【ワイルド ネイチャー】
ラスト・ライオン(HD)(二)


15:00 検証：UFO事件の新事実「ジャン
グルに暮らす宇宙人（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「オーナーの笑顔を願うシトロエン（HD）」


(二)


18:00 廃車復活！ジャンクヤード・チャレ
ンジ「ジャガーFタイプと対決（HD）」(二)


19:00 戦火の記憶「初期（HD）」(二)


20:00 ヒトラーの教皇　闇の真実（HD）
(二)


22:00 無敵の翼：アメリカ第８航空軍
（HD）(二)


24:00 メーデー！１３：航空機事故の真
実と真相「エル・アル航空1862便（HD）」


(二)


25:00 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)


04:00 休止


07:00 メーデー！１３：航空機事故の真
実と真相「TAM航空402便（HD）」(二)


08:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「無線沈黙（HD）」(二)


09:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空キッ
チン 2「スマトラ島：郷土料理ルンダンに挑


戦（HD）」(二)


10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 4
「赤ちゃんの大手術! コンゴウインコを救え


（HD）」(字)


11:00 動物園のヒミツ 2「ワニの健康診断
（HD）」(字)


12:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ヒトラーの失策（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間３「バリ島の爆破テロ」
(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)


26:00 衝撃の瞬間４「モントセラト島の大
噴火」(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 総集
編「ヒトラーの防衛線（HD）」(字)


04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 総集
編「ヒトラーの報復兵器（HD）」(字)


05:00 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)


06:00 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)


07:00 メーデー！１３：航空機事故の真
実と真相「アトランティック・サウスイースト


航空2311便（HD）」(二)


08:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「注意散漫（HD）」(二)


09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス 2「テリー･クルーズとアイスランドの高


地へ（HD）」(字)


10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 4
「お寿司大好き!? リスザルを救え（HD）」


(字)


11:00 動物園のヒミツ 2「キリンの赤ちゃん
誕生（HD）」(字)


12:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「消え
ゆくピラミッド（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間３「シンガポールのホテ
ル倒壊事故」(二)


14:00 発掘！忘却の財宝とミイラの謎「ヘ
ビの女神に仕えた者（HD）」(二)


15:00 検証：UFO事件の新事実「ケネ
ディ宇宙センターとUFO（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「憧れのコルベット・スティングレイ（HD）」


(二)


18:00 廃車復活！ジャンクヤード・チャレ
ンジ「ランドローバー･ディスカバリーと対決


（HD）」(二)


19:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ヒトラーの失策（HD）」(二)


20:00 潜入！北朝鮮：独裁者の精神
「独裁者のジレンマ（HD）」(二)


21:00 潜入！北朝鮮：独裁者の精神
「駆け引きの激化（HD）」(二)


22:00 厳重警備：刑務所内の闇取引
（HD）(二)


23:00  【新】再潜入：重警備刑務所の
実態（HD）(字)


24:00 メーデー！１７：航空機事故の真
実と真相「キャセイパシフィック航空780便


（HD）」(二)


25:00 休止


2630-2700


2700-2730


2730-2800


10:00 南米の奇妙な動物大集合！「動
物たちの戦場（HD）」(二)


12:00 アメリカ刑務所潜入！ 獄中内部
事情 2「真実と虚構の間に（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間３「TWA800便の事故
原因」(二)


14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ミイ
ラの呪い（HD）」(二)


04:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「体
の秘密（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 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)


07:00 メーデー！１３：航空機事故の真
実と真相「ガルーダ・インドネシア航空200


便（HD）」(二)


08:00 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)


09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス 2「アンソニー･マッキーとイタリアの山


地へ（HD）」(字)


15:00 検証：UFO事件の新事実「アリゾ
ナUFO誘拐事件（HD）」(二)


16:00 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)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「イタリアの名車ランチア･フラヴィア（HD）」


(二)


18:00 廃車復活！ジャンクヤード・チャレ
ンジ「ランボルギーニ･ウラカン・ペルフォルマ


ンテと対決（HD）」(二)


19:00 ナチスのドラムビート作戦(HD)(二)


20:00 名車対決！夢のスーパーカー「EV
ラリークロスに挑戦（HD）」(二)


21:00 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)


22:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス 2「テリー･クルーズとアイスランドの高


地へ（HD）」(二)


23:00 アドベンチャーレース！100万ドル
争奪戦「仲間割れ（HD）」(字)


24:00 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)


25:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「奇跡の大脱出（HD）」(二)


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


2500-2530


2530-2600


2600-2630


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


2130-2200


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


1600-1630


1630-1700


1700-1730


830-900


900-930


930-1000


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


700-730


730-800


800-830


特集：オールアバウト・プリズン


ワイルドネイチャー：集まれ！へんてこアニマルズ



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf











3 （金）2 （木）


17 （金）16 （木） 18 （土） 27 （月）19 （日） 26 （日）20 （月） 21 （火） 28 （火）22 （水） 29 （水）23 （木） 24 （金） 25 （土）


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


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


10 （金）4 （土） 11 （土）5 （日） 12 （日）6（月） 13 （月）7 （火） 14 （火）8 （水） 9 （木）


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/


1 （水） 15 （水）


30 （木）


#29


プレイバック② プレイバック③ プレイバック①


GAORA
プロ野球中継


 


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ
 


（9.18札幌ドーム）


インディカー・
シリーズ 
2021


モントレー・グランプリ
#15
 


Road To INDY 
佐藤琢磨への挑戦 ！


#2


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～


プレイバック②
 


Vリーグ
2020-21 レビュー


～男子～
JT広島 vs サントリー


（2.28鳥取県立米子　 
　　　　産業体育館）


狩野舞子の女バレ部 ！ #12


佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #9


シングルへの道 
#69・70 インフォメーション インフォメーション


インフォメーション #85・86


#29・30


#87・88


#30


＃ゴルフ女子＋
#1・2


よしもと新喜劇
池乃めだかの傑作選！


「ちっさいオッサンの宝くじ」


#9・10 #11・12


SUNDAYスマイル
GOLF #87・88


香妻琴乃の 
スマイルGOLF #11


シングルへの道 
#71・72


SUNDAYスマイル
GOLF #109・110


京都知新  
#19・20


痛快！明石家電視台 
大親友の彼女 
略奪カップル！ 


元彼登場で修羅場に!?


インフォメーション インフォメーション
亀山つとむ・江草仁貴の


トラツボ ！ #6
元気めしキッチン ！ 3 #2


シモ’Sキッチン ！ #11


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


阪神 
vs 


福岡ソフトバンク


（甲子園）
 


センバツプレイバック 
～ヒーローたちの原点～ 


東浜＆嶺井 
日本一をつかむ完封劇


インディカー・
シリーズ 
2021


ポートランド・グランプリ


#14 


インフォメーション


K-1 
WORLD 


GP 
2019 


JAPAN


～よこはまつり～


11.24 
横浜アリーナ


GAORA
プロ野球中継


 


 
阪神 
vs 


中日
 


（9.17甲子園）


ウエスタン＆サザン・ 
オープン 


　～シンシナティ～


ATPテニスマガジン 
#564


ろくでなしミトリズ #58 よしもと新喜劇
すっちー座長の傑作選！ 


「ハモっちんぐすち子先生」


インフォメーション


よしもと新喜劇NEXT 
#55


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（札幌ドーム）


GAORA
プロ野球中継


 


 
阪神 
vs 


中日
 


（9.18甲子園）


｢＜第2節＞対戦未定｣


#5


｢＜第2節＞対戦未定｣


#6


朝日奈央の 
キラめきスポーツ #9


GAORA 
プロ野球中継


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（札幌ドーム）


 


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ
 


（9.19札幌ドーム）


｢＜第2節＞対戦未定｣


#7


DRAGONGATE  
無限大～infinity～


2021.8.15 
アクロス福岡


#567
最先端バトル  


ドラゴンゲート!! #120
インディカー・ 


シリーズ 2021
 


森永トレーニングラボ 
#12・13 2014 


セガサミーカップ 
ゴルフトーナメント


最終日
石川遼 逆転勝利


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（札幌ドーム）


 


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ
 


（9.20札幌ドーム）


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #7


インディカー・
シリーズ 
2021


モントレー・グランプリ


#15 


岡山シーガルズ #40


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～


ATPテニスマガジン 
#564


おうちでワークアウト #5


インフォメーション


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


阪神 
vs 


福岡ソフトバンク
 


（9.16甲子園） 


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（9.16鎌スタ）
 


ATPテニスマガジン 
#563


ナショナル・バンク・ 
オープン 


～トロント～


ろくでなしミトリズ


#58・59


インフォメーション


K-1 
WORLD 


GP 
2021 


JAPAN


～よこはまつり～


9.20 
横浜アリーナ


DRAGONGATE  
無限大～infinity～


2021.9.8 
後楽園ホール


#568


最先端バトル 
ドラゴンゲート!!


#119・120
ぶらり探訪 珍湯たび 


#7
GAORAプロ野球中継


～ファーム～


森永トレーニングラボ
#10・11


SUNDAYスマイル
GOLF #89・90


インフォメーション


＜第1日＞


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


（9.23鎌スタ）
 


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～


#30・31
#12・13
京都知新 
#21・22


＜第2日＞


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


2011 Spring


#3 


2012 Spring


#4


ATPテニスマガジン 
#564


おうちでワークアウト #6


ぶらり探訪 珍湯たび 
#8


こんなところに釣り人 
#1


＜第3日＞


K-1 
WORLD 


GP 
2021 


JAPAN


～よこはまつり～


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
 


（9.22鎌スタ） 


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～


プレイバック③
 


痛快！明石家電視台 
大親友の彼女 
略奪カップル！ 


元彼登場で修羅場に!?


ごぶごぶ
#434


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #7


インディカー・
シリーズ 
2021


モントレー・グランプリ


#15 


インフォメーション


レジェンド・オブ・
ファイターズ
北海道日本ハム  


vs 埼玉西武
（2014.5.13開催）


大谷翔平 
プロ初完封


センバツプレイバック 
～2020ドラフト  　 
　　 指名選手特集～ 


#1


レジェンド・オブ・
ファイターズ
北海道日本ハム  
vs 東京ヤクルト


（2013.5.23開催）
大谷翔平 


一軍初登板


北海道日本ハム  
vs 阪神


（2016.6.12開催）
交流戦初 


大谷翔平リアル二刀流 


朝日奈央の 
キラめきスポーツ #9


関西学生 
アメリカン 


フットボール 
2021


｢＜第2節＞対戦未定｣
#8


ごぶごぶ
#426


よしもと新喜劇NEXT


#56・51


狩野舞子の女バレ部 ！ #1
岡山シーガルズ #40


朝日奈央の 
キラめきスポーツ #9


元気めしキッチン ！ 3 #3
シモ’Sキッチン ！ #12


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）


 


関東学生 
アメリカン 


フットボール 
2021


｢＜第1節＞対戦未定｣
#1


｢＜第1節＞対戦未定｣


#1


#1
よしもと新喜劇


内場勝則の傑作選！ 
「十三人のお客!?」


田中秀道 Presents シングルへの道
#67・68


＜第1日＞


インフォメーション
亀山つとむ・江草仁貴の


トラツボ ！ #7


#2・3


よしもと新喜劇NEXT 
#56


#69・70


＜第2日＞


ATPテニスマガジン 
#565


ろくでなしミトリズ #59 SUNDAYスマイルGOLF
#87・88


｢＜第2節＞対戦未定｣


#5


#4


＜第3日＞


インフォメーション
シングルへの道


#71・72
佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #5


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


第66回 
全国高等学校


軟式野球 
選手権大会


＜決勝＞
 


こんなところに 
釣り人
#2～4


9.20横浜アリーナ


レジェンド・オブ・
ファイターズ
北海道日本ハム  


vs 埼玉西武
（2014.5.13開催）


大谷翔平 
プロ初完封


センバツプレイバック 
～ヒーローたちの原点～ 


藤浪・大谷両怪物が 
初戦から火花を散らす


痛快！明石家電視台
非モテ男子が学園の 
アイドルと奇跡の結婚！


ごぶごぶ
#427


よしもと新喜劇
辻本茂雄の傑作選！ 


「3年B組茂造先生」


インフォメーション
森永トレーニングラボ 


#11・12
痛快！明石家電視台
非モテ男子が学園の 
アイドルと奇跡の結婚！


ごぶごぶ
#435


よしもと新喜劇NEXT 
#57


ろくでなしミトリズ #59


＜最終日＞


＃ゴルフ女子＋
#1・2


森永トレーニングラボ 
#13・14


#89・90


#31
SUNDAYスマイル
GOLF #110・111


＜最終日＞


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


阪神 
vs 


オリックス
 


（9.26鳴尾浜） 


ろくでなしミトリズ #59


ぶらり探訪 珍湯たび


#9・10


インディカー・ 
シリーズ 2021


 


朝日奈央の 
キラめきスポーツ #9


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


阪神 
vs 


オリックス
 


（9.26鳴尾浜） 


香妻琴乃の 
スマイルGOLF #12


インフォメーション


インディカー・
シリーズ 
2021


ロングビーチ・グランプリ


#16 


関東学生 
アメリカン 


フットボール 
2021


｢＜第2節＞対戦未定｣
#2


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #8


ブレイザーズ＠TV #94
岡山シーガルズ #40


第66回 
全国高等学校


軟式野球 
選手権大会


＜決勝＞
 


＃ゴルフ女子＋ #1


インフォメーション
おうちでワークアウト #8


#1


2011 Spring


#3


痛快！明石家電視台
衝撃！合計198キロ減量


成功ダイエット美女


ろくでなしミトリズ #59


#2


2012 Spring


#4


よしもと新喜劇
思い出の彼はいずこへ!?


ごぶごぶ
#408


インフォメーション


DRAGONGATE  
無限大～infinity～


2021.9.8 
後楽園ホール


#568


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 ！ #8


阪神 
vs 


広島


（甲子園）


良妻は一生の不覚!?


＃ゴルフ女子＋ #2
ATPテニスマガジン 


#565
ぶらり探訪 珍湯たび 


#11


阪神 
vs 


広島


（甲子園）


旦那様にご用心!?


全日本プロレス
ALL JAPAN 
B-Banquet


2021 SUPER 
DELUXE SERIES


9.21 
後楽園ホール


#436 


全日本プロレス 
バトルライブラリー


宮原健斗編
ぶらり探訪 珍湯たび 


#12


#13


阪神 
vs 


広島


（甲子園）


ラーメン屋台でエーッ！


関東学生 
アメリカン 


フットボール 
2021


｢＜第2節＞対戦未定｣
#2


ATPテニスマガジン 
#565


DRAGONGATE  
無限大～infinity～


2021.9.8 
後楽園ホール


#568


#14


インディカー・
シリーズ 
2021


ロングビーチ・グランプリ
#16
 


Road To INDY 
佐藤琢磨への挑戦 ！


#3


千客万来 
～がおら寄席～


#19～21


Vリーグ
2020-21 レビュー


～男子～
ジェイテクト vs VC長野


（3.6ジェイテクトアリーナ奈良）


おうちでワークアウト #7


Vリーグ
2020-21 
レビュー
～男子～


堺 vs サントリー
（3.6日本製鉄堺体育館）


～男子～
ジェイテクト vs VC長野
（3.7ジェイテクト 　　 
　　　 アリーナ奈良）


シングルへの道 
#71・72


がおら寄席 #22


ガチなキャンプで 
ごめんなさい


#1・2


川崎漁業組合
#16～21


北海道日本ハム 
vs 


オリックス
 


（9.1札幌ドーム） 


佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #7


北海道日本ハム 
vs 


オリックス
 


（9.2札幌ドーム） 


シングルへの道 
#65・66


阪神 
vs 


広島
 


（9.1鳴尾浜）


インフォメーション


阪神 
vs 


広島
 


（9.2鳴尾浜）


川崎漁業組合
#22～24


狩野舞子の女バレ部 ！ #6
おうちでワークアウト #3・4


狩野舞子の女バレ部 ！ 
#3・4


Vリーグ
2020-21 レビュー


～男子～
パナソニック vs JT広島


（1.23パナソニックアリーナ）


ごぶごぶ
#423


インフォメーション
森永トレーニングラボ


#7・8 #9・10
#27・28


#83・84
SUNDAYスマイルGOLF


#81・82


～男子～
パナソニック vs JT広島


（1.24パナソニックアリーナ）


よしもと新喜劇
諸太郎の、次期社長は 


ダイブ大変!?


痛快！明石家電視台
令和女と昭和男の 


禁断恋SP


#28
よしもと新喜劇NEXT 


#53
ろくでなしミトリズ #57


よしもと新喜劇
すっちー座長の傑作選！
「すち子の、お父さん 


お母さん不動産！」


京都知新
#15・16


SUNDAYスマイル
GOLF #83・84


SUNDAYスマイル
GOLF #107・108


香妻琴乃の 
スマイルGOLF #9


シングルへの道 
#67・68


インフォメーション インフォメーション インフォメーション
よしもと新喜劇NEXT 


#53
ATPテニスマガジン 


#562
最先端バトル  


ドラゴンゲート!! #119


甲子園ボウル
～よみがえる　 
　　　名勝負～


立命館大学 vs 法政大学
（1994.12.18開催）
天才QB東野・アニマル


リッツ河口・近藤が 
聖地で大暴れ！


インフォメーション


センバツプレイバック 
～ヒーローたちの原点～ 


藤浪・大谷両怪物が 
初戦から火花を散らす


レジェンド・オブ・
ファイターズ
北海道日本ハム  
vs 東京ヤクルト


（2013.5.23開催）
大谷翔平 


一軍初登板


北海道日本ハム  
vs 阪神


（2016.6.12開催）
交流戦初 


大谷翔平リアル二刀流 


こんなところに釣り人


#3・4


ファイターズ 
引退セレモニー集 
～あの感動をもう一度～


#1・2


SPEED STAR  
FINAL


2021.8.1 
神戸ワールド 
記念ホール


BULK UP CAMP #11


元気めしキッチン ！ 3 #2 YAMATOの元気めしキッチン ！ Round 3 #8・1
シモ’Sキッチン ！ #16 シモ’Sキッチン ！ #9・10
亀山つとむ・江草仁貴の


トラツボ ！ #4
亀山つとむ・江草仁貴の


トラツボ ！ #6
よしもと新喜劇NEXT


#54


 


阪神 
vs 


広島


（鳴尾浜）


 


阪神 
vs 


福岡ソフトバンク


（甲子園）


 


阪神 
vs 


福岡ソフトバンク


（甲子園）


インフォメーション


#1


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #4


元気めしキッチン ！ 3 #3
シモ’Sキッチン ！ #17


 


阪神 
vs 


広島


（鳴尾浜）


#2


ATPテニスマガジン 
#561


こんなところに釣り人 
#1


インフォメーション


Vリーグ
2020-21 レビュー


～女子～


デンソー
vs


姫路


元気めしキッチン ！ 3 #4


東レ
vs


NEC


（1.30ウカルちゃん　 
　　　　　アリーナ）


インフォメーション


ありがとう 
岩坂名奈 
Vリーグ 


プレイバック
久光製薬 


vs 
東レ


（2011.1.9開催）
久光製薬 


vs 
デンソー


（2012.12.8開催）


日立 vs NEC
（2015.3.8開催）


ありがとう佐藤美弥 
Vリーグ プレイバック


本田家で 
アイスショー 


鑑賞 ！
#1・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


2011 Spring


#3 


2012 Spring


#4


ありがとう 
江畑幸子 
Vリーグ 


プレイバック
日立 vs パイオニア


（2013.11.30開催）


日立 vs 久光製薬
（2014.1.19開催）


日立 vs トヨタ車体
（2015.11.7開催）
ATPテニスマガジン 


#562


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


森永トレーニングラボ 
#10・11


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! #119
こんなところに釣り人 


#2


ろくでなしミトリズ #57


インフォメーション


DRAGONGATE  
無限大～infinity～


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


インフォメーション


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #5


ATPテニスマガジン 
#562


元気めしキッチン ！ 3 #5


元気めしキッチン ！ 3 #6


元気めしキッチン ！ 3 #7
シモ’Sキッチン ！ #18


シモ’Sキッチン ！ #7
よしもと新喜劇


小籔座長の傑作選！ 
「披露宴はつつがなく？」 シモ’Sキッチン ！ #8


 


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）


北海道日本ハム 
vs 


オリックス


（札幌ドーム）


阪神 
vs 


中日


（9.1甲子園）


#1


#13


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）


阪神 
vs 


中日


（9.2甲子園）


#2


#14


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＞ 


2014 
セガサミーカップ 
ゴルフトーナメント


最終日
石川遼 逆転勝利


＃ゴルフ女子＋
#1・2


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #5


DRAGONGATE  
無限大～infinity～


2021.8.15 
アクロス福岡


#567
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 


狩野舞子の女バレ部 ！ #5


インフォメーション


GAORAプロ野球中継～ファーム～


北海道日本ハム 
vs 


楽天


（札幌ドーム）


阪神 
vs 


東京ヤクルト
 


（9.7甲子園） 


阪神 
vs 


東京ヤクルト
 


（9.8甲子園） 


阪神 
vs 


東京ヤクルト
 


（9.9甲子園） 


北海道日本ハム 
vs 


福岡ソフトバンク
 


（9.10札幌ドーム） 


#1 #2 #3 #4
川崎憲次郎の釣りガール養成講座 最先端バトル  


ドラゴンゲート!! #119
#1～4 #5～7 #8～11 GAORA 


プロ野球中継
 GAORAプロ野球中継


北海道日本ハム 
vs 


楽天


（札幌ドーム）


北海道日本ハム 
vs 


楽天


（札幌ドーム）


北海道日本ハム 
vs 


福岡ソフトバンク


（札幌ドーム）


眼で触れる
東海道五拾三次


～女子～
JT vs 東レ


（2.14ベイコム総合体育館）


インフォメーション


痛快！明石家電視台
令和女と昭和男の 


禁断恋SP


ごぶごぶ
#432


北海道日本ハム 
vs 


楽天
 


（9.7札幌ドーム） 


北海道日本ハム 
vs 


楽天
 


（9.8札幌ドーム） 


北海道日本ハム 
vs 


福岡ソフトバンク
 


（9.10札幌ドーム） 


北海道日本ハム 
vs 


楽天
 


（9.9札幌ドーム） 


インフォメーション


佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #8


森永トレーニングラボ
#8・9


シングルへの道 
#67・68


#10・11


よしもと新喜劇NEXT


#54・50


よしもと新喜劇
酒井座長の傑作選！ 


「藍五郎の、 
お宝はあなた!?」


京都知新  
#17・18


ごぶごぶ
#424


SUNDAYスマイル
GOLF #85・86


ATPテニスマガジン 
#563


＃ゴルフ女子＋
#1・2


北海道日本ハム 
vs 


福岡ソフトバンク


（札幌ドーム）


北海道日本ハム 
vs 


福岡ソフトバンク
 


（9.11札幌ドーム） 


｢＜第1節＞対戦未定｣


#1


｢＜第1節＞対戦未定｣


#2


川崎憲次郎の 
釣りガール養成講座


#12～14


Vリーグ
2020-21 
レビュー
～女子～


デンソー vs 久光
（2.14ベイコム　　　 
　　　　総合体育館）


狩野舞子の女バレ部 ！


#7～10


#28・29


SUNDAYスマイルGOLF
#83・84


香妻琴乃の 
スマイルGOLF #10


森永トレーニングラボ 
#11・12


最先端バトル 
 ドラゴンゲート!! #120


朝日奈央の 
キラめきスポーツ #9


北海道日本ハム 
vs 


福岡ソフトバンク


（札幌ドーム）


北海道日本ハム 
vs 


福岡ソフトバンク
 


（9.12札幌ドーム） 


｢＜第1節＞対戦未定｣


#3


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
ATPテニスマガジン 


#563
インディカー・ 


シリーズ 2021
 


インフォメーション


DRAGONGATE  
無限大～infinity～


2021.8.15 
アクロス福岡


#567
最先端バトル  


ドラゴンゲート!! #120
インフォメーション


インディカー・
シリーズ 
2021


ポートランド・グランプリ


#14 


関東学生 
アメリカン 


フットボール 
2021


｢＜第1節＞対戦未定｣
#1


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #6


｢＜第1節＞対戦未定｣


#4


東浜巨 
気迫のリリーフ登板


エース・東浜の粘投に 
女房役・嶺井が奮起！


インディカー・
シリーズ 
2021


ポートランド・グランプリ
#14
 


Road To INDY 
佐藤琢磨への挑戦 ！


#1


ろくでなしミトリズ


#57・58


痛快！明石家電視台
カリスマギャルモデルの 


彼氏にさんまが恋愛指南!?


#85・86


SUNDAYスマイル
GOLF #108・109
シングルへの道 


#69・70


Vリーグ
2020-21 レビュー


～男子～
JT広島 vs サントリー


（2.27鳥取県立米子　 
　　　　産業体育館）


狩野舞子の女バレ部 ！ #11


痛快！明石家電視台
カリスマギャルモデルの 


彼氏にさんまが恋愛指南!?


ごぶごぶ
#433


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～


プレイバック①
 


ごぶごぶ
#425


よしもと新喜劇NEXT 
#55


ろくでなしミトリズ #58


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


亀山つとむ・江草仁貴の
トラツボ ！ #5


よしもと新喜劇
川畑座長の傑作選！ 


「白熱!? 夫婦1グランプリ」


インフォメーション


第66回 
全国高等学校


軟式野球 
選手権大会


＜決勝＞
 


ろくでなしミトリズ #58


インフォメーション


 


阪神 
vs 


福岡ソフトバンク


（9.14甲子園）


インフォメーション


 


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（9.14鎌スタ）


#561


　プレイバック①


 


阪神 
vs 


福岡ソフトバンク


（9.15甲子園）


 


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（9.15鎌スタ）


#562


　プレイバック②


92021


多


多 多 多


多


多


多


多 多


多


多


多


多


多


多


多


多


多 多


多
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多


多 多


多 多


多 多


多


多 多


多多


多


多多


多 多 多 多


多 多


多 多


多 多 多


LIVE LIVE


LIVE


LIVE LIVE LIVE


LIVE


LIVE LIVELIVE LIVE


LIVE LIVE LIVE


LIVE LIVE LIVELIVE LIVE LIVE


LIVE LIVE


LIVE


2021.7.27 発行


LIVE


40


40


40


40


LIVE


LIVE


LIVE


LIVE LIVE


LIVE


LIVE


LIVE LIVE


55


20


GAORA
プロ野球中継


10


40


35


20


10


GAORA
プロ野球中継


GAORA
プロ野球中継


GAORA
プロ野球中継


55


戦略のゴルフ


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


40 40
55 55 55


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


25 25 2525


GAORA
プロ野球中継


こんなところに釣り人


ガチなキャンプでごめんなさい


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


DRAGONGATE 
無限大～infinity～


Vリーグ 2020-21 レビュー
40


GAORA
プロ野球中継


戦略のゴルフ


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


55 55 55


GAORA
プロ野球中継


GAORA
プロ野球中継


GAORA
プロ野球中継


関西学生アメリカン 
フットボール 2021


こんなところに釣り人


センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


ATPテニスマガジン


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～


戦略のゴルフ森永トレーニングラボ


SUNDAYスマイルGOLF


25
10


GAORA
プロ野球中継


関西学生アメリカン 
フットボール 2021


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


ウエスタン＆ 
サザン・オープン 
～シンシナティ～


佐渡裕となみきのゴルフ虎の穴


関西学生アメリカン 
フットボール 2021


GAORA
プロ野球中継


2021パナソニック 
オープンゴルフ 


チャンピオンシップ


戦略のゴルフ


2021パナソニック 
オープンゴルフ 


チャンピオンシップ


2021パナソニックオープンゴルフ 
チャンピオンシップ


20


20


本田家でアイスショー鑑賞 ！


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


よしもと新喜劇


GAORA
プロ野球中継


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


3:00 ～
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★初回放送
(ET) 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)


28:30


MONTH: 9月 2021


25:30


26:00


26:30


27:00


27:30


28:00


22:30


23:00


23:30


24:00


24:30


25:00


19:30


20:00


20:30


21:00


21:30


13:00


13:30


14:00


14:30


15:00


15:30


16:00


22:00


16:30


17:00


17:30


18:00


18:30


19:00


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！
#398


25:00 ★池田ゆり／Sexy Body


26:30 コスプレJAPAN
#4


くりえみ


27:00 Sweet Angel
#118


凛音とうか


27:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#5


ゲスト：由乃夢朗


28:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#11


お取り寄せスイーツ


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#17


千葉の女をセリ落とす！ 男と女のせめぎ合い


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


27:30 ホラー漫画劇場
#4


第4幕 呪みちる 編


28:00 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#4


養老鉄道


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#16


酒乱女と名物ママ！？との壮絶バトルｉｎ長野


05:00 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


06:00 モンド麻雀プロリーグ 至高の一局
#9


06:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#241


運留 編


07:30 パチスロ常勝理論！
#397


08:30 いいね！パチスロリーグ
#20


梅屋シン VS 枢木あおい 後半戦


09:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#12


第6戦 小島友実VS安中貴史（後）


09:30 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


10:00 旧車TV レストア・ファクトリー Season2
#5


レストア コスモスポーツ メッキ加工


10:30 新田恵海の恐竜DEEP
#4


恐竜は特別な爬虫類でごザウルス！


11:00 モンド麻雀プロリーグ16/17 第13回モンド王座
決定戦


#1
決勝第１戦


12:30 モンド麻雀プロリーグ16/17 第13回モンド王座
決定戦


#2
決勝第２戦


14:00 モンド麻雀プロリーグ16/17 第13回モンド王座
決定戦


#3
決勝第３戦


15:30 モンド麻雀プロリーグ16/17 第13回モンド王座
決定戦


#4
決勝第４戦


17:00 DASADA
#10
必然


17:30 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


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2～


20:30 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#3


岳南電車


21:00 ★大人のプラモ道
#21


「F1模型」を作ろう ＜組立前編＞


21:30 ★大人のプラモ道
#22


「F1模型」を作ろう ＜組立後編＞


22:00 ホラー漫画劇場
#4


第4幕 呪みちる 編


22:30 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～


20:00 怪談テラーズ
#47


20:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#5


ゲスト：由乃夢朗


21:00 MONDOシアター
麻雀覇道伝説 天牌外伝2


22:30 コサキンのラジオごっこ
#5


23:00 ★ガールズパチンコリーグ・ルビー
#18


青山りょう VS 政重ゆうき 後半戦


23:30 いいね！パチスロリーグ
#20


梅屋シン VS 枢木あおい 後半戦


24:00 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


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2～


27:00 Sweet Angel
#117


北条麻妃


24:30 ★SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK 
OUTSIDE LEGEND ～The Endless Odyssey～


#10
10th VOYAGE 蛍・幻想


25:00 新TV見仏記
#31


淡路島編


26:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザード：ヴェンデッタ


28:00 怪談テラーズ
#25


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#15


加賀百万石・金沢で女を極める


05:00 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


06:00 モンド麻雀プロリーグ 至高の一局
#8


06:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#240


守山有人 編


07:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#315


08:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#17


青山りょう VS 政重ゆうき 前半戦


09:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#5


プリン


09:30 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


10:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#19


井上京子 編 #1


10:30 おふろやさん日和2
#7


露天岩風呂の銭湯～のぼり湯～


11:00 MONDO式 麻雀
#17


「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2～


13:30 ザ・純烈ショー！3
#6


純烈ゴルフバトル！ 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
#14


準決勝 第2戦


15:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#12


第6戦 小島友実VS安中貴史（後）


16:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#315


17:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#17


青山りょう VS 政重ゆうき 前半戦


17:30 いいね！パチスロリーグ
#20


梅屋シン VS 枢木あおい 後半戦


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
#5


レッドライオン


18:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#101


神奈川 横須賀編


19:00 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）


19:30 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）


20:00 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


21:30 ★トゥルー・ジャスティス シーズン2
#13


沈黙の 終決戦


22:30 コスプレJAPAN
#4


くりえみ


23:00 ★女子プロレス伝説 超嬢血戦
#19


井上京子 編 #1


23:30 ★ 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#12


第6戦 小島友実VS安中貴史（後）


24:00 ★DASADA
#10
必然


23:30 ★怪談テラーズ
#47


24:00 ★田中俊行のオカルト・コレクション
#5


ゲスト：由乃夢朗


24:30 ★SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK 
OUTSIDE LEGEND ～The Endless Odyssey～


#9
9th VOYAGE 友よ。魂の深き闇の果てに


25:00 MONDO式 麻雀
#17


「ＭＯＮＤＯ式強奪カード＋主要アイテム」


26:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザード ダムネーション


28:00 怪談テラーズ
#24


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#14


京美人たちとの乱れた夜


05:00 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


06:00 モンド麻雀プロリーグ 至高の一局
#7


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#26


決勝プレーオフ 後半戦


07:00 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


08:00 パチスロ常勝理論！
#397


09:00 ザ・純烈ショー！3
#7


純烈ボートレースバトル！ 酒井VS白川VS山本 前
編


09:30 ホラー漫画劇場
#4


第4幕 呪みちる 編


10:00 コサキンのラジオごっこ
#5


10:30 コサキンのラジオごっこ
#6


11:00 キャプテン
#1


キャプテン誕生


11:30 キャプテン
#2


いよいよ初試合


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第18回モンド杯
#15


決勝　第１戦


13:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#315


14:30 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#5


えちぜん鉄道勝山永平寺線


15:00 MONDOシアター
麻雀覇道伝説 天牌外伝4


16:30 旧車TV レストア・ファクトリー Season3
#2


レストア トヨタAE86 板金


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第8回女流モンド
杯
#4


「予選第４戦」


19:00 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）


19:30 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）


20:00 いいね！パチスロリーグ
#20


梅屋シン VS 枢木あおい 後半戦


20:30 大人のプラモ道
#19


「鉄道ジオラマ」を作ろう ＜仕上前編＞


21:00 大人のプラモ道
#20


「鉄道ジオラマ」を作ろう ＜仕上後編＞


21:30 ★秘境駅の旅
#19


大井川鐵道 神尾駅と尾盛駅への旅


22:00 ★秘境駅の旅
#20


三角線 石内ダム駅と鹿児島本線 田原坂駅への旅


22:30 ★秘境駅の旅
#21


山陰本線 宇田郷駅と特牛駅への旅


23:00 ★ホラー漫画劇場
#4


第4幕 呪みちる 編


24:00 女神降臨
#136


和地つかさ


24:30 ★SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK 
OUTSIDE LEGEND ～The Endless Odyssey～


#8
8th VOYAGE 死滅の星の魔城


25:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#315


26:00 [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


28:00 怪談テラーズ
#23


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#13


古都・京都の意外な夜遊び


05:00 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


06:00 モンド麻雀プロリーグ 至高の一局
#6


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#25


決勝プレーオフ 前半戦


07:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#238


しゅんく堂 編


08:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#315


09:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#18


ダイナマイト関西 編 #3


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 コサキンのラジオごっこ
#3


10:30 コサキンのラジオごっこ
#4


11:00 おいで！パチスロリーグ
#25


クライマックススペシャル 前半戦


11:30 おいで！パチスロリーグ
#26


クライマックススペシャル 後半戦


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第18回モンド杯
#14


準決勝　第２戦


13:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#17


青山りょう VS 政重ゆうき 前半戦


14:00 トップギア シリーズ25
#1


15:00 MONDOシアター
麻雀覇道伝説 天牌外伝3


16:30 旧車TV レストア・ファクトリー Season3
#1


レストア開始 トヨタAE86


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第8回女流モンド
杯
#3


「予選第３戦」


18:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#100


群馬 前橋編


18:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#99


群馬 高崎編


19:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#21


優勝決定戦（前）


19:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5
#22


優勝決定戦（後）


20:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#17


青山りょう VS 政重ゆうき 前半戦


20:30 F1グランプリ・ヒーローズ
#4


マリオ・アンドレッティ


21:30 ★秘境駅の旅
#16


宗谷本線　抜海駅と雄信内駅への旅


22:00 ★秘境駅の旅
#17


ひたちなか海浜鉄道 中根駅といすみ鉄道 久我原駅
への旅


22:30 ★秘境駅の旅
#18


肥薩線 表木山駅と日豊本線 竜ヶ水駅への旅


23:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#5


レッドライオン


25:00


25:30


26:00


26:30


27:00


27:30


28:00


28:30


05:00 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


06:00 モンド麻雀プロリーグ 至高の一局
#5


06:30 ガールズパチンコリーグ・プラチナ
#24


なるみん VS かおりっきぃ☆ 後半戦


07:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#237


助六 編


08:00 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


09:30 怪談テラーズ
#46


10:00 コサキンのラジオごっこ
#1


10:30 コサキンのラジオごっこ
#2


11:00 おいで！パチスロリーグ
#23


木村魚拓 VS 青山りょう 前半戦


11:30 おいで！パチスロリーグ
#24


木村魚拓 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
#13


準決勝　第１戦


13:30 パチスロ常勝理論！
#397


14:30 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#18


ダイナマイト関西 編 #3


15:00 MONDOシアター
麻雀覇道伝説 天牌外伝2


16:30 的場浩司のスイーツ男子塾！
#12


ホテルスイーツ


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第8回女流モンド
杯
#2


「予選第２戦」


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
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11:30


12:00
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15:00


15:30
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★初回放送
(ET) 月曜日 2021/09/06 火曜日 2021/09/07 水曜日 2021/09/08 木曜日 2021/09/09 金曜日 2021/09/10 土曜日 2021/09/11 日曜日 2021/09/12 (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
#20


【チーム戦】 決勝 3回戦


06:00 モンド麻雀プロリーグ 至高の一局
#10


06:30 闘え！パチスロリーグ
#1


全員集合スペシャル 前半戦


07:00 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#1


全員集合スペシャル 前半戦


07:30 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#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
#18


青山りょう VS 政重ゆうき 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


20:00 パチスロ常勝理論！
#398


21:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#7


ピスタチオ


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第18回モンド杯
#16


決勝　第２戦


13:30 いいね！パチスロリーグ
#20


梅屋シン VS 枢木あおい 後半戦


14:00 おふろやさん日和2
#12


薪で沸かす銭湯～黄金湯～


14:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#12


第6戦 小島友実VS安中貴史（後）


15:00 トゥルー・ジャスティス シーズン2
#13


沈黙の 終決戦


16:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル SP
#2


08:30 旧車TV レストア・ファクトリー Season3
#8


レストア トヨタAE86 塗装


09:00 MONDO式 麻雀
#17


「ＭＯＮＤＯ式強奪カード＋主要アイテム」


10:00 コサキンのラジオごっこ
#7


10:30 コサキンのラジオごっこ
#8


11:00 キャプテン
#3


強敵！金成中


11:30 キャプテン
#4


結束


10:30 コサキンのラジオごっこ
#10


11:00 キャプテン
#5


対決！青葉学院


11:30 キャプテン
#6


ピンチ！墨谷ナイン


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦
#1


予選第１戦


26:00 奈月セナ／セレナーデ


28:00 怪談テラーズ
#26


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#18


北関東 大のピンクゾーン　茨城県・土浦の濃い夜


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#1


06:30 闘え！パチスロリーグ
#2


全員集合スペシャル 後半戦


07:00 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#3


かおりっきぃ☆ VS ヒラヤマン 前半戦


07:30 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#4


かおりっきぃ☆ VS ヒラヤマン 後半戦


08:00 いいね！パチスロリーグ
#20


梅屋シン VS 枢木あおい 後半戦


08:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#5


ゲスト：由乃夢朗


09:00 大人のプラモ道
#21


「F1模型」を作ろう ＜組立前編＞


21:30 MONDO式 麻雀
#18


「ＭＯＮＤＯ式強奪カード＋主要アイテム」


22:30 DASADA
#10
必然


23:00 トップギア ネパール・スペシャル


24:30 ★SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK 
OUTSIDE LEGEND ～The Endless Odyssey～


#11
11th VOYAGE 震える宇宙


25:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#18


青山りょう VS 政重ゆうき 後半戦


25:30 いいね！パチスロリーグ
#20


梅屋シン VS 枢木あおい 後半戦


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第8回女流モンド
杯
#5


「予選第５戦」


18:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#102


新宿区 四谷編


19:00 ★離島酒場
#1


青ケ島


19:30 ★離島酒場
#2


日間賀島


23:00 ★モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#15


決勝 第1戦


24:30 ★SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK 
OUTSIDE LEGEND ～The Endless Odyssey～


#12
12th VOYAGE さいはてに魂は流れる。別れに言葉も


25:00 パチスロ常勝理論！
#398


26:00 MONDOアドレナリンシアター
恋の墓 ＜R-15＞


27:30 モンド麻雀プロリーグ19/20 第16回モンド王座
決定戦


#1
決勝 第1戦


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#2


06:30 闘え！パチスロリーグ
#3


嵐 VS 跡美しゅり 前半戦


07:00 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#5


青山りょう VS 政重ゆうき 前半戦


07:30 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#6


青山りょう VS 政重ゆうき 後半戦


08:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#15


決勝 第1戦


19:30 ★離島酒場
#4


八丈島


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
#19


井上京子 編 #1


21:30 ★秘境駅の旅
#22


明知鉄道 飯沼駅と飯田線 伊那小沢駅への旅


22:00 ★秘境駅の旅
#23


日豊本線　青井岳駅と餅原駅への旅


22:30 ★秘境駅の旅
#24


根室本線 尺別駅と釧網本線 茅沼駅への旅


13:30 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


15:00 モンド麻雀プロリーグ19/20 第16回モンド王座
決定戦


#1
決勝 第1戦


16:30 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


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第8回女流モンド
杯
#6


「予選第６戦」


18:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#103


北区 十条＆赤羽編


19:00 ★離島酒場
#3


福江島


09:30 大人のプラモ道
#22


「F1模型」を作ろう ＜組立後編＞


10:00 コサキンのラジオごっこ
#9


26:00 MONDOアドレナリンシアター
恋の墓 完結編 ＜R-15＞


27:30 モンド麻雀プロリーグ19/20 第16回モンド王座
決定戦


#2
決勝 第2戦


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#3


06:30 闘え！パチスロリーグ
#4


嵐 VS 跡美しゅり 後半戦


07:00 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#7


安藤遥 VS ヒラヤマン 前半戦


07:30 ガールズパチンコリーグ・サファイア
#8


安藤遥 VS ヒラヤマン 後半戦


08:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#315


19:00 ★離島酒場
#5


大崎上島


19:30 ★離島酒場
#6


佐久島


20:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#18


青山りょう VS 政重ゆうき 後半戦


20:30 F1グランプリ・ヒーローズ
#5


ジョディー・シェクター


21:30 MONDOシアター
極道十勇士 第一章


23:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#6


ヒーロー三国志


13:30 パチスロ常勝理論！
#398


14:30 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#19


井上京子 編 #1


15:00 モンド麻雀プロリーグ19/20 第16回モンド王座
決定戦


#2
決勝 第2戦


16:30 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


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第8回女流モンド
杯
#7


「予選第7戦」


18:30 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


09:30 怪談テラーズ
#47


10:00 コサキンのラジオごっこ
#11


10:30 コサキンのラジオごっこ
#12


11:00 キャプテン
#7


勝利はいずれに


11:30 キャプテン
#8


再試合決定！


09:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#19


井上京子 編 #1


09:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#12


第6戦 小島友実VS安中貴史（後）


10:00 コサキンのラジオごっこ
#13


10:30 コサキンのラジオごっこ
#14


ゲスト：古坂大魔王


11:00 キャプテン
#9


キャプテンに続け！！


11:30 キャプテン
#10


谷口キャプテン登板


24:00 女神降臨
#137


橋本梨菜


24:30 ★SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK 
OUTSIDE LEGEND ～The Endless Odyssey～


#13
13th VOYAGE …涯


25:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#315


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦
#2


予選第２戦


27:30 モンド麻雀プロリーグ19/20 第16回モンド王座
決定戦


#3
決勝 第3戦


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#4


06:30 闘え！パチスロリーグ
#5


辻ヤスシ VS 倖田柚希 前半戦


07:00 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


07:30 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


08:00 パチスロ常勝理論！
#398


09:00 ザ・純烈ショー！3
#8


純烈ボートレースバトル！ 酒井VS白川VS山本 後
編


09:30 ホラー漫画劇場
#5


第5幕 高橋葉介 編


10:00 コサキンのラジオごっこ
#15


21:30 MONDOシアター
極道十勇士 第二章


23:00 ★ホラー漫画劇場
#5


第5幕 高橋葉介 編


23:30 怪談テラーズ
#47


24:00 ★田中俊行のオカルト・コレクション
#6


ゲスト：山口敏太郎


24:30 ★MASTERキートン
#1


迷宮の男


25:00 MONDO式 麻雀
#18


「ＭＯＮＤＯ式強奪カード＋主要アイテム」


18:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#105


埼玉 春日部編


19:00 ★離島酒場
#7


弓削島


19:30 ★離島酒場
#8


家島


20:00 いいね！パチスロリーグ
#20


梅屋シン VS 枢木あおい 後半戦


20:30 大人のプラモ道
#21


「F1模型」を作ろう ＜組立前編＞


21:00 大人のプラモ道
#22


「F1模型」を作ろう ＜組立後編＞


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦
#3


予選第３戦


13:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#18


青山りょう VS 政重ゆうき 後半戦


14:00 トップギア シリーズ25
#2


19:00 ★離島酒場
#9


中通島


19:30 ★離島酒場
#10


坊勢島


10:30 コサキンのラジオごっこ
#16


11:00 キャプテン
#11


死闘！！9回の攻防


11:30 キャプテン
#12


新キャプテンは誰に？


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦
#4


予選第４戦


13:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#315


14:30 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#6


伊豆急行


26:00 MONDOシアター
富江VS富江


15:00 モンド麻雀プロリーグ19/20 第16回モンド王座
決定戦


#3
決勝 第3戦


16:30 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


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第8回女流モンド
杯
#8


「予選第８戦」


12:00 トップギア ネパール・スペシャル


13:30 ザ・純烈ショー！3
#7


純烈ボートレースバトル！ 酒井VS白川VS山本 前
編


14:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#15


決勝 第1戦


15:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#12


第6戦 小島友実VS安中貴史（後）


25:00 新TV見仏記
#32


阿波とくしま編


26:00 MONDOアドレナリンシアター
デコトラギャル紗矢 ＜R-15＞


27:30 モンド麻雀プロリーグ19/20 第16回モンド王座
決定戦


#4
決勝 第4戦


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#5


06:30 パチスロ常勝理論！
#319


07:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#315


08:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#18


青山りょう VS 政重ゆうき 後半戦


09:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#6


抹茶


09:30 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


10:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#20


井上京子 編 #2


20:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#15


決勝 第1戦


21:30 MONDOシアター
極道十勇士 第三章


23:00 ★女子プロレス伝説 超嬢血戦
#20


井上京子 編 #2


23:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#12


第6戦 小島友実VS安中貴史（後）


24:00 Sweet Angel
#80


総集編 11


24:30 ★MASTERキートン
#2


小さな巨人


15:00 モンド麻雀プロリーグ19/20 第16回モンド王座
決定戦


#4
決勝 第4戦


16:30 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


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第8回女流モンド
杯
#9


「予選第９戦」


18:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#106


杉並区 荻窪編


27:00 Sweet Angel
#119


佐藤りこ


27:30 ホラー漫画劇場
#5


第5幕 高橋葉介 編


28:00 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#5


えちぜん鉄道勝山永平寺線


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#19


静岡・両替町で遭遇！女尻ピラミッドと○○祭り


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#6


06:30 パチスロ常勝理論！
#320


07:30 パチスロ常勝理論！
#398


08:30 いいね！パチスロリーグ
#21


嵐 VS 河原みのり 前半戦


09:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#12


第6戦 小島友実VS安中貴史（後）


09:30 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


20:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#6


ゲスト：山口敏太郎


21:00 [字]★MONDOプライムシアター
狼の挽歌


23:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#18


青山りょう VS 政重ゆうき 後半戦


23:30 ★いいね！パチスロリーグ
#21


嵐 VS 河原みのり 前半戦


24:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#15


決勝 第1戦


25:30 トップギア ネパール・スペシャル


16:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#315


17:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#18


青山りょう VS 政重ゆうき 後半戦


17:30 いいね！パチスロリーグ
#20


梅屋シン VS 枢木あおい 後半戦


18:00 パチスロ常勝理論！
#398


19:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#6


ヒーロー三国志


20:00 怪談テラーズ
#47


10:30 おふろやさん日和2
#8


麦飯石の銭湯～ゆートピア21～


11:00 MONDO式 麻雀
#18


「ＭＯＮＤＯ式強奪カード＋主要アイテム」


5:00


5:30


6:00


6:30


7:00


7:30


8:00


22:00 ホラー漫画劇場
#5


第5幕 高橋葉介 編


22:30 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～


17:00 モンド麻雀プロリーグ 役満ベストセレクション
#1


17:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#15


決勝 第1戦


19:00 トップギア ネパール・スペシャル


20:30 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#4


養老鉄道


21:00 ★大人のプラモ道
#23


「F1模型」を作ろう ＜仕上げ前編＞


21:30 ★大人のプラモ道
#24


「F1模型」を作ろう ＜仕上げ後編＞


10:00 旧車TV レストア・ファクトリー Season2
#6


レストア トヨタ2000ＧＴ 溶接


10:30 新田恵海の恐竜DEEP
#5


DEEPの向こう側！恐竜漫画の所十三先生に会うド
ン！


11:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第14回モンド王座
決定戦


#1
決勝第１戦


12:30 モンド麻雀プロリーグ17/18 第14回モンド王座
決定戦


#2
決勝第２戦


14:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第14回モンド王座
決定戦


#3
決勝第３戦


15:30 モンド麻雀プロリーグ17/18 第14回モンド王座
決定戦


#4
決勝第４戦


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
#6


ゲスト：山口敏太郎


28:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#12


ホテルスイーツ


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#20


総集編


23:00 ★パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#316


24:00 パチスロ常勝理論！
#398


25:00 ★MONDOアドレナリンシアター
おやじ男優Z ＜R-15＞


27:00 女神降臨
#132


天木じゅん


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9月番組表
MONTH: 9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 2021/09/13 火曜日 2021/09/14 水曜日 2021/09/15 木曜日 2021/09/16 金曜日 2021/09/17 土曜日 2021/09/18 日曜日 2021/09/19 (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 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#7


06:30 闘え！パチスロリーグ
#6


辻ヤスシ VS 倖田柚希 後半戦


07:00 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


07:30 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


08:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#18


青山りょう VS 政重ゆうき 後半戦


08:30 旧車TV レストア・ファクトリー Season3
#9


レストア トヨタ2000GT 組付け


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


13:30 いいね！パチスロリーグ
#21


嵐 VS 河原みのり 前半戦


14:00 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#85


亀有編 前編


14:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#12


第6戦 小島友実VS安中貴史（後）


15:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第18回女流モンド
杯
#15


決勝 第1戦


16:30 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


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第8回女流モンド
杯
#10


「予選第１０戦」


09:00 MONDO式 麻雀
#18


「ＭＯＮＤＯ式強奪カード＋主要アイテム」


10:00 コサキンのラジオごっこ
#17


10:30 コサキンのラジオごっこ
#18


11:00 キャプテン
#13


丸井キャプテン奮戦！


11:30 キャプテン
#14


先制2点を守れ！！


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦
#5


予選第５戦


24:00 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#83


総集編 3


24:30 ★MASTERキートン
#3


ラザーニェ奇譚


25:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#18


青山りょう VS 政重ゆうき 後半戦


25:30 いいね！パチスロリーグ
#21


嵐 VS 河原みのり 前半戦


26:00 MONDOアドレナリンシアター
SEX and the DEATH NOTE ＜R-15＞


27:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第18回女流モンド
杯
#15


決勝 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
#107


さいたま市 大宮編


19:00 ★離島酒場
#11


真鍋島


19:30 ★離島酒場
#12


北木島


20:00 パチスロ常勝理論！
#398


21:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#8


キャラメル


21:30 ★MONDOシアター
20世紀少年 －第1章－ 終わりの始まり


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第8回女流モンド
杯
#11


「予選第１１戦」


18:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#108


豊島区 目白編


09:00 大人のプラモ道
#23


「F1模型」を作ろう ＜仕上げ前編＞


09:30 大人のプラモ道
#24


「F1模型」を作ろう ＜仕上げ後編＞


10:00 コサキンのラジオごっこ
#19


10:30 コサキンのラジオごっこ
#20


11:00 キャプテン
#15


再起を賭けた合宿


11:30 キャプテン
#16


連続36試合！


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#8


06:30 闘え！パチスロリーグ
#7


木村魚拓 VS 跡美しゅり 前半戦


07:00 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


07:30 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


08:00 いいね！パチスロリーグ
#21


嵐 VS 河原みのり 前半戦


08:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#6


ゲスト：山口敏太郎


11:00 キャプテン
#17


墨谷快進撃


11:30 キャプテン
#18


宿敵青葉学院


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦
#7


予選第７戦


13:30 パチスロ常勝理論！
#398


24:30 ★MASTERキートン
#4


不死身の男


25:00 パチスロ常勝理論！
#398


26:00 MONDOアドレナリンシアター
銭湯童貞 ＜R-15＞


27:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第18回女流モンド
杯
#16


決勝 第2戦


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#9


06:30 闘え！パチスロリーグ
#8


木村魚拓 VS 跡美しゅり 後半戦


07:00 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


07:30 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


08:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#16


決勝 第2戦


09:30 怪談テラーズ
#47


19:00 ★離島酒場
#13


与那国島


19:30 ★離島酒場
#14


小豆島


20:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#316


21:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#20


井上京子 編 #2


21:30 モンド麻雀プロリーグ16/17 第13回モンド王座
決定戦


#1
決勝第１戦


23:00 ★モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#16


決勝 第2戦


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦
#6


予選第６戦


13:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#15


決勝 第1戦


15:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第18回女流モンド
杯
#16


決勝 第2戦


16:30 旧車TV レストア・ファクトリー Season3
#8


レストア トヨタAE86 塗装


24:30 ★MASTERキートン
#5


屋根の下の巴里


25:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#316


26:00 MONDOアドレナリンシアター
日本犯罪史～偽造の快楽～ ＜R-15＞


27:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第21回モンド杯
#15


決勝 第1戦


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#10


06:30 闘え！パチスロリーグ
#9


嵐 VS 辻ヤスシ 前半戦


07:00 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


07:30 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


08:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#316


09:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#20


井上京子 編 #2


19:30 ★離島酒場
#16


石垣島


20:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#18


青山りょう VS 政重ゆうき 後半戦


20:30 F1グランプリ・ヒーローズ
#6


フランク・ウィリアムズ


21:30 モンド麻雀プロリーグ16/17 第13回モンド王座
決定戦


#2
決勝第２戦


23:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#7


ビッグシューター


24:00 女神降臨
#138


総集編１９


14:30 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#20


井上京子 編 #2


15:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第21回モンド杯
#15


決勝 第1戦


16:30 旧車TV レストア・ファクトリー Season3
#9


レストア トヨタ2000GT 組付け


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第8回女流モンド
杯
#12


「予選第１２戦」


18:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#109


神奈川 中央林間編


19:00 ★離島酒場
#15


答志島


10:00 コサキンのラジオごっこ
#21


10:30 コサキンのラジオごっこ
#22


16:30 旧車TV レストア・ファクトリー Season3
#10


レストア トヨタAE86 足回り


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第8回女流モンド
杯
#13


「予選第１３戦」


18:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#110


神奈川 鶴間編


09:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#12


第6戦 小島友実VS安中貴史（後）


10:00 コサキンのラジオごっこ
#23


10:30 コサキンのラジオごっこ
#24


11:00 キャプテン
#19


死闘！18回


11:30 キャプテン
#20


新キャプテンの初仕事


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦
#8


予選第８戦


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#11


06:30 闘え！パチスロリーグ
#10


嵐 VS 辻ヤスシ 後半戦


07:00 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


07:30 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


08:00 パチスロ常勝理論！
#398


09:00 ザ・純烈ショー！3
#9


純烈こぶたのレースバトル！ 白川VS後上


09:30 ホラー漫画劇場
#6


第6幕 千之ナイフ 編


10:00 コサキンのラジオごっこ
#25


10:30 コサキンのラジオごっこ
#26


総集編 1


19:30 ★離島酒場
#20


佐渡島　後編


20:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#16


決勝 第2戦


11:00 キャプテン
#21


イガラシの特訓


11:30 キャプテン
#22


めざせ！選抜大会


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦
#9


予選第９戦


13:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#316


14:30 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#7


富士急行


15:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#15


決勝 第1戦


27:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第21回モンド杯
#16


決勝 第2戦


23:00 ★ホラー漫画劇場
#6


第6幕 千之ナイフ 編


23:30 ★怪談テラーズ
#48


24:00 ★田中俊行のオカルト・コレクション
#7


ゲスト：とやまみーや


24:30 ★MASTERキートン
#6


白い女神


25:00 MONDO式 麻雀
#19


ＳＥＡＳＯＮ７　１回戦


26:00 MONDOアドレナリンシアター
日本犯罪史～欲望の穴～ ＜R-15＞


19:00 ★離島酒場
#17
直島


19:30 ★離島酒場
#18
篠島


20:00 いいね！パチスロリーグ
#21


嵐 VS 河原みのり 前半戦


20:30 大人のプラモ道
#23


「F1模型」を作ろう ＜仕上げ前編＞


21:00 大人のプラモ道
#24


「F1模型」を作ろう ＜仕上げ後編＞


21:30 モンド麻雀プロリーグ16/17 第13回モンド王座
決定戦


#3
決勝第３戦


13:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#18


青山りょう VS 政重ゆうき 後半戦


14:00 トップギア シリーズ25
#3


15:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第21回モンド杯
#16


決勝 第2戦


14:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#16


決勝 第2戦


15:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#13


第7戦 弥永明郎VS小島友実（前）


16:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#316


17:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#18


青山りょう VS 政重ゆうき 後半戦


26:00 MONDOアドレナリンシアター
日本犯罪史～飼育の罠～ ＜R-15＞


27:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#15


決勝 第1戦


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#12


06:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#242


コング誠 編


07:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#316


08:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#18


青山りょう VS 政重ゆうき 後半戦


09:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#7


ピスタチオ


09:30 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


10:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#21


井上京子 編 #3


10:30 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～


21:30 モンド麻雀プロリーグ16/17 第13回モンド王座
決定戦


#4
決勝第４戦


23:00 ★女子プロレス伝説 超嬢血戦
#21


井上京子 編 #3


23:30 ★ 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#13


第7戦 弥永明郎VS小島友実（前）


24:00 Sweet Angel
#90


総集編 12


24:30 ★MASTERキートン
#7


遥かなるサマープディング


25:00 新TV見仏記
#33


ナニワ四天王寺編


16:30 旧車TV レストア・ファクトリー Season3
#11


レストア トヨタ2000GT 終調整


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第8回女流モンド
杯
#14


「予選第１４戦」


18:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#111


千葉 蘇我編


19:00 ★離島酒場
#19


佐渡島　前編


28:00 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#6


伊豆急行


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#21


色白柔肌美女との危ない札幌の夜


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#13


06:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#243


ゲンスイ 編


07:30 パチスロ常勝理論！
#398


08:30 いいね！パチスロリーグ
#21


嵐 VS 河原みのり 前半戦


09:00 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#13


第7戦 弥永明郎VS小島友実（前）


09:30 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


10:00 旧車TV レストア・ファクトリー Season2
#7


レストア コスモスポーツ エンジン


10:30 新田恵海の恐竜DEEP
#6


強！白亜紀後期の恐竜について学ぶでごザウル
ス！


22:30 コサキンのラジオごっこ
#6


23:00 ★ガールズパチンコリーグ・ルビー
#19


かおりっきぃ☆ VS ヒラヤマン 前半戦


23:30 いいね！パチスロリーグ
#21


嵐 VS 河原みのり 前半戦


24:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#16


決勝 第2戦


25:30 [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


27:30 ホラー漫画劇場
#6


第6幕 千之ナイフ 編


17:30 いいね！パチスロリーグ
#21


嵐 VS 河原みのり 前半戦


18:00 パチスロ常勝理論！
#398


19:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#7


ビッグシューター


20:00 怪談テラーズ
#48


20:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#7


ゲスト：とやまみーや


21:00 MONDOシアター
麻雀覇道伝説 天牌外伝3


11:00 MONDO式 麻雀
#19


ＳＥＡＳＯＮ７　１回戦


12:00 [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


27:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#7


ゲスト：とやまみーや


28:00 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～


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#22


誰も知らない！すすきの激ヤバ裏マップ


19:00 [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


21:00 ★大人のプラモ道
#25


「空母赤城」を作ろう ＜組立前編＞


21:30 ★大人のプラモ道
#26


「空母赤城」を作ろう ＜組立後編＞


22:00 ホラー漫画劇場
#6


第6幕 千之ナイフ 編


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 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#316


5:00


5:30


6:00


6:30


7:00


7:30


24:00 ★パチスロ常勝理論！
#399


25:00 ★麻亜子／ミルキー・グラマー


27:00 女神降臨
#133
RaMu


11:00 モンド麻雀プロリーグ18/19 第15回モンド王座
決定戦


#1
決勝 第1戦


12:30 モンド麻雀プロリーグ18/19 第15回モンド王座
決定戦


#2
決勝 第2戦


14:00 モンド麻雀プロリーグ18/19 第15回モンド王座
決定戦


#3
決勝 第3戦


15:30 モンド麻雀プロリーグ18/19 第15回モンド王座
決定戦


#4
決勝 第4戦


17:00 モンド麻雀プロリーグ 役満ベストセレクション
#2


17:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#16


決勝 第2戦


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


ＭＯＮＤＯ ＴＶ　2021年9月番組表
MONTH: 9月 2021


26:00


26:30


27:00


27:30


20:00


20:30


21:00


21:30


17:00


17:30


18:00


18:30


19:00


19:30


14:00


14:30


15:00


15:30


16:00


16:30


11:00


11:30
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★初回放送
(ET) 月曜日 2021/09/20 火曜日 2021/09/21 水曜日 2021/09/22 木曜日 2021/09/23 金曜日 2021/09/24 土曜日 2021/09/25 日曜日 2021/09/26 (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 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#14


06:30 闘え！パチスロリーグ
#11


木村魚拓 VS 倖田柚希 前半戦


07:00 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


07:30 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


08:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#19


かおりっきぃ☆ VS ヒラヤマン 前半戦


08:30 旧車TV レストア・ファクトリー Season3
#10


レストア トヨタAE86 足回り


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


13:30 いいね！パチスロリーグ
#21


嵐 VS 河原みのり 前半戦


14:00 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#86


亀有編 後編


14:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#13


第7戦 弥永明郎VS小島友実（前）


15:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#16


決勝 第2戦


16:30 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


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第8回女流モンド
杯
#15


「決勝戦　第１戦」


09:00 MONDO式 麻雀
#19


ＳＥＡＳＯＮ７　１回戦


10:00 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#1


全員集合スペシャル 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#2


全員集合スペシャル 後半戦


11:00 キャプテン
#23


思わぬ伏兵


11:30 キャプテン
#24


丸井先輩の助言


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦
#10


予選第１０戦


24:00 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


24:30 ★MASTERキートン
#8


交渉人のルール


25:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#19


かおりっきぃ☆ VS ヒラヤマン 前半戦


25:30 いいね！パチスロリーグ
#21


嵐 VS 河原みのり 前半戦


26:00 MONDOアドレナリンシアター
女雀士杏子 ＜R-15＞


27:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#16


決勝 第2戦


18:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#112


荒川区 日暮里編


19:00 ★離島酒場
#21


中ノ島（海士町）


19:30 ★離島酒場
#22


島後（隠岐の島町）


20:00 パチスロ常勝理論！
#399


21:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#9


アートスイーツ


21:30 ★MONDOシアター
20世紀少年 －第2章－ 後の希望


10:00 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#3


なるみん VS 政重ゆうき 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#4


なるみん VS 政重ゆうき 後半戦


11:00 キャプテン
#25


エース井口対イガラシ


11:30 キャプテン
#26


激突！9回裏


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#15


06:30 闘え！パチスロリーグ
#12


木村魚拓 VS 倖田柚希 後半戦


07:00 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


07:30 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


08:00 いいね！パチスロリーグ
#21


嵐 VS 河原みのり 前半戦


08:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#7


ゲスト：とやまみーや


24:30 ★MASTERキートン
#9


貴婦人との旅


25:00 パチスロ常勝理論！
#399


26:00 佐山彩香／ジュ・テーム


28:00 怪談テラーズ
#27


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#23


博多美人との眠れぬ夜


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#16


06:30 闘え！パチスロリーグ
#13


同窓会スペシャル 前半戦


07:00 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


07:30 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


08:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第17回モンド王座
決定戦


#1
決勝 第1戦


19:00 ★離島酒場
#23
新島


19:30 ★離島酒場
#24


神津島


20:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#316


21:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#21


井上京子 編 #3


21:30 モンド麻雀プロリーグ17/18 第14回モンド王座
決定戦


#1
決勝第１戦


23:00 ★モンド麻雀プロリーグ20/21 第17回モンド王
座決定戦


#1
決勝 第1戦


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦
#11


準決勝第１戦


13:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦
#16


決勝 第2戦


15:00 MONDOシアター
真・雀鬼10　雀鬼vs黒の雀鬼！悪夢の麻雀勝負


16:30 ザ・純烈ショー！3
#1


純烈パチンコバトル！ 小田井VS白川 前編


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第8回女流モンド
杯
#16


「決勝戦　第２戦」


18:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#113


神奈川 三浦半島 前編


09:00 大人のプラモ道
#25


「空母赤城」を作ろう ＜組立前編＞


09:30 大人のプラモ道
#26


「空母赤城」を作ろう ＜組立後編＞


26:00 MONDOシアター
貞子vs伽椰子


28:00 怪談テラーズ
#28


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#24


日本初！？博多発！悶絶おっぱいヘッドスパ


19:00 ★離島酒場
#25


礼文島


19:30 ★離島酒場
#26


徳之島


20:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#19


かおりっきぃ☆ VS ヒラヤマン 前半戦


20:30 F1グランプリ・ヒーローズ
#7


エマーソン・フィッティパルディ


21:30 モンド麻雀プロリーグ17/18 第14回モンド王座
決定戦


#2
決勝第２戦


23:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#8


スーパーコンビ


06:30 闘え！パチスロリーグ
#14


同窓会スペシャル 後半戦


07:00 パチスロ常勝理論！
#321


08:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#316


09:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#21


井上京子 編 #3


09:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#13


第7戦 弥永明郎VS小島友実（前）


24:00 女神降臨
#139


鈴木ふみ奈


24:30 ★MASTERキートン
#10


チャーリー


25:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#316


13:30 パチスロ常勝理論！
#399


14:30 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#21


井上京子 編 #3


15:00 MONDOシアター
真・雀鬼11　奪われた死闘 片腕の代走屋


16:30 ザ・純烈ショー！3
#2


純烈パチンコバトル！ 小田井VS白川 後編


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第11回モンド杯
#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
#114


神奈川 三浦半島 後編


09:30 怪談テラーズ
#48


10:00 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#5


るる VS かおりっきぃ☆ 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#6


るる VS かおりっきぃ☆ 後半戦


11:00 プレイボール
#1


伝説のキャプテン


11:30 プレイボール
#2


明日へのプレイボール


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦
#12


準決勝第２戦


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第11回モンド杯
#2


「予選第２戦」


18:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#115


港区 赤坂編 2


19:00 ★離島酒場
#27


利尻島


10:00 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#7


政重ゆうき VS ヒラヤマン 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#8


政重ゆうき VS ヒラヤマン 後半戦


11:00 プレイボール
#3


野球へのカムバック


11:30 プレイボール
#4


意外なピンチヒッター


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦
#13


準決勝第３戦


13:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#19


かおりっきぃ☆ VS ヒラヤマン 前半戦


28:30 テリー伊藤の大人夜遊び
#25


宇都宮で餃子女子とアツアツな夜


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#18


06:30 闘え！パチスロリーグ
#15


辻ヤスシ VS 跡美しゅり 前半戦


07:00 パチスロ常勝理論！
#322


08:00 パチスロ常勝理論！
#399


09:00 ザ・純烈ショー！3
#10


純烈ゴーカートバトル！ 酒井VS小田井


09:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#83


総集編 3


10:00 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#9


かおりっきぃ☆ VS なるみん 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#10


かおりっきぃ☆ VS なるみん 後半戦


11:00 プレイボール
#5


執念のバックホーム


24:00 ★田中俊行のオカルト・コレクション
#8


ゲスト：もちづき千代子


24:30 ★MASTERキートン
#11


特別なメニュー


25:00 MONDO式 麻雀
#20


ＳＥＡＳＯＮ７　２回戦


26:00 池田ゆり／Sexy Body


27:30 Sweet Angel
#73


三上悠亜


28:00 怪談テラーズ
#29


20:00 いいね！パチスロリーグ
#21


嵐 VS 河原みのり 前半戦


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#17


20:30 大人のプラモ道
#25


「空母赤城」を作ろう ＜組立前編＞


21:00 大人のプラモ道
#26


「空母赤城」を作ろう ＜組立後編＞


21:30 モンド麻雀プロリーグ17/18 第14回モンド王座
決定戦


#3
決勝第３戦


23:00 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#85


亀有編 前編


23:30 怪談テラーズ
#48


14:00 トップギア シリーズ25
#4


15:00 MONDOシアター
貞子vs伽椰子


19:30 ★離島酒場
#30


小値賀島


20:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第17回モンド王座
決定戦


#1
決勝 第1戦


21:30 モンド麻雀プロリーグ17/18 第14回モンド王座
決定戦


#4
決勝第４戦


23:00 ★女子プロレス伝説 超嬢血戦
#22


工藤めぐみ 編 #1


19:30 ★離島酒場
#28


喜界島


11:30 プレイボール
#6


希望のバウンドボール


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦
#14


準決勝第４戦


13:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#316


14:30 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#8


ひたちなか海浜鉄道


15:00 [字]MONDOプライムシアター
狼の挽歌


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第11回モンド杯
#3


「予選第３戦」


12:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザード ダムネーション


14:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第17回モンド王座
決定戦


#1
決勝 第1戦


15:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#13


第7戦 弥永明郎VS小島友実（前）


16:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#316


17:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#19


かおりっきぃ☆ VS ヒラヤマン 前半戦


17:30 いいね！パチスロリーグ
#21


嵐 VS 河原みのり 前半戦


18:00 パチスロ常勝理論！
#399


28:30 他人のSEXで生きてる人々
#1


人妻・バツイチＡＶ女優編


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#19


06:30 パチスロ常勝理論！
#321


07:30 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#316


08:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#19


かおりっきぃ☆ VS ヒラヤマン 前半戦


09:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#8


キャラメル


09:30 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


10:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#22


工藤めぐみ 編 #1


10:30 おふろやさん日和2
#10


和モダンな銭湯～イーストランド～


11:00 MONDO式 麻雀
#20


ＳＥＡＳＯＮ７　２回戦


23:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#13


第7戦 弥永明郎VS小島友実（前）


24:00 Sweet Angel
#91


総集編 13


24:30 ★MASTERキートン
#12


御夫人たちの事件


25:00 新TV見仏記
#34


東大阪あたり編


26:00 MONDOアドレナリンシアター
おやじ男優Z ＜R-15＞


28:00 怪談テラーズ
#30


18:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#116


休肝日直前編


19:00 ★離島酒場
#29


奄美大島


23:30 ★いいね！パチスロリーグ
#22


嵐 VS 河原みのり 後半戦


24:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第17回モンド王座
決定戦


#1
決勝 第1戦


25:30 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザード ダムネーション


27:30 DASADA
#1


出会い


28:00 鉄道ひとり旅～女子鉄編～
#7


富士急行


28:30 他人のSEXで生きてる人々
#2


ＡＶ事務所マネージャー編


19:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#8


スーパーコンビ


20:00 怪談テラーズ
#48


20:30 田中俊行のオカルト・コレクション
#8


ゲスト：もちづき千代子


21:00 [字]★MONDOプライムシアター
サムライ


23:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#19


かおりっきぃ☆ VS ヒラヤマン 前半戦


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
#19


～恐怖！歌舞伎町の闇を知る仙頭正教～


23:00 ★パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#317


17:00 モンド麻雀プロリーグ 役満ベストセレクション
#3


17:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第17回モンド王座
決定戦


#1
決勝 第1戦


19:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザード ダムネーション


21:00 ★大人のプラモ道
#27


「空母赤城」を作ろう ＜仕上げ前編＞


21:30 ★大人のプラモ道
#28


「空母赤城」を作ろう ＜仕上げ後編＞


22:00 DASADA
#1


出会い


10:00 旧車TV レストア・ファクトリー Season2
#8


レストア コスモスポーツ 内張り


10:30 新田恵海の恐竜DEEP
#7


フサフサだったの？！羽毛恐竜の 新情報に迫るド
ン！


11:00 モンド麻雀プロリーグ19/20 第16回モンド王座
決定戦


#1
決勝 第1戦


12:30 モンド麻雀プロリーグ19/20 第16回モンド王座
決定戦


#2
決勝 第2戦


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#20


06:30 パチスロ常勝理論！
#322


07:30 パチスロ常勝理論！
#399


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
#8


ゲスト：もちづき千代子


28:00 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～


28:30 他人のSEXで生きてる人々
#3


風俗兼務ＡＶ女優編


24:00 パチスロ常勝理論！
#399


25:00 ★MONDOアドレナリンシアター
新任女教師 未熟な進路指導 ＜R-15＞


26:30 コスプレJAPAN
#5


星乃まみ


27:00 女神降臨
#134


西岡葉月


08:30 いいね！パチスロリーグ
#22


嵐 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
#13


第7戦 弥永明郎VS小島友実（前）


09:30 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


14:00 モンド麻雀プロリーグ19/20 第16回モンド王座
決定戦


#3
決勝 第3戦


15:30 モンド麻雀プロリーグ19/20 第16回モンド王座
決定戦


#4
決勝 第4戦


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9月番組表
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★初回放送
(ET) 月曜日 2021/09/27 火曜日 2021/09/28 水曜日 2021/09/29 木曜日 2021/09/30 (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


14:00


14:30


15:00


15:30


16:00


16:30


11:00


11:30


12:00


12:30


13:00


13:30


20:00


20:30


21:00


21:30


22:00


22:30


17:00


17:30


18:00


18:30


19:00


19:30


26:00


26:30


27:00


27:30


28:00


28:30


23:00


23:30


24:00


24:30


25:00


25:30


11:00 プレイボール
#7


友情のマウンド


11:30 プレイボール
#8


孤独なチャレンジ


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦
#15


決勝第１戦


13:30 いいね！パチスロリーグ
#22


嵐 VS 河原みのり 後半戦


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#21


06:30 闘え！パチスロリーグ
#16


辻ヤスシ VS 跡美しゅり 後半戦


07:00 パチスロ常勝理論！
#323


08:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#19


かおりっきぃ☆ VS ヒラヤマン 前半戦


08:30 旧車TV レストア・ファクトリー Season3
#11


レストア トヨタ2000GT 終調整


09:00 MONDO式 麻雀
#20


ＳＥＡＳＯＮ７　２回戦


25:30 いいね！パチスロリーグ
#22


嵐 VS 河原みのり 後半戦


26:00 MONDOアドレナリンシアター
闘牌の天使 ＜R-15＞


27:30 Sweet Angel
#74


市川まさみ


28:00 怪談テラーズ
#31


28:30 他人のSEXで生きてる人々
#4


ＡＶ・風俗ライター編


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#22


06:30 闘え！パチスロリーグ
#17


嵐 VS 倖田柚希 前半戦


07:00 パチスロ常勝理論！
#324


08:00 いいね！パチスロリーグ
#22


嵐 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
#8


ゲスト：もちづき千代子


19:30 ★離島酒場
#32


宇久島


20:00 パチスロ常勝理論！
#399


21:00 的場浩司のスイーツ男子塾！
#10
大福


21:30 ★MONDOシアター
20世紀少年 － 終章－ ぼくらの旗


24:30 ★MASTERキートン
#13


穏やかな死


25:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#19


かおりっきぃ☆ VS ヒラヤマン 前半戦


14:00 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


14:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#13


第7戦 弥永明郎VS小島友実（前）


15:00 [字]MONDOプライムシアター
サムライ


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第11回モンド杯
#4


「予選第４戦」


18:30 恋するパチスロリーグ
#1


全員集合スペシャル 前半戦


19:00 ★離島酒場
#31


宮古島


10:00 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#11


ポコ美 VS るる 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#12


ポコ美 VS るる 後半戦


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦
#16


決勝第２戦


13:30 モンド麻雀プロリーグ20/21 第17回モンド王座
決定戦


#1
決勝 第1戦


15:00 MONDOシアター
富江VS富江


16:30 ザ・純烈ショー！3
#3


純烈スロットバトル！ 酒井VS後上 前編


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第11回モンド杯
#5


「予選第５戦」


18:30 恋するパチスロリーグ
#2


全員集合スペシャル 後半戦


09:00 大人のプラモ道
#27


「空母赤城」を作ろう ＜仕上げ前編＞


09:30 大人のプラモ道
#28


「空母赤城」を作ろう ＜仕上げ後編＞


10:00 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#13


初登場スペシャル 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#14


初登場スペシャル 後半戦


11:00 プレイボール
#9


悪夢のビハインドゲーム


11:30 プレイボール
#10


気迫のピッチング


24:30 ★MASTERキートン
#14


心の壁


25:00 パチスロ常勝理論！
#399


26:00 MONDOアドレナリンシアター
野良猫とパパ活 ＜R-15＞


27:30 Sweet Angel
#75


長瀬麻美


28:00 怪談テラーズ
#32


28:30 他人のSEXで生きてる人々
#5


巨乳ＡＶ女優編


19:00 ★離島酒場
#33


多良間島


19:30 ★離島酒場
#34


岩城島


20:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#317


21:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#22


工藤めぐみ 編 #1


21:30 モンド麻雀プロリーグ18/19 第15回モンド王座
決定戦


#1
決勝 第1戦


23:00 ★モンド麻雀プロリーグ20/21 第17回モンド王
座決定戦


#2
決勝 第2戦


11:30 プレイボール
#12


再会のドリームゲーム


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第14回モンド王座
決定戦


#1
決勝第１戦


13:30 パチスロ常勝理論！
#399


14:30 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#22


工藤めぐみ 編 #1


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#23


06:30 闘え！パチスロリーグ
#18


嵐 VS 倖田柚希 後半戦


07:00 パチスロ常勝理論！
#325


08:00 モンド麻雀プロリーグ20/21 第17回モンド王座
決定戦


#2
決勝 第2戦


09:30 怪談テラーズ
#48


10:00 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#15


政重ゆうき VS かおりっきぃ☆ 前半戦


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 Sweet Angel
#76


羽咲みはる


28:00 怪談テラーズ
#33


28:30 他人のSEXで生きてる人々
#6


女性制作スタッフ編


05:00 麻雀デラックスアンコール　モンド21王座決定戦
#24


06:30 闘え！パチスロリーグ
#19


木村魚拓 VS 辻ヤスシ 前半戦


07:00 パチスロ常勝理論！
#326


08:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#317


09:00 女子プロレス伝説 超嬢血戦
#22


工藤めぐみ 編 #1


09:30 強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6
#13


第7戦 弥永明郎VS小島友実（前）


20:30 F1グランプリ・ヒーローズ
#8


ピーター・レブソン


21:30 モンド麻雀プロリーグ18/19 第15回モンド王座
決定戦


#2
決勝 第2戦


23:00 玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX
#9


スパンキー


24:00 女神降臨
#140


川崎あや


24:30 ★MASTERキートン
#15


長く暑い日


25:00 パチンコ激闘伝！実戦守山塾
#317


15:00 [字]MONDOプライムシアター
バイオハザードⅢ


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第11回モンド杯
#6


「予選第６戦」


18:30 恋するパチスロリーグ
#3


木村魚拓 VS 五十嵐マリア 前半戦


19:00 ★離島酒場
#35


伊良部島


19:30 ★離島酒場
#36


興居島・中島


20:00 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#19


かおりっきぃ☆ VS ヒラヤマン 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#16


政重ゆうき VS かおりっきい☆ 後半戦


11:00 プレイボール
#11


熱闘のグラウンド


26:00 麻亜子／ミルキー・グラマー


28:00 怪談テラーズ
#34


28:30 他人のSEXで生きてる人々
#7


元○○ＡＶ女優編


20:00 いいね！パチスロリーグ
#22


嵐 VS 河原みのり 後半戦


20:30 大人のプラモ道
#27


「空母赤城」を作ろう ＜仕上げ前編＞


21:00 大人のプラモ道
#28


「空母赤城」を作ろう ＜仕上げ後編＞


21:30 モンド麻雀プロリーグ18/19 第15回モンド王座
決定戦


#3
決勝 第3戦


23:00 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#86


亀有編 後編


23:30 おふろやさん日和2
#1


人と文化が交差する銭湯～改良湯～


5:00


5:30


6:00


6:30


7:00


7:30


24:00 テリー伊藤の大人夜遊び
#20


総集編


24:30 ★MASTERキートン
#16


永遠の楡の木


25:00 MONDO式 麻雀
#21


ＳＥＡＳＯＮ７　３回戦


14:00 トップギア シリーズ25
#5


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


17:00 モンド麻雀プロリーグ10/11 第11回モンド杯
#7


「予選第７戦」


18:30 恋するパチスロリーグ
#4


木村魚拓 VS 五十嵐マリア 後半戦


19:00 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#94


江戸川区 船堀編


19:30 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
#96


葛飾区 西新井編


10:00 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#17


なるみん VS 青山りょう 前半戦


10:30 ガールズパチンコリーグ・クリスタル
#18


なるみん VS 青山りょう 後半戦


11:00 プレイボール
#13


僕達のレインボウ


11:30 プレイボール2nd
#1


波乱のスタートダッシュ


12:00 モンド麻雀プロリーグ17/18 第14回モンド王座
決定戦


#2
決勝第２戦


13:30 ガールズパチンコリーグ・ルビー
#19


かおりっきぃ☆ VS ヒラヤマン 前半戦


11:00


11:30


12:00


12:30


13:00


13:30


8:00


8:30


9:00


9:30


10:00


10:30


18:30


19:00


19:30


14:00


14:30


15:00


15:30


16:00


16:30
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木 曜 日 金 曜 日 土 曜 日 日 曜 日


	 4:00	●日本囲碁連盟囲碁講座
	 	 	 （6日は「囲碁初級講座」)
	 .30	 	 �第2回�囲碁・将棋チャンネル杯��


麻雀王決定戦
	 	 	 （6日は4:25 〜●「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期竜星戦セレクション�


決勝T進出者対局選
	 	 	 	（6日は「第30期�竜星戦」、13日は	


「第30期�竜星戦�決勝T開幕特番」）
	 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
	 	 	 （20日からは「将棋特番」）
	 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	 ●	第23期�ドコモ杯女流棋聖戦（6・20日）
� � ●初第4期�韓国竜星戦（13・27日）
	 8:00	●�第30期竜星戦セレクション�


決勝T進出者対局選
	 	 	 	（6日は「初第30期�竜星戦�決勝T開


幕特番」）
	10:00	ａ第29期�銀河戦
	11:38	ａ将棋講座（×2）
	 0:00	ａ将棋まるナビ
	 .20	ａ�プレイバック　第35期�霧島酒造杯�


女流王将戦
	 2:00	●記憶の一局
	 3:00	●�棋力向上委員会�The�PASSION！！


セレクション


	 4:00	●第29期�竜星戦


	 6:35	ａ�最新将棋講座（×2）
	 7:00	ａ	第29期�銀河戦


	 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）
	 	 	 	（21日は「ひふみん日記」(×2）、	


28日は10:24 〜「将棋特番」）
	11:00	ａ素顔シリーズ（×2）
	 	 	 	（14日は「将棋認定」、11:15 〜	


「藤井銀河決勝戦自戦譜解説」）
	 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	●�囲碁特番セレクション


	


	 2:10	ａ�ひふみん日記
	 .20	ａ�夜の銀河戦セレクション


	 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期竜星戦セレクション�


決勝T進出者対局選
	 	 	 	（1・8日は「第30期�竜星戦」）
	 9:00	●第30期�竜星戦�決勝T開幕特番（22日）
� � � 第28期竜星�一力の素顔（29日)
	 .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将棋中級講座（×2）	
	 	 	 （1日は「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	●囲碁上級講座�（×3）
	 	 	 	（1・8日は「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	●�第30期竜星戦セレクション�


決勝T進出者対局選
	 	 	 	（1日は「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初銀河戦ＡＩガイド
	 	 	 	（1日は「将棋まるナビ」、0:20 〜	


「夜の銀河戦セレクション」）
	 1:40	ａ将棋まるナビ（8日〜）
	 2:00	●夜の竜星戦セレクション


	 4:00	●�記憶の一局
	 	 	 （30日は「囲碁特番」）
	 5:00	●パンダネット囲碁講座（×2）
	 .22	●囲碁まるナビ
	 .42	●挑戦！テレビ囲碁認定
	 6:00	ａ将棋連盟が選ぶ�注目の一局
	 7:00	ａ第29期�銀河戦	
	 8:38	ａ�将棋講座（×2）
	 9:32	ａ�将棋初級講座
	 .46	ａ�挑戦！テレビ将棋認定
	10:00	ａ�将棋講座（×2）
	 	 	 （2日は「ひふみん日記」（×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王将戦関連番組


	 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	●初竜星戦ＡＩガイド
	 	 	 	（2日は「囲碁まるナビ」、0:16 〜	


「夜の女流棋聖戦セレクション」）
	 1:48	ａ銀河の素顔（9日〜）
	 2:20	ａ�夜の銀河戦セレクション


月 曜 日 火 曜 日 水 曜 日


9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（3・17日）
	 	●囲碁特番（10・24日）
	 9:47	●囲碁初級講座（10・24日）
	10:00	●女流棋聖戦セレクション�
� � � 	（3日は「詰碁」、10:14 〜「囲碁特番」、


10日は「第3期�韓国竜星戦」）
	 0:00	ａ�銀河の素顔（10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
	 	 	 	（10日は「第30期�竜星戦�決勝T�


開幕特番」）
	 .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
	 	 	 	（24日は「将棋特番」）
	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


※9月28日（火）深夜1:00 〜翌午前7:00はメンテナンスのため放送休止


	 4:00	ａ�第28期�銀河戦


	 5:40	ａ将棋まるナビ
	 6:00	 ●	記憶の一局
	 7:00	●�囲碁やさしい番組
	 .32	●初挑戦！テレビ囲碁認定
	 .48	●�最新囲碁上級講座
	 8:00	●棋力向上委員会�The�PASSION！！
	 9:00	●�厳選棋譜解説
	10:00	●�囲碁特番セレクション
	 	 	 	（12日は「第30期�竜星戦�決勝T開幕


特番」）
	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


	 5:30	ａ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
	 	 	 	（5日は〜 0:00、	


26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


	 9:00	ａタイトル戦徹底解説
	 .48	ａ将棋講座
	10:00	ａ�将棋特番セレクション


	11:45	ａ将棋まるナビ（25日は初）
	 0:00	●�囲碁まるナビ（25日は初）
	 .20	●�パンダネット囲碁講座（×2）
	 	 	 	（18日は0:15 〜「第30期�竜星戦�決


勝T開幕特番」、25日〜「囲碁上級講
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（4・18日）
	 	●竜星戦セレクション（11・25日）
	 4:00	●第30期�竜星戦�決勝T開幕特番（25日）
	 .30	●厳選棋譜解説
	 5:30	●囲碁上級講座
	 .43	●囲碁まるナビ
	 6:00	ａ初第43期�霧島酒造杯�女流王将戦
	 	 	 	（18日からは「将棋特番」）
	 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
	 	 	 	（25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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６.00C5名もなき生涯
９.10Cスパルタカス
	 ［復元完全版］（1960）
０.30C300	＜スリーハンドレッド＞
２.30C5300	＜スリーハンド


レッド＞	～帝国の進撃～
４.20C遊星からの物体X	
	 ファーストコンタクト
６.20C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


吹替メガヒット９
９.00Cディヴァイン・
	 フューリー／使者
	 パク・ソジュンi
11.20C5ムスタング
１.10C蝋人形の館
３.10C5悪党に粛清を
５.00C裏窓（1954）


６.00C5ザ・インタープリター
８.10C5魔女がいっぱい
10.00C5ユナイテッド93
０.00C5BRAVE	NEW	WORLD／ブ
	 レイブ・ニュー・ワールド⑨I


吹替メガヒット９
１.10C5ラスト・クリスマス
	 （2019）
３.00Bダウントン・アビー	
	 シーズン5①～③
６.20CA5タンタンの冒険／
	 ユニコーン号の秘密
８.20CA5ミニオンズ
	 g天海祐希i
10.00Bナイト・オブ・キリング	
	 失われた記憶⑥
11.10Cイップ・マン	序章
１.10Cイップ・マン	葉問
３.10Cビューティフル・マインド
５.30Cアルフィー（2004）


７.20C52番目のキス
９.10C5フォードvsフェラーリ
11.45　『フォードvsフェラーリ』


を語る
０.00Bナイト・オブ・キリング	
	 失われた記憶⑥
１.10C5テッド
３.00Bダウントン・アビー	
	 シーズン5④～⑥
６.00Cハイ・ライフ
８.00C5ハーレイ・クインの華麗


なる覚醒	Birds	of	Prey
10.00Cステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？⑤⑥　
11.00CA5ソニック・ザ・
	 ムービー
０.45Cイップ・マン	継承
２.45CA5わたしを離さないで
４.40COK牧場の決斗
	 水曜ロードショー版


６.40Cキャスト・アウェイ
９.10CA5エイリアン2
	 ［完全版］
11.50Cヒストリー・オブ・
	 バイオレンス
１.40CA5ジェイソン・ボーン
３.50CAランボー
５.30CAランボー／怒りの脱出
７.10CAランボー3／怒りの
	 アフガン［吹替完全版］
	 シルヴェスター・
	 スタローンi
９.00CAランボー	最後の戦場
	 シルヴェスター・
	 スタローンi
10.40CA5ランボー	ラスト・


ブラッド
０.40CA5TENET	テネット
３.30C5栄光のランナー／


1936ベルリン


７.15CA5インフェルノ（2016）
９.30　IN	FOCUS
９.40CA5ストーリー・オブ・マ


イライフ／わたしの若草物語
０.00Cステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？③④　
『イップ・マン』シリーズ完全網羅
１.00Cイップ・マン	序章
３.00Cイップ・マン	葉問
５.00Cイップ・マン	継承
７.00Cイップ・マン	完結
９.00　作品未定
10.30CA5ワンダーウーマン


1984
１.10CA5カリフォルニア・
	 ダウン＊1


３.10Cパラサイト・バイティング	
食人草


４.50C十戒
	 日曜洋画劇場版


７.50　作品未定
９.50Cハイ・ライフ
11.50C5名もなき生涯
	 アウグスト・ディールi
３.00Bダウントン・アビー	
	 シーズン4⑤～⑦
	 ヒュー・ボネヴィルi
６.00C5赦しのちから
	 アレックス・	


ケンドリックi
８.10C5こころに剣士を
	 マルト・アヴァンディi
10.00Bクォーリーと呼ばれた男③
	 ローガン・マーシャル＝
	 グリーンi
11.00　作品未定
１.15Cブルータル・	


ジャスティス
	 メル・ギブソンi
４.10C5アンダーウォーター


６.00C5アス
８.00C5猿の惑星：
	 新世紀（ライジング）
10.20C5少女ファニーと運命の


旅
０.00Bクォーリーと呼ばれた男③
１.00Cメメント
３.00Bダウントン・アビー	
	 シーズン4⑧～⑩I
６.10Cアップグレード
	 ローガン・マーシャル＝


グリーンi
８.00C5アイ，ロボット
	 ウィル・スミスi
10.00C5BRAVE	NEW	WORLD／ブ
	 レイブ・ニュー・ワールド⑨I
11.10CA5ジェイソン・ボーン
１.30CA5イエスタデイ


（2019）
３.40CA5アルゴ


６.00C5ザ・キッチン
８.00C5野性の呼び声
10.00Cヤング・ポープ	
	 美しき異端児⑥⑦
０.10Cヤング・ポープ	
	 美しき異端児⑧⑨
２.20Cヤング・ポープ	
	 美しき異端児⑩I
３.30CA5タンタンの冒険／
	 ユニコーン号の秘密
５.20CA5ミニオンズ
７.00C5魔女がいっぱい


吹替メガヒット９
９.00Cイップ・マン	完結
11.00C5ザ・フライ
０.45C5300	＜スリーハンド


レッド＞	～帝国の進撃～
２.40C5猿の惑星：
	 新世紀（ライジング）
５.00C5ザ・ゴールドフィンチ


６.00C5エスケープ・ルーム
（2019）


８.00C5ちいさな独裁者
10.10C遊星からの物体X	ファー


ストコンタクト
０.00Bクォーリーと呼ばれた男①
１.20Cめまい
３.45Bダウントン・アビー⑦I
５.00Bダウントン・アビー	
	 シーズン2①②
７.30CA5ザ・エージェント
	 トム・クルーズi
10.00C5BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑦
10.50C5300	＜スリーハンド


レッド＞	～帝国の進撃～
０.40CA5アポロ13
３.10C5ハッピー・デス・デイ
４.50C5ハッピー・デス・デイ	
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６.40C5こころに剣士を
８.20C5アンダーウォーター
10.10Cアップグレード
０.00C5BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑦


吹替メガヒット９
０.50CA5ワンダーウーマン
	 1984
	 ガル・ガドットi
３.30Bダウントン・アビー	
	 シーズン2③～⑤
６.30Cドミノ	復讐の咆哮
	 ニコライ・
	 コスター＝ワルドウi
８.10　作品未定
10.00Bナイト・オブ・キリング	
	 失われた記憶④
11.10C悪女／AKUJO
１.20Cメメント
３.20C哀しき獣


６.00C裏窓（1954）
８.00CAゴースト／
	 ニューヨークの幻
10.10Cペット・セメタリー


（2019）
０.00Bナイト・オブ・キリング	
	 失われた記憶④
１.10C5スポンティニアス
３.00Bダウントン・アビー	
	 シーズン2⑥～⑧
６.20C5少女ファニーと運命の


旅
８.10Cアルフィー（2004）
10.00Cステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？①②　
11.00Cブルータル・
	 ジャスティス
１.50CA5ジェイソン・ボーン
４.00C5スローターハウス・
	 ルールズ


６.00C5ザ・ウェイバック
８.00Cふたつの名前を持つ少年
	 アンジェイ・トカチi
10.00Cヤング・ポープ	
	 美しき異端児①②
０.20Cヤング・ポープ	
	 美しき異端児③④
２.30Cヤング・ポープ	
	 美しき異端児⑤
３.30C5フォードvs
	 フェラーリ
６.20CA5TENET	テネット
	 ジョン・デヴィッド・
	 ワシントンi
９.00CA5アルゴ
	 ベン・アフレックi
11.20Cハイ・ライフ
	 ロバート・パティンソンi
１.30C300	＜スリーハンドレッド＞
３.40C5ちいさな独裁者


７.00CA5わたしを離さないで
８.50C十戒
	 日曜洋画劇場版
０.00Cステージド	俺たちの舞台、
	 ステイホーム！④～⑥I
１.30C5ブレイクスルー	
	 奇跡の生還
	 クリッシー・メッツi
３.30Bダウントン・アビー
	 ①～③
６.50C5名もなき生涯
	 アウグスト・ディールi
10.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ⑫I
11.10　IN	FOCUS
11.20C5ドクター・スリープ
	 ユアン・マクレガーi
２.10Cビューティフル・
	 マインド
４.50C5スポンティニアス


６.40Cパラサイト・バイティング	
食人草


８.20C勇気ある追跡
	 日曜洋画劇場版
10.00C5ブラック	アンド	ブルー
０.00Bフロム・ジ・アース／
	 人類、月に立つ⑫I
１.10C建築学概論
３.10Bダウントン・アビー
	 ④～⑥
６.10C5ラブソングが
	 できるまで
８.00C裏窓（1954）
	 ジェームズ・
	 スチュアートi
10.00Bクォーリーと呼ばれた男①
11.30C300	＜スリーハンドレッド＞
１.40C5ハーレイ・クインの華麗


なる覚醒	Birds	of	Prey
３.40Cきっと、星のせいじゃない。


６.00C5ブレイクスルー	
	 奇跡の生還
８.10C5STUBER／
	 ストゥーバー
10.00Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑥⑦
０.10Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑧⑨I
２.30CA5エイリアン2
	 ［完全版］
５.15C5スペル（2020）
７.00C5ユナイテッド93
９.00C5ラスト・クリスマス
	 （2019）
	 エミリア・クラークi
10.50C5ブレイキング・イン
０.30CAゴースト／
	 ニューヨークの幻
２.50C5アイ，ロボット
５.00Cめまい


６.00CAスラムドッグ＄
	 ミリオネア
８.20C5悪党に粛清を
10.00C蝋人形の館
０.00Bクォーリーと呼ばれた男②
１.00CA5カリフォルニア・
	 ダウン＊1


３.00Bダウントン・アビー	
	 シーズン3⑥～⑧
６.20C5STUBER／
	 ストゥーバー
８.00C5ブレイクスルー	
	 奇跡の生還
	 クリッシー・メッツi
10.00C5BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑧
11.00CAランボー	最後の戦場
０.40C建築学概論
２.40Cスパルタカス
	 ［復元完全版］（1960）


６.00Cゾンビの中心で、愛をさけぶ
７.50Cきっと、星のせいじゃない。
10.00Cメメント
０.00C5BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑧
１.00Cイップ・マン	完結
３.00Bダウントン・アビー	
	 シーズン3⑨⑩I
５.00Bダウントン・アビー	
	 シーズン4①
６.20C5ハッピー・デス・デイ
８.10C5ハッピー・デス・デイ	
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10.00Bナイト・オブ・キリング	
	 失われた記憶⑤
11.10CA5ランボー	ラスト・


ブラッド
１.00CA5エイリアン2［完全版］
３.40CA5ストーリー・オブ・マ


イライフ／わたしの若草物語


６.00C5ちいさな独裁者
８.10C5スローターハウス・
	 ルールズ
10.10C勇気ある追跡
	 日曜洋画劇場版
０.00Bナイト・オブ・キリング	


失われた記憶⑤
１.10C5ラブソングが
	 できるまで
３.00Bダウントン・アビー	
	 シーズン4②～④
６.00Cふたつの名前を持つ少年
８.00C5エスケープ・ルーム


（2019）
	 テイラー・ラッセルi
10.00Cステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？③④　
11.00CADシンドラーのリスト
２.30C5野性の呼び声
４.20C5ジャングルランド


６.00CA5ミニオンズ
７.40CA5タンタンの冒険／
	 ユニコーン号の秘密
９.30　『ニュー・ポープ	悩める新教皇』注目ポイント


【衣装篇】◇【美術篇】◇【舞台ウラ篇】
10.00Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇①②
０.10Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇③④
２.10Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑤
３.10C5悪党に粛清を
４.45Cワールド・トレード・
	 センター
７.00C5ハーレイ・クインの華麗


なる覚醒	Birds	of	Prey
９.00Cビューティフル・マインド
11.30C5ザ・コア
２.00C5ザ・フライ
３.45CThe	Witch／魔女


７.40C5栄光のランナー／
1936ベルリン


10.00C5アイ，ロボット
０.00Cステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？①②
１.00C5アス
３.00Bダウントン・アビー	
	 シーズン2⑨I
４.40Bダウントン・アビー	
	 シーズン3①②
７.00C5ブラック	アンド	
	 ブルー
９.00CAランボー
	 シルヴェスター・
	 スタローンi
10.40CAランボー／怒りの脱出
０.20CA5キングスマン
２.40CA5恋におちた
	 シェイクスピア
４.50C5赦しのちから


７.00Cドミノ	復讐の咆哮
８.50C悪女／AKUJO
11.00C5ブレイキング・イン
０.40CThe	Witch／魔女
	 キム・ダミi
３.00Bダウントン・アビー	
	 シーズン3③～⑤
	 ヒュー・ボネヴィルi
６.00C5タキシード（2002）
	 ジャッキー・チェンi
７.50CA5イエスタデイ


（2019）
	 ヒメーシュ・パテルi
10.00Bクォーリーと呼ばれた男②
11.10CAランボー3／怒りの
	 アフガン［吹替完全版］
	 シルヴェスター・
	 スタローンi
１.00Cキャスト・アウェイ
３.30Cマディソン郡の橋


７.00C5ザ・ゴールドフィンチ
９.40CThe	Witch／魔女
０.00Cステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？⑤⑥　
１.00CA5恋におちた
	 シェイクスピア
３.10Bダウントン・アビー	
	 シーズン5⑦～⑨
６.30C5ラスト・クリスマス


（2019）
	 エミリア・クラークi
８.20C5ブレイキング・イン
	 ガブリエル・ユニオンi
『イップ・マン』シリーズ完全網羅
10.00Cイップ・マン	序章
	 ドニー・イェンi
０.00Cイップ・マン	葉問
	 ドニー・イェンi
２.10CA5ザ・エージェント
４.50C5ジャングルランド


６.30C5ザ・フライ
８.10CA5ソニック・ザ・
	 ムービー
10.00CA5キングスマン
０.20　IN	FOCUS
０.30CA5ストーリー・オブ・マ


イライフ／わたしの若草物語
	 シアーシャ・ローナンi
３.00Bダウントン・アビー	
	 シーズン5⑩I
４.00CADシンドラーのリスト
	 リーアム・ニーソンi
７.30CA5天使と悪魔
	 ［エクステンデッド版］
	 トム・ハンクスi
10.00Bクォーリーと呼ばれた男④
『イップ・マン』シリーズ完全網羅
11.10Cイップ・マン	継承
	 ドニー・イェンi


（1.00～7.00放送休止）


７.00CA5アポロ13
９.40Cワールド・トレード・
	 センター
０.00Bクォーリーと呼ばれた男④
１.10C悪女／AKUJO
３.20CA5インフェルノ（2016）
５.30C5ムスタング
７.20CA5TENET	テネット
10.00CFARGO／ファーゴ：
	 カンザスシティ①
『イップ・マン』シリーズ完全網羅
11.10Cイップ・マン	完結
	 ドニー・イェンi
１.10CAランボー	最後の戦場
	 シルヴェスター・
	 スタローンi
２.50C華やかな魔女たち
	 土曜映画招待席版
４.20Cゾンビの中心で、
	 愛をさけぶ


６.00C5タキシード（2002）
７.50C5野性の呼び声
９.40C5ザ・コア
０.00CFARGO／ファーゴ：
	 カンザスシティ①
１.10Cディヴァイン・フューリー／使者
３.30Cスパルタカス
	 ［復元完全版］（1960）
６.40C勇気ある追跡
	 日曜洋画劇場版
８.20C5アンダーウォーター
10.00Bナイト・オブ・キリング	
	 失われた記憶⑦
11.10　作品未定
０.40CA5ランボー	
	 ラスト・ブラッド
２.30Cパラサイト・
	 バイティング	食人草
４.10Cゾンビマックス！
	 怒りのデス・ゾンビ


６.20C5パージ
８.00C5パージ：
	 エクスペリメント
９.50C5少女ファニーと運命の


旅
11.40CA5アルゴ
２.00CA5デイ・アフター・
	 トゥモロー
４.20C5ザ・コア
６.50CA5カリフォルニア・
	 ダウン＊1


	 ドウェイン・
	 ジョンソンi


吹替メガヒット９
９.00CA5ワンダーウーマン
	 1984
	 ガル・ガドットi
11.40C華やかな魔女たち
	 土曜映画招待席版


（1.00～7.00放送休止）


６.00COK牧場の決斗
	 水曜ロードショー版
８.10C5ザ・インタープリター
10.30Cマディソン郡の橋
０.50CA5ダ・ヴィンチ・コード
	 ［エクステンデッド版］
３.50　『ニュー・ポープ	悩める新教


皇』注目ポイント【舞台ウラ篇】
４.00CA5天使と悪魔
	 ［エクステンデッド版］
６.30　『ニュー・ポープ	悩める新


教皇』注目ポイント【衣装篇】
６.40CA5インフェルノ（2016）
８.50　『ニュー・ポープ	悩める新


教皇』注目ポイント【美術篇】
９.00Cドミノ	復讐の咆哮
10.40CA5キングスマン
１.00C5テッド
２.50Cペット・セメタリー（2019）
４.40C5STUBER／ストゥーバー


６.00Cある戦争
８.00　作品未定
10.00C5エンツォ	レーサーになり


たかった犬とある家族の物語
０.00Bザ・パシフィック⑩I
１.10C5パージ
２.40C5パージ：	


エクスペリメント
４.30Cキャッチ・ミー・イフ・


ユー・キャン
７.00C十戒
	 日曜洋画劇場版
10.00C5BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑥
11.00CA5わたしを離さないで
０.50CA5ソニック・ザ・
	 ムービー
２.40Cドラゴン／
	 ブルース・リー物語
４.50Cアップグレード


６.40C5魔女がいっぱい
８.30C5タキシード（2002）
10.20C5ジャングルランド
０.00C5BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑥


吹替メガヒット９
１.00CA5イエスタデイ
	 （2019）
３.10Cブルータル・
	 ジャスティス
６.00CAゴースト／
	 ニューヨークの幻
８.15C5ザ・キッチン
	 メリッサ・マッカーシーi
10.00Bナイト・オブ・キリング	
	 失われた記憶③
11.10C5ザ・ゴールドフィンチ
１.50C5栄光のランナー／


1936ベルリン
４.20C5アス


６.20Cゾンビマックス！
	 怒りのデス・ゾンビ
８.10Cプロヴァンスの贈りもの
10.20C5悪党に粛清を
０.00Bナイト・オブ・キリング	
	 失われた記憶③
１.10C5ザ・ウェイバック
３.10C5こころに剣士を
５.00C5赦しのちから
７.10C5フォードvs
	 フェラーリ
	 マット・デイモンi
９.45　『フォードvsフェラーリ』


を語る
10.00Cステージド	俺たちの舞台、
	 ステイホーム！④～⑥I
11.30C哀しき獣
	 ハ・ジョンウi
２.00C建築学概論
４.10Cふたつの名前を持つ少年


火 水 木 金 土 日月
3


12


19


26


8 9 10 11


15 16 17 18


23 24 2520 21 22


6 7


13 14


27 28 29 30


5421


『ラスト・クリスマス（2019）』 9/19・23・27
© 2019 Universal City Studios Productions LLLP and Perfect Universe 
Investment Inc.  All Rights Reserved.


『ダウントン・アビー　＃１』 9/6
© 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved.


『ザ・フライ』 9/12・18・28
© 1986 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.


『ステージド２　俺たちの舞台、アメリカ上陸！？ ＃１』 9/10・13
© Staged Films Limited MMXXI


2019年公開の劇場版『ダウントン・
アビー』が、10月、スターチャンネ
ルでTV初放送！それを記念し、ドラ
マシリーズを全話一挙放送。
第2〜5週 月曜日〜金曜日 


午後3:00頃〜 4週連続放送


『ダウントン・アビー ＃1-7』
『ダウントン・アビー シーズン２ 
＃1-9』 


『ダウントン・アビー シーズン３ 
＃1-10』


『ダウントン・アビー シーズン４ 
＃1-10』


『ダウントン・アビー シーズン５ 
＃1-10』（＃9-10は10月放送）


2ヵ月連続！劇場版『ダウントン・アビー』
TV初放送記念　ドラマシリーズ全話一挙放送


『イップ・マン　完結』 9/12・16・20・29
© 2019 Mandarin Motion Pictures Limited All Rights Reserved.


ブルース・リーが生涯で唯一、師
と仰いだ伝説的な中国武術の達
人イップ・マン（葉問）。 その人
生を描いた映画『イップ・マン』
シリーズを一挙放送！
9/20（祝・月）午後1:00〜 


一挙放送
9/27（月）〜9/29（水）
よる9:00〜　4日連続放送


『イップ・マン 序章』
『イップ・マン 葉問』
『イップ・マン 継承』
『イップ・マン 完結』ほか


全5作品


『イップ・マン』
シリーズ完全網羅


※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。
＊1 本作品には、津波の映像が含まれております。ご了承いただきました上、ご鑑賞くださいますようお願い申し上げます。


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9 2021


SEP
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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）


27:00 00[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/02)


27:00


27:30 27:30 30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


27:30


55[S]停波


25:30 25:30


23:30


24:00 00[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


24:00 24:00


15[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅


24:30 30[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループステージ グループ
A
『ロシア vs. アメリカ』
(2021/08/19)


24:30 24:30


26:00 00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day1』


(2021/08/20)


26:00 00[多][休][HD][F]
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)
(休止の場合あり)


26:00


26:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #387


30[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)


26:30 26:30


27:00 00[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


00[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


22:00 22:00


22:30 30[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループステージ グループ
A
『パラグアイ vs. 日本』
(2021/08/19)


30[S][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/02)


22:30 30[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1149
【ハイライト】
(休止の場合あり)


30[S][休][HD][F]
SAIL GP 2021/22 ハイライト
第4戦


22:30


23:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/02)』


23:00 00[S][同][HD][F]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第10節-2
『ジュビロ磐田U-18 vs. 京都
サンガF.C. U-18』
(2021/09/05, ヤマハスタジ
アム)


23:00


23:30 23:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 横浜
DeNA(09/04)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


25:00 00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


25:00 00[S][字][HD][F]
WWE ロウ #1474
【ハイライト】


25:00


25:30


19:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/03)』


00[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #6
(休止の場合あり)


19:00


19:30 19:30 19:30


20:00 00[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第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)


20:00 00[二][L][初][HD][F]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第5戦 決勝
『レッドブルリンク(オーストリ
ア)』


(2021/09/05)


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[二][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)


21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


22:00 00[S][初][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/02)


17:00 00[S]
インフォメーション


00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


17:00 17:00


17:30 30[S][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)


30[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


17:30 17:30


18:00


18:30 18:30 30[S][休][HD][F]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/02)


18:30


45[S]インフォメーション


45[S][初][HD]きょうのドアラ
55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 横浜
DeNA(09/03)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


18:00 18:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #23


00[S][休][HD][F]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


19:00 00[二][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)


15:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


30[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


15:30 15:30


55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 横浜
DeNA(09/04)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


55[S][L][初][HD][F]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 横浜
DeNA(09/05)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


14:00 14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 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～】
2014年最終戦東京都大会
女子一部リーグ
『日本ユニシス vs. ルネサ
ス』


～日本代表4ペアによる激し
い攻防戦が繰り広げられた
日本ユニシス vs. ルネサス
の一戦。勝敗は第2複までも
つれた。～


(2014/12/28　国立代々木
競技場 第二体育館)


16:00 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】
2013 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


16:00 16:00


16:30 30[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライト
第4戦


16:30 16:30


12:30 12:30 12:30


13:00 13:00 00[S][休][HD][F]FIFA フット
サルワールドカップ ナビ


13:00
10[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/02)


15[S][休][HD][F]きょうのド
25[S][休][HD][F]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


13:30 13:30 13:30
40[S][休][HD]きょうのドアラ
#1


45[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/02)


15:00 15:00


09:30 09:30 30[S][同][休][HD][F]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 横浜
DeNA(09/04)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)
(休止の場合あり)


09:30


45[S][HD]
J SPORTS セレクション10:00 10:00 10:00


25[S][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)
(休止の場合あり)


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 30[S]
インフォメーション


11:30 11:30


12:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


12:00 12:00


25[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(08/30)
(休止の場合あり)


07:00 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
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][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅


07:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 横浜
DeNA(09/03)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


00[S][HD][F]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/02)


07:00


08:30 08:30 08:30


09:00 09:00 09:00


07:30 07:30 30[S][同][HD][F]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第10節-1
『東福岡高校 vs. ガンバ大
阪ユース』
(2021/09/04, ベスト電器ス
タジアム)


07:30


45[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選08:00 00[S][HD]


J SPORTS セレクション
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(09/02)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00 08:00


00[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


00[S][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/02)


06:00 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][HD]


MOTOR GAMES #387
30[S]
インフォメーション


06:30 30[S][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/02)


30[S][HD][F]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


06:30


45[S][HD][F]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


00[S][HD][F]
ダンス！ 華麗なる闘い


04:00


04:30 04:30 30[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


04:30


04:00 00[S]
機器メンテナンス


00[S]
休止


00[S]
休止


04:00 ～[二][休][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）


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][HD][F]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


05:00


05:30 05:30 30[S][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(08/30)


05:30


45[S][HD][F]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅


06:00 00[S]
インフォメーション
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J SPORTS 2 2021.09.06-2021.09.12
2021.09.06 2021.09.07 2021.09.08 2021.09.09 2021.09.10 2021.09.11 2021.09.12


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


26:00


26:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #388


26:30 30[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第5戦
『クラーニ(スロベニア)』


(2021/09/04　クラーニ, スロ
ベニア)


30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


27:30 27:30


45[S][HD]スーパーフォー
55[S]停波


26:30


45[S][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/06)


45[S][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/09)


27:00 00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


00[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #6


27:00 27:00


15[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


27:30


23:30 23:30 23:30


24:00 00[二][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)


24:00 24:00


24:30 30[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-3
(2021/08/26)


24:30


45[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループステージ グループ
A
『日本 vs. ロシア』
(2021/08/23)


45[二][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)


25:00 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-2
(2021/08/26)


25:00 00[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/09)


25:00


25:30 25:30 25:30


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #1
グループステージ グループ
A
『リトアニア vs. ベネズエラ』
(2021/09/12)


※放送開始時刻未定


26:00 00[二][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)


26:00


22:30 30[S][初][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


22:30 22:30


45[二][HD]
FIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ ロシア 2021
グループステージ グループ
A
『日本 vs. アメリカ』
(2021/08/21)


45[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)


22:00 00[S][初][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/06)


00[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #6


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(09/09)


00[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第10節-1
『東福岡高校 vs. ガンバ大
阪ユース』
(2021/09/04, ベスト電器ス
タジアム)


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 ロシア 2021
準々決勝-1
(2021/08/26)


23:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/10)』


00[S][同][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第11節-1
『大宮アルディージャU18 vs.
清水エスパルスユース』
(2021/09/12, NACK5スタジ
アム大宮)
(休止の場合あり)


24:30


30[S][休][HD][F]FIFA フット
サルワールドカップ ナビ


22:00 00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1150
【ハイライト】
(休止の場合あり)


00[S][HD]
MLBイッキ見！ #24


23:00


21:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #23


21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


45[S]インフォメーション


22:00


55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 東京ヤクルト
(09/12)』
(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 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(09/06)』


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/07)』


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/08)』


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/09)』


18:30 18:30


19:00 19:00 19:00


19:30 19:30 19:30


20:00 20:00 00[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第10節-2
『ジュビロ磐田U-18 vs. 京都
サンガF.C. U-18』
(2021/09/05, ヤマハスタジ
アム)


20:00


20:30 20:30 20:30


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 千葉ロッテ
(09/08)』
(ほっともっとフィールド神戸)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 千葉ロッテ
(09/09)』
(ほっともっとフィールド神戸)


15:00 15:00


15:30 15:30 15:30


16:00 16:00 16:00


15[S]インフォメーション


16:30 30[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


30[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第10節-2
『ジュビロ磐田U-18 vs. 京都
サンガF.C. U-18』
(2021/09/05, ヤマハスタジ
アム)


16:30 16:30


17:00 00[S]
インフォメーション


17:00 17:00


17:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/05)』


17:30 17:30


30[S][休][HD]
魁！！サッカー塾　～川勝


12:30


13:00


13:30 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
準決勝


13:30 13:30


14:00 14:00 14:00


45[S]インフォメーション 50[S][L][初][HD]
バドミントン ワールドツアー
チャイニーズ・タイペイオープ
ン 2021
準決勝


(2021/09/11　台北アリーナ)


50[S][L][初][HD]
バドミントン ワールドツアー
チャイニーズ・タイペイオープ
ン 2021
決勝


(2021/09/12　台北アリーナ)


※最大延長17：52まで


13:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 横浜
DeNA(09/05)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


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～】
2015年東京都渋谷区大会
女子一部リーグ
『NTT東日本 vs. 日本ユニシ
ス』


～当時、NTT東日本のシン
グルスエースとして出場して
いた大堀彩。一方日本ユニ
シスの奥原希望はリオ五輪
前。勝負の行方は。～


(2016/02/14　国立代々木
競技場第二体育館)


00[S]
インフォメーション


13:00


14:30 30[S]
インフォメーション


14:30 14:30


15:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 千葉ロッテ
(09/07)』
(ほっともっとフィールド神戸)


12:00 00[S][休][HD]きょうのドアラ
#1


00[S][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/06)


00[S]
インフォメーション


00[S][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/09)


12:00


00[S][休][HD]
J SPORTS セレクション
(休止の場合あり)


10:00


10:30 10:30 10:30


11:00 00[S]
インフォメーション


11:00 11:00


15[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/06)
(休止の場合あり)
00[S]
インフォメーション


12:00


15[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


12:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


30[S][字][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ


12:30 30[S][HD][F]
FIFA フットサルワールドカッ


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～】
2014年最終戦東京都大会
男子一部リーグ
『日本ユニシス vs. トナミ運
輸』


～第1複を落としたトナミはシ
ングルスに武下が出場。当
時、日本ユニシスの坂井と
ファイナルゲームまでもつれ
る頭脳戦が展開された。～


(2014/12/28　国立代々木
競技場 第二体育館)


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～】
2016年最終戦 東京大会 男
子
『日本ユニシス vs. トナミ運
輸』


～リオ五輪後新ペアを結成
した遠藤/渡辺組。対するは
ソノカム。超高速ダブルス時
代のなか世界トップに駆け
上がる二ペアの戦いを振り
返る！～


(2017/02/12　国立代々木
競技場第二体育館)


08:00 08:00


08:30 08:30 30[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1475
【ハイライト】
(休止の場合あり)


08:30


09:00 09:00 00[S][L][初][HD]
WWE スマックダウン #1151
【英語版】


09:00


09:30 09:30 30[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/09)


09:30


10:00 10:00


11:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #388


11:30 11:30


00[S]
インフォメーション


00[S][HD]
バドミントン ワールドツアー
韓国オープン 2021
準決勝


(2021/09/04　ジンナム・スタ
ジアム, 麗水市)


00[S]
インフォメーション


00[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #6


06:00 00[二][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)


06:00


06:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


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～】
2015年東京都渋谷区大会
男子一部リーグ
『NTT東日本 vs. トナミ運輸』


～桃田賢斗出場試合！2015
年ツアーファイナルで優勝し
世界トップの実力を兼ね備
えていた。武下との代表同
士のシングルスはファイナル
ゲームまでもつれた。～


(2016/02/14　国立代々木
競技場第二体育館)


06:30 06:30


07:00 00[S][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/06)


00[S][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/09)


07:00 07:00


07:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


07:30 07:30


45[S][HD][F]FIFA フットサ
ルワールドカップ ナビ 202108:00 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(09/05)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


04:00 00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


～[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第5戦
『クラーニ(スロベニア)』


(2021/09/04　クラーニ, スロ


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 00[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #6


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
機器メンテナンス


00[S]
休止


00[S]
休止


05:00


15[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選05:30 05:30 30[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第8戦
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04-05)
(休止の場合あり)


05:30


06:00 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10節-1
『東福岡高校 vs. ガンバ大
阪ユース』
(2021/09/04, ベスト電器ス
タジアム)
(休止の場合あり)
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J SPORTS 2 2021.09.13-2021.09.19
2021.09.13 2021.09.14 2021.09.15 2021.09.16 2021.09.17 2021.09.18 2021.09.19


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[S][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/16)


26:30 26:30 26:30


25:00


25:30 30[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


25:30 25:30


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #5
グループステージ グループ
C
『タイ vs. ポルトガル』
(2021/09/13)


※放送開始時刻未定


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #9
グループステージ グループ
E
『アンゴラ vs. 日本』
(2021/09/14)


※放送開始時刻未定


26:00 26:00 00[S][休][字][HD]
エクストリームE 2021 【ハイ
ライト】
第3戦 グリーンランド
『Arctic X Prix』


27:00 00[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


27:00 00[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


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(09/19)』
(休止の場合あり)


27:00


15[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


27:30 27:30 27:30


22:30 30[S][休][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


22:30 30[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1151
【ハイライト】
(休止の場合あり)


22:30


45[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #1
グループステージ グループ
A
『リトアニア vs. ベネズエラ』
(2021/09/12)
(休止の場合あり)


24:00


24:30 30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


30[二][休][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021
第2戦 エストリル12時間レー
ス(ポルトガル)
『Part2【ゴール】』
(休止の場合あり)


24:30 24:30


45[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/13)
(休止の場合あり)


25:00 00[二][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021
第2戦 エストリル12時間レー
ス(ポルトガル)
『Part1【スタート】』


25:00


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #10
グループステージ グループ
E
『パラグアイ vs. スペイン』
(2021/09/14)


※放送開始時刻未定


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #22
グループステージ グループ
E
『スペイン vs. 日本』
(2021/09/17)


※放送開始時刻未定


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #31
グループステージ グループ
D
『ブラジル vs. パナマ』
(2021/09/19)


※放送開始時刻未定


24:00 00[S][HD]
Yogibo SUPER GTに挑む！
#4


24:00


26:00


15[S][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/16)


21:30 30[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


21:30 30[二][L][初][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021
第3戦 ボルドール24時間
レース(フランス)
『Part1【スタート】』


※放送開始時刻未定


21:30


45[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


45[二][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #9
グループステージ グループ
E
『アンゴラ vs. 日本』
(2021/09/14)


22:00 00[S][初][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/13)


00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


45[S][初][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方23:00 00[S][休][HD]


サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/13)
(休止の場合あり)


00[S][字][HD]
エクストリームE 2021 【ハイ
ライト】
第3戦 グリーンランド
『Arctic X Prix』


23:00 23:00


23:30 23:30 30[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


23:30


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(09/16)


22:00 22:00


20:30 20:30 20:30


21:00 21:00 21:00


19:00 19:00 19:00


19:30 30[二][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #9
グループステージ グループ
E
『アンゴラ vs. 日本』
(2021/09/14)


19:30 19:30


20:00 20:00 20:00


55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 広島(09/15)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


18:00 18:00 00[二][同][休][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/17)』
(休止の場合あり)


00[二][L][初][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021
第3戦 ボルドール24時間
レース(フランス)
『Part2【ゴール】』


※放送開始時刻未定


18:00


15[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/16)』


18:30 18:30 18:30


30[S][HD]MLBミュージック
#28


30[S][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第11節-1
『大宮アルディージャU18 vs.
清水エスパルスユース』
(2021/09/12, NACK5スタジ
アム大宮)


17:30 30[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


17:30


45[S][初][HD]きょうのドアラ 45[S][HD]きょうのドアラ #2 45[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 東京ヤクルト
(09/13)』
(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(09/14)』
(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


14:30 14:30 14:30


15:00


30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


30[S][HD]
MOTOR GAMES #389


13:30 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 福岡ソフトバンク
(09/18)』
(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


13:30


45[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 東京ヤクルト
(09/13)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


45[S]インフォメーション


00[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #20
グループステージ グループ
D
『ブラジル vs. チェコ』
(2021/09/16)
(休止の場合あり)


16:30 16:30 16:30


17:00 00[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/16)
(休止の場合あり)


17:00 00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


17:00
10[S][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/13)17:30


15:00 15:00


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 福岡ソフトバンク
(09/19)』
(楽天生命パーク宮城)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


12:30


13:00 00[S]
インフォメーション


00[S]
インフォメーション


13:00 00[S][休][HD]
魁！！サッカー塾　～川勝


13:00


20[S][初][休][HD]きょうのド
13:30


15:30 15:30 15:30


16:00 16:00 16:00


14:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 広島(09/14)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 広島(09/15)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


14:00 14:00


15[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 東京ヤクルト
(09/12)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


10:30


11:00


45[S]
インフォメーション12:00 12:00 00[S][初][HD]


SAIL GP 2021/22 ハイライト
第5戦


12:00


15[S]インフォメーション 15[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


12:30 30[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


12:30


09:00


09:30 09:30 09:30


10:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


11:00 00[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #22
グループステージ グループ
E
『スペイン vs. 日本』
(2021/09/17)
(休止の場合あり)


11:00


11:30 11:30 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


11:30


45[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


45[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #5
グループステージ グループ
C
『タイ vs. ポルトガル』
(2021/09/13)


45[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #9
グループステージ グループ
E
『アンゴラ vs. 日本』
(2021/09/14)


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


10:00 10:00


10:30 10:30 30[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1476
【ハイライト】
(休止の場合あり)


08:00 00[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #1
グループステージ グループ
A
『リトアニア vs. ベネズエラ』
(2021/09/12)


00[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #8
グループステージ グループ
D
『ベトナム vs. ブラジル』
(2021/09/13)


00[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #10
グループステージ グループ
E
『パラグアイ vs. スペイン』
(2021/09/14)


00[S][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


09:00 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
準決勝


09:00 00[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #23
グループステージ グループ
F
『アルゼンチン vs. セルビア』
(2021/09/17)
(休止の場合あり)


07:00


04:30


06:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


06:30 06:30


07:00 00[S][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/13)


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(09/16)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


07:00 00[S][HD]
MOTOR GAMES #389


00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 福岡ソフトバンク
(09/18)』
(楽天生命パーク宮城)
(休止の場合あり)08:00 08:00


15[S][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/16)


08:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(デン


08:30 08:30


07:30 07:30 30[S][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/13)


07:30


45[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


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
準決勝


04:00


15[S]
休止


15[S]
休止


15[S]
休止 30[S]


休止
04:30 30[二][HD]


FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第8戦
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04-05)


05:00 05:00 00[二][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #22
グループステージ グループ
E
『スペイン vs. 日本』
(2021/09/17)


05:00


05:30 05:30 05:30


06:00 00[S][同][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第11節-1
『大宮アルディージャU18 vs.
清水エスパルスユース』
(2021/09/12, NACK5スタジ
アム大宮)


00[S]
インフォメーション


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第5戦 サン=トロペ（フラン
ス）
『Day1』


(2021/09/11)


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第5戦 サン=トロペ（フラン
ス）
『Day2』


(2021/09/12)


00[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


06:00 06:00


15[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/16)
(休止の場合あり)


04:00 ～[二][L][初][HD]FIFA フッ
トサル ワールドカップ リトア


～[二][L][初][HD]FIFA フッ
トサル ワールドカップ リトア


～[二][L][初][HD]FIFA フッ
トサル ワールドカップ リトア


～[二][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


00[S]
休止


04:30


04:00 00[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾
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J SPORTS 2 2021.09.20-2021.09.26
2021.09.20 2021.09.21 2021.09.22 2021.09.23 2021.09.24 2021.09.25 2021.09.26


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][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #8


27:30 27:30


26:00 26:00 00[二][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #41
ラウンド16-5
(2021/09/23)


26:00


15[S][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/20)


26:30 26:30 26:30


27:00 00[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準決勝


30[S][HD]
Yogibo SUPER GTに挑む！
#4


25:30


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #41
ラウンド16-5
(2021/09/23)


※放送開始時刻未定


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #43
ラウンド16-7
(2021/09/24)


※放送開始時刻未定


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #46
準々決勝-2
(2021/09/26)


※放送開始時刻未定27:00 27:00


24:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 阪神(09/22)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


24:30 24:30


25:00 25:00 00[S][HD]
MOTOR GAMES #390


25:00


25:30 30[二][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #34
グループステージ グループ
E
『日本 vs. パラグアイ』
(2021/09/20)


15[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #44
ラウンド16-8
(2021/09/24)


※放送開始時刻未定


15[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #45
準々決勝-1
(2021/09/26)


※放送開始時刻未定


23:30 23:30 23:30


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #34
グループステージ グループ
E
『日本 vs. パラグアイ』
(2021/09/20)


※放送開始時刻未定


27:30


45[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方22:00 00[S][初][HD]


サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/20)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 阪神(09/21)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


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(09/23)


22:00 00[S][同][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第13節-1
『京都サンガF.C. U-18 vs.
ガンバ大阪ユース』
(2021/09/25, 京都サンガ
F.C. 東城陽グラウンド)


22:00


24:00 24:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1152
【ハイライト】


24:00


22:30 22:30 22:30


45[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(09/19)』


45[S][休][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライト
第5戦


23:00 23:00 00[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


23:00


15[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #39
ラウンド16-3
(2021/09/23)


※放送開始時刻未定


25:30


18:30


45[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #40
ラウンド16-4
(2021/09/23)


19:00


15[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方19:30 19:30 30[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #44
ラウンド16-8
(2021/09/24)


19:30


20:00 00[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #31
グループステージ グループ
D
『ブラジル vs. パナマ』
(2021/09/19)


20:00 20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #41
ラウンド16-5
(2021/09/23)


21:00 00[S][同][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第13節-2
『清水エスパルスユース vs.
浦和レッドダイヤモンズユー
ス』
(2021/09/25, IAIスタジアム
日本平)
(休止の場合あり)


21:00


21:30 30[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


21:30 21:30


17:00 00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


17:00 17:00


17:30 30[S][休][HD]きょうのドアラ
#3


30[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


30[S][休][HD]きょうのドアラ
#3


17:30 17:30


45[S][休][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
女子ボルダリング 決勝


(2021/09/18　モスクワ, ロシ
ア)
(休止の場合あり)


45[S][休][HD]きょうのドアラ 45[S][休][HD]スーパー
55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 阪神(09/21)』
(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(09/22)』
(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


19:00 19:00


18:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 阪神(09/23)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


18:00 18:00


18:30 18:30 30[S][休][HD]
J SPORTS セレクション


(休止の場合あり)


00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 福岡ソフトバンク
(09/20)』
(楽天生命パーク宮城)
(休止の場合あり)


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 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][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/23)
(休止の場合あり)


15:30 15:30 15:30


16:00 16:00 00[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/23)
(休止の場合あり)


00[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第9戦
『カタルーニャ(スペイン)』


(2021/09/18-19)
(休止の場合あり)


16:00


16:30 30[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #39
ラウンド16-3
(2021/09/23)


16:30 16:30


50[S][L][初][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第13節-1
『京都サンガF.C. U-18 vs.
ガンバ大阪ユース』
(2021/09/25　京都サンガ
F.C. 東城陽グラウンド)


12:30


45[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅


45[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #43
ラウンド16-7
(2021/09/24)
(休止の場合あり)


50[S][L][初][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第13節-2
『清水エスパルスユース vs.
浦和レッドダイヤモンズユー
ス』
(2021/09/25, IAIスタジアム
日本平)


13:00


12:00 00[S]
インフォメーション


00[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #34
グループステージ グループ
E
『日本 vs. パラグアイ』
(2021/09/20)
(休止の場合あり)


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(09/19)』


12:00 00[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/23)
(休止の場合あり)


00[S]
インフォメーション


00[S][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 阪神(09/23)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


13:00


00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 阪神(09/21)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)
(休止の場合あり)


13:00


13:30 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


30[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


13:30 13:30


45[S][初][HD]きょうのドアラ
55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 阪神(09/23)』
(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


11:00 00[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/20)
(休止の場合あり)


11:00 11:00


11:30 30[S]
インフォメーション


11:30 11:30


45[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


00[二][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #38
ラウンド16-2
(2021/09/22)


10:00 00[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13節-1
『京都サンガF.C. U-18 vs.
ガンバ大阪ユース』
(2021/09/25, 京都サンガ
F.C. 東城陽グラウンド)
(休止の場合あり)


10:00


10:30 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]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男子ボルダリング 決勝


(2021/09/19　モスクワ, ロシ
ア)
(休止の場合あり)


10:30 30[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #42
ラウンド16-6
(2021/09/24)
(休止の場合あり)


10:30


12:00


15[S][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/23)


12:30 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 福岡ソフトバンク
(09/20)』
(楽天生命パーク宮城)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


12:30


07:00


07:30 07:30 07:30


45[二][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #31
グループステージ グループ
D
『ブラジル vs. パナマ』
(2021/09/19)


45[二][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #37
ラウンド16-1
(2021/09/22)


45[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方08:00 00[S][同][HD]


J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 阪神(09/22)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


08:00 00[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


08:00


15[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #44
ラウンド16-8
(2021/09/24)
(休止の場合あり)


08:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 福岡ソフトバンク
(09/19)』
(楽天生命パーク宮城)


08:30 08:30


09:00 09:00 00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1477
【ハイライト】
(休止の場合あり)


09:00


09:30 09:30 09:30


04:00 ～[二][L][初][HD]FIFA フッ
トサル ワールドカップ リトア


～[二][HD]FIFA フットサル
ワールドカップ リトアニア


04:00


15[S]
休止


15[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


15[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第9戦
『カタルーニャ(スペイン)』


(2021/09/18-19)


04:30 30[二][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #39
ラウンド16-3
(2021/09/23)


04:30


05:00 05:00


30[S][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドグランプリ
準決勝
『ブレンダン・ドーラン vs.


05:30 05:30


06:00 06:00


30[S]
インフォメーション


06:30 06:30


45[S][初][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


45[二][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #43
ラウンド16-7
(2021/09/24)
(休止の場合あり)


00[S][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/23)


07:00


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


～[二][L][初][HD]FIFA フッ
トサル ワールドカップ リトア


04:30


05:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 埼玉西武
(09/19)』
(京セラドーム大阪)


00[S][HD]
MOTOR GAMES #390


05:30 30[S]
インフォメーション 45[二][同][HD]


FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #37
ラウンド16-1
(2021/09/22)


06:00 00[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライト
第5戦


06:30 30[S]
インフォメーション


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～】
2016年最終戦 東京大会 女
子
『日本ユニシス vs. 再春館製
薬所』


～女子ダブルス大国となっ
た日本。S/Jリーグで世界
トップの戦いがみられる。今
回はタカマツ vs. フクヒロ の
戦い。シングルスでは大激
戦となった山口茜と高橋沙
也加。第2複は栗原/篠谷
vs. 福万/與猶。こちらもファ
イナルゲーム。壮絶な一戦と
なった。～


07:00 00[S][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/20)


45[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅


10:00
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J SPORTS 2 2021.09.27-2021.10.03
2021.09.27 2021.09.28 2021.09.29 2021.09.30 2021.10.01 2021.10.02 2021.10.03


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


00[S]
停波


00[S][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/27)


00[S][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/30)


25:00 25:00


15[S][休][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男女リード 決勝


(2021/09/21　モスクワ, ロシ
ア)
(休止の場合あり)


25:30 25:30 25:30


27:00


27:30 27:30 27:30


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #49
準決勝-1
(2021/09/29)


※放送開始時刻未定


45[二][L][初][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #50
準決勝-2
(2021/09/30)


※放送開始時刻未定


26:00 26:00 26:00


26:30 26:30 26:30


27:00 27:00


24:00 24:00 24:00


24:30 24:30 24:30


22:00


22:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


22:30 22:30


45[S][休][HD]
J SPORTS セレクション
(休止の場合あり)


45[二][同][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #49
準決勝-1
(2021/09/29)


23:00 23:00 23:00


22:00 00[S][初][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/27)


00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 巨人(09/28)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)
(休止の場合あり)


00[S][HD]
MLB 深掘り History #5


00[S][初][HD]
サッカーニュース Foot!
THURSDAY(09/30)


22:00


23:30


25:00


23:30


21:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #26


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(09/26)』
(休止の場合あり)


21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


45[S]インフォメーション


23:30


18:00


19:30


20:00 20:00 20:00


20:30 20:30 20:30


18:30 30[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第10戦
『ヘレス(スペイン)』


(2021/09/25-26)
(休止の場合あり)


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/29)』


18:30 18:30


19:00 19:00 19:00


19:30 19:30


17:00 00[S]
インフォメーション


00[S][HD]
MOTOR GAMES #391


17:00 17:00


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 巨人(09/28)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


15:00 15:00


15:30 15:30 15:30


16:00 16:00 16:00


15[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #49
準決勝-1
(2021/09/29)
(休止の場合あり)


17:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/26)』


30[S][HD]きょうのドアラ #4
運動会編


17:30 17:30


45[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 巨人(09/28)』
(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 00[S]
インフォメーション


18:00


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


45[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方


45[S][休][HD]
J SPORTS セレクション
(休止の場合あり)


14:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


00[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/27)
(休止の場合あり)


00[多][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ
シャ)
『レビュー』


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


45[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #46
準々決勝-2
(2021/09/26)
(休止の場合あり)


45[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #48
準々決勝-4
(2021/09/27)
(休止の場合あり)


15:00


16:30 16:30 16:30


12:00 12:00 12:00


12:30 12:30 12:30


11:30 11:30


45[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #45
準々決勝-1
(2021/09/26)
(休止の場合あり)


45[二][同][休][HD]
FIFA フットサル ワールドカッ
プ リトアニア 2021 #47
準々決勝-3
(2021/09/27)
(休止の場合あり)


45[S][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
WEST 第13節-1
『京都サンガF.C. U-18 vs.
ガンバ大阪ユース』
(2021/09/25, 京都サンガ
F.C. 東城陽グラウンド)
(休止の場合あり)


45[S][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第13節-2
『清水エスパルスユース vs.
浦和レッドダイヤモンズユー
ス』
(2021/09/25, IAIスタジアム
日本平)
(休止の場合あり)


00[S][休][HD]
J SPORTS セレクション
(休止の場合あり)


10:00 10:00


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


11:30


45[S][休][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男女リード 決勝


(2021/09/21　モスクワ, ロシ
ア)
(休止の場合あり)


09:00


10:00 00[S][休][HD]
J SPORTS セレクション
(休止の場合あり)


00[S][休][HD]
J SPORTS セレクション
(休止の場合あり)


07:30 07:30


45[S][休][HD]魁！！サッ
カー塾　～川勝良一が貴方08:00 00[S][休][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第13節-2
『清水エスパルスユース vs.
浦和レッドダイヤモンズユー
ス』
(2021/09/25, IAIスタジアム
日本平)
(休止の場合あり)


08:00 08:00


08:30 08:30 08:30


06:00


06:30 30[S]
インフォメーション


06:30 06:30


07:00 00[S][休][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #8


00[S][休][HD]
サッカーニュース Foot!
MONDAY(09/27)
(休止の場合あり)


00[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第10戦
『ヘレス(スペイン)』


(2021/09/25-26)
(休止の場合あり)


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


07:00 07:00


07:30 30[S][休][HD]
J SPORTS セレクション
(休止の場合あり)


09:00 09:00


09:30 09:30 09:30


04:00


15[S]
休止


15[S]
休止04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 05:00


05:30


04:00 ～[二][L][初][HD]FIFA フッ
トサル ワールドカップ リトア


00[S]
休止


～[S]
停波


～[二][L][初][HD]FIFA フッ
トサル ワールドカップ リトア


04:00


30[S]
インフォメーション


05:30 05:30


06:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(09/26)』
(休止の場合あり)


00[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


00[S][HD]
MOTOR GAMES #391


06:00








00


プロ野球ニュース
2021


#119-3【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ 嵯峨野観光鉄
道(トロッコ列車) 
#73-1【HD】 


00


めちゃ2イケてるッ!


08:00 #249-3【HD】
再会郵便局 ほか


【地上波 2016年5月21日放
送】 08:50 #250-2【HD】


再会郵便局
【地上波 2016年5月28日放
送】 09:30 #251-2【HD】
情報ライブ オカネ屋
【地上波 2016年7月9日放
送】 10:20 #252-2【HD】
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】 


10PR 2021年9月 #23-1【HD】 


40


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「挽肉と米」


#76-51【HD】【字】


10


ラーメンWalker TV2


11:40 #271-41【HD】【字】
ラーメンWalker2021東京版発売中!表紙を飾った名店へ突撃!


秋葉原『麺処 ほん田 秋葉原本店』 11:55 #272-44【HD】【字】
名店やまぐちの3号店は小麦の真髄が詰まった新食感つけ麺!


西早稲田『つけ麺 麦の香』 


10


プロ野球ニュース
2021


#119-4【HD】


10


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 最終ゲー
ム #8-2【HD】 


10


パチスロ(旅)
▽14:10 #337-9【HD】
▽14:40 #338-9【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)
Part14
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #14-19【HD】 


10


プロ野球ニュース
2021


#119-5【HD】


50


めちゃ2イケてるッ!


▽17:10 #244-3【HD】
痔7～先進痔持ち芸人首脳会議～ ほか
【地上波 2016年2月6日放送】
▽18:00 #245-3【HD】


「正義の味方」が突然マイクを向ける
と勝手にカミングアウト!?
【地上波 2016年3月5日放送】


20


2021 JリーグYBCル
ヴァンカップ
ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
準々決勝第1戦
浦和ﾚｯｽﾞ
vs


川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ
生 #57-1【HD】


50


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #87-3【HD】 


00PR 2021年9月 #23-2【HD】 


00


ゲームセンターＣＸ
息子が活躍!「マッ
ピーキッズ」 #304-
12【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


生 #120-1【HD】


30


千原ジュニアの座王
#13-1【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
ミルクボーイ・内海崇 善人そうに見えて実は
芸人一恐ろしいサイコちゃん!の…ハズ


#13-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#120-2【HD】


27


鎧美女 甲冑:豊臣秀吉 美女:松
嶋えいみ #71-22【HD】【字】 


42
あなたと温泉に行ったら・・・
「長生温泉編」前篇 #77-2【HD】 


57
あなたと温泉に行ったら・・・
「長生温泉編」後篇 #78-2【HD】 


25


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


 #38-16【HD】 


00


お笑いライブセレク
ション8


東京03単独ライブ
「スモール」
#3-6【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#120-3【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ 「JR北海道 根
室本線 前編」 #62-
8【HD】【字】 


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 #19-13【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 #20-14【HD】【字】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


09:00 #1-21【HD】
10:00 #2-21【HD】


50


ラーメンWalker TV2  11:00 #292-24【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」 11:15 #293-18【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』 11:30 #294-14【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』 


10
純喫茶に恋をして ～蔵前・らい 


#10-38【HD】【字】 


10


プロ野球ニュース
2021


#120-4【HD】


20


タカトシ温水の路線
バスで!


#40-1【HD】


30PR 2021年9月 #23-6【HD】 


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 #4-54【HD】 


30


49th フジサンケイ
クラシック
第１日


男たちがモンスター
コース富士桜に挑む
生 #1-1【HD】


00


『ゴリパラ見聞録』


▽17:30 #180-8【HD】
「熊本県・世界遺産万田坑を激写する


旅」
(テレビ西日本放送日2019/6/21,28)


▽18:20 #181-8【HD】
フジテレビONEセレクション「鳥取
県・鳥取砂丘を激写する旅」


(テレビ西日本放送日2015/1/23,30)
▽19:10 #182-8【HD】


フジテレビONEセレクション「静岡県
にあるという胎内神社を激写する旅」
(テレビ西日本放送日2015/2/6,13)


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「M2」


#77-47【HD】【字】


00


49th フジサンケイ
クラシック
第１日


男たちがモンスター
コース富士桜に挑む
#1-2【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #121-1【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
写写丸課長!「ポケモ
ンスナップ」


#305-11【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


#121-2【HD】


30


鎧美女
甲冑:前田利家 美女:相沢菜々子


#72-27【HD】【字】


45
あなたと温泉に行ったら・・・
「亀山温泉編」前篇 #79-2【HD】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・
「亀山温泉編」後篇 #80-2【HD】 


00


オールナイトe!
season9 ～1時間版 


Part1～
#51-1【HD】


00


オールナイトe!
season9 ～1時間版 


Part2～
#52-1【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


#121-3【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ 「JR北海道 根
室本線 後編」 #63-
8【HD】【字】 


30


ウルトラ怪獣散歩
マックス号房総せよ 出演:メフィラス星人・
ゴドラ星人・オニオン 声の出演:東京03


#21-16【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 #22-16【HD】【字】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


▽09:00 #3-16
【HD】


▽10:00 #4-16
【HD】


10


タカトシ温水の路線
バスで!


#40-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#121-4【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 28
第1ゲーム


【出演】萩原聖人（日本ﾌﾟﾛ麻雀連盟）／阿部亮平／大村
朋宏（ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ）／瀬川晶司（日本将棋連盟）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】片岡沙耶


#1-4【HD】


00


ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ  14:10 #2-47【HD】 2009年優


勝 石川遼
4日間ﾄｯﾌﾟを守り完全優勝! 14:30 #3-


60【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! 


00


49th フジサンケイ
クラシック
大会第２日


予選通過をかけたサ
バイバル
生 #2-1


05
ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ


20 おトクな情報


30


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
広島


～東京ドーム
生 #52-1【HD】


00


つば九郎のカンペDEトーク  22:30 #21-7【HD】 「新人時代」
【ゲスト】川崎憲次郎、五十嵐亮太


【出演】つば九郎、西山喜久恵　 22:40 #22-5【HD】 「影響を受けた選
手」


【ゲスト】真中満、川崎憲次郎
【出演】つば九郎、西山喜久恵　 22:50 #23-6【HD】 「プロ野球選手の


夢」


00


プロ野球ニュース
2021


生 #122-1【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
「山梨県・富士急ハイランドを


楽しむ旅」
(テレビ西日本放送日


2020/3/20,27) #213-1【HD】 
00PR 2021年9月 #23-9【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#122-1【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」 
#1-2【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 #64-6【HD】


30


鎧美女
甲冑:真田幸村 美女:星乃まみ


#73-21【HD】【字】


45
あなたと温泉に行ったら・・・


「梅ヶ島温泉編」前篇 #61-9【HD】【字】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・


「梅ヶ島温泉編」後篇 #62-9【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


#122-2【HD】


00


パチンコLAB～10th 
season～


▽07:00 #3-7【HD】
▽08:00 #4-7【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


#23-15【HD】【字】


00


有吉くんの正直さんぽ


▽09:30 #222-2【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】
▽10:45 #223-1【HD】


島根アワード: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20日】


00


プロ野球ニュース
2021


#122-3【HD】


35


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル 「焼肉ケニヤ」 #82-


29【HD】【字】 


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
広島


～東京ドーム
生 #53-1【HD】


20


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』 #272-45【HD】【字】 


00


調整中


00


プロ野球ニュース
2021


生 #123-1【HD】


00


漫道コバヤシ
『覚悟のススメ』『シグル
イ』山口貴由先生降臨！
#76-6【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


#123-2【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、小峠英二（バイきん
ぐ）、堂島孝平


ｹﾞｽﾄ：神宮寺ナオ、カンパニー松尾、
こあら、マイケル、ちょこ、小島みな


み #23-12【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・・・


「伊東対馬温泉編」前篇 #59-9【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「伊東対馬温泉編」後篇 #60-9【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021 #123-3【HD】 


30


プロ野球ニュース
2021 #123-3【HD】 
45
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


調整中


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
広島


～東京ドーム
生 #54-1【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～ #137-4【HD】 


00


千原ジュニアの座王
▽20:00 #12-3【HD】
▽20:30 #13-2【HD】


30


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 #12-3【HD】 


00


かまいたちの机上の空論城
ミルクボーイ・内海崇 善人そうに見えて実は
芸人一恐ろしいサイコちゃん!の…ハズ


#13-2【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」


00


ゲームセンターCX
有野の挑戦


アーカイブス 「FーZERO」に挑
戦(後編) #112-5【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


生 #124-1【HD】


30


調整中


55


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! ※番組変更の場合あり #6-46【HD】 


30


ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2018年優勝 永峰咲希


ﾌﾟﾚｰｵﾌの激闘制し悲願の初優勝 ※番
組変更の場合あり #1-56【HD】 


55


ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2009年優勝 石川遼


4日間ﾄｯﾌﾟを守り完全優勝! #2-48【HD】 


10
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』 ※番組変更の場合あり #294-15【HD】


30
純喫茶に恋をして ～藤沢・ジュ


リアン #19-3【HD】 


00


あなたと温泉に行ったら・・・  28:30 #63-6
【HD】【字】 「下田温泉編」前篇 28:45 #64


-6【HD】【字】 「下田温泉編」後篇 


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
#17-15【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#124-2【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
広島


～東京ドーム
#54-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#124-3【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 28
第2ゲーム


【出演】萩原聖人（日本ﾌﾟﾛ麻雀連盟）／阿部亮平／大村
朋宏（ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ）／瀬川晶司（日本将棋連盟）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】片岡沙耶


#2-4【HD】


10


パチンコLAB～9th 
season～
#5-14【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)
Part15
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #15-20【HD】 


20PR 2021年9月 #23-16【HD】 


20


プロ野球ニュース
2021


#124-4【HD】


00


2021 FORMULA 1
【第13戦ｵﾗﾝﾀﾞGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
DUTCH GRAND PRIX 


2021
決勝


開催地:ｻﾞﾝﾄﾌｫｰﾙﾄ 
ｻｰｷｯﾄ


Ｓ二 #65-2【HD】


40


『ゴリパラ見聞録』
▽21:00 #197-7【HD】


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)


▽21:50 #198-6【HD】
「特別編・東京都お台場イベントの


旅」
(テレビ西日本放送日2019/9/13,9/20)


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 #273-34【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


※生放送の場合あり
#124-5【HD】


00


漫道コバヤシ
『地雷震』『爆音列
島』髙橋ツトム先生
降臨! #77-3【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#124-6【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～ #138-3【HD】 


40


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 


#1-6 


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』 #274-34【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


#124-7【HD】


00


みんなの鉄道リターン
ズ 「長野電鉄(1000系
電車「ゆけむり」)」 
#82-6【HD】【字】 


30


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 #24-15【HD】【字】 


00


ウルトラ怪獣散歩
#25-17【HD】【字】


00


パチスロ(旅)
▽09:00 #281-18【HD】


愛知実戦編①
▽09:30 #282-18【HD】


愛知実戦編②
▽10:00 #283-18【HD】


静岡観光編①
▽10:30 #284-18【HD】


静岡観光編②


10


タカトシ温水の路線バスで!
明日行ける春の南房総!
ゲスト：把瑠都


【地上波：2018年4月28日放
送】


#28-7【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#124-8【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 28
第3ゲーム


【出演】萩原聖人（日本ﾌﾟﾛ麻雀連盟）／阿部亮平／大村
朋宏（ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ）／瀬川晶司（日本将棋連盟）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】片岡沙耶


#3-4【HD】


10


パチンコLAB～9th 
season～
#6-14【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)
Part16
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #16-19【HD】 


10


プロ野球ニュース
2021


#124-9【HD】


40


ドリームスシリーズボウリング 春の特別版
筋肉チャンピオンボウリング2021


＜出演者＞
コアラ小嵐/東京ホテイソン/庄司智春/なかや


まきんに君
＜プロボウラー＞


浅田梨奈/小泉奈津美/安藤 瞳/鈴木理沙


解説：棚橋孝太
実況：安宅晃樹(フジテレビアナウンサー)


#1-6【HD】


00


『ゴリパラ見聞録』


▽18:40 #199-5【HD】
「兵庫県てらきちさんに会いにいく旅


～」
(テレビ西日本放送日
2019/10/18,10/25)
▽19:30 #200-4【HD】


フジテレビONEセレクション「大分県
で旅のスポットをリサーチ」


(テレビ西日本放送日2015/7/24,31)
▽20:20 #201-5【HD】


「鹿児島県・開聞岳part2の旅」
(テレビ西日本放送日2019/11/1,11/8)


▽21:10 #202-5【HD】
「栃木県・マヌルネコを激写する旅」


(テレビ西日本放送日
2019/11/15,11/22)


00


ゲームセンターＣＸ
とにかく揃えな「XI


[sai]」
#306-9【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #125-1【HD】


50


めちゃ2イケてるッ!
#253-1【HD】


00PR 2021年9月 #23-21【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#125-2【HD】


30


有吉ベース
#139-1【HD】


00


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
落合博満
コージー冨田
田尾安志


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介


2003年10月4日OA
#40-1【字】


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 #24-5【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#125-3【HD】


00


新・みんなの鉄道
長野電鉄・屋代線
#24-15【HD】


00


めちゃ2イケてるッ!


08:00 #250-3【HD】
再会郵便局


【地上波 2016年5月28日放
送】


08:40 #251-3【HD】
情報ライブ オカネ屋
【地上波 2016年7月9日放


送】
09:30 #252-3【HD】


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】


10:10 #253-2【HD】
10PR 2021年9月 #23-23【HD】 


40


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「とんかつ けい太」
#78-41【HD】【字】


10


ラーメンWalker TV2  11:40 #275-35【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』
 11:55 #276-29【HD】【字】 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』


 


10


プロ野球ニュース
2021


#125-4【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 28
第4ゲーム


【出演】萩原聖人（日本ﾌﾟﾛ麻雀連盟）／阿部亮平／大村
朋宏（ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ）／瀬川晶司（日本将棋連盟）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】片岡沙耶


#4-4【HD】


10


パチスロ(旅)
▽14:10 #339-10


【HD】
▽14:40 #340-10


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)
Part17
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #17-19【HD】 


10


プロ野球ニュース
2021


#125-5【HD】


40


ドリームスシリーズボウリング 春の特別版
芸人オールスターチャンピオンボウリング


2021
＜出演者＞


アイクぬわら/とにかく明るい安村/クロちゃ
ん/ワタリ119
＜プロボウラー＞


浅田梨奈/小泉奈津美/安藤 瞳/鈴木理沙


解説：棚橋孝太
実況：安宅晃樹(フジテレビアナウンサー)


#2-5【HD】


00


『ゴリパラ見聞録』


▽18:40 #203-5【HD】
フジテレビONEセレクション


「長崎県・浦上天主堂を激写する旅」
(テレビ西日本放送日2015/8/7,14)


▽19:30 #204-6【HD】
「兵庫県・願いが叶う椅子に座る旅」


(テレビ西日本放送日
2019/11/29,12/6)
▽20:20 #205-4【HD】


「東京都・集英社を激写する旅」
(テレビ西日本放送日2019/12/13,20)


▽21:10 #206-5【HD】
フジテレビONEセレクション「大分県


の海地獄を激写する旅」
(テレビ西日本放送日2015/8/21,9/4)


00


ゲームセンターＣＸ
独特な世界観…「サ
イコドリーム」
#307-9【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #126-1【HD】


30


鎧美女 夏の特別版
甲冑:真田昌幸 美女:緒方咲 #2-


1【HD】 


00


あなたと温泉に行ったら・・・  24:30 #63-8
【HD】【字】 「下田温泉編」前篇 24:45 #64
-8【HD】【字】 「下田温泉編」後篇 


00


プロ野球ニュース
2021


#126-2【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 #2-4【HD】 


28


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


#39-9【HD】


00


お笑いライブセレク
ション8


ラバーガールLIVE
「シャンシャン」
#8-6【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#126-3【HD】


00


新・みんなの鉄道
いすみ鉄道・いすみ


線
#30-10【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#26-15【HD】【字】


00


ウルトラ怪獣散歩
#27-14【HD】【字】


00


パチンコLAB～9th 
season～


▽09:00 #7-16【HD】
▽10:00 #8-15【HD】


50


ラーメンWalker TV2  11:00 #295-12【HD】【字】 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 ※見逃し配信番組 11:15 
#296-10【HD】【字】 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） ※見
逃し配信番組 11:30 #297-9【HD】【字】 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」
出演：伊藤かりん ※見逃し配信番組 


10
純喫茶に恋をして ～吉祥寺・ウッド
ストック #11-44【HD】【字】 


10


プロ野球ニュース
2021


#126-4【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!
房総 アワビ麺うにソース×
元祖勝浦タンタンメン
ゲスト：篠原ともえ


【地上波：2018年5月12日放
送】 #29-6【HD】 


33


有吉くんの正直さんぽ
島根アワード: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20


日】 #223-2【HD】 


00


有吉ベース
#139-2【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#126-5【HD】


40


芸能界麻雀最強位決
定戦


THEわれめDEポン
【出演】見栄晴/里
崎智也/梶原雄太(キ
ングコング)/内山信


二
#142-6【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』
 #276-30【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


生 #127-1【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
#324-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#127-2【HD】


30


鎧美女
甲冑:足利尊氏 美女:茜紬うた


#74-18【HD】【字】


45
あなたと温泉に行ったら・・・


「北川温泉編」前篇 #65-7【HD】【字】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・


「北川温泉編」後篇 #66-7【HD】【字】 


00


オールナイトe!


▽27:00 #53-1【HD】
season9 ～1時間版 


Part3～
▽28:00 #54-1【HD】
season9 ～1時間版 


Part4～


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


#25-5【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#127-3【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ 「南海電気鉄
道 高野線」 #55-18
【HD】【字】 


30


ウルトラ怪獣散歩
#28-14【HD】【字】


00


ウルトラ怪獣散歩
#29-14【HD】【字】


00


パチンコLAB～9th 
season～


▽09:00 #9-13【HD】
▽10:00 #10-14【HD】


10


タカトシ温水の路線バスで!
おもろい夫婦と春の京都
ゲスト：杉本彩夫妻


【地上波：2016年4月9日放
送】


#30-6【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#127-4【HD】


10


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


#5-4【HD】


10


パチスロ(旅)
▽14:10 #341-10【HD】
▽14:40 #342-10【HD】


10


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part18
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #18-19【HD】 


35


純喫茶に恋をして ～町屋・はま
ゆう #12-42【HD】【字】 


35


プロ野球ニュース
2021


#127-5【HD】


00


調整中


00


プロ野球ニュース
2021


生 #128-1【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
「鹿児島県フォレストアドベン


チャーの旅」
(テレビ西日本放送日


2020/4/3,5/29) #214-1【HD】 
00PR 2021年9月 #23-31【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#128-2【HD】


00


オールナイトe!
season9 ～1時間版 


Part5～
#55-1【HD】


00


いいすぽ！
Ｓ二 #66-3【HD】


30


鎧美女
甲冑:福島正則 美女:佐々木萌香


#75-14【HD】【字】


45
あなたと温泉に行ったら・・・


「網代温泉編」前篇 #67-7【HD】【字】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・


「網代温泉編」後篇 #68-7【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


#128-3【HD】


00


パチスロ(旅)


07:00 #345-7【HD】
07:30 #346-7【HD】
08:00 #347-7【HD】
08:30 #348-7【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#30-13【HD】【字】


00


有吉くんの正直さんぽ


▽09:30 #203-8【HD】【字】
おさんぽアワード②：カンニン


グ竹山
【地上波放送：2020年5月16日】
▽10:45 #207-8【HD】【字】
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】


00


プロ野球ニュース
2021


#128-4【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「雪月花 銀座」
#84-16【HD】


00


ラーメンWalker TV2  13:30 #277-35【HD】【字】 五福星x我武者羅スペ
シャルコラボ!


東所沢『ラーメンWalkerキッチン』
出演：田中 貴（サニーデイ・サービス）・伊藤かりん


SPゲスト：春日俊彰（オードリー） 13:45 #278-33【HD】【字】 九段 斑鳩
x麺や七彩 スペシャル競演!


東所沢『ラーメンWalkerキッチン』


30


『ゴリパラ見聞録』


▽14:00 #212-3【HD】
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)


▽14:50 #213-2【HD】
「山梨県・富士急ハイランドを楽しむ


旅」
(テレビ西日本放送日2020/3/20,27)


▽15:40 #214-2【HD】
「鹿児島県フォレストアドベンチャー


の旅」
(テレビ西日本放送日2020/4/3,5/29)


20 おトクな情報


30


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
横浜DeNA


～神宮球場
生 #55-1【HD】


00


つば九郎のカンペDEトーク  22:30 #13-14【HD】 「引退を決めた日」
【ゲスト】上田剛史


【出演】つば九郎、西山喜久恵 22:40 #14-14【HD】 「ヤクルトのエース」
【ゲスト】内藤尚行、川崎憲次郎


【出演】つば九郎、西山喜久恵 22:50 #15-15【HD】 「ヤクルトのムード
メーカー」


【ゲスト】内藤尚行、真中満、上田剛史


00


プロ野球ニュース
2021


生 #129-1【HD】


00


競馬予想TV!
セントウルS(GⅡ)、
京成杯オータムH(G


Ⅲ)ほか
#1080-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#129-1【HD】


00


競馬予想TV!
セントウルS(GⅡ)、
京成杯オータムH(G


Ⅲ)ほか
#1080-2【HD】


30


あなたと温泉に行ったら・・・  29:00 #69-5
【HD】【字】 「日光温泉編」前篇 29:15 #70


-5【HD】【字】 「日光温泉編」後篇 


00


プロ野球ニュース
2021 #129-2【HD】 


30


プロ野球ニュース
2021 #129-2【HD】 


30


競馬予想TV!
セントウルS(GⅡ)、
京成杯オータムH(G


Ⅲ)ほか
#1080-3【HD】


00


武豊TV!Ⅱ
宝塚記念プレイバッ


ク
#122-3【HD】


00


競馬予想TV!
セントウルS(GⅡ)、
京成杯オータムH(G


Ⅲ)ほか
#1080-4【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#129-3【HD】


30


ラーメンWalker TV2  13:00 #280-30【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 13:15 #281-25【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


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


#85-6【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
#324-2【HD】


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀


season 30


▽15:00 #1-1【HD】
第1ゲーム


▽16:00 #2-1【HD】
第2ゲーム


▽17:00 #3-1【HD】
第3ゲーム


▽18:00 #4-1【HD】
第4ゲーム


▽19:00 #5-1【HD】
第5ゲーム


▽20:00 #6-1【HD】
第6ゲーム


▽21:00 #7-1【HD】
第7ゲーム


▽22:00 #8-1【HD】
最終ゲーム


00


プロ野球ニュース
2021


生 #130-1【HD】


00


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス


「重力装甲メタルストー
ム」に挑戦 #117-3【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#130-2【HD】


00


第21回アジア男子バ
レーボール選手権大


会
予選ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ戦


A組
日本
vs


カタール
#1-1【HD】


30


ラーメンWalker TV2  29:00 #282-26【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 29:15 #283-22
【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


あなたと温泉に行ったら・・・  29:30 #59-
10【HD】【字】 「伊東対馬温泉編」前篇 
29:45 #60-10【HD】【字】 「伊東対馬温泉


編」後篇 


00


プロ野球ニュース
2021


#130-3【HD】


00


新・みんなの鉄道
ブルートレイン「寝
台特急日本海」ラス


トラン
#23-17【HD】


00


パチスロ(旅)
▽09:00 #285-17【HD】


山梨観光編①
▽09:30 #286-17【HD】


山梨観光編②
▽10:00 #287-20【HD】


東京実戦編①
▽10:30 #288-20【HD】


東京実戦編②


10


タカトシ温水の路線バスで!
筑波山リベンジ編
ゲスト：コロッケ


【地上波：2016年5月21日放
送】


#31-5【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#130-4【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 #6-4【HD】 


10


パチンコLAB～9th 
season～


#11-16【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)
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 #19-17【HD】 


10


プロ野球ニュース
2021


#130-5【HD】
20PR 2021年9月 #23-38【HD】 


20


めちゃ2イケてるッ!
問題児だらけの女子
校 抜き打ち中間テ


スト ほか
【地上波 2015年10
月3日放送】
#237-4【HD】


00


2021 FORMULA 1
【第14戦ｲﾀﾘｱGP】
FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’
ITALIA 2021
決勝


開催地:ﾓﾝﾂｧｻｰｷｯﾄ
Ｓ二 #70-3【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #131-1【HD】


00


漫道コバヤシ 『バン
ビ～ノ!』『寿エンパ
イア』せきやてつじ先
生降臨! #78-3【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#131-2【HD】


00


第21回アジア男子バ
レーボール選手権大


会
予選ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ戦


A組
日本
vs


バーレーン
#2-1【HD】


30


ラーメンWalker TV2  29:00 #285-28【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 29:15 #286-27【HD】【字】 コクとキレを併せ持つ東京
豚骨醤油のパイオニア!
中目黒『百麺 中目黒店』


出演：田中 貴（サニーデイ・サービス） 田中真琴 


00


あなたと温泉に行ったら・・・  29:30 #61-
10【HD】【字】 「梅ヶ島温泉編」前篇 29:45 
#62-10【HD】【字】 「梅ヶ島温泉編」後篇 


00


プロ野球ニュース
2021


#131-3【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「南阿蘇鉄道」
#6-13【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#31-11【HD】【字】


00


ウルトラ怪獣散歩
#32-12【HD】【字】


00


パチスロ(旅)
▽09:00 #289-17【HD】


富山観光編①
▽09:30 #290-17【HD】


富山観光編②
▽10:00 #291-20【HD】


石川実戦編①
▽10:30 #292-20【HD】


石川実戦編②


10


タカトシ温水の路線バスで!
房総・摩訶不思議!葉ニンニ


ク
ゲスト：DAIGO・間寛平
【地上波：2015年3月14日放


送】 #32-5【HD】 


10


プロ野球ニュース
2021


#131-4【HD】


10


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


#7-4【HD】


10


パチンコLAB～9th 
season～


#12-16【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)
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 #20-19【HD】 


35


純喫茶に恋をして ～築地・
マコ #13-39【HD】【字】 


35


プロ野球ニュース
2021


#131-5【HD】


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
阪神


～神宮球場
生 #56-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #132-1【HD】


50


めちゃ2イケてるッ!
#254-1【HD】


00PR 2021年9月 #23-43【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#132-1【HD】


00


第21回アジア男子バ
レーボール選手権大


会
予選ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ戦


A組
日本
vs


インド
#3-1【HD】


30


ラーメンWalker TV2  29:00 #287-25【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 29:15 #288-26【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


あなたと温泉に行ったら・・・  29:30 #63-9
【HD】【字】 「下田温泉編」前篇 29:45 #64
-9【HD】【字】 「下田温泉編」後篇 


00


プロ野球ニュース
2021


#132-2【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
阪神


～神宮球場
#56-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#132-3【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


#8-4【HD】


10


パチスロ(旅)
▽14:10 #343-8【HD】
▽14:40 #344-8【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)
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 #21-19【HD】 


35


純喫茶に恋をして ～大森・
ルアン #14-39【HD】【字】 


35


プロ野球ニュース
2021


#132-4【HD】


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト
ｖｓ
阪神


～神宮球場
生 #1-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #133-1【HD】


30


千原ジュニアの座王
#14-1【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
東大式集中力アップ法を使えば短時間でト
リックショット動画が撮影できる!…ハズ


#14-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#133-1【HD】


30


あなたと温泉に行ったら・・・  26:00 #71-4
【HD】【字】 「那須高原温泉編」前篇 26:15 
#72-4【HD】【字】 「那須高原温泉編」後篇 


00


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
 #40-5【HD】 


40


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～ 
#12-6【HD】 


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 #282-27【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#133-2【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


ｖｓ
阪神


～神宮球場
#1-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#133-3【HD】


20


タカトシ温水の路線
バスで!
#41-1【HD】


33


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】
#221-4【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～ #130-5【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#133-4【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）
#143-6【HD】


00
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』


00


プロ野球ニュース
2021


生 #134-1【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
村を救え!「エス
パードリーム」


#308-9【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


#134-2【HD】


00


第21回アジア男子バ
レーボール選手権大


会
順位決定予備戦
#4-1【HD】


30


ラーメンWalker TV2  29:00 #290-19【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 29:15 #291-28【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』


00


あなたと温泉に行ったら・・・  29:30 #65-8
【HD】【字】 「北川温泉編」前篇 29:45 #66


-8【HD】【字】 「北川温泉編」後篇 
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27


28


29


6


7


8
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2021/08/19 16:26


（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


#134-3【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「箱根登山鉄道」
#15-11【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#33-9【HD】【字】


00


ウルトラ怪獣散歩
#34-9【HD】【字】


00


パチンコLAB～9th season～


▽09:00 #13-16【HD】
▽10:00 #14-16【HD】


10


タカトシ温水の路線
バスで!
#41-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#134-4【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第1ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#1-4【HD】


10


パチスロ(旅)


14:10 #345-8【HD】
14:40 #346-8【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)
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 #22-19【HD】 


00


芸能界麻雀最強位決
定戦


THEわれめDEポン
【出演】内山信二/
大村朋宏(トータル
テンボス)/新川帆
立/岡田紗佳
#144-7【HD】


50


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】 #236-5【HD】 


00PR 2021年9月 #23-51【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


生 #135-1【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
フジテレビONEセレクション「鹿児島
県・志布志の魅力を発見する旅」


(テレビ西日本放送日
2015/10/23,10/30)
#215-1【HD】


00PR 2021年9月 #23-52【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#135-2【HD】


00


第21回アジア男子バ
レーボール選手権大


会
順位決定予備戦
#5-1【HD】


30


ラーメンWalker TV2


29:00 #292-26【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」 29:15 #293-21【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』 


00


鎧美女
甲冑:徳川秀忠 美女:美月絢音


#78-7【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


#135-3【HD】


00


パチンコLAB～10th season
～


▽07:00 #5-7【HD】
▽08:00 #6-6【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#35-11【HD】【字】


00


有吉くんの正直さんぽ


▽09:30 #223-3【HD】
島根アワード: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20


日】
▽10:45 #224-1【HD】


カレーVSラーメン:磯山さや
か


【地上波放送：2021年3月6
日】


00


プロ野球ニュース
2021


#135-4【HD】


00


『ゴリパラ見聞録』


13:00 #210-4【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) 14:20 
#211-4【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) 15:10 #212
-4【HD】 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) 


00


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス


▽16:00 #114-5【HD】
「バイオ戦士DAN」に挑戦
▽17:00 #106-8【HD】


【字】
「かまいたちの夜」に挑戦


00


いいすぽ！
Ｓ二 生 #67-1
【HD】


00


競馬予想TV!
ローズS(GⅡ)ほか
生 #1081-1【HD】


00


競馬魂
#21-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #136-1【HD】


00


競馬予想TV!
ローズS(GⅡ)ほか
#1081-2【HD】


00


第21回アジア男子バ
レーボール選手権大


会
準決勝/順位決定戦
#6-1【HD】


30


ラーメンWalker TV2  29:00 #280-31【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 29:15 #281-26【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


鎧美女 春の特別版
甲冑:山内一豊 美女:竹内花 #1-


14【HD】【字】 


30


ラーメンWalker TV2  06:00 #289-19【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 06:15 #290-20【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 


30


競馬予想TV!
ローズS(GⅡ)ほか
#1081-3【HD】


00


武豊TV!Ⅱ
#123-2【HD】


00


競馬予想TV!
ローズS(GⅡ)ほか
#1081-4【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#136-2【HD】


00


2021 F1 GPニュース
第12戦ﾍﾞﾙｷﾞｰGP・第13戦ｵﾗﾝ
ﾀﾞGP・第14戦ｲﾀﾘｱGP特集
FORMULA 1 ROLEX BELGIAN 
GRAND PRIX 2021/FORMULA 1 
HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 
2021/FORMULA 1 HEINEKEN 
GRAN PREMIO D’ITALIA 


2021
#11-4【HD】


30
調整中


35


いいすぽ！
Ｓ二 #67-2【HD】


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
広島


～神宮球場
生 #57-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #137-1【HD】


00


ゲームセンターCX
有野の挑戦


アーカイブス 「子育てクイ
ズ マイエンジェル」に挑戦 


#118-1【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#137-1【HD】


00


第21回アジア男子バ
レーボール選手権大


会
決勝/順位決定戦
#7-1【HD】


30


ラーメンWalker TV2


29:00 #292-27【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」 29:15 #293-22【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』 


00


あなたと温泉に行ったら・・・  29:30 #71-5
【HD】【字】 「那須高原温泉編」前篇 29:45 
#72-5【HD】【字】 「那須高原温泉編」後篇 


00


プロ野球ニュース
2021


#137-2【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
広島


～神宮球場
#57-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#137-3【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第2ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#2-4【HD】


10


パチンコLAB～9th 
season～


#15-17【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)
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 #1-20【HD】 


35


純喫茶に恋をして
#15-23【HD】【字】


35


プロ野球ニュース
2021


#137-4【HD】


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
広島


～神宮球場
生 #58-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #138-1【HD】


00


コヤブガチ馬写真館
#5-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#138-1【HD】


30


有吉ベース
#139-3【HD】


50


THEわれめDEポン 生
スペシャル プレイ
バック 【雀士】


蛭子能収
風間杜夫
川合俊一
モト冬樹


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介 
2000年11月2日OA 


#26-4 
00PR 2021年9月 #23-62【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#138-2【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
広島


～神宮球場
#58-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#138-3【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第3ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#3-4【HD】


10


パチンコLAB～9th 
season～


#16-16【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)
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 #2-19【HD】 


50


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
#145-4【HD】


40


めちゃ2イケてるッ!
問題児だらけの中間テスト もっ


たいない爆笑解答SP
【地上波 2015年10月24日放送】


#238-4【HD】


00


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』
出演：田中 貴（サニーデイ・サービス）・伊藤かりん・赤池洋文 #283-25


00


プロ野球ニュース
2021


生 #139-1【HD】


50


めちゃ2イケてるッ!
#255-1【HD】


00PR 2021年9月 #23-64【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#139-2【HD】


30


有吉ベース
#140-1【HD】


30


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
坂上忍
萩原聖人


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介


 2004年1月3日OA #41-
1 


00


鎧美女 春の特別版
甲冑:山内一豊 美女:竹内花 #1-


15【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


#139-3【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ 「北近畿タン
ゴ鉄道」 #52-9
【HD】【字】 


10


めちゃ2イケてるッ!


08:00 #252-4【HD】
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】
08:40 #253-3【HD】
09:30 #254-2【HD】
10:20 #255-2【HD】


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」 #79-48【HD】【字】 


10


ラーメンWalker TV2  11:40 #284-24【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 11:55 #285
-30【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』


10


プロ野球ニュース
2021


#139-4【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第4ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#4-4【HD】


10


パチスロ(旅)
▽14:10 #347-8【HD】
▽14:40 #348-8【HD】


10


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part3
【出演】


MC:ｶﾞﾅﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #3-20【HD】 


10


プロ野球ニュース
2021


#139-5【HD】


40


ドリームスシリーズボウリング
芸人オールスターチャンピオンボウリング


2020 2ndバトル
＜出演者＞


狩野英孝/永野/クロちゃん/森田哲矢
＜プロボウラー＞


キム・ソヒョン/本橋優美/須田久美子/渡辺け
あき


解説：棚橋孝太
実況：大川立樹(フジテレビアナウンサー)


#2-6【HD】


10


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


#41-5【HD】


00


『ゴリパラ見聞録』
「埼玉県・金運が上がる神社を


激写する旅」
(テレビ西日本放送日


2019/7/5,12) #183-8【HD】 


00


よゐこらぼ2
ユニコーンでパーリ


ナイッ！
#32-7【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
キウィが主人公「ニュー
ジーランドストーリー」
#309-9【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #140-1【HD】


00


野性爆弾のヴィン
テージ王国
#9-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#140-2【HD】


30


鎧美女
甲冑:徳川家康 美女:村上りいな


#76-18【HD】【字】


00


あなたと温泉に行ったら・・・  26:30 #73-5
【HD】【字】 「奥日光湯元温泉編」前篇 
26:45 #74-5【HD】【字】 「奥日光湯元温泉


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
#42-3【HD】


30


お笑いライブセレク
ション8 バイきんぐ
単独ライブ「Jack」 


#4-6【HD】 


00


ラーメンWalker TV2  29:30 #285-31【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 29:45 #286-29【HD】【字】 コクとキレを併せ持つ東京
豚骨醤油のパイオニア!
中目黒『百麺 中目黒店』


出演：田中 貴（サニーデイ・サービス） 田中真琴 


00


プロ野球ニュース
2021


#140-3【HD】


00


新・みんなの鉄道
北海道旅客鉄道・札


沼線
#47-8【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#36-11【HD】【字】


00


ウルトラ怪獣散歩
#37-11【HD】【字】


00


パチンコLAB～9th 
season～


▽09:00 #17-15【HD】
▽10:00 #18-14【HD】


15ラーメンWalker TV2 #298-4【HD】 


30ラーメンWalker TV2 #299-3【HD】 


50
ラーメンWalker TV2
#300-3【HD】


10
純喫茶に恋をして ～八王子・パ
ペルブルグ #16-18【HD】【字】 


10


プロ野球ニュース
2021


#140-4【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!
群馬・名物いっぱい桐生×
栃木・東の小京都足利
ゲスト：遼河はるひ


【地上波：2017年6月17日放
送】 #33-6【HD】 


33


有吉くんの正直さんぽ
カレーVSラーメン:磯山さや


か
【地上波放送：2021年3月6


日】
#224-2【HD】


00


有吉ベース
#140-2【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#140-5【HD】


35


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
#146-4【HD】


50
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』 #294-18【HD】【字】 


00 寺門ジモンの肉専門チャンネル【ミニ】
「羊SUNRISE」 #14-3【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


生 #141-1【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
4年ぶり7回目「クイ


ズの星」
#310-9【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


#141-2【HD】


30


鎧美女
甲冑:石田三成 美女:海里
#77-10【HD】【字】


00


あなたと温泉に行ったら・・・  26:30 #75-5
【HD】【字】 「湯西川温泉編」前篇 26:45 
#76-5【HD】【字】 「湯西川温泉編」後篇 


00


オールナイトe!


▽27:00 #35-5【HD】
season6 ～1時間版 Part1～


【出演】
RaMu／小島みゆ／くりえみ／相沢菜々


子
▽28:00 #36-5【HD】


season6 ～1時間版 Part2～
【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!
#26-2【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#141-3【HD】


00


新・みんなの鉄道
富士急行・富士急行


線
#29-7【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#38-11【HD】【字】


00


ウルトラ怪獣散歩
#39-11【HD】【字】


00


パチンコLAB～9th 
season～


09:00 #13-18【HD】
10:00 #14-18【HD】


10


タカトシ温水の路線バスで!
熱海 不思議な離島・初島の


謎
ゲスト：伊藤かずえ


【地上波：2019年7月20日放
送】 #34-6【HD】 


10


プロ野球ニュース
2021


#141-4【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第5ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#5-4【HD】


10


パチスロ(旅)
▽14:10 #349-6【HD】
▽14:40 #350-6【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 #4-20【HD】 


35


純喫茶に恋をして ～大和・フロ
リダ #17-9【HD】【字】 


35


プロ野球ニュース
2021


#141-5【HD】


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
中日


～神宮球場
生 #59-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #142-1【HD】


30


実話怪談倶楽部
生 #43-1【HD】


30


プロ野球ニュース
2021


#142-1【HD】


00


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 #40-5【HD】 


00


いいすぽ！
Ｓ二 #66-4【HD】


30


鎧美女
甲冑:徳川秀忠 美女:美月絢音


#78-8【HD】【字】


45
あなたと温泉に行ったら・・・
「長生温泉編」前篇 #77-3【HD】 


00
あなたと温泉に行ったら・・・
「長生温泉編」後篇 #78-3【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#142-2【HD】


00


パチスロ(旅)


▽07:00 #349-7【HD】
▽07:30 #350-7【HD】
▽08:00 #351-3【HD】
▽08:30 #352-3【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#40-10【HD】【字】


00


有吉くんの正直さんぽ


▽09:30 #222-3【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】


▽10:45 #223-4【HD】
島根アワード: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20日】


00


プロ野球ニュース
2021


#142-3【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #87-5【HD】 


00


ラーメンWalker TV2  13:30 #287-26【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 13:45 #288-27【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） 


30


『ゴリパラ見聞録』


▽14:00 #213-3【HD】
「山梨県・富士急ハイランドを楽しむ


旅」
(テレビ西日本放送日2020/3/20,27)


▽14:50 #214-3【HD】
「鹿児島県フォレストアドベンチャー


の旅」
(テレビ西日本放送日2020/4/3,5/29)


▽15:40 #215-2【HD】
フジテレビONEセレクション「鹿児島
県・志布志の魅力を発見する旅」


(テレビ西日本放送日
2015/10/23,10/30)


35


野性爆弾のヴィン
テージ王国
#9-2【HD】


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
中日


～神宮球場
生 #60-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #143-1【HD】


00


競馬予想TV!
オールカマー(G
Ⅱ)、神戸新聞杯(G


Ⅱ)ほか
#1082-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#143-1【HD】


00


競馬予想TV!
オールカマー(G
Ⅱ)、神戸新聞杯(G


Ⅱ)ほか
#1082-2【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・
「亀山温泉編」前篇 #79-3【HD】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・
「亀山温泉編」後篇 #80-3【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021 #143-2【HD】 


30


プロ野球ニュース
2021 #143-2【HD】 


30


競馬予想TV!
オールカマー(G
Ⅱ)、神戸新聞杯(G


Ⅱ)ほか
#1082-3【HD】


00


武豊TV!Ⅱ
#124-1【HD】


00


競馬予想TV!
オールカマー(G
Ⅱ)、神戸新聞杯(G


Ⅱ)ほか
#1082-4【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#143-3【HD】


30


ラーメンWalker TV2  13:00 #289-20【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 13:15 #290-22【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 


35


ゲームセンターＣＸ


▽13:30 #321-4【HD】
戦え!時代ごとに…「ゲイン


グランド」
▽14:30 #322-4【HD】
▽15:30 #323-3【HD】
▽16:30 #324-3【HD】


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
中日


～神宮球場
生 #61-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #144-1【HD】


00


ゲームセンターCX
有野の挑戦


アーカイブス 「子育てクイ
ズ マイエンジェル」に挑戦 


#118-2【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#144-1【HD】


00


もう!バカリズムさ
んの超H!
#27-1【HD】


00


いいすぽ！
Ｓ二 #67-3【HD】


30


鎧美女 夏の特別版
甲冑:真田昌幸 美女:緒方咲 #2-


2【HD】 


00


ラーメンWalker TV2  29:30 #296-12【HD】【字】 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） 
29:45 #297-11【HD】【字】 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


#144-2【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
中日


～神宮球場
#61-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2021


#144-3【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第6ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#6-4【HD】


10


パチンコLAB～9th 
season～


#15-18【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)
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 #5-20【HD】 


20PR 2021年9月 #23-85【HD】 


20


プロ野球ニュース
2021


#144-4【HD】


00


2021 FORMULA 1
【第15戦ﾛｼｱGP】
FORMULA 1 VTB 


RUSSIAN GRAND PRIX 
2021
決勝


開催地:ｿﾁｵｰﾄﾄﾞﾛｰﾑ
Ｓ二 #75-2【HD】


00


よゐこらぼ2
小泉今日子パーリナ


イ
#33-7【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
トライフォースとと
もに…「ゼルダの伝
説」 #317-4【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#144-5【HD】


00


漫道コバヤシ
#79-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#144-6【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


#81-1【HD】


30
あなたと温泉に行ったら・・・


#82-1【HD】


40


THEわれめDEポン 生ス
ペシャル プレイバッ


ク
【雀士】


阿藤海
田中裕二
萩原聖人
見栄晴


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介
2000年11月22日OA


#27-4


00


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 #291-29【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2021


#144-7【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ 「くりはら田
園鉄道」 #25-7
【HD】【字】 


30


ウルトラ怪獣散歩
#41-10【HD】【字】


00


ウルトラ怪獣散歩
#42-9【HD】


00


パチスロ(旅)
▽09:00 #293-16【HD】


石川実戦編③
▽09:30 #294-16【HD】


石川実戦編④
▽10:00 #295-16【HD】


石川観光編①
▽10:30 #296-16【HD】


石川観光編②


10


タカトシ温水の路線バスで!
夏の北鎌倉で鎌倉野菜カ


レー
ゲスト：田中美奈子


【地上波：2019年7月6日放
送】 #35-5【HD】 


10


プロ野球ニュース
2021


#144-8【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
第7ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#7-4【HD】


10


パチンコLAB～9th 
season～


#16-17【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)
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 #6-20【HD】 


35


純喫茶に恋をして ～江古
田・林檎 #18-9【HD】 


35


プロ野球ニュース
2021


#144-9【HD】


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
横浜DeNA


～神宮球場
生 #62-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #145-1【HD】


50


めちゃ2イケてるッ!
#256-1【HD】


00PR 2021年9月 #23-89【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#145-1【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


#83-1【HD】


30
あなたと温泉に行ったら・・・


#84-1【HD】


20


THEわれめDEポン 生スペ
シャル プレイバック


【雀士】


風間杜夫
加藤茶
川合俊一
坂上忍


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介
2000年12月29日OA
#28-3【字】


50


鎧美女 甲冑:井伊直政 美
女:東雲うみ #80-3【HD】 
00PR 2021年9月 #23-90【HD】 


00


プロ野球ニュース
2021


#145-2【HD】


00


新・みんなの鉄道
しなの鉄道
#1-2【HD】


20


めちゃ2イケてるッ!


▽08:00 #253-4【HD】
▽08:50 #254-3【HD】
▽09:40 #255-3【HD】
▽10:30 #256-2【HD】


50


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #87-6【HD】 


10


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」 #292-28【HD】【字】 


10


プロ野球ニュース
2021


#145-3【HD】


10


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 27
最終ゲーム


【出演】阿部亮平／片山まさゆき／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿ
ﾝ）／園田賢（最高位戦日本ﾌﾟﾛ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】小林未沙
【解説】土田浩翔


【極雀ｶﾞｰﾙ】彩川ひなの
#8-4【HD】


10


パチスロ(旅)


▽14:10 #351-4【HD】
▽14:40 #352-4【HD】


10


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
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 #7-20【HD】 


35


純喫茶に恋をして ～藤沢・
ジュリアン #19-4【HD】 


35


プロ野球ニュース
2021


#145-4【HD】


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
横浜DeNA


～神宮球場
生 #63-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #146-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #88-1【HD】 


00


あなたと温泉に行ったら・・・  24:30 #59-
11【HD】【字】 「伊東対馬温泉編」前篇 
24:45 #60-11【HD】【字】 「伊東対馬温泉


編」後篇 


00


プロ野球ニュース
2021


#146-1【HD】


30


鎧美女 甲冑:細川忠興 美
女:メイリ #79-8【HD】 


00


実話怪談倶楽部
#43-2【HD】


00


お笑いライブセレク
ション8 ニッチェ 
「プリンアラモー
ド」 #10-6【HD】 


00


もう!バカリズムさ
んの超H!
#27-2【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


#146-2【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ 叡山電鉄・鞍
馬線(展望列車デオ
900系) #74-1【HD】 


30


ウルトラ怪獣散歩
#43-8【HD】


00


ウルトラ怪獣散歩
#44-8【HD】


00


パチンコLAB～9th 
season～


09:00 #17-17【HD】
10:00 #18-15【HD】


15ラーメンWalker TV2 #301-1【HD】 


30ラーメンWalker TV2 #302-1【HD】 


50
ラーメンWalker TV2
#303-1【HD】


10
純喫茶に恋をして


～蕨・クラウン #20-3【HD】 


10


プロ野球ニュース
2021


#146-3【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!
房総どデカ!黒あわび
ゲスト：把瑠都


【地上波：2016年8月27日放
送】 #36-5【HD】 


33


有吉くんの正直さんぽ
カレーVSラーメン:磯山さや


か
【地上波放送：2021年3月6


日】
#224-3【HD】


00


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～ #135-5【HD】 


35


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル


#88-2【HD】


35


プロ野球ニュース
2021


#146-4【HD】


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2021
東京ヤクルト


vs
横浜DeNA


～神宮球場
生 #64-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2021


生 #147-1【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
ついに…「美少女戦
士セーラームーン」
#311-8【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2021


#147-1【HD】


30


鎧美女 甲冑:井伊直政 美
女:東雲うみ #80-4【HD】 


00


あなたと温泉に行ったら・・・  26:30 #61-
11【HD】【字】 「梅ヶ島温泉編」前篇 26:45 
#62-11【HD】【字】 「梅ヶ島温泉編」後篇 


00


オールナイトe!


▽27:00 #41-5【HD】
season7 ～Part2～


【出演】ＲａＭｕ、大貫彩香、相沢
菜々子


【実況】大村晟、藤井弘輝
▽28:00 #42-5【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


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
#17-16【HD】


6


7
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27


28


29


6


7


8
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10


11
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2021/08/19 16:26


（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 志村座 35 ★ ＨＤ 志村座 36 ★ ＨＤ 志村座 37 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 5


★ ＨＤ 字 嘘の証明　犯罪心理分析官　梶原圭子 《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 41 ★ 字 金田一少年の事件簿 42 ★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 45 出演：片平なぎさ ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 9


★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 46 ★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃15　（7：00-7：10）


★ 字 ドリフ大爆笑 175 ★ 字 ドリフ大爆笑 176
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 43 （6：00-7：50） ★ ＨＤ 字 森村誠一サスペンス　捜査線上のアリア


出演：加藤剛
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 44


★ ＨＤ 字 嘘の証明２　犯罪心理分析官　梶原圭子
【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 出演：片平なぎさ


（7：10-9：00）
★ ＨＤ 字 ブランド刑事　予備鑑定捜査員　桐原真実 ★ ＨＤ 字 ブランド刑事２　金沢・加賀ニセ友禅殺人事件 ★ ＨＤ 字 ブランド刑事３　偽ブランド和牛殺人事件


出演：東ちづる 出演：東ちづる 出演：東ちづる


（7：50-9：40） ★ ＨＤ 字 女三代　如月法律事務所～完黙する女～
出演：竹下景子


★ ＨＤ 字 嘘の証明３　犯罪心理分析官　梶原圭子
出演：片平なぎさ


情報番組 情報番組 情報番組 （9：00-10：50）
＜JAM Project ライブツアー開催記念　


【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】 「JAM BANG！(ジャムバン）」TV初放送！＞


（9：40-11：30） ★ ＨＤ JAM Project結成20周年＆映画化記念特番
★ ＨＤ 字 温泉仲居探偵の事件簿 ★ ＨＤ 字 温泉仲居探偵の事件簿２～宵待草殺人事件～ ★ ＨＤ 字 葬儀屋 松子の事件簿 「JAM BANG！(ジャムバン）」


出演：室井滋 出演：室井滋 出演：名取裕子 【独占スペシャルボーナストラック付】


★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 1


★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 2 （10：50-12：45）
（11：00-12：50）


【金曜サスペンス劇場】 ★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 3
【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 葬儀屋 松子の事件簿２ ★ ＨＤ 曲げられない女 1
★ ＨＤ 字 浦上伸介事件ファイル　みちのく角館殺人事件 ★ ＨＤ 字 女難記者・浦上伸介 特ダネ事件ファイル２　 出演：名取裕子


長崎異人館の死線 ★ ＨＤ 曲げられない女 2


★ ＨＤ 曲げられない女 3
（11：30-14：15）


（12：50-14：40）
【金曜サスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 4
【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 葬儀屋 松子の事件簿３ ★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 5
出演：名取裕子 （12：45-15：30）


★ ＨＤ 字 新米事件記者・三咲 ★ ＨＤ 字 新米事件記者・三咲２ ★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 6
出演：菊川怜 出演：菊川怜


★ ＨＤ 曲げられない女 4


（14：40-16：30） ★ ＨＤ 曲げられない女 5
【金曜サスペンス劇場】


（14：15-16：50） ★ ＨＤ 曲げられない女 6


★ ＨＤ 曲げられない女 7
情報番組 ★ ＨＤ 字 葬儀屋 松子の事件簿４


出演：名取裕子
★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る１２ ★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 7


★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 8


★ 字 カードGメン　小早川茜　「借金地獄」
出演：片平なぎさ ★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 9


情報番組 （15：30-18：55）


★ ＨＤ 字 西村寿行サスペンス　 ★ 字 ドリフ大爆笑 111 （16：50-19：35）
時効　特命刑事　徳田左近 ★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 5 ★ ＨＤ 曲げられない女 8


《イ申テレビリクエストセレクション》 ★ ＨＤ 曲げられない女 9
★ ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 9


★ ＨＤ 曲げられない女（終） 10
★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 10


（19：00-20：55） ★ ＨＤ 志村劇場 46
★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 特別版


★ 志村屋です。 19 ★ 字 ドリフ大爆笑 164 ＜【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 9 ★ ＨＤ 字 家政婦のミタ（終） 11


★ 志村屋です。 20 ゾクッとする怪感話（＃1-9）　（終）
 （18：55-21：40）


（20：55-21：55） ★ 字 金田一少年の事件簿　（セレクト放送） 138
★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃1　（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＞


★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 49 （19：35-22：30） ★ おんなの企業サスペンス　ホテルウーマン 1
★ ＨＤ 字 ヤメ刑探偵　加賀美塔子　ＦＩＬＥ：０１　 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ５２ ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 50 復讐の歯車 ★ おんなの企業サスペンス　ホテルウーマン 2
出演：片平なぎさ


★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 51 （22：00-23：15） ★ ＨＤ 字 稲川淳二の怪談グランプリ２０２０
＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 52
（22：30-23：40）


（22：00-23：55） ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ５３ ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ （21：40-23：50）
★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃1　（23：55-0：00）


★ ＨＤ 字 深夜食堂 ２ 13 ★ ＨＤ 緊急検証！恐家vs怪村～闘凶2020～
（23：15-0：30）


★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 167 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ２ 14 ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ★ おんなの企業サスペンス　ホテルウーマン 3


★ おんなの企業サスペンス　ホテルウーマン 4
★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ５４ （23：40-1：15）


★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　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＞ ★ おんなの企業サスペンス　ホテルウーマン 5


＜今月の気になるあの俳優＞ ★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 44 （0：30-1：40） ★ おんなの企業サスペンス　ホテルウーマン 6
★ ＨＤ 緊急検証！実録・あなたの街の霊出るハウス


★ ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 1 ～その物件、バス・トイレ・いわく憑き～
Ｋａｒｔｅ： ディレクターズカット版


★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 41 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 53  


＜JAM Project ライブツアー開催記念　「JAM BANG！(ジャムバン）」TV初放送！＞★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 42 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 54 （1：15-2：35）


★ ＨＤ 神ノ牙-JINGA- 0 ＜【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 ブラック・ジャック 55


《ネ申テレビリクエストセレクション》 ★ ＨＤ 緊急検証！2020年版超新約黙示録 （23：50-3：15）


★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン２７ 7 情報番組 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 56 ～第6回紅白オカルト合戦～ ＜【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 ブラック・ジャック 57 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 37


（2：35-3：55）


★ 字 ドリフ大爆笑 104 ★ ＨＤ すんドめ ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 58 ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ （3：15-4：00）
 [R-15相当]


（1：40-4：30） ★ ＨＤ 緊急検証！時空の歩き方～時をかける人類～　


ディレクターズカット版 ★ ＨＤ 字 江戸川乱歩シリーズ　悪魔のような美女
（3：30-4：55） （3：30-4：55）


★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 58 （3：55-5：15）
★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 98 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 99 ＜【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 90
★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 91


（4：55-6：00） （4：55-6：00） （5：15-6：00）


ファミリー劇場　２０２１年９月番組表 ［１]


★・・・初回放送　
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時 分 時 分


★ ＨＤ 志村座 38 ★ ＨＤ 志村座 39 ★ ＨＤ 志村座 40 ★ ＨＤ 志村座 41 ★ ＨＤ 志村座 42 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 6


★ ＨＤ 字 あんみつ検事の捜査ファイル　 《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 43 ★ 字 金田一少年の事件簿 44 ★ 字 金田一少年の事件簿 45 ★ 字 金田一少年の事件簿 46 ★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 47 女検事の涙は乾く ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 10


出演：片平なぎさ　石塚英彦
★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 48 ★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃16　（7：00-7：10）


★ 字 （新）ドリフ大爆笑 1 ★ 字 ドリフ大爆笑 2 ★ 字 ドリフ大爆笑 3 ★ 字 ドリフ大爆笑 4
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 45 （6：00-7：55） ★ ＨＤ 字 家庭教師が解く！～殺人方程式の推理ドリル～


出演：菊川怜
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 46


★ ＨＤ 字 あんみつ検事の捜査ファイル２　
【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 白骨夫人の遺言書


出演：片平なぎさ　石塚英彦


★ ＨＤ 字 幻の推理作家　能登路殺人行 ★ ＨＤ 字 偽証法廷 ★ ＨＤ 字 ボディーガード ★ ＨＤ 字 伊豆・金沢　犀賀焼殺人事件 ★ ＨＤ 字 芸者弁護士　藤波清香 （7：10-9：05）
出演：西郷輝彦 出演：寺脇康文 出演：若村麻由美 出演：高島礼子


（7：55-9：50） ★ ＨＤ 字 女三代　如月法律事務所２～もう一つの真実～
出演：竹下景子


★ ＨＤ 字 今野敏サスペンス「確証～警視庁捜査三課」
出演：吉田栄作


情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 （9：05-10：55）


【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】


★ 字 志村けんのバカ殿様
★ ＨＤ 字 血痕 警科研・湯川愛子の鑑定ファイル ★ ＨＤ 字 血痕2 警科研・湯川愛子の鑑定ファイル ★ ＨＤ 字 血痕3 警科研・湯川愛子の鑑定ファイル ★ ＨＤ 字 血痕4 警科研・湯川愛子の鑑定ファイル ★ 字 森村誠一サスペンス棟居刑事シリーズ「花の狩人」 爆笑！紅葉で乾杯スペシャル（03.9.29）


出演：竹下景子 出演：竹下景子 出演：竹下景子 出演：竹下景子 （9：50-11：45）


★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～女たちの犯罪ファイル
（10：55-12：45）


（11：00-12：50） ★ ＨＤ THE QUESTIONS『ブラック・プレジデント』脚本家 尾崎将也（12：45-12：55）
【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 森村誠一サスペンス棟居刑事シリーズ２ （11：45-13：30）
★ ＨＤ 字 浦上伸介事件ファイル３　東北線殺人事件 ★ ＨＤ 字 事件記者 浦上伸介４　 ★ ＨＤ 字 事件記者 浦上伸介パート５　 ★ ＨＤ 字 事件記者 浦上伸介パート６　 「高層の死角」 ★ ＨＤ 字 ブラック・プレジデント 1


不可能殺人・山形新幹線のアリバイを崩せ 毒殺連鎖　伊勢志摩殺人事件 会津・猪苗代湖～赤べこ殺人事件～
★ ＨＤ 字 ブラック・プレジデント 2


★ ＨＤ 字 ブラック・プレジデント 3
★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 1


（12：50-14：40）
【金曜サスペンス劇場】 ★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 2


【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 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 3


★ 字 森村誠一サスペンス棟居刑事シリーズ３「追跡」
★ ＨＤ 字 温泉女将　ふたりの事件簿　 ★ ＨＤ 字 温泉女将　ふたりの事件簿２　 ★ ＨＤ 字 温泉女将　ふたりの事件簿３　 ★ ＨＤ マザー・強行犯係の女～傍聞き～ （12：55-15：40）


愛媛道後温泉　五・七・五の殺人 日光鬼怒川殺人ライン 石和温泉殺人事件 出演：南果歩
出演：菊川怜　木の実ナナ 出演：菊川怜　木の実ナナ 出演：菊川怜　三田佳子


（13：30-16：25）
★ ＨＤ 字 ブラック・プレジデント 4


（14：40-16：35）
【金曜サスペンス劇場】 ★ ＨＤ 字 ブラック・プレジデント 5


★ ＨＤ 字 ブラック・プレジデント 6
情報番組 ★ ＨＤ 字 森村誠一サスペンス棟居刑事シリーズ４「復讐」


★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 4 ★ ＨＤ 字 ブラック・プレジデント 7
★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る１３ ★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る１４ ★ ＨＤ 字 監察医 篠宮葉月 死体は語る１５


★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 5


★ 字 カードGメン　小早川茜２　「消せない過去」 ★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 6
出演：片平なぎさ


（16：35-18：30） ★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 7


情報番組


（15：40-19：05）


★ ＨＤ 字 占い師みすず　事件は運命の彼方に ★ ＨＤ 字 占い師みすず　事件は運命の彼方に２ ★ ＨＤ 字 占い師みすず　事件は運命の彼方に３ ★ 字 ドリフ大爆笑 112
出演：岡江久美子　内藤剛志 出演：岡江久美子　内藤剛志 出演：岡江久美子　内藤剛志 ★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 6


★ ＨＤ 字 ブラック・プレジデント 8
《イ申テレビリクエストセレクション》 （16：25-20：10）


★ ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 10 ★ ＨＤ 字 ブラック・プレジデント 9


★ ＨＤ 字 ブラック・プレジデント 10
（19：00-20：55） 115 （19：00-20：55） （19：00-20：55） ★ ＨＤ 志村劇場（終） 47


★ ＨＤ 字 ブラック・プレジデント（終） 11
★ 志村屋です。 21 ★ 志村屋です。 23 ★ 志村屋です。 24 ★ 字 ドリフ大爆笑 165 ＜【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 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 8


※明日1話のみ （20：55-21：25）
★ 志村屋です。 22 ★ ＨＤ 緊急検証！憑き物探訪 ★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～ 9


★ 字 変なおじさんTV　セレクト放送 30 （20：55-21：50） ～日本列島憑き物MAP～
※明日1話のみ （20：55-21：55） ★ ＨＤ JAM Project 20年のあゆみ ★ ＨＤ 字 ヒガンバナ～警視庁捜査七課～（終） 10


★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃2　（21：55-22：00） （21：25-22：00） （21：50-22：00）
（21：00-22：10）


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞
★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 37 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 45 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 53 （19：05-22：30）


★ ＨＤ 字 ヤメ刑探偵　加賀美塔子　ＦＩＬＥ：０２　
★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 46 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 54 ミイラは巡る ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８７


出演：片平なぎさ （20：10-23：00）
★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 47 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 55


（22：10-23：25）
★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 38 ★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 48 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 56 ＜【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＞ ★ おんなの企業サスペンス　ホテルウーマン 7


（22：00-23：55） ★ おんなの企業サスペンス　ホテルウーマン 8
※来週2話のみ ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃2　（23：55-0：00） ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８８ ★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 1


★ おんなの企業サスペンス　ホテルウーマン 9
★ ＨＤ 字 深夜食堂 ２ 15 ★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 2


★ おんなの企業サスペンス　ホテルウーマン 10
★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 168 ★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 169 ★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 170 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ２ 16 （23：25-0：40） ★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 3


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ★ おんなの企業サスペンス　ホテルウーマン（終） 11
★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 4


ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 45
★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８９


＜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＞ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 46


★ ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 2 ★ ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 3 ★ ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 4
（0：40-2：05）


ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 43 ＜「AD-LIVE2021」開催記念！毎週金曜深夜は「AD-LIVE ZERO」＞ （23：00-2：15）


＜JAM Project ライブツアー開催記念　「JAM BANG！(ジャムバン）」TV初放送！＞＜JAM Project ライブツアー開催記念　「JAM BANG！(ジャムバン）」TV初放送！＞＜JAM Project ライブツアー開催記念　「JAM BANG！(ジャムバン）」TV初放送！＞　 ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 44 （22：30-2：45）


★ ＨＤ 神ノ牙-JINGA- 1 ★ ＨＤ 神ノ牙-JINGA- 2 ★ ＨＤ 神ノ牙-JINGA- 3 ★ ＨＤ AD-LIVE ZERO ＜【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＞
［2019.9.7昼公演］梶裕貴×前野智昭


《イ申テレビリクエストセレクション》 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 82


★ 字 Shimura X　セレクト放送 38 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 5 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 9 情報番組 ★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 5 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 83


★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 84
★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 6 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 85


（2：05-3：45）


★ 字 ドリフ大爆笑 105 ★ 字 ドリフ大爆笑 106 ★ 字 ドリフ大爆笑 107 ★ ＨＤ すんドめ２ ★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 7 （2：45-4：00）
 [R-15相当] Ｋａｒｔｅ：  


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 59 ★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～（終） 8


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 60 ★ ＨＤ 字 江戸川乱歩シリーズ　赤いさそりの美女
（3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55）


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック 61


★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 100 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 101 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 102 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 103 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック（終） SP


（2：15-5：35）
（3：45-5：45） ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 92


（4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00） ＨＤ JAM Project 20年のあゆみ（5：45-6：00） （5：35-6：00）


ファミリー劇場　２０２１年９月番組表 ［２]


★・・・初回放送　


9/6（月） 9/7（火） 9/8（水） 9/9（木） 9/10（金） 9/11（土） 9/12（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


＜祝80歳！橋爪功出演作一挙放送＞ 《ネ申テレビリクエストセレクション》
★ ＨＤ 志村座 43 ★ ＨＤ 志村座 44 ★ ＨＤ 志村座 45 ★ ＨＤ 志村座 46 ★ ＨＤ 志村座 47 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン２７ 12


※来週休止
《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 47 ★ 字 金田一少年の事件簿 48 ★ 字 金田一少年の事件簿 49 ★ 字 金田一少年の事件簿 50 ★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 49 ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六５ ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 11
※来週休止


★ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版（終） 50 ★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃17　（7：00-7：10）


★ 字 ドリフ大爆笑 5 ★ 字 ドリフ大爆笑 6 ★ 字 ドリフ大爆笑 7 ★ 字 ドリフ大爆笑 8
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 47 （6：00-7：55） ★ ＨＤ 字 家庭教師が解く！２～氷上の殺人トリック～


＜祝80歳！橋爪功出演作一挙放送＞ 出演：菊川怜
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ（終） 48


【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 天才刑事・野呂盆六６


★ ＨＤ 字 警視正・日丸教授の事件ノート　よそ者 ★ ＨＤ 字 温泉仲居・小泉あつ子の事件帳 ★ ＨＤ 字 北の捜査線　小樽港署 ★ ＨＤ 字 事故調 ★ ＨＤ 字 罪火 （7：10-9：05）
出演：小林稔侍 ～南伊豆・湯けむり殺人事件～ 出演：奥田瑛二 出演：小澤征悦


出演：菊川怜


（7：55-9：50） ★ ＨＤ 字 刑事長
＜祝80歳！橋爪功出演作一挙放送＞ 出演：中村雅俊


★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六７
情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 （9：05-10：55）


【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】 ＜祝80歳！橋爪功出演作一挙放送＞ ＜祝80歳！橋爪功出演作一挙放送＞


★ ＨＤ 字 ホテル警備隊　田辺素直 ★ ＨＤ 字 猪熊夫婦の駐在日誌　西伊豆キャンプ場殺人事件 ★ ＨＤ 字 猪熊夫婦の駐在日誌２　家路 ★ ＨＤ 字 旅情サスペンス　釧路湿原殺人事件 ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六１ ★ ＨＤ 字 あなたの番です 1
出演：田辺誠一 出演：研ナオコ　地井武男 出演：研ナオコ　地井武男 （内田康夫サスペンス） 出演：橋爪功 （9：50-11：45）


出演：橋爪功　いしだあゆみ ＜祝80歳！橋爪功出演作一挙放送＞ ★ ＨＤ 字 あなたの番です 2


★ ＨＤ 字 あなたの番です 3


★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六８ ★ ＨＤ 字 あなたの番です 4
（11：00-12：50）


＜祝80歳！橋爪功出演作一挙放送＞
【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】 ＜祝80歳！橋爪功出演作一挙放送＞


★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六２
★ ＨＤ 字 密会の宿 北鎌倉不倫殺人旅行 ★ ＨＤ 字 密会の宿２ 女と指輪の殺人 ★ ＨＤ 字 密会の宿３ ★ ＨＤ 字 内田康夫サスペンス「湯布院殺人事件」 出演：橋爪功 （11：45-13：40）


出演：岡江久美子 出演：岡江久美子 嫉妬と不倫殺人 出演：橋爪功　いしだあゆみ ＜祝80歳！橋爪功出演作一挙放送＞
出演：岡江久美子


（10：55-14：15）


★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六９
（12：50-14：40）


＜祝80歳！橋爪功出演作一挙放送＞ ★ ＨＤ 字 あなたの番です 5


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 ＜祝80歳！橋爪功出演作一挙放送＞ ★ ＨＤ 字 あなたの番です 6


★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六３ ★ ＨＤ 字 あなたの番です 7
★ ＨＤ 字 負け組法律事務所～沈黙する証人～ ★ ＨＤ 字 保険調査員蒲田吟子1 ★ ＨＤ 字 保険調査員 蒲田吟子2 ★ ＨＤ 字 内田康夫サスペンス和泉教授夫妻シリーズ３ 出演：橋爪功 （13：40-15：35）


出演：石塚英彦 「保険調査員 ベランダ殺人事件」 出演：泉ピン子 夏泊殺人岬 ＜祝80歳！橋爪功出演作一挙放送＞
出演：泉ピン子 出演：橋爪功　いしだあゆみ


★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六ファイナル
（14：40-16：35）


＜祝80歳！橋爪功出演作一挙放送＞ （14：15-16：50）


情報番組 ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六４
出演：橋爪功 （15：35-17：30）


★ ＨＤ 字 伊豆・竜宮伝説殺人事件 ★ ＨＤ 字 湯けむりドクター　華岡万里子の温泉事件簿 ★ ＨＤ 字 湯けむりドクター　華岡万里子の温泉事件簿２ ★ ＨＤ 字 あなたの番です 8
出演：萬田久子 ～山姥の唄～ 


★ ＨＤ 字 あなたの番です 9


★ 字 カードGメン　小早川茜３　「甘い罠」
出演：片平なぎさ ★ ＨＤ 字 石の繭　殺人分析班 1 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 10


（16：35-18：30）
★ ＨＤ 字 石の繭　殺人分析班 2


情報番組
★ ＨＤ 字 石の繭　殺人分析班 3


（16：50-19：25）


★ ＨＤ 字 みちのく麺食い記者　宮沢賢一郎　 ★ ＨＤ 字 みちのく麺食い記者　宮沢賢一郎２ ★ ＨＤ 字 みちのく麺食い記者　宮沢賢一郎３ 《ネ申テレビリクエストセレクション》 ★ 字 ドリフ大爆笑 113
佐渡・酒田　殺人航路 出演：髙嶋政宏 ～秋田・角館 田沢湖～金のなまはげ殺人事件！ ★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン２７ 12 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 特別編


出演：髙嶋政宏 「誤認」 ※来週休止
出演：髙嶋政宏 《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 11 （17：30-20：15） （19：25-20：20）
※来週休止


（19：00-20：55） （19：00-20：55） （19：00-20：55） ★ ＨＤ （新）志村だヨ！ 1
★ ＨＤ 字 石の繭　殺人分析班 4 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 11


★ 志村屋です。 25 ★ 志村屋です。 27 ★ 志村屋です。 29 ★ 字 ドリフ大爆笑 166
★ ＨＤ （新）MARS RED 1 ★ ＨＤ 字 石の繭　殺人分析班（終） 5 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 12


★ 志村屋です。 26 ★ 志村屋です。 28 ★ 志村屋です。 30
★ ＨＤ MARS RED 2 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 13


（20：55-21：55） （20：55-21：55） ※来週月曜休止 （20：55-21：55）
★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃3　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃4　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃5　（21：55-22：00） ※来週休止 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 14


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ （20：15-22：10）
★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３ 49


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版 39 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 57
★ ＨＤ 字 ゴルゴ１３（終） 50 ★ ＨＤ 字 ヤメ刑探偵　加賀美塔子　ＦＩＬＥ：０３　 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ５６


★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 58 歪んだ動機
ステブレ4分半 出演：片平なぎさ ★ ＨＤ 字 水晶の鼓動　殺人分析班 1


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 59 （22：00-23：15）
＜【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 水晶の鼓動　殺人分析班 2


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅡ ＨＤリマスター版（終） 40 ＨＤ 緊急検証！憑き物探訪 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 60
～日本列島憑き物MAP～ ★ ＨＤ 字 水晶の鼓動　殺人分析班 3 （20：20-23：40）


（22：00-23：55） ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ６８
★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃3　（23：55-0：00）


（23：00-0：10）
★ ＨＤ 字 深夜食堂 ２ 17 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 15


★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 171 ★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 173 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ２ 18 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 16
★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 172 （23：15-0：55）


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ （22：10-1：00） ★ ＨＤ 字 あなたの番です 17


ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 47
※明日時間変更 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ７５


＜今月の気になるあの俳優＞ （0：10-1：35） ＜今月の気になるあの俳優＞ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 48 ★ ＨＤ 字 水晶の鼓動　殺人分析班 4
＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 5 ★ ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 7 ★ ＨＤ 字 水晶の鼓動　殺人分析班（終） 5
★ ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 6 （23：40-2：15）


ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 45
※明日時間変更 （1：35-2：30）


＜JAM Project ライブツアー開催記念　「JAM BANG！(ジャムバン）」TV初放送！＞＜JAM Project ライブツアー開催記念　「JAM BANG！(ジャムバン）」TV初放送！＞＜JAM Project ライブツアー開催記念　「JAM BANG！(ジャムバン）」TV初放送！＞　 ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 46 （0：55-2：35）


★ ＨＤ 神ノ牙-JINGA- 4 ★ ＨＤ 神ノ牙-JINGA- 5 ★ ＨＤ 神ノ牙-JINGA- 6 ＜「AD-LIVE2021」開催記念！毎週金曜深夜は「AD-LIVE ZERO」＞ （1：00-2：55）
★ ＨＤ 字 あなたの番です 18


《イ申テレビリクエストセレクション》


★ 字 Shimura X　セレクト放送 39 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３７ 6 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 10 情報番組 ★ ＨＤ AD-LIVE ZERO ★ ＨＤ 字 悪の波動　殺人分析班スピンオフ 1 ★ ＨＤ 字 あなたの番です 19


［2019.9.7夜公演］梶裕貴×前野智昭
★ ＨＤ 字 悪の波動　殺人分析班スピンオフ 2 ★ ＨＤ 字 あなたの番です（終） 20


★ 字 ドリフ大爆笑 108 ★ 字 ドリフ大爆笑 109 ★ 字 ドリフ大爆笑 110 ★ ＨＤ すんドめ New ★ ＨＤ 字 悪の波動　殺人分析班スピンオフ 3


（2：35-4：15）


（2：55-4：30）


（3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55） （2：15-4：50）
★ ＨＤ 劇場版　教科書にないッ！６ ★ ＨＤ 字 悪の波動　殺人分析班スピンオフ 4 ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞


★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 104 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 105 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 106 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 107 ★ ＨＤ 字 悪の波動　殺人分析班スピンオフ（終） 5 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 86
★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 87


（4：30-5：35） ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 88
★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 30 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 89


（4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：15-6：00） （5：35-6：00） （4：50-6：00）


ファミリー劇場　２０２１年９月番組表 ［３]


★・・・初回放送　


9/13（月） 9/14（火） 9/15（水） 9/16（木） 9/17（金） 9/18（土） 9/19（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 48 ★ ＨＤ 志村座 49 ★ ＨＤ 志村座 50 ★ ＨＤ 志村座 51 ★ ＨＤ 志村座 52 ★ 字 変なおじさんTV　セレクト放送 31


★ ＨＤ 字 ドクターハート　薮田公介の事件カルテ ★ 字 変なおじさんTV　セレクト放送 32
★ 字 金田一少年の事件簿 51 ★ 字 金田一少年の事件簿 52 ★ 字 金田一少年の事件簿 53 ★ 字 金田一少年の事件簿 54 出演：中村梅雀


ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　
みんなで宇宙キターッ！　 ★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃18　（7：00-7：10）
ディレクターズカット版


★ 字 ドリフ大爆笑 9 ★ 字 ドリフ大爆笑 10 ★ 字 ドリフ大爆笑 11 ★ 字 ドリフ大爆笑 12
（6：00-7：50） ★ ＨＤ 字 漬けモノ学者・竹之内春彦　京都殺人１００選


出演：中村雅俊
（6：30-8：10）


★ ＨＤ 秘密結社 鷹の爪 ～ゴールデン・スペル～　＃10
（8：10-8：30） ★ ＨＤ 字 ドクターハート２　薮田公介の事件カルテ


【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 出演：中村梅雀


★ ＨＤ 字 山村美紗サスペンス　殺意の果てに ★ ＨＤ 字 沖縄リゾート　コンシェルジュ具志堅陽子の名推理　 ★ ＨＤ 字 ホテルＧメン　具志堅陽子の殺人推理２ ★ ＨＤ 字 動物病院　ドクトル花子の事件簿 ★ ＨＤ 字 最強の法廷　裁判官桜子と10人の評決 （7：10-9：05）
～飛騨高山夫人絞殺事件～ 歪な密室 出演：泉ピン子 出演：財前直見
出演：加藤剛


（7：50-9：40）


★ ＨＤ 字 黒い看護婦　オリジナル版
出演：大竹しのぶ


★ ＨＤ 字 弁護士　水木邦夫　残り火
出演：伊東四朗


＜主演・高畑充希×脚本・遊川和彦
情報番組 情報番組 「同期のサクラ」「過保護のカホコ」一挙放送＞ 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】 【金曜サスペンス劇場】
（9：05-11：15）


★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 1 ★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 1 （9：40-11：30） ＜主演・高畑充希×脚本・遊川和彦
★ ＨＤ 字 猪熊夫婦の駐在日誌３　絆 ★ ＨＤ 字 警視庁特捜対策室　迷宮捜査の女 ★ ＨＤ 字 小杉健治サスペンス　決断 ＜今月の気になるあの俳優＞ 「同期のサクラ」「過保護のカホコ」一挙放送＞


★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 2 出演：研ナオコ　地井武男 出演：菊川怜 ★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 2 出演：中村俊介 ＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 3 ★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 3
★ ＨＤ 字 同期のサクラ 1


ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 1
★ ＨＤ 字 同期のサクラ 2


（11：00-12：50） ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 2
【金曜サスペンス劇場】 ★ ＨＤ 字 同期のサクラ 3


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 3
（10：30-13：15） （10：30-13：25） ★ ＨＤ 字 同期のサクラ 4


＜主演・高畑充希×脚本・遊川和彦 ★ ＨＤ 字 小杉健治サスペンス　保身 ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 4
★ ＨＤ 字 密会の宿４ ★ ＨＤ 字 密会の宿５ 「同期のサクラ」「過保護のカホコ」一挙放送＞ 出演：小泉孝太郎


京都・箱根・鎌倉 不倫カップル失踪殺人 不倫同窓会殺人事件 ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 5
出演：岡江久美子 出演：岡江久美子


★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 4 ★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 4


★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 5 ★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 5 （12：50-14：40）
【金曜サスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 6 ★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 6 （11：15-15：00）
【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 ＜主演・高畑充希×脚本・遊川和彦


★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 7 ★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 7 「同期のサクラ」「過保護のカホコ」一挙放送＞
★ 字 警察庁 特別広域捜査官　宮之原警部シリーズ　 ＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ 字 保険調査員 蒲田吟子3 ★ ＨＤ 字 西村京太郎サスペンス　 丹後浦島伝説殺人事件
出演：泉ピン子 トラベルライター青木亜木子 出演：村上弘明 （11：30-15：50）


～湯煙の中の殺意～ ＜今月の気になるあの俳優＞ ★ ＨＤ 字 同期のサクラ 5
出演：友近


★ ＨＤ 字 同期のサクラ 6


（13：15-16：35） （14：40-16：35） ★ ＨＤ 字 同期のサクラ 7
【金曜サスペンス劇場】 ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 6


（13：25-17：05） ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 7
＜主演・高畑充希×脚本・遊川和彦 ★ ＨＤ 字 警察庁 特別広域捜査官　宮之原警部シリーズ２　


「同期のサクラ」「過保護のカホコ」一挙放送＞ 菜の花幻想殺人事件 ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 8
★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 8 ★ ＨＤ 字 湯けむりドクター　華岡万里子の温泉事件簿３ ★ ＨＤ 字 湯けむりドクター　華岡万里子の温泉事件簿４ 出演：村上弘明


天狗の神隠し ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 9 （15：00-17：50）


★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 9 ＜主演・高畑充希×脚本・遊川和彦


★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 8 ＨＤ 字 これは経費で落ちません！（終） 10 「同期のサクラ」「過保護のカホコ」一挙放送＞
★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理（終） 10 ＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ 字 過保護のカホコ 9 （16：35-18：30）


★ ＨＤ 字 過保護のカホコ（終） 10 情報番組 ★ ＨＤ 字 同期のサクラ 8


（16：35-19：10） ★ ＨＤ 字 同期のサクラ 9


★ ＨＤ 字 同期のサクラ（終） 10
★ ＨＤ 字 レアケース　生活保護課の殺人事件簿 ★ ＨＤ 字 捜査一課　見当たり班　鷹子の眼 ★ 字 ドリフ大爆笑 114


★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 another story 1 出演：石塚英彦 （17：05-19：50）
★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 another story 2 ＜主演・高畑充希×脚本・遊川和彦
★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理 another story（終） 3 「同期のサクラ」「過保護のカホコ」一挙放送＞ （15：50-20：10）


＜今月の気になるあの俳優＞


（19：10-20：35） ★ ＨＤ 字 過保護のカホコ2018～ラブ＆ドリーム～ （17：50-20：40）
（19：00-20：55） （19：00-20：55） ★ ＨＤ 志村だヨ！ 2 ＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理2019　
ABCキラー ★ 志村屋です。 31 ★ ＨＤ 志村屋です。 33


★ ＨＤ MARS RED 3 ★ ＨＤ トドメの接吻 1
（20：35-21：30） ★ 志村屋です。 32 ★ ＨＤ 志村屋です。 34 ★ ＨＤ トドメの接吻 6


（19：50-21：35） ★ ＨＤ MARS RED 4 ★ ＨＤ トドメの接吻 2
（20：55-21：55） （20：55-21：55） ＨＤ JAM Project 20年のあゆみ（21：35-21：50） ★ ＨＤ トドメの接吻 7


★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃6　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃7　（21：55-22：00） ★ ＨＤ トドメの接吻 3
★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理2019　 ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ★ ＨＤ トドメの接吻 8


狩人の悪夢　前編 ★ ＨＤ トドメの接吻 4
★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 61 ★ ＨＤ トドメの接吻 9


★ ＨＤ 字 臨床犯罪学者 火村英生の推理2019　 みんなで宇宙キターッ！　 ★ ＨＤ 字 陰陽師 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ９１ ★ ＨＤ トドメの接吻 5
狩人の悪夢　後編（終） ディレクターズカット版 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 62 ★ ＨＤ トドメの接吻（終） 10


★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 63
（22：00-23：20）


★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 64 ＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞
（21：30-23：40） （22：00-23：40）


★ ＨＤ 秘密結社 鷹の爪 ～ゴールデン・スペル～　＃8 ★ ＨＤ 秘密結社 鷹の爪 ～ゴールデン・スペル～　＃9
（23：40-0：00） （23：40-0：00） （21：50-0：00） ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ６４


★ ＨＤ 字 深夜食堂 ２ 19


★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 174 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 175 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 176 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ２（終） 20
（23：20-0：55） （20：10-0：50） （20：40-0：55）


＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ＜今月の気になるあの俳優＞ ＜今月の気になるあの俳優＞


ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版 49 ★ ＨＤ トドメのパラレル 1
★ ＨＤ トドメのパラレル 2 ★ ＨＤ トドメのパラレル 6


＜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＞ ＨＤ 字 ウルトラマン80　HDリマスター版（終） 50 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ７６ ★ ＨＤ トドメのパラレル 3 ★ ＨＤ トドメのパラレル 7
★ ＨＤ トドメのパラレル 4 ★ ＨＤ トドメのパラレル 8


★ ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 8 ★ ＨＤ 字 これは経費で落ちません！ 9 ★ ＨＤ 字 これは経費で落ちません！（終） 10 ★ ＨＤ トドメのパラレル 5 ★ ＨＤ トドメのパラレル 9
（0：50-2：15） ★ ＨＤ トドメのパラレル（終） 10


ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ 47 ＜JAM Project ライブツアー開催記念　
（0：55-2：30） 「JAM BANG！(ジャムバン）」TV初放送！＞


＜JAM Project ライブツアー開催記念　「JAM BANG！(ジャムバン）」TV初放送！＞＜JAM Project ライブツアー開催記念　「JAM BANG！(ジャムバン）」TV初放送！＞＜JAM Project ライブツアー開催記念　「JAM BANG！(ジャムバン）」TV初放送！＞　 ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ（終） 48 ＜「AD-LIVE2021」開催記念！毎週金曜深夜は「AD-LIVE ZERO」＞ （0：55-2：35）


★ ＨＤ 神ノ牙-JINGA- 7 ★ ＨＤ 神ノ牙-JINGA- 8 ★ ＨＤ 神ノ牙-JINGA- 9
※来週月曜時間変更、3話連続 ★ ＨＤ 牙狼〈GARO〉-月虹ノ旅人-


《ネ申テレビリクエストセレクション》 《イ申テレビリクエストセレクション》 ★ ＨＤ AD-LIVE ZERO ★ ＨＤ 劇場版　仮面ライダーＯＯＯ（オーズ） 


★ 字 Shimura X　セレクト放送 40 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン２７ 12 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン２ 11 情報番組 ［2019.9.14昼公演］吉野裕行×鈴村健一 ＷＯＮＤＥＲＦＵＬ　将軍と２１のコアメダル　


※来週休止 ※来週休止 ディレクターズカット版


字 ドリフ大爆笑 111 字 ドリフ大爆笑 112 字 ドリフ大爆笑 113 ★ ＨＤ すんドめ New ２ （2：35-4：00）
（2：30-4：10）


＜JAM Project ライブツアー開催記念　 （2：15-4：10）


「JAM BANG！(ジャムバン）」TV初放送！＞


★ ＨＤ 字 江戸川乱歩シリーズ　大時計の美女
（3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55） ★ ＨＤ 薄墨桜 -GARO-


 [PG-12] ★ 字 ドリフ大爆笑特別総集編　＃191（93.12.28）


★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 108 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 109 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 110 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 111


（4：10-5：40）
★ ＨＤ 秘密結社 鷹の爪 ～ゴールデン・スペル～　＃11


（4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00） （5：40-6：00） （4：10-6：00）
※都合により放送内容が変更されることがあります。
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ファミリー劇場　２０２１年９月番組表 ［４]


★・・・初回放送　


9/20（月・祝） 9/21（火） 9/22（水） 9/23（木・祝） 9/24（金） 9/25（土） 9/26（日）







時 分 時 分


★ ＨＤ 志村座 53 ★ ＨＤ 志村座 54 ★ ＨＤ 志村座 55
※明日休止


★ 字 金田一少年の事件簿 55 ★ 字 金田一少年の事件簿 56 ★ 字 金田一少年の事件簿 57
※明日休止


★ 字 ドリフ大爆笑 13 ★ 字 ドリフ大爆笑 14 ★ 字 ドリフ大爆笑 15 ★ 字 ドリフ大爆笑 16


【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 検察官キソガワ ★ ＨＤ 字 港町人情ナース ★ ＨＤ 字 港町人情ナース２ ★ ＨＤ 字 港町人情ナース３
出演：高嶋政伸 出演：泉ピン子 出演：泉ピン子 出演：泉ピン子


情報番組 情報番組 情報番組 情報番組


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 銀座高級クラブママ vs 熱海老舗旅館女将 ★ ＨＤ 字 湯けむり殺人案内　なんにも専務の名推理 ★ ＨＤ 字 いなか刑事伊原泰三の退職捜査日誌 ★ ＨＤ 字 いなか刑事伊原泰三の退職捜査日誌２
出演：名取裕子 出演：渡瀬恒彦 出演：小林稔侍 出演：小林稔侍


【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 密会の宿６ ★ ＨＤ 字 密会の宿７ ★ ＨＤ 字 密会の宿８ ★ ＨＤ 字 密会の宿９
北鎌倉・年の差不倫殺人事件 奇妙な客が死んだ夜 北鎌倉心中　死ねなかった女 宝石の甘い罠
出演：岡江久美子 出演：岡江久美子 出演：岡江久美子 出演：岡江久美子


【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 西村京太郎サスペンス　 ★ ＨＤ 字 警察署長 たそがれ正治郎１ ★ ＨＤ 字 警察署長 たそがれ正治郎２ ★ ＨＤ 字 警察署長 たそがれ正治郎３
トラベルライター青木亜木子２ 出演：片岡鶴太郎 出演：片岡鶴太郎 出演：片岡鶴太郎
～日光・鬼怒川　湯煙の殺意～
出演：友近


情報番組


★ ＨＤ 字 湯けむりドクター　華岡万里子の温泉事件簿５ ★ ＨＤ 字 湯けむりドクター　華岡万里子の温泉事件簿６ ★ ＨＤ 字 湯けむりドクター　華岡万里子の温泉事件簿７


★ 字 カードGメン　小早川茜４　
「調査員は二度だまされる」
出演：片平なぎさ


４Ｒ


★ 字 パートタイマー刑事・月形兄妹の事件簿１ ★ 字 パートタイマー刑事・月形兄妹の事件簿２ ★ ＨＤ 字 夏樹静子サスペンス　湖に佇つ人　
みちのく殺意の帰郷 誰が天使を殺したか？ 鬼の棲む老舗旅館 ★ ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１１ 5
出演：中村梅雀　紺野美沙子 出演：中村梅雀　紺野美沙子


《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 8


（19：00-20：55） （19：00-20：55） （19：00-20：55）


★ ＨＤ 志村屋です。 35 ★ ＨＤ 志村屋です。 37 ★ ＨＤ 志村屋です。 39 字 ドリフ大爆笑 167


★ ＨＤ 志村屋です。 36 ★ ＨＤ 志村屋です。 38 ★ ＨＤ 志村屋です。 40


（20：55-21：55） （20：55-21：55） （20：55-21：55）
★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃8　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃9　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃10　（21：55-22：00）


＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ 字 (新)西部警察 PARTⅢ ＨＤリマスター版 1 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 65
★ ＨＤ 字 夏樹静子サスペンス　跳びおりる


★ ＨＤ 仮面ライダー×仮面ライダー　フォーゼ＆オーズ　 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 66 出演：若村麻由美
ＭＯＶＩＥ大戦　ＭＥＧＡ　ＭＡＸ　
ディレクターズカット版 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 67


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅢ ＨＤリマスター版 2 ★ 字 銀河英雄伝説　本伝（ＢＤ版） 68


（22：00-23：55）
★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃4　（23：55-0：00）


（22：00-0：10）
＜【3ヶ月連続】ゾクッと怪感！真夏のファミ劇オカルト・ホラー祭り＞ ★ ＨＤ 字 （新）深夜食堂 ３ 21


★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 93
字 （新）ドリフ大爆笑 1 （0：10-0：40） 字 ドリフ大爆笑 2 ★ ＨＤ 字 深夜食堂 ３ 22


★ ＨＤ 秘密結社 鷹の爪 ～ゴールデン・スペル～　＃12（終）
（0：40-1：00）


※明日休止 ＨＤ 劇場版　仮面ライダーＯＯＯ（オーズ） 
＜JAM Project ライブツアー開催記念　 ＜JAM Project ライブツアー開催記念　 ＷＯＮＤＥＲＦＵＬ　将軍と２１のコアメダル　


「JAM BANG！(ジャムバン）」TV初放送！＞ 「JAM BANG！(ジャムバン）」TV初放送！＞ ディレクターズカット版


★ ＨＤ 神ノ牙-JINGA- 10 ＨＤ JAM Project結成20周年＆映画化記念特番
★ ＨＤ 神ノ牙-JINGA- 11 「JAM BANG！(ジャムバン）」 （1：00-2：25）
★ ＨＤ 神ノ牙-JINGA-（終） 12 【独占スペシャルボーナストラック付】 ＜【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 7
（2：25-3：00）


★ 字 Shimura X　セレクト放送 41 情報番組


字 ドリフ大爆笑 114 ★ 字 ドリフ大爆笑 115 ★ ＨＤ 劇場版　教科書にないッ！４


※明日休止 （3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55）


★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 112 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 113 ★ ＨＤ 字 西部警察 ＨＤリマスター版 114


※明日休止 （4：55-6：00） （4：55-6：00） （4：55-6：00）


ファミリー劇場　２０２１年９月番組表 ［５]


★・・・初回放送　


9/27（月） 9/28（火） 9/29（水） 9/30（木）
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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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６.155フォードvsフェラーリ
８.50　『フォードvsフェラーリ』


を語る
９.155ダ・ヴィンチ・コード
	 ［エクステンデッド版］
０.155天使と悪魔
	 ［エクステンデッド版］
２.455インフェルノ（2016）
５.005アップグレード
	 ローガン・
	 マーシャル＝グリーンi
７.005魔女がいっぱい
	 アン・ハサウェイi
９.005ハイ・ライフ
	 ロバート・パティンソンi
11.005テッド
１.005デッド・ドント・ダイ
３.005長沙里9.15
５.005エスケープ・ルーム


（2019）


６.455トーテム	呪いの首飾り
８.305カリフォルニア・ダウン＊1


10.40　ダウントン・アビー	
	 シーズン4⑦⑧
１.005スペル（2020）
２.455幼い依頼人
４.455ファヒム	パリが見た奇跡
最強・無敵のアクションヒロイン大集合
６.455アンダーウォーター
	 クリステン・スチュアートi
８.455The	Witch／魔女
11.005ナイト・オブ・キリング	
	 失われた記憶①
０.305IT'S	A	SIN	哀しみの
	 天使たち②
１.30　イップ・マン外伝	
	 マスターZ
３.30　作品未定
５.005スローターハウス・
	 ルールズ


７.005こころに剣士を
８.505建築学概論
11.00　ダウントン・アビー	
	 シーズン4⑨⑩I
１.00　デッド・シティ
２.455STUBER／ストゥーバー
４.305家族を想うとき
最強・無敵のアクションヒロイン大集合
６.305ブレイキング・イン
	 ガブリエル・ユニオンi
８.155ワンダーウーマン1984
	 ガル・ガドットi


金曜HORROR穴
11.00　ディープ・シャーク
	 ディーン・コクランi
０.455ナイト・オブ・キリング	
	 失われた記憶①
２.15510人の泥棒たち
４.455きっと、
	 星のせいじゃない。


７.00　作品未定
９.155タンタンの冒険／
	 ユニコーン号の秘密
11.155猿の惑星：
	 新世紀（ライジング）
１.305ジュディ	虹の彼方に
３.455ミニオンズ
	 gサンドラ・ブロックi
５.305パピヨン	（2017）
	 チャーリー・ハナムi
８.005ポゼッションズ	
	 血と砂の花嫁①


メガヒット９
９.005ディヴァイン・フューリー
	 ／使者
	 パク・ソジュンi
11.305哀しき獣
２.005ペット・セメタリー


（2019）
４.005キングスマン


６.455ソニック・ザ・ムービー
８.305アス
10.40　ダウントン・アビー	
	 シーズン4①②
１.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑧
２.005ランボー
３.455ランボー／怒りの脱出
５.305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
	 シルヴェスター・
	 スタローンi
11.005BRAVE	NEW	WORLD／ブレ
	 イブ・ニュー・ワールド⑨I
０.155イエスタデイ（2019）
２.305ふたつの名前を持つ少年
４.305猿の惑星：	


新世紀（ライジング）


６.45　ポップスター
９.005テッド
11.00　ダウントン・アビー	
	 シーズン4③④
１.00　ステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？③④


メガヒット９
２.005ラスト・クリスマス
	 （2019）
４.005エリック・クラプトン
	 ～12小節の人生～
６.305ジュディ	虹の彼方に
８.455悪女／AKUJO
11.00　ステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？⑤⑥
０.005BRAVE	NEW	WORLD／ブレ
	 イブ・ニュー・ワールド⑨I
１.15　イップ・マン	序章
３.15　イップ・マン	葉問
５.155ライク、シェア、フォロー


７.00　きっと	ここが帰る場所
９.155ムスタング
11.00　ダウントン・アビー	
	 シーズン4⑤⑥
１.005IT'S	A	SIN	哀しみの
	 天使たち①
２.005フォードvsフェラーリ
４.35　『フォードvsフェラーリ』


を語る
５.005ある戦争
７.005ブラック	アンド	ブルー
９.005ハーレイ・クインの華麗
	 なる覚醒	Birds	of	Prey
11.005IT'S	A	SIN	哀しみの
	 天使たち②
０.00　ステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？⑤⑥
１.005イップ・マン	継承
３.005イップ・マン	完結
５.005ゾンビの中心で、愛をさけぶ


６.305ヒトラーと戦った22日間
８.35　IN	FOCUS
８.455ストーリー・オブ・マイラ


イフ／わたしの若草物語
11.155家族を想うとき
１.15　ポップスター
	 ナタリー・ポートマンi
３.305イエスタデイ（2019）
	 ヒメーシュ・パテルi
５.45　きっと	ここが帰る場所
	 ショーン・ペンi
８.005IT'S	A	SIN	
	 哀しみの天使たち①
９.00　作品未定
11.305悪党に粛清を
	 マッツ・ミケルセンi
１.155ブレイキング・イン
３.005こころに剣士を
５.005ブレイクスルー		


奇跡の生還


６.455ジュディ	虹の彼方に
８.505ランボー3／
	 怒りのアフガン
10.40　ダウントン・アビー	
	 シーズン2⑤⑥
１.005DEVILS～金融の悪魔～⑩I
２.105少女ファニーと運命の旅
４.005タンタンの冒険／
	 ユニコーン号の秘密
６.005ダ・ヴィンチ・コード
	 ［エクステンデッド版］


時間逆行サスペンス
９.005TENET	テネット
	 ジョン・デヴィッド・
	 ワシントンi
11.45　ステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？①②
０.455ペット・セメタリー（2019）
２.45　デッド・シティ
４.305FARGO／ファーゴ3⑤⑥


６.455野性の呼び声
８.455ランボー	最後の戦場
	 シルヴェスター・
	 スタローンi
10.30　ダウントン・アビー	
	 シーズン2⑦⑧
１.005ビカミング・ア・ゴッド⑩I
２.00　作品未定


４.155ザ・レイド
	 イコ・ウワイスi
６.155天使と悪魔
	 ［エクステンデッド版］
	 トム・ハンクスi
９.005ゲーム・オブ・スローンズ	
	 第一章：七王国戦記①②
11.255ゲーム・オブ・スローンズ	
	 第一章：七王国戦記③～⑤
３.005STUBER／ストゥーバー
４.455FARGO／ファーゴ3⑦⑧


６.455ライク、シェア、フォロー
８.305ランボー	ラスト・	


ブラッド
10.30　ダウントン・アビー	
	 シーズン2⑨I
０.155シェイクスピアの庭
２.155トーテム	呪いの首飾り
４.005ザ・レイド	GOKUDO
６.455インフェルノ（2016）
	 トム・ハンクスi
９.005テッド
	 マーク・ウォルバーグi


金曜HORROR穴
11.00　血のバレンタイン
	 ポール・ケルマンi
０.455ファヒム	パリが見た奇跡
	 アサド・アーメッドi
２.455栄光のランナー／	


1936ベルリン
５.155FARGO／ファーゴ3⑨


６.155FARGO／ファーゴ3⑩I
７.15　サウルの息子
９.155ソニック・ザ・ムービー
11.005感染家族


ブルース・リーの恩師
『イップ・マン』シリーズ完全網羅
１.00　イップ・マン	序章
３.00　イップ・マン	葉問
５.005イップ・マン	継承
７.00　イップ・マン外伝	
	 マスターZ
	 マックス・チャンi
９.005イップ・マン	完結
	 ドニー・イェンi
11.00　作品未定
０.455アイアムアヒーロー
	 大泉洋i
３.005ザ・ビートルズ	EIGHT	DAYS	


A	WEEK	The	Touring	Years
５.005パージ


７.005悪党に粛清を
８.455ランボー
10.30　ダウントン・アビー	
	 シーズン2①②
１.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑥
２.005ザ・エージェント
４.305こころに剣士を
６.15　ナチスの善人


時間逆行サスペンス
７.155ハッピー・デス・デイ
	 ジェシカ・ロースi
９.005ハッピー・デス・デイ	
	 2U
	 ジェシカ・ロースi
11.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑦
０.005幼い依頼人
２.10　ポップスター
４.105FARGO／ファーゴ3①②


６.305キングスマン
８.505ランボー／怒りの脱出
10.40　ダウントン・アビー	
	 シーズン2③④
１.00　ステージド	俺たちの舞台、
	 ステイホーム！④～⑥I


メガヒット９
２.305ワンダーウーマン1984
５.155スローターハウス・
	 ルールズ
７.155ドミノ	復讐の咆哮
９.005メメント
11.00　ステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？①②
０.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑦
１.005アップグレード
３.005ゾンビマックス！
	 怒りのデス・ゾンビ
４.455FARGO／ファーゴ3③④


７.45　アウシュヴィッツ
	 ～カラーで蘇る悲劇の記録
９.105アルゴ
11.205ブルータル・ジャスティス
２.155300	＜スリーハンドレッド＞
４.305300	＜スリーハンドレ


ッド＞	～帝国の進撃～
	 サリヴァン・
	 ステイプルトンi
６.305ザ・エージェント
	 トム・クルーズi
９.005ドミノ	復讐の咆哮
	 ニコライ・
	 コスター＝ワルドウi
10.455キングスマン
	 コリン・ファースi
１.005ゾンビマックス！
	 怒りのデス・ゾンビ
２.455ちいさな独裁者
５.005野性の呼び声


６.005猿の惑星：
	 新世紀（ライジング）
８.30510人の泥棒たち
11.00　ダウントン・アビー	
	 シーズン3⑤⑥
『イップ・マン』シリーズ完全網羅
１.005イップ・マン	完結
３.00　イップ・マン外伝	
	 マスターZ
５.005ふたつの名前を持つ少年
７.005長沙里9.15
	 キム・ミョンミンi
９.00　作品未定
11.005IT'S	A	SIN	哀しみの
	 天使たち①
０.00　ステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？③④
１.005インフェルノ（2016）
３.155トーテム	呪いの首飾り
５.005シェイクスピアの庭


６.455アップグレード
８.455魔女がいっぱい
10.40　ダウントン・アビー	
	 シーズン3⑦⑧
１.005アス
３.155ペット・セメタリー


（2019）
５.155ライク、シェア、フォロー
	 キーナン・ロンズデールi
７.005わたしを離さないで
	 キャリー・マリガンi
９.005ゲーム・オブ・スローンズ	
	 第一章：七王国戦記⑥⑦
11.205ゲーム・オブ・スローンズ	
	 第一章：七王国戦記⑧⑨
１.405ゲーム・オブ・スローンズ	
	 第一章：七王国戦記⑩I
２.505IT'S	A	SIN	哀しみの
	 天使たち①
３.505赦しのちから


６.005哀しき獣
８.40　作品未定
11.00　ダウントン・アビー	
	 シーズン3⑨⑩I
１.005名もなき生涯
４.00　ナチスの善人
５.005ハイ・ライフ
７.005ザ・ビートルズ	EIGHT	


DAYS	A	WEEK	The	
Touring	Years


９.005ムスタング
	 マティアス・
	 スーナールツi


金曜HORROR穴
11.005デッド・ドント・ダイ
	 ビル・マーレイi
１.005フォードvsフェラーリ
３.35　『フォードvsフェラーリ』


を語る
４.005感染家族


６.005幼い依頼人
８.155ソニア	ナチスの女スパイ
10.155カリフォルニア・ダウン＊1


時間逆行サスペンス
０.305ハッピー・デス・デイ
２.155ハッピー・デス・デイ	
	 2U
４.155メメント
６.155TENET	テネット
	 ジョン・デヴィッド・
	 ワシントンi


メガヒット９
９.005ラスト・クリスマス
	 （2019）
	 エミリア・クラークi
11.005建築学概論
１.155栄光のランナー／
	 1936ベルリン
３.455家族を想うとき
５.305ジェイソン・ボーン


７.005少女ファニーと運命の旅
８.455スローターハウス・
	 ルールズ
10.40　ダウントン・アビー	
	 シーズン3①②
１.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑦
『イップ・マン』シリーズ完全網羅
２.00　イップ・マン	序章
４.00　作品未定
５.455ちいさな独裁者
８.00　アウシュヴィッツ
	 ～カラーで蘇る悲劇の記録
９.155スペル（2020）
11.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑧
０.005ダ・ヴィンチ・コード
	 ［エクステンデッド版］
３.005ある戦争
５.005アンダーウォーター


６.455きっと、	
星のせいじゃない。


９.005スポンティニアス
11.00　ダウントン・アビー	
	 シーズン3③④
１.00　ステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？①②
『イップ・マン』シリーズ完全網羅
２.00　イップ・マン	葉問
４.005イップ・マン	継承
６.005エスケープ・ルーム


（2019）
８.005ブルータル・ジャスティス
11.00　ステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？③④
０.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑧
１.005天使と悪魔
	 ［エクステンデッド版］
３.305パピヨン	（2017）


６.455感染家族
８.455ザ・ビートルズ	EIGHT	DAYS	


A	WEEK	The	Touring	Years
10.40　ダウントン・アビー	
	 シーズン5①②
１.005BRAVE	NEW	WORLD／ブレ
	 イブ・ニュー・ワールド⑨I
２.15　きっと	ここが帰る場所
４.305スポンティニアス
６.305ヒトラーと戦った22日間
	 コンスタンチン・
	 ハベンスキーi
８.455アルゴ
	 ベン・アフレックi
11.005ポゼッションズ	
	 血と砂の花嫁①
０.005ブルータル・ジャスティス
３.005悪女／AKUJO
５.155ハーレイ・クインの華麗


なる覚醒	Birds	of	Prey


７.155ソニア	ナチスの女スパイ
９.155ドミノ	復讐の咆哮
11.00　ダウントン・アビー	
	 シーズン5③④
１.00　ステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？⑤⑥


メガヒット９
２.005ディヴァイン・フューリー
	 ／使者
	 パク・ソジュンi
４.305ジェイソン・ボーン
	 マット・デイモンi
６.45　作品未定
８.455カリフォルニア・ダウン＊1


	 ドウェイン・ジョンソンi
11.00　ステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？⑦⑧I
０.005ポゼッションズ	
	 血と砂の花嫁①


（1.00～7.00放送休止）


７.005ファヒム	パリが見た奇跡
９.005ラスト・クリスマス


（2019）
11.00　ダウントン・アビー	
	 シーズン5⑤⑥
１.005IT'S	A	SIN	哀しみの
	 天使たち②
２.005赦しのちから
４.15　作品未定
６.455建築学概論
９.005わたしを離さないで
	 キャリー・マリガンi
11.005IT'S	A	SIN	哀しみの
	 天使たち③
０.00　ステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？⑦⑧I
１.005300	＜スリーハンドレッド＞
３.105300	＜スリーハンドレ


ッド＞	～帝国の進撃～
５.005スペル（2020）


６.45　デッド・シティ
８.305ちいさな独裁者
10.40　ダウントン・アビー	
	 シーズン5⑦⑧
１.005ナイト・オブ・キリング	
	 失われた記憶①
２.305栄光のランナー／
	 1936ベルリン
５.005ブレイクスルー	
	 奇跡の生還
７.005イエスタデイ（2019）
	 ヒメーシュ・パテルi
９.15Cサンダーバード（1966）
	 NHK版
11.005ナイト・オブ・キリング	
	 失われた記憶②
０.155IT'S	A	SIN	哀しみの
	 天使たち③
１.155悪党に粛清を
３.005名もなき生涯


６.005赦しのちから
８.155ミニオンズ
	 gサンドラ・ブロックi
10.00　ダウントン・アビー①
11.15　ダウントン・アビー②
０.15　ダウントン・アビー③
１.15　ダウントン・アビー④
２.15　ダウントン・アビー⑤
３.15　ダウントン・アビー⑥
４.15　ダウントン・アビー⑦I
５.30　ダウントン・アビー	
	 シーズン2①②
８.00　ダウントン・アビー再訪
	 ～カーソンと巡る
	 ハイクレア城
９.005ソニア	ナチスの女スパイ
	 イングリッド・ボルゾ・


ベルダルi
11.005アス


（1.00～7.00放送休止）


７.005長沙里9.15
９.005わたしを離さないで
11.00　作品未定
最強・無敵のアクションヒロイン大集合
１.305アンダーウォーター
３.155ブラック	アンド	ブルー
	 ナオミ・ハリスi
５.155ブレイキング・イン
	 ガブリエル・ユニオンi
７.005ハーレイ・クインの
	 華麗なる覚醒	
	 Birds	of	Prey
	 マーゴット・ロビーi
９.005ワンダーウーマン1984
	 ガル・ガドットi
11.455悪女／AKUJO
	 キム・オクビンi
２.005The	Witch／魔女
４.155ゾンビの中心で、
	 愛をさけぶ


６.005STUBER／ストゥーバー
７.455ブレイクスルー	奇跡の


生還
９.455ふたつの名前を持つ少年
11.40　アウシュヴィッツ
	 ～カラーで蘇る悲劇の記録
１.005DEVILS～金融の悪魔～⑨
２.10　ジョン・レノン，
	 ニューヨーク
４.15　ポール・マッカートニー
	 ／ゲット・バック
６.05　IN	FOCUS
６.155ストーリー・オブ・マイラ


イフ／わたしの若草物語
８.455300	＜スリーハンドレッド＞
11.005DEVILS～金融の悪魔～⑩I
０.10　ステージド	俺たちの舞台、
	 ステイホーム！④～⑥I
１.405哀しき獣
４.155ザ・レイド


６.155タンタンの冒険／ユニコ
ーン号の秘密


８.155ジェイソン・ボーン
10.305ザ・エージェント
１.005ビカミング・ア・ゴッド⑨
２.005アイアムアヒーロー
４.15510人の泥棒たち
	 キム・ユンソクi
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
９.005300	＜スリーハンドレッド＞	


～帝国の進撃～
	 サリヴァン・	


ステイプルトンi
11.005ビカミング・ア・ゴッド⑩I
０.005DEVILS～金融の悪魔～⑩I
１.105アルゴ
３.305ザ・レイド	GOKUDO


６.155エスケープ・ルーム
（2019）


８.155ある戦争
10.305エリック・クラプトン
	 ～12小節の人生～
１.005エンツォ	レーサーにな


りたかった犬とある家族
の物語


３.005ソニック・ザ・ムービー
５.00　サウルの息子
７.005野性の呼び声
日本ＶＳ世界のホラーを観る。
掘る。もっと。第２弾


９.005遊星からの物体X	
	 ファーストコンタクト
11.005ザ・フライ
０.455ビカミング・ア・ゴッド⑩I
１.455パージ
３.155パージ：エクスペリメント
５.005スポンティニアス
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『ワンダーウーマン1984』 9/4・7・24
© 2020 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & © DC


『サンダーバード（１９６６）ＮＨＫ版』 9/30
© 1966 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.


『ディヴァイン・フューリー／使者』 9/25・28
© 2020 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.


『ポゼッションズ　血と砂の花嫁　＃１』 9/25・27・28
©2020 / HAUT ET COURT TV / CANAL+ / QUIDDITY


日本特撮が憧れた伝説のT Vシ
リーズがスクリーンで復活！
STAR CHANNEL MOVIES『サ
ンダーバード５５／ＧＯＧＯ』
2022年公開決定！これを記念
し、スターチャンネルでは55周
年長期特別企画が始動。 その
最初の試みとして、9/30の「サ
ンダーバードの日」に劇場版『サ
ンダーバード（1966）N H K版』
を無料放送します。


9/30（木）よる9:15〜


『サンダーバード（1966）
NHK版』無料放送


『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒　Ｂｉｒｄｓ ｏｆ Ｐｒｅｙ』 9/4・22・27
TM and © DC © Warner Bros. Ent. Inc.  All Rights Reserved.


勇猛果敢に敵や悪事に立ち向か
う姿は痛快そのもの！そんなア
クションヒロインが大活躍する
映画を特集放送します。


9/4（土）午後1:30〜　一挙放送
9/21（火）〜9/24（金）


よる7:00頃〜 4日連続放送


『ワンダーウーマン 1984』
『ハーレイ・クインの華麗なる
覚醒　Ｂｉｒｄｓ ｏｆ Ｐｒｅｙ』


『Ｔｈｅ Ｗｉｔｃｈ／魔女』
『ブラック アンド ブルー』ほか


全7作品


最強・無敵の
アクションヒロイン大集合


※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。
＊1 本作品には、津波の映像が含まれております。ご了承いただきました上、ご鑑賞くださいますようお願い申し上げます。


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9 2021
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9 [SEP] 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


531 42
韓チャン！ #155 
En Of Love～Love Mechanics～ #3・#4 
Be Loved in House　約・定～I Do  #11・#12 
男はつらいよ 寅次郎かもめ歌 
柳家喬太郎「白日の約束」 
ふたつの愛  #5・#6
図夢歌舞伎『忠臣蔵』大序から三段目 
図夢歌舞伎『忠臣蔵』四段目 
図夢歌舞伎『忠臣蔵』五・六段目 
番組案内 
STAGE FES 2018 
舞台「銀河英雄伝説 Die Neue These 
第二章 ～それぞれの星～」 
三笑亭夢丸「千両みかん」 
流れ星が消えないうちに 
韓音 
あなたの運命を書いています #4 
週刊K-POPアイドル #509 
スタート I’m Tee, Me Too／
アイム・ティー、ミー・トゥー #1・#2   
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー
in 日活ロマンポルノ #99 
続・色暦大奥秘話　淫の舞 
グラビアアイドル最前線！ 
照る日くもる日（前篇） 


5:15
5:30
7:00
8:15
10:00
10:30
0:30
1:10
1:45
2:45
3:00
5:30


7:30
8:00
10:15
10:30
11:00
0:00


1:30


1:45
3:00
3:15


韓チャン！ #155 
暗行御史：朝鮮秘密捜査団（原題）
#13・#14 
週刊K-POPアイドル #497 
象を喰った連中 
釣りバカ日誌イレブン 
柳家さん喬「締め込み」 
あなたの運命を書いています #3 
週刊K-POPアイドル #508 
韓チャン！ #154 
ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン #228 
番組案内 
鳴神 
宮島のだんまり  
硫黄島 
時をかける少女 
夫婦の世界 #16 
哲仁王后（原題） #15・#16 
番組案内 
戦争に行こうよ！ ２ 
ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン #540 


4:45
5:00


7:30
8:30
10:00
0:00
0:30
1:00
2:00
2:15


3:45
4:00
5:30
6:00
7:30
9:30
11:00
1:30
1:45
3:15


韓チャン！ #154 
暗行御史：朝鮮秘密捜査団（原題）
#9・#10 
侠客探偵 簡不知 #11 
壁あつき部屋 
偽れる盛装 
夫婦の世界 #13 
私たち、家族です～My Unfamiliar 
Family～#13・#14 
元禄忠臣蔵　御浜御殿綱豊卿 
醍醐の花見 
少年宮本武蔵　晴姿稚児の剣法 
花吹雪はしご一家  #12
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #43・#44 
復讐せよ～あなたの恨み晴ら
します～  #5・#6 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー 
in 日活ロマンポルノ  #99 
色暦大奥秘話 
銀座の女 


4:45
5:00


7:30
8:15
10:15
0:00
1:30


4:15
6:00
6:30
8:00
9:00


11:00


1:30


1:45
3:00


韓流スタージャックＳ★Ciipher 後編 
釣りバカ日誌１２ 史上最大の有給休暇 
In Time With You 
～君の隣に～ #21・#22
キャトル・ドライブ  
悪魔のようなあいつ #8
花吹雪はしご一家 #12
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 
狼殿下（原題） #13・#14 
「マーダーミステリーシアター　演技の代償」
（2021/2/22　14時公演） 
番組案内 
Brand New Musical Concert 2019 
風間杜夫「粗忽長屋」 
ノーマ東京 世界一のレストラン
が日本にやって来た 
In Time With You 
～君の隣に～ #23・#24 
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 
半處女 
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暗行御史：朝鮮秘密捜査団（原題）
#11・#12 
侠客探偵 簡不知 #12 
暖流（1939年） 
山男の歌 
韓チャン！ #155 
夫婦の世界 #14 
哲仁王后（原題） #13・#14 
坂東竹三郎の世界　怪異 有馬猫  
番組案内 ［歌舞伎］ 
柳家小んぶ「たいこ腹」 
大人と子供のあいの子だい 
海を駆ける 
夫婦の世界 #15 
私たち、家族です～My Unfamiliar 
Family～ #15・#16 
右門捕物帖 まぼろし変化 
韓流スタージャックＳ★Ciipher 後編 
ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン #227 
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番組案内 
暗行御史：朝鮮秘密捜査団（原題） 
#15・#16 
侠客探偵 簡不知 #13 
嫁ぐ日 
十七才の断崖 
桂福團治「ねずみ穴」 
韓音 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #43 
黒薔薇の家 #89～92   
色彩間苅豆　かさね 
曽我綉俠御所染　御所五郎蔵
男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花 
はばたけ！真理ちゃん #3 
NEW 孤城閉～仁宗、その愛と
大義～#1・#2 
NEW  En Of Love～This Is 
Love Story～ #1・#2 
＜アニメ映画＞パタリロ！スターダスト計画 
Be Loved in House　約・定
～I Do　番外編【約定の後】 
グラビアアイドル最前線！ 
笑福亭銀瓶「阿弥陀池」 
韓流スタージャックＳ★Ciipher 後編 
ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン #521 
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韓チャン！ #154・#155 
NEW  En Of Love～This Is 
Love Story～ #1・#2 
Be Loved in House　約・定
～I Do　番外編【約定の後】 
韓音 
尾道  
釣りバカ日誌１２ 史上最大の有給休暇 
番組案内 
ときめき夢サウンド
砂に書いたラブレター 
ときめき夢サウンド　今夜は歌おう
ポール・アンカとニール・セダカ 
図夢歌舞伎『忠臣蔵』七段目 
図夢歌舞伎『忠臣蔵』九・十一段目 
柳家小んぶ「たいこ腹」 
舞台「KING OF PRISM
 -Shiny Rose Stars-」 
KERA CROSS第三弾
「カメレオンズ・リップ」 
海を駆ける 
あなたの運命を書いています #5 
週刊K-POPアイドル #510 
I’m Tee, Me Too／アイム・
ティー、ミー・トゥー #3・#4 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー
in 日活ロマンポルノ #100 
昼下りの情事　噂の看護婦 
暁の脱走 
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韓音 
場合の数（原題） #7・#8 
週刊K-POPアイドル #498 
銀座の女 
野火 
あなたの運命を書いています #4 
週刊K-POPアイドル #509 
韓流スタージャックＳ★Ciipher 後編 
ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン #229 
韓チャン！ #154 
菅原伝授手習鑑　筆法伝授 
月宴紅葉繍 
柳家小太郎（現・㐂三郎）「心眼」 
番組案内 
暖流（1939年） 
アンダーウェア・アフェア 
夫婦の世界 SP #2   
哲仁王后（原題） #17・#18 
グラビアアイドル最前線！ 
セックス詐欺の女　濡れてよがる 
韓チャン！ #155 
ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン #541 
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場合の数（原題） #3・#4 
侠客探偵 簡不知 #15 
夜の河 
東海道は兇状旅 
韓チャン！ #155 
夫婦の世界 #15 
私たち、家族です～My Unfamiliar
Family～ #15・#16 
正札附根元草摺  
鳴神 
安城家の舞踏会 
番組案内 
花吹雪はしご一家  #13
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #45 
動物の狩り方 
韓音 
復讐せよ～あなたの恨み晴ら
します～ #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 #99 
大奥秘話　晴姿姫ごと絵巻 
虹をつかむ男  南国奮斗篇 
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韓流スタージャックＳ★Ciipher 後編 
スタート I’m Tee, Me Too／
アイム・ティー、ミー・トゥー #1・#2 
柳亭小痴楽「花色木綿」 
In Time With You ～君の隣に～ #23・#24 
夜の最前線　東京（秘）地帯 
悪魔のようなあいつ  #9
花吹雪はしご一家  #13
はばたけ！真理ちゃん #3 
NEW  孤城閉～仁宗、その愛と
大義～ #1・#2 
狼殿下（原題） #15・#16 
「マーダーミステリーシアター　演技の代償」
（2021/2/22　19時公演） 
韓流ぴあ Presents Kミュージカル
スペシャル「笑う男」コンサート 
こまつ座「木の上の軍隊」
（2016年版） 
三遊亭兼好「子ほめ」 
はやぶさ／HAYABUSA 
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 #100 
（本）噂のストリッパー   
グラビアアイドル最前線！ 
海の地図 
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場合の数（原題） #5・#6 
侠客探偵 簡不知 #16 
偽れる盛装 
維新前夜 
夫婦の世界 #16 
哲仁王后（原題） #15・#16 
絵本太功記　尼ヶ崎閑居の場 
宿の月 
象を喰った連中 
七人の弔 
スタート  夫婦の世界 SP #1   
インディアン・ピンク 
キネマの天地 
韓チャン！ #154 
ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン #228 
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韓チャン！ #154 
スタート  場合の数（原題） 
#1・#2 
侠客探偵 簡不知 #14 
源氏物語 
暁の脱走 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～#44 
復讐せよ～あなたの恨み晴ら
します～ #5・#6 
与話情浮名横櫛　源氏店  
阿国歌舞伎夢華 
番組案内 
腰抜け巌流島  
悪魔のようなあいつ  #9
狼殿下（原題）#15・#16 
黒薔薇の家 #93～96   
番組案内 
揉めよドラゴン　爆乳乱れ咲き 
虹をつかむ男 
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黒薔薇の家 #13・#14 
夫婦の世界 #7 
スタート  花の都に虎（とら）われて
～The Romance of Tiger 
and Rose～  #1 
キャトル・ドライブ  
虹をつかむ男 
映画「護られなかった者たちへ」
公開記念特番 
探偵麗女～恋に落ちたシャー
ロック姫～ #3 
黒薔薇の家 #101～#104 
絵本太功記　尼ヶ崎閑居の場 
醍醐の花見 
柳家勧之助「熊の皮」 
釣りバカ日誌１２ 史上最大の有給休暇 
はばたけ！真理ちゃん #6 
孤城閉～仁宗、その愛と大義～
#7・#8 
Hello Stranger（原題）#5～#8 
HIStory4 隣のきみに恋して
～Close to You #3・#4 
韓流スタージャックＳ★
Ciipher 後編 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #524 
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三笑亭夢丸「千両みかん」 
花の都に虎（とら）われて～
The Romance of Tiger 
and Rose～ #3 
風流あじろ笠 
硫黄島 
柳家小太郎（現・ 三郎）「心眼」 
アンダーウェア・アフェア 
人生株式会社 #3 
アリス（原題）#3・#4 
奴道成寺 
与話情浮名横櫛　源氏店  
黄金獣 
花吹雪はしご一家  #16
探偵麗女～恋に落ちたシャー
ロック姫～ #5・#6 
復讐せよ～あなたの恨み晴ら
します～ #13・ #14 
韓チャン！#156 
鈴木家の嘘 
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桂雀 「々代書」 
韓音 
黒薔薇の家 #17・#18 
夫婦の世界 #9 
花の都に虎（とら）われて～The Romance 
of Tiger and Rose～ #4 
廃市 
夜の最前線　東京（秘）地帯 
柳亭小痴楽「花色木綿」 
韓チャン！ #156 
人生株式会社 #4 
NEW ドラマワールド（原題）
#1・#2 
韓流スタージャックＳ★Ciipher 後編 
番組案内 
京鹿子娘道成寺 道行より鐘入りまで 
月宴紅葉繍 
玉川太福「清水次郎長伝　
石松三十石船道中」 
夜の河 
ノーマ東京　世界一のレストランが
日本にやって来た 
映画「護られなかった者たちへ」
公開記念特番 
人生株式会社 #5 
アリス（原題）#5・#6 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー
in 日活ロマンポルノ#100 
（本）噂のストリッパー   
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 #231 
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韓チャン！ #155 
黒薔薇の家 #15・16 
夫婦の世界 #8 
花の都に虎（とら）われて～
The Romance of Tiger 
and Rose～ #2 
お嬢さま捕物帖 恋の捕縄 
虹をつかむ男  南国奮斗篇   
柳家喬太郎「白日の約束」 
探偵麗女～恋に落ちたシャー
ロック姫～ #4 
復讐せよ～あなたの恨み晴ら
します～ #11・#12 
色彩間苅豆　かさね 
らくだ 
銀座の女 
悪魔のようなあいつ  #12
狼殿下（原題）#21・#22 
NEW  哲仁王后 竹の森  （原題）
前編・後編 
柳家花緑「岸柳島」 


全停波
（～29日 7:00）
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場合の数（原題） #9・#10 
侠客探偵 簡不知 #17 
山男の歌 
大人と子供のあいの子だい 
忍術　猿飛佐助 
韓音 
解憂（かいゆう）～西域に嫁いだ
姫君～ #45 
黒薔薇の家 #93～#96 
恋女房染分手綱　重の井 
らくだ 
番組案内 
男はつらいよ 寅次郎かもめ歌 
番組案内 
はばたけ！真理ちゃん #4   
孤城閉～仁宗、その愛と大義～
#3・#4 
En Of Love～This Is Love 
Story～ #3 
En Of Love～Recap&Cast 
Talk～ 
劇場版「パタリロ！」 
韓チャン！ #155 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #522 
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韓チャン！ #155 
スタート  黒薔薇の家
#1・#2 
スタート  夫婦の世界 #1 
週刊K-POPアイドル #499 
夜の河 
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 #5 
週刊K-POPアイドル #510 
韓流スタージャックＳ★Ciipher 後編 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #230 
韓音 
元禄忠臣蔵　御浜御殿綱豊卿 
正札附根元草摺  
十七才の断崖 
はやぶさ／HAYABUSA 
人生株式会社 #2 
哲仁王后（原題）#19・#20 
番組案内 
揉めよドラゴン  爆乳乱れ咲き 
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 #542 
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柳家さん喬「締め込み」 
場合の数（原題）#13・#14 
侠客探偵 簡不知  #19 
廃市 
源氏物語 
スタート  夫婦の世界 SP 
#1   
＜グランドシネマ＞『日本橋』 
京鹿子娘道成寺　
道行より鐘入りまで 
宿の月 
番組案内 
照る日くもる日（後篇） 
花吹雪はしご一家  #14
NEW  探偵麗女～恋に落ちた
シャーロック姫～ #1・#2 
復讐せよ～あなたの恨み晴ら
します～ #9・#10 
時をかける少女 
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 #100 
女教師　汚れた噂 
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韓チャン！ #155 
I’m Tee, Me Too／アイム・
ティー、ミー・トゥー #3・#4 
男はつらいよ 
寅次郎かもめ歌 
鈴木家の嘘 
悪魔のようなあいつ  #10
花吹雪はしご一家  #14
はばたけ！真理ちゃん #4   
孤城閉～仁宗、その愛と大義～
#3・#4 
狼殿下（原題）#17・#18 
M&Oplaysプロデュース
「白昼夢」 
火星の二人 
ミュージカル
「アルスラーン戦記」 
韓チャン！  #156 
NEW  哲仁王后　竹の森（原題）
前編・後編  　
七人の弔 
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 #100 
噂の女　朝まで抱いて 
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番組案内 
場合の数（原題）#15・#16 
侠客探偵 簡不知 #20 
安城家の舞踏会 
桂福團治「ねずみ穴」 
忍法破り必殺 
夫婦の世界 SP #2   
哲仁王后（原題） #17・ #18 
奴道成寺 
色彩間苅豆　かさね 
嫁ぐ日 
流れ星が消えないうちに 
韓チャン！ #156 
NEW  人生株式会社 #1 
スタート  アリス（原題）
#1・#2 
グラビアアイドル最前線！ 
エロ義母と発情息子　淫らな家族 
韓音 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #229 
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韓流スタージャックＳ★
Ciipher 後編 
場合の数（原題）  #11・ #12 
侠客探偵 簡不知  #18 
少年宮本武蔵　
晴姿稚児の剣法 
半處女 
釣りバカ日誌イレブン 
復讐せよ～あなたの恨み晴ら
します～#7・#8 
坂東竹三郎の世界　
怪異 有馬猫  
藤娘<字幕付> 
照る日くもる日（前篇） 
番組案内 
悪魔のようなあいつ  #10
狼殿下（原題） #17・#18 
黒薔薇の家#97～#100 
戦争に行こうよ！ ２ 
キャトル・ドライブ  
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グラビアアイドル最前線！ 
アンダーウェア・アフェア 
En Of Love～This Is Love 
Story～ #3 
En Of Love～Recap&Cast 
Talk～ 
柳家勧之助「熊の皮」 


M&Oplaysプロデュース
「ライクドロシー」 
芝居噺『名人長二』 
第十回システィーナ歌舞伎
『ＮＯＢＵＮＡＧＡ』 
イマーシブシアター『サクラヒメ』 
～『桜姫東文章』より～ 
ミュージカル
「（愛おしき）ボクの時代」 
舞台「青年Kの矜持」 
＜アニメ映画＞
パタリロ！スターダスト計画 
柳家花緑「岸柳島」 
あなたの運命を書いています #6 
週刊K-POPアイドル #511 
I’m Tee, Me Too／アイム・
ティー、ミー・トゥー  #5・ #6 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー 
in 日活ロマンポルノ #100 
（本）噂のストリッパー 
野火 
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黒薔薇の家 #3・#4 
夫婦の世界 #2 
侠客探偵 簡不知 #21 
黄金獣 
半處女 
桂雀 「々代書」 
NEW  探偵麗女～恋に落ちた
シャーロック姫～ #1 
黒薔薇の家#97～#100 
鳴神 
月宴紅葉繍 
柳亭小痴楽「花色木綿」 
釣りバカ日誌イレブン 
はばたけ！真理ちゃん #5   
孤城閉～仁宗、その愛と大義～
#5・#6 
NEW  Hello Stranger（原題）
#1～#4 
スタート  HIStory4 隣のきみに
恋して～Close to You
#1・#2 
韓チャン！ #156 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #523 
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男はつらいよ 
寅次郎ハイビスカスの花 
NEW  Hello Stranger（原題）
#1～#4 
映画「護られなかった者たちへ」
公開記念特番 
安城家の舞踏会 
手話の部屋 
三遊亭兼好「子ほめ」 
ときめき夢サウンド ブラジルの風 
ときめき夢サウンド ブリティッシュ・ビート 
柳家さん喬「締め込み」 
第80回野村狂言座 
一挙放送  アイドル☆チャレンジ
～STAR LESSON～ #1～#10 
一挙放送  密着スペシャル
「ASTRO in JAPAN ～2020 春～」 
Part1～Part3  
2021 ASTRO JAPAN ONLINE
FANMEETING- All Yours - 
あなたの運命を書いています #7 
週刊K-POPアイドル #512 
I’m Tee, Me Too／アイム・
ティー、ミー・トゥー #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  #100 
噂の女　朝まで抱いて 
壁あつき部屋 
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韓流スタージャックＳ★
Ciipher 後編 
黒薔薇の家 #11・#12 
夫婦の世界 #6 
週刊K-POPアイドル #500 
韓音 
嫁ぐ日 
男はつらいよ 寅次郎かもめ歌  


番組案内 
あなたの運命を書いています #6 
週刊K-POPアイドル #511 
韓チャン！ #155 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #231 
映画「護られなかった者たちへ」
公開記念特番 
曽我綉俠御所染　御所五郎蔵 
藤娘<字幕付> 
流れ星が消えないうちに 
海を駆ける 
人生株式会社  #4
NEW  ドラマワールド（原題） 
#1・#2 
韓チャン！ #156 
グラビアアイドル最前線！ 
エロ義母と発情息子　淫らな家族 
番組案内 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #543 
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柳家喬太郎「白日の約束」 
黒薔薇の家 #7・#8 
夫婦の世界 #4 
侠客探偵 簡不知 #23 
腰抜け巌流島  
暖流（1939年） 
風間杜夫「粗忽長屋」 
韓チャン！ #155 
NEW  人生株式会社 #1 
スタート  アリス（原題） 
#1・#2 
阿国歌舞伎夢華 
恋女房染分手綱　重の井 
柳家小んぶ「たいこ腹」 
番組案内 
山男の歌 
花吹雪はしご一家  #15
探偵麗女～恋に落ちたシャー
ロック姫～ #3・#4 
復讐せよ～あなたの恨み晴ら
します～ #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 #100 
昼下りの情事　噂の看護婦 
十七才の断崖 
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2523
柳家小太郎（現・ 三郎）「心眼」 
黒薔薇の家 #9・#10 
夫婦の世界 #5 
侠客探偵 簡不知 #24 
源氏物語 
海の地図 
笑福亭銀瓶「阿弥陀池」 
人生株式会社 #2 
哲仁王后（原題） #19・ #20 
元禄忠臣蔵　
御浜御殿綱豊卿 
宮島のだんまり  
映画「護られなかった者たちへ」
公開記念特番 
動物の狩り方 
韓国ミュージカル「光州」 
韓音 
人生株式会社 #3 
アリス（原題）  #3・#4 
番組案内 
戦争に行こうよ！２ 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #230 
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韓流スタージャックＳ★
Ciipher 後編 
黒薔薇の家  #5・#6 
夫婦の世界 #3 
侠客探偵 簡不知 #22 
照る日くもる日（後篇） 
釣りバカ日誌１２ 史上最大の
有給休暇 
玉川太福「清水次郎長伝　
石松三十石船道中」 
探偵麗女～恋に落ちたシャー
ロック姫～ #2 
復讐せよ～あなたの恨み晴ら
します～#9・#10 
菅原伝授手習鑑　筆法伝授 
宿の月 
偽れる盛装 
悪魔のようなあいつ  #11
狼殿下（原題） #19・#20 
黒薔薇の家#101～#104 
グラビアアイドル最前線！ 
セックス詐欺の女　濡れてよがる 
東海道は兇状旅 
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韓チャン！ #155 
I’m Tee, Me Too／アイム・
ティー、ミー・トゥー #5・#6 
象を喰った連中 
キネマの天地 
悪魔のようなあいつ  #11
花吹雪はしご一家  #15
はばたけ！真理ちゃん #5   
孤城閉～仁宗、その愛と大義～
#5・#6 
狼殿下（原題）#19・#20 
＜シネマ歌舞伎＞
『蜘蛛の拍子舞』 


ベイビーレイズJAPAN
 「THE LAST SCENE」 
STAGE FES 2018 
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#100 
女教師　汚れた噂 
大人と子供のあいの子だい 
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LIVEスペシャル


MON WED  THU FRI  SAT  SUN TUE


今月のオススメ作品


0570-001-444
衛星劇場カスタマーセンター


IP電話のお客様は


03-6741-7535


最新情報はこちらから！


SNS・公式アカウント


● Twitter： @EISEI_GEKIJO
● L I N E：韓流LINE：@kvs0241o / 舞台LINE：@vnq4522t
●インスタグラム、Facebook ：eiseigekijo  / youtube ：eiseigekijou


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）


中国ドラマ


孤
こ


城
じょう


閉
へい


～仁
じん


宗
そう


、その愛と大義～（全69話）
6（月）スタート！毎週（月）午後9:00～


【再放送】（土）午後1:00～


「琅
ろう


琊
や


榜
ぼう


～麒麟の才子、風雲起こす～」の制作会社が贈る
王
ワン・カイ


凱主演の中国歴史大作ドラマ！


韓国ドラマ


24（金）スタート！ 毎週（金）午後11:00～
【再放送】 翌（金）午後1:30～


ドラマワールド（原題）（全13話）
ハ・ジウォン、ヘンリー出演！


ドラマの最終回後、スペシャル番組も放送！


哲仁王后  竹の森（原題）  前編 / 後編


哲仁王后  ビハインド（原題）  前編 / 後編
18（土） 午後11:30～ほか


10月放送予定


孤
こ


城
じょう


閉
へい


～仁
じん


宗
そう


、その愛と大義～


ドラマワールド
（原題）


©Daylight Entertainment CO.,LTD © 2020 Dramaworld Season 2, LLC. All Rights Reserved


中国ドラマ 韓国ドラマ
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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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18: 30 18: 30


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
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
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22: 00 22: 00


22: 30 22: 30


23: 00 23: 00
★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 21 ヘビ の隠れ身／オオヤ
マネコ 吠え声対決( 字)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 23 ダムを 登る ヤギ／シマ
のないシマウマ( 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！:  第十九話( 字)
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Ani mal  Pl anet
2021年09月編成表


アメ リ カ にいた絶滅動物
を 追え:  デン バー編( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


Hel l o！ワールド :  「 悪者」
の真実( 字)


Hel l o！ワールド :  水を 求め
て( 字)


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)


地球も のがたり :  アパラ
チアの大自然( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★猫忍:  八の巻( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大自然ド キュ メ ン ト
北極圏:  アイ スラ ン ド
( 二)


★ミ ステリ アス・ プラ
ネッ ト :  動物達の楽園エ
チオピ ア高原( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★猫忍:  七の巻( 日)


放送休止


★世界の美味し い旅:  シド
ニー( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大自然ド キュ メ ン ト
北極圏:  ツ ン ド ラ ( 二)


★地球も のがたり :  オー
スト ラ リ アの大自然１
( 二)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  熱帯雨林( 二)


★アワビ ・ ウォ ーズ！
シーズン 1:  命がけの挑
戦( 字)


恐竜と 古代生物 2021夏SP


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)


★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)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


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:  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)


恐竜と 古代生物 2021夏SP


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)


★怪物魚を 追え！ シー
ズン 7:  オカ バン ゴの捕
食集団( 二)


★怪物魚を 追え！ シー
ズン 7:  アラ スカ  漁師失
踪の謎( 二)


★一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  マン モ
ス大調査( 二)


★地球も のがたり :  オー
スト ラ リ アの大自然２
( 二)


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)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


猫忍:  八の巻( 日)


★大空の覇者たち :  メ イ
キン グSP( 二)


コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物
大接近！:  第二十話( 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)


★BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 4 権力争い( 二)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大
接近！:  第二十二話( 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)


☆テキサスWI LDパト
ロ ール！ シーズン 6:
偽り の死( 新) ( 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:  アン デス
山脈( 新) ( 二)


ミ ステリ アス・ プラ ネッ
ト :  動物達の楽園エチオ
ピ ア高原( 二)


★BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 6 子育て( 二)


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)


秘境ミ ステリ ー:  サメ 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)


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)


にゃ んこ 救出大作戦！:  耳の
聞こ えない猫( 二)


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)


大自然ド キュ メ ン ト  北
極圏:  タ イ ガ( 二)


地球も のがたり :  コ スタ
リ カ の大自然( 二)


ネイ チャ ー特選


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)


★アワビ ・ ウォ ーズ！
シーズン 1:  危険な荒海
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


野生の刃


★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)


★秘境ミ ステリ ー:  グリ
ズリ ーの島( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★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)


秘境ミ ステリ ー:  シャ チ
の島( 二)


デン バー動物ク リ ニッ ク
シーズン 4:  カ ルテ9( 字)


放送休止


★中国大自然紀行:
Ep. 3( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 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)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


世界の美味し い旅:  シド ニー
( 二)


秘境ミ ステリ ー:  グリ ズ
リ ーの島( 二)


★にゃ んにゃ んベビ ー成
長記:  ラ グド ール( 二)


★デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
9( 字)


連日放送


★怪物魚を 追え！ シー
ズン 7:  メ コ ン 川の切り
裂き 魔( 二)


★アメ リ カ  奇跡の絶景ト ラ ベル:
Ep. 1 キャ ニオン ラ ン ズ国立公園
( 字)


にゃ んにゃ んベビ ー成長
記:  ラ グド ール( 二)


NY動物園日記 シーズン
3:  Ep. 6 ガウルの引っ 越
し ( 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. 19
ワニ乗り サギ／糞虫の方向感覚
( 字)


★中国大自然紀行:
Ep. 2( 二)


★中国大自然紀行:
Ep. 4( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★世界の美味し い旅:  ペナン
島( 二)


★中国大自然紀行:
Ep. 5( 二)


★中国大自然紀行:
Ep. 6( 二)


★脊椎動物 進化の旅路:
Ep. 2 哺乳類の夜明け
( 二)


★デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
8( 字)


★追跡！未確認モン ス
タ ー:  ジャ ージー・ デビ
ル( 二)


★感動！動物ヘルパー・
スト ーリ ー シーズン 1:
Ep. 4 サーカ スから の解
放( 字)


★NY動物園日記 シーズ
ン 3:  Ep. 7 イ ボイ ノ シシ
動物大使訓練( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
イ ン ド ネシア:  モン スー
ン の恵み( 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)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


アメ リ カ にいた絶滅動物
を 追え:  デン バー編( 二)


★BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 5 求愛( 二)


★大空の覇者たち :  現在
の覇者( 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)


★秘境ミ ステリ ー:  火山
島( 二)


★怪物魚を 追え！ シー
ズン 7:  カ ナダ 未知の恐
怖( 二)


★猫忍:  九の巻( 日)


★地球も のがたり  中南
米の大自然:  熱帯雨林
( 二)


アメ リ カ にいた絶滅動物
を 追え:  ワシン ト ン Ｄ Ｃ
編( 二)


★アメ リ カ にいた絶滅動
物を 追え:  デン バー編
( 二)


☆一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  超絶
レ アな角竜類( 新) ( 二)


★怪物魚を 追え！ S8:
水中の死に神( 二)


秘境ミ ステリ ー:  火山島
( 二)


一獲千金！恐竜ハン タ ー
シーズン 2:  超絶レ アな角
竜類( 二)


怪物魚を 追え！ S8:  水
中の死に神( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★いぬまにあ ザ・ ベスト :
その8 ショ ーの主役( 二)


★いぬまにあ ザ・ ベスト :
その9 働く 犬( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★中国大自然紀行:
Ep. 1( 二)


★BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 1 最初の一歩
( 二)


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( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★解明！魚竜の謎( 二)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  そ
の9 働く 犬( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★大自然ド キュ メ ン ト
美し き 島々 シーズン 1:
ヘブリ ディ ーズ諸島( 二)


★秘境ミ ステリ ー:  悪魔
の島( 二)


★怪物魚を 追え！ シー
ズン 7:  フ ィ ジー 楽園の
襲撃者( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★いぬまにあ ザ・ ベスト :
その10 子犬に夢中( 二)


怪物魚を 追え！ S8:  水
中の死に神( 二)


★かわいいラ ン キン グ
シーズン 5:  ねこ 萌え
( 字)


★にゃ んにゃ んベビ ー成
長記:  ラ グド ール／ベン
ガル( 二)


☆追跡！未確認モン ス
タ ー:  カ ナダの精霊・
ウェ ン ディ ゴ( 新) ( 二)


秘境ミ ステリ ー:  悪魔の
島( 二)


追跡！未確認モン スタ ー:
カ ナダの精霊・ ウェ ン ディ
ゴ( 二)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  アン デス山脈
( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  イ
ン ド ネシア:  巨大生物の
王国( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★テキサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  偽り の
死( 字)


感動！動物ヘルパー・ スト ー
リ ー シーズン 1:  Ep. 4 サー
カ スから の解放( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★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. 18
タ コ 投げオッ ト セイ ／鳥の涙を 飲
む蛾( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン
動物大接近！:  第二十話( 字)


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)


かわいいラ ン キン グ
シーズン 5:  ねこ 萌え
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★いぬまにあ シーズン
2:  その12( 二)


★いぬまにあ シーズン
2:  その13( 二)


にゃ んにゃ んベビ ー成長
記:  ラ グド ール／ベン ガ
ル( 二)


★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( 字)


★冒険！世界ミ ステリ ー
ハン タ ー シーズン 2:
Ep. 13 山下財宝( 二)


一獲千金！恐竜ハン タ ー
シーズン 2:  超絶レ アな
角竜類( 二)


★怒れる 大自然:  Ep. 1
ト ルネード ( 字)


★動物 生き 残り の法則:
シャ チ( 字)


★冒険！世界ミ ステリ ー
ハン タ ー シーズン 4:
ザ・ シーク レ ッ ト  究極
の宝探し 本( 二)


★デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
9( 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( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動
物大接近！:  第二十二話( 字)


★BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 3 安全な住みか
( 二)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 4 権力争い( 二)


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)


★BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 2 自立への道
( 二)


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)


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:  モン スーン
の恵み( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハ
ン タ ー シーズン 2:
Ep. 13 山下財宝( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★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)


★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)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ミ ステリ アス・ プラ ネッ
ト :  動物達の楽園エチオ
ピ ア高原( 二)


★アメ リ カ にいた絶滅動
物を 追え:  ダラ ス編( 二)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 24 白いキリ ン ／チータ ー
の狩り ( 字)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  アン デス山脈
( 二)


一獲千金！恐竜ハン タ ー
シーズン 2:  超絶レ アな
角竜類( 二)


怪物魚を 追え！ S8:  水
中の死に神( 二)


アメ リ カ にいた絶滅動物
を 追え:  ダラ ス編( 二)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:
Ep. 22 日本の海底円形模様／
500歳のサメ ( 字)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  カ ナダの精霊・
ウェ ン ディ ゴ( 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)


地球も のがたり :  オース
ト ラ リ アの大自然１ ( 二)


★アメ リ カ にいた絶滅動
物を 追え:  ロ ス編( 二)


野生の真実







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12


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！:  第二十一話( 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！:  第二十三話( 字)


14: 30 14: 30


15: 00 特集・ 素顔のアフ リ カ 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！ 野生の王国アワー 20: 00
解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 21
ヘビの隠れ身／オオヤマネコ 吠え
声対決( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動
物大接近！:  第二十三話( 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
★解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 25
イ ルカ のSOS／数学のでき るセミ
( 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！:  第二十一話( 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


★動物おも し ろ 劇場( 二) ★昆虫 小さ な成功者
( 二)


★アフ リ カ  動物たちの
実像:  草食動物界の王者
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( 二)


★アフ リ カ  動物たちの
実像:  肉食動物たちの生
と 死( 二)


★巨大海洋生物を追
え！:  Ep. 1 ク ジラ 対イ
カ ( 字)


恐竜と 古代生物 2021夏SP


★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)


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)


大空の覇者たち:  メ イ キ
ングSP( 二)


解明！魚竜の謎( 二)


★あなたの知ら ないU. S. A. :  宝石
鉱山／野生の楽園／アルカ ト ラ ズ
( 二)


にゃ んにゃ んベビー成長
記:  ラ グド ール／ベンガ
ル( 二)


NY動物園日記 シーズン
3:  Ep. 7 イ ボイ ノ シシ動
物大使訓練( 二)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 22
日本の海底円形模様／500歳のサメ
( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 23
ダムを登るヤギ／シマのないシマ
ウマ( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 24
白いキリ ン／チータ ーの狩り ( 字)


★猫ヘルパー シーズン3
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 10( 字)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第二十二話( 字)


特集・ 素顔のアフ リ カ


★アフ リ カ  野生の叙事
詩:  ルアングワ渓谷( 二)


★アフ リ カ  野生の叙事
詩:  ナミ ブ砂漠( 二)


★アフ リ カ  野生の叙事
詩:  オカ バンゴ・ デルタ
( 二)


Ani mal  Pl anet
2021年09月編成表


アメ リ カ にいた絶滅動物
を追え:  ロス編( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★Hel l o！ワールド :  水を求
めて( 字)


★アメ リ カ  奇跡の絶景ト ラ ベル:
Ep. 1 キャ ニオンラ ンズ国立公園
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★中国大自然紀行:
Ep. 2( 二)


★秘境ミ ステリ ー:  サメ
の島( 二)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 2 自立への道
( 二)


猫忍:  八の巻( 日)


猫忍:  九の巻( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


中国大自然紀行:
Ep. 5( 二)


秘境ミ ステリ ー:  火山島
( 二)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 5 求愛( 二)


怪物魚を追え！ S8:  撮
影舞台裏～海の秘密～
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  そ
の9 働く 犬( 二)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  そ
の10 子犬に夢中( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


中国大自然紀行:
Ep. 6( 二)


秘境ミ ステリ ー:  悪魔の
島( 二)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 6 子育て( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


地球も のがたり  中南米
の大自然:  アンデス山脈
( 二)


★アワビ・ ウォ ーズ！
シーズン1:  最後の追い
込み( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


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)


大自然ド キュ メ ント  北
極圏:  ツンド ラ ( 二)


★ワイ ルド ！フ ラ ンク
オースト ラ リ ア:  オース
ト ラ リ ア2( 二)


★ワイ ルド ！フ ラ ンク
オースト ラ リ ア:  オース
ト ラ リ ア3( 二)


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:  モンスーン
の恵み( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


猫忍:  九の巻( 日)


大自然ド キュ メ ント  北
極圏:  アイ スラ ンド ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★追跡！UMA伝説:  イ ン
ド  恐怖のモンキーマン
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


中国大自然紀行:
Ep. 1( 二)


★追跡！UMA伝説:  ボル
ネオ 子供を襲う ド ラ ゴ
ン( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


秘境ミ ステリ ー:  制作舞
台裏( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハ
ンタ ー シーズン2:  Ep. 13
山下財宝( 二)


猫ヘルパー シーズン3～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 10( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★にゃ んこ 救出大作戦！:
ツイ ント ッ プ( 二)


★にゃ んこ 救出大作戦！:
野良猫から のSOS( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★中国大自然紀行:
Ep. 3( 二)


★秘境ミ ステリ ー:  シャ
チの島( 二)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 3 安全な住みか
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


テキサスWI LDパト ロー
ル！ シーズン6:  偽り の
死( 字)


★アワビ・ ウォ ーズ！
シーズン2:  失意から の
出発( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


野生の刃


★秘境ミ ステリ ー:  制作
舞台裏( 二)


★追跡！UMA伝説:  アマ
ゾン 伝説の大蛇( 二)


★追跡！UMA伝説:  アル
ゼンチン 謎のビッ グ
フ ッ ト ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ナマケモノ が行く :  エピ
ソ ード 1( 字)


猫ヘルパー シーズン3～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 10( 字)


★デンバー動物ク リ ニッ
ク  シーズン4:  カ ルテ
10( 字)


連日放送


★ワイ ルド ！フ ラ ンク
オースト ラ リ ア:  オース
ト ラ リ ア1( 二)


大自然ド キュ メ ント  イ
ンド ネシア:  巨大生物の
王国( 二)


★アフ リ カ  野生の叙事
詩:  マシャ ト ゥ ( 二)


追跡！UMA伝説:  アマゾ
ン 伝説の大蛇( 二)


デンバー動物ク リ ニッ ク
シーズン4:  カ ルテ
10( 字)


放送休止


放送休止


世界の美味し い旅:  ペナン
島( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


中国大自然紀行:
Ep. 4( 二)


秘境ミ ステリ ー:  グリ ズ
リ ーの島( 二)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 4 権力争い( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


かわいいラ ンキング
シーズン5:  ねこ 萌え
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


世界の美味し い旅:  ペナン
島( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


怒れる大自然:  Ep. 1　 ト
ルネード ( 字)


追跡！UMA伝説:  アルゼ
ンチン 謎のビッ グフ ッ
ト ( 二)


動物 生き 残り の法則:
シャ チ( 字)


ミ ステリ アス・ プラ ネッ
ト :  秘境のマタ ・ アト ラ
ンティ カ 大西洋岸森林
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★世界の美味し い旅:  豪
州・ ダーウィ ン( 二)


デンバー動物ク リ ニッ ク
シーズン4:  カ ルテ9( 字)


アフ リ カ  野生の叙事詩:
ルアングワ渓谷( 二)


追跡！未確認モンス
タ ー:  カ ナダの精霊・
ウェ ンディ ゴ( 二)


★感動！動物ヘルパー・
スト ーリ ー シーズン1:
Ep. 5 コ アラ の仮住まい
( 字)


★NY動物園日記 シーズ
ン3:  Ep. 8 ト キイ ロコ ン
ド ルお披露目( 二)


★大自然ド キュ メ ント
イ ンド ネシア:  火山が生
んだ国( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★猫忍:  十の巻( 日)


★ワイ ルド ！フ ラ ンク
オースト ラ リ ア:  オース
ト ラ リ ア4( 二)


怒れる大自然:  Ep. 1　 ト
ルネード ( 字)


アメ リ カ にいた絶滅動物
を追え:  ダラ ス編( 二)


アメ リ カ にいた絶滅動物
を追え:  ロス編( 二)


☆一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  巨大
頭蓋骨( 新) ( 二)


★怪物魚を追え！ S8:
撮影舞台裏～海の秘密～
( 二)


☆追跡！未確認モン ス
タ ー:  雪男イ エティ
( 新) ( 二)


☆発見！動物社会のヒ
ミ ツ :  友情( 新) ( 二)


★動物 生き 残り の法則:
ク ラ ゲ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ワイ ルド ！フ ラ ンク
オースト ラ リ ア:  オース
ト ラ リ ア5( 二)


★いぬまにあ ザ・ ベスト :
その11 誤解と 真相( 二)


怪物魚を追え！ S8:  撮
影舞台裏～海の秘密～
( 二)


★かわいいラ ンキング
シーズン5:  陽気な犬
( 字)


★わんにゃ ん・ し あわせ
同居生活:  苦情炸裂( 字)


発見！動物社会のヒ ミ
ツ:  友情( 二)


大自然ド キュ メ ント  イ
ンド ネシア:  モンスーン
の恵み( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


動物 生き 残り の法則:
シャ チ( 字)


感動！動物ヘルパー・ ス
ト ーリ ー シーズン1:  Ep. 5
コ アラ の仮住まい( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 21
ヘビの隠れ身／オオヤマネコ 吠え
声対決( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 22
日本の海底円形模様／500歳のサメ
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


NY動物園日記 シーズン
3:  Ep. 8 ト キイ ロコ ンド
ルお披露目( 二)


デンバー動物ク リ ニッ ク
シーズン4:  カ ルテ
10( 字)


ミ ステリ アス・ プラ ネッ
ト :  秘境のマタ ・ アト ラ
ンティ カ 大西洋岸森林
( 二)
イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第二十四話( 字)


アフ リ カ  野生の叙事詩:
ナミ ブ砂漠( 二)


アフ リ カ  野生の叙事詩:
オカ バンゴ・ デルタ ( 二)


ミ ステリ アス・ プラ ネッ
ト :  秘境のマタ ・ アト ラ
ンティ カ 大西洋岸森林
( 二)


追跡！UMA伝説:  ボルネ
オ 子供を襲う ド ラ ゴン
( 二)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第二十二話( 字)


一獲千金！恐竜ハンタ ー
シーズン2:  超絶レアな
角竜類( 二)


かわいいラ ンキング
シーズン5:  陽気な犬
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★いぬまにあ シーズン
2:  その14( 二)


★いぬまにあ シーズン
2:  その15( 二)


わんにゃ ん・ し あわせ同
居生活:  苦情炸裂( 字)


猫ヘルパー シーズン3～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 10( 字)


テキサスWI LDパト ロー
ル！ シーズン6:  怪し い
遭遇( 字)


☆冒険！世界ミ ステリ ー
ハン タ ー シーズン 4:
ザ・ シーク レ ッ ト  究極の
宝探し 本( 新) ( 二)


一獲千金！恐竜ハンタ ー
シーズン2:  巨大頭蓋骨
( 二)


★怒れる大自然:  Ep. 2
地滑り ( 字)


怒れる大自然:  Ep. 1　 ト
ルネード ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  そ
の10 子犬に夢中( 二)


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)


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:  火山が生ん
だ国( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハン
タ ー シーズン4:  ザ・ シー
ク レッ ト  究極の宝探し 本
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 23
ダムを登るヤギ／シマのないシマ
ウマ( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 24
白いキリ ン／チータ ーの狩り ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ネイ チャ ー特選


発見！動物社会のヒ ミ
ツ:  友情( 二)


一獲千金！恐竜ハンタ ー
シーズン2:  巨大頭蓋骨
( 二)


怪物魚を追え！ S8:  撮
影舞台裏～海の秘密～
( 二)


巨大海洋生物を追え！:
Ep. 1 ク ジラ 対イ カ ( 字)


アフ リ カ  野生の叙事詩:
マシャ ト ゥ ( 二)


アフ リ カ  野生の叙事詩:
マラ ・ マラ ( 二)


★巨大海洋生物を追
え！:  Ep. 2 マダラ イ ル
カ 対キハダマグロ( 字)


ミ ステリ アス・ プラ ネッ
ト :  秘境のマタ ・ アト ラ
ンティ カ 大西洋岸森林
( 二)


追跡！未確認モンス
タ ー:  雪男イ エティ ( 二)


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)


BBC超大作 生き 物の旅
路:  Ep. 4 権力争い( 二)


野生の真実


★変な海の生き 物 大集
合( 二)


追跡！未確認モンス
タ ー:  雪男イ エティ ( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハ
ンタ ー シーズン2:
Ep. 13 山下財宝( 二)


追跡！UMA伝説:  イ ンド
恐怖のモンキーマン( 二)


一獲千金！恐竜ハンタ ー
シーズン2:  巨大頭蓋骨
( 二)


★アフ リ カ  野生の叙事
詩:  マラ ・ マラ ( 二)


★解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 26
雪の下のコ ウモリ ／増殖するザリ
ガニ( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動
物大接近！:  第二十四話( 字)


☆ミ ステリ アス・ プラ
ネッ ト :  秘境のマタ ・
アト ラ ン ティ カ 大西洋
岸森林( 新) ( 二)


☆テキサスWI LDパト
ロ ール！ シーズン 6:
怪し い遭遇( 新) ( 字)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19


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！:  第二十三話( 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！:  第二十五話( 字)


14: 30 14: 30


15: 00 特集・ 素顔のアフ リ カ 15: 00


15: 30 15: 30


16: 00 16: 00
★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物一
直線！:  怪物魚の夜( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物一
直線！:  陰に潜むサメ ( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物一
直線！:  都会のド ラ ゴン ( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物一
直線！:  ヤモリ の夜( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物一
直線！:  オオト カ ゲ捕獲作戦( 字)


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！ 野生の王国アワー 20: 00
解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 25
イ ルカ のSOS／数学のでき る セミ
( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大
接近！:  第二十五話( 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
★検証！動物界の小さ な巨
人:  ツ ノ ト カ ゲ( 二)


★検証！動物界の小さ な巨
人:  ウデムシ( 二)


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！:  第二十三話( 字)


24: 30 24: 30


25: 00 25: 00


25: 30 25: 30


26: 00 26: 00


26: 30 26: 30


27: 00 27: 00


27: 30 27: 30


特集・ 素顔のアフ リ カ


アフ リ カ  野生の叙事詩:
ルアン グワ渓谷( 二)


アフ リ カ  野生の叙事詩:
ナミ ブ砂漠( 二)


アフ リ カ  野生の叙事詩:
オカ バン ゴ・ デルタ ( 二)


アフ リ カ  野生の叙事詩:
マシャ ト ゥ ( 二)


アフ リ カ  野生の叙事詩:
マラ ・ マラ ( 二)


Ani mal  Pl anet
2021年09月編成表


巨大海洋生物を 追え！:
Ep. 2 マダラ イ ルカ 対キ
ハダマグロ ( 字)


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)
あなたの知ら ないU. S. A. :  宝石
鉱山／野生の楽園／アルカ ト ラ
ズ( 二)
イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


ホッ ト スポッ ト  生命の
宝石箱:  オースト ラ リ ア
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


猫忍:  九の巻( 日)


猫忍:  十の巻( 日)


動物おも し ろ 劇場( 二)


秘境ミ ステリ ー:  制作舞
台裏( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


発見！動物社会のヒ ミ
ツ :  友情( 二)


★アワビ ・ ウォ ーズ！
シーズン 2:  一か八かの
大勝負( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動
物一直線！:  命取り の潮だまり
( 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)


中国大自然紀行:
Ep. 4( 二)


危険生物ゾ ーン


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
ブラ ッ ク マン バ:  ブラ ッ
ク マン バ2( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★あなたの知ら ないU. S. A. :  ハー
スト の城／サン フ ラ ン シスコ 最高
地点( 二)


わんにゃ ん・ し あわせ同
居生活:  苦情炸裂( 字)


NY動物園日記 シーズン 3:
Ep. 8 ト キイ ロ コ ン ド ルお
披露目( 二)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 26
雪の下のコ ウモリ ／増殖する ザリ
ガニ( 字)


変な海の生き 物 大集合
( 二)


★猫ヘルパー シーズン 4
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 1( 字)


コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動
物大接近！:  第二十四話( 字)


特集・ 素顔のアフ リ カ


★ワイ ルド ・ アフ リ カ ：
川辺の掟:  ルアン グワ川
( 二)


★ワイ ルド ・ アフ リ カ ：
川辺の掟:  リ ン ポポ川
( 二)


★デン バー動物ク リ ニッ
ク  シーズン 4:  カ ルテ
11( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物大
接近！:  第二十六話( 字)


★ホッ ト スポッ ト  生命
の宝石箱:  オースト ラ リ
ア( 二)


☆テキサスWI LDパト
ロ ール！ シーズン 6:
危険なジェ ッ ト スキー
( 新) ( 字)


★ワイ ルド ・ アフ リ カ ：
川辺の掟:  ホアニブ川
( 二)


★ワイ ルド ・ アフ リ カ ：
川辺の掟:  オカ バン ゴ川
( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  イ
ン ド ネシア:  モン スーン
の恵み( 二)


★ワイ ルド ・ アフ リ カ ：
川辺の掟:  サン ド 川( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハ
ン タ ー シーズン 4:  ザ・
シーク レ ッ ト  究極の宝
探し 本( 二)


追跡！UMA伝説:  リ ベリ
ア 生ける 恐竜( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハン
タ ー シーズン 4:  ザ・ シー
ク レ ッ ト  究極の宝探し 本
( 二)


猫ヘルパー シーズン 4～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 1( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


にゃ んこ 救出大作戦！:  野良
猫から のSOS( 二)


ナマケモノ が行く :  エピ ソ ー
ド 1( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


昆虫 小さ な成功者( 二)


追跡！UMA伝説:  アマゾ
ン  伝説の大蛇( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


テキサスWI LDパト ロ ー
ル！ シーズン 6:  怪し い
遭遇( 字)


★アワビ ・ ウォ ーズ！
シーズン 2:  リ スク と 報
酬( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


野生の刃


★追跡！UMA伝説:  リ ベ
リ ア 生ける 恐竜( 二)


★追跡！UMA伝説:  ナミ
ビ ア 犬の頭を し たブタ
( 二)


★ホオジロ ザメ 、 宙を 舞
う ( 二)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動
物一直線！:  オースト ラ リ アの
ド ラ ゴン ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★ナマケモノ が行く :  エピ
ソ ード 2( 字)


猫ヘルパー シーズン 4～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 1( 字)


連日放送


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
オースト ラ リ ア:  オース
ト ラ リ ア6( 二)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
ブラ ッ ク マン バ:  ブラ ッ
ク マン バ1( 二)


追跡！UMA伝説:  ナミ ビ
ア 犬の頭を し たブタ
( 二)


デン バー動物ク リ ニッ ク
シーズン 4:  カ ルテ
11( 字)


NY動物園日記 シーズン
3:  Ep. 8 ト キイ ロ コ ン ド
ルお披露目( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


世界の美味し い旅:  ペナン 島
( 二)


世界の美味し い旅:  豪州・
ダーウィ ン ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


アフ リ カ  動物たち の実
像:  草食動物界の王者た
ち ( 二)


追跡！UMA伝説:  アルゼ
ン チン  謎のビ ッ グフ ッ
ト ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


かわいいラ ン キン グ
シーズン 5:  陽気な犬
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


世界の美味し い旅:  豪州・
ダーウィ ン ( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動
物一直線！:  ニシキヘビ の急襲
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★物言わぬ目撃者:  その
1( 二)


デン バー動物ク リ ニッ ク
シーズン 4:  カ ルテ
10( 字)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  雪男イ エティ ( 二)


★感動！動物ヘルパー・
スト ーリ ー シーズン 1:
Ep. 6 ゾウの安息所( 字)


★NY動物園日記 シーズ
ン 3:  Ep. 9 ニホン ザルの
社会( 二)


★大自然ド キュ メ ン ト
イ ン ド ネシア:  知ら れざ
る 魅惑の世界( 二)


怒れる 大自然:  Ep. 2　 地
滑り ( 字)


ホオジロ ザメ 、 宙を 舞う
( 二)


動物 生き 残り の法則:
ク ラ ゲ( 字)


ネイ チャ ー特選


★コ モド 島 神秘の海の
物語:  竜の王国( 二)


★コ モド 島 神秘の海の
物語:  旅する も のと 残る
も の( 二)


★コ モド 島 神秘の海の
物語:  危険な生き 物( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


アフ リ カ  動物たち の実
像:  知ら れざる レ イ ヨ ウ
の世界( 二)


追跡！UMA伝説:  イ ン ド
恐怖のモン キーマン ( 二)


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:  火山が生ん
だ国( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


猫忍:  十の巻( 日)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


中国大自然紀行:
Ep. 5( 二)


★続・ ホオジロ ザメ 、 宙
を 舞う ( 字)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
ブラ ッ ク マン バ:  ブラ ッ
ク マン バ3( 二)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動
物一直線！:  アウト バッ ク のエ
イ リ アン ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★猫忍:  終の巻( 日)


怒れる 大自然:  Ep. 2　 地
滑り ( 字)


巨大海洋生物を 追え！:
Ep. 1 ク ジラ 対イ カ ( 字)


巨大海洋生物を 追え！:
Ep. 2 マダラ イ ルカ 対キ
ハダマグロ ( 字)


☆一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  ト リ ケ
ラ ト プ スの化石( 新) ( 二)


★怪物魚を 追え！ シー
ズン 9:  凍てつく 海の怪
物( 二)


★コ モド 島 神秘の海の
物語:  カ メ と その仲間た
ち ( 二)


続・ ホオジロ ザメ 、 宙を
舞う ( 字)


一獲千金！恐竜ハン タ ー
シーズン 2:  ト リ ケラ ト
プスの化石( 二)


怪物魚を 追え！ シーズ
ン 9:  凍てつく 海の怪物
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  そ
の10 子犬に夢中( 二)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  そ
の11 誤解と 真相( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


アフ リ カ  動物たち の実
像:  肉食動物たち の生と
死( 二)


追跡！UMA伝説:  ボルネ
オ 子供を 襲う ド ラ ゴン
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


怒れる 大自然:  Ep. 2　 地
滑り ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  そ
の11 誤解と 真相( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


中国大自然紀行:
Ep. 6( 二)


★コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動
物一直線！:  悪魔と 晩餐( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★いぬまにあ ザ・ ベスト :
その12 犬の歴史( 二)


★ホホジロ ザメ 、 夜の海
を 舞う ( 字)


★ワイ ルド ！フ ラ ン ク
ブラ ッ ク マン バ:  番外編
ハン タ ーの実像( 二)


怪物魚を 追え！ シーズ
ン 9:  凍てつく 海の怪物
( 二)


★かわいいラ ン キン グ
シーズン 5:  おかし な犬
( 字)


★わんにゃ ん・ し あわせ
同居生活:  猫恐怖症克服
( 字)


アフ リ カ  野生の叙事詩:
オカ バン ゴ・ デルタ ( 二)


アフ リ カ  野生の叙事詩:
ルアン グワ渓谷( 二)


☆追跡！未確認モン ス
タ ー:  ブ レ イ ロ ード の獣
( 新) ( 二)


☆発見！動物社会のヒ
ミ ツ :  家族( 新) ( 二)


ホッ ト スポッ ト  生命の
宝石箱:  オースト ラ リ ア
( 二)


ホホジロ ザメ 、 夜の海を
舞う ( 字)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  ブレ イ ロ ード の獣
( 二)


発見！動物社会のヒ ミ
ツ :  家族( 二)


大自然ド キュ メ ン ト  イ
ン ド ネシア:  火山が生ん
だ国( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


動物 生き 残り の法則:
ク ラ ゲ( 字)


感動！動物ヘルパー・ ス
ト ーリ ー シーズン 1:
Ep. 6 ゾウの安息所( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 25
イ ルカ のSOS／数学のでき る セミ
( 字)


解明！生き 物ミ ステリ ー:  Ep. 26
雪の下のコ ウモリ ／増殖する ザリ
ガニ( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動
物大接近！:  第二十四話( 字)


一獲千金！恐竜ハン タ ー
シーズン 2:  巨大頭蓋骨
( 二)


★コ モド 島 神秘の海の
物語:  神秘の洞窟と 沈没
船( 二)


かわいいラ ン キン グ
シーズン 5:  おかし な犬
( 字)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


★いぬまにあ シーズン
2:  その16( 二)


★いぬまにあ シーズン
2:  その17( 二)


わんにゃ ん・ し あわせ同
居生活:  猫恐怖症克服
( 字)


デン バー動物ク リ ニッ ク
シーズン 4:  カ ルテ
11( 字)


テキサスWI LDパト ロ ール！
シーズン 6:  危険なジェ ッ
ト スキー( 字)


☆冒険！世界ミ ステ リ ーハ
ン タ ー シーズン 4:  スト ー
ン ヘン ジの起源( 新) ( 二)


一獲千金！恐竜ハン タ ー
シーズン 2:  ト リ ケラ ト
プスの化石( 二)


★怒れる 大自然:  Ep. 3
昆虫大発生( 字)


★動物 生き 残り の法則:
極寒のアラ スカ ( 字)


★検証！動物界の小さ な巨
人:  バッ タ ネズミ ( 二)


追跡！未確認モン ス
タ ー:  ブレ イ ロ ード の獣
( 二)


アフ リ カ  野生の叙事詩:
ナミ ブ砂漠( 二)


猫ヘルパー シーズン 4～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 1( 字)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  ルアン グワ川
( 二)


野生の真実


アフ リ カ  野生の叙事詩:
マシャ ト ゥ ( 二)


怪物魚を 追え！ シーズ
ン 9:  凍てつく 海の怪物
( 二)


巨大海洋生物を 追え！:
Ep. 3 ザト ウク ジラ の生
態( 字)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川辺の
掟:  オカ バン ゴ川( 二)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  サン ド 川( 二)


★巨大海洋生物を 追
え！:  Ep. 4 ホッ キョ ク
ク ジラ を 追え( 字)


ホッ ト スポッ ト  生命の
宝石箱:  オースト ラ リ ア
( 二)


ホッ ト スポッ ト  生命の
宝石箱:  オースト ラ リ ア
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


コ ヨ ーテ・ ピ ータ ーソ ン  動物
大接近！:  第二十六話( 字)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  リ ン ポポ川( 二)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  ホアニブ川( 二)


★巨大海洋生物を 追
え！:  Ep. 3 ザト ウク ジ
ラ の生態( 字)


★検証！動物界の小さ な巨
人:  ト マト ガエル( 二)


発見！動物社会のヒ ミ
ツ :  家族( 二)


一獲千金！恐竜ハン タ ー
シーズン 2:  ト リ ケラ ト
プスの化石( 二)


アフ リ カ  野生の叙事詩:
マラ ・ マラ ( 二)


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:  知ら れざる
魅惑の世界( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハ
ン タ ー シーズン 4:  ス
ト ーン ヘン ジの起源( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


変な海の生き 物 大集合
( 二)


イ ン フ ォ マーシャ ル( 日)


NY動物園日記 シーズン
3:  Ep. 9 ニホン ザルの社
会( 二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26


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！:  第二十五話
( 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！ すご腕アニマル！ 14: 00
コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第二十七話( 字)


14: 30 14: 30


15: 00 特集・ 素顔のアフ リ カ 15: 00


15: 30 15: 30


16: 00 16: 00
★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物一
直線！:  ク モの恐怖( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物一
直線！:  アナコ ンダの巣へ( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物一
直線！:  キラ ービーの大群( 字)


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！ 野生の王国アワー 20: 00
検証！動物界の小さ な巨人:
ツノ ト カ ゲ( 二)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物大
接近！:  第二十七話( 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
★検証！動物界の小さ な巨
人:  ソ ノ ラ ムカ デ( 二)


★検証！動物界の小さ な巨
人:  フ ク ロモモンガ( 二)


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！:  第二十五話( 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


★あなたの知ら ないU. S. A. :  カ ウ
アイ 島／世界最大の彫像／美食開
発( 二)


わんにゃ ん・ し あわせ同
居生活:  猫恐怖症克服
( 字)


NY動物園日記 シーズン
3:  Ep. 9 ニホンザルの社
会( 二)


検証！動物界の小さ な巨人:
バッ タ ネズミ ( 二)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  ザンベジ川( 二)


★マメ シバ一郎　 フ ーテンの芝
二郎:  第１ 話 人生の試練は大
体、 突然訪れるのだ( 日)


怒れる大自然:  Ep. 3　 昆
虫大発生( 字)


巨大海洋生物を追え！:
Ep. 3 ザト ウク ジラ の生
態( 字)


巨大海洋生物を追え！:
Ep. 4 ホッ キョ ク ク ジラ
を追え( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★ガラ ガラ ヘビ捕獲チーム
シーズン3:  Ep. 1 牧場で大
バト ル！？( 字)
ホッ ト スポッ ト  生命の
宝石箱:  中央アメ リ カ
( 二)


★かわいいラ ンキング
シーズン5:  ラ ブリ ー猫
( 字)


デンバー動物ク リ ニッ ク
シーズン4:  カ ルテ
11( 字)


追跡！未確認モンス
タ ー:  ブレイ ロード の獣
( 二)


★感動！動物ヘルパー・
スト ーリ ー シーズン2:
Ep. 1 アザラ シ救助( 字)


アフ リ カ  夜に生き るハ
ンタ ー( 二)


★ナマケモノ が行く :  エピ
ソ ード 3( 字)


猫ヘルパー シーズン4～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 2( 字)


★わんにゃ ん・ し あわせ
同居生活:  Ep. 3( 字)


★ワイ ルド ！フ ラ ンク
イ タ リ ア:  イ タ リ ア
3( 二)


★ワイ ルド ！フ ラ ンク
ラ イ バル対決:  ラ イ バル
対決1( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


Ani mal  Pl anet
2021年09月編成表


巨大海洋生物を追え！:
Ep. 4 ホッ キョ ク ク ジラ
を追え( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


あなたの知ら ないU. S. A. :  宝石鉱
山／野生の楽園／アルカ ト ラ ズ
( 二)


あなたの知ら ないU. S. A. :  ハース
ト の城／サンフ ラ ンシスコ 最高地
点( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  そ
の11 誤解と 真相( 二)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  そ
の12 犬の歴史( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


猫ヘルパー シーズン4～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 2( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ナマケモノ が行く :  エピ
ソ ード 1( 字)


ナマケモノ が行く :  エピ
ソ ード 2( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ホッ ト スポッ ト  生命の
宝石箱:  中央アメ リ カ
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


猫忍:  十の巻( 日)


猫忍:  終の巻( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


↑


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 野
生に帰る( 字)


コ モド 島 神秘の海の物
語:  竜の王国( 二)


追跡！UMA伝説:  リ ベリ
ア 生ける恐竜( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


発見！動物社会のヒ ミ
ツ:  家族( 二)


★アワビ・ ウォ ーズ！
シーズン3:  決意の再挑
戦( 字)


特集・ 素顔のアフ リ カ


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  ルアングワ川
( 二)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  リ ンポポ川( 二)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  ホアニブ川( 二)


コ モド 島 神秘の海の物
語:  神秘の洞窟と 沈没船
( 二)


ホホジロザメ 、 夜の海を
舞う ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


怒れる大自然:  Ep. 3　 昆
虫大発生( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


いぬまにあ ザ・ ベスト :  そ
の12 犬の歴史( 二)


★アワビ・ ウォ ーズ！
シーズン3:  女性ダイ
バーの挑戦( 字)


コ モド 島 神秘の海の物
語:  旅するも のと 残るも
の( 二)


追跡！UMA伝説:  ナミ ビ
ア 犬の頭をし たブタ
( 二)


テキサスWI LDパト ロー
ル！ シーズン6:  危険な
ジェ ッ ト スキー( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


猫忍:  終の巻( 日)


コ モド 島 神秘の海の物
語:  カ メ と その仲間たち
( 二)


続・ ホオジロザメ 、 宙を
舞う ( 字)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  オカ バンゴ川
( 二)


★ホホジロザメ 、 新たな
海を舞う ( 字)


★エア・ ジョ ーズvsシャ
チ( 字)


連日放送


★ワイ ルド ！フ ラ ンク
イ タ リ ア:  イ タ リ ア
1( 二)


★ワイ ルド ！フ ラ ンク
イ タ リ ア:  イ タ リ ア
2( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物一
直線！:  カ イ マンの王国( 字)


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)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  サンド 川( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ
ン 動物一直線！:  テキ
サスの伝説ガメ ( 字)


危険生物ゾーン


★映画「 猫侍 南の島へ
行く 」 ( 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  イ
ンド ネシア:  知ら れざる
魅惑の世界( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物一
直線！:  有袋類選手権( 字)


ネイ チャ ー特選


動物おも し ろ 劇場( 二) 昆虫 小さ な成功者( 二) アフ リ カ  動物たちの実
像:  草食動物界の王者た
ち( 二)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ
ン 動物一直線！:  アウ
ト バッ ク の怪物( 字)


野生の刃


連日放送


★エア・ ジョ ーズの逆襲
( 字)


★エア・ ジョ ーズ傑作選
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


アフ リ カ  動物たちの実
像:  肉食動物たちの生と
死( 二)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物一
直線！:  ジャ ガーの影( 字)


野生の刃


デンバー動物ク リ ニッ ク
シーズン4:  カ ルテ
12( 字)


NY動物園日記 シーズン
3:  Ep. 9 ニホンザルの社
会( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


世界の美味し い旅:  豪州・
ダーウィ ン( 二)


物言わぬ目撃者:  その1( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


コ モド 島 神秘の海の物
語:  危険な生き 物( 二)


ホオジロザメ 、 宙を舞う
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


かわいいラ ンキング
シーズン5:  おかし な犬
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


物言わぬ目撃者:  その1( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★物言わぬ目撃者:  その
2( 二)


動物 生き 残り の法則:
極寒のアラ スカ ( 字)


特集・ 素顔のアフ リ カ


冒険！世界ミ ステリ ーハ
ンタ ー シーズン4:  ス
ト ーンヘンジの起源( 二)


★デンバー動物ク リ ニッ
ク  シーズン4:  カ ルテ
12( 字)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物大
接近！:  第二十八話( 字)


★ホッ ト スポッ ト  生命
の宝石箱:  中央アメ リ カ
( 二)


☆テキサスWI LDパト
ロ ール！ シーズン 6:
湿原の虐殺( 新) ( 字)


冒険！世界ミ ステリ ーハ
ンタ ー シーズン4:  ス
ト ーンヘンジの起源( 二)


追跡！未確認モンス
タ ー:  チュ パカ ブラ ( 二)


発見！動物社会のヒ ミ
ツ:  伝統( 二)


大自然ド キュ メ ント  イ
ンド ネシア:  知ら れざる
魅惑の世界( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


動物 生き 残り の法則:
極寒のアラ スカ ( 字)


感動！動物ヘルパー・ ス
ト ーリ ー シーズン2:
Ep. 1 アザラ シ救助( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


検証！動物界の小さ な巨人:
ツノ ト カ ゲ( 二)


検証！動物界の小さ な巨人:
バッ タ ネズミ ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動
物大接近！:  第二十六話
( 字)
一獲千金！恐竜ハンタ ー
シーズン2:  ト リ ケラ ト
プスの化石( 二)


かわいいラ ンキング
シーズン5:  ラ ブリ ー猫
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★いぬまにあ シーズン
2:  その18( 二)


★いぬまにあ シーズン
3:  その19( 二)


エア・ ジョ ーズの逆襲
( 字)


一獲千金！恐竜ハンタ ー
シーズン2:  ティ ラ ノ サ
ウルスの全貌( 二)


★ミ ュ ータ ント ・ プラ
ネッ ト  シーズン2:  アフ
リ カ ・ アルバタ イ ン地溝
( 二)


ネイ チャ ー特選
★ザンビア 野生王国の一
日 シーズン1:  Ep. 1 ゾウ
の大地( 二)


★ザンビア 野生王国の一
日 シーズン1:  Ep. 2 大型
動物の生存戦略( 二)


★ザンビア 野生王国の一
日 シーズン1:  Ep. 3 リ ウ
ワ平原 極限世界の生と 死
( 二)


☆追跡！未確認モン ス
タ ー:  チュ パカ ブラ
( 新) ( 二)


☆発見！動物社会のヒ
ミ ツ :  伝統( 新) ( 二)


ホッ ト スポッ ト  生命の
宝石箱:  中央アメ リ カ
( 二)


☆アフ リ カ  夜に生き る
ハン タ ー( 新) ( 二)


★ザンビア 野生王国の一
日 シーズン1:  Ep. 5 ヒ ヒ
の群れ 激動のド ラ マ( 二)


エア・ ジョ ーズ傑作選
( 字)


検証！動物界の小さ な巨人:
ウデムシ( 二)


検証！動物界の小さ な巨人:
ト マト ガエル( 二)


★猫ヘルパー シーズン4
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 2( 字)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第二十六話( 字)


ホホジロザメ 、 新たな海
を舞う ( 字)


★検証！動物界の小さ な巨
人:  アルマジロト カ ゲ( 二)


追跡！未確認モンス
タ ー:  チュ パカ ブラ ( 二)


野生の真実


一獲千金！恐竜ハンタ ー
シーズン2:  ティ ラ ノ サ
ウルスの全貌( 二)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 野
生に帰る( 字)


★ザンビア 野生王国の一
日 シーズン1:  Ep. 4 カ バ
の支配する川( 二)


★ワイ ルド ・ アフ リ カ ：
川辺の掟:  ザンベジ川
( 二)


★アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の
地球～:  アフ リ カ 大地溝
帯を行く ( 二)


★NY動物園日記 シーズ
ン3:  Ep. 10 ウサギ 野生
に帰る( 二)


★大自然ド キュ メ ント
イ ンド ネシア:  爬虫類の
楽園( 二)


怒れる大自然:  Ep. 3　 昆
虫大発生( 字)


発見！動物社会のヒ ミ
ツ:  家族( 二)


★ワイ ルド ・ アフ リ カ ：
川辺の掟:  ナイ ル川( 二)


大自然ド キュ メ ント  イ
ンド ネシア:  火山が生ん
だ国( 二)


エア・ ジョ ーズvsシャ チ
( 字)


☆一獲千金！恐竜ハン
タ ー シーズン 2:  ティ
ラ ノ サウルスの全貌
( 新) ( 二)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン
野生に帰る( 字)


わんにゃ ん・ し あわせ同
居生活:  Ep. 3( 字)


猫ヘルパー シーズン4～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 2( 字)


テキサスWI LDパト ロー
ル！ シーズン6:  湿原の
虐殺( 字)


☆冒険！世界ミ ステリ ーハ
ン タ ー シーズン 4:  エル・
ミ ラ ド ールの遺跡 パート １
( 新) ( 二)


ホッ ト スポッ ト  生命の
宝石箱:  中央アメ リ カ
( 二)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の地
球～:  アフ リ カ 大地溝帯
を行く ( 二)


★動物 生き 残り の法則:
ンゴゴのチンパンジー
( 字)


★巨大海洋生物を追
え！:  Ep. 5 ジンベエザ
メ の生態( 字)


ホッ ト スポッ ト  生命の
宝石箱:  中央アメ リ カ
( 二)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  オカ バンゴ川
( 二)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  ルアングワ川
( 二)


★検証！動物界の小さ な巨
人:  フ タ イ ロデバネズミ
( 二)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  リ ンポポ川( 二)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  ホアニブ川( 二)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  サンド 川( 二)


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:  爬虫類の楽
園( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハン
タ ー シーズン4:  エル・ ミ
ラ ド ールの遺跡 パート １
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


検証！動物界の小さ な巨人:
ウデムシ( 二)


検証！動物界の小さ な巨人:
ト マト ガエル( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


NY動物園日記 シーズン
3:  Ep. 10 ウサギ 野生に
帰る( 二)


デンバー動物ク リ ニッ ク
シーズン4:  カ ルテ
12( 字)


ホッ ト スポッ ト  生命の
宝石箱:  中央アメ リ カ
( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物
大接近！:  第二十八話( 字)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  ナイ ル川( 二)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の地
球～:  アフ リ カ 大地溝帯
を行く ( 二)


ミ ュ ータ ント ・ プラ ネッ ト
シーズン2:  アフ リ カ ・ アル
バタ イ ン地溝( 二)


発見！動物社会のヒ ミ
ツ:  伝統( 二)


巨大海洋生物を追え！:
Ep. 5 ジンベエザメ の生
態( 字)


★巨大海洋生物を追
え！:  Ep. 6 巨大マンタ
の集団食事会( 字)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3


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
検証！動物界の小さ な巨人:
ソ ノ ラ ムカ デ( 二)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン
動物大接近！:  第二十九話
( 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


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！:  第二十七話( 字)


24: 30 24: 30


25: 00 ネイ チャ ー特選 25: 00


25: 30 25: 30


26: 00 26: 00


26: 30 26: 30


27: 00 27: 00


27: 30 27: 30


発見！動物社会のヒ ミ
ツ:  伝統( 二)


★アワビ・ ウォ ーズ！
シーズン3:  秘密の漁場
( 字)


特集・ 素顔のアフ リ カ


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  ザンベジ川( 二)


ワイ ルド ・ アフ リ カ ： 川
辺の掟:  ナイ ル川( 二)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の地
球～:  アフ リ カ 大地溝帯
を行く ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


Ani mal  Pl anet
2021年09月編成表


巨大海洋生物を追え！:
Ep. 6 巨大マンタ の集団
食事会( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


あなたの知ら ないU. S. A. :  ハース
ト の城／サンフ ラ ンシスコ 最高地
点( 二)


あなたの知ら ないU. S. A. :
カ ウアイ 島／世界最大の彫
像／美食開発( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ザンビア 野生王国の一
日 シーズン1:  Ep. 1 ゾ
ウの大地( 二)


ホホジロザメ 、 新たな海
を舞う ( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


コ モド 島 神秘の海の物
語:  カ メ と その仲間たち
( 二)


エア・ ジョ ーズ 究極の
舞い( 字)


冒険！世界ミ ステリ ーハ
ンタ ー シーズン4:  エ
ル・ ミ ラ ド ールの遺跡
パート １ ( 二)


猫ヘルパー シーズン4～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 3( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ナマケモノ が行く :  エピ
ソ ード 2( 字)


ナマケモノ が行く :  エピ
ソ ード 3( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ザンビア 野生王国の一
日 シーズン1:  Ep. 2 大
型動物の生存戦略( 二)


エア・ ジョ ーズvsシャ チ
( 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:  湿原の
虐殺( 字)


★アワビ・ ウォ ーズ！
シーズン4:  サメ の行方
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


野生の刃


★エア・ ジョ ーズ 究極
の舞い( 字)


★アニマル・ ウエポン:
ジャ ングルの戦い( 二)


★アニマル・ ウエポン:
平野の戦い( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ネイ チャ ー特選


コ モド 島 神秘の海の物
語:  竜の王国( 二)


コ モド 島 神秘の海の物
語:  旅するも のと 残るも
の( 二)


コ モド 島 神秘の海の物
語:  危険な生き 物( 二)


★あなたの知ら ないU. S. A. :
SFベイ ブリ ッ ジ／極秘核
シェ ルタ ー( 二)


連日放送


★ワイ ルド ！フ ラ ンク
ラ イ バル対決:  ラ イ バル
対決2( 二)


★ワイ ルド ！フ ラ ンク
ラ イ バル対決:  ラ イ バル
対決3( 二)


★ワイ ルド ！フ ラ ンク
ゴリ ラ の森:  Ep. 1( 二)


★コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン
動物大接近！:  第三十話
( 字)


特集・ 素顔のアフ リ カ


★マダガスカ ル： アフ リ
カ のガラ パゴス( 二)


★エト ーシャ 国立公園～
生と 死の狭間で～( 二)


★アフ リ カ のアウト サイ
ダーたち( 字)


★アフ リ カ 動物王国の
スーパー７ ( 字)


★プレデタ ー・ ゲーム:
ラ イ オン( 二)


★プレデタ ー・ ゲーム:
ホオジロザメ ( 二)


★生命 進化の重大事件:
Ep. 1 生命の奇跡( 二)


★ホッ ト スポッ ト  生命
の宝石箱:  ボルネオ( 二)


☆テキサスWI LDパト
ロ ール！ シーズン 6:
違法ペッ ト ( 新) ( 字)


★ワイ ルド ！フ ラ ンク
ゴリ ラ の森:  Ep. 2( 二)


危険生物ゾーン


★プレデタ ー・ ゲーム:
ブチハイ エナ( 二)


★プレデタ ー・ ゲーム:
ホッ キョ ク グマ( 二)


検証！動物界の小さ な巨人:
フ ク ロモモンガ( 二)


検証！動物界の小さ な巨人:
フ タ イ ロデバネズミ ( 二)


★猫ヘルパー シーズン4
～猫のし つけ教えます
～:  Ep. 3( 字)


コ ヨ ーテ・ ピータ ーソ ン 動物大接
近！:  第二十八話( 字)


★ザンビア 野生王国の一
日 シーズン1:  Ep. 6 ラ イ
オンの帝国( 二)


わんにゃ ん・ し あわせ同
居生活:  Ep. 3( 字)


NY動物園日記 シーズン
3:  Ep. 10 ウサギ 野生に
帰る( 二)


検証！動物界の小さ な巨人:
アルマジロト カ ゲ( 二)


★ナマケモノ が行く :  エピ
ソ ード 4( 字)


猫ヘルパー シーズン4～
猫のし つけ教えます～:
Ep. 3( 字)


★デンバー動物ク リ ニッ
ク  シーズン4:  カ ルテ
13( 字)


大自然ド キュ メ ント  イ
ンド ネシア:  知ら れざる
魅惑の世界( 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


ザンビア 野生王国の一
日 シーズン1:  Ep. 3 リ
ウワ平原 極限世界の生
と 死( 二)


発見！動物社会のヒ ミ
ツ:  伝統( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


かわいいラ ンキング
シーズン5:  ラ ブリ ー猫
( 字)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


物言わぬ目撃者:  その
2( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★物言わぬ目撃者:  その
3( 二)


デンバー動物ク リ ニッ ク
シーズン4:  カ ルテ
12( 字)


追跡！未確認モンス
タ ー:  チュ パカ ブラ ( 二)


★感動！動物ヘルパー・
スト ーリ ー シーズン2:
Ep. 2 ゾウの孤児( 字)


★NY動物園日記 シーズ
ン3:  Ep. 11 キリ ン来園
( 二)


★大自然ド キュ メ ント
ヨ ーロッ パ:  雪と 氷の世
界( 二)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の地
球～:  アフ リ カ 大地溝帯
を行く ( 二)


ネイ チャ ー特選
★ザンビア 野生王国の一
日 シーズン2:  Ep. 1 ベル
ベッ ト モンキーの宿命
( 二)


ミ ュ ータ ント ・ プラ ネッ
ト  シーズン2:  アフ リ
カ ・ アルバタ イ ン地溝
( 二)


アニマル・ ウエポン:  平
野の戦い( 二)


動物 生き 残り の法則:
ンゴゴのチンパンジー
( 字)


ホッ ト スポッ ト  生命の
宝石箱:  ボルネオ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


猫忍:  終の巻( 日)


マメ シバ一郎　 フ ーテンの
芝二郎:  第１ 話 人生の試練
は大体、 突然訪れるのだ
( 日)イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


ザンビア 野生王国の一
日 シーズン1:  Ep. 4 カ
バの支配する川( 二)


エア・ ジョ ーズの逆襲
( 字)


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:  爬虫類の楽
園( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


マメ シバ一郎　 フ ーテンの
芝二郎:  第１ 話 人生の試練
は大体、 突然訪れるのだ
( 日)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★怪物魚を追え！ シー
ズン9:  殺人ナマズ、 再
び( 二)


冒険！世界ミ ステリ ーハ
ンタ ー シーズン4:  エ
ル・ ミ ラ ド ールの遺跡
パート １ ( 二)


イ ンフ ォ マーシャ ル( 日)


★マメ シバ一郎　 フ ーテンの芝二
郎:  第２ 話 僕より 不幸な誰かを、
いつも 感じ ていたいのだ( 日)


アト ラ ス４ Ｄ ～驚異の地
球～:  アフ リ カ 大地溝帯
を行く ( 二)


アニマル・ ウエポン:  大
海原の戦い( 二)


生命 進化の重大事件:
Ep. 1 生命の奇跡( 二)


巨大海洋生物を追え！:
Ep. 5 ジンベエザメ の生
態( 字)


巨大海洋生物を追え！:
Ep. 6 巨大マンタ の集団
食事会( 字)


★ザンビア 野生王国の一
日 シーズン2:  Ep. 2 群れ
の力( 二)


★アニマル・ ウエポン:
大海原の戦い( 二)
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AT-X 編成表 2021年8・9月 2021/8/18


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/OPEN 日/OPEN


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)▲ 6:00 中二病でも恋がしたい！(5)(6)▲ 6:00 神様になった日(3)(4)▲ 6:00 ハクション大魔王２０２０(19)(20)終 6:00 小林さんちのメイドラゴンS(8)▲ 6:00 ゲッターロボ アーク(9)


6:30 冴えない彼女の育てかた(7)▲ 6:30 探偵はもう、死んでいる。(9)▲


7:00 十二国記(10)▲ 7:00 十二国記(11)▲ 7:00 十二国記(12)▲ 7:00 十二国記(13)▲ 7:00 十二国記(14)▲ 7:00 Club AT-X(460) 7:00 迷宮ブラックカンパニー(8)▲


7:30 装甲騎兵ボトムズ(20) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(21) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(22) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(23) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(24) 7:30 ヨシノンフィクション side B -あの頃から、いまへ bitter youth- 7:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝　2nd SEASON -覚醒前夜-(5)


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 8:00 妖怪ウォッチ♪(7) 8:00 うどんの国の金色毛鞠(12)▲終 8:00 魔法騎士レイアース(47)(48)▲ 8:00 アナログBANBAN ビッグバン(12) 8:00 GREAT PRETENDER(4)▲


8:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(2)▲ 8:30 SHAMAN KING(20) 8:30 平日深呼吸。(17) 8:30 つぐもも　ちょっとHなOVA 8:30 魔法科高校の優等生(9) 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(9)▲


9:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(8)▲ 9:00 Sonny Boy(7) 9:00 100万の命の上に俺は立っている(20)▲ 9:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(16)(17)▲ 9:00 ノーゲーム・ノーライフ(9) 9:00 魔法の天使 クリィミーマミ(1-7) ○ 9:00 魔法の天使 クリィミーマミ(8-14) ○


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) 9:30 東京リベンジャーズ(21) 9:30 転生したらスライムだった件 第2期(45)


10:00 闇芝居　第9期(7) 10:00 月が導く異世界道中(8)▲ 10:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(9)▲ 10:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(8)▲ 10:00 ジャヒー様はくじけない！(4)


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) 10:30 八月のシンデレラナイン 2021(9)▲ 10:30 精霊幻想記(9)▲ 10:30 カノジョも彼女(9)▲


11:00 SCARLET NEXUS(9)▲ 11:00 Strawberry Panic(14) 11:00 かげきしょうじょ!!(9) 11:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(20) 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(9)▲ 11:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(8) 11:30 白い砂のアクアトープ(8)▲ 11:30 出会って5秒でバトル(8)▲ 11:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(8)


12:00 あひるの空(27) 12:00 あひるの空(28) 12:00 あひるの空(29) 12:00 あひるの空(30) 12:00 あひるの空(31) 12:00 魔法の妖精 ペルシャ(1-7) ○ 12:00 魔法の妖精 ペルシャ(8-14) ○


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 12:30 超電磁マシーン ボルテスV(2) 12:30 超電磁マシーン ボルテスV(3) 12:30 超電磁マシーン ボルテスV(4)


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) 13:00 月刊少女野崎くん(1)(2)▲再 13:00 revisions リヴィジョンズ(9)(10)▲ 13:00 中二病でも恋がしたい！(5)(6)▲


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)▲ 14:00 アニメ女子部「アオハライド」(5)▲ 14:00 ミュークルドリーミー みっくす！(1)新 14:00 妖怪ウォッチ♪(7)


14:30 WHITE ALBUM2(13)▲終 14:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(2)▲ 14:30 SHAMAN KING(20) 14:30 平日深呼吸。(17)


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) 15:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(8)▲ 15:00 Sonny Boy(7) 15:00 100万の命の上に俺は立っている(20)▲ 15:00 ウマ娘 プリティーダービー(1-8)▲ ◎ 15:00 ウマ娘 プリティーダービー(9-16)▲ ◎


15:30 転生したらスライムだった件 第2期(44) 15:30 死神坊ちゃんと黒メイド(8)▲ 15:30 ひぐらしのなく頃に卒(10) 15:30 東京リベンジャーズ(21)


16:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(7)▲ 16:00 promo-X #182 16:00 闇芝居　第9期(7) 16:00 月が導く異世界道中(8)▲ 16:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(9)▲


16:05 俺、つしま(8)


16:10 どすこいすしずもう(21)


16:16 文豪ストレイドッグス わん！(8)


16:30 精霊幻想記(8)▲ 16:30 カノジョも彼女(8)▲ 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～(8)▲ 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(45) 16:30 八月のシンデレラナイン 2021(9)▲


17:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(19) 17:00 ぼくたちのリメイク(7) 17:00 SCARLET NEXUS(9)▲ 17:00 Strawberry Panic(14) 17:00 かげきしょうじょ!!(9)


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) 17:30 ピーチボーイリバーサイド(9)▲ 17:30 三木眞一郎のおもてなしドライブ(8) 17:30 白い砂のアクアトープ(8)▲


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)▲ ◎ 18:00 ハクション大魔王２０２０(19)(20)終 ◎ 18:00 月刊少女野崎くん(3)(4)▲ ◎ 18:00 revisions リヴィジョンズ(11)(12)▲終 ◎


19:00 十二国記(15)▲ ◎ 19:00 十二国記(16)▲ ◎ 19:00 十二国記(17)▲ ◎ 19:00 十二国記(18)▲ ◎ 19:00 十二国記(19)▲ ◎ 19:00 promo-X #183 19:00 MEMORIES　▲ ○


19:25 青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない　▲ ◎


19:30 装甲騎兵ボトムズ(25) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(26) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(27) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(28) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(29) ◎


20:00 妖怪ウォッチ♪(7) ○ 20:00 うどんの国の金色毛鞠(12)▲終 ○ 20:00 魔法騎士レイアース(47)(48)▲ ○ 20:00 アニメ女子部「アオハライド」(6)▲ ○ 20:00 ミュークルドリーミー みっくす！(2) ○


20:30 平日深呼吸。(17) 20:30 つぐもも　ちょっとHなOVA 20:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(3)▲ ○ 20:30 SHAMAN KING(21) ○


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)▲ ◎ 21:00 ノーゲーム・ノーライフ(9) ○ 21:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(9)▲ ○ 21:00 Sonny Boy(8) ○ 21:00 小林さんちのメイドラゴンS(9)▲ ○ 21:00 ゲッターロボ アーク(10) ○


21:30 東京リベンジャーズ(21) ○ 21:30 転生したらスライムだった件 第2期(45) ○ 21:30 死神坊ちゃんと黒メイド(9)▲ ○ 21:30 ひぐらしのなく頃に卒(11) ○ 21:30 冴えない彼女の育てかた(8)▲ ○ 21:30 探偵はもう、死んでいる。(10)▲ ○


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)▲ ○ 22:00 ジャヒー様はくじけない！(4) ○ 22:00 闇芝居　第9期(8) ○ 22:00 月が導く異世界道中(9)▲ ○ 22:00 長縄まりあ×赤尾ひかるのウチワアソビ〜仲良し声優女子たちの休日〜(前編) ◎ 22:00 迷宮ブラックカンパニー(9)▲ ○


22:05 俺、つしま(9) ○


22:10 どすこいすしずもう(22) ○


22:16 文豪ストレイドッグス わん！(9) ○


22:30 八月のシンデレラナイン 2021(9)▲ ○ 22:30 精霊幻想記(9)▲ ○ 22:30 カノジョも彼女(9)▲ ○ 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～(9)▲ ○ 22:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(46) ○ 22:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(91) ○ 22:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝　2nd SEASON -覚醒前夜-(6) ○


23:00 かげきしょうじょ!!(9) 23:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(20) ○ 23:00 ぼくたちのリメイク(8) ○ 23:00 SCARLET NEXUS(10)▲ ○ 23:00 Strawberry Panic(15) ○ 23:00 アナログBANBAN ビッグバン(13) ○ 23:00 GREAT PRETENDER(5)▲ ○


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)▲ ○ 23:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(8) ○ 23:30 ピーチボーイリバーサイド(10)▲ ○ 23:30 東京エンカウント弐(79) ○ 23:30 魔法科高校の優等生(10) ○ 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(10)▲ ○


24:00 あひるの空(32) ◎ 24:00 あひるの空(33) ◎ 24:00 あひるの空(34) ◎ 24:00 あひるの空(35) ◎ 24:00 あひるの空(36) ◎ 24:00 かげきしょうじょ!!(10) ○ 24:00 戦翼のシグルドリーヴァ(1-12)▲ ◎


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) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(7) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(8) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(9) ◎ 24:30 マケン姫っ！通(7) ○


25:00 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(14-18) ◎ 25:00 Sonny Boy(1-7) ◎ 25:00 恋は雨上がりのように(1)(2)▲ ◎ 25:00 恋は雨上がりのように(3)(4)▲ ◎ 25:00 俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」としてゲッツされた件(1-12) ◎ 25:00 交響詩篇エウレカセブン(1-10)▲ ◎


26:00 撲殺天使ドクロちゃん(1-8) ◎ 26:00 撲殺天使ドクロちゃん2(1-4) ◎


27:00 音で聴くAT-X


27:30 promo-X #183 ○ 27:30 promo-X #183


28:00 promo-X #181 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) ○ 28:00 promo-X #182 28:00 マケン姫っ！通(6)


28:30 小林さんちのメイドラゴンS(8)▲ 28:30 ヨシノンフィクション side B -あの頃から、いまへ bitter youth- 28:30 ゲッターロボ アーク(9) 28:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝　2nd SEASON -覚醒前夜-(5)


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) 29:00 探偵はもう、死んでいる。(9)▲ 29:00 GREAT PRETENDER(4)▲


29:30 Club AT-X(460) 29:30 魔法科高校の優等生(9) 29:30 迷宮ブラックカンパニー(8)▲ 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(9)▲ 29:30 音で聴くAT-X


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9月 2021/8/18


9月6日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日
月 火 水 木 金 土 日


6:00 月刊少女野崎くん(3)(4)▲ 6:00 revisions リヴィジョンズ(11)(12)▲終 6:00 中二病でも恋がしたい！(7)(8)▲ 6:00 神様になった日(5)(6)▲ 6:00 はたらく細胞BLACK(1)(2)▲再 6:00 小林さんちのメイドラゴンS(9)▲ 6:00 ゲッターロボ アーク(10)


6:30 冴えない彼女の育てかた(8)▲ 6:30 探偵はもう、死んでいる。(10)▲


7:00 十二国記(15)▲ 7:00 十二国記(16)▲ 7:00 十二国記(17)▲ 7:00 十二国記(18)▲ 7:00 十二国記(19)▲ 7:00 長縄まりあ×赤尾ひかるのウチワアソビ〜仲良し声優女子たちの休日〜(前編) 7:00 迷宮ブラックカンパニー(9)▲


7:30 装甲騎兵ボトムズ(25) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(26) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(27) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(28) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(29) 7:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(91) 7:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝　2nd SEASON -覚醒前夜-(6)


8:00 アニメ女子部「アオハライド」(6)▲ 8:00 ミュークルドリーミー みっくす！(2) 8:00 妖怪ウォッチ♪(8) 8:00 はたらく細胞!!(1)(2)▲再 8:00 魔法騎士レイアース(49)▲終 8:00 アナログBANBAN ビッグバン(13) 8:00 GREAT PRETENDER(5)▲


8:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(3)▲ 8:30 SHAMAN KING(21) 8:30 平日深呼吸。(18) 8:30 未定 8:30 魔法科高校の優等生(10) 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(10)▲


9:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(9)▲ 9:00 Sonny Boy(8) 9:00 100万の命の上に俺は立っている(21)▲ 9:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(18)(19)▲ 9:00 ノーゲーム・ノーライフ(10) 9:00 魔法の天使 クリィミーマミ(15-21) ○ 9:00 魔法の天使 クリィミーマミ(22-28) ○


9:30 死神坊ちゃんと黒メイド(9)▲ 9:30 ひぐらしのなく頃に卒(11) 9:30 東京リベンジャーズ(22) 9:30 転生したらスライムだった件 第2期(46)


10:00 闇芝居　第9期(8) 10:00 月が導く異世界道中(9)▲ 10:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(10)▲ 10:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(9)▲ 10:00 ジャヒー様はくじけない！(5)


10:05 俺、つしま(9)


10:10 どすこいすしずもう(22)


10:16 文豪ストレイドッグス わん！(9)


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～(9)▲ 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(46) 10:30 八月のシンデレラナイン 2021(10)▲ 10:30 精霊幻想記(10)▲ 10:30 カノジョも彼女(10)▲


11:00 SCARLET NEXUS(10)▲ 11:00 Strawberry Panic(15) 11:00 かげきしょうじょ!!(10) 11:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(21) 11:00 ぼくたちのリメイク(9)


11:30 ピーチボーイリバーサイド(10)▲ 11:30 東京エンカウント弐(79) 11:30 白い砂のアクアトープ(9)▲ 11:30 出会って5秒でバトル(9)▲ 11:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(9)


12:00 あひるの空(32) 12:00 あひるの空(33) 12:00 あひるの空(34) 12:00 あひるの空(35) 12:00 あひるの空(36) 12:00 魔法の妖精 ペルシャ(15-21) ○ 12:00 魔法の妖精 ペルシャ(22-28) ○


12:30 超電磁マシーン ボルテスV(5) 12:30 超電磁マシーン ボルテスV(6) 12:30 超電磁マシーン ボルテスV(7) 12:30 超電磁マシーン ボルテスV(8) 12:30 超電磁マシーン ボルテスV(9)


13:00 神様になった日(3)(4)▲ 13:00 ハクション大魔王２０２０(19)(20)終 13:00 月刊少女野崎くん(3)(4)▲ 13:00 revisions リヴィジョンズ(11)(12)▲終 13:00 中二病でも恋がしたい！(7)(8)▲


14:00 うどんの国の金色毛鞠(12)▲終 14:00 魔法騎士レイアース(47)(48)▲ 14:00 アニメ女子部「アオハライド」(6)▲ 14:00 ミュークルドリーミー みっくす！(2) 14:00 妖怪ウォッチ♪(8)


14:30 つぐもも　ちょっとHなOVA 14:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(3)▲ 14:30 SHAMAN KING(21) 14:30 平日深呼吸。(18)


15:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(16)(17)▲ 15:00 ノーゲーム・ノーライフ(9) 15:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(9)▲ 15:00 Sonny Boy(8) 15:00 100万の命の上に俺は立っている(21)▲ 15:00 ウマ娘 プリティーダービー Season 2(1-13)▲ ◎ 15:00 音で聴くAT-X


15:30 転生したらスライムだった件 第2期(45) 15:30 死神坊ちゃんと黒メイド(9)▲ 15:30 ひぐらしのなく頃に卒(11) 15:30 東京リベンジャーズ(22) 15:30 ナカノヒトゲノム【実況中】(1-12)▲ ◎


16:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(8)▲ 16:00 ジャヒー様はくじけない！(4) 16:00 闇芝居　第9期(8) 16:00 月が導く異世界道中(9)▲ 16:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(10)▲


16:05 俺、つしま(9)


16:10 どすこいすしずもう(22)


16:16 文豪ストレイドッグス わん！(9)


16:30 精霊幻想記(9)▲ 16:30 カノジョも彼女(9)▲ 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～(9)▲ 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(46) 16:30 八月のシンデレラナイン 2021(10)▲


17:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(20) 17:00 ぼくたちのリメイク(8) 17:00 SCARLET NEXUS(10)▲ 17:00 Strawberry Panic(15) 17:00 かげきしょうじょ!!(10)


17:30 出会って5秒でバトル(8)▲ 17:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(8) 17:30 ピーチボーイリバーサイド(10)▲ 17:30 東京エンカウント弐(79) 17:30 白い砂のアクアトープ(9)▲


18:00 中二病でも恋がしたい！(7)(8)▲ ◎ 18:00 神様になった日(5)(6)▲ ◎ 18:00 はたらく細胞BLACK(1)(2)▲再 ◎ 18:00 月刊少女野崎くん(5)(6)▲ ◎ 18:00 たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語(1)(2)▲再 ◎


19:00 十二国記(20)▲ ◎ 19:00 十二国記(21)▲ ◎ 19:00 十二国記(22)▲ ◎ 19:00 十二国記(23)▲ ◎ 19:00 十二国記(24)▲ ◎


19:30 装甲騎兵ボトムズ(30) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(31) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(32) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(33) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(34) ◎


20:00 妖怪ウォッチ♪(8) ○ 20:00 はたらく細胞!!(1)(2)▲再 ◎ 20:00 魔法騎士レイアース(49)▲終 ○ 20:00 アニメ女子部「アオハライド」(7)▲ ○ 20:00 ミュークルドリーミー みっくす！(3) ○


20:30 平日深呼吸。(18) ○ 20:30 未定 20:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(4)▲ ○ 20:30 SHAMAN KING(22) ○ 20:30 promo-X #182 20:30 ナカノヒトゲノム【実況中】(OAD)▲ ○


21:00 100万の命の上に俺は立っている(21)▲ ○ 21:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(18)(19)▲ ◎ 21:00 ノーゲーム・ノーライフ(10) ○ 21:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(10)▲ ○ 21:00 Sonny Boy(9) ○ 21:00 小林さんちのメイドラゴンS(10)▲ ○ 21:00 ゲッターロボ アーク(11) ○


21:30 東京リベンジャーズ(22) ○ 21:30 転生したらスライムだった件 第2期(46) ○ 21:30 死神坊ちゃんと黒メイド(10)▲ ○ 21:30 ひぐらしのなく頃に卒(12) ○ 21:30 冴えない彼女の育てかた(9)▲ ○ 21:30 探偵はもう、死んでいる。(11)▲ ○


22:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(10)▲ ○ 22:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(9)▲ ○ 22:00 ジャヒー様はくじけない！(5) ○ 22:00 闇芝居　第9期(9) ○ 22:00 月が導く異世界道中(10)▲ ○ 22:00 長縄まりあ×赤尾ひかるのウチワアソビ〜仲良し声優女子たちの休日〜(後編) ◎ 22:00 迷宮ブラックカンパニー(10)▲ ○


22:05 俺、つしま(10) ○


22:10 どすこいすしずもう(23) ○


22:16 文豪ストレイドッグス わん！(10) ○


22:30 八月のシンデレラナイン 2021(10)▲ ○ 22:30 精霊幻想記(10)▲ ○ 22:30 カノジョも彼女(10)▲ ○ 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～(10)▲ ○ 22:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(47) ○ 22:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(91) 22:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝　2nd SEASON -覚醒前夜-(7) ○


23:00 かげきしょうじょ!!(10) 23:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(21) ○ 23:00 ぼくたちのリメイク(9) ○ 23:00 SCARLET NEXUS(11)▲ ○ 23:00 Strawberry Panic(16) ○ 23:00 アナログBANBAN ビッグバン(13) 23:00 GREAT PRETENDER(6)▲ ○


23:30 白い砂のアクアトープ(9)▲ ○ 23:30 出会って5秒でバトル(9)▲ ○ 23:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(9) ○ 23:30 ピーチボーイリバーサイド(11)▲ ○ 23:30 東京エンカウント弐(79) 23:30 魔法科高校の優等生(11) ○ 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(11)▲ ○


24:00 あひるの空(37) ◎ 24:00 あひるの空(38) ◎ 24:00 あひるの空(39) ◎ 24:00 あひるの空(40) ◎ 24:00 あひるの空(41) ◎ 24:00 かげきしょうじょ!!(11) ○ 24:00 生徒会役員共 番外編(1-8) ◎


24:30 超電磁マシーン ボルテスV(10) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(11) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(12) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(13) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(14) ◎ 24:30 マケン姫っ！通(8) ○


25:00 恋は雨上がりのように(5)(6)▲ ◎ 25:00 恋は雨上がりのように(7)(8)▲ ◎ 25:00 恋は雨上がりのように(9)(10)▲ ◎ 25:00 恋は雨上がりのように(11)(12)▲ ◎ 25:00 スケートリーディング☆スターズ(1-12)▲ ◎ 25:00 交響詩篇エウレカセブン(11-20)▲ ◎


26:00 るろうに剣心 ‐明治剣客浪漫譚‐追憶編(1-4)▲ ◎ 26:00 るろうに剣心 ‐明治剣客浪漫譚‐星霜編(1)(2)▲ ◎ 26:00 るろうに剣心 ‐明治剣客浪漫譚‐新京都編(1)(2)▲ ◎ 26:00 大魔法峠(1-8) ◎


27:30 promo-X #182


27:35 promo-X #183


28:00 promo-X #181 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(10) ○ 28:00 promo-X #181 28:00 マケン姫っ！通(7) 28:00 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい(1-24) ◎


28:30 小林さんちのメイドラゴンS(9)▲ 28:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(91) 28:30 ゲッターロボ アーク(10) 28:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝　2nd SEASON -覚醒前夜-(6)


29:00 冴えない彼女の育てかた(8)▲ 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(13) 29:00 探偵はもう、死んでいる。(10)▲ 29:00 GREAT PRETENDER(5)▲ 29:00 どすこいすしずもう(1-12) ◎


29:30 長縄まりあ×赤尾ひかるのウチワアソビ〜仲良し声優女子たちの休日〜(前編) 29:30 魔法科高校の優等生(10) 29:30 迷宮ブラックカンパニー(9)▲ 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(10)▲


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9月 2021/8/20


9月13日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日
月 火 水 木 金 土 日


6:00 月刊少女野崎くん(5)(6)▲ 6:00 たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語(1)(2)▲再 6:00 中二病でも恋がしたい！(9)(10)▲ 6:00 神様になった日(7)(8)▲ 6:00 はたらく細胞BLACK(3)(4)▲ 6:00 小林さんちのメイドラゴンS(10)▲ 6:00 ゲッターロボ アーク(11)


6:30 冴えない彼女の育てかた(9)▲ 6:30 探偵はもう、死んでいる。(11)▲


7:00 十二国記(20)▲ 7:00 十二国記(21)▲ 7:00 十二国記(22)▲ 7:00 十二国記(23)▲ 7:00 十二国記(24)▲ 7:00 長縄まりあ×赤尾ひかるのウチワアソビ〜仲良し声優女子たちの休日〜(後編) 7:00 迷宮ブラックカンパニー(10)▲


7:30 装甲騎兵ボトムズ(30) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(31) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(32) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(33) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(34) 7:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(91) 7:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝　2nd SEASON -覚醒前夜-(7)


8:00 アニメ女子部「アオハライド」(7)▲ 8:00 ミュークルドリーミー みっくす！(3) 8:00 妖怪ウォッチ♪(9) 8:00 はたらく細胞!!(3)(4)▲ 8:00 IS＜インフィニット・ストラトス＞　パッケージ版(1)▲再 8:00 アナログBANBAN ビッグバン(13) 8:00 GREAT PRETENDER(6)▲


8:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(4)▲ 8:30 SHAMAN KING(22) 8:30 平日深呼吸。(18) 8:30 未定 8:30 魔法科高校の優等生(11) 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(11)▲


9:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(10)▲ 9:00 Sonny Boy(9) 9:00 100万の命の上に俺は立っている(22)▲ 9:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(20)(21)▲ 9:00 ノーゲーム・ノーライフ(11) 9:00 魔法の天使 クリィミーマミ(29-35) ○ 9:00 魔法の天使 クリィミーマミ(36-42) ○


9:30 死神坊ちゃんと黒メイド(10)▲ 9:30 ひぐらしのなく頃に卒(12) 9:30 東京リベンジャーズ(23) 9:30 転生したらスライムだった件 第2期(47)


10:00 闇芝居　第9期(9) 10:00 月が導く異世界道中(10)▲ 10:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(11)▲終 10:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(10)▲ 10:00 ジャヒー様はくじけない！(6)


10:05 俺、つしま(10)


10:10 どすこいすしずもう(23)


10:16 文豪ストレイドッグス わん！(10)


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～(10)▲ 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(47) 10:30 八月のシンデレラナイン 2021(11)▲ 10:30 精霊幻想記(11)▲ 10:30 カノジョも彼女(11)▲


11:00 SCARLET NEXUS(11)▲ 11:00 Strawberry Panic(16) 11:00 かげきしょうじょ!!(11) 11:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(22) 11:00 ぼくたちのリメイク(10)


11:30 ピーチボーイリバーサイド(11)▲ 11:30 東京エンカウント弐(79) 11:30 白い砂のアクアトープ(10)▲ 11:30 出会って5秒でバトル(10)▲ 11:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(10)終


12:00 あひるの空(37) 12:00 あひるの空(38) 12:00 あひるの空(39) 12:00 あひるの空(40) 12:00 あひるの空(41) 12:00 魔法の妖精 ペルシャ(29-35) ○ 12:00 魔法の妖精 ペルシャ(36-42) ○


12:30 超電磁マシーン ボルテスV(10) 12:30 超電磁マシーン ボルテスV(11) 12:30 超電磁マシーン ボルテスV(12) 12:30 超電磁マシーン ボルテスV(13) 12:30 超電磁マシーン ボルテスV(14)


13:00 神様になった日(5)(6)▲ 13:00 はたらく細胞BLACK(1)(2)▲再 13:00 月刊少女野崎くん(5)(6)▲ 13:00 たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語(1)(2)▲再 13:00 中二病でも恋がしたい！(9)(10)▲


14:00 はたらく細胞!!(1)(2)▲再 14:00 魔法騎士レイアース(49)▲終 14:00 アニメ女子部「アオハライド」(7)▲ 14:00 ミュークルドリーミー みっくす！(3) 14:00 妖怪ウォッチ♪(9)


14:30 未定 14:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(4)▲ 14:30 SHAMAN KING(22) 14:30 平日深呼吸。(18)


15:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(18)(19)▲ 15:00 ノーゲーム・ノーライフ(10) 15:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(10)▲ 15:00 Sonny Boy(9) 15:00 100万の命の上に俺は立っている(22)▲ 15:00 未定 15:00 未定


15:30 転生したらスライムだった件 第2期(46) 15:30 死神坊ちゃんと黒メイド(10)▲ 15:30 ひぐらしのなく頃に卒(12) 15:30 東京リベンジャーズ(23)


16:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(9)▲ 16:00 ジャヒー様はくじけない！(5) 16:00 闇芝居　第9期(9) 16:00 月が導く異世界道中(10)▲ 16:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(11)▲終


16:05 俺、つしま(10)


16:10 どすこいすしずもう(23)


16:16 文豪ストレイドッグス わん！(10)


16:30 精霊幻想記(10)▲ 16:30 カノジョも彼女(10)▲ 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～(10)▲ 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(47) 16:30 八月のシンデレラナイン 2021(11)▲


17:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(21) 17:00 ぼくたちのリメイク(9) 17:00 SCARLET NEXUS(11)▲ 17:00 Strawberry Panic(16) 17:00 かげきしょうじょ!!(11)


17:30 出会って5秒でバトル(9)▲ 17:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(9) 17:30 ピーチボーイリバーサイド(11)▲ 17:30 東京エンカウント弐(79) 17:30 白い砂のアクアトープ(10)▲


18:00 中二病でも恋がしたい！(9)(10)▲ ◎ 18:00 神様になった日(7)(8)▲ ◎ 18:00 はたらく細胞BLACK(3)(4)▲ ◎ 18:00 月刊少女野崎くん(7)(8)▲ ◎ 18:00 たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語(3)(4)▲ ◎


19:00 十二国記(25)▲ ◎ 19:00 十二国記(26)▲ ◎ 19:00 十二国記(27)▲ ◎ 19:00 十二国記(28)▲ ◎ 19:00 十二国記(29)▲ ◎


19:30 装甲騎兵ボトムズ(35) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(36) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(37) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(38) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(39) ◎


20:00 妖怪ウォッチ♪(9) ○ 20:00 はたらく細胞!!(3)(4)▲ ◎ 20:00 IS＜インフィニット・ストラトス＞　パッケージ版(1)▲再 ○ 20:00 アニメ女子部「アオハライド」(8)▲ ○ 20:00 ミュークルドリーミー みっくす！(5) ○


20:30 平日深呼吸。(18) 20:30 未定 20:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(5)▲ ○ 20:30 SHAMAN KING(23) ○


21:00 100万の命の上に俺は立っている(22)▲ ○ 21:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(20)(21)▲ ◎ 21:00 ノーゲーム・ノーライフ(11) ○ 21:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(11)▲ ○ 21:00 Sonny Boy(10) ○ 21:00 小林さんちのメイドラゴンS(11)▲ ○ 21:00 ゲッターロボ アーク(12) ○


21:30 東京リベンジャーズ(23) ○ 21:30 転生したらスライムだった件 第2期(47) ○ 21:30 死神坊ちゃんと黒メイド(11)▲ ○ 21:30 ひぐらしのなく頃に卒(13) ○ 21:30 冴えない彼女の育てかた(10)▲ ○ 21:30 探偵はもう、死んでいる。(12)▲終 ○


22:00 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～(11)▲終 ○ 22:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(10)▲ ○ 22:00 ジャヒー様はくじけない！(6) ○ 22:00 闇芝居　第9期(10) ○ 22:00 月が導く異世界道中(11)▲ ○ 22:00 学園ヘヴン＆福山ッスル おひさしぶり！同窓会トークSP ◎ 22:00 迷宮ブラックカンパニー(11)▲ ○


22:05 俺、つしま(11) ○


22:10 どすこいすしずもう(24) ○


22:16 文豪ストレイドッグス わん！(11) ○


22:30 八月のシンデレラナイン 2021(11)▲ ○ 22:30 精霊幻想記(11)▲ ○ 22:30 カノジョも彼女(11)▲ ○ 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～(11)▲ ○ 22:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(48) ○ 22:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(92) ○ 22:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝　2nd SEASON -覚醒前夜-(8) ○


23:00 かげきしょうじょ!!(11) 23:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(22) ○ 23:00 ぼくたちのリメイク(10) ○ 23:00 SCARLET NEXUS(12)▲ ○ 23:00 Strawberry Panic(17) ○ 23:00 アナログBANBAN ビッグバン(14) ○ 23:00 GREAT PRETENDER(7)▲ ○


23:30 白い砂のアクアトープ(10)▲ ○ 23:30 出会って5秒でバトル(10)▲ ○ 23:30 女神寮の寮母くん。　風紀まもるくん無修正ver.(10)終 ○ 23:30 ピーチボーイリバーサイド(12)▲終 ○ 23:30 東京エンカウント弐(80) ○ 23:30 魔法科高校の優等生(12) ○ 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(12)▲終 ○


24:00 あひるの空(42) ◎ 24:00 あひるの空(43) ◎ 24:00 あひるの空(44) ◎ 24:00 あひるの空(45) ◎ 24:00 あひるの空(46) ◎ 24:00 かげきしょうじょ!!(12) ○ 24:00 生徒会役員共＊ 番外編(1-6) ◎


24:30 超電磁マシーン ボルテスV(15) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(16) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(17) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(18) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(19) ◎ 24:30 マケン姫っ！通(9) ○


25:00 俺だけ入れる隠しダンジョン(1)(2)▲ ◎ 25:00 俺だけ入れる隠しダンジョン(3)(4)▲ ◎ 25:00 俺だけ入れる隠しダンジョン(5)(6)▲ ◎ 25:00 俺だけ入れる隠しダンジョン(7)(8)▲ ◎ 25:00 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN(1-12) ◎ 25:00 交響詩篇エウレカセブン(21-30)▲ ◎


26:00 この世の果てで恋を唄う少女YU-NO(1-4)▲ ◎ 26:00 この世の果てで恋を唄う少女YU-NO(5-8)▲ ◎ 26:00 この世の果てで恋を唄う少女YU-NO(9-12)▲ ◎ 26:00 この世の果てで恋を唄う少女YU-NO(13-16)▲ ◎


27:00 劇場版 生徒会役員共 ◎


28:00 promo-X #183 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(11) ○ 28:00 promo-X #181 28:00 マケン姫っ！通(8)


28:05 生徒会役員共＊ 番外編(7) ◎


28:30 小林さんちのメイドラゴンS(10)▲ 28:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(91) 28:30 ゲッターロボ アーク(11) 28:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝　2nd SEASON -覚醒前夜-(7) 28:30 promo-X #182


29:00 冴えない彼女の育てかた(9)▲ 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(13) 29:00 探偵はもう、死んでいる。(11)▲ 29:00 GREAT PRETENDER(6)▲ 29:00 どすこいすしずもう(13-24) ◎


29:30 長縄まりあ×赤尾ひかるのウチワアソビ〜仲良し声優女子たちの休日〜(後編) 29:30 魔法科高校の優等生(11) 29:30 迷宮ブラックカンパニー(10)▲ 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(11)▲


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9月 2021/8/20


9月27日 9月28日 9月29日 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日
月 火 水 木 金 土 日


6:00 月刊少女野崎くん(9)(10)▲ 6:00 たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語(5)(6)▲ 6:00 中二病でも恋がしたい！(13)▲終 6:00 神様になった日(11)(12)▲終


6:30 中二病でも恋がしたい！戀(1)▲再


7:00 十二国記(30)▲ 7:00 十二国記(31)▲ 7:00 十二国記(32)▲ 7:00 十二国記(33)▲


7:30 装甲騎兵ボトムズ(40) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(41) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(42) 7:30 装甲騎兵ボトムズ(43)


8:00 アニメ女子部「アオハライド」(9)▲ 8:00 ミュークルドリーミー みっくす！(6) 8:00 妖怪ウォッチ♪(11) 8:00 はたらく細胞!!(7)(8)▲終


8:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(6)▲ 8:30 SHAMAN KING(24) 8:30 平日深呼吸。(19)


9:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(12)▲ 9:00 Sonny Boy(11) 9:00 100万の命の上に俺は立っている(24)▲終 9:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(24)(25)▲終


9:30 死神坊ちゃんと黒メイド(12)▲終 9:30 ひぐらしのなく頃に卒(14) 9:30 未定


10:00 闇芝居　第9期(11) 10:00 月が導く異世界道中(12)▲終 10:00 未定 10:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(12)▲


10:05 俺、つしま(12)終


10:10 どすこいすしずもう(25)


10:16 文豪ストレイドッグス わん！(12)終


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～(12)▲終 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(49) 10:30 八月のシンデレラナイン 2021(13)▲終 10:30 未定


11:00 SCARLET NEXUS(13)▲ 11:00 Strawberry Panic(18) 11:00 かげきしょうじょ!!(13)終 11:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(24)終


11:30 未定 11:30 東京エンカウント弐(80) 11:30 白い砂のアクアトープ(12)▲ 11:30 出会って5秒でバトル(12)▲終


12:00 あひるの空(47) 12:00 あひるの空(48) 12:00 あひるの空(49) 12:00 あひるの空(50)終


12:30 超電磁マシーン ボルテスV(20) 12:30 超電磁マシーン ボルテスV(21) 12:30 超電磁マシーン ボルテスV(22) 12:30 超電磁マシーン ボルテスV(23)


13:00 神様になった日(9)(10)▲ 13:00 はたらく細胞BLACK(5)(6)▲ 13:00 月刊少女野崎くん(9)(10)▲ 13:00 たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語(5)(6)▲


14:00 はたらく細胞!!(5)(6)▲ 14:00 IS＜インフィニット・ストラトス＞　パッケージ版(2)▲ 14:00 アニメ女子部「アオハライド」(9)▲ 14:00 ミュークルドリーミー みっくす！(6)


14:30 未定 14:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(6)▲ 14:30 SHAMAN KING(24)


15:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(22)(23)▲ 15:00 ノーゲーム・ノーライフ(12)終 15:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(12)▲ 15:00 Sonny Boy(11)


15:30 転生したらスライムだった件 第2期(48)終 15:30 死神坊ちゃんと黒メイド(12)▲終 15:30 ひぐらしのなく頃に卒(14)


16:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(11)▲ 16:00 ジャヒー様はくじけない！(7) 16:00 闇芝居　第9期(11) 16:00 月が導く異世界道中(12)▲終


16:05 俺、つしま(12)終


16:10 どすこいすしずもう(25)


16:16 文豪ストレイドッグス わん！(12)終


16:30 精霊幻想記(12)▲終 16:30 カノジョも彼女(12)▲終 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～(12)▲終 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(49)


17:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(23) 17:00 ぼくたちのリメイク(11) 17:00 SCARLET NEXUS(13)▲ 17:00 Strawberry Panic(18)


17:30 出会って5秒でバトル(11)▲ 17:30 未定 17:30 未定 17:30 東京エンカウント弐(80)


18:00 中二病でも恋がしたい！(13)▲終 ◎ 18:00 神様になった日(11)(12)▲終 ◎ 18:00 はたらく細胞BLACK(7)(8)▲ ◎ 18:00 月刊少女野崎くん(11)(12)▲終 ◎


18:30 中二病でも恋がしたい！戀(1)▲再 ◎


19:00 十二国記(35)▲ ◎ 19:00 十二国記(36)▲ ◎ 19:00 十二国記(37)▲ ◎ 19:00 十二国記(38)▲ ◎


19:30 装甲騎兵ボトムズ(45) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(46) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(47) ◎ 19:30 装甲騎兵ボトムズ(48) ◎


20:00 妖怪ウォッチ♪(11) ○ 20:00 はたらく細胞!!(7)(8)▲終 ◎ 20:00 IS＜インフィニット・ストラトス＞　パッケージ版(3)▲ ○ 20:00 アニメ女子部「アオハライド」(10)▲ ○


20:30 平日深呼吸。(19) 20:30 未定 20:30 アニメ女子部「桜蘭高校ホスト部」(7)▲ ○


21:00 100万の命の上に俺は立っている(24)▲終 ○ 21:00 STAR DRIVER 輝きのタクト(24)(25)▲終 ◎ 21:00 未定 21:00 TSUKIPRO THE ANIMATION 2(13)▲終 ○


21:30 未定 21:30 未定 21:30 未定


22:00 未定 22:00 D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(12)▲ ○ 22:00 ジャヒー様はくじけない！(8) ○ 22:00 闇芝居　第9期(12)(13)終 ○


22:10 どすこいすしずもう(26) ○


22:16 番組紹介 ○


22:30 八月のシンデレラナイン 2021(13)▲終 ○ 22:30 未定 ○ 22:30 未定 22:30 未定


23:00 かげきしょうじょ!!(13)終 23:00 BLUE REFLECTION RAY/澪(24)終 ○ 23:00 ぼくたちのリメイク(12)終 ○ 23:00 SCARLET NEXUS(14)▲ ○


23:30 白い砂のアクアトープ(12)▲ ○ 23:30 出会って5秒でバトル(12)▲終 ○ 23:30 未定 23:30 未定


24:00 舟を編む(2)▲ ◎ 24:00 舟を編む(3)▲ ◎ 24:00 舟を編む(4)▲ ◎ 24:00 舟を編む(5)▲ ◎


24:30 超電磁マシーン ボルテスV(25) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(26) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(27) ◎ 24:30 超電磁マシーン ボルテスV(28) ◎


25:00 Lapis Re:LiGHTs(5)(6)▲ ◎ 25:00 未定 ◎ 25:00 Lapis Re:LiGHTs(7)(8)▲ ◎ 25:00 Lapis Re:LiGHTs(9)(10)▲ ◎


26:00 アクダマドライブ(3)(4)▲ ◎ 26:00 アクダマドライブ(5)(6)▲ ◎ 26:00 アクダマドライブ(7)(8)▲ ◎


27:00 FORTUNE ARTERIAL 赤い約束(3)(4)▲ ◎ 27:00 FORTUNE ARTERIAL 赤い約束(5)(6)▲ ◎ 27:00 FORTUNE ARTERIAL 赤い約束(7)(8)▲ ◎


27:30 音で聴くAT-X


28:00 promo-X 28:00 promo-X 28:00 promo-X 28:00 マケン姫っ！通(10)終


28:30 小林さんちのメイドラゴンS(12)▲終 28:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(92) 28:30 ゲッターロボ アーク(13)終 28:30 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝　2nd SEASON -覚醒前夜-(9)


29:00 冴えない彼女の育てかた(11)▲ 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(14) 29:00 未定 29:00 GREAT PRETENDER(8)▲


29:30 promo-X 29:30 魔法科高校の優等生(13)終 29:30 迷宮ブラックカンパニー(12)▲終 29:30 未定


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





		cd3d44144a4ed7c3bb77c9ba636781ca(1)

		1fdc35a8e5a961da0b58d64863f42fe7

		951cc1e6d9b15b9b31bca657242df26f

		2491e1c2aad32a033215e4f0f62b7d12
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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）


27:00


25[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


27:30 27:30 27:30


45[S][HD][F]MLBミュージッ
ク #2855[S]停波


26:30 30[二][休][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ストーマーズ vs. B&Iライオ
ンズ』


(2021/07/17 ケープタウン・


26:30 26:30


55[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


27:00 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


27:00 00[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


00[S][HD][F]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅


26:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】
『悲劇の世界ヘビー級王者


00[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


26:00 00[S][HD][F]
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


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(07/07)』


(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)


24:00 24:00


24:30 24:30 24:30


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)


25:00 25:00


22:00 00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ライオンズ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/03　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


00[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(07/10)』


(2021/07/10　ロフタス・
ヴァースフェルド・スタジア
ム, プレトリア, 南アフリカ)


00[S][初][HD][F]
MLBイッキ見！ #23


22:00 22:00


22:30 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)


30[S][同][HD][F]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 埼玉西武(09/05)』
(楽天生命パーク宮城)


22:30


45[S][F]インフォメーション


23:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 埼玉西武(09/03)』
(楽天生命パーク宮城)


23:00 23:00


23:30 23:30 23:30


24:00


25:00


25:30 25:30 25:30


45[S][HD]MLBミュージック
#28


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


21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


20:00 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


(2021/07/17-19　サニア
パーク, 長野県上田市菅平
高原)


00[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライト
第4戦


20:00 20:00


20:30 30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


20:30 20:30


21:00


18:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


18:30 30[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


18:30


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)


17:00 17:00


15[S][HD]MLBミュージック
#2817:30 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 埼玉西武(09/03)』
(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


18:00 18:00


19:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅


19:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 埼玉西武(09/04)』
(楽天生命パーク宮城)


00[二][同][HD][F]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/04)』


19:00


19:30 19:30 19:30


15:00 15:00


15:30 15:30 15:30


45[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】
『悲劇の世界ヘビー級王者


16:00 16:00 16:00


16:30 30[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day2』


(2021/08/21)


16:30 16:30


45[S][HD]
結束！侍ジャパン #7517:00


00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


18:00


12:30 12:30


13:30


14:00 00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン5 #5


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン5 #6


00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


14:00 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 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 埼玉西武(09/04)』
(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


14:30 30[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day1』


(2021/08/20)


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)


30[S]
インフォメーション


14:30 30[S][L][初][HD][F]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 埼玉西武(09/05)』
(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


14:30


15:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅


00[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


12:00 12:00


15[S][HD]SUPER GT 2021
ダイジェスト


30[S][F]
インフォメーション


10:30


11:00 11:00 00[S][同][HD][F]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 埼玉西武(09/04)』
(楽天生命パーク宮城)


11:00


15[二][休][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征 テストマッチ
第1戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/24 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)
(休止の場合あり)


11:30 30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅


11:30


13:00 00[S][初][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][初][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][初][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


13:00 13:00


12:30 30[S]
インフォメーション


30[S]
インフォメーション


30[S]
インフォメーション


30[S][HD]
【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


08:30


09:30 09:30


10:00 00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day2』


(2021/08/21)


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)


10:00 10:00


10:30 30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】
『悲劇の世界ヘビー級王者


10:30


30[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


(2021/07/17-19　サニア
パーク, 長野県上田市菅平
高原)


08:30


09:00 00[S]
インフォメーション


09:00 00[S][L][初][HD]
WWE スマックダウン #1150
【英語版】


09:00


09:30 30[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


30[S]
インフォメーション


11:30


12:00


00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


06:00 06:00


06:30 30[S]
インフォメーション


30[S]
インフォメーション


06:30 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】
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]
インフォメーション


07:00 07:00


07:30 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


07:30 07:30


08:00 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[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day1』


(2021/08/20)


08:00 08:00


08:30


00[S][字][HD][F]
WWE ロウ #1474
【ハイライト】


04:00


04:30 04:30 30[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1149
【ハイライト】
(休止の場合あり)


04:30


05:00 05:00 00[二][HD][F]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021
第2戦 エストリル12時間レー
ス(ポルトガル)
『Part2【ゴール】』


05:00


04:00 00[S]
機器メンテナンス


00[S]
休止


00[S]
休止


04:00 ～[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


05:30 30[S]
インフォメーション


05:30 30[二][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021
第2戦 エストリル12時間レー
ス(ポルトガル)
『Part1【スタート】』


05:30


06:00 00[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


00[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(デン
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J SPORTS 1 2021.09.06-2021.09.12
2021.09.06 2021.09.07 2021.09.08 2021.09.09 2021.09.10 2021.09.11 2021.09.12


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]
ラグビー 一人語り #3
藤島大が語る明治ラグビー・


27:30 27:30


45[S][休][HD]きょうのドアラ
55[S]停波


30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(デン


26:30


27:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1149
【ハイライト】


27:00 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～
【ボクシング特集】
『悲劇の世界ヘビー級王者


27:00


27:30 30[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


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[二][休][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征 テストマッチ
第1戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/24 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)
(休止の場合あり)


25:30 25:30


26:00 26:00 26:00


26:30 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』


26:30


24:30 24:30 24:30


25:00 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(07/10)』


(2021/07/10　ロフタス・
ヴァースフェルド・スタジア
ム, プレトリア, 南アフリカ)


25:00 00[多][HD]
J SPORTS セレクション


25:00


25:30 30[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
『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)


24:00 24:00


22:30 22:30


45[S][F]インフォメーション


23:00 00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『シャークス vs. B&Iライオン
ズ(07/07)』


(2021/07/07　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(09/10)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


23:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(09/11)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[多][HD]
J SPORTS セレクション


23:00


21:30 21:30


22:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 中日(09/07)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 中日(09/08)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 中日(09/09)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S][初][HD][F]
MLBイッキ見！ #24


22:00 22:00


22:30


20[二][L][初][HD]
SAIL GP 2021/22
第5戦 サン=トロペ（フラン
ス）
『Day1』


(2021/09/11)


20[二][L][初][HD]
SAIL GP 2021/22
第5戦 サン=トロペ（フラン
ス）
『Day2』


(2021/09/12)


20:30 20:30 20:30


21:00 00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『ライオンズ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/03　エミレーツ・エ
アライン・パーク, ヨハネスブ
ルグ, 南アフリカ)


21:00 21:00


21:30


23:30 23:30 23:30


24:00


18:00


15[S][同][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第5戦
『クラーニ(スロベニア)』


(2021/09/04　クラーニ, スロ
ベニア)


20[二][同][HD]
SAIL GP 2021/22
第5戦 サン=トロペ（フラン
ス）
『Day1』


(2021/09/11)


18:30 18:30 30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅


19:00 19:00 19:00


15[S]
インフォメーション19:30 19:30 19:30


45[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライト
第4戦


20:00 20:00


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]
ラグビー 一人語り #1
藤島大が語る大西鐵之祐イ


17:00


17:30 30[S][HD]
ラグビー 一人語り #1
藤島大が語る大西鐵之祐イ


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]MLBミュージック
#28


17:30 30[S][休][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]
Yogibo SUPER GTに挑む！
#4


17:30


45[S][HD]きょうのドアラ #1
55[BB][S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 中日(09/07)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


55[BB][S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 中日(09/08)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


55[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 中日(09/09)』
(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[BB][S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(09/10)』
(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


18:30


20:00


18:00 18:00 00[S][休][HD]
ラグビー 一人語り #1
藤島大が語る大西鐵之祐イ


00[S][HD]
MLBミュージック #28


50[多][HD]
J SPORTS セレクション15:00 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)


15:00 15:00


15:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


15:30 15:30


14:30 30[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #6


30[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第8戦
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04-05)


30[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第8戦
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04-05)


30[S]
インフォメーション


30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


14:30 14:30


14:00 00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


16:00 00[S][HD]MLBミュージック
#28


16:00 16:00


15[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


(2021/07/17-19　サニア
パーク, 長野県上田市菅平
高原)


16:30 16:30 16:30


17:00 00[S][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #6


13:30 30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


13:30 13:30


14:00 14:00


10:00 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)


11:30 11:30 11:30


12:00 12:00 12:00


20[多][HD]
J SPORTS セレクション12:30 30[S][HD]


MOTOR GAMES #388
30[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


30[S]
インフォメーション


12:30 12:30


13:00 00[S][初][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


00[S][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


13:00 13:00


25[BB][S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(09/11)』
(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[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 中日(09/07)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 中日(09/08)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 中日(09/09)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


09:00 00[S]
インフォメーション


00[S]
インフォメーション


09:00


09:30


10:00


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


09:30 30[S][HD]
ラグビー 一人語り #1
藤島大が語る大西鐵之祐イ


30[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


09:30


55[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(09/10)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)
(休止の場合あり)


10:00 00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第2戦
『ヴィラール(スイス)』


(2021/07/03　ヴィラール, ス
イス)


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第4戦
『ブリアンソン(フランス)』


(2021/07/18　ブリアンソン,
フランス)


30[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


07:30


08:00 08:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1150
【ハイライト】


00[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


08:00


08:30 08:30


00[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライト
第4戦


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1475
【ハイライト】


06:30 30[S]
インフォメーション


30[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第8戦
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04-05)


06:30 06:30


45[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


07:00 00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第1戦
『インスブルック(オーストリ
ア)』


(2021/06/25　インスブルッ
ク, オーストリア)


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第3戦
『シャモニー(フランス)』


(2021/07/13　シャモニー, フ
ランス)


07:00


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
ボルダリング 第4戦
『インスブルック(オーストリ
ア)』


(2021/06/26　インスブルッ
ク, オーストリア)


00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第8戦
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04-05)


06:00 00[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


06:00


00[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


07:00


08:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(デン


07:30 07:30


04:00 ～[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


00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1475
【ハイライト】
(休止の場合あり)


04:00


04:30 04:30 04:30


45[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


05:00 05:00


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
機器メンテナンス


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S][休][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドチャンピオン
シップ
準々決勝


05:00


05:30 30[S]
インフォメーション


05:30 05:30


45[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】
『悲劇の世界ヘビー級王者


06:00
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J SPORTS 1 2021.09.13-2021.09.19
2021.09.13 2021.09.14 2021.09.15 2021.09.16 2021.09.17 2021.09.18 2021.09.19


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][休][HD]スーパー
フォーミュラ 2021 ダイジェス27:00 00[S][字][HD]


WWE スマックダウン #1150
【ハイライト】


00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1151
【ハイライト】
(休止の場合あり)


27:00 27:00


27:30 30[S][休][HD]
ラグビー 一人語り #1
藤島大が語る大西鐵之祐イ


27:30 27:30


45[S][HD]MLBミュージック
#28


24:00 00[多][HD]
J SPORTS セレクション


24:00 24:00


15[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 福岡ソフトバンク
(09/19)』
(楽天生命パーク宮城)


24:30 24:30 24:30


25:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 広島(09/15)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


25:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 福岡ソフトバンク
(09/18)』
(楽天生命パーク宮城)


25:00


25:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 広島(09/14)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


30[多][休][HD]
J SPORTS セレクション


25:30 25:30


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


26:30 26:30


30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 横浜
DeNA(09/18)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


21:30


45[S][HD]MLBミュージック
#28


45[二][L][初][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第9戦 決勝レース2
『カタルーニャ(スペイン)』


(2021/09/19)


22:00 22:00


22:30 22:30 22:30


45[S][F]インフォメーション


23:00 00[S][初][HD]MLBミュー
ジック #29


23:00 23:00


15[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 横浜
DeNA(09/17)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[多][HD]
J SPORTS セレクション


00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/13)』


00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/14)』


00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/15)』


00[S][初][HD][F]
MLBイッキ見！ #25


22:00


23:30 23:30 23:30


18:30 18:30


19:00 19:00 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


19:00


19:30 19:30 30[多][HD]
J SPORTS セレクション


19:30


20:00 20:00 00[S][休][HD]MLBミュー
ジック #29


20:00


15[二][初][同][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第9戦 決勝レース1
『カタルーニャ(スペイン)』


(2021/09/18)
(休止の場合あり)


20:30 20:30 20:30


21:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


21:00 21:00


21:30 21:30


16:00 00[S][休][HD]
バドミントン ワールドツアー
韓国オープン 2021
決勝


(2021/09/05　ジンナム・スタ
ジアム, 麗水市)
(休止の場合あり)


16:00 16:00


16:30 16:30 16:30


17:00 00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


00[S]
インフォメーション


17:00 00[多][休][HD]
J SPORTS セレクション


17:00


17:30 30[二][同][休][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/12)』
(休止の場合あり)


30[S][HD]
ラグビー 一人語り #3
藤島大が語る明治ラグビー・


17:30 30[多][HD]
J SPORTS セレクション


17:30


55[BB][S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 横浜
DeNA(09/17)』
(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


30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


13:30 13:30


14:00 00[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第8戦
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04-05)
(休止の場合あり)


00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


14:00 14:00


14:30 30[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(デン


30[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第8戦
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04-05)


14:30 14:30


15:00 00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


15:00 00[多][HD]
J SPORTS セレクション


15:00


15:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


15:30 15:30


11:00


30[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


11:30 11:30


12:00 00[二][同][休][HD]
SAIL GP 2021/22
第5戦 サン=トロペ（フラン
ス）
『Day2』


(2021/09/12)
(休止の場合あり)


12:00 12:00


15[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


12:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #389


12:30 12:30


45[S][休][HD]MLBミュー
ジック #2813:00 00[S][休][HD]
バドミントン ワールドツアー
韓国オープン 2021
準々決勝


(2021/09/03　ジンナム・スタ
ジアム, 麗水市)
(休止の場合あり)


00[S][休][HD]
バドミントン ワールドツアー
韓国オープン 2021
準決勝


(2021/09/04　ジンナム・スタ
ジアム, 麗水市)
(休止の場合あり)


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[S][HD]
ラグビー 一人語り #1
藤島大が語る大西鐵之祐イ


13:00


25[BB][S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 横浜
DeNA(09/18)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


13:30


08:00 00[二][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021
第2戦 エストリル12時間レー
ス(ポルトガル)
『Part2【ゴール】』


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(09/18)』


※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


09:00 09:00 09:00


09:30 30[S][字][HD]
エクストリームE 2021 【ハイ
ライト】
第3戦 グリーンランド
『Arctic X Prix』


09:30 09:30


10:00 10:00 10:00


10:30 30[S][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い


30[S][字][HD]
WWE ロウ #1476
【ハイライト】


10:30 10:30


11:00 11:00


06:00


06:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


30[S][字][HD]
WWE ロウ #1476
【ハイライト】


06:30 06:30


07:00 00[二][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021
第2戦 エストリル12時間レー
ス(ポルトガル)
『Part1【スタート】』


07:00


06:00 00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


00[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


00[S][HD]
バドミントン ワールドツアー
チャイニーズ・タイペイオープ
ン 2021
準決勝


(2021/09/11　台北アリーナ)


00[S][HD]
バドミントン ワールドツアー
チャイニーズ・タイペイオープ
ン 2021
決勝


(2021/09/12　台北アリーナ)


00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. オリックス
(09/16)』
(楽天生命パーク宮城)
(休止の場合あり)


08:30


11:30 30[S]
インフォメーション


30[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


07:00


07:30 30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #8


07:30 07:30


05:00 05:00


05:30 30[S]
インフォメーション


05:30 05:30


04:00 00[S][HD]
バドミントン ワールドツアー
韓国オープン 2021
準々決勝


(2021/09/03　ジンナム・スタ
ジアム, 麗水市)


～[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 福岡ソフトバンク


04:00


04:30 30[S]
休止


04:30 30[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 横浜
DeNA(09/18)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


(休止の場合あり)


04:30


05:00


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


～[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 広島(09/14)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)


～[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 広島(09/15)』


00[S]
休止


00[S]
休止


06:00
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J SPORTS 1 2021.09.20-2021.09.26
2021.09.20 2021.09.21 2021.09.22 2021.09.23 2021.09.24 2021.09.25 2021.09.26


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][字][HD]
WWE スマックダウン #1151
【ハイライト】


27:30 27:30


26:30 30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


26:30 30[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


(2021/07/17-19　サニア
パーク, 長野県上田市菅平
高原)


26:30


27:00 00[S][字][HD]
WWE ロウ #1477
【ハイライト】


27:00 27:00


27:30


30[多][HD]
J SPORTS セレクション


25:30 25:30


26:00 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(07/07)』


(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][休][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『シャークス vs. B&Iライオン
ズ(07/10)』


(2021/07/10　ロフタス・
ヴァースフェルド・スタジア
ム, プレトリア, 南アフリカ)


00[二][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征
『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)


26:00 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


26:00


00[多][HD]
J SPORTS セレクション


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)


24:00 24:00


24:30 24:30 30[多][休][HD]
J SPORTS セレクション


24:30


25:00 25:00 25:00


25:30


22:00 00[多][HD]
J SPORTS セレクション


22:00


22:30 22:30 30[多][休][HD]
J SPORTS セレクション


22:30


45[S][F]インフォメーション


23:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/23)』


22:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 福岡ソフトバンク
(09/20)』
(楽天生命パーク宮城)


00[多][HD]
J SPORTS セレクション


00[多][HD]
J SPORTS セレクション


00[多][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][初][HD][F]
MLBイッキ見！ #26


23:00 23:00


23:30 23:30 23:30


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
『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[多][休][HD]
J SPORTS セレクション


21:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #25


21:00 21:00


21:30 21:30 30[S][休][HD]
MLB 深掘り History #5
(休止の場合あり)


21:30


45[S]インフォメーション


17:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/19)』


30[S][HD]
J SPORTS セレクション


18:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/21)』


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/22)』


18:30 18:30


45[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


19:00 19:00 00[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第9戦
『カタルーニャ(スペイン)』


(2021/09/18-19)
(休止の場合あり)


19:00


19:30 19:30 19:30


45[二][休][HD]
ラグビー ブリティッシュ＆ア
イリッシュ・ライオンズ2021
南アフリカ遠征 テストマッチ
第1戦
『南アフリカ vs. B&Iライオン
ズ』


(2021/07/24 ケープタウン・
スタジアム, ケープタウン, 南
アフリカ)
(休止の場合あり)


20:00 20:00 20:00


20:30 20:30 30[多][HD]
J SPORTS セレクション


20:30


15[S][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
女子ボルダリング 決勝


(2021/09/18　モスクワ, ロシ
ア)


15:30 30[多][HD]
J SPORTS セレクション


30[S]インフォメーション 15:30 15:30


45[S][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男女スピード 決勝


(2021/09/16　モスクワ, ロシ
ア)


45[S][休][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男子ボルダリング 決勝


(2021/09/19　モスクワ, ロシ
ア)
(休止の場合あり)


45[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第9戦
『カタルーニャ(スペイン)』


(2021/09/18-19)
(休止の場合あり)


16:00 16:00


17:30 17:30


18:00 00[S][HD]
Yogibo SUPER GTに挑む！
#4


18:00 18:00


16:30 16:30 16:30


17:00 17:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/25)』


17:00


30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


30[S][F]
インフォメーション


13:30 13:30


14:30 30[S][字][HD]
WWE ロウ #1477
【ハイライト】


30[S]インフォメーション 30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅


14:30 14:30


45[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


50[多][HD]
J SPORTS セレクション15:00 00[S]


インフォメーション
00[S][休][HD]MLBミュー
ジック #29


15:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(09/19)』
(休止の場合あり)


15:00


15[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】
『悲劇の世界ヘビー級王者


15[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


15[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


00[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第9戦
『カタルーニャ(スペイン)』


(2021/09/18-19)
(休止の場合あり)


16:00


10:30 10:30 10:30


12:00 12:00 12:00


12:30 30[S]
インフォメーション


12:30 12:3035[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[S][HD]
原田伸郎のめざせパーゴル
フⅢ【J SPORTSハッピーゴ


14:00 00[S]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


00[S][HD]
桑田泉のゴルフアカデミー
シーズン1【J SPORTSハッ


14:00 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


13:00 13:00


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(09/24)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00


15[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #8


08:30 08:30 08:30


45[S][HD]MLBミュージック
#2909:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


09:00 09:00


09:30 09:30


11:00 11:00 11:00


11:30 11:30 11:30


09:30


10:00 10:00 10:00


06:00 00[S][HD]
バドミントン ワールドツアー
韓国オープン 2021
準決勝


(2021/09/04　ジンナム・スタ
ジアム, 麗水市)


06:00


06:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


06:30 06:30


07:00 00[S][HD]
MOTOR GAMES #390


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


07:00 07:00


00[S][HD]
バドミントン ワールドツアー
韓国オープン 2021
決勝


(2021/09/05　ジンナム・スタ
ジアム, 麗水市)


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～
【ボクシング特集】
『悲劇の世界ヘビー級王者


00[S][HD]
バドミントン ワールドツアー
チャイニーズ・タイペイオープ
ン 2021
準決勝


(2021/09/11　台北アリーナ)


06:00 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)


07:30 30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


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(09/22)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


04:00 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)


～[二][HD]ラグビー ブリ
ティッシュ＆アイリッシュ・ラ


04:00


15[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1152
【ハイライト】


04:30 30[S]
休止


04:30 04:30


05:00


04:00 00[S]
休止


～[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1151
【ハイライト】


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


05:00 05:00


15[S][休][HD]
MLBミュージック #2905:30 30[S]


インフォメーション
05:30 05:3035[S][休][HD]


バドミントン ワールドツアー
チャイニーズ・タイペイオープ
ン 2021
決勝


(2021/09/12　台北アリーナ)
(休止の場合あり)
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J SPORTS 1 2021.09.27-2021.10.03
2021.09.27 2021.09.28 2021.09.29 2021.09.30 2021.10.01 2021.10.02 2021.10.03


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


25:00 00[多][HD]
J SPORTS セレクション


00[S]
停波


25:00 25:00


25:30 30[多][休][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1152
【ハイライト】


27:00 27:00


27:30 30[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #76
(休止の場合あり)


30[S][休][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


27:30 27:30


30[多][休][HD]
J SPORTS セレクション


25:30 25:30


26:00 26:00 26:00


26:30 26:30 26:30


22:00


22:30 22:30 22:30


23:00 00[多][HD]
J SPORTS セレクション


23:00


24:30 24:30 24:30


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


20:00 20:00


20:30 20:30


21:00 00[多][休][HD]
J SPORTS セレクション


21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


22:00 00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 北海道日本ハム
(09/28)』
(楽天生命パーク宮城)
(休止の場合あり) 23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 24:00 24:00


00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 北海道日本ハム
(09/29)』
(楽天生命パーク宮城)
(休止の場合あり)


00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 北海道日本ハム
(09/30)』
(楽天生命パーク宮城)
(休止の場合あり)


22:00


17:30


18:00 18:00 18:00


18:30 30[S][HD]
MLB 深掘り History #5


18:30 18:30


17:30 30[S][HD]
2021 ル・マン24時間レース
の舞台裏


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 北海道日本ハム
(09/28)』
(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


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 北海道日本ハム
(09/29)』
(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


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 北海道日本ハム
(09/30)』
(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


19:00 00[S][初][HD]
結束！侍ジャパン #76


19:00


20:30


19:00


19:30 30[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


19:30 19:30


20:00


16:30 16:30 16:30


17:00 17:00 17:00


15:00 15:00 15:00


15[S][HD]MLBミュージック
#2915:30 30[多][HD]
J SPORTS セレクション


15:30 15:30


16:00 16:00


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


13:30 13:30


14:00


14:30 30[S]インフォメーション 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


30[S][HD]
J SPORTS セレクション


30[S]インフォメーション 14:30 14:30


45[S][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男女リード 決勝


(2021/09/21　モスクワ, ロシ
ア)


45[S][HD]
結束！侍ジャパン #76


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


16:00


12:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #76


30[S][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


12:30 12:30


13:00 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


13:00 13:00


09:00 00[S]
インフォメーション


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 北海道日本ハム
(09/29)』
(楽天生命パーク宮城)


09:00 09:00


09:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. 北海道日本ハム
(09/28)』
(楽天生命パーク宮城)


09:30 09:30


10:00


11:30 11:30 11:30


12:00 12:00 12:00


10:00 10:00


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


06:30 06:30


08:00


08:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #391


08:30 08:30


45[S][休][HD]MLBミュー
ジック #29


07:00 00[S]
インフォメーション


07:00 07:00


07:30 30[S][字][HD]
WWE ロウ #1478
【ハイライト】


07:30 07:30


08:00 08:00


04:00


25[S]
休止


04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 05:00


05:30 05:30


04:00 ～[S][休][HD]
第8回全国高等学校7人制ラ


00[S]
休止


～[S]
停波


00[S]
休止


04:00


05:30


06:00 00[S][HD]
バドミントン ワールドツアー
チャイニーズ・タイペイオープ
ン 2021
準決勝


(2021/09/11　台北アリーナ)


00[S][HD]
バドミントン ワールドツアー
チャイニーズ・タイペイオープ
ン 2021
決勝


(2021/09/12　台北アリーナ)


00[S][休][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男女リード 決勝


(2021/09/21　モスクワ, ロシ
ア)
(休止の場合あり)


06:00 06:00


06:30








DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


9/1 (水) 9/2 (木) 9/3 (金) 9/4 (土) 9/5 (日)


2PMデビュー13周年記念SP 
…2PM is BACK…


45 Music Video


45 Old Clip


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [HD]


00 M COUNTDOWN バックステージ
    過去放送回 #377
    TWICE、WEi、DRIPPIN、
    TOMORROW X TOGETHER ほか
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #13
    [HD]


30 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #14
    [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #15
    [HD]


30 ジョンナムを着た悪魔 ２ #3 [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 君の声が見える ３
    Jun. K&ニックン&ウヨン(2PM)
    出演回
    #9
    [再] [HD]


15 Music Video


30 新西遊記
    #1
    イ・スンギ ほか
    [HD]


30 Artist Clip Stray Kids
    [再]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #105
    [再] [HD]


45 Artist Clip イ・スンギ [再]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    リノ&ヒョンジン(Stray Kids)
    出演回
    #11
    [HD]


30 君に泳げ！
    [HD]


30 Mnetライブ SHINee
    [再] [HD]


00 韓国コメディ養成所
    #3
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #163
    [HD]


00 M COUNTDOWN 
    バックステージ
    2PM 出演回 ①
    #145 [HD]


00 Mnetライブ Stray Kids
    [再] [HD]


30 Back to the レジェンドステージ
    #4 [HD]


00 2PM Comeback Show 'MUST' 
  
  
    字幕版
    [HD]


00 Artist Clip 2PM


30 Mnetライブ 2PM
    [HD]


00 Music Video


00 2PM WILD BEAT
    ～240時間完全密着!
    オーストラリア疾風怒濤のバイト旅行～
    #1 [HD]


00 TIMES(原題)
    アンコール放送
    #3
    [HD]


15 TIMES(原題)
    アンコール放送
    #4
    [HD]


30 Mnetライブ SHINee
    [HD]


00 TWICEの優雅な私生活
    #8 (終)
    [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #62
    [再] [HD]


15 Artist Clip SUPER JUNIOR


45 今日なに食べる？
    デリバリー
    #1
    [HD]


00 水曜美食会
    チャンソン(2PM) 出演回
    #189
    [HD]


15 Artist Clip ソンミ
    [再]


45 新西遊記 ５＆６
    #9
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #163
    [再] [HD]


00 花よりお姉さん
    #1
    イ・スンギ ほか
    [HD]


15 Mnetライブ SUPER JUNIOR [再] [HD]


30 Music Video


15 TIMES(原題)
    アンコール放送
    #2
    [HD]


30 Music Video


00 TWICEの優雅な私生活
    #7
    [HD]


00 走る仲～Running girls～
    #4 (終)
    [再] [HD]


15 Mnetライブ LOVELYZ [HD]


30 驚きの土曜日
    #162
    [再] [HD]


15 Music Video


30 お家ごはん ペク先生 ３
    #9
    [HD]


45 ジョンナムを着た悪魔 ２ #3 [再] [HD]


00 MタメBANG！～ただいま
    打ち合わせ中～ #22 [再] [HD]
    ジュノ(2PM) ほか


45 Mnetライブ Brave Girls [再] [HD]


00 KCON:TACT 4 U
    バックステージビハインド
    #1
    [再] [HD]


45 見習い社長の営業日誌
    #2
    [HD]


15 2PMソロ MV特集


30 ランニングマン
    ウヨン&チャンソン(2PM)
    出演回
    #162
    [HD]


00 8時に会おう
    ～チョン・ジヌンのひとりご飯～
    チャンソン(2PM) 出演回
    #4 [HD]


00 KCON:TACT 4 U
    バックステージビハインド
    #1
    [再] [HD]


00 MタメBANG！～ただいま
    打ち合わせ中～ #22 [HD]
    ジュノ(2PM) ほか


45 Music Video


00 スーパーインターン
    #5
    [HD]


15 スーパーインターン
    #6
    [HD]


45 Artist Clip YOON(WINNER)


15 Music Video


30 Mnetライブ ASTRO
    [再] [HD]


00 KCON:TACT 3
    バックステージビハインド
    #3 (終)
    [再] [HD]


00 Girls Planet 999：
    少女祭典
    (Live放送)
    #5
    [HD]


17


18


19


00 最高の一発
    ～時空を超えて～
    アンコール放送
    #1
    [HD]


15 最高の一発
    ～時空を超えて～
    アンコール放送
    #2
    [HD]


45 君の声が見える ３
    Jun. K&ニックン&ウヨン(2PM)
    出演回
    #9
    [HD]


15 日本人が活躍するボーイズグループ MV特集


30 Back to the レジェンドステージ
    #3 [再] [HD]


00 斬新な整理
    #47
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 
    (Live放送）
    [HD]


00 サム、マイウェイ
    ～恋の一発逆転!～
    #11
    [HD]


15 サム、マイウェイ
    ～恋の一発逆転!～
    #12
    [HD]


30 Mnetライブ SEVENTEEN
    [HD]


4


45 Artist Clip A.C.E


00 ジョンナムを着た悪魔 ２ #3 [HD]


15 Mnetライブ Brave Girls [HD]


30 Mnetライブ Stray Kids
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


22


23


2


0


1


2


3


20


21


00 車輪のついた家 ２
    #11 (終)
    [HD]


45 Music Video


20


21


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 サムバディ
    #10 (終)
    [再] [HD]


00 プレーヤー
    #8
    [HD]


23


0


1


30 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #105
    [HD]


15 STUDIO CHOOM
    2020 YEAR END
    ＜GIRL GROUP＞ [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #62
    [HD]


15 STUDIO CHOOM
    2020 YEAR END
    ＜BOY GROUP＞ [HD]


22


14


15


16


30 ユン食堂
    #9 (終)
    [HD]


00 私の名前はキム・サムスン
    #16 (終)
    [HD]


15 Mnetライブ WEi [HD]


00 私の名前はキム・サムスン
    #15
    [HD]


15 Mnetライブ SUPER JUNIOR [HD]


11


12


13


00 Artist Clip Stray Kids


30 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #2 (終) [HD]


3


4
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5


6


7


00 昼と夜(原題)
    一挙放送
    #15
    [HD]


15 昼と夜(原題)
    一挙放送
    #16 (終)
    [HD]


30 Mnetライブ ASTRO
    [HD]


00 TIMES(原題)
    アンコール放送
    #1
    [HD]


5


6


7


8


9


10


00 フリーなドクター W
    #8
    [HD]


00 Artist Clip ソンミ


00 TAXI
    テギョン(2PM) 出演回 ①
    #82
    [HD]


00 あのオッパが帰ってきた
    ～トキメキ注意報～
    #7
    [HD]


15 Music Video
30 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #1 [HD]


30 音楽同窓会＜良い歌謡＞
    #3
    [HD]


30 コメディビッグリーグ イ・スンギ 出演回 [HD]


45 Artist Clip イ・スンギ


8


9


10


30 MタメBANG！#7 [HD]
20:58 インフォメーション


11


12


13


14


15


16


17


18


19


00 SUPER JUNIOR
    COMEBACK SHOW
    ＜House Party＞
    字幕版
    [HD]


30 Artist Clip SUPER JUNIOR
    [再]


00 マウス(原題)
    1話先行放送
    [HD]


30 シックスセンス ２
    1話先行放送
    [HD]


15 Mnetライブ LOVELYZ [再] [HD]


30 Music Video


00 サムバディ ２
    #1
    [HD]


00 見習い社長の営業日誌
    #1
    [HD]


00 シーンのクイズ
    #4
    [HD]







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


9/6 (月) 9/7 (火) 9/8 (水) 9/9 (木) 9/10 (金) 9/11 (土) 9/12 (日)


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #16 (終)
    [HD]


30 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    一挙放送
    #1
    [HD]


45 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    一挙放送
    #2
    [HD]


00 Artist Clip ソンミ
    [再]


30 ジョンナムを着た悪魔 ２ #4 [再] [HD]


00 シーンのクイズ
    #5
    [HD]


30 新西遊記
    #2
    イ・スンギ ほか
    [HD]


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]


00 Stray Kids
    #9
    [HD]


00 8時に会おう
    ～チョン・ジヌンのひとりご飯～
    チャンソン(2PM) 出演回
    #4 [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [HD]


00 M COUNTDOWN バックステージ
    過去放送回 #377
    TWICE、WEi、DRIPPIN、
    TOMORROW X TOGETHER ほか
    [再] [HD]


00 Artist Clip Stray Kids
    [再]


30 History of Your IDOL #5
    2PM① [再] [HD]


00 History of Your IDOL #6
    2PM② [再] [HD]


30 Mnetライブ Brave Girls [再] [HD]


45 新西遊記 ５＆６
    #10 (終)
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #164
    [再] [HD]


00 花よりお姉さん
    #2
    イ・スンギ ほか
    [HD]


15 Mnetライブ WEi [再] [HD]


30 Music Video


30 Back to the レジェンドステージ
    #5 [HD]


00 人生酒場
    チャンソン(2PM) 出演回
    #84
    [再] [HD]


15 Music Video


30 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]


00 韓国コメディ養成所
    #4
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    [HD]


00 キャッシュバック
    ニックン(2PM) 出演回
    #3
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #164
    [HD]


00 M COUNTDOWN 
    バックステージ
    2PM 出演回 ②
    #173 [HD]


00 Artist Clip 2PM
    [再]


00 SUPER JUNIOR
    COMEBACK SHOW
    ＜House Party＞
    字幕版
    [再] [HD]


30 お家ごはん ペク先生 ３
    #10
    [HD]


45 Artist Clip イ・スンギ [再]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [HD]


45 ジョンナムを着た悪魔 ２ #4 [再] [HD]


00 Mnetライブ Stray Kids
    [再] [HD]


30 Music Video


00 KCON:TACT 4 U
    バックステージビハインド
    #2
    [再] [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #106
    [再] [HD]


45 Old Clip [再]
00 コメディビッグリーグ ソンミ 出演回 [再] [HD]


15 Mnetライブ SUPER JUNIOR [再] [HD]


30 水曜美食会
    チャンソン(2PM) 出演回
    #189
    [再] [HD]


45 日本人が活躍するボーイズグループ MV特集 [再]


00 ユン ステイ
    #1
    [HD]


45 Artist Clip A.C.E [再]
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タメBANG！～ただいま
    打ち合わせ中～ #22 [再] [HD]
    ジュノ(2PM) ほか


45 2PMソロ MV特集 [再]


00 M COUNTDOWN バックステージ
    過去放送回 #377
    TWICE、WEi、DRIPPIN、
    TOMORROW X TOGETHER ほか
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 
    (Live放送）
    [HD]


00 サム、マイウェイ
    ～恋の一発逆転!～
    #13
    [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 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #4
    [HD]


15 Artist Clip YOON(WINNER) [再]


30 音楽同窓会＜良い歌謡＞
    #4
    [HD]


15 Mnetライブ WEi [再] [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #63
    [再] [HD]


30 Artist Clip YOON(WINNER) [再]


00 Girls Planet 999：
    少女祭典
    (Live放送)
    #6
    [HD]


4


30 KCON:TACT 4 U
    バックステージビハインド
    #1
    [再] [HD]


30 SIXTEEN
    #6
    チャンソン(2PM) ほか
    [HD]


45 Mnetライブ WEi [再] [HD]


00 休止


2


3


4


00 悪のクロニクル
    [HD]


45 M COUNTDOWN 
    バックステージ
    2PM 出演回 ①
    #145 [再] [HD]


45 休止


00 Old Clip [再]


15 STUDIO CHOOM
    2020 YEAR END
    ＜GIRL GROUP＞ [再] [HD]


15 STUDIO CHOOM
    2020 YEAR END
    ＜BOY GROUP＞ [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 人生酒場
    チャンソン(2PM) 出演回
    #84
    [HD]


00 斬新な整理
    #48
    [再] [HD]


00 プレーヤー
    #9
    [HD]


30 Back to the レジェンドステージ
    #4 [再] [HD]


00 スーパーインターン
    #7
    ニックン(2PM) ほか
    [HD]


15 スーパーインターン
    #8 (終)
    ニックン&チャンソン(2PM) ほか
    [HD]


45 2PM Comeback Show 'MUST' 
  
  
    字幕版
    [再] [HD]


00 KCON:TACT 4 U
    バックステージビハインド
    #2
    [再] [HD]


20


21


22


00 ジョンナムを着た悪魔 ２ #4 [HD]


22


2


3


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #63
    [HD]


00 ランニングマン
    ウヨン&チャンソン(2PM)
    出演回
    #162
    [再] [HD]


30 Music Video


15 Music Video


30 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #106
    [HD]


23


0


15 サム、マイウェイ
    ～恋の一発逆転!～
    #14
    [HD]


30 Music Video


19


00 車輪のついた家 ２
    #11 (終)
    [再] [HD]


45 Artist Clip イ・スンギ [再]
00 コメディビッグリーグ イ・スンギ 出演回 [再] [HD]


15 Mnetライブ Brave Girls [再] [HD]


30 Artist Clip ソンミ
    [再]


00 KCON:TACT 4 U
    バックステージビハインド
    #2
    [HD]


1


00 驚きの土曜日
    イ・スンギ、パク・ジュヒョン
    出演回
    #148
    [HD]


30 三食ごはん
    #1
    テギョン(2PM) ほか
    [HD]


50 Music Video
00 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]


23


0


1


45 知っておくと役立つ犯罪雑学
    #4
    [HD]


00 SUPER JUNIOR
    COMEBACK SHOW
    ＜House Party＞
    字幕版
    [再] [HD]


30 Mnetライブ SUPER JUNIOR [再] [HD]


15 日本人が活躍するボーイズグループ MV特集 [再]


30 Mnetライブ ASTRO
    [再] [HD]


30 Artist Clip 2PM
    [再]


00 Music Video


30 コメディビッグリーグ ソンミ 出演回 [再] [HD]


45 Mnetライブ LOVELYZ [再] [HD]


14


15


16


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #1
    [HD]


30 Don't touch me
    #4
    [HD]


45 Artist Clip A.C.E [再]


00 斬新な整理
    #48
    [HD]


17


18


19


00 Ｗ -君と僕の世界-
    アンコール放送
    #1
    [HD]


15 Ｗ -君と僕の世界-
    アンコール放送
    #2
    [HD]


30 Back to the レジェンドステージ
    #4 [再] [HD]


00 新西遊記
    #1
    イ・スンギ ほか
    [再] [HD]


00 最高の一発
    ～時空を超えて～
    アンコール放送
    #3
    [HD]


15


16


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #2
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #163
    [再] [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #3
    [HD]


15 Mnetライブ LOVELYZ [再] [HD]


30 君の声が見える ５
    ウヨン(2PM) 出演回
    #5
    [HD]


30 Mnetライブ SEVENTEEN
    [再] [HD]


00 サムバディ ２
    #2
    [HD]


15 最高の一発
    ～時空を超えて～
    アンコール放送
    #4
    [HD]


00 見習い社長の営業日誌
    #3
    [HD]


00 あのオッパが帰ってきた
    ～トキメキ注意報～
    #8 (終)
    [HD]


30 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #1 [再] [HD]


17


18


45 Artist Clip YOON(WINNER) [再]


00 TIMES(原題)
    アンコール放送
    #9
    [HD]


11


12


13


00 怪しい彼女
    [HD]


12


13


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 History of Your IDOL #5
    2PM① [HD]


30 History of Your IDOL #6
    2PM② [HD]


00 M COUNTDOWN 
    バックステージ
    2PM 出演回 ①
    #145 [再] [HD]


00 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #163
    [再] [HD]


00 New Clip
15 コメディビッグリーグ ソンミ 出演回 [再] [HD]


45 今日なに食べる？
    デリバリー
    #2
    [HD]


45 見習い社長の営業日誌
    #4
    [HD]


9


10
30 Mnetライブ SHINee
    [再] [HD]


00 TAXI
    テギョン(2PM) 出演回 ②
    #268
    [HD]


00 ランニングマン
    ウヨン&チャンソン(2PM)
    出演回
    #162
    [再] [HD]


14


30 Mnetライブ SEVENTEEN
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN バックステージ
    過去放送回 #377
    TWICE、WEi、DRIPPIN、
    TOMORROW X TOGETHER ほか
    [再] [HD]


11


00 MタメBANG！#7 [再] [HD]
19:28 インフォメーション
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5


6


7


00 TIMES(原題)
    アンコール放送
    #5
    [HD]


15 TIMES(原題)
    アンコール放送
    #6
    [HD]


30 Artist Clip 2PM
    [再]


00 TIMES(原題)
    アンコール放送
    #7
    [HD]


5


6


7


8


9


10


00 フリーなドクター M
    #9
    [HD]


15 TIMES(原題)
    アンコール放送
    #8
    [HD]


30 Mnetライブ Stray Kids
    [再] [HD]


00 Back to the レジェンドステージ
    #4 [再] [HD]


30 ジョンナムを着た悪魔 ２ #3 [再] [HD]


00 2PM WILD BEAT
    ～240時間完全密着!
    オーストラリア疾風怒濤のバイト旅行～
    #2 [HD]


00 2PM WILD BEAT
    ～240時間完全密着!
    オーストラリア疾風怒濤のバイト旅行～
    #3 [HD]


00 2PM WILD BEAT
    ～240時間完全密着!
    オーストラリア疾風怒濤のバイト旅行～
    #4 [HD]


8


00 TIMES(原題)
    アンコール放送
    #11
    [HD]


15 TIMES(原題)
    アンコール放送
    #12 (終)
    [HD]


30 Artist Clip SUPER JUNIOR
    [再]


00 8時に会おう
    ～チョン・ジヌンのひとりご飯～
    チャンソン(2PM) 出演回 
 
    #4 [再] [HD]


30 MタメBANG！#7 [再] [HD]
21:58 インフォメーション


30 MタメBANG！#7 [再] [HD]
16:58 インフォメーション


15 TIMES(原題)
    アンコール放送
    #10
    [HD]


30 Artist Clip Stray Kids
    [再]


00 フリーなドクター W
    #9
    [HD]


45 New Clip [再]


00 Mnetライブ SHINee
    [再] [HD]


30 ソウルメイト ２
    #1
    [HD]


30 コメディビッグリーグ ソンミ 出演回 [HD]


45 2PMソロ MV特集 [再]


00 M COUNTDOWN 
    バックステージ
    2PM 出演回 ①
    #145 [再] [HD]


00 花よりお姉さん
    #1
    イ・スンギ ほか
    [再] [HD]


15 Music Video


20


21


15 日本人が活躍するボーイズグループ MV特集 [再]







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


9/13 (月) 9/14 (火) 9/15 (水) 9/16 (木) 9/17 (金) 9/18 (土) 9/19 (日)


45 Artist Clip YOON(WINNER) [再]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [HD]


00 クァク's LP BAR
    #1
    [HD]


00 Music Video


30 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    一挙放送
    #3
    [HD]


45 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    一挙放送
    #4
    [HD]


15 2PMソロ MV特集 [再]


15 New Clip [再]


30 Mnetライブ Stray Kids
    [再] [HD]


00 Stray Kids
    #10 (終)
    [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [HD]


30 Artist Clip ソンミ
    [再]


00 人生酒場
    チャンソン(2PM) 出演回
    #84
    [再] [HD]


15 Music Video


30 驚きの土曜日
    #165
    [再] [HD]


00 花よりお姉さん
    #3
    イ・スンギ ほか
    [HD]


30 Artist Clip SUPER JUNIOR
    [再]


00 シーンのクイズ
    #6 (終)
    [HD]


15 Mnetライブ SUPER JUNIOR [再] [HD]


30 ジョンナムを着た悪魔 ２ #5 [再] [HD]


30 MタメBANG！#8 [HD]
20:58 インフォメーション


00 M COUNTDOWN
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 A.C.Eと一緒にチュジャ島
    #1 [再] [HD]


30 A.C.Eと一緒にチュジャ島
    #2 [再] [HD]


00 A.C.Eと一緒にチュジャ島
    #3 [再] [HD]


30 A.C.Eと一緒にチュジャ島
    #4 [再] [HD]


00 Mnetライブ ASTRO
    [再] [HD]


30 MタメBANG！～ただいま
    打ち合わせ中～ #22 [再] [HD]
    ジュノ(2PM) ほか


45 Mnetライブ LOVELYZ [再] [HD]


00 Mnetライブ SEVENTEEN
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #165
    [HD]


00 M COUNTDOWN 
    バックステージ
    2PM 出演回 ③
    #222 [HD]


00 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]


30 Back to the レジェンドステージ
    #6 [HD]


30 お家ごはん ペク先生 ３
    #11
    [HD]


45 ジョンナムを着た悪魔 ２ #5 [再] [HD]


00 ラーメンすす男 カン・ホドン
    #1 [再] [HD]


30 Artist Clip Stray Kids
    [再]


00 KCON:TACT 4 U
    バックステージビハインド
    #3 (終)
    [再] [HD]


00 シックスセンス ２
    #1
    [HD]


30 新西遊記
    #3
    イ・スンギ ほか
    [HD]


30 Music Video


00 君の声が見える ３
    Jun. K&ニックン&ウヨン(2PM)
    出演回
    #9
    [再] [HD]


15 Mnetライブ WEi [再] [HD]


00 君の声が見える ５
    ウヨン(2PM) 出演回
    #5
    [再] [HD]


30 Mnetライブ SEVENTEEN
    [再] [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #107
    [再] [HD]


45 Music Video
00 コメディビッグリーグ SGBOYZ 出演回 [再] [HD]


15 Artist Clip イ・スンギ [再]


30 マウス(原題)
    #1
    [再] [HD]


00 マウス(原題)
    #2
    [再] [HD]


45 Mnetライブ Brave Girls [再] [HD]


00 Girls Planet 999：
    少女祭典
    (Live放送)
    #7
    [HD]


00 KCON:TACT 4 U
    バックステージビハインド
    #3 (終)
    [再] [HD]


00 Music Video


30 コメディビッグリーグ SGBOYZ 出演回 [再] [HD]


45 日本人が活躍するボーイズグループ MV特集 [再]


00 見習い社長の営業日誌
    #5
    [HD]


45 見習い社長の営業日誌
    #6
    [HD]


45 Artist Clip A.C.E [再]


00 サムバディ ２
    #3
    [HD]


00 History of Your IDOL #5
    2PM① [再] [HD]


30 ソウルメイト ２
    #2
    [HD]


00 ユン ステイ
    #5
    [HD]


00 Artist Clip 2PM
    [再]


00 キャッシュバック
    ニックン(2PM) 出演回
    #3
    [再] [HD]


00 韓国コメディ養成所
    #5
    [HD]


30 ラーメンすす男 カン・ホドン
    #1 [再] [HD]


00 TAXI
    テギョン(2PM) 出演回 ②
    #268
    [再] [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #64
    [再] [HD]


45 今日なに食べる？
    デリバリー
    #3
    [HD]


30 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #1 [再] [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #64
    [HD]


45 Mnetライブ Brave Girls [再] [HD]


00 プレーヤー
    #10
    [HD]


30 Back to the レジェンドステージ
    #5 [再] [HD]


00 君たちにHIPHOPが分かるか
    #1
    [HD]


45 Old Clip


00 斬新な整理
    #49
    [再] [HD]


30 音楽同窓会＜良い歌謡＞
    #5
    [HD]


30 Music Video


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 
    (Live放送）
    [HD]


00 サム、マイウェイ
    ～恋の一発逆転!～
    #15
    [HD]


15 サム、マイウェイ
    ～恋の一発逆転!～
    #16 (終)
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #164
    [再] [HD]


00 New Clip
15 コメディビッグリーグ SGBOYZ 出演回 [再] [HD]


30 Mnetライブ ASTRO
    [再] [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #8
    [HD]


15 日本人が活躍するボーイズグループ MV特集 [再]


00 ユン ステイ
    #4
    [HD]


00 Artist Clip SUPER JUNIOR
    [再]


30 A.C.Eと一緒にチュジャ島
    #4 [HD]


00 TAXI
    テギョン(2PM) 出演回 ①
    #82
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 
    バックステージ
    2PM 出演回 ②
    #173 [再] [HD]


00 Mnetライブ Stray Kids
    [再] [HD]


15 New Clip [再]


30 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #107
    [HD]


15 Mnetライブ SUPER JUNIOR [再] [HD]


00 8時に会おう
    ～チョン・ジヌンのひとりご飯～
    チャンソン(2PM) 出演回
    #4 [再] [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #7
    [HD]


15 2PMソロ MV特集 [再]


30 2PM Comeback Show 'MUST' 
  
  
    字幕版
    [再] [HD]


45 Music Video


00 最高の一発
    ～時空を超えて～
    アンコール放送
    #5
    [HD]


00 休止


00 Artist Clip ソンミ
    [再]


30 A.C.Eと一緒にチュジャ島
    #3 [HD]


00 フリーなドクター W
    #10
    [HD]


00 マウス(原題)
    #2
    [再] [HD]


30 SUPER JUNIOR
    COMEBACK SHOW
    ＜House Party＞
    字幕版
    [再] [HD]


30 ラーメンすす男 カン・ホドン
    #1 [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 キャッシュバック
    ニックン(2PM) 出演回
    #3
    [再] [HD]


15 最高の一発
    ～時空を超えて～
    アンコール放送
    #6
    [HD]


30 コメディビッグリーグ SGBOYZ 出演回 [HD]


45 Mnetライブ WEi [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 
    バックステージ
    2PM 出演回 ②
    #173 [再] [HD]


00 君の声が見える ５
    ウヨン(2PM) 出演回
    #5
    [再] [HD]


30 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]


00 ジョンナムを着た悪魔 ２ #5 [HD]


00 休止


4


30 SIXTEEN
    #7
    [HD]


45 Mnetライブ LOVELYZ [再] [HD]


00 休止


23


0


1


00 マウス(原題)
    #1
    [HD]


30 三食ごはん
    #2
    テギョン(2PM) ほか
    [HD]


50 Music Video
00 Mnetライブ ASTRO
    [再] [HD]


22


2


3


11


12


19


00 Ｗ -君と僕の世界-
    アンコール放送
    #3
    [HD]


45 Artist Clip A.C.E [再]


00 KCON:TACT 4 U
    バックステージビハインド
    #3 (終)
    [HD]


00 斬新な整理
    #49
    [HD]


00 マウス(原題)
    #2
    [HD]


30 驚きの土曜日
    イ・スンギ、パク・ジュヒョン
    出演回
    #148
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #6
    [HD]


15 Music Video


30 驚きの土曜日
    #164
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 
    バックステージ
    2PM 出演回 ②
    #173 [再] [HD]


00 知っておくと役立つ犯罪雑学
    #5
    [HD] 17


18


3


4


5


6


7


00 ユン ステイ
    #2
    [HD]


45 Old Clip [再]


00 Mnetライブ SEVENTEEN
    [再] [HD]


30 A.C.Eと一緒にチュジャ島
    #1 [HD]


5


6


7


8


9


10


00 フリーなドクター M
    #10
    [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]


30 Artist Clip Stray Kids
    [再]


8


9


10


0


1


19


30 KCON:TACT 4 U
    バックステージビハインド
    #2
    [再] [HD]


00 ユン ステイ
    #3
    [HD]


00 Mnetライブ SHINee
    [再] [HD]


30 A.C.Eと一緒にチュジャ島
    #2 [HD]


00 Back to the レジェンドステージ
    #5 [再] [HD]


30 ジョンナムを着た悪魔 ２ #4 [再] [HD]


45 Artist Clip イ・スンギ [再]


00 花よりお姉さん
    #2
    イ・スンギ ほか
    [再] [HD]


15 Music Video


45 コメディビッグリーグ イ・スンギ 出演回 [再] [HD]


2


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    リノ&ヒョンジン(Stray Kids)
    出演回
    #11
    [再] [HD]


30 Artist Clip SUPER JUNIOR
    [再]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 マウス(原題)
    #1
    [再] [HD]


11


12


13


15 Ｗ -君と僕の世界-
    アンコール放送
    #4
    [HD]


30 Back to the レジェンドステージ
    #5 [再] [HD]


00 新西遊記
    #2
    イ・スンギ ほか
    [再] [HD]


00 2PM WILD BEAT
    ～240時間完全密着!
    オーストラリア疾風怒濤のバイト旅行～
    #5 [HD]


00 2PM WILD BEAT
    ～240時間完全密着!
    オーストラリア疾風怒濤のバイト旅行～
    #6 [HD]


00 2PM WILD BEAT
    ～240時間完全密着!
    オーストラリア疾風怒濤のバイト旅行～
    #7 [HD]


　Mnet 2021年9月編成表
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20


21


22


23


20


21


17


18


13


14


15


16


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #5
    [HD]


15 Artist Clip A.C.E [再]


30 Don't touch me
    #5
    [HD]


45 Artist Clip YOON(WINNER) [再]


14


15


16







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


9/20 (月) 9/21 (火) 9/22 (水) 9/23 (木) 9/24 (金) 9/25 (土) 9/26 (日)


00 A.C.Eと一緒にチュジャ島
    #5 [再] [HD]


30 A.C.Eと一緒にチュジャ島
    #6 [再] [HD]


00 A.C.Eと一緒にチュジャ島
    #7 [再] [HD]


30 A.C.Eと一緒にチュジャ島
    #8 (終) [再] [HD]


00 人生酒場
    チャンソン(2PM) 出演回
    #84
    [再] [HD]


15 Old Clip [再]


00 Mnetライブ SHINee
    [再] [HD]


30 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    一挙放送
    #5
    [HD]


45 L.U.C.A. :
    The Beginning (原題)
    一挙放送
    #6
    [HD]


00 シックスセンス ２
    #2
    [HD]


45 New Clip [再]


00 Artist Clip ソンミ
    [再]


30 ジョンナムを着た悪魔 ２ #6 [再] [HD]


45 Mnetライブ LOVELYZ [再] [HD]


00 君に泳げ！
    [再] [HD]


00 KCON 2016 Japan × 
    M COUNTDOWN 
    字幕版


    2PM、Block B、MONSTA X、
    WINNER、TWICE ほか
    [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [HD]


00 クァク's LP BAR
    #2
    [HD]


30 Back to the レジェンドステージ
    #7 [HD]


00 君の声が見える ５
    ウヨン(2PM) 出演回
    #5
    [再] [HD]


30 Music Video


00 韓国コメディ養成所
    #6
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 知ってるお兄さん
    ジュノ(2PM) 出演回
    #105
    [HD]


45 Music Video


30 Artist Clip Stray Kids
    [再]


00 2PM WILD BEAT
    ～240時間完全密着!
    オーストラリア疾風怒濤のバイト旅行～
    #10 (終) [HD]


30 Music Video


45 冷蔵庫をよろしく
    テギョン(2PM) 出演回 ①
    #98
    [HD]


00 2PM WILD BEAT
    ～240時間完全密着!
    オーストラリア疾風怒濤のバイト旅行～
    #8 [HD]


00 2PM WILD BEAT
    ～240時間完全密着!
    オーストラリア疾風怒濤のバイト旅行～
    #9 [HD]


30 驚きの土曜日
    #166
    [再] [HD]


00 花よりお姉さん
    #4
    イ・スンギ ほか
    [HD]


30 Mnetライブ Stray Kids
    [再] [HD]


00 一食ください
    ニックン(2PM) 出演回
    #94
    [HD]


30 新西遊記
    #4
    イ・スンギ ほか
    [HD]


30 Artist Clip SUPER JUNIOR
    [再]


00 マウス(原題)
    #4
    [再] [HD]


15 Music Video


30 お家ごはん ペク先生 ３
    #12
    [HD]


45 ジョンナムを着た悪魔 ２ #6 [再] [HD]


00 ラーメンすす男 カン・ホドン
    #2 [再] [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #108
    [再] [HD]


45 Artist Clip YOON(WINNER) [再]


00 コメディビッグリーグ YOON(WINNER) 出演回 [再] [HD]


15 Artist Clip A.C.E [再]


30 マウス(原題)
    #3
    [再] [HD]


45 日本人が活躍するボーイズグループ MV特集 [再]


00 Artist Clip 2PM
    [再]


30 コメディビッグリーグ イ・スンギ 出演回 [再] [HD]


45 Music Video


45 Music Video


00 君たちにHIPHOPが分かるか
    #2
    [HD]


45 Mnetライブ SUPER JUNIOR [再] [HD]


00 クァク's LP BAR
    #1
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #166
    [HD]


00 M COUNTDOWN 
    バックステージ
    2PM 出演回 ④
    #400 [HD]


00 Mnetライブ SEVENTEEN
    [再] [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    リノ&ヒョンジン(Stray Kids)
    出演回
    #11
    [再] [HD]


30 コメディビッグリーグ YOON(WINNER) 出演回 [再] [HD]


00 MタメBANG！#8 [再] [HD]
19:28 インフォメーション


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #65
    [再] [HD]


30 Artist Clip A.C.E [再]


45 今日なに食べる？
    デリバリー
    #4
    [HD]


00 見習い社長の営業日誌
    #7
    [HD]


45 見習い社長の営業日誌
    #8
    [HD]


8


9


10


11


12


00 ユン ステイ
    #10
    [HD]


45 2PMソロ MV特集 [再]


15 Artist Clip イ・スンギ [再]


30 音楽同窓会＜良い歌謡＞
    #6
    [HD]


00 M COUNTDOWN 
    バックステージ
    2PM 出演回 ③
    #222 [再] [HD]


00 Artist Clip SUPER JUNIOR
    [再]


30 Artist Clip 2PM
    [再]


00 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]


30 ラーメンすす男 カン・ホドン
    #2 [再] [HD]


00 STUDIO CHOOM
    2020 YEAR END
    ＜BOY GROUP＞ [再] [HD]


5


6


7


00 ユン ステイ
    #9
    [HD]


45 Mnetライブ LOVELYZ [再] [HD]


00 Music Video


30 A.C.Eと一緒にチュジャ島
    #8 (終) [HD]


00 STUDIO CHOOM
    2020 YEAR END
    ＜GIRL GROUP＞ [再] [HD]


45 Mnetライブ Brave Girls [再] [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #11
    [HD]


30 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    リノ&ヒョンジン(Stray Kids)
    出演回
    #11
    [再] [HD]


00 最高の一発
    ～時空を超えて～
    アンコール放送
    #7
    [HD]


15 最高の一発
    ～時空を超えて～
    アンコール放送
    #8
    [HD]


30 コメディビッグリーグ YOON(WINNER) 出演回 [HD]


30 怪しい彼女
    [再] [HD]


15 Music Video


30 Back to the レジェンドステージ
    #6 [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 2020 ASTRO Live on WWW.
    [HD]


00 Mnetライブ ASTRO
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 
    (Live放送）
    [HD]


00 君の声が見える ３
    Jun. K&ニックン&ウヨン(2PM)
    出演回
    #9
    [再] [HD]


00 斬新な整理
    #50 (終)
    [再] [HD]


15 Music Video


30 Mnetライブ SHINee
    [再] [HD]


45 Music Video


00 M COUNTDOWN 
    バックステージ
    2PM 出演回 ③
    #222 [再] [HD]


00 シックスセンス ２
    #1
    [再] [HD]


45 Mnetライブ LOVELYZ [再] [HD]


00 ジョンナムを着た悪魔 ２ #6 [HD]


15 Artist Clip A.C.E [再]


45 Music Video


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #65
    [HD]


30 Artist Clip ソンミ
    [再]


00 プレーヤー
    #11
    [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]


1


00 マウス(原題)
    #3
    [HD]


30 三食ごはん
    #3
    テギョン(2PM) ほか
    [HD]


50 Music Video
00 Mnetライブ SHINee
    [再] [HD]


1


2


3


4


30 KCON:TACT 4 U
    バックステージビハインド
    #3 (終)
    [再] [HD]


30 SIXTEEN
    #8
    [HD]


45 Old Clip [再]


00 休止


2


3


4


15 タクシー運転手
    ～約束は海を越えて～
    [HD]


45 日本人が活躍するボーイズグループ MV特集 [再]


00 M COUNTDOWN 
    バックステージ
    2PM 出演回 ③
    #222 [再] [HD]


00 マウス(原題)
    #4
    [HD]


15 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]


45 知っておくと役立つ犯罪雑学
    #6
    [HD]


15 Artist Clip YOON(WINNER) [再]


30 ラーメンすす男 カン・ホドン
    #2 [HD]


20


21


22


00 花よりお姉さん
    #3
    イ・スンギ ほか
    [再] [HD]


30 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #108
    [HD]


20


21


22


23


0


23


0


00 斬新な整理
    #50 (終)
    [HD]


45 Music Video


30 MタメBANG！#8 [再] [HD]
21:58 インフォメーション


00 Girls Planet 999：
    少女祭典
    (Live放送)
    #8
    [HD]


17


18


19


00 Ｗ -君と僕の世界-
    アンコール放送
    #5
    [HD]


15 Ｗ -君と僕の世界-
    アンコール放送
    #6
    [HD]


30 Back to the レジェンドステージ
    #6 [再] [HD]


00 新西遊記
    #3
    イ・スンギ ほか
    [再] [HD]


17


18


19


45 2PMソロ MV特集 [再]


00 私のオオカミ少年
    [HD]


15 Mnetライブ Brave Girls [再] [HD]


30 2PM Comeback Show 'MUST' 
  
  
    字幕版
    [再] [HD]


30 MタメBANG！#8 [再] [HD]
16:58 インフォメーション


00 サムバディ ２
    #4
    [HD]


45 Music Video


00 History of Your IDOL #6
    2PM② [再] [HD]


30 ソウルメイト ２
    #3
    [HD]


45 Mnetライブ WEi [再] [HD]


13


00 君の結婚式
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 マウス(原題)
    #3
    [再] [HD]


30 Mnetライブ SEVENTEEN
    [再] [HD]


13


14


15


16


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #9
    [HD]


30 Don't touch me
    #6 (終)
    [HD]


45 New Clip [再]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #12
    [HD]


14


15


16


00 マウス(原題)
    #4
    [再] [HD]


15 Artist Clip イ・スンギ [再]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #10
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #165
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #165
    [再] [HD]


00 New Clip
15 コメディビッグリーグ YOON(WINNER) 出演回 [再] [HD]


11


12


00 ユン ステイ
    #8
    [HD]


45 Music Video


00 Mnetライブ Stray Kids
    [再] [HD]


30 A.C.Eと一緒にチュジャ島
    #7 [HD]


00 フリーなドクター W
    #11
    [HD]


45 Mnetライブ SUPER JUNIOR [再] [HD]


00 Artist Clip Stray Kids
    [再]


00 Back to the レジェンドステージ
    #6 [再] [HD]


30 ジョンナムを着た悪魔 ２ #5 [再] [HD]


45 Music Video


45 Mnetライブ WEi [再] [HD]


00 フリーなドクター M
    #11
    [HD]


00 History of Your IDOL #5
    2PM① [再] [HD]


30 History of Your IDOL #6
    2PM② [再] [HD]


8


9


10
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5


6


7


00 ユン ステイ
    #6
    [HD]


00 Artist Clip 2PM
    [再]


30 A.C.Eと一緒にチュジャ島
    #5 [HD]


00 ユン ステイ
    #7
    [HD]


30 A.C.Eと一緒にチュジャ島
    #6 [HD]







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


9/27 (月) 9/28 (火) 9/29 (水) 9/30 (木)


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 TMI NEWS
    アイドルチャートショー
    #66
    [HD]


30 Music Video


00 プレーヤー
    #12
    [HD]


30 Back to the レジェンドステージ
    #7 [再] [HD]


00 New Clip
15 コメディビッグリーグ Brave Girls 出演回 [再] [HD]


30 Mnetライブ ASTRO
    [再] [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #16 (終)
    [HD]


30 音楽同窓会＜良い歌謡＞
    #7 (終)
    [HD]


30 Mnetライブ SEVENTEEN
    [再] [HD]


00 2PM Comeback Show 'MUST' 
  
  
    字幕版
    [再] [HD]


15 Mnetライブ WEi [再] [HD]


30 ラーメンすす男 カン・ホドン
    #3 (終) [HD]


00 花よりお姉さん
    #4
    イ・スンギ ほか
    [再] [HD]


30 Music Video


17


18


19


00 Ｗ -君と僕の世界-
    アンコール放送
    #7
    [HD]


00 TAXI
    テギョン(2PM) 出演回 ①
    #82
    [再] [HD]


00 TAXI
    テギョン(2PM) 出演回 ②
    #268
    [再] [HD]


00 サム、マイウェイ
    ～恋の一発逆転!～
    アンコール放送
    #1
    [HD]


15 サム、マイウェイ
    ～恋の一発逆転!～
    アンコール放送
    #2
    [HD]


30 Music Video


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 
    バックステージ
    2PM 出演回 ④
    #400 [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 
    バックステージ
    2PM 出演回 ④
    #400 [再] [HD]


00 シックスセンス ２
    #2
    [再] [HD]


45 New Clip [再]


30 TAXI
    テギョン(2PM) 出演回 ②
    #268
    [HD]


30 Artist Clip 2PM
    [再]


00 最高の一発
    ～時空を超えて～
    アンコール放送
    #9
    [HD]


15 最高の一発
    ～時空を超えて～
    アンコール放送
    #10
    [HD]


30 コメディビッグリーグ Brave Girls 出演回 [HD]


45 Music Video


30 驚きの土曜日
    #166
    [再] [HD]


2


3


4


00 冷蔵庫をよろしく
    テギョン(2PM) 出演回 ①
    #98
    [再] [HD]


15 日本人が活躍するボーイズグループ MV特集 [再]


30 SIXTEEN
    #9
    [HD]


45 Music Video


23


0


1


2


3


4


00 休止


00 休止


00 KCON 2016 Japan × 
    M COUNTDOWN 
    字幕版


    2PM、Block B、MONSTA X、
    WINNER、TWICE ほか
    [再] [HD]


17


18


19


20


21


22


00 マウス(原題)
    #5
    [HD]


15 Artist Clip イ・スンギ [再]


30 三食ごはん
    #4
    テギョン(2PM) ほか
    [HD]


50 Music Video


23


0


1


00 KCON:TACT 4 U
    字幕版


    ASTRO、BTOB、CNBLUE、
    Highlight、iKON、ITZY、
    JO1、OH MY GIRL、SF9、
    Stray Kids、THE BOYZ ほか
    [再] [HD]


00 マウス(原題)
    #6
    [HD]


30 知っておくと役立つ犯罪雑学
    #7
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 
    (Live放送）
    [HD]


14


15


16


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #15
    [HD]


30 驚きの土曜日
    #166
    [再] [HD]


11


12


13


00 キャッシュバック
    ニックン(2PM) 出演回
    #3
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


30 Artist Clip Stray Kids
    [再]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


11


12


13


00 マウス(原題)
    #5
    [再] [HD]


15 コメディビッグリーグ イ・スンギ 出演回 [再] [HD]


00 マウス(原題)
    #6
    [再] [HD]


30 Artist Clip ソンミ
    [再]


00 驚きの土曜日
    イ・スンギ、パク・ジュヒョン
    出演回
    #148
    [再] [HD]


30 Mnetライブ Stray Kids
    [再] [HD]


14


15


16


5


6


7


8


9


10


00 フリーなドクター M
    #12
    [HD]


00 MタメBANG！～ただいま
    打ち合わせ中～ #22 [再] [HD]
    ジュノ(2PM) ほか


45 Music Video


00 Mnetライブ SHINee
    [再] [HD]


8


9


10


00 ユン ステイ
    #12 (終)
    [HD]


45 Old Clip [再]
00 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #2 (終) [再] [HD]


30 Artist Clip SUPER JUNIOR
    [再]


00 Back to the レジェンドステージ
    #7 [再] [HD]


30 ジョンナムを着た悪魔 ２ #6 [再] [HD]


45 Mnetライブ SUPER JUNIOR [再] [HD]


00 休止


00 History of Your IDOL #5
    2PM① [再] [HD]


30 History of Your IDOL #6
    2PM② [再] [HD]


00 フリーなドクター W
    #12
    [HD]


30 一食ください
    ニックン(2PM) 出演回
    #94
    [再] [HD]


15 知ってるお兄さん
    ジュノ(2PM) 出演回
    #105
    [再] [HD]
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5


6


7


00 ユン ステイ
    #11
    [HD]


45 Artist Clip YOON(WINNER) [再]


00 もっと知りたい！「女神降臨(原題)」
    魅力大解剖SP #1 [再] [HD]


30 Mnetライブ ASTRO
    [再] [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #14
    [HD]


15 Ｗ -君と僕の世界-
    アンコール放送
    #8
    [HD]


30 Back to the レジェンドステージ
    #7 [再] [HD]


00 新西遊記
    #4
    イ・スンギ ほか
    [再] [HD]


00 女神降臨(原題)
    一挙放送
    #13
    [HD]


30 TAXI
    テギョン(2PM) 出演回 ①
    #82
    [HD]


30 Mnetライブ 2PM
    [再] [HD]


00 ジョンナムを着た悪魔 ２ #7 [HD]


15 Mnetライブ Brave Girls [再] [HD]


30 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #109
    [HD]


20


21


22








スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年9月


スーパー！ドラマＴＶ 2021.09.01-2021.09.05
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


[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画


※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。


00[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 #25
『もう一つの地球』


00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #9
『小惑星からのSOS』


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 #10
『ピラミッドの呪い』


07:30


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 #17
『選ばれし者の困惑』


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 #6
『よみがえり』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #7
『ストームチェイサー』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #8
『ホープ』


07:00


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 #13
『ジェラシー』


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4 #14
『新たなる戦線』


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 #15
『モーグの息子たち』


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 #16
『ロムの反乱』


00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #11
『最後の切り札』


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 #12
『深海からの脱出』


08:30


08:00 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』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #18
『愛のダンス』


08:00 00[多]★[終][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 #26
『宇宙からの使者Mrセブン』


00[HD]
インフォメーション


09:00


09:30 30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』


30[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)』


30[5.1][終][HD][字]
インベスティゲーション #6
『執念』


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 #7
『撲殺された美術商の謎』


30[5.1][終][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #6
『ジョンとリズ』


09:30


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


09:00 00[HD]
インフォメーション


10:00 10:00 10:00


10:30 30[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』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #15
『ロシアン・ノット』


30[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #2
『ブラッドリー・フィールド』


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 #8
『パーティーバス殺人の謎』


30[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)』


10:30


11:00 11:00 11:00


15[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


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


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 #8
『凍りつく真相』


00[二]★[HD]
【帯】
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』


00[二]★[HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #1
『出発』


12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #1
『指定生存者』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #7
『内通者の影』


12:00


12:30 12:30 12:30


13:00 00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン2 #9
『切れない絆』


00[二]★[終][HD]
【帯】
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』


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』


13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #2
『就任初日の騒乱』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #3
『誠実さの先に』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #9
『シミュレーション』


14:00


14:30 14:30 14:30


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #8
『信念が生み出すもの』


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 #7
『27分』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #8
『理想の家族』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #9
『折れた翼』


14:00


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #10
『深まる疑念』


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3 #1
『ヤマアラシのジレンマ』


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3 #3
『イミテーション・ゲーム』


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3 #5
『ブラッド・ダイヤモンド』


15:30 15:30


16:00 16:00


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


15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #4
『四方の敵』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #5
『命懸けの任務』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #11
『戦う者たち』


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3 #2
『オレンジの種五つ』


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3 #4
『世界でひとつの彼女』


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3 #6
『欲望という名の地図』


16:30 16:30


17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #6
『2つの尋問』


00[二]★[HD][新]【ビッグバン★セオリー ギークなボクら
の恋愛法則 セレクション】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 #1『新婚旅行に
おけるスケジュール設定の法則』


17:00


17:30 30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


17:30 30[HD]
インフォメーション


17:30


18:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』


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』


00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #3
『２台持ちのダニー』


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 #11
『永遠なる無限』


00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』


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2 #8
『凍りつく真相』


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 #10
『裏切り者の影』


00★[HD][字][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #1
『出発』


19:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』


00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #15
『ロシアン・ノット』


19:00


19:30 19:30 19:30


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2 #9
『切れない絆』


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2 #11
『頭の切れる殺人』


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』


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 #7
『撲殺された美術商の謎』


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 #8
『パーティーバス殺人の謎』


00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』


21:00


21:30 21:30 21:30


00[5.1][終][HD][字]
インベスティゲーション #6
『執念』


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 #8
『理想の家族』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #9
『折れた翼』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #10
『肉と血』


21:00


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)』


22:00


22:30 22:30 22:30


55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！


22:00 00[5.1]★[終][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #6
『ジョンとリズ』


00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #11
『永遠なる無限』


00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』


22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #15
『ロシアン・ノット』


00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』


00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #4
『リカップリングで大混乱』


24:00


24:30 24:30 24:30


00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #11
『永遠なる無限』


23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 00[5.1]★[終][HD][字]
インベスティゲーション #6
『執念』


00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #11
『永遠なる無限』


00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』


24:00


23:00 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[5.1][終][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #6
『ジョンとリズ』


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』


23:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』


00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』


00[5.1][終][HD][字]
インベスティゲーション #6
『執念』


26:00


26:30 26:30 26:30


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』


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3 #1
『ヤマアラシのジレンマ』


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3 #3
『イミテーション・ゲーム』


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3 #5
『ブラッド・ダイヤモンド』


26:00


25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #8
『理想の家族』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #9
『折れた翼』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #10
『肉と血』


25:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』


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 #9
『小惑星からのSOS』


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 #10
『ピラミッドの呪い』


27:30


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3 #2
『オレンジの種五つ』


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3 #4
『世界でひとつの彼女』


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3 #6
『欲望という名の地図』


27:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン8 #15
『ロシアン・ノット』


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 #11
『最後の切り札』


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 #12
『深海からの脱出』


28:30


28:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #6
『よみがえり』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #7
『ストームチェイサー』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #8
『ホープ』


28:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #11
『永遠なる無限』


00[HD]
インフォメーション


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 #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』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #18
『愛のダンス』


29:00 00[5.1][終][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #6
『ジョンとリズ』







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年9月


スーパー！ドラマＴＶ 2021.09.06-2021.09.12
2021.09.06 2021.09.07 2021.09.08 2021.09.09 2021.09.10 2021.09.11 2021.09.12


月 火 水 木 金 土 日


[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画


※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。


00[HD]
インフォメーション


29:00


29:30 29:30 29:30


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 #14
『狙われたスペースホテル』


27:30


28:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #9
『死の行軍』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #10
『血に染まった拳』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #11
『天才vs.天才』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #12
『ピアノマン』


28:00 00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #5
『せめぎ合い』


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 #15
『月面基地アルフィー』


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 #16
『バースデー・プレゼント』


28:30


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3 #7
『ゴーン・ガール』


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3 #9
『時の支配者』


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3 #11
『高名な依頼人』


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3 #13
『ペイバック』


26:00 00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #3
『我らの日は来たらん』


00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #12
『影の谷を歩むとも』


26:00


26:30 26:30 26:30


25:00 00
メンテナンスのため休止


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #13
『カメレオン』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』


25:00 00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #2
『敵と味方』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #16
『ニコラス・オーベンレイダー』


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3 #8
『エンド・オブ・ウォッチ』


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3 #10
『世界に一つだけの花』


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3 #12
『決着の日』


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3 #14
『女たちの戦い』


27:00 00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #4
『偉大なる男』


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 #13
『重力の井戸』


29:00 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』


29:00 00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #20
『ネットの闇世界』


23:00


23:30 23:30 23:30


55★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #1
『手段を選ばず』


24:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #20
『ネットの闇世界』


00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #16
『ニコラス・オーベンレイダー』


00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』


00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #12
『影の谷を歩むとも』


00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』


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 #5
『心変わり』


24:00


24:30 24:30 24:30


23:00 00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』


00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #11
『永遠なる無限』


00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #2
『独創的な判事』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #20
『ネットの闇世界』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #16
『ニコラス・オーベンレイダー』


23:00 00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ 
『スーザン・サランドン』


00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #2
『独創的な判事』


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 #20
『ネットの闇世界』


00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #16
『ニコラス・オーベンレイダー』


00[5.1]★[HD][字][新]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #1
『ローラ判事誕生』


00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #12
『影の谷を歩むとも』


00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』


22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #16
『ニコラス・オーベンレイダー』


00[5.1][HD][字][新]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #1
『ローラ判事誕生』


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[5.1][終][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #6
『ジョンとリズ』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #13
『カメレオン』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』


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 #10
『ある不妊治療医の謎』


00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』


21:00


21:30 21:30 21:30


20:00 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 #6
『シェルター』


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 #10
『水没』


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』


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 #9
『老夫婦と遺言書の謎』


00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #20
『ネットの闇世界』


18:00


18:30 18:30 18:30


45[HD]インフォメーション


19:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #3
『ブルー・エンジェル』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #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 #7
『千の切り傷』


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 #11
『ある町の秘密』


19:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』


00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #16
『ニコラス・オーベンレイダー』


19:00


19:30 19:30 19:30


18:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #11
『永遠なる無限』


00[5.1][終][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #6
『ジョンとリズ』


00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #16
『ニコラス・オーベンレイダー』


00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #4
『マグナス・ランド』


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 #12
『影の谷を歩むとも』


00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #16
『ニコラス・オーベンレイダー』


00[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】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 #2『結婚プレゼント解
明の法則』


17:00


17:30 30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


17:30 30[HD]
インフォメーション


17:30


15:00


15:30 30[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ 
『ブルック・シールズ』


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3 #7
『ゴーン・ガール』


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3 #9
『時の支配者』


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3 #11
『高名な依頼人』


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3 #13
『ペイバック』


15:30 15:30


16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #16
『党派の壁』


00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #21
『衝撃に備えて』


16:00


16:30 30[5.1][終][HD][字]
インベスティゲーション #6
『執念』


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3 #8
『エンド・オブ・ウォッチ』


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3 #10
『世界に一つだけの花』


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3 #12
『決着の日』


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3 #14
『女たちの戦い』


16:30 16:30


17:00 17:00


15:00 00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #15
『100日構想』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #20
『爆弾記事』


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 #10
『肉と血』


00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #11
『永遠なる無限』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』


00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #13
『カメレオン』


14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #14
『最高司令官』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #19
『別の立場で』


14:00


14:30 14:30 14:30


13:00 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 #6
『シェルター』


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 #10
『水没』


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』


13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #13
『向かい火』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #18
『蘇りし男』


11:30


12:00 00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #3
『ブルー・エンジェル』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #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 #7
『千の切り傷』


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 #11
『ある町の秘密』


12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #12
『ひとつの幕引き』


00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #17
『9人目の候補者』


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


09:30


10:00 10:00 10:00


10:30 30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』


30[5.1][終][HD][字]
インベスティゲーション #6
『執念』


30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #11
『永遠なる無限』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #16
『ニコラス・オーベンレイダー』


30[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #3
『２台持ちのダニー』


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 #10
『ある不妊治療医の謎』


30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #2
『独創的な判事』


10:30


11:00 11:00 11:00


15[HD]インフォメーション


09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #15
『ロシアン・ノット』


30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #11
『永遠なる無限』


30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』


30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #20
『ネットの闇世界』


30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #12
『影の谷を歩むとも』


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 #9
『老夫婦と遺言書の謎』


30[5.1][HD][字][新]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #1
『ローラ判事誕生』


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 #16
『バースデー・プレゼント』


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★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『ブルック・シールズ』


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』


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3 HD版 #2
『透明宇宙船』


00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #15
『月面基地アルフィー』


06:00


06:30 06:30 06:30


07:00 00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #9
『死の行軍』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #10
『血に染まった拳』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #11
『天才vs.天才』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #12
『ピアノマン』


07:00 00[多]★[CC][HD][解][新]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン3 HD版 #1
『盗まれたスポックの頭脳』


00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #13
『重力の井戸』


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 #14
『狙われたスペースホテル』


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4 #18
『裁かれるウォーフ』


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 #19
『つくられた記憶』


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 #20
『鏡あわせのジェニファー』


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 #21
『二人の女神』


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 #22
『裏切り者は誰だ』


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 #23
『戦士の宿命』


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 #24
『星に死の満つる時』







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年9月


スーパー！ドラマＴＶ 2021.09.13-2021.09.19
2021.09.13 2021.09.14 2021.09.15 2021.09.16 2021.09.17 2021.09.18 2021.09.19


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。


29:00
05[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #21
『正義の行方』


29:30 29:30 29:30


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 #18
『マックス 北極圏へ出動！』


27:30


28:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #13
『愛しきナンバー８』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #14
『罪と罰』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #15
『殺人キャンペーン』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #16
『つぐない』


28:00 00★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #10
『報い』


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 #19
『小さな科学者』


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 #20
『伝説の金庫破り』


28:30


29:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#1
『街を守れ』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#2
『熱烈なファン』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#3
『危険な協力者』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#4
『死者の声』


29:00


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3 #15
『命の値段』


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3 #17
『冷凍庫のミイラ』


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3 #19
『“みんな”の仁義なき戦い』


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3 #21
『アンダー・マイ・スキン』


26:00 00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #8
『歴史が動いた日』


00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #13
『甘い悲しみ(前編)』


26:00


26:30 26:30 26:30


25:00 00★[終][HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』


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
メンテナンスのため休止


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[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #13
『甘い悲しみ(前編)』


25:00 00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #7
『戦争の達人』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』


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3 #16
『見えない手錠』


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3 #18
『オリュンポスの監視者たち』


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3 #20
『ホーンテッドマンション』


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3 #22
『プリズンブレイク』


27:00 00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #9
『家賃拒否ストライキ』


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 #17
『海底急行の危機』


00[HD]
インフォメーション


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 #21
『正義の行方』


00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』


00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』


00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #13
『甘い悲しみ(前編)』


00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』


24:00 00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #6
『公聴会』


00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #6
『それぞれの決断』


24:00


24:30 24:30 24:30


23:00 00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』


00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #12
『影の谷を歩むとも』


00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #4
『陪審員の現場検証』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #21
『正義の行方』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』


23:00 00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『スパイク・リー』


00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #4
『陪審員の現場検証』


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 #21
『正義の行方』


00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』


00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #3
『法廷で鳥が鳴く時』


00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #13
『甘い悲しみ(前編)』


00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』


22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』


00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #3
『法廷で鳥が鳴く時』


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[二]★[終][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』


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[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』


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]
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』


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 #12
『不審な死と火事の謎』


00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』


21:00


21:30 21:30 21:30


20:00 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 #16
『最後の抵抗』


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 #20
『死のバイキング』


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』


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 #11
『冷凍されたコックの謎』


00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #21
『正義の行方』


18:00


18:30 18:30 18:30


45[HD]インフォメーション


19:00 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 #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 #17
『殺人ピエロ』


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 #21
『消えない音』


19:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』


00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』


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 #12
『影の谷を歩むとも』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #21
『正義の行方』


00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』


00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #5
『ルーク・ドゥシャーム』


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 #13
『甘い悲しみ(前編)』


00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』


00[5.1]★[終][HD][字]
スタートレック ショートトレック #4
『華麗なる脱出』


17:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #6
『2隻の船』


00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #12
『最後のフロンティア』


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3 #15
『命の値段』


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3 #17
『冷凍庫のミイラ』


30[5.1]★[HD][字][新]
スタートレック ショートトレック #1
『逃亡者』


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3 #19
『“みんな”の仁義なき戦い』


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3 #21
『アンダー・マイ・スキン』


15:30 15:30


16:00 00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ショートトレック #2
『宇宙の恋人』


16:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #5
『寄生虫』


00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #11
『深い悲しみ』


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3 #16
『見えない手錠』


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3 #18
『オリュンポスの監視者たち』


30[5.1]★[HD][字]
スタートレック ショートトレック #3
『希望の輝き』


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3 #20
『ホーンテッドマンション』


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3 #22
『プリズンブレイク』


16:30 16:30


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】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #4
『均衡の崩れ』


00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #10
『集中砲火』


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 #14
『悪霊の棲む家』


00[二][終][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』


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]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】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 #3『最適な家族計画
の法則』


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』


14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #3
『感染症の勃発』


00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #9
『3通の手紙』


14:00


14:30 30[HD]
インフォメーション


14:30 14:30


13:00 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 #16
『最後の抵抗』


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 #20
『死のバイキング』


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』


13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #2
『最後の一刺し』


00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #8
『帰る場所』


11:30


12:00 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 #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 #17
『殺人ピエロ』


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 #21
『消えない音』


12:00 00[二]★[HD][新]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #1
『就任1周年』


00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #7
『家族の絆』


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


30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #12
『影の谷を歩むとも』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』


30[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #4
『マグナス・ランド』


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 #12
『不審な死と火事の謎』


30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #4
『陪審員の現場検証』


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


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 #16
『ニコラス・オーベンレイダー』


30[5.1][HD][字][新]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #1
『ローラ判事誕生』


30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』


30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #21
『正義の行方』


30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #13
『甘い悲しみ(前編)』


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 #11
『冷凍されたコックの謎』


30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #3
『法廷で鳥が鳴く時』


09:30


10:00 10:00 10:00


00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#3
『危険な協力者』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#4
『死者の声』


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3 HD版 #4
『悪魔の弟子達』


00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #19
『小さな科学者』


08:00


08:30 30[二]★[終][HD]
スタートレック ショートトレック #4
『華麗なる脱出』


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 #20
『伝説の金庫破り』


08:30


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #15
『殺人キャンペーン』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #16
『つぐない』


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3 HD版 #3
『小惑星衝突コース接近』


00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #17
『海底急行の危機』


07:00


07:30 30[二]★[HD]
スタートレック ショートトレック #2
『宇宙の恋人』


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 #18
『マックス 北極圏へ出動！』


07:30


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5 #2
『神の船』


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5 #3
『クワークの再婚』


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5 #4
『戦う勇気』


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5 #5
『ケイコのために』


06:00


06:30 06:30 06:30


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4 #25
『クワーク、絶体絶命』


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4 #26
『可変種の脅威　第二幕（前編）』


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5 #1
『可変種の脅威　第二幕（後編）』


07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #13
『愛しきナンバー８』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #14
『罪と罰』


00[二]★[HD][新]
スタートレック ショートトレック #1
『逃亡者』


08:00 00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#1
『街を守れ』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#2
『熱烈なファン』


00[二]★[HD]
スタートレック ショートトレック #3
『希望の輝き』


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


10:30 30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』


30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #2
『独創的な判事』







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年9月


スーパー！ドラマＴＶ 2021.09.20-2021.09.26
2021.09.20 2021.09.21 2021.09.22 2021.09.23 2021.09.24 2021.09.25 2021.09.26


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。


29:00


29:30 29:30 29:30


29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#5
『消えた弾丸』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#6
『許容損害』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#7
『アクシデント』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#8
『父の罪』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#9
『ストリート・キッズ』


29:00 00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #22
『戦場カメラマン』


00[HD]
インフォメーション


27:00


25[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン4[R15＋相当] #7
『あなたがすべて』


27:30 30[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】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 #7『最適な補助金交
付を導く法則』


30[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】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 #11『ペイントボール
多重散乱の法則』


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 #22
『シルビア大おば様とティーを』


27:30


28:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #17
『禁断の果実』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #18
『翼』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #19
『悪魔の花嫁』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #20
『奴隷契約』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #21
『金髪コレクター』


28:00 00[5.1]★[終][HD][字]
カジュアル シーズン4[R15＋相当] #8
『フィナーレ』


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 #23
『インターナショナル・レスキュー出動禁止！』


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 #24
『サンダーバードS 発進！』


28:30
35[HD]
インフォメーション


50[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン4[R15＋相当] #6
『欠点のない体と罪のない心』27:00 00[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋


愛法則 セレクション】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 #6『仲間の仮装にお
ける摂動の法則』


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3 #24
『仕組まれた罠』


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4 #2
『洗脳プログラムの秘密』


00[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】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 #10『ビデオと手品と
ひらめきの法則』


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4 #4
『血と骨』


27:00 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 #21
『ハレー彗星での冒険』


25:00 00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』


25:00
05[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン4[R15＋相当] #3
『バーチャル・リアリティー』


10[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』


25:30 25:30 25:30
40[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン4[R15＋相当] #4
『夢はあなたとともに』 50[5.1][終][HD][字]


スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #14
『甘い悲しみ(後編)』


26:00 00[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】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 #4『タムと宿敵リスト
の法則』


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3 #23
『１億匹事件』


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4 #1
『過去との遭遇』


00[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】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 #8『初めての交わり
で脱線する法則』


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4 #3
『ドッペルゲンガー殺人事件』


26:00 26:00


15[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン4[R15＋相当] #5
『最後のスーパーボウル』26:30 30[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋


愛法則 セレクション】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 #5『プラネタリウムが
衝突を生む法則』


30[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】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 #9『参考文献を確認
する時の法則』


26:30 26:30


23:00


10[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #22
『戦場カメラマン』


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 #22
『戦場カメラマン』


00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』


00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』


00[5.1]★[終][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #14
『甘い悲しみ(後編)』


00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #6
『偽りの神の声』


24:00 00[5.1]★[HD][字][新]
カジュアル シーズン4[R15＋相当] #1
『キャリー』


00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #7
『セクシー美女争奪戦』


24:00


24:30 24:30 30[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン4[R15＋相当] #2
『欠けたピース』


24:30


25:00 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 #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 #4
『過去に囚われて』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』


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』


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 #22
『戦場カメラマン』


00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』


00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #5
『結婚の日』


00[二]★[終][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #14
『甘い悲しみ(後編)』


00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン4 #6
『偽りの神の声』


22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』


00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #5
『結婚の日』


23:00 00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』


00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #13
『甘い悲しみ(前編)』


00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #6
『スター裁判』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』


23:00 00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ 
『サラ・ジェシカ・パーカー』


00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #6
『スター裁判』


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 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 #4
『過去に囚われて』


00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』


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』


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』


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 #14
『倒れたボクサーの謎』


00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #6
『偽りの神の声』


21:00


21:30 21:30 21:30


20:00 00[二]★[CC][HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン11 #5
『暗闇のアーティスト』


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 #4
『無垢なるもの』


00[二]★[HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
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14 #6
『ルーク』


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 #13
『若き売人の謎』


00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #22
『戦場カメラマン』


18:00


18:30 18:30 18:30


45[HD]インフォメーション


19:00 00[二]★[CC][HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン11 #3
『死がふたりを分かつまで』


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 #3
『死体配達人』


00[二]★[HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン13 #17
『殺人ピエロ』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』


19:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』


19:00


10[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #6
『偽りの神の声』19:30 19:30 19:30


18:00 00[二]★[CC][HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン10 #21
『かぎ爪の怪物』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #22
『戦場カメラマン』


00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』


00[二]★[HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン13 #16
『最後の抵抗』


00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #6
『マグナス・ランド　パート２』


18:00 00[5.1][終][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #14
『甘い悲しみ(後編)』


00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #6
『偽りの神の声』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』


00[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】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 #12『繁殖命題の法
則』


17:00


17:30 30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


30[HD]
インフォメーション


17:30 30[HD]
インフォメーション


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3 #23
『１億匹事件』


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4 #1
『過去との遭遇』


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4 #3
『ドッペルゲンガー殺人事件』


15:30 15:30


16:00 00[二]★[CC][HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン10 #5
『箱の中のハロウィーン』


00[二]★[HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン13 #9
『ロズウェルでの対話』


16:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #17
『過剰報復』


00[二]★[終][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #22
『挑戦状』


16:00


16:30 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3 #24
『仕組まれた罠』


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4 #2
『洗脳プログラムの秘密』


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4 #4
『血と骨』


16:30 16:30


17:00 00[二]★[CC][HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン10 #12
『英雄の死』


00[二]★[HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン13 #11
『ある町の秘密』


17:00


15:00 00[二]★[終][CC][HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン7 #24
『仮面強盗 －後編－』


00[HD]
インフォメーション


00[HD]
インフォメーション


00[二]★[HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン13 #6
『シェルター』


00[HD]
インフォメーション


15:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #16
『核の脅威』


00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #21
『標的』


13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[二]★[CC][HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン7 #23
『仮面強盗 －前編－』


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 #4
『過去に囚われて』


00[二]★[HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
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】
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』


14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #15
『首脳会談』


00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #20
『宴の悲劇』


14:00


14:30 14:30 14:30


13:00 00[二]★[CC][HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン7 #19
『悪魔の花嫁』


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 #4
『無垢なるもの』


00[二]★[CC][HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン11 #18
『美しき惨事』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』


13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #14
『暗闇の中で』


00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #19
『職務遂行能力』


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]★[CC][HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン11 #17
『砂時計』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』


12:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #13
『過去の過ち』


00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #18
『闘士カークマン』


12:00


12:30 12:30 12:30


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 #14
『倒れたボクサーの謎』


30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #6
『スター裁判』


10:30


40[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #5
『ルーク・ドゥシャーム』11:00 00[二]★[CC][HD][新]


【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン7 #1
『家族の絆』


00[二]★[CC][HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン11 #16
『デレク』


11:00 11:00


15[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


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


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


09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』


30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #3
『法廷で鳥が鳴く時』


30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』


30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #22
『戦場カメラマン』


30[5.1][終][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #14
『甘い悲しみ(後編)』


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 #13
『若き売人の謎』


30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #5
『結婚の日』


09:30


10:00 10:00 10:00


10:30 30[HD]
インフォメーション


30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #4
『陪審員の現場検証』


30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #13
『甘い悲しみ(前編)』


30[HD]
インフォメーション


00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#8
『父の罪』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#9
『ストリート・キッズ』


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3 HD版 #6
『危機一発！OK牧場の決斗』


00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #23
『インターナショナル・レスキュー出動禁止！』


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 #24
『サンダーバードS 発進！』


08:30


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #20
『奴隷契約』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #21
『金髪コレクター』


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3 HD版 #5
『美と真実』


00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #21
『ハレー彗星での冒険』


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 #22
『シルビア大おば様とティーを』


07:30


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5 #9
『あの頂を目指せ』


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5 #10
『預言者シスコ』


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5 #11
『一人、また一人、そして……』


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5 #12
『幼き命』


06:00


06:30 06:30 06:30


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5 #6
『伝説の時空へ』


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5 #7
『享楽の星・ライサ』


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5 #8
『秘められた過去』


07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #17
『禁断の果実』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #18
『翼』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #19
『悪魔の花嫁』


08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#5
『消えた弾丸』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#6
『許容損害』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#7
『アクシデント』


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


12:00 00[二]★[CC][HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン7 #17
『禁断の果実』


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』







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年9月


スーパー！ドラマＴＶ 2021.09.27-2021.09.30
2021.09.27 2021.09.28 2021.09.29 2021.09.30 2021.10.01 2021.10.02 2021.10.03


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。


29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#10
『因縁』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#11
『モンスター』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#12
『オタクの逆襲』


29:00 29:00


29:30 29:30 29:30


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 #22
『プロファイラー入門』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #23
『仮面強盗 －前編－』


00★[終][HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #24
『仮面強盗 －後編－』


28:00 28:00


28:30 28:30 28:30


25:00 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
メンテナンスのため休止


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 #9
『パートナーの壁』


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4 #5
『ビデオゲームの墓場』


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4 #7
『ライアーゲーム』


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4 #9
『操られた暴走車』


26:00 26:00


26:30 26:30 26:30


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4 #6
『摩天楼のスナイパー』


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4 #8
『罪人の子』


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4 #10
『学資ローンの罠』


27:00


23:00 00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #6
『偽りの神の声』


00[二][終][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #14
『甘い悲しみ(後編)』


00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #8
『親子の絆』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #23
『海軍大将の娘』


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 #23
『海軍大将の娘』


00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #6
『偽りの神の声』


00[5.1]★[HD][字][新]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #1
『#制度破綻』


24:00 24:00


10[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #19
『バルタザール・“ビーノ”・ベイカー』24:30 24:30 24:30


22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #23
『海軍大将の娘』


00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #19
『バルタザール・“ビーノ”・ベイカー』


00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #7
『母と娘の正義』


00[二]★[HD][新]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #1
『#制度破綻』


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！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！


21:00 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[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ 
『エミット・スミス』


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 #9
『パートナーの壁』


21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


19:30 19:30 19:30


20:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #8
『理想の家族』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #10
『肉と血』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』


20:00 20:00


20:30 20:30 20:30


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


17:30 17:30


18:00 00[二][終][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #14
『甘い悲しみ(後編)』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #23
『海軍大将の娘』


00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #6
『偽りの神の声』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #19
『バルタザール・“ビーノ”・ベイカー』


18:00 18:00


18:30 18:30 18:30


19:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #9
『折れた翼』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』


00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #13
『カメレオン』


19:00 19:00


10★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』


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4 #6
『摩天楼のスナイパー』


30★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ 
『マシュー・ブロデリック』


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4 #8
『罪人の子』


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4 #10
『学資ローンの罠』


16:30 16:30


17:00 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


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4 #5
『ビデオゲームの墓場』


30★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ 
『リサ・クドロー』


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4 #7
『ライアーゲーム』


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4 #9
『操られた暴走車』


15:30 15:30


16:00 16:00 16:00


14:00 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』


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]
ブラックリスト シーズン8 #19
『バルタザール・“ビーノ”・ベイカー』


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』


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


13:00 00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #8
『理想の家族』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #10
『肉と血』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』


13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


11:30 11:30


12:00 00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #9
『折れた翼』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』


00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #13
『カメレオン』


12:00 12:00


12:30 12:30 12:30


09:30 09:30


10:00 10:00 10:00


20[二][終][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #14
『甘い悲しみ(後編)』


10:30 30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #6
『偽りの神の声』


30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #6
『スター裁判』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #19
『バルタザール・“ビーノ”・ベイカー』


10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


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


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 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 #22
『プロファイラー入門』


00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ 
『エミット・スミス』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #23
『仮面強盗 －前編－』


00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #24
『仮面強盗 －後編－』


07:00 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5 #13
『エディングトンの逆襲』


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5 #14
『敗れざる者　前編』


00
メンテナンスのため休止


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5 #15
『敗れざる者　後編』


08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#10
『因縁』


00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #23
『海軍大将の娘』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#11
『モンスター』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4 
#12
『オタクの逆襲』


09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』


30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #5
『結婚の日』


30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #6
『偽りの神の声』


30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #23
『海軍大将の娘』


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
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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


研究
所#7


徳山
PGⅠ
展望


芦屋
特番


芦屋
特番


芦屋
特番


浜名湖 常滑 津 びわこ 福岡


多摩川


研究
所#4


徳山
PGⅠ
展望


研究
所#6


徳山
PGⅠ
展望


鳴門
JDSのみ


休止


芦屋
JDSのみ


休止


からつ
JDSのみ


休止


福岡 丸亀


徳山


津 住之江 下関 若松 大村


BR年鑑
#31


桐生 住之江


浜名湖
JDSのみ


休止


宮島
JDSのみ


休止


蒲郡
JDSのみ


休止


下関
JDSのみ


休止


最終日


BR通信
第67回
メモリア


ル


からつ 江戸川 鳴門GⅠ
勝利者IV 江戸川 常滑 津


桐生
GⅠ


津 びわこ 宮島 福岡 丸亀 大村


宮島 蒲郡


蒲郡
展望


JDS休
止


下関
JDSのみ


休止


大村
JDSのみ


休止


初日


最終日 2日目


一般 最終日


からつ


大村


鳴門 常滑
鳴門
GⅠ


桐生
GⅠ


津 びわこ 宮島


鳴門
GⅠ


鳴門GⅠ
勝利者IV 江戸川5日目 5日目 初日


徳山
PGⅠ
展望


徳山
PGⅠ
展望


平和島


一般競走 最終日


3日目 初日


4日目 桐生 2日目


モーニング 5日目 ナイター 3日目


ルーキーシリーズ


若松 2日目


最終日


ヤングダービー


三国 芦屋


ＪＬＣ６８０　９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


一般


芦屋 4日目


モーニング 5日目


23:30 0:00 0:30 1:0015:30 22:0016:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:3016:0015:008:20 9:00 9:30 10:006:00 6:30 7:00 7:30 8:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30


2日目


オールレディース 5日目 ナイター 3日目


最終日 初日 ＧⅠ 4日目


宮島 福岡 桐生 丸亀 若松 三国 鳴門 戸田福岡 宮島 尼崎 三国 三国 鳴門 戸田 常滑三国 2日目 尼崎 一般 最終日 丸亀N 一般 最終日
研究
所
#10


常滑 尼崎 宮島 福岡 桐生


戸田 常滑 尼崎 三国 三国 徳山 戸田 江戸川
住之江


GⅠ
住之江GⅠ
勝利者IV 平和島 びわこ 福岡 桐生 若松 三国 徳山 戸田


尼崎


江戸川 平和島 びわこ 福岡


吟剣詩舞 江戸川 平和島 三国 三国 徳山 戸田 江戸川
住之江


GⅠ
住之江GⅠ
勝利者IV 平和島 浜名湖 びわこ 福岡 桐生 若松 三国 徳山 戸田ＧⅢ 江戸川 平和島 浜名湖


びわこ 福岡 戸田 三国 三国 徳山 戸田 江戸川
住之江


GⅠ
住之江GⅠ
勝利者IV 平和島 浜名湖 びわこ 児島 福岡 蒲郡 若松 三国 徳山


4日目 住之江


戸田 江戸川


平和島 浜名湖 三国 三国 鳴門 徳山 戸田
宮島
GⅠ


宮島GⅠ
勝利者IV


住之江
GⅠ


住之江GⅠ
勝利者IV 江戸川 平和島 浜名湖 びわこ 児島 福岡 蒲郡 若松 三国 鳴門


福岡
展望


戸田 江戸川 平和島 鳴門 鳴門 徳山 からつ 江戸川
宮島
GⅠ宮島 2日目 高松宮記念 5日目 徳山 からつ 江戸川鳴門 2日目


常滑 びわこ 児島 蒲郡 大村 鳴門 江戸川 常滑 びわこ


住之
江G
Ⅰ展
望


宮島GⅠ
勝利者IV


住之江
GⅠ


住之江GⅠ
勝利者IV 浜名湖 びわこ 児島 蒲郡 大村 鳴門


浜名湖 びわこ 鳴門 鳴門 徳山 からつ 江戸川
放送
休止


からつ
宮島
GⅠモーニング 3日目 ＧⅠ 3日目 最終日 宮島GⅠ


勝利者IV
住之江


GⅠ


若松 大村 鳴門


常滑
蒲郡
展望


からつ児島 江戸川 常滑 鳴門 鳴門 からつ 平和島 常滑
宮島
GⅠ一般 最終日 67周年 4日目 蒲郡 5日目


ナイター 6日目5日目


平和島 常滑 尼崎 児島


平和島 常滑 尼崎 児島 三国 芦屋 からつ 平和島
宮島
GⅠ


宮島GⅠ
勝利者IV 尼崎 児島 蒲郡 下関 若松 大村 三国 芦屋 からつ


下関


吟剣詩舞 芦屋 三国 芦屋 からつ 平和島
宮島
GⅠ


浜名湖2日目
宮島
GⅠ
展望


蒲郡
展望


多摩川 浜名湖 常滑芦屋


大村 常滑 尼崎 芦屋 三国 芦屋 からつ 平和島
桐生
GⅠ


芦屋 からつ 平和島桐生GⅠ
勝利者IV 多摩川 浜名湖 常滑 びわこ 尼崎 下関 若松


びわこ 平和島 多摩川


多摩川


浜名湖 常滑 びわこ 芦屋 三国 芦屋 平和島 多摩川
桐生
GⅠ


桐生GⅠ
勝利者IV 浜名湖 常滑 びわこ 尼崎 下関 若松 三国 芦屋 津


芦屋


びわこ 福岡 平和島 芦屋


BR通信
第67回
メモリア


ル


芦屋 多摩川 浜名湖
桐生
GⅠ最終日 ＧⅠ 4日目


吟剣詩舞 宮島 福岡 からつ 徳山 からつ 戸田 江戸川
鳴門
GⅠ3日目 5日目ＧⅠ


桐生
GⅠ
展望


宮島 からつ


放送休止


2日目 2日目 最終日


丸亀 若松 初日 初日 65周年 5日目


研究
所#8


福岡 住之江 丸亀 下関 大村


浜名湖 常滑 宮島 福岡 住之江 丸亀 下関 大村 徳山江戸川 常滑 からつ


BR通信
第67回
メモリア


ル


からつ 戸田 江戸川
鳴門
GⅠ


鳴門GⅠ
勝利者IVM 4日目 4日目 一般競走 最終日68周年福岡


展望


浜名湖 常滑 宮島 からつ 三国 芦屋 からつ 戸田 下関


鳴門
GⅠ
展望


研究
所
#12


研究
所#6


江戸川


3日目 丸亀ナイター


浜名湖 常滑 宮島 住之江 若松 大村 三国 芦屋


徳山 からつからつ 戸田


からつ


鳴門GⅠ
勝利者IV 常滑 津


戸田


宮島


からつ 三国 芦屋 からつ
鳴門
GⅠ


戸田 江戸川最終日 最終日


大村 若松 三国 芦屋


多摩川 浜名湖 津


BR通信
第67回
メモリア


ル


芦屋 若松 三国 芦屋 平和島 多摩川 浜名湖ＧⅢ 4日目 徳山
PGⅠ


徳山
PGⅠ


勝利者IV
多摩川


江戸川


びわこ


住之江津 びわこ 桐生


桐生津 びわこ 平和島


BR通信
第67回
メモリア


ル


芦屋
徳山
PGⅠ


徳山
PGⅠ


勝利者IV
多摩川平和島徳山 3日目 オールレディース 5日目


徳山
PGⅠ
展望


研究
所#9


多摩川
徳山
PGⅠ
展望


研究
所#7


徳山
PGⅠ
展望


浜名湖


蒲郡


2日目


丸亀 若松 三国 芦屋


吟剣詩舞 多摩川 浜名湖


BR通信
第67回
メモリア


ル


からつ 江戸川
徳山
PGⅠ


徳山
PGⅠ


勝利者IV
平和島 常滑 津 びわこ 福岡 桐生 蒲郡 丸亀 若松ＰＧⅠ からつ 江戸川


平和島 常滑 津 からつ 2日目
BR通信
第67回
メモリア


ル


からつ 江戸川
徳山
PGⅠ


徳山
PGⅠ


勝利者IV
平和島 びわこ 福岡 桐生 蒲郡 丸亀 大村 鳴門 からつ5日目 江戸川


4日目


平和島


常滑 びわこ からつ 3日目
BR通信
第67回
メモリア


ル


からつ 江戸川 平和島
徳山
PGⅠ


浜名湖 常滑 びわこ 福岡 桐生 蒲郡 丸亀 大村 鳴門 からつ 江戸川


芦屋


平和島 常滑


下関 大村 鳴門 からつびわこ 福岡 江戸川 からつ 4日目 鳴門 からつ 江戸川 浜名湖初日 大村ナイター 3日目 江戸川 浜名湖 宮島 蒲郡M


蒲郡
展望


丸亀


江戸川 浜名湖 宮島 からつ 鳴門 芦屋 からつ


研究
所
#15


研究
所#2


多摩川
GⅠ


多摩川GⅠ
勝利者IV 宮島 蒲郡 丸亀


多摩川
GⅠ


多摩川GⅠ
勝利者IV 宮島 蒲郡 下関 大村 芦屋


浜名湖


大村


からつ


多摩川
GⅠ


多摩川GⅠ
勝利者IV


浜名湖
JDSのみ


休止


宮島
JDSのみ


休止
からつ 芦屋 からつ 浜名湖 児島研究


所#4 最終日 ＧⅠ 3日目 5日目


一般競走 5日目 多摩川 2日目 ヴィーナスシリーズ 4日目


児島
多摩川


GⅠ
多摩川GⅠ
勝利者IV 宮島 福岡 桐生 丸亀 下関浜名湖 児島 宮島 浜名湖 三国M 初日 三国 芦屋 戸田研究


所#5 67周年 4日目 最終日 戸田 児島 宮島 福岡


宮島 蒲郡 下関 大村浜名湖 児島


三国 芦屋


研究
所#8 浜名湖 津


平和島
徳山
PGⅠ


徳山
PGⅠ


勝利者IV


徳山
PGⅠ


選手紹介


福岡


尼崎 平和島 芦屋 津 びわこ


浜名湖津


BR通信
第7回
Yダー
ビー


BR通信
第67回
メモリア


ル


芦屋初日 ナイター 3日目


戸田 江戸川


芦屋
特番


芦屋
特番


芦屋
特番


芦屋
特番


芦屋
特番


芦屋
特番


桐生GⅠ
勝利者IV 浜名湖


徳山 からつ
鳴門
GⅠ


放送休止
三国


徳山 からつ 江戸川桐生GⅠ
勝利者IV


多摩川 浜名湖 津


桐生GⅠ
勝利者IV 津 びわこ 放送休止


桐生
GⅠ


福岡 丸亀 若松 三国 平和島


多摩川鳴門GⅠ
勝利者IV


桐生
GⅠ
展望


江戸川


研究
所
#11


研究
所
#12


研究
所
#15


研究
所#2


研究
所#4


研究
所#5


研究
所#6


研究
所#7


宮島
GⅠ
展望


宮島GⅠ
勝利者IV 尼崎 児島 蒲郡


モーニング 3日目 初日


初日


福岡
展望


住之
江G
Ⅰ展
望


芦屋 からつ 戸田多摩川 浜名湖


福岡
展望


福岡
展望


三国


研究
所#9


研究
所
#10


研究
所
#11


徳山
PGⅠ
展望


研究
所
#10


徳山
PGⅠ
展望


研究
所
#11


研究
所#2


徳山
PGⅠ
展望


多摩川
鳴門
GⅠ
展望


福岡
展望


徳山
PGⅠ
展望


からつ
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詳しい
番組情報は
こちら！


CS
初放送


原作はシリーズ累計発行部数300万部を超える人気児童小説！ 幸運な人だけが
たどりつける銭天堂。店主の紅子さんが勧める駄菓子はどれもお客の悩みにぴっ
たりのもの。でも、食べ方や使い方をまちがえると……。幸福をよぶか、不幸をま
ねくかはその人次第！


9/25㊏
スタート


毎週土曜 ごご 3:00毎週土毎週土毎週土曜 ごごごご 3::0000毎週土曜 ごご 3:00


ロシア発の人気アニメがロロシシアアア発ののの人人人気アアアニメメがが
日本初上陸♪


親子で楽しめる！  しんちゃんの映画だゾ！


ひる12:009/4㊏9/4㊏


映画クレヨンしんちゃん
伝説を呼ぶブリブリ
3分ポッキリ大進撃


ひる12:009/11㊏9/11㊏


映画クレヨンしんちゃん
伝説を呼ぶ
踊れ!アミーゴ!


ひる12:009/18㊏9/18㊏


映画クレヨンしんちゃん
嵐を呼ぶ


歌うケツだけ爆弾!
ごご 2:009/19㊐9/19㊐


映画クレヨンしんちゃん
ちょー嵐を呼ぶ
金矛の勇者


ごご 2:009/26㊐9/26㊐


映画クレヨンしんちゃん
オタケベ!


カスカベ野生王国Youtubeの総再生回数が940億回突破！ 世界
中で愛されている『マーシャとくま』シリーズの
スピンオフ作品がテレビで見られるチャンス♪


たくさん笑って時には泣けると評判の映画クレヨンしんちゃん5作品をまとめて放送！


毎週月～金曜 あさ 8:45
9/10㊎スタート9/10㊎スタート 日本


初放送


第1期


「映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」
つりたい焼き


2020年8月に公開された銭天堂の初映画化作品。釣り
が大好きな８歳の男の子がたい焼きが釣れる不思議な
駄菓子「つりたい焼き」を手に入れて――。


ひる 12:009/25㊏9/25㊏


よ
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そ
、
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う
こ
そ
、


《
銭
天
堂
》


《
銭
天
堂
》


ふ
し
ぎ
な
駄
菓
子
屋へ！


ア
ニ
メ
シ
リ
ー
ズ
と


映
画
を
連
続
放
送！


マーシャのふしぎなおはなし


テレビ
初放送


毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜 ごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜん 1111:::::::::3333333300000000000000毎週日曜 ごぜん 11:30毎週日曜 ごぜん 11:309/26㊐スタート再


2話
連続
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7・14・
21・28


6・13・
20・27


1・8・15・
22・29


2・9・16・
23・30


3・10・
17・24金木水火月


6
30


～1日 ハローココモン 
2日～ れいぞうこのくにのココモン 


※29日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション(～7:00)


ポケットモンスター


7
30


　　　　　　　　　　　　トミカ絆合体 アースグランナー  　　　　　 　　　　　　　28


～1日 クレヨンしんちゃん外伝 家族連れ狼
2～8日 クレヨンしんちゃん外伝 お・お・お・のしんのすけ


9日～ まじめにふまじめ　かいけつゾロリ


8 30
ポリス×戦士 ラブパトリーナ！


はなかっぱ第1期（～8:45）　～9日 マーシャのものがたり（8:45～） 　
10日～ マーシャのふしぎなおはなし（8:45～）


9 30
それいけ！アンパンマン


子育てTV ハピクラ


10
30


ゴーゴー！のりものタウン
～22日 ABCブロッコリ！


※20日 情報
23日 情報　24日～ ぼくは王さま


11 30


～1日 ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマルABC
2日～ ぽけっとあにめプチ！コロコロアニマル２ 


それいけ！アンパンマン
※20～24日  劇場版「それいけ！アンパンマン」


12
30 ㊊～㊌ ㊍㊎


1日 GO!GO!アトム セレクション
6日～ トロールズ： シング・ダンス・ハグ!


※20日  映画おしりたんてい カレーなる じけん (～1:10)


情報
※23・24日 トロールズ： 
シング・ダンス・ハグ！


1 30


パウ・パトロール セレクション
※20日  映画おしりたんてい テントウムシいせきの なぞ (1:10～2:00)


ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション


2 30
子育てTV ハピクラ


それいけ！アンパンマン


3
30


～1日 クレヨンしんちゃん外伝 家族連れ狼 
2～8日 クレヨンしんちゃん外伝 お・お・お・のしんのすけ


9日～ はなかっぱ第1期 セレクション
ミュークルドリーミー


4 30


～27日 ベイブレードバースト ガチ
28日～ ポケットモンスター サン＆ムーン(～5:00)


1～3日、22～27日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション
6～21日 キャップ革命 ボトルマン


5                                                   妖怪ウォッチ  　 　   　  　　　　　　　　　　　　58


6
～13日 結界師


14～28日 カードキャプターさくら クリアカード編
29日～ まじっく快斗1412


7


㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎


30


～20日 ポリス×戦士 
ラブパトリーナ！


27日～ ビッ友×戦士 
キラメキパワーズ！


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 ！


～21日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ
22日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ


※28日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション


8 ポケットモンスター 
※28日  サーフズ・アップ (～9:45)


9 ドラゴンボール超


10 1日～ スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）
※28日  サーフズ・アップ2(～11:45)


11 ～7日 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
8日～ ヒカルの碁


0
～24日 こちら葛飾区亀有公園前派出所


27・28日 ドラマ『弱虫ペダル』 総北高校 ウェルカムレース セレクション
29日～ まじっく快斗1412


1 ポケットモンスター 
※28日 銀魂 セレクション(～5:30)


2 ドラゴンボール超


3 1日～ スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）


4
30


～21日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ
22日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ


～7日 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
8日～ ヒカルの碁5 30


情報


土 4・11・18・25


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
ガル学。～ガールズガーデン～
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
  4日 アンパンマンと
　　  おかしな仲間
11日 アンパンマンとたのしい仲間たち
18日 やきそばパンマンと
　　  ブラックサボテンマン
25日 怪傑ナガネギマンとやきそばパンマン10


30
子育てTV ハピクラ


11
スター☆トゥインクルプリキュア


30
アイカツプラネット！ 


12


～
1


 映画クレヨンしんちゃん
  4日 伝説を呼ぶ
　　 ブリブリ３分ポッキリ大進撃
11日 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！
18日 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾！


25日 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂


2 30


4～18日 はなかっぱ第1期 セレクション
25日  人体のサバイバル！(1:45～2:50)


4～18日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 　　
　　　  セレクション


3


30


～18日 おしりたんてい(第1期) 
25日～ ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)
～18日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！
　   ゴマちゃん 第2シリーズ 
　　　 ※4日(～3:55)
～4日 コロコロアニマル
       おとぎばなし(3:55～)
25日～ ドラゴンボール超 (～4:30)


4 30


～18日 クレヨンしんちゃん外伝 
　　　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
※4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 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－


9


～


10


  4日 ドラマ『弱虫ペダルSeason2』 
       京都伏見 セレクション
11日 OVA 鋼の錬金術師 
       FULLMETAL ALCHEMIST 
       #1～#4
18日 劇場版ポケットモンスター 
       みんなの物語
25日 ミュウツーの逆襲 
       EVOLUTION


11


～


5


まじっく快斗1412
  4日 #9～#16(～3:00)
11日 #17～#24(～3:00)


こちら葛飾区亀有公園前派出所
18日 #1～#12 (～4:30)
25日 #13～#25(～5:00)


カードキャプターさくら クリアカード編
  4日 #7～#12 (3:00～)　
11日 #13～#19 (3:00～)
18日 #20～#22 (4:30～)


25日 ドラマ『弱虫ペダル』 セレクション
　　 (5:00～)


日 5・12・19・26


6
ポチっと発明 ピカちんキット 
セレクション


30
ベイブレードバースト ガチ


7
デュエル・マスターズ キング！


30
怪盗ジョーカー　　　　　 　　　　  58


8
妖怪ウォッチ♪


30
ポケットモンスター（2019年）    　　 58


9 劇場版それいけ!
アンパンマン
  5日 ばいきんまんの逆襲
　　 (9:32～)
12日 とべ！とべ！ちびごん
　　 (9:58～)
19日 つみき城のひみつ
　　 (9:38～)
26日 恐竜ノッシーの大冒険 


10
45


はなかっぱ第1期 セレクション
※26日(10:17～10:45)
26日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 
　　セレクション(～11:15)


11
30


～19日 おしりたんてい(第1期)


～19日 クレヨンしんちゃん外伝 
　　　お・お・お・のしんのすけ
26日～ ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)


12


～


1


劇場版ポケットモンスター
  5日  「セレビィ 時を超えた遭遇（であい）」
12日  「水の都の護神（まもりがみ） 
　　  ラティアスとラティオス」
劇場版ポケットモンスター 


アドバンスジェネレーション
19日「七夜（ななよ）の
       願い星 ジラーチ」
26日「裂空（れっくう）の訪問者 
       デオキシス」


2


～


3


  5日 ディノ・キング　
       恐竜王国と炎の山の冒険
12日 おまえうまそうだな


映画クレヨンしんちゃん 
19日 ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者
26日 オタケベ！ カスカベ野生王国


4 30
妖怪ウォッチ♪


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


5日 天使な小生意気 #39～#50
鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST


12日 #1～#14 (～1:00)
19日 #15～#26
26日 #27～#38


0 5・19・26日 銀魂 セレクション


1


～


2
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


                                                  妖怪ウォッチ


「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2021.9



































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。
18日（土）～20日（月）は特別編成でお送りします。ご了承ください。


T H UW E D F R I S ATS U N M O N T U E
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1 2 3


20


11


22


2827


23


29 30


24 25


6:00


10:00


12:30


14:30


16:50


18:40


21:00


23:00


0:00


1:25


2:40


3:10


戦争と人間 第一部 運命の序曲


タイムリミット


赤い霊柩車26


仮釈放の条件 出口の裁判官


極つぶし


検察側の罪人


旅行作家 茶屋次郎10


いろはに千鳥 Season3㉒㉓


隣人の喘ぎ声 人妻とＯＬに挟まれて


エクスタシーチェイサー


妖艶未亡人


日本統一24


6:00


9:50


12:00


21:00


23:10


0:10


1:35


2:50


4:05


5:30


戦争と人間 完結篇


ミナミの帝王3 金貸しの条件


スキャンダル専門弁護士 QUEEN ①～⑩（完）


居眠り磐音


いろはに千鳥 Season3㉖㉗


みだら妻の妄想不倫


マネーハンター美鈴


デリシャスボディガール・瞳


日本統一27


他人に抱かれるもう一人のワタシ


6:00


7:30


10:00


12:30


13:00


15:00


17:20


19:20


20:00


23:50


1:15


2:35


3:55


人間魚雷出撃す


世界の中心で、愛をさけぶ


激突！アラフィフ熟女刑事の事件簿


ラーメン刑事③【虎ノ門・くろおび編】
さすらい署長風間昭平11


さすらい署長風間昭平12


さすらい署長風間昭平13


ラーメン刑事④【湯島・麺覇王編】
リカ①～④
殺人鬼を飼う女


令和エロス噺11


エロスは蒲団の香り


日本統一26


6:00


9:25


10:00


12:30


14:30


16:50


18:50


21:00


23:10


0:10


1:30


3:00


3:30


戦争と人間 第二部 愛と悲しみの山河


ラーメン刑事①【目黒・かづ屋編】
夏樹静子サスペンス 黒い帽子の女


赤い霊柩車27


看護師・戸田鮎子の推理カルテ1


ミナミの帝王4 言われなき借金


ジョーカー・ゲーム


カイジ ファイナルゲーム


いろはに千鳥 Season3㉔㉕
世にもエロスな物語19


人妻の教え子 ふしだらな裏切り


背徳欲望～貞淑妻の芽生え～


日本統一25


6:00


7:50


10:00


12:30


14:30


16:50


19:00


21:00


23:00


1:00


2:20


3:45


平成の女相場師


まだ結婚できない男⑤⑥


検事・霧島三郎


赤い霊柩車30前編


火災調査官・紅蓮次郎1


借王3


連続ドラマW コールドケース③④


旅行作家 茶屋次郎11


屍憶 SHIOKU


世にもエロスな物語20


巨乳ライター 密着(秘)レポート


マリッジリング


6:00


7:50


10:00


12:30


14:30


17:10


19:00


21:00


23:10


1:10


2:25


3:40


5:45


舟木一夫コンサート2020


まだ結婚できない男③④
長く孤独な誘拐


赤い霊柩車29


Ｗの悲劇【菅野美穂主演】


借王2


連続ドラマW コールドケース①②
オールド・ボーイ


ミナミの帝王32 金になる経歴


若妻のエロティック体験


リベンジパチンカー亜美


ロマンスドール


着脱図鑑⑩【沖縄・琉装編】


6:00


8:00


10:00


12:30


14:30


16:50


18:40


21:00


22:30


0:05


0:35


2:00


2:30


3:45


マンハント
まだ結婚できない男①②
黙秘
赤い霊柩車28
看護師・戸田鮎子の推理カルテ2
借王1
アウトバーン マル暴の女刑事
寺門ジモンの取材拒否の店2016秋
ウルトラハイパー ハードボイルド グルメリポート
いろはに千鳥 Season3㉚
オープン・マリッジ 新しい夫婦生活
時代官能 美人女将物語
セクシータイム・リターン
歌舞伎町ブラックスワン


6:00


7:00


8:00


9:10


12:00


14:00


21:00


23:00


0:00


1:15


2:40


3:10


インフォメーション


綾小路きみまろTV3637


雑居時代⑤


関ヶ原


マトリの女


病院の治しかた①～⑦（完）


当番弁護士 梶原藤子の事件ファイル


いろはに千鳥 Season3㉘ ㉙


温泉童貞～快楽源泉かけ流し～


義母たちの誘惑


恥辱の美人妻


ITバブルと寝た女たち


6:00


7:00


9:15


10:45


13:00


22:00


0:00


1:20


2:40


3:10


3:25


5:30


インフォメーション


カイジ 人生逆転ゲーム


ミナミの帝王4 言われなき借金


トカゲの女1


サイレント・ヴォイス①～⑩（完）


サイレント・ヴォイス 特別篇「悪魔の学問」


令和エロス噺12


オープン・マリッジ 新しい夫婦生活


濡れる献身妻


着脱図鑑①【十二単編】


ハウスメイド


カイジ2 人生奪回ゲーム


6:00


7:50


10:00


12:30


18:10


20:00


23:40


0:10


1:30


3:00


4:25


展望車殺人事件


まだ結婚できない男⑨⑩（完）


猫弁と透明人間


ワカコ酒 Season2①～⑫（完）


激録・警察密着24時！１９春


リカ⑤～⑧（完）


強面４①


エロス秘宝 貴方だけに～愛と欲～


不倫は蜜の味～夜まで待てない～


エクスタシー・イコライザー


極つぶし


6:00


7:50


10:00


12:30


14:30


16:35


18:35


21:10


23:10


1:15


2:35


3:55


平成の女教祖


まだ結婚できない男⑦⑧


宮部みゆきスペシャル 魔術はささやく


赤い霊柩車30後編


火災調査官・紅蓮次郎2


ミナミの帝王31 賠償金の行方


人間の証明


奥多摩駐在刑事3


彼女の人生は間違いじゃない


刺青 背負う女


ザ・地獄麻雀 燃える女の官能勝負


人妻漂流


6:00


7:10


10:00


12:30


14:30


16:40


19:00


21:00


22:55


1:00


2:20


3:35


綾小路きみまろTV3435


関ヶ原


おばさんデカ 桜乙女の事件帖3


赤い霊柩車33


火災調査官・紅蓮次郎5


諏訪のスゴ腕警察医2


連続ドラマW コールドケース⑨⑩（完）


旅行作家 茶屋次郎12


激録・警察密着２４時！１９晩秋


エロス秘宝 貴方だけに～麗と蜜～


暴かれた禁断のプライバシー


ミナミの帝王4 言われなき借金


6:00


7:50


10:00


12:30


14:30


16:40


19:00


21:00


23:10


1:15


2:25


3:40


ゴールデン・ジョブ


借王1


おばさんデカ 桜乙女の事件帖2


赤い霊柩車32


火災調査官・紅蓮次郎4


ハガネの警察医


連続ドラマW コールドケース⑦⑧


黒い家


ミナミの帝王3 金貸しの条件


恋の豚 ～むっちり濡らして～


世にもエロスな物語19


オープン・マリッジ ある夫婦のカタチ


6:00


8:10


10:00


12:30


14:30


16:40


19:00


21:00


23:35


0:10


1:30


3:05


4:30


ゴールデンスランバー


新・ミナミの帝王


おばさんデカ 桜乙女の事件帖1


赤い霊柩車31


火災調査官・紅蓮次郎3


ニッポンのスゴ腕漁師2019


連続ドラマW コールドケース⑤⑥
３９ 刑法第三十九条


強面４②
世にもエロスな物語21


刺青 匂ひ月のごとく


エクスタシーチェイサー


ゴーストを愛した美人妻


8:00


9:25


12:00


21:50


0:05


1:30


2:00


3:25


4:40


雑居時代⑥


人間の証明2001


ビター・ブラッド①～⑪（完）


いぬやしき


エロス秘宝 貴方だけに～艶と縁～


未亡人嫁の義父介護


ネトラレ ある夫婦の行動学


プリンセス 恥じらいの初夜


着脱図鑑⑨【バリ島・レゴンダンス編】


6:00


7:55


8:55


10:40


12:40


14:40


17:00


0:00


0:35


2:15


3:10


3:50


裏刑事 URADEKA⑤⑥


舟木一夫の軌跡PART2⑤⑥


ミナミの帝王31 賠償金の行方


トカゲの女2


おばさんデカ 桜乙女の事件帖13


おばさんデカ 桜乙女の事件帖14


行列の女神～らーめん才遊記～①～⑧（完）


桃色探訪～伝説の風俗～②


清純OL 覚えたての快感


年上ノ彼女②


翻弄された献身妻


スキャンダル


6:00


7:50


10:00


12:30


19:30


21:40


0:00


0:35


1:50


2:45


3:55


裏刑事 URADEKA③④


借王3


多摩南署たたき上げ刑事・近松丙吉4


リーガル・ハート①～⑦（完）


検察側の罪人


HERO（2007）


桃色探訪～伝説の風俗～①


デリシャスボディガール・美咲


年上ノ彼女①


妹になりたくて。


オールド・ボーイ


6:00


7:50


10:00


12:30


14:30


16:50


18:50


21:20


23:20


0:50


2:05


3:15


4:30


裏刑事 URADEKA①②
借王2


おばさんデカ 桜乙女の事件帖4


赤い霊柩車34


火災調査官・紅蓮次郎6


ミナミの帝王32 金になる経歴


野性の証明


奥多摩駐在刑事4


寺門ジモンの取材拒否の店2014


不貞一家と弔問の夜


ラ・マン VIP専用の女


温泉童貞～快楽源泉かけ流し～


時代官能 美人女将物語


6:00


10:00


12:30


14:30


16:50


19:10


21:30


23:40


0:10


1:30


2:55


3:50


ゴーストライター①～④


多摩南署たたき上げ刑事・近松丙吉7


赤い霊柩車36


火災調査官・紅蓮次郎9


居眠り磐音


いぬやしき


宮部みゆきサスペンス 模倣犯 【前篇】


強面４①


歌舞伎町ブラックスワン2


人妻の教え子 ふしだらな裏切り


年上ノ彼女⑥


刺青 堕ちた女郎蜘蛛


6:00


7:40


10:00


12:30


14:30


16:40


19:30


21:00


23:00


0:55


2:10


2:40


3:40


裏刑事 URADEKA⑪⑫（完）
カイジ2 人生奪回ゲーム


多摩南署たたき上げ刑事・近松丙吉6


赤い霊柩車35


火災調査官・紅蓮次郎8


関ヶ原


逆襲！オンナの倍返し


技術者たち


ミナミの帝王4 言われなき借金


デリシャスボディガール・瞳


待ちきれない人妻


年上ノ彼女⑤
刺青 背負う女


6:00


7:40


10:25


12:30


22:00


0:00


2:05


3:20


4:15


裏刑事 URADEKA⑨⑩


カイジ 人生逆転ゲーム


多摩南署たたき上げ刑事・近松丙吉5


白い巨塔（03年版）⑫～㉑（完）


大阪密着24時5


娼年


快楽写真館


年上ノ彼女④


欲求不満な三姉妹


6:00


8:00


9:00


11:05


13:00


23:50


0:05


1:25


2:20


3:45


裏刑事 URADEKA⑦⑧


雑居時代⑦


日本統一24


小京都連続殺人事件×外科医鳩村周五郎 


白い巨塔（03年版）①～⑪


着脱図鑑⑥【モン族編】


エロス秘宝 貴方だけに ～情と女～


年上ノ彼女③


隣人の喘ぎ声 人妻とＯＬに挟まれて


新・ミナミの帝王15


6:00


9:40


11:25


13:30


15:20


17:25


19:30


21:45


0:00


1:20


2:35


4:20


4:35


戦争と人間 第一部 運命の序曲


ミナミの帝王32 金になる経歴


トカゲの女3


最後のオンナ


鬼刑事 米田耕作1


鬼刑事 米田耕作2


HERO（2007）


HERO（2015）


人妻たちの輪舞曲


新・嬢王ゲーム


マリッジリング


着脱図鑑④【ブルガリア・スクマン編】
戦争と人間 第二部 愛と悲しみの山河


6:00


7:50


10:00


12:20


14:30


22:00


0:00


0:30


1:50


2:45


4:25


ゴーストライター⑨⑩（完）


なめとんか やしきたかじん誕生物語


多摩南署たたき上げ刑事・近松丙吉9


日本統一25


ハル 総合商社の女①～⑧（完）


横山秀夫特別企画 永遠の時効


濡れる献身妻


愛欲怪談


年上ノ彼女⑧（完）


義母たちの誘惑


他人に抱かれるもう一人のワタシ


6:00


10:00


12:30


21:35


23:50


0:05


1:30


2:00


2:55


3:10


4:30


ゴーストライター⑤～⑧


多摩南署たたき上げ刑事・近松丙吉8


まだ結婚できない男①～⑩（完）


宮部みゆきサスペンス 模倣犯 【後篇】


着脱図鑑⑦【ドイツ・ディアンドル編】


世にもエロスな物語22


妖艶未亡人


年上ノ彼女⑦


着脱図鑑⑧【ペルー・チョリータ編】


アーメン！熟女シスター


ゴーストを愛した美人妻


7:00


8:05


10:00


12:30


14:30


16:50


19:20


21:00


23:00


23:35


0:05


1:35


2:55


綾小路きみまろTV3839
日本統一26
多摩南署たたき上げ刑事・近松丙吉13
信州山岳刑事 道原伝吉1
警部補 五条聖子1
カイジ ファイナルゲーム
借王3
新・旅行作家 茶屋次郎
ラーメン刑事⑥【湯河原・飯田商店編】
強面４②
レンタル女子大生 私、貸します。
エロス秘宝 貴方だけに～愛と欲～
彼女の人生は間違いじゃない


6:00


8:05


10:00


12:30


14:30


16:35


19:10


21:00


23:00


人間魚雷出撃す


日本統一25


多摩南署たたき上げ刑事・近松丙吉11


追いつめる


火災調査官・紅蓮次郎12


カイジ2 人生奪回ゲーム


借王2


多摩南署たたき上げ刑事・近松丙吉12


ミナミの帝王31 賠償金の行方


7:55


10:00


12:30


14:30


16:50


19:20


21:00


21:30


23:30


0:05


1:20


2:35


3:55


日本統一24


多摩南署たたき上げ刑事・近松丙吉10


警部補鳴沢了 破弾


火災調査官・紅蓮次郎11


カイジ 人生逆転ゲーム


借王1


綾小路きみまろTV39
おばさんデカ 桜乙女の事件帖 ザ・ラスト


ラーメン刑事⑤【飯田橋・日高屋編】
世にもエロスな物語19


温泉童貞～快楽源泉かけ流し～


不貞一家と弔問の夜


オープン・マリッジ ある夫婦のカタチ


8:00


8:55


10:30


12:10


14:00


15:40


17:20


19:00


22:00


0:00


1:25


2:40


4:05


4:20


雑居時代⑧
日本統一26
日本統一27
ミナミの帝王3 金貸しの条件
ミナミの帝王4 言われなき借金
ミナミの帝王31 賠償金の行方
ミナミの帝王32 金になる経歴
ラーメン刑事①～⑥
おばさんデカ 桜乙女の事件帖15
さよなら家庭教師
マネーハンター美鈴
殺人鬼を飼う女
着脱図鑑⑤【チャイナドレス＆アオザイ編】
戦争と人間 完結篇


6:00


8:05


10:00


12:30


14:30


16:50


19:00


21:00


23:00


1:20


2:45


4:05


黒い家


日本統一27


軽井沢駐在犬日誌 


信州山岳刑事 道原伝吉2


警部補 五条聖子2


ミナミの帝王3 金貸しの条件


まだまだあぶない刑事


さらば あぶない刑事


激録・警察密着２４時！１９冬


隣人の喘ぎ声 人妻とＯＬに挟まれて


エクスタシーチェイサー


ハウスメイド


T IMETABLE


9
2021 Sep.


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！　
病院の治しかた～ドクター有原の挑戦～（全7話） 9/5（日）14：00～21：00


ワカコ酒 Season2（全12話） 9/10（金）12：30～18：10


ビター・ブラッド～最悪で最強の親子刑事～（全11話） 9/12（日）12：00～21：50


白い巨塔（03年版）（全21話） 9/19（日）13：00～23：50＆20（月）12：30～22：00


「ミナミの帝王」劇場 9/26（日）12：10～19：00


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


1:00  メンテナンスの為放送休止


6:00  メンテナンスの為放送休止


字








週 間 番 組 表 Page：1/5
出力：2021/8/23  10:00


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）


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】
『悲劇の世界ヘビー級王者


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)


26:00 26:00


26:30 26:30


30[S][HD][F]
結束！侍ジャパン #75


27:30


45[S][HD][F]山本尚貴 国内
55[S]停波


26:30


45[多][HD][F][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


27:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅


27:00 27:00


15[S][HD][F]MLBミュージッ
ク #2827:30 27:30 30[S][休][HD]


Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 00[S][HD]
MOTOR GAMES #387


24:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


00[S][同][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第5戦
『クラーニ(スロベニア)』


(2021/09/04　クラーニ, スロ
ベニア)


24:00


24:30 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)
『レビュー』


24:30 24:30


45[S][L][初][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第5戦
『クラーニ(スロベニア)』


(2021/09/04　クラーニ, スロ
ベニア)


※放送開始時刻未定


25:00 25:00 25:00


25:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


25:30 25:30


26:00 00[多][休][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)
(休止の場合あり)


22:30 30[二][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021
第2戦 エストリル12時間レー
ス(ポルトガル)
『Part1【スタート】』


30[二][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021
第2戦 エストリル12時間レー
ス(ポルトガル)
『Part2【ゴール】』


22:30 22:30


20:30 30[二][L][初][HD][F]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第8戦 決勝レース2
『マニクール(フランス)』


(2021/09/05)


20:30


21:00 21:00 00[S][休][HD]
新極真魂 #332
(休止の場合あり)


21:00


21:30 21:30 21:30


55[S][HD][F]山本尚貴 国内23:00 00[S][字][HD]
WWE ロウ #1474
【ハイライト】


23:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】
『悲劇の世界ヘビー級王者


00[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #6
(休止の場合あり)


22:00 00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1149
【ハイライト】


22:00


18:30


19:00 00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(08/31)』


00[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/01)』


19:00 00[二][初][同][HD][F]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第8戦 決勝レース1
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04)


19:00


19:30 19:30 19:30


20:00 00[多][休][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)
(休止の場合あり)


20:00 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』


20:00


20:30


22:0000[S][初][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #6


18:00 00[S][字][HD]
WWE ロウ #1474
【ハイライト】


00[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


18:00 00[S][字][HD][F]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(デン


18:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #387


18:30 30[S][初][HD][F]
2021インタープロトシリーズ
＆KYOJO CUP #2


16:30 16:30 16:30


17:00 17:00 00[多][休][HD][F][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


17:00


15:00 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]
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 15:00


15:30 15:30 15:30


16:00 00[多][休][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)
(休止の場合あり)


17:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #387


17:30 30[S][休][HD][F]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


17:30


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


10:30 30[S][HD]
魁！！サッカー塾　～川勝


10:30 30[S][HD]
魁！！サッカー塾　～川勝


10:30


50[S][L][初][HD]
バドミントン ワールドツアー
韓国オープン 2021
準々決勝


(2021/09/03　ジンナム・スタ
ジアム, 麗水市)


50[S][L][初][HD]
バドミントン ワールドツアー
韓国オープン 2021
準決勝


(2021/09/04　ジンナム・スタ
ジアム, 麗水市)


50[S][L][初][HD]
バドミントン ワールドツアー
韓国オープン 2021
決勝


(2021/09/05　ジンナム・スタ
ジアム, 麗水市)


16:00 16:00


18:00


12:00 12:00 12:00


12:30 12:30 12:30


11:00 11:00 11:00


11:30 11:30 11:30


14:00


00[S]
インフォメーション


00[S][HD][F]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


09:00


09:30 09:30


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(09/01)』


※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 00[多][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)


08:00 00[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


00[S][HD][F]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】
『悲劇の世界ヘビー級王者


08:00


08:30


30[S][HD]
MLBイッキ見！ #23


09:30


45[S][HD][F]きょうのドアラ
#110:00 00[S]


インフォメーション
10:00 00[S][HD][F]


ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅
力～テニス・ホークアイの葛


10:00


15[S]インフォメーション


06:00 00[S]
インフォメーション


00[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


00[S]
インフォメーション


06:00 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][F]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day2』


(2021/08/21)


06:00


06:30 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)
『レビュー』


30[S][休][HD]
新極真魂 #332
(休止の場合あり)


30[多][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)


06:30 06:30


07:00 07:00 07:00


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(08/31)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:30 30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


08:30


09:00 09:00


00[多][HD][F]
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』


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 05:00 00[S][HD]
新極真魂 #332


00[S][HD][F]
ダンス！ 華麗なる闘い


05:00


04:00 00[S]
機器メンテナンス


00[S]
休止


00[S]
休止


04:00 ～[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)』


05:30 05:30 05:30







週 間 番 組 表 Page：2/5
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J SPORTS 3 2021.09.06-2021.09.12
2021.09.06 2021.09.07 2021.09.08 2021.09.09 2021.09.10 2021.09.11 2021.09.12


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
10[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


27:30 30[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(デン


30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


27:30 27:30


55[S]停波


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(09/12)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


26:00
10[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅
力～テニス・ホークアイの葛


10[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】
『悲劇の世界ヘビー級王者


26:30 26:30 26:30


27:00 00[多][休][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)


00[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


26:00 00[S][休][HD][F]
【モタスポマンデー】
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #6
(休止の場合あり)


00[S][初][HD]スーパー 26:00 00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第8戦
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04-05)
00[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第4戦
『ル・マン24時間レース(フラ


27:00


25:00 00[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第8戦
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04-05)
(休止の場合あり)


25:00


23:30 23:30


24:00 24:00 24:00


15[S][字][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ


24:30 24:30


45[S][HD]魁！！サッカー塾
～川勝良一が貴方を一流選


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8戦
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04-05)


00[S][初][HD][F]
Yogibo SUPER GTに挑む！
#4


23:00 23:00


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第8戦
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04-05)


00[S][初][字][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 千葉ロッテ
(09/09)』
(ほっともっとフィールド神戸)


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1150
【ハイライト】


22:00 22:00


20[S][HD]きょうのドアラ #1


24:30


45[多][同][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ
シャ)
『速報 Day1+ライブステー


40[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


25:00


25:30 30[S][字][HD]
【モタスポマンデー】PURE
ETCR 2021


30[S][休][HD]きょうのドアラ 25:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


25:30


23:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/09)』


21:00


21:30 30[S][HD]
2021インタープロトシリーズ
＆KYOJO CUP #2


21:30 21:30


45[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第8戦
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04-05)
(休止の場合あり)


50[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


22:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1475
【ハイライト】


15[多][同][HD]
SUPER GT 2021
第5戦 スポーツランドSUGO
『予選』
(2021/09/11)


20:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #388


20:30 20:30


45[S][休][HD]スーパー
55[S][初][字][HD]
エクストリームE 2021 【ハイ
ライト】
第3戦 グリーンランド
『Arctic X Prix』


21:00 00[S][初][HD]
MOTOR GAMES #388


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1475
【ハイライト】


22:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 千葉ロッテ
(09/08)』
(ほっともっとフィールド神戸)


22:30 30[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第8戦
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04-05)


22:30


30[S][休][字][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ


30[多][初][休][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 千葉ロッテ
(09/08)』
(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][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 千葉ロッテ
(09/09)』
(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


17:30


18:30


19:00 00[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


00[S]
インフォメーション


19:00 00[多][L][初][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ
シャ)
『速報 Day1+ライブステー
ジ』
(2021/09/11)


00[多][L][初][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ
シャ)
『パワーステージ』
(2021/09/12)


19:00


19:30 30[S][HD][F]FIFA フットサ
ルワールドカップ ナビ 2021


30[S][HD]
2021インタープロトシリーズ
＆KYOJO CUP #2


19:30 19:30


45[S]インフォメーション


20:00 00[S][初][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第4戦
『ル・マン24時間レース(フラ


00[S][HD]スーパーフォー
ミュラ 2021 ダイジェスト


20:00 20:00


17:30


45[S][休][HD]スーパー
フォーミュラ 2021 ダイジェス18:00 00[S]インフォメーション 18:00 00[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(デン


18:00


16:00


16:30 16:30 16:30


17:00 00[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


00[S][字][HD]
PURE ETCR 2021
第3戦 コペンハーゲン(デン


17:00 17:00


15[S][HD][F]FIFA フットサ
ルワールドカップ ナビ 2021


15[S][休][HD]スーパー
フォーミュラ 2021 ダイジェス


15:00 00[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


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)


00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1149
【ハイライト】
(休止の場合あり)


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第8戦
『マニクール(フランス)』


(2021/09/04-05)


15:00


00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1475
【ハイライト】
(休止の場合あり)


16:00


17:30 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 千葉ロッテ
(09/07)』
(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


18:30 30[S]
インフォメーション


30[多][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


18:30


15[S]インフォメーション


21:00


30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #7


14:30 14:30


45[S][HD]きょうのドアラ #1
運動会編


13:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #388


30[多][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[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 中日(09/08)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[S]
インフォメーション


14:00 14:00


00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


15:00


15:30 30[S]
インフォメーション


15:30 30[S][休][HD]
魁！！サッカー塾　～川勝


15:30


50[S][L][初][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第11節-1
『大宮アルディージャU18 vs.
清水エスパルスユース』
(2021/09/12, NACK5スタジ
アム大宮)


16:00 00[二][同][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第5戦 決勝
『レッドブルリンク(オーストリ
ア)』


(2021/09/05)


30[S][HD]
MOTOR GAMES #388


10:30 30[S]
インフォメーション


10:30


00[S]
インフォメーション


11:00 00[S][休][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第4戦
『ル・マン24時間レース(フラ


11:00


11:30 30[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day2』


(2021/08/21)


11:30 11:30


12:00 12:00 00[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #6
(休止の場合あり)


12:00


12:30 12:30 12:30


13:00 00[S]
インフォメーション


13:00 00[多][L][初][HD]
SUPER GT 2021
第5戦 スポーツランドSUGO
『予選』
(2021/09/11)


※放送開始時刻未定


13:00


08:00


08:30 08:30 30[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)


08:30


09:00 09:00 09:00


09:30 09:30


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 千葉ロッテ
(09/09)』
(ほっともっとフィールド神戸)


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(09/11)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


07:00


07:30 30[二][休][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021
第2戦 エストリル12時間レー
ス(ポルトガル)
『Part1【スタート】』
(休止の場合あり)


07:30 07:30


08:00 08:00


09:30


10:00 10:00 10:00


07:00 00[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


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(09/06)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[二][L][初][HD]
メジャーリーグ中継2021
『放送開始時刻・対戦カード
未定(09/07)』


※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. 千葉ロッテ
(09/08)』
(ほっともっとフィールド神戸)


45[S][HD]きょうのドアラ #1
運動会編11:00 00[二][HD]


【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021
第2戦 エストリル12時間レー
ス(ポルトガル)
『Part2【ゴール】』


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第4戦 オーフス（デンマーク）
『Day1』


(2021/08/20)


10:30 30[S]インフォメーション


14:30 30[S]インフォメーション


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】
『悲劇の世界ヘビー級王者


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


00[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


00[S]
インフォメーション


06:00 06:00


06:30 30[S]
インフォメーション


30[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


06:30 06:30


45[S][HD]きょうのドアラ #1
運動会編


04:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


～[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第8戦
『マニクール(フランス)』


04:00


04:30 04:30 04:30


45[S][HD]MLBミュージック
#28


04:00 00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
機器メンテナンス


00[S]
休止


00[S]
休止


05:00 05:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『広島 vs. 阪神(09/10)』
(MAZDA Zoom-Zoom スタジ
アム広島)


00[二][同][HD]
SAIL GP 2021/22
第5戦 サン=トロペ（フラン
ス）
『Day1』


(2021/09/11)


05:00


05:30 05:30 05:30


06:00 00[S][休][HD][F]
GTV2021 ～SUPER GT トー
クバラエティ～ #6
(休止の場合あり)
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J SPORTS 3 2021.09.13-2021.09.19
2021.09.13 2021.09.14 2021.09.15 2021.09.16 2021.09.17 2021.09.18 2021.09.19


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


26:00


26:30 26:30 26:30


45[S][休][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


27:00 27:00 27:00


15[S][休][HD]きょうのドアラ
#2


00[多][HD]
【モタスポマンデー】WRC世
界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ
シャ)
『パワーステージ』
(2021/09/12)


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第5戦 サン=トロペ（フラン
ス）
『Day1』


(2021/09/11)


00[二][HD]
SAIL GP 2021/22
第5戦 サン=トロペ（フラン
ス）
『Day2』


(2021/09/12)


26:00 00[二][休][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第5戦 決勝
『レッドブルリンク(オーストリ
ア)』


(2021/09/05)
(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(09/19)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


27:30 30[S][字][HD]
【モタスポマンデー】エクスト
リームE 2021 【ハイライト】


30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #8


30[多][休][HD][解]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


27:30


24:00


24:30 30[多][HD]
【モタスポマンデー】WRC世
界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ
シャ)


24:30 24:30


45[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


25:00 25:00 25:00


25:30


45[S][L][初][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
女子ボルダリング 決勝


(2021/09/18　モスクワ, ロシ
ア)


※放送開始時刻未定


45[S][L][初][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男子ボルダリング 決勝


(2021/09/19　モスクワ, ロシ
ア)


※放送開始時刻未定


24:00 00[S][字][HD]
【モタスポマンデー】WRC世
界ラリー選手権2021


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅


00[S][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第5戦
『クラーニ(スロベニア)』


(2021/09/04　クラーニ, スロ
ベニア)


24:00


30[多][HD]
【モタスポマンデー】WRC世
界ラリー選手権2021


30[S][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #8


30[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


25:30 25:30


45[S][L][初][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男女スピード 決勝


(2021/09/16　モスクワ, ロシ
ア)


※放送開始時刻未定


26:00


23:00 00[S][HD]
【モタスポマンデー】2021イン
タープロトシリーズ＆KYOJO


00[S][休][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
(09/06)
(休止の場合あり)


00[S][字][HD]
WWE ロウ #1476
【ハイライト】


23:00 23:00


23:30 30[S][HD]
【モタスポマンデー】Yogibo
SUPER GTに挑む！ #4


23:30 30[S][休][HD]きょうのドアラ
#3


23:30


20:00 00[二][休][HD]
SAIL GP 2021/22
第5戦 サン=トロペ（フラン
ス）
『Day2』


(2021/09/12)
(休止の場合あり)


00[二][L][初][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第6戦 決勝
『アッセン(オランダ)』


(2021/09/19)


※放送開始時刻未定


20:00


15[S]インフォメーション


21:30 30[S][初][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #8


30[S][休][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #8


21:30 21:30


22:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1476
【ハイライト】


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. オリックス
(09/14)』
(楽天生命パーク宮城)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. オリックス
(09/15)』
(楽天生命パーク宮城)


00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1151
【ハイライト】


22:00 00[S][休][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男女スピード 決勝


(2021/09/16　モスクワ, ロシ
ア)
(休止の場合あり)


22:00


22:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #389


22:30 30[多][初][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ
シャ)
『レビュー』


22:30


18:00 00[二][休][HD]
SAIL GP 2021/22
第5戦 サン=トロペ（フラン
ス）
『Day1』


(2021/09/11)
(休止の場合あり)


00[S][同][HD]
高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2021
EAST 第12節-2
『横浜FCユース vs. 青森山
田高校』
(2021/09/19, 神奈川県立保
土ヶ谷公園サッカー場)


18:00


17:30 30[S]
インフォメーション


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. オリックス
(09/14)』
(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
(09/15)』
(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
(09/16)』
(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][HD]
MOTOR GAMES #389


18:30


20:30 30[S][初][HD]
ROLEXヨットシリーズ2021
#3


20:30 20:30


21:00 00[S][初][HD]
MOTOR GAMES #389


21:00 21:00


30[多][休][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ


19:30 19:30


20:00 00[多][休][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ
シャ)
『パワーステージ』
(2021/09/12)
(休止の場合あり)


16:30 16:30


30[多][休][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ
シャ)
『速報 Day1+ライブステー


19:30 30[S][HD]
MLBイッキ見！ #24


45[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


17:00 00[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


17:00 00[S][初][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第4戦  ハンガロリンク(ハン


17:00


18:30 18:30


45[S]
インフォメーション19:00 19:00 19:00


15[S][HD]きょうのドアラ #2
運動会編


17:30 30[S][休][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライト
第5戦


17:30


18:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


00[S][休][字][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ


15:00 00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1476
【ハイライト】
(休止の場合あり)


15:00 15:00


15:30 15:30


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 埼玉西武
(09/18)』
(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


45[S][休][HD]きょうのドアラ
#214:00 00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. オリックス
(09/14)』
(楽天生命パーク宮城)
(休止の場合あり)


00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. オリックス
(09/15)』
(楽天生命パーク宮城)
(休止の場合あり)


00[S]
インフォメーション


14:00 14:00


15[二][休][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第5戦 決勝
『レッドブルリンク(オーストリ
ア)』


(2021/09/05)
(休止の場合あり)


15:30


16:00 00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1150
【ハイライト】
(休止の場合あり)


16:00 16:00


15[S]インフォメーション


16:30 30[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第4戦
『ル・マン24時間レース(フラ


12:30


45[多][同][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ
シャ)
『パワーステージ』
(2021/09/12)


13:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


00[S][休][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
(09/06)
(休止の場合あり)


13:00 00[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


13:00


13:30 13:30


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『技術の進歩とスポーツの魅


12:00 00[S]
インフォメーション


12:00


12:30 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


12:30 30[S][HD]
Cycle* 我らワールドのサイ
クルロードレース観戦塾


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 埼玉西武
(09/19)』
(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


14:30 30[S][同][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男女スピード 決勝


(2021/09/16　モスクワ, ロシ
ア)


14:30 14:30


11:30


00[S][同][休][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
女子ボルダリング 決勝


(2021/09/18　モスクワ, ロシ
ア)
(休止の場合あり)


09:00


09:30 09:30 09:30


10:00 00[S]
インフォメーション


10:00 10:00


10:30


09:00 00[S][休][HD]
IFSC クライミングワールド
カップ 2021
リード 第5戦
『クラーニ(スロベニア)』


(2021/09/04　クラーニ, スロ
ベニア)
(休止の場合あり)


00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 広島(09/14)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)
(休止の場合あり)


00[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『中日 vs. 広島(09/15)』
(バンテリンドーム ナゴヤ)
(休止の場合あり)


07:30 30[S]
インフォメーション


07:30 07:30


09:00 00[S][L][初][HD]
WWE スマックダウン #1152
【英語版】


30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『楽天 vs. オリックス
(09/16)』
(楽天生命パーク宮城)


10:30


45[S][休][HD]MLBミュー
ジック #2812:00


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(09/13)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


08:00 00[S][字][HD]
WWE スマックダウン #1151
【ハイライト】


10:30


11:00 11:00 11:00


15[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】


15[S][休][HD]きょうのドアラ
#211:30 11:30 30[S][初][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(09/19)』


05:30 30[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 埼玉西武
(09/18)』
(京セラドーム大阪)
(休止の場合あり)


05:30


06:00 00[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


00[S]
インフォメーション


06:00 06:00


06:30 30[S]
インフォメーション


30[S][HD]
MOTOR GAMES #389


30[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
【ボクシング特集】
『悲劇の世界ヘビー級王者


30[二][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021
第2戦 エストリル12時間レー
ス(ポルトガル)
『Part2【ゴール】』


06:30 06:30


07:00


08:00


08:30 08:30 08:30


45[S][HD]きょうのドアラ #2
運動会編


07:00 00[S][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
(09/06)


07:00


04:00 00[S][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第4戦
『ル・マン24時間レース(フラ


～[二][休][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021


04:00


04:30 30[S]
休止


04:30 30[S][休][HD]
ダンス！ 華麗なる闘い
(休止の場合あり)


04:30


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(09/12)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


～[S][字][HD]
【モタスポマンデー】エクスト
リームE 2021 【ハイライト】


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
インフォメーション


00[S]
インフォメーション


00[S][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
(09/06)


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)


05:00 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)


05:00


05:30
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J SPORTS 3 2021.09.20-2021.09.26
2021.09.20 2021.09.21 2021.09.22 2021.09.23 2021.09.24 2021.09.25 2021.09.26


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [休]:休止の場合あり [4K]:4K
[S]:ステレオ [L]:ライブ [終]:最終回
[M]:モノラル [初]:初回放送 [字]:字幕あり
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [解]:解説放送
[多]:音声多重 [HD]:ハイビジョン [VC]:VODキャプチャ
[SS]:サラウンド [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）


00[S][休][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男女リード 決勝


(2021/09/21　モスクワ, ロシ
ア)
(休止の場合あり)


26:30


27:00 27:00 27:00


27:30 27:30 27:30


45[S][休][HD]きょうのドアラ
#3


25:00


25:30 30[S][休][HD]MLBミュー
ジック #29


30[二][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第9戦
『カタルーニャ(スペイン)』


(2021/09/18-19)


25:30 25:30


45[S][L][初][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男女リード 決勝


(2021/09/21　モスクワ, ロシ
ア)


※放送開始時刻未定


26:00 26:00 26:00


30[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第4戦  ハンガロリンク(ハン


23:30 30[S][休][HD]きょうのドアラ
#4


23:30


45[S]インフォメーション 45[S][休][HD]SUPER GT
2021 ダイジェスト24:00 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9戦
『カタルーニャ(スペイン)』


(2021/09/18-19)


00[S][休][字][HD]
FIA 世界耐久選手権(WEC)
2021 【ハイライト】
第4戦
『ル・マン24時間レース(フラ


00[二][休][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021
第3戦 ボルドール24時間
レース(フランス)
『Part1【スタート】』
(休止の場合あり)


24:00 00[二][休][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021
第3戦 ボルドール24時間
レース(フランス)
『Part2【ゴール】』
(休止の場合あり)


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6戦 決勝
『アッセン(オランダ)』


(2021/09/19)


26:30


00[S][初][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(09/26)』


24:00


24:30 24:30 24:30


25:00 00[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第4戦  ハンガロリンク(ハン


00[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第9戦
『カタルーニャ(スペイン)』


(2021/09/18-19)
(休止の場合あり)


25:00


21:30


22:00 00[多][休][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ
シャ)
『レビュー』


22:00


15[S][休][HD]きょうのドアラ
#422:30 30[S][HD]
Yogibo SUPER GTに挑む！
#4


22:30 22:30


22:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1477
【ハイライト】


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第9戦
『カタルーニャ(スペイン)』


(2021/09/18-19)


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 北海道日本
ハム(09/22)』
(京セラドーム)


00[S][初][HD]SUPER GT
2021 ダイジェスト


00[S][初][字][HD]
WWE スマックダウン #1152
【ハイライト】


23:00 00[S][HD]
MLBイッキ見！ #25


00[S][HD]
MOTOR GAMES #390


00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1477
【ハイライト】
(休止の場合あり)


23:00 00[S][休][HD]
J SPORTS セレクション
(休止の場合あり)


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(09/19)』
(休止の場合あり)


23:00


23:30


17:30


18:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 北海道日本
ハム(09/23)』
(京セラドーム)


18:00 00[S][初][HD]
MLB 深掘り History #5


00[S][初][HD]
2021 ル・マン24時間レース
の舞台裏


19:30 19:30


20:00 20:00 20:00


20:30 30[S][休][字][HD]
PURE ETCR 2021
第4戦  ハンガロリンク(ハン


20:30 30[二][L][初][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第10戦 決勝レース2
『ヘレス(スペイン)』


(2021/09/26)


20:30


21:00 00[S][初][HD]
MOTOR GAMES #390


21:00 21:00


21:30 30[S][HD]
ROLEXヨットシリーズ2021
#3


30[S][HD]
J SPORTS セレクション


21:30


16:30 16:30


17:00 00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 埼玉西武
(09/20)』
(京セラドーム大阪)


00[S][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライト
第5戦


00[S][HD]
結束！侍ジャパン #75


17:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(09/19)』
(休止の場合あり)


17:00


17:30


18:00


18:30 18:30 30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/24)』


18:30


19:00 19:00 00[二][初][同][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第10戦 決勝レース1
『ヘレス(スペイン)』


(2021/09/25)


19:00


19:30


30[S][HD]
J SPORTS セレクション


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 北海道日本
ハム(09/22)』
(京セラドーム)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 楽天
(09/24)』
(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


13:30 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 楽天
(09/25)』
(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 14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 00[多][休][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round9 ラリー・ギリシャ(ギリ
シャ)
『レビュー』


00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(09/19)』
(休止の場合あり)


00[二][休][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第6戦 決勝
『アッセン(オランダ)』


(2021/09/19)
(休止の場合あり)


15:00 15:00


15:30 15:30 15:30


16:00 00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1151
【ハイライト】
(休止の場合あり)


00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1477
【ハイライト】
(休止の場合あり)


16:00 16:00


16:30


00[S][HD]
MLB 深掘り History #5


12:00


12:30 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 埼玉西武
(09/20)』
(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


12:30 30[S][HD]
MLBイッキ見！ #26


30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 楽天
(09/26)』
(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


15[S][同][休][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男子ボルダリング 決勝


(2021/09/19　モスクワ, ロシ
ア)
(休止の場合あり)


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 11:30 11:30


13:00 13:00 13:00


15[S]インフォメーション


13:30 30[S][L][初][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 北海道日本
ハム(09/23)』
(京セラドーム)


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


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(09/21)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


07:00 07:00


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(09/23)』


※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


09:30 30[S]
インフォメーション


09:30 30[S][HD]
J SPORTS セレクション


09:30


10:00 00[S][休][HD]MLBミュー
ジック #29


00[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 北海道日本
ハム(09/22)』
(京セラドーム)


10:00 10:00


12:00 12:00


30[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 楽天
(09/24)』
(京セラドーム大阪)
(休止の場合あり)


30[S][同][休][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 楽天
(09/25)』
(京セラドーム大阪)
(休止の場合あり)


05:30


45[S]休止


06:00 00[S]
インフォメーション


06:00 06:00


06:30 30[S][HD]
MOTOR GAMES #390


30[S][休][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライト
第5戦


30[S][休][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドグランプリ
準決勝
『ブレンダン・ドーラン vs.


06:30 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(09/20)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:30 08:30 08:30


09:00 00[S][休][HD]
Cycle*2021　月チャリ～
#jspocycle NEWS～
(09/06)
(休止の場合あり)


00[S][HD]
MOTOR GAMES #390


09:00 00[S]
インフォメーション


04:00 ～[二][休][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


～[二][休][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


04:00


04:30 04:30 30[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
準決勝


30[S][休][HD]
【ダーツ ベストセレクション】
2011 ワールドグランプリ
準決勝
『ブレンダン・ドーラン vs.


04:30


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(09/19)』


※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】DTMドイ
ツツーリングカー選手権
2021
第6戦 決勝


～[S][L][初][HD]
IFSC クライミング世界選手
権 2021
男女リード 決勝


(2021/09/21　モスクワ, ロシ
ア)


※放送開始時刻未定


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S]
休止


00[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #75
(休止の場合あり)


00[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第9戦
『カタルーニャ(スペイン)』


(2021/09/18-19)
(休止の場合あり)


00[S][休][HD]
SAIL GP 2021/22 ハイライト
第5戦


05:00 05:00


05:30 05:30
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J SPORTS 3 2021.09.27-2021.10.03
2021.09.27 2021.09.28 2021.09.29 2021.09.30 2021.10.01 2021.10.02 2021.10.03


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[S]
停波


00[S][休][HD]
J SPORTS セレクション


(休止の場合あり)


25:00 25:00


25:30 30[S][休][HD]
J SPORTS セレクション


(休止の場合あり)


25:30


27:00


27:30 27:30 27:30


25:30


26:00 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10戦
『ヘレス(スペイン)』


(2021/09/25-26)


26:00 26:00


26:30 26:30 26:30


27:00 27:00


23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 00[S][休][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(09/26)』
(休止の場合あり)


24:00 24:00


24:30 24:30 24:30


00[S][初][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


20:00 20:00


21:30 30[S][HD]
ROLEXヨットシリーズ2021
#3


30[S][休][HD]
MLB 深掘り History #5
(休止の場合あり)


21:30 21:30


22:00 00[S][初][字][HD]
WWE ロウ #1478
【ハイライト】


00[二][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第10戦
『ヘレス(スペイン)』


(2021/09/25-26)


00[S][初][字][HD]
WRC世界ラリー選手権2021
Round10 ラリー・フィンランド


00[S][初][字][HD]
【鈴鹿8耐への道！】FIM 世
界耐久選手権(EWC) 2021


22:00 22:00


22:30 30[多][HD]
SUPER GT 2021 【オンボー
ドカメラ＋】
第5戦 スポーツランドSUGO
『決勝』
(2021/09/12)


30[S][HD]
MOTOR GAMES #391


22:30 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5戦 スポーツランドSUGO
『決勝』
(2021/09/12)


00[S][休][HD]
新極真魂 #333
(休止の場合あり)


23:00


18:30 30[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #76
(休止の場合あり)


30[二][同][HD]
メジャーリーグ中継2021
『対戦カード未定(09/28)』


30[S][休][HD]
結束！侍ジャパン #76
(休止の場合あり)


18:30 18:30


19:00 00[S][初][HD]
新極真魂 #333


00[多][休][HD]
SUPER GT 2021 【オンボー
ドカメラ＋】
第5戦 スポーツランドSUGO
『決勝』
(2021/09/12)
(休止の場合あり)


00[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第10戦
『ヘレス(スペイン)』


(2021/09/25-26)
(休止の場合あり)


20:30 30[S][HD]
結束！侍ジャパン #76


20:30 20:30


21:00 00[S][初][HD]
MOTOR GAMES #391


21:00 21:00


19:00 19:00


19:30 19:30 19:30


20:00


18:00


16:00


16:30 16:30 16:30


17:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


17:00 17:00


15:00


15[S][HD]きょうのドアラ #4
運動会編15:30 30[S][同][HD]
J SPORTS STADIUM2021
『オリックス vs. 楽天
(09/26)』
(京セラドーム大阪)


15:30 15:30


16:00 00[S][HD]
ドキュメンタリー ～The
REAL～
『(09/26)』


00[二][休][HD]
FIM スーパースポーツ世界
選手権2021
第10戦
『ヘレス(スペイン)』


(2021/09/25-26)
(休止の場合あり)


16:00


15:00 00[S][HD]SUPER GT 2021
ダイジェスト


00[S][休][字][HD]
WWE スマックダウン #1152
【ハイライト】
(休止の場合あり)


00[S][休][字][HD]
WWE ロウ #1478
【ハイライト】
(休止の場合あり)


00[二][休][HD]
FIM スーパーバイク世界選
手権2021
第10戦
『ヘレス(スペイン)』


(2021/09/25-26)
(休止の場合あり)


15:00


17:30 30[S][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


17:30 17:30


18:00 00[S][HD]
MLB 深掘り History #5


00[S][休][HD]
J SPORTS HOOP!2021 ～
学生バスケットボール情報


18:00


14:30 30[S][休][HD]
J SPORTS セレクション
(休止の場合あり)


14:30 14:30


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


10:00


11:30 11:30 11:30


12:00 00[二][休][HD]
DTMドイツツーリングカー選
手権 2021
第6戦 決勝
『アッセン(オランダ)』


(2021/09/19)
(休止の場合あり)


12:00 12:00


12:30 12:30 12:30


14:00 14:00 14:00


09:00 09:00 09:00


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(09/28)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


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(09/29)』


※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 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(09/26)』


※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(09/27)』


※野球延長により後番組の
変更・休止の場合あり


08:00 08:00


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


09:30 09:30 09:30


10:00 10:00


05:30 05:30


06:00 00[S][休][HD]
2021 ル・マン24時間レース
の舞台裏
(休止の場合あり)


06:00 06:00


06:30 06:30


08:30 08:30 08:30


04:00


04:30 30[S]
休止


30[S]
休止


04:30 04:30


05:00 00[S][休][HD]
J SPORTS セレクション


(休止の場合あり)


00[S][HD]
J SPORTS セレクション


05:00


04:00 00[S]
休止


～[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


～[S]
停波


～[S][休][HD]
J SPORTS セレクション


04:00


06:30


07:00 00[S][HD]
J SPORTS セレクション


00[S][休][字][HD]
モータースポーツマガジン
Mobil 1 The Grid 2021 #8


07:00 07:00


05:00


05:30


















6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 歌謡舞台 6:00 全国のど自慢


7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 韓国　八道（はちどう）の食事(再) 7:10 スーパーマンが帰ってきたBEST


7:40 広開土太王 #54 7:40 広開土太王 #88 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #13 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #14 7:40 20世紀ヒットソング(再) 7:30 だまされても夢心地 #60,61,62,63,64(再) 7:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー


8:45 天使の罠 #27 8:45 天使の罠 #61 8:45 私の男の秘密 #11 8:45 私の男の秘密 #12 8:40 屋根部屋の問題児たち 10:30 オーケー、グァン姉妹 #22(再) 7:45 ミス・モンテ・クリスト #85,86,87,88(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 だまされても夢心地 #61(再) 9:40 だまされても夢心地 #62(再) 9:40 だまされても夢心地 #63(再) 11:50 1泊2日 シーズン4(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #23(再)


10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 11:50 スーパーマンが帰ってきた


10:45 EXOのあみだで世界旅行 10:45 社長の耳はロバの耳(再) 10:45 新商品発売～コンビニレストラン(再) 10:45 カムバック・ホーム～スターの青春ハウス(再) 10:45 芸能ライブ(再) 15:00 サーチ #3,4(再) 13:35 不朽の名曲2


～CBX日本編～(再) 12:25 オー！サムグァンビラ #44(再) 12:25 ドクタープリズナー #21,22(再) 12:25 ドクタープリズナー #23,24(再) 11:50 韓国　八道（はちどう）の食事 17:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい 15:15 パフューム～恋のリミットは12時間～


11:55 韓国　八道（はちどう）の食事 13:45 人間劇場(再) 13:45 人間劇場(再) 13:45 人間劇場(再) 12:20 ペットバラエティ～犬は素晴らしい(再) 18:45 開かれた音楽会 #5,6(再)


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 #87 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #88 13:45 人間劇場(再) 19:45 ドクタープリズナー #25,26(再) 17:30 オンライン市場


13:45 人間劇場(再) 15:15 ミス・モンテ・クリスト #31,32(再) 15:15 熱血商売人 #17 15:15 熱血商売人 #18 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #89 21:00 生放送 KBSニュース9 ～スターたちの産地直送バトル


14:25 TV小説　星になって輝く #106 16:30 インフォメーション 16:30 不朽の名曲2(再) 16:30 スーパーマンが帰ってきた(再) 15:15 ソル薬局の息子たち #23,24 21:40 オーケー、グァン姉妹 #23 18:35 天女がいなきゃ?! #33,34


15:15 ザ・スリングショット～男の物語～ #4 17:00 ボイス2 ～112の奇跡～ #4(再) 18:10 生き生き情報 18:15 となりのチャルス 17:40 20世紀ヒットソング 23:00 1泊2日 シーズン4 19:45 ドクタープリズナー #27,28(再)


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 恋するジェネレーション #9 19:00 恋するジェネレーション #10 18:40 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー 0:30 キム課長とソ理事 21:00 生放送 KBSニュース9


18:15 となりのチャルス 19:00 キレイな男 #16(終) 20:15 だまされても夢心地 #62 20:15 だまされても夢心地 #63 18:45 スタジオK ～Bravo! Your Life～ #15 21:40 オーケー、グァン姉妹 #24


19:00 空港に行く道 #13 20:15 誰が何と言っても #116 21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 19:10 芸能ライブ 1:40 オンライン市場 23:00 ミュージックバンク（字幕付き）(再)


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 #85,86 22:00 ミス・モンテ・クリスト #87,88 20:15 だまされても夢心地 #64 ～スターたちの産地直送バトル(再) 0:30 キム課長とソ理事


21:00 生放送 KBSニュース9 22:00 秘密の男 #83,84 23:20 サーチ #3 23:20 サーチ #4 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 ～Bravo! Your Life～ #16


22:00 危険な約束 #103,104(終) 23:20 会社行きたくない #12(終) 0:30 新商品発売～コンビニレストラン 0:30 カムバック・ホーム～スターの青春ハウス(終) 22:00 ミュージックバンク（字幕付き） 3:00 じっとしてろ #1(新) 1:30 The Unit～アイドル再起プロジェクト(終)


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 2:00 ボイス2 ～112の奇跡～ #11 2:00 ボイス2 ～112の奇跡～ #12(終) 23:40 K-シアター「探偵なふたり：リターンズ」(新) 4:05 じっとしてろ #2(終) 2:45 ボイス2 ～112の奇跡～


0:30 EXOのあみだで世界旅行～CBX日本編～ 2:00 ジャスティス 3:10 恋するジェネレーション #7(再) 3:20 恋するジェネレーション #8(再) 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) #11,12(再)(終)


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 家族を守れ #49 4:20 家族を守れ #50 3:25 Train #1,2(新) 5:10 キム・ヨンチョルの街歩き(再)


3:10 普通の恋愛 #1(新) 3:10 キレイな男 #14(再) 5:00 開かれた音楽会(再) 5:00 生き生き情報(再) 5:40 スタジオK(再)


4:20 頑張って、ミスター･キム! #89 4:20 頑張って、ミスター･キム! #120


5:00 家事をする男たち　シーズン2(再) 5:00 韓国人の食卓(再)


6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 生放送 ニュース広場 6:00 歌謡舞台 6:00 全国のど自慢


7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 人間劇場 7:00 韓国　八道（はちどう）の食事(再) 7:10 スーパーマンが帰ってきたBEST


7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #15 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #16 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #17 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #18 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 #13 8:45 私の男の秘密 #14 8:45 私の男の秘密 #15 8:45 私の男の秘密 #16 8:40 屋根部屋の問題児たち #65,66,67,68,69(再) 7:45 ミス・モンテ・クリスト #89,90,91,92(再)


9:40 だまされても夢心地 #64(再) 9:40 だまされても夢心地 #65(再) 9:40 だまされても夢心地 #66(再) 9:40 だまされても夢心地 #67(再) 9:40 だまされても夢心地 #68(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #24(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #25(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 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 #21(再) 12:25 オーケー、グァン姉妹 #22(再) 12:25 ドクタープリズナー #25,26(再) ～スターの青春ハウス(再)(終) 11:50 韓国　八道（はちどう）の食事 15:00 サーチ #5,6(再) 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) 12:25 ドクタープリズナー #27,28(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 #7,8(再)


14:25 TV小説 私の心は花の雨 #90 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #91 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #92 13:45 人間劇場(再) 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


15:15 ミス・モンテ・クリスト #85,86(再) 15:15 ミス・モンテ・クリスト #87,88(再) 15:15 熱血商売人 #19 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #93 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #94 19:45 ドクタープリズナー #29,30(再) ～スターたちの産地直送バトル(終)


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 熱血商売人 #20(終) 15:15 ソル薬局の息子たち #25,26 21:00 生放送 KBSニュース9 18:35 天女がいなきゃ?! #35,36


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 オーケー、グァン姉妹 #25 19:45 ドクタープリズナー #31,32(再)(終)


～Bravo! Your Life～ #15(再) ～Bravo! Your Life～ #16(再) 19:00 恋するジェネレーション #11 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 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 #67 19:00 恋するジェネレーション #12 18:45 スタジオK 0:30 キム課長とソ理事 21:40 オーケー、グァン姉妹 #26


19:00 ドリームハイ #3 19:00 ドリームハイ #4 21:00 生放送 KBSニュース9 20:15 だまされても夢心地 #68 19:10 芸能ライブ ～Bravo! Your Life～ #17 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 #65 20:15 だまされても夢心地 #66 22:00 ミス・モンテ・クリスト #89,90 21:00 生放送 KBSニュース9 20:15 だまされても夢心地 #69 1:40 オンライン市場 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 サーチ #5 22:00 ミス・モンテ・クリスト #91,92 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) ～Bravo! Your Life～ #18


22:00 ドクタープリズナー #29,30 22:00 ドクタープリズナー #31,32(終) 0:30 新商品発売～コンビニレストラン 23:20 サーチ #6 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 1:40 The Unit スペシャル 1部(新)


23:20 パフューム～恋のリミットは12時間～ #7 23:20 パフューム～恋のリミットは12時間～ #8 2:00 パフューム～恋のリミットは12時間～ 0:30 ハッピートゥゲザー シーズン3～2PM出演回 23:40 K-シアター「安市城グレート・バトル」(再) 3:00 演奏者たち～Page Turner～ 3:00 パフューム～恋のリミットは12時間～


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 #1(新) 2:00 パフューム～恋のリミットは12時間～ #2 2:00 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再) #1,2(再)(新) #1,2(再)(新)


2:00 演奏者たち～Page Turner～ #1(新) 2:00 演奏者たち～Page Turner～ #2 3:10 恋するジェネレーション #9(再) 3:10 恋するジェネレーション #10(再) 3:30 Train #3,4 5:15 となりのチャルス(再) 5:10 キム・ヨンチョルの街歩き(再)


3:10 ドリームハイ #1(再)(新) 3:10 ドリームハイ #2(再) 4:20 家族を守れ #53 4:20 家族を守れ #54 5:40 スタジオK(再)


4:20 家族を守れ #51 4:20 家族を守れ #52 5:00 開かれた音楽会(再) 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)


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 #19 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #20 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #21 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #22 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 #17 8:45 私の男の秘密 #18 8:45 私の男の秘密 #19 8:45 私の男の秘密 #20 8:40 屋根部屋の問題児たち #70,71,72,73,74(再) 7:45 ミス・モンテ・クリスト #93,94,95,96(再)


9:40 だまされても夢心地 #69(再) 9:40 だまされても夢心地 #70(再) 9:40 だまされても夢心地 #71(再) 9:40 だまされても夢心地 #72(再) 9:40 だまされても夢心地 #73(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #26(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #27(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 ハッピートゥゲザー シーズン3～2PM出演回(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 #23(再) 12:25 オーケー、グァン姉妹 #24(再) 12:25 ドクタープリズナー #29,30(再) 12:25 ドクタープリズナー #31,32(再)(終) 11:50 韓国　八道（はちどう）の食事 15:00 サーチ #7,8(再) 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 #9,10(再)


14:25 TV小説 私の心は花の雨 #95 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #96 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #97 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #98 13:45 人間劇場(再) 18:45 開かれた音楽会 17:30 韓中歌謡祭2015(新)


15:15 ミス・モンテ・クリスト #89,90(再) 15:15 ミス・モンテ・クリスト #91,92(再) 15:15 ドクタープリズナー #1,2(新) 15:15 ドクタープリズナー #3,4 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #99 19:45 優雅な友達 #1(再)(新) 19:20 ミュージックバンクダイジェスト


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 #27,28 21:00 生放送 KBSニュース9 ～BTS出演回 Part2


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 #27 19:45 優雅な友達 #2(再)


～Bravo! Your Life～ #17(再) ～Bravo! Your Life～ #18(再) 19:00 恋するジェネレーション #13 19:00 恋するジェネレーション #14 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 21:00 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 #72 20:15 だまされても夢心地 #73 18:45 スタジオK 0:30 キム課長とソ理事 21:40 オーケー、グァン姉妹 #28


19:00 ドリームハイ #5 19:00 ドリームハイ #6 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～ #19 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 #70 20:15 だまされても夢心地 #71 22:00 ミス・モンテ・クリスト #93,94 22:00 ミス・モンテ・クリスト #95,96 20:15 だまされても夢心地 #74 1:40 オンライン市場 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 サーチ #7 23:20 サーチ #8 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)(終) ～Bravo! Your Life～ #20(終)


22:00 優雅な友達 #1(新) 22:00 優雅な友達 #2 0:30 新商品発売～コンビニレストラン 0:30 私たちが愛したあの歌、新歌手(新) 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 1:40 The Unit スペシャル 2部


23:20 パフューム～恋のリミットは12時間～ #9 23:20 パフューム～恋のリミットは12時間～ #10 2:00 パフューム～恋のリミットは12時間～ #3 2:10 パフューム～恋のリミットは12時間～ #4 23:40 K-シアター「奴が嘲笑う」(再) 3:00 演奏者たち～Page Turner～ 3:00 パフューム～恋のリミットは12時間～


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 #11(再) 3:15 恋するジェネレーション #12(再) 1:55 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再) #3(再)(終) #3,4(再)


2:00 演奏者たち～Page Turner～ #3(終) 2:00 サーチ #1(新) 4:20 家族を守れ #57 4:20 家族を守れ #58 3:25 Train #5,6 4:10 サーチ #1(再)(新) 5:10 キム・ヨンチョルの街歩き(再)


3:10 ドリームハイ #3(再) 3:10 ドリームハイ #4(再) 5:00 開かれた音楽会(再) 5:00 生き生き情報(再) 5:40 スタジオK(再) 5:15 となりのチャルス(再)


4:20 家族を守れ #55 4:20 家族を守れ #56


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 #23 7:35 大河ドラマ チャン・ヨンシル #24(終) 7:35 大王の夢～王たちの戦争 #1(新) 7:35 大王の夢～王たちの戦争 #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 私の男の秘密 #21 8:45 私の男の秘密 #22 8:45 私の男の秘密 #23 8:45 私の男の秘密 #24 8:40 屋根部屋の問題児たち #75,76,77,78,79(再) 7:45 ミス・モンテ・クリスト


9:40 だまされても夢心地 #74(再) 9:40 だまされても夢心地 #75(再) 9:40 だまされても夢心地 #76(再) 9:40 だまされても夢心地 #77(再) 9:40 だまされても夢心地 #78(再) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #28(再) #97,98,99,100(再)(終)


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) 10:30 オーケー、グァン姉妹 #29(再)


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 私たちが愛したあの歌、新歌手(再)(新) 10:45 芸能ライブ(再) 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 11:50 スーパーマンが帰ってきた


12:25 オーケー、グァン姉妹 #25(再) 12:25 オーケー、グァン姉妹 #26(再) 12:25 優雅な友達 #1(再)(新) 12:25 優雅な友達 #2(再) 11:50 韓国　八道（はちどう）の食事 15:00 サーチ #9,10(再)(終) 13:35 不朽の名曲2


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 15:15 パフューム～恋のリミットは12時間～


14:25 TV小説 私の心は花の雨 #100 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #101 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #102 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #103 13:45 人間劇場(再) 18:30 赤い靴 1、2話先行放送(新) #11,12(再)


15:15 ミス・モンテ・クリスト #93,94(再) 15:15 ミス・モンテ・クリスト #95,96(再) 15:15 ドクタープリズナー #5,6 15:15 ドクタープリズナー #7,8 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #104 19:45 優雅な友達 #3(再) 17:30 家事をする男たち


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 #29,30 21:00 生放送 KBSニュース9 ウニョク (SUPER JUNIOR) セレクト(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 21:40 オーケー、グァン姉妹 #29 18:35 天女がいなきゃ?! #37,38


～Bravo! Your Life～ #19(再) ～Bravo! Your Life～ #20(再)(終) 19:00 恋するジェネレーション #15 19:00 恋するジェネレーション #16(終) 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 19:45 優雅な友達 #4(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 #77 20:15 だまされても夢心地 #78 18:45 スタジオK 0:30 グッド・ドクター #1(新) 21:00 生放送 KBSニュース9


19:00 ドリームハイ #7 19:00 【DS】あなたのノワール 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 1:40 【DS】二十歳になるまで 21:40 オーケー、グァン姉妹 #30


20:15 だまされても夢心地 #75 20:15 だまされても夢心地 #76 22:00 ミス・モンテ・クリスト #97,98 22:00 ミス・モンテ・クリスト #99,100(終) 20:15 だまされても夢心地 #79 2:45 ユ・ヒヨルのスケッチブックBEST 23:00 ミュージックバンク（字幕付き）(再)


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 #9 23:20 サーチ #10(終) 21:00 生放送 KBSニュース9 3:00 サーチ #2,3(再) 0:30 グッド・ドクター #2


22:00 優雅な友達 #3 22:00 優雅な友達 #4 0:30 新商品発売～コンビニレストラン 0:30 私たちが愛したあの歌、新歌手 22:00 ミュージックバンク（字幕付き） 5:15 となりのチャルス(再) 1:40 New York Korea Festival(新)


23:20 パフューム～恋のリミットは12時間～ #11 23:20 パフューム～恋のリミットは12時間～ #12 2:00 パフューム～恋のリミットは12時間～ #5 2:00 パフューム～恋のリミットは12時間～ #6 23:40 K-シアター「探偵なふたり：リターンズ」(再) 3:00 パフューム～恋のリミットは12時間～


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 #13(再) 3:10 恋するジェネレーション #14(再) 1:55 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再) #5,6(再)


2:00 サーチ #2 2:00 サーチ #3 4:20 家族を守れ #61 4:20 家族を守れ #62 3:25 Train #7,8 5:10 キム・ヨンチョルの街歩き(再)


3:10 ドリームハイ #5(再) 3:10 ドリームハイ #6(再) 5:00 開かれた音楽会(再) 5:00 生き生き情報(再) 5:40 スタジオK(再)


4:20 家族を守れ #59 4:20 家族を守れ #60


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 停波 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 大王の夢～王たちの戦争 #3 7:35 大王の夢～王たちの戦争 #4 7:35 大王の夢～王たちの戦争 #5 7:35 大王の夢～王たちの戦争 #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 #25 8:45 私の男の秘密 #26 8:45 私の男の秘密 #27 8:45 私の男の秘密 #28 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 #79(再) 9:40 だまされても夢心地 #80(再) 9:40 だまされても夢心地 #81(再) 9:40 だまされても夢心地 #82(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 私たちが愛したあの歌、新歌手(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 #27(再) 12:25 オーケー、グァン姉妹 #28(再) 12:25 優雅な友達 #3(再) 12:25 優雅な友達 #4(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 #105 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #106 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #107 14:25 TV小説 私の心は花の雨 #108 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 #97,98(再) 15:15 ミス・モンテ・クリスト #99,100(再)(終) 15:15 ドクタープリズナー #9,10 15:15 ドクタープリズナー #11,12 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 グッド・ドクター #1(再)(新) 17:00 グッド・ドクター #2(再) 18:10 生き生き情報 18:15 となりのチャルス 17:40 20世紀ヒットソング 21:40 オーケー、グァン姉妹 #21 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 19:00 サメ ～愛の黙示録～ #1(新) 19:00 サメ ～愛の黙示録～ #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 21:40 オーケー、グァン姉妹 #22


19:00 ドリームハイ #8 19:00 ドリームハイ #9 20:15 だまされても夢心地 #82 20:15 だまされても夢心地 #83 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)


20:15 だまされても夢心地 #80 20:15 だまされても夢心地 #81 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


21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 22:00 シリウス #1(新) 22:00 シリウス #2 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


22:00 優雅な友達 #5 22:00 優雅な友達 #6 23:20 トロットの恋人 #1(新) 23:20 トロットの恋人 #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


23:20 パフューム～恋のリミットは12時間～ #13 23:20 パフューム～恋のリミットは12時間～ #14 0:30 新商品発売～コンビニレストラン 0:30 私たちが愛したあの歌、新歌手 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)


0:30 ユ・ヒヨルのスケッチブック 0:30 スーパーマンが帰ってきたBEST 2:00 パフューム～恋のリミットは12時間～ #7 2:00 パフューム～恋のリミットは12時間～ #8 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)


2:00 サーチ #4 1:00 停波 3:10 恋するジェネレーション #15(再) 3:10 恋するジェネレーション #16(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)


3:10 ドリームハイ #7(再) 4:20 家族を守れ #64 4:20 家族を守れ #65 3:30 EXOのあみだで世界旅行


4:20 家族を守れ #63 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)


5:00 屋根部屋の問題児たち(再) 5:40 スタジオK(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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…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。


9月の日本初放送＆KBS World初放送番組
9/13


スタート


ベーシック初放送！
「SKYキャッスル」、「夫婦の世界 (原題)」を手掛けた
JTBCが贈る親友5人とその妻たちに隠された秘密、


2つの殺人事件、友人の死から驚愕の真実が明らかになっていく
ミステリー コメディメロドラマ！


「優雅な友達 (原題)』


9/3
放送


KBS World初放送！
クォン・サンウ×ソン・ドンイル×イ・グァンス主演！


“推理オタク”のデマンと“違法捜査のプロ”テスのデコボコ コンビが
事件を捜査する推理ミステリーコメディの第2弾！


「探偵なふたり：リターンズ』


© JCN Ltd. all rights reserved.


KW初ベーシック初 9/25
放送


日本初放送！
自分の成功のために家族を捨て愛と欲望に溺れた母に


復讐することを誓った娘が繰り広げる
愛憎まみれるドロドロ復讐ドラマを先行放送！


「赤い靴（原題）
1、2話先行放送』


9/26
スタート


日本初放送！
韓国のスターたちが家事に奮闘するリアルバラエティに


SUPER JUNIORのウニョクが
家族で出演した回からを放送！


「家事をする男たち～
ウニョク(SUPER JUNIOR)セレクト』


日本初 日本初


ⓒ 2018 CJ E&M CORPORATION, CREE PICTURES, ALL RIGHTS RESERVED








スポーツライブ＋（プラス）　2021年9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）


9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月29日 9月30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 水曜日 木曜日


4:00 4:00


0420-0430


0450-0500 0450-0500 0455-0500
5:00 5:00


0520-0530 0525-0530


0550-0600 0550-0600
6:00 6:00


0625-0630


7:00 7:00


8:00 8:00


9:00 9:00


0915-0930


10:00 10:00


11:00 11:00


1115-1130 1115-1130 1115-1130 1115-1130 1115-1130 1115-1130


12:00 12:00


13:00 13:00


14:00 14:00


15:00 15:00


1510-1520


1520-1530


16:00 16:00


17:00 17:00


1730-1745 1730-1745


18:00 18:00


19:00 19:00


1945-2000 1945-2000
20:00 20:00


21:00 21:00


22:00 2200-2210 2200-2210 2200-2210 2200-2210 2200-2210 2200-2210 22:00


2210-2220 2210-2220 2210-2220 2210-2220 2210-2220 2210-2220


23:00 23:00


2350-2400 2345-2400
24:00 24:00


2450-2500 2450-2500 2450-2500 2450-2500 2450-2500
25:00 2500-2510 2500-2510 2500-2510 2500-2510 2500-2510 25:00


2510-2520 2510-2520 2510-2520 2510-2520


26:00 26:00


27:00 2700-2710 2700-2710 27:00


2710-2720 2710-2720


2730-2740


2740-2755 2740-2750 2740-2750


2755-2800 2750-2800 2750-2800 2750-2800 2750-2800 2750-2800
9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月29日 9月30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 水曜日 木曜日


2450-2620


【再】Ｊリーグラボ


#100


0830-1000


【再】Ｊリーグラボ


#100


2500-2730【初】


＜Delay＞


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プライムステージ


準々決勝


第1戦


C大阪


×


G大阪


9/1


0500-0700


【再】RIZINで逢いま


しょう　#8


2730-2800


【再】GAMBA


FAMiLY＃82


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）


0530-0600


【再】キン肉マン #38


0600-0630


【再】プロレスのススメ


#10
0630-0800


【再】UFC


RELOADED～UFC


110（2010年）


1700-1755


ホッとな☆お買い物情


報


0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プレーオフステージ


第1戦


ヴィッセル神戸


×


浦和レッズ


6/6


18:00


0930-1000


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


0900-0930


【再】月刊 JFATV


2021年8月号


0830-0900


【再】月刊 JFATV


2021年7月号


1000-1100


【再】鷹のミカタ#15


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


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2戦


鹿島アントラーズ


×


清水エスパルス


6/6


15:00


2400-2710【初】


＜Delay＞


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プライムステージ


準々決勝


第2戦


鹿島アントラーズ


×


名古屋グランパスエイ


ト


9/5


2710-3020【初】


＜Delay＞


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プライムステージ


2600-2700


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガハイライト #4


2700-2800


【再】UFC MAIN


EVENT～アリスター・


オーフレイム×ブロック・


レスナー（2011）


2500-2530


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1700-1730


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#47


2510-2740


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第6節


フランクフルト


×


ケルン


2600-2700


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガハイライト #5


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


1200-1255


ホッとな☆お買い物情


報


0530-0800


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第5節


ビーレフェルト


×


ホッフェンハイム


2030-2100


【再】真中満が行く！


～埼玉西武ライオン


0600-0700


【再】全日本プロレス


アーカイブス　#29


0450-0530


【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 #39


0630-0700


【再】キン肉マン #40


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～9


月24日開催　対日


本ハム戦～


0830-1000


【初】Ｊリーグラボ


#100


0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プライムステージ


準々決勝


第1戦


浦和レッズ


×


川崎フロンターレ


9/1


0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プライムステージ


準々決勝


第2戦


川崎フロンターレ


×


浦和レッズ


9/5


1255-1730【初】


＜生＞


LIONS


プロ野球中継2021


～ファーム～


西武


×


日本ハム


9/1


13:00


1255-1730【初】


＜生＞


LIONS


プロ野球中継2021


～ファーム～


西武


×


日本ハム


9/2


13:00


2400-3000


【再】


"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"


#11


RIZIN FIGHTING


WORLD GRAND-


PRIX 2017 バンタム


級トーナメント＆女子


スーパーアトム級トー


ナメント Final


ROUND


(2017/12/31)


0600-0700


【再】UFC


UNLEASHED　#2


0700-0800


【再】UFC


UNLEASHED　#3


1830-2300


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


オリックス


9/22


17:00


1800-1830


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


0600-0700


【再】UFC


CLASSICS～


PRIDE×UFCスター


ファイター対決


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


2620-2850【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第5節


ボルフスブルク


×


フランクフルト


0600-0630


【再】プロレスのススメ


#14


0530-0600


【再】キン肉マン #38


0630-0730


【再】UFC


CLASSICS～フラン


ク・ミア


2100-2130


ホッとな☆お買い物情


報


2300-2330


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#131


1630-1700


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2230-2300


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#129
2300-2330


【再】月刊！ホークス


#256
2330-2400


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#131


1745-2300【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


ロッテ


9/15


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1100-1130


【初】URAWA


CHANNEL NEXT


2500-3100


放送休止


0600-0700


【再】サムライTVアー


カイブス　#26


0730-0800


【再】UFC MAIN


EVENT～ファブリシ


1625-1655


ホッとな☆お買い物情


2130-2200


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


1030-1100


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#131


1755-2230【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


広島


9/17


18:00


2400-2920


【再】


"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"


#10


RIZIN FIGHTING


WORLD GRAND-


PRIX 2017 バンタム


級トーナメント 2nd


ROUND


(2017/12/29)


1900-1930


【再】Smile


again！～人生宝箱
1930-2000


【再】プロレスのススメ


#15


1900-2130


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第5節


バイエルン


×


ボーフム


1630-1700


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#1311655-2130【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


広島


9/18


17:00


2520-2750【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第5節


ケルン


×


ライプツィヒ


2500-3000


【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2021 第1戦


1730-1800


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#131


1730-1800


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


【再】月刊 JFATV


2021年6月号


1130-1200


【再】月刊 JFATV


2021年7月号


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#130


1130-1200


【再】月刊！ホークス


#255


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2戦


鹿島アントラーズ


×


清水エスパルス


6/6


15:00


1900-1930


【再】町中華で飲ろう


ぜ #39
1930-2000


【再】プロレスのススメ


#1


1530-1600


【再】UFC MAIN


EVENT～ファブリシ


1100-1130


【再】月刊！ホークス


#255


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


楽天


9/2


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報


0830-0930


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 最終戦ダイ


ジェスト


0930-1030


【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


【初】月刊 JFATV


2021年8月号


1100-1130


【初】URAWA


CHANNEL NEXT


1100-1130


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#46


1100-1115


【初】Challenge！


1730-1800


【再】真中満が行く！


～埼玉西武ライオン


1200-1255


ホッとな☆お買い物情


報


1200-1255


ホッとな☆お買い物情


報


1830-1900


【再】キン肉マン #38


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


2230-2300


【再】月刊！ホークス


#255


2130-2200


【再】町中華で飲ろう


ぜ #42
2200-2230


【再】プロレスのススメ


#5


1200-1510【初】


＜録画＞


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プライムステージ


準々決勝


第2戦


FC東京


×


コンサドーレ札幌


9/5


2330-2400


【再】UFC MAIN


EVENT～ファブリシ


1755-2230【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


中日


9/7


18:00


1655-2130【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


中日


9/8


17:00


1730-1800


【再】月刊！ホークス


#255


2500-3025


【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 最終戦


2500-2830


【初】PRO


WRESTLING


NOAH 20th


ANNIVERSARY


NOAH the


CHRONICLE


vol.2」2020.3.29


後楽園ホール


2300-2330


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#130


2300-2330


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1600-1700


【再】マサNOTE ～山


本昌が記す球人の軌


跡～#18


2500-2740


【再】SUPER


DARTS 2015


Vol.1


2720-2950【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


1700-1755


ホッとな☆お買い物情


報


2530-2600


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2500-2700


【初】「GO FOR


IT！ 2020」


2020.8.20 後楽園


ホール


1255-1730【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


広島


9/19


13:00


2300-2330


【再】町中華で飲ろう


ぜ #44
2330-2400


【再】プロレスのススメ


#11


2520-2750【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第6節


メンヘングラートバッハ


×


ドルトムント


2100-2200


【再】UFC


UNLEASHED　#5


2100-2130


【再】真中満が行く！


～埼玉西武ライオン


2500-2900


【初】SUPER


DARTS 2017


Vol.1


2500-2850


【再】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2戦


2330-2400


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2300-2330


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#47


2500-2530


【再】真中満が行く！


～埼玉西武ライオン
2530-2600


【再】真中満が行く！


～埼玉西武ライオン


2130-2200


ホッとな☆お買い物情


報


2230-2300


【再】プロレスのススメ


#16


1745-2300【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


ロッテ


9/16


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


2430-2500


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2000-2030


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#130


2220-2450【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第5節


シュトゥットガルト


×


レバークーゼン


2300-2330


【再】真中満が行く！


～埼玉西武ライオン
2330-2400


【再】真中満が行く！


～埼玉西武ライオン


1200-1300


【再】マサNOTE ～山


本昌が記す球人の軌


跡～#18


1200-1245


ホッとな☆お買い物情


報


1245-1800【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


オリックス


9/5


13:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


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


×


オリックス


9/4


14:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1100-1130


【初】LIXIL


presents


1800-1830


【再】町中華で飲ろう


ぜ #41


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


オリックス


9/3


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1700-1730


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1200-1630


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


中日


9/9


13:00


1700-1800


ホッとな☆お買い物情


報


1800-1900


【再】マサNOTE ～山


本昌が記す求人の軌


跡～　斎藤雅樹編


#1


1800-1900


【再】マサNOTE ～山


本昌が記す求人の軌


跡～　上原浩治編


#2


1730-1800


ホッとな☆お買い物情


報
1800-1830


【再】キン肉マン #37


1200-1255


ホッとな☆お買い物情


報


1625-1655


ホッとな☆お買い物情


1830-2300


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


中日


9/8


17:00


1800-1830


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


オリックス


9/5


13:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1255-1730【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


中日


9/9


13:00


2100-2200


【再】UFC


UNLEASHED　#4


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


9/7


18:00


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報
0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プレーオフステージ


第1戦


清水エスパルス


×


鹿島アントラーズ


6/2


19:00


0630-0700


【再】キン肉マン #36


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～9


月3日開催　対オリッ


クス戦～


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～9


月4日開催　対オリッ


クス戦～


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0700-0800


【初】サムライTVアー


カイブス　#25


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報
0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プレーオフステージ


第1戦


ヴィッセル神戸


×


浦和レッズ


6/6


18:00


0530-0700


【再】UFC


RELOADED～UFC


110（2010年）


0930-1000


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


0600-0630


【再】キン肉マン #35


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～9


月2日開催　対楽天


戦～


0430-0700


【再】


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


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～8


月31日開催　対楽


天戦～


0500-0530


【再】UFC MAIN


EVENT～ファブリシ


1000-1100


【再】鷹のミカタ#14


1030-1100


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#130


0900-0915


【再】Challenge！


2430-2500


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#47
2500-2855


【初】SUPER


DARTS 2017


Vol.2


2500-2800


【初】プロレスリング


NOAH「GLOBAL


TAG LEAGUE


2020」優勝決定戦


＜ノアTVマッチ＞


1745-2300【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


西武


9/28


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1745-2300【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


西武


9/29


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1800-1830


【再】キン肉マン #41


1100-1115


【再】Challenge！


0830-0930


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第4戦ダイジェ


スト


0930-1030


【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


0830-0930


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第6戦ダイジェ


スト


0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プライムステージ


準々決勝


第1戦


名古屋グランパスエイ


ト


×


鹿島アントラーズ


9/1


0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プライムステージ


準々決勝


第2戦


鹿島アントラーズ


×


名古屋グランパスエイ


ト


9/5


0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プライムステージ


準々決勝


第1戦


C大阪


×


G大阪


9/1


0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プライムステージ


準々決勝


第2戦


G大阪


×


C大阪


9/5


1000-1100


【再】鷹のミカタ#15


1030-1100


【初】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#132


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2戦


浦和レッズ


×


ヴィッセル神戸


6/13


18:00


0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プライムステージ


準々決勝


第1戦


コンサドーレ札幌


×


FC東京


9/1


1100-1130


【再】LIXIL


presents


1100-1115


【初】Challenge！


2300-2330


【再】町中華で飲ろう


ぜ #56
2330-2400


【再】プロレスのススメ


#23


1730-1800


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2400-2430


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#131


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～9


月29日開催　対西


武戦～


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～9


月26日開催　対日


本ハム戦～


0400-0430


【再】キン肉マン #39


0600-0700


【初】サムライTVアー


カイブス　#29


0530-0600


【再】UFC MAIN


EVENT～ファブリシ


1130-1200


【再】月刊 JFATV


2021年8月号


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


1100-1130


【再】URAWA


CHANNEL NEXT


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


1100-1115


【再】Challenge！


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


0430-0500


【再】キン肉マン #40


0500-0530


【再】プロレスのススメ


#22
0530-0800


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第6節


ウニオンベルリン


×


ビーレフェルト


1100-1130


【再】GAMBA


FAMiLY＃85


0600-0700


【再】サムライTVアー


カイブス　#27


0500-0600


【再】サムライTVアー


カイブス　#25


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～9


月28日開催　対西


武戦～


1255-1730【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


中日


9/30


13:00


1700-1755


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


×


広島


9/18


17:00


1200-1625


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


オリックス


9/21


18:00


1200-1630


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


オリックス


9/23


13:00


1200-1630


【再】


LIONS


プロ野球中継2021


～ファーム～


西武


×


楽天


9/13


18:00


1200-1625


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


広島


9/17


18:00


1655-2130【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


オリックス


9/22


17:00


1255-1730【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


オリックス


9/23


13:00


1245-1800【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


日本ハム


9/26


13:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


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


9/25


14:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1755-2230【初】


＜生＞


LIONS


プロ野球中継2021


～ファーム～


西武


×


楽天


9/13


18:00


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


日本ハム


9/25


14:00


※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


1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報


1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報


1200-1255


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


9/14


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


9/15


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


2000-2100


【再】ザ・ベスト・オブ


「PRIDE」 シーズン3


#1


1700-1745


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


×


西武


9/30


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


×


オリックス


9/21


18:00


1745-2300【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


オリックス


9/3


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


2330-2400


【再】プロレスのススメ


#7
2400-2500


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガハイライト #3


1745-2300【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


ロッテ


9/14


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報


1700-1745


ホッとな☆お買い物情


報


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～9


月14日開催　対ロッ


テ戦～


2400-2500


【初】ブンデスリーガマ


ンスリープレビュー Pre


Meister　#2


2330-2400


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1100-1130


【初】GAMBA


FAMiLY＃84


1100-1130


【再】URAWA


CHANNEL NEXT


1100-1130


【再】LIXIL


presents


1100-1130


【再】GAMBA


FAMiLY＃82
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】月刊 JFATV


2021年8月号


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1100-1115


【再】Challenge！


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


オリックス


9/5


13:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1100-1115


【再】Challenge！


0530-0800


【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


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2戦


浦和レッズ


×


ヴィッセル神戸


6/13


18:00


1630-1700


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2220-2450【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第4節


レバークーゼン


×


ドルトムント


0400-0630


【再】


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


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0430-0530


【再】UFC


CLASSICS～


PRIDE×UFCスター


ファイター対決


0530-0600


【再】プロレスのススメ


#2


0630-0700


【再】プロレスのススメ


#6
0700-0800


【初】サムライTVアー


カイブス　#27


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報
0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プレーオフステージ


第2戦


横浜FM


×


コンサドーレ札幌


6/13


17:00


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0430-0530


【再】UFC


CLASSICS～フラン


ク・ミア


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2戦


横浜FM


×


コンサドーレ札幌


6/13


17:00


2000-2100


【再】ザ・ベスト・オブ


「PRIDE」 シーズン3


#12


1900-1945


【再】Smile


again！～人生宝箱


～　#6


2430-2500


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#130


0400-0500


【再】全日本プロレス


アーカイブス　#26


0500-0530


【再】プロレスのススメ


#4


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～9


月25日開催　対日


本ハム戦～


0500-0530


【再】プロレスのススメ


#19


0400-0500


【再】UFC NOW


#1


0500-0600


【再】UFC NOW


#2
0530-0800


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第5節


ドルトムント


×


ウニオンベルリン


0400-0630【初】


＜録画＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第3節


マインツ


×


グロイターフュルト
0530-0800


【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


0730-0800


【再】キン肉マン #38


0600-0700


【再】全日本プロレス


アーカイブス　#25


1100-1130


【再】URAWA


CHANNEL NEXT


1100-1130


【再】LIXIL


presents


1100-1130


【再】GAMBA


FAMiLY＃83


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2戦


湘南ベルマーレ


×


FC東京


6/13


17:00


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～9


月5日開催　対オリッ


クス戦～


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


コンサドーレ札幌


×


横浜FM


6/6


13:00


0400-0630


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第5節


ヘルタベルリン


×


グロイターフュルト


0630-0700


【再】プロレスのススメ


#13
0700-0730


【再】キン肉マン #37


0730-0800


【再】キン肉マン #38


0700-0800


【初】サムライTVアー


カイブス　#26


0620-0700


【再】UFC MAIN


EVENT～ダン・ヘン


ダーソン×マウリシオ・


1030-1100


【初】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#131


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


0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プレーオフステージ


第2戦


湘南ベルマーレ


×


FC東京


6/13


17:00


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


清水エスパルス


×


鹿島アントラーズ


6/2


19:00


2520-2620


【再】Ｊリーグラボ


#99


1100-1130


【再】URAWA


CHANNEL NEXT


1625-1655


ホッとな☆お買い物情


1800-1830


【再】キン肉マン #39


1830-1900


【再】キン肉マン #40


1800-1900


【再】マサNOTE ～山


本昌が記す求人の軌


跡～　里崎智也編


#4


1700-1745


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】月刊！ホークス


#256


1100-1130


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#47
1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報
1200-1255


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


#256


1100-1130


【初】LIXIL


presents


1100-1130


【初】GAMBA


FAMiLY＃85


1700-1730


【再】月刊！ホークス


#256


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


ロッテ


9/16


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


2200-2400


RIZINで逢いましょう


※話数は決まり次


第、変更いたします。


2230-2500


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第4節


フランクフルト


×


シュトゥットガルト


2130-2200


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1900-2130


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第4節


レバークーゼン


×


ドルトムント


1130-1200


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4節


フランクフルト


×


シュトゥットガルト


0500-0530


【再】キン肉マン #37


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～9


月15日開催　対ロッ


テ戦～


0700-0800


HAWKS AFTER


GAME SHOW　～9


月16日開催　対ロッ


テ戦～


2400-2430


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#47


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0700-0730


【再】キン肉マン #37


0830-0930


【再】マイナビ ネクスト


ヒロインゴルフツアー


2019 第2戦ダイジェ


スト


0930-1030


【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


1800-1900


【再】マサNOTE ～山


本昌が記す求人の軌


跡～　古田敦也編


#3


1730-1800


ホッとな☆お買い物情


報


0630-0730


【再】全日本プロレス


アーカイブス　#27


0730-0800


【再】プロレスのススメ


#8


0630-0700


【再】プロレスのススメ


#9


2330-2400


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#47


2130-2200


ホッとな☆お買い物情


報


2130-2200


ホッとな☆お買い物情


報


1000-1100


【初】鷹のミカタ#15


2400-2500


【再】ブンデスリーガマ


ンスリーレビュー


Diskussion Arena


#1


2400-2500


【初】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガハイライト #4


1100-1130


【初】月刊！ホークス


#256


1100-1130


【初】＜生＞熱血宣


言！E・ZO
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


×


オリックス


9/4


14:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


2330-2400


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#131


1200-1630【初】


＜録画＞


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


中日


9/28


18:00


1630-1700


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2030-2100


【再】URAWA


CHANNEL NEXT
2100-2130


【再】LIXIL


presents


1630-1700


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1200-1630


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


～ファーム～


ソフトバンク


×


広島


9/19


13:00


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


0400-0430


【再】プロレスのススメ


#12
0430-0700


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第4節


ライプツィヒ


×


バイエルン


0830-1100


【再】


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プライムステージ


準々決勝


第2戦


FC東京


×


ンサドーレ札幌


9/5


0500-0530


【再】キン肉マン #37


0530-0800


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第5節


ボルフスブルク


×


フランクフルト


0600-0700


【再】全日本プロレス


アーカイブス　#28


0700-0800


【初】サムライTVアー


カイブス　#28


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0530-0800


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第5節


シュトゥットガルト


×


レバークーゼン


0930-1030


【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


1130-1200


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#129


1130-1200


【再】月刊！ホークス


#256


0500-0530


【再】UFC MAIN


EVENT～ファブリシ


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


0800-0830


ホッとな☆お買い物情


報


1930-2000


【再】プロレスのススメ


#21


2130-2200


ホッとな☆お買い物情


報


1100-1130


【再】月刊！ホークス


#256


1100-1130


【初】＜生＞熱血宣


言！E・ZO
1130-1200


ホッとな☆お買い物情


報


2000-2100


【再】ザ・ベスト・オブ


「PRIDE」 シーズン3


#2


2100-2200


【再】UFC


UNLEASHED　#6


2200-2230


【再】プロレスのススメ


#17
2230-2300


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#131


1745-2300【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


日本ハム


9/24


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


2220-2450【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第6節


フランクフルト


×


ケルン


1800-2030


【再】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第6節


グロイターフュルト


×


バイエルン


1130-1200


【再】月刊 JFATV


2021年7月号


2300-2330


【再】町中華で飲ろう


ぜ #51


2300-2330


【再】町中華で飲ろう


ぜ #50
2330-2400


【再】プロレスのススメ


#20


2300-2330


【再】町中華で飲ろう


ぜ #43


2400-2430


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#129


2400-2500


【初】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガハイライト #6


2400-2500


【初】ブンデスリーガマ


ンスリーレビュー


Diskussion Arena


#2


2430-2500


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#47


2400-2430


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#129
2430-2500


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#130


1200-1700


【再】


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


日本ハム


9/26


13:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


1900-1945


【初】Smile


again！～人生宝箱


～　#7


1630-1700


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


1200-1300


【再】マサNOTE ～山


本昌が記す球人の軌


跡～#18


1200-1245


ホッとな☆お買い物情


報


2200-2400


RIZINで逢いましょう


※話数は決まり次


第、変更いたします。


1830-1900


【再】キン肉マン #42


2300-2330


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#132
2330-2400


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#48


2300-2330


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#129
2330-2400


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～
2400-2925


【再】


"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"


#20


RIZIN.17


(2019/07/28)2500-2700


【初】PRO


WRESTLING


NOAH 20th


ANNIVERSARY


NOAH the


CHRONICLE


vol.2」2020.3.29


後楽園ホール


2500-3000


【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2021 第2戦


2220-2450【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第6節


ボーフム


×


シュトゥットガルト


2400-2430


【再】月刊！ホークス


#256


1900-1930


【再】町中華で飲ろう


ぜ #54


2300-2330


【再】町中華で飲ろう


ぜ #38
2330-2400


【初】プロレスのススメ


特別編#9


2500-2900


【初】PRO


WRESTLING


NOAH 20th


ANNIVERSARY


NOAH the


CHRONICLE


vol.1」2020.2.24


名古屋国際会議場


イベントホール


2000-2030


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～
2030-2100


【再】～岩城滉一


Bike Style Life～


2700-2900


【初】プロレスリング


NOAH「GLOBAL


TAG LEAGUE


2020」全公式戦 ハ


イライトセレクション


2720-2950【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


2330-2400


【再】プロレスのススメ


#18


2130-2200


【再】町中華で飲ろう


ぜ #45


2400-2500


【再】ブンデスリーガマ


ンスリーレビュー


Diskussion Arena


#1


2400-2500


【初】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガハイライト #5


2220-2450【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第5節


バイエルン


×


ボーフム


2300-2330


【再】月刊！ホークス


#256


2200-2400


RIZINで逢いましょう


※話数は決まり次


第、変更いたします。


2400-3100


【再】


"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"


#9


RIZIN FIGHTING


WORLD GRAND-


PRIX 2017 バンタム


級トーナメント1st


ROUND＆女子スー


パーアトム級トーナメ


ント -秋の陣-


(2017/10/15)


2230-2300


【再】月刊！ホークス


#255


2000-2230


【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


1900-2130【初】


＜録画＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第3節


ケルン


×


ボーフム


2500-2730


【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


2520-2750【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第4節


ライプツィヒ


×


バイエルン


2620-2850【初】


＜生＞


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ


第4節


メンヘングラートバッハ


×


ビーレフェルト


1900-1930


【初】旧車ＴＶ レスト


ア・ファクトリー　#11
1930-2000


【初】旧車ＴＶ レスト


ア・ファクトリー　#12


2230-2500


【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


1830-1850


【初】ルヴァンカップ
1850-2120【初】


＜生＞


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プライムステージ


準々決勝


第1戦


名古屋グランパスエイ


ト


×


鹿島アントラーズ


9/1


2120-2150


【再】GAMBA


FAMiLY＃82


1800-1830


【再】真中満が行く！


～埼玉西武ライオン


2150-2220


【再】LIXIL


presents
2220-2250


【再】URAWA


CHANNEL NEXT
2250-2350


【再】Ｊリーグラボ


#99


1830-1850


【再】ルヴァンカップゴー


2230-2300


【再】プロレスのススメ


#3
2300-2330


【再】GAMBA


FAMiLY＃83


2130-2830


【再】


"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"


#9


RIZIN FIGHTING


WORLD GRAND-


PRIX 2017 バンタム


級トーナメント1st


ROUND＆女子スー


パーアトム級トーナメ


ント -秋の陣-


(2017/10/15)


2500-2730【初】


＜Delay＞


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プライムステージ


準々決勝


第1戦


コンサドーレ札幌


×


FC東京


9/1


2730-3000【初】


＜Delay＞


2021ＪリーグYBCル


2400-2500


【初】


21/22 ドイツ ブンデ


スリーガハイライト #3


1745-2300【初】


＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2021


ソフトバンク


×


楽天


9/2


18:00


※放送開始時間変


更になる可能性あり


2300-2330


【再】町中華で飲ろう


ぜ #37


2430-2500


【再】月刊！ホークス


#255


1850-2200【初】


＜生＞


2021ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


プライムステージ


準々決勝


第2戦


G大阪


×


C大阪


9/5


2200-2230


ホッとな☆お買い物情


報


2330-2345


【再】サンフレッチェＴ


2400-2430


【再】ガンガン!ホークス


CHECK!GO!#130
2430-2500


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#46


2330-2400


【初】プロレスのススメ


#128
2400-2430


【再】熱血宣言！E・


ZO HAWKS#46
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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


04:00 00[S][HD]
趣味どきっ！人と暮らしと、台所　「森百
合子」


05:00


05:30 05:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃２８


30[S][字][HD]
韓◆十八の瞬間＃１３


05:30


06:00 00[S][HD]
日本銘酒紀行～京都　月の桂


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]
韓◆SBS人気歌謡#1071（テミン
(SHINee)、MONSTA X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　「コウ
ケンテツ」05:00 00[S][字][HD]


宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃２６


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃２８


05:00


04:00 00[S]
メンテナンス停波


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃２５


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃２７


06:00 06:00


06:30 30[S][字]
韓◆美しき日々＃１０


30[S][字]
韓◆美しき日々＃１１


30[S][字]
韓◆美しき日々＃１２


06:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃２９


06:30


07:00 07:00 00[S][字][HD]
韓◆十八の瞬間＃１４


07:00


07:30 07:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃３０


07:30


08:00 00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん２＜スペイン編＞
＃１


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん２＜スペイン編＞
＃２


09:00


09:30 09:30 09:30


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]
インフォメーション


10:00 10:00 00[S][字][HD]
韓◆ユン食堂２＃４


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん２＜スペイン編＞
＃３


08:00 08:00


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


10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]インフォメーション 11:30 11:30


00[S][字][HD]
韓◆ユン食堂２＃５


10:00


15[S][HD]人気MUSICセレクト 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


10:30 30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃１６［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃１７［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃１８［吹替］


10:30


12:00


15[S][初][字][HD]
韓◆ただひとつの愛＃１


12:30 30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃１０


30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃１１


30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃１２


12:30 12:30


13:00 13:00


45[S][初][HD]
片っ端から喫茶店　「郷愁を誘うホット
ケーキ／輝くプリンローヤル」


45[S][初][HD]
片っ端から喫茶店　「新世界のハニー
トースト／明治時代に愛された「焼き
氷」」


45[S][初][HD]
片っ端から喫茶店　「新世界のシンプル
プリン／レモンたっぷりの「レスカ」」


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◆悲しき恋歌＃１


13:00


13:30 13:30 30[S][字][HD]
韓◆悲しき恋歌＃２


13:30


45[S][初][字][HD]
韓◆ただひとつの愛＃２


14:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


14:00 14:00


14:30 30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃１９


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃２０


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃２１


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


15:30 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


15:30 30[S][初][字][HD]
韓◆ただひとつの愛＃３


30[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３６


15:30


16:00 00[S][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃１４


00[S][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃１５


00[S][終][字][HD]
韓◆花様年華～君といた季節～＃１６


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～
＃３７


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
＃７


45[S][初][字][HD]
素敵なビッグ・ファット・ライフ シーズン１
＃８


45[S][初][字][HD]
素敵なビッグ・ファット・ライフ シーズン１
＃９


45[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３８


16:30


17:00 17:00 00[S][初][字][HD]
韓◆ただひとつの愛＃４


17:00


17:30 30[S][HD]キョートカクテル　シーズン２　第７夜 30[S][HD]キョートカクテル　シーズン２　第８夜 30[S][HD]Grandma's Recipes　「きよこおばあ
ちゃんのおせち」


17:30


18:00 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


18:30


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～
＃４０


20:00


20:30


45[S][字][HD]
韓◆ユン食堂＃３


45[S][字][HD]
韓◆ユン食堂＃４


45[S][字][HD]
韓◆ユン食堂＃５


45[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３９19:00 19:00 00[S][字][HD]


韓◆現地で食べてくれるかな？＜タイ編
＞＃２


21:00 21:00 00[S][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜タイ編
＞＃３


00[S][HD]
インフォメーション


21:00


21:30 30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３８


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃３９


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃４０


21:30


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃７


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃８


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃９


20:30 30[S][HD]
インフォメーション


20:30


30[S][初][HD]人気MUSICセレクト 22:30


45[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃１


23:00 23:00 00[S][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃３３


00[S][字][HD]
韓◆おかえり～ただいまのキスは屋根
の上で！？～＃４


23:00


23:30 23:30


30[S][字][HD]
韓◆おかえり～ただいまのキスは屋根
の上で！？～＃３


21:30


22:00 22:00 22:00


22:30 30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃１０


30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃１１


30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃１２


22:30


23:30


45[S][HD]3ミニットミールズ＃１３ 45[S][HD]3ミニットミールズ＃１４ 45[S][HD]3ミニットミールズ＃１５


24:00 00[S][HD]
素直になれなくて＃５


00[S][HD]
素直になれなくて＃６


00[S][HD]
素直になれなくて＃７


24:00 00[S][終][字][HD]
華◆運命のキスをお願い！＃３４


24:00


24:30 24:30 30[S][HD]
インフォメーション


24:30


25:00 00[S][HD]
女子グルメバーガー部＃１


00[S][HD]
女子グルメバーガー部＃２


00[S][HD]
女子グルメバーガー部＃３


25:00


26:00 00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃４［吹替］


00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃７［吹替］


26:00


26:30 26:30 26:30


00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃３［吹替］


00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃６［吹替］


25:00


25:30 30[S][字][HD]
韓◆私のIDはカンナム美人＃５


30[S][字][HD]
韓◆私のIDはカンナム美人＃６


30[S][字][HD]
韓◆私のIDはカンナム美人＃７


25:30 25:30


26:00


00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃８［吹替］


27:00


27:30 27:30 27:30


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～＃４


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～＃５


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～＃６


27:00 00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃５［吹替］
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2021.09.06 2021.09.07 2021.09.08 2021.09.09 2021.09.10 2021.09.11 2021.09.12


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え
[S]:ステレオ [L]:ライブ
[M]:モノラル [初]:初回放送
[二]:二カ国語 [HD]:ハイビジョン
[多]:音声多重 [終]:最終回
[SS]:サラウンド [字]:字幕あり


04:00 00[S][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1089（SHINee、
ASTRO他）


00[S][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1074（ENHYPEN、カ
イ(EXO)他）


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃３０


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃３２


04:00 00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃２９


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃３１


00[S]
メンテナンス停波


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃３３


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃３５


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃３４


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃３６


05:00 05:00


05:30 05:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃３１


30[S][字][HD]
韓◆十八の瞬間＃１５


05:30


06:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
日本銘酒紀行～沖縄　御酒


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＃１３


30[S][字]
韓◆美しき日々＃１４


30[S][字]
韓◆美しき日々＃１５


30[S][字]
韓◆美しき日々＃１６


30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃３３


07:30


08:00 00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん２＜スペイン編＞
＃４


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん２＜スペイン編＞
＃５


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん２＜スペイン編＞
＃６


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん２＜スペイン編＞
＃７


00[S][終][字][HD]
韓◆花よりおじいさん２＜スペイン編＞
＃８


08:00 08:00


30[S][字]
韓◆美しき日々＃１７


06:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃３２


06:30


07:00 07:00 00[S][終][字][HD]
韓◆十八の瞬間＃１６


07:00


07:30 07:30


09:30


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]
インフォメーション


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


09:30 09:30


10:00 10:00 00[S][字][HD]
韓◆ユン食堂２＃６


00[S][字][HD]
韓◆ユン食堂２＃７


10:00


15[S][HD]ミニシェアキッチン＃３ 15[S][HD]ミニシェアキッチン＃４ 15[S][HD]ミニシェアキッチン＃５ 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


10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


11:30 30[S][HD]人気MUSICセレクト 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]インフォメーション


10:30 30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃１９［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃２０［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃２１［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン２＃２２［吹替］


30[S][吹][終][HD]
アリー my Love　シーズン２＃２３［吹替］


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　「ふわふわすぎるパ
ンケーキ／自分でブレンドするオーレ」


45[S][初][HD]
片っ端から喫茶店　「衝撃の”パフェ”カ
レー!?／映え確定！青いメロンソーダ」


45[S][初][HD]
片っ端から喫茶店　「ポップすぎるソフト
クリーム／ハンバーグのせオムライス」


45[S][初][HD]
片っ端から喫茶店　「プリン専門店／ウ
ルフルズ結成の地で味わうエスニックカ
レー」


45[S][初][HD]
片っ端から喫茶店　「人形喫茶店でゆめ
かわコーヒー／自家製ホットドッグ」


45[S][HD]インフォメーション


12:00 12:00 00[S][HD]インフォメーション 00[S][字][HD]
韓◆悲しき恋歌＃３


12:00


15[S][初][字][HD]
韓◆ただひとつの愛＃５


12:30 30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃１３


30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃１４


30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃１５


13:30


45[S][初][字][HD]
韓◆ただひとつの愛＃６


14:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


14:00 14:00


30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃１６


30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃１７


12:30 12:30


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 30[S][字][HD]
韓◆悲しき恋歌＃４


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


14:30 30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃２２


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃２３


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃２４


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃２５


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃２６


15:30 30[S][初][字][HD]
韓◆ただひとつの愛＃７


30[S][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃４１


15:30


16:00 00[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃１


00[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃２


00[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃３


00[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃４


00[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃５


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


17:30 30[S][HD]Grandma's Recipes　「さえこおばあ
ちゃんのおせち」


30[S][HD]Grandma's Recipes　「けいこおばあ
ちゃんのおせち」


30[S][HD]Grandma's Recipes　「みつこおばあ
ちゃんのおせち」


30[S][HD]Grandma's Recipes　「たつこおばあ
ちゃんのおせち」


30[S][HD]Grandma's Recipes　「ようこおばあ
ちゃんのおせち」


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～
＃４２


16:30


17:00 17:00 00[S][初][字][HD]
韓◆ただひとつの愛＃８


17:00


17:30 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
＃１０


45[S][初][終][字][HD]
素敵なビッグ・ファット・ライフ シーズン１
＃１１


45[S][初][字][HD]
ひとつ屋根の妻たち シーズン１＃１


45[S][初][字][HD]
ひとつ屋根の妻たち シーズン１＃２


45[S][初][字][HD]
ひとつ屋根の妻たち シーズン１＃３


45[S][終][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃４３18:00 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


18:30


19:00 19:00 00[S][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜タイ編
＞＃４


00[S][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃１


19:00


19:30 19:30 19:30


20:00 20:00


45[S][字][HD]
韓◆ユン食堂＃６


45[S][字][HD]
韓◆ユン食堂＃７


45[S][字][HD]
韓◆ユン食堂＃８


45[S][終][字][HD]
韓◆ユン食堂＃９


45[S][初][字][HD]
韓◆三食ごはん 旌善編（チョンソン）＃
１


45[S][HD]インフォメーション


00[S][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃２


20:00


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～＃１０


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃１１


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃１２


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃１３


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃１４


20:30 30[S][HD]
インフォメーション


20:30


21:00 21:00 00[S][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜タイ編
＞＃５


00[S][HD]
インフォメーション


21:00


21:30 30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃４１


30[S][初][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃４２


30[S][初][終][字][HD]
華◆30女の思うこと ～上海女子物語～
＃４３


30[S][初][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃１


30[S][初][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃２


21:30 30[S][字][HD]
韓◆おかえり～ただいまのキスは屋根
の上で！？～＃５


21:30


22:00 22:00 22:00


22:30 30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃１３


30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃１４


23:00 23:00 00[S][字][HD]
華◆天舞紀～トキメキ☆恋空書院～＃
１


00[S][字][HD]
韓◆おかえり～ただいまのキスは屋根
の上で！？～＃６


23:00


23:30 23:30 23:30


45[S][HD]3ミニットミールズ＃１６ 45[S][HD]3ミニットミールズ＃１７


30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃１５


30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃１６


30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃１７


22:30 30[S][HD]人気MUSICセレクト 22:30


45[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃８


24:00 00[S][字][HD]
華◆天舞紀～トキメキ☆恋空書院～＃
２


24:00


24:30 24:30 30[S][HD]
インフォメーション


24:30


45[S][HD]人気MUSICセレクト 45[S][HD]世界の街角＃１ 45[S][HD]世界の街角＃２


24:00 00[S][HD]
素直になれなくて＃８


00[S][HD]
素直になれなくて＃９


00[S][HD]
素直になれなくて＃１０


00[S][終][HD]
素直になれなくて＃１１


00[S][吹][HD]
コールドケース　シーズン５＃１［吹替］


25:00 00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃９［吹替］


00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃１２［吹替］


25:00


25:30 30[S][字][HD]
韓◆私のIDはカンナム美人＃８


30[S][字][HD]
韓◆私のIDはカンナム美人＃９


30[S][字][HD]
韓◆私のIDはカンナム美人＃１０


30[S][字][HD]
韓◆私のIDはカンナム美人＃１１


30[S][字][HD]
韓◆私のIDはカンナム美人＃１２


25:00 00[S][HD]
女子グルメバーガー部＃４


00[S][HD]
女子グルメバーガー部＃５


00[S][HD]
女子グルメバーガー部＃６


00[S][HD]
女子グルメバーガー部＃７


00[S][HD]
女子グルメバーガー部＃８


25:30 25:30


26:00 26:00 00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃１０［吹替］


00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃１３［吹替］


26:00


26:30 26:30 26:30


27:00 00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃１１［吹替］


00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃１４［吹替］


27:00


27:30 27:30 27:30


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～＃７


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～＃８


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～＃９


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～＃１０


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～＃１１
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ＬａＬａ　ＴＶ 2021.09.13-2021.09.19
2021.09.13 2021.09.14 2021.09.15 2021.09.16 2021.09.17 2021.09.18 2021.09.19


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え
[S]:ステレオ [L]:ライブ
[M]:モノラル [初]:初回放送
[二]:二カ国語 [HD]:ハイビジョン
[多]:音声多重 [終]:最終回
[SS]:サラウンド [字]:字幕あり


04:00 00[S][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1090（NU'EST、
ASTRO他）


00[S][字][HD]
韓◆平日午後3時の恋人たち＃１


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃３８


00[S][終][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃４０


04:00 00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃３７


00[S][字][HD]
宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋
＃３９


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃１


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃３


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃５


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃２


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃４


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃６


05:00 05:00


05:30 05:30 30[M][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃３４


30[S][字][HD]
韓◆平日午後3時の恋人たち＃２


05:30


06:00 06:00


06:30 30[S][字]
韓◆美しき日々＃１８


30[S][字]
韓◆美しき日々＃１９


30[S][字]
韓◆美しき日々＃２０


30[S][字]
韓◆美しき日々＃２１


30[S][字]
韓◆美しき日々＃２２


06:30 30[M][終][字][HD]
宮廷女官 若曦 (ジャクギ)＃３５


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]
日本銘酒紀行～北海道　竹鶴ピュアモ
ルト


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


06:30


07:00 07:00 00[S][字][HD]
韓◆平日午後3時の恋人たち＃３


07:00


07:30 07:30 30[S][HD]
インフォメーション


07:30


08:00 00[S][HD]
日本銘酒紀行～鹿児島　富乃宝山


08:00


08:30 08:30 30[S][初][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1107＜字幕あり＞


30[S][初][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1108＜字幕なし＞


08:30


09:00 09:00 09:00


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃１


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃２


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃３


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃４


00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃５


08:00


10:00


15[S][HD]ミニシェアキッチン＃８ 15[S][HD]ミニシェアキッチン＃９ 15[S][HD]ミニシェアキッチン＃１０ 15[S][HD]人気MUSICセレクト 15[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃４


10:30 10:30


09:30 09:30 09:30


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]
インフォメーション


10:00 10:00


10:30 30[S][字]
アリー my Love　特別編


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃１［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃２［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃３［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃４［吹替］


11:00


00[S][字][HD]
韓◆ユン食堂２＃８


00[S][字][HD]
韓◆ユン食堂２＃９


11:00 11:00


11:30 30[S][HD]人気MUSICセレクト 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]インフォメーション 11:30 11:30


45[S][HD]インフォメーション


12:00 12:00 00[S][字][HD]
韓◆悲しき恋歌＃５


12:00


15[S][初][字][HD]
韓◆ただひとつの愛＃９


12:30 30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃１８


30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃１９


30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃２０


45[S][初][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃１


45[S][初][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃２


45[S][初][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃３


45[S][初][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃４


45[S][初][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃５


45[S][HD]
インフォメーション


13:30


45[S][初][字][HD]
韓◆ただひとつの愛＃１０


14:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


14:00 14:00


30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃２１


30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃２２


12:30 12:30


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 30[S][字][HD]
韓◆悲しき恋歌＃６


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


14:30 30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃２７


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃２８


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃２９


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃３０


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃３１


15:30 30[S][初][字][HD]
韓◆ただひとつの愛＃１１


30[S][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃３


15:30


16:00 00[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃６


00[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃７


00[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃８


00[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃９


00[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃１０


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


17:30 30[S][HD]Grandma's Recipes　「つんこ先生の
起舟御膳」


30[S][HD]Grandma's Recipes　「すみこおばあ
ちゃんのおせち」


30[S][HD]Grandma's Recipes　「さつこおばあ
ちゃんのおせち」


30[S][HD]Grandma's Recipes　「まさみおばあ
ちゃんのおせち」


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◆2人はスパイシー&デリシャス＃４


16:30


17:00 17:00 00[S][初][字][HD]
韓◆ただひとつの愛＃１２


17:00


17:30 30[S][HD]インフォメーション 17:30


45[S][初][字][HD]
ひとつ屋根の妻たち シーズン１＃４


45[S][初][字][HD]
ひとつ屋根の妻たち シーズン１＃５


45[S][初][字][HD]
ひとつ屋根の妻たち シーズン１＃６


45[S][初][終][字][HD]
ひとつ屋根の妻たち シーズン１＃７


45[S][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃５


30[S][HD]
インフォメーション


18:30


18:00 00[S][HD]
恋する雑貨　「京あかり」


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


15[S][HD]
インフォメーション


18:30 18:30


19:00 19:00 00[S][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜タイ編
＞＃６


19:00


19:30 19:30 19:30


45[S][HD]インフォメーション


20:00 20:00


45[S][初][字][HD]
韓◆三食ごはん 旌善編（チョンソン）＃
２


45[S][初][字][HD]
韓◆三食ごはん 旌善編（チョンソン）＃
３


45[S][初][字][HD]
韓◆三食ごはん 旌善編（チョンソン）＃
４


45[S][初][字][HD]
韓◆三食ごはん 旌善編（チョンソン）＃
５


45[S][初][字][HD]
韓◆三食ごはん 旌善編（チョンソン）＃
６


45[S][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃６


00[S][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃７


20:00


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～＃１５


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃１６


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃１７


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃１８


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃１９


20:30 30[S][HD]
インフォメーション


20:30


21:00 21:00 00[S][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜タイ編
＞＃７


00[S][HD]
インフォメーション


21:00


21:30 30[S][初][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃３


30[S][初][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃４


30[S][初][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃５


30[S][初][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃６


30[S][初][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃７


21:30 30[S][字][HD]
韓◆おかえり～ただいまのキスは屋根
の上で！？～＃７


21:30


22:00 22:00 22:00


22:30 30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃１８


30[S][初][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃１９


23:00 23:00 00[S][字][HD]
華◆天舞紀～トキメキ☆恋空書院～＃
３


00[S][字][HD]
韓◆おかえり～ただいまのキスは屋根
の上で！？～＃８


23:00


23:30 23:30 23:30


45[S][HD]世界の街角＃３ 45[S][HD]世界の街角＃４


30[S][初][終][字][HD]
韓◆仮面の王 イ・ソン＃２０


30[S][初][字][HD]
韓◆VIP－迷路の始まり－＃１


30[S][初][字][HD]
韓◆VIP－迷路の始まり－＃２


22:30 30[S][HD]
日本銘酒紀行～新潟　八海山


22:30


45[S][HD]人気MUSICセレクト


24:00 00[S][字][HD]
華◆天舞紀～トキメキ☆恋空書院～＃
４


24:00


24:30 24:30 30[S][HD]
インフォメーション


24:30


24:00 00[S][吹][HD]
コールドケース　シーズン５＃２［吹替］


00[S][吹][HD]
コールドケース　シーズン５＃３［吹替］


00[S][吹][HD]
コールドケース　シーズン５＃４［吹替］


00[S][吹][HD]
コールドケース　シーズン５＃５［吹替］


00[S][吹][HD]
コールドケース　シーズン５＃６［吹替］


25:00 00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃１５［吹替］


00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃１８［吹替］


25:00


25:30 30[S][字][HD]
韓◆私のIDはカンナム美人＃１３


30[S][字][HD]
韓◆私のIDはカンナム美人＃１４


30[S][字][HD]
韓◆私のIDはカンナム美人＃１５


30[S][終][字][HD]
韓◆私のIDはカンナム美人＃１６


25:30


25:00 00[S][HD]
女子グルメバーガー部＃９


00[S][HD]
女子グルメバーガー部＃１０


00[S][HD]
女子グルメバーガー部＃１１


00[S][終][HD]
女子グルメバーガー部＃１２


00[S][字][HD]
韓◆コーヒープリンス１号店＃１


25:30


26:00 26:00 00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃１６［吹替］


00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃１９［吹替］


26:00


26:30 30[S][HD]
インフォメーション


26:30 26:30


27:00 00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃１７［吹替］


00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃２０［吹替］


27:00


27:30 27:30 27:30


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～＃１２


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～＃１３


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～＃１４


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～＃１５


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～＃１６
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ＬａＬａ　ＴＶ 2021.09.20-2021.09.26
2021.09.20 2021.09.21 2021.09.22 2021.09.23 2021.09.24 2021.09.25 2021.09.26


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え
[S]:ステレオ [L]:ライブ
[M]:モノラル [初]:初回放送
[二]:二カ国語 [HD]:ハイビジョン
[多]:音声多重 [終]:最終回
[SS]:サラウンド [字]:字幕あり


04:00 00[S][HD]ミニシェアキッチン＃１ 00[S][字][HD]
韓◆平日午後3時の恋人たち＃４


04:00


15[S][HD]
趣味どきっ！幸せになる　暮らしの道具
の使い方。　「相場正一郎」04:30 04:30 04:30


05:00 00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃８


04:00 00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃７


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃９


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃１１


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃１３


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃１５


05:00


05:30 05:30 30[S][字][HD]
韓◆平日午後3時の恋人たち＃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


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]
華◆恋する星の王子様＃１０


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃１２


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃１４


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃１６


05:00 00[M][字][HD]
華◆三千鴉（がらす）の恋歌＃１


00[S][HD]
インフォメーション


06:00 00[M][字][HD]
華◆三千鴉（がらす）の恋歌＃２


06:00


06:30 30[S][字]
韓◆美しき日々＃２３


30[S][終][字]
韓◆美しき日々＃２４


30[S][字][HD]
韓◆フルハウス＃１


30[S][字][HD]
韓◆フルハウス＃２


30[S][字][HD]
韓◆フルハウス＃３


06:30 06:30


07:00 07:00 00[M][字][HD]
華◆三千鴉（がらす）の恋歌＃３


00[S][字][HD]
韓◆平日午後3時の恋人たち＃６


07:00


07:30 07:30 07:30


08:00 00[S][HD]
日本銘酒紀行～沖縄　御酒


08:00


08:30 30[M][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃１


30[M][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃２


30[M][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃３


08:30 30[S][初][字][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1108＜字幕あり＞


30[S][初][HD]
韓◆SBS人気歌謡#1109＜字幕なし＞


08:00 00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃６


00[S][終][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃７


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


08:30


09:00 09:00 09:00


09:30 09:30 09:30


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]
インフォメーション


10:00 10:00


15[S][HD]人気MUSICセレクト 15[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃６


10:30 30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃５［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃６［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃７［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃８［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃９［吹替］


10:30


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


10:00 00[S][字][HD]
韓◆ユン食堂２＃１０


00[S][終][字][HD]
韓◆ユン食堂２＃１１


11:30


11:00 11:00 11:00


11:30 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]人気MUSICセレクト 30[S][HD]インフォメーション 30[S][HD]人気MUSICセレクト 30[S][HD]インフォメーション 11:30


45[S][初][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃６


45[S][初][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃７


45[S][初][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃８


45[S][初][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃９


45[S][初][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃１０


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]インフォメーション


10:30


13:00


13:30 13:30 30[S][字][HD]
韓◆悲しき恋歌＃８


13:30


12:00 12:00 00[S][字][HD]
韓◆悲しき恋歌＃７


12:00


15[S][初][字][HD]
韓◆ただひとつの愛＃１３


12:30 30[M][初][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃２３


30[M][初][終][字][HD]
韓◆オールイン　運命の愛＃２４


30[S][初][字][HD]
韓◆僕のヤバイ妻＃１


30[S][初][字][HD]
韓◆僕のヤバイ妻＃２


14:00


14:30 30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃３２


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃３３


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃３４


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃３５


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃３６


14:30 14:30


15:00


45[S][初][字][HD]
韓◆ただひとつの愛＃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[S][初][字][HD]
韓◆僕のヤバイ妻＃３


12:30 12:30


13:00 13:00


00[S][HD]
インフォメーション


15:00


15[S][HD]インフォメーション


15:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


15:30


16:00


16:30 16:30 30[S][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃９


16:30


17:00 17:00 00[S][初][終][字][HD]
韓◆ただひとつの愛＃１６


17:00


17:30


30[S][初][字][HD]
韓◆ただひとつの愛＃１５


30[S][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃８


15:30


16:00 00[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃１１


00[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃１２


00[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃１３


00[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃１４


00[S][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃１５


16:00


30[S][HD]インフォメーション 17:30


45[S][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃１０


18:00 00[S][HD]
恋する雑貨　「京の布雑貨」


00[S][HD]
恋する雑貨　「神戸で雑貨の世界旅
行！」


00[S][HD]
恋する雑貨　「横浜　ステキなコトハジメ」


00[S][HD]
恋する雑貨　「クラフトのまち　松本」


00[S][HD]
恋する雑貨　「小樽のガラス小物」


18:00


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


17:30


18:00


18:30 18:30 30[S][HD]
インフォメーション


18:30


45[S][初][字][HD]
韓◆三食ごはん 旌善編（チョンソン）＃
７


45[S][初][字][HD]
韓◆三食ごはん 旌善編（チョンソン）＃
８


45[S][初][字][HD]
韓◆三食ごはん 旌善編（チョンソン）＃
９


45[S][初][字][HD]
韓◆三食ごはん 旌善編（チョンソン）＃
１０


45[S][初][字][HD]
韓◆三食ごはん 旌善編（チョンソン）＃
１１


45[S][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃１１


19:00 19:00 00[S][終][字][HD]
韓◆現地で食べてくれるかな？＜タイ編
＞＃８


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◆2人はスパイシー&デリシャス＃１２


20:00


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～＃２０


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃２１


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃２２


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃２３


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃２４


20:30 30[S][HD]
インフォメーション


20:30


21:00 21:00 00[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃１


00[S][HD]
インフォメーション


21:00


21:30 30[S][初][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃８


30[S][初][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃９


22:00 22:00 22:00


22:30 30[S][初][字][HD]
韓◆VIP－迷路の始まり－＃３


30[S][初][字][HD]
韓◆VIP－迷路の始まり－＃４


30[S][初][字][HD]
韓◆VIP－迷路の始まり－＃５


30[S][初][字][HD]
韓◆VIP－迷路の始まり－＃６


30[S][初][字][HD]
韓◆VIP－迷路の始まり－＃７


22:30


30[S][初][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃１０


30[S][初][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃１１


30[S][初][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃１２


21:30 30[S][字][HD]
韓◆おかえり～ただいまのキスは屋根
の上で！？～＃９


21:30


22:30


45[S][HD]人気MUSICセレクト


23:00 23:00 00[S][字][HD]
華◆天舞紀～トキメキ☆恋空書院～＃
５


00[S][字][HD]
韓◆おかえり～ただいまのキスは屋根
の上で！？～＃１０


23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 00[S][吹][HD]
コールドケース　シーズン５＃７［吹替］


24:00


24:30 24:30 30[S][HD]
インフォメーション


24:30


25:00 00[S][字][HD]
韓◆コーヒープリンス１号店＃２


00[S][字][HD]
韓◆コーヒープリンス１号店＃３


00[S][字][HD]
韓◆コーヒープリンス１号店＃４


00[S][字][HD]
韓◆コーヒープリンス１号店＃５


00[S][吹][HD]
コールドケース　シーズン５＃８［吹替］


00[S][吹][HD]
コールドケース　シーズン５＃９［吹替］


00[S][吹][HD]
コールドケース　シーズン５＃１０［吹替］


00[S][吹][HD]
コールドケース　シーズン５＃１１［吹替］


24:00 00[S][字][HD]
華◆天舞紀～トキメキ☆恋空書院～＃
６


26:30


00[S][字][HD]
韓◆コーヒープリンス１号店＃６


25:00 00[S][吹]
アリー my Love　シーズン５＃２１［吹替］


00[S][字][HD]
パラディーゾ～恋する百貨店～　シーズ
ン１＃１


25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 26:00


27:30 27:30 30[S][HD]
インフォメーション


27:30


45[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃８


26:30


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～＃１７


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～＃１８


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～＃１９


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～＃２０


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～＃２１


27:00 00[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「古
都の心を伝える」


27:00


00[S][吹][終]
アリー my Love　シーズン５＃２２［吹替］


26:00


15[S][字][HD]
パラディーゾ～恋する百貨店～　シーズ
ン１＃２26:30 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
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ＬａＬａ　ＴＶ 2021.09.27-2021.10.03
2021.09.27 2021.09.28 2021.09.29 2021.09.30 2021.10.01 2021.10.02 2021.10.03


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


05:30


06:30 30[S][字][HD]
韓◆フルハウス＃４


05:30


06:00 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


00[S][HD]
日本銘酒紀行～新潟　八海山


06:00 06:00


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃１８


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃２０


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃２２


05:00 05:00


04:00 00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃１７


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃１９


～[S]
メンテナンス停波


00[S][字][HD]
華◆恋する星の王子様＃２１


04:00


05:30


07:30 07:30


08:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][字][HD]
COOKING WITH DOG＃１


00[S][字][HD]
COOKING WITH DOG＃２


00[S][字][HD]
COOKING WITH DOG＃３


08:00 08:00


30[S][字][HD]
韓◆フルハウス＃５


30[S][字][HD]
韓◆フルハウス＃６


06:30 06:30


07:00 00[S][HD]人気MUSICセレクト 07:00 07:00


15[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「猫
のしっぽカエルの手～感謝の心で～」07:30


08:30


09:00 09:00 09:00


09:30 09:30 09:30


08:30 30[M][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃４


30[M][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃５


30[M][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃６


30[M][字][HD]
韓◆リトル・フォレスト＃７


08:30


10:00


10:30 30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃１０［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃１１［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃１２［吹替］


30[S][吹][HD]
アリー my Love　シーズン３＃１３［吹替］


10:30 10:30


11:00 11:00


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


10:00


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 11:30 11:30


45[S][初][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃１１


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「畑
の食堂」


12:30 12:30


13:00 13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「植
物に恋して」


45[S][HD]
京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし「秋
の光」12:00 12:00 12:00


12:30 30[S][初][字][HD]
韓◆僕のヤバイ妻＃４


30[S][初][字][HD]
韓◆僕のヤバイ妻＃５


30[S][初][字][HD]
韓◆僕のヤバイ妻＃６


30[S][初][字][HD]
韓◆僕のヤバイ妻＃７


15:00


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


15:30 15:30


14:00


14:30 30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃３７


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃３８


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃３９


30[S][初][字][HD]
華◆琉璃＃４０


14:30 14:30


15:00 15:00


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


14:00


17:30 30[S][HD]
インフォメーション


17:30 17:30


45[S][HD]人気MUSICセレクト 45[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃１ 45[S][HD]私の美酒を探して・・・。＃２


16:00


16:30 16:30 16:30


17:00 17:00 17:00


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


16:00 00[S][終][字][HD]
韓◆凍てついた愛＃１６


00[S][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃１


00[S][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃２


00[S][字][HD]
韓◆レバレッジ　最高の詐欺師たち＃３


16:00


19:00


19:30 19:30 19:30


20:00 20:00 20:00


18:00


18:30 18:30 18:30


45[S][初][字][HD]
韓◆三食ごはん 旌善編（チョンソン）＃１
２


45[S][初][字][HD]
韓◆三食ごはん 旌善編（チョンソン）＃１
３


45[S][初][字][HD]
韓◆三食ごはん 旌善編（チョンソン）＃１
４


45[S][初][字][HD]
韓◆三食ごはん 旌善編（チョンソン）＃１
５19:00 19:00


18:00 00[S][HD]
恋する雑貨　「東京　下町ハンドメイド」


00[S][HD]
恋する雑貨　「沖縄の手しごとニュー
ウェーブ」


00[S][HD]
恋する雑貨　「大分湯のまち　スタイリッ
シュ竹細工」


00[S][HD]
趣味どきっ！人と暮らしと、台所　「有元
葉子」


18:00


20:30


21:00 21:00 21:00


21:30 30[S][初][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃１３


30[S][初][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃１４


30[S][初][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃１５


30[S][初][字][HD]
華◆2人はスパイシー&デリシャス＃１６


21:30


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～＃２５


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃２６


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃２７


30[S][初][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃２８


20:30


22:30


23:00 23:00 23:00


23:30 23:30 23:30


21:30


22:00 22:00 22:00


22:30 30[S][初][字][HD]
韓◆VIP－迷路の始まり－＃８


30[S][初][字][HD]
韓◆VIP－迷路の始まり－＃９


30[S][初][字][HD]
韓◆VIP－迷路の始まり－＃１０


30[S][初][字][HD]
韓◆VIP－迷路の始まり－＃１１


22:30


24:00


24:30 24:30 24:30


25:00 00[S][字][HD]
韓◆コーヒープリンス１号店＃７


00[S]
メンテナンス停波


00[S][字][HD]
韓◆コーヒープリンス１号店＃８


00[S][字][HD]
韓◆コーヒープリンス１号店＃９


25:00


24:00 00[S][吹][HD]
コールドケース　シーズン５＃１２［吹替］


00[S][吹][HD]
コールドケース　シーズン５＃１３［吹替］


00[S][吹][HD]
コールドケース　シーズン５＃１４［吹替］


00[S][吹][HD]
コールドケース　シーズン５＃１５［吹替］


24:00


26:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


26:30 26:30


25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 26:00 26:00


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～＃２２


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～＃２３


00[S][終][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～＃２４


27:00 27:00


27:30 27:30 27:30





		2021.08.30-2021.09.05

		2021.09.06-2021.09.12

		2021.09.13-2021.09.19

		2021.09.20-2021.09.26

		2021.09.27-2021.10.03



