
この PDF パッケージには複数のファイルが含まれています。
PDF パッケージに含まれる文書の閲覧、作業には、Adobe Reader または Adobe Acrobat の 
バージョン 8 以降のご使用をお勧めします。最新バージョンにアップデートいただくと、 
次のような利点があります。

•  効率的で、統合された PDF 表示

•  簡単に印刷

•  クイック検索

最新バージョンの Adobe Reader をお持ちでない場合

ここをクリックして最新バージョンの Adobe Reader をダウンロードできます

既に Adobe Reader 8 をお持ちの場合
この PDF パッケージ内のファイルをクリックして表示できます。

http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html




６.008D郵便配達は二度ベルを
鳴らす（1942）


８.15　ナイル殺人事件（1978）
10.50　地中海殺人事件
１.008Dバルカン超特急
『エリザベス　女王陛下の微笑み』


公開記念：英国王室特集
２.45　エリザベス
	 ケイト・
	 ブランシェットi
５.005エリザベス：
	 ゴールデン・エイジ
	 ケイト・
	 ブランシェットi
７.10　クィーン
	 ヘレン・ミレンi
９.00　パーマーの危機脱出
	 マイケル・ケインi
10.50　ピアノ・レッスン


（1.00～7.00放送休止）


６.00　少女は砂漠を越えて
７.45　リトル・ブッダ
10.155DAGON
０.005スーパー！
１.50　ジャイアンツ	Cあり
	 エリザベス・テイラーi
５.205エイリアンVS.
	 プレデター
	 サナ・レイサンi
７.105ザ・フライ
	 ジェフ・
	 ゴールドブラムi
９.00　草の上の昼食
	 ポール・ムーリスi
10.45　ビバ！マリア
	 ブリジット・バルドーi
０.50　ゴールド・ハンター	


600キロの金塊を追え！
２.458D鉄道員
４.50　パリの灯は遠く


７.00　スターチャンネル	4Kスペシャル
	 「Our	Cinema	Paradise」
７.30　クレオパトラ（1963）


［最高画質版］	Cあり
０.005魅せられて
２.10　デアボリカ
	 ジュリエット・ミルズi
４.108D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
６.00　プリンス・オブ・シティ
	 トリート・
	 ウィリアムズi
９.005遊星からの物体X
	 カート・ラッセルi
11.005グリーン・ゾーン
１.00　窓・ベッドルームの女
３.00　マイ・フェア・レディ	


Cあり


６.005ユナイテッド93
８.00　ヨンガシ	変種増殖


THE	映画遺産
10.00　パリは霧にぬれて
11.455アジャストメント
１.405マリリン・モンロー	
	 瞳の中の秘密
	 マリリン・モンローi
３.40　郵便配達は二度ベルを
	 鳴らす（1981）
５.45　I	AM	パトリック・
	 スウェイジ
	 パトリック・スウェイジi
７.20　ブラック・ドッグ
	 パトリック・スウェイジi
９.00　国際諜報局
11.00　夕陽のガンマン
１.20　続・夕陽のガンマン／
	 地獄の決斗
４.305サッドヒルを掘り返せ


７.508おかしなおかしな大泥棒
９.505さよなら、アドルフ
０.005大列車強盗(1979)
２.00　ピアノ・レッスン
	 ホリー・ハンターi
４.155ザ・インタープリター
	 ニコール・キッドマンi
６.45　ザ・タワー	超高層ビル


大火災
	 ソル・ギョングi
９.005オペラ座の怪人（2004）
	 ジェラルド・バトラーi
11.30　ダイナマイト諜報機関／


クレオパトラ危機突破
	 タマラ・ドブソンi
１.10　ダイナマイト諜報機関／


クレオパトラ	カジノ征服
２.50Dサイコ（1960）
４.505I	AM	アルフレッド・
	 ヒッチコック


６.30　SF最後の巨人
８.105ラブソングができるまで
10.00　大列車強盗団
０.00　シェルタリング・スカイ
２.20　キャリー（1976）
	 シシー・スペイセクi
４.005めまい
	 ジェームズ・
	 スチュアートi
６.155セント・オブ・ウーマン	


夢の香り
	 アル・パチーノi
９.005テッド
	 マーク・ウォルバーグi
10.505Dシンドラーのリスト
	 リーアム・ニーソンi
２.108裸の拍車
３.50　追跡者（1971）
５.40　デュラン・デュラン	
	 アンステージド


７.45Dいぬ
９.455サタデー・ナイト・
	 フィーバー


THE	映画遺産
０.00　オルカ
１.455アポロ13
４.158D揺れる大地
	 アントニオ・
	 アルチディアコノi
７.10　大いなる眠り
９.005インサイド・マン
	 デンゼル・ワシントンi
11.15　スーパー・スキャンダル


・マーケット
０.50　すぎ去りし日の…
２.20D殺し（1962）
	 ［HDレストア版］
４.00　情迷香港電影②
４.15　プリズン・オン・
	 ファイアー


６.15　ゴールド・ハンター	
600キロの金塊を追え！


８.005エイリアン2［完全版］
10.40　大いなる眠り
	 ロバート・ミッチャムi
０.305ラブソングができるまで
	 ヒュー・グラントi
２.20Dサイコ（1960）
	 アンソニー・
	 パーキンスi
４.20　デュラン・デュラン	ア


ンステージド
	 デュラン・デュラン
６.30　鷲は舞いおりた
	 マイケル・ケインi
９.005マリリン・モンロー	
	 瞳の中の秘密
	 マリリン・モンローi
11.00　大列車強盗団


（1.00～7.00放送休止）


７.00　マイ・フェア・レディ	
Cあり


10.00　追跡者（1971）
THE	映画遺産


０.00　草の上の昼食
１.405HUNGER／ハンガー
３.20　地中海殺人事件
	 ピーター・ユスティノフi
５.205フォーン・ブース
	 コリン・ファレルi
６.45　海辺の家
	 ケヴィン・クラインi
９.005アウトブレイク
	 ダスティン・ホフマンi
11.20Dシシリーの黒い霧
	 フランク・ウォルフi
１.40　裏窓（1954）
３.408チャタレイ夫人の恋人


（1981）
５.305魅せられて


７.458裸の拍車
９.30D昼下りの情事
０.00　ダイナマイト諜報機関／


クレオパトラ危機突破
１.408Dランジュ氏の犯罪


［HDレストア版］
３.10　クリスタル殺人事件
５.005さよなら、アドルフ
	 ザスキア・
	 ローゼンダールi
７.00Dいぬ
	 ジャン＝ポール・
	 ベルモンドi
９.005ハーフ・ア・チャンス
	 アラン・ドロンi
11.00　アングスト	不安
	 アーウィン・レダーi
０.40　ピアノ・レッスン
２.50　少女は砂漠を越えて
４.30D史上最大の作戦


７.455めまい
10.00　シャレード（1963）
０.00　ダイナマイト諜報機関／


クレオパトラ	カジノ征服
	 タマラ・ドブソンi
１.405サタデー・ナイト・
	 フィーバー
	 ジョン・トラヴォルタi
３.455刑事ジョン・ブック／
	 目撃者
	 ハリソン・フォードi
５.405ライトスタッフ［完全版］
	 サム・シェパードi
９.005クラウド	アトラス
	 トム・ハンクスi
０.005エイリアンVS.	


プレデター
	 サナ・レイサンi
１.458D揺れる大地
４.30　004／アタック作戦


６.10　スーパー・スキャンダル
・マーケット


７.505ザ・インタープリター
THE	映画遺産


10.005遊星からの物体X
	 カート・ラッセルi
０.005オペラ座の怪人（2004）
	 ジェラルド・バトラーi
２.30　ザ・タワー	超高層ビル


大火災
	 ソル・ギョングi
４.45　ビバ！マリア
	 ブリジット・バルドーi
７.005大列車強盗(1979)
	 ショーン・コネリーi
９.005グリーン・ゾーン
	 マット・デイモンi
11.105DAGON
１.005スーパー！
２.45　ジャイアンツ	Cあり


６.50　ドッグ
８.308Dナイト・オブ・ザ・
	 リビング・デッド／
	 ゾンビの誕生
10.105パリの恋人
０.005スウィーニー・トッド	
	 フリート街の悪魔の理髪師
２.15　郵便配達は二度ベルを
	 鳴らす（1981）
４.308D郵便配達は二度ベルを


鳴らす（1942）
６.455ヒューゴの不思議な発明
９.00　ブラック・ドッグ
	 パトリック・スウェイジi
10.40　I	AM	パトリック・
	 スウェイジ
０.308Dバルカン超特急
２.20　ウンギョ	青い蜜
４.50　潮風とベーコンサンドと


ヘミングウェイ


７.005ザ・ブルード／
	 怒りのメタファー
８.40　すぎ去りし日の…
10.10D噂の二人
０.008D賭博師ボブ
	 ［HDレストア版］
１.50　スターチャンネル	4Kスペシャル
	 「Our	Cinema	Paradise」
２.20　ナイル殺人事件（1978）
４.505ユナイテッド93
６.50　フレンジー
	 ジョン・フィンチi
９.005チキ・チキ・バン・バン	
	 Cあり
	 ディック・ヴァン・
	 ダイクi
11.30　ヨンガシ	変種増殖
１.30　ザ・ヤクザ
３.30　SF最後の巨人
５.108おかしなおかしな大泥棒


６.005チキ・チキ・バン・バン	
Cあり


８.405ヒューゴの不思議な発明
11.005ハーフ・ア・チャンス
１.005クラウド	アトラス
	 トム・ハンクスi
「オードリー・ヘプバーン映画祭　2022」


開催記念特集：麗しのオードリー
４.00　マイ・フェア・レディ	
	 Cあり
	 オードリー・ヘプバーンi
７.00D噂の二人
	 オードリー・ヘプバーンi
９.00　シャレード（1963）
	 オードリー・ヘプバーンi
11.00　ランジュ・ノワール／
	 甘い媚薬
０.50　フレンジー
３.005HUNGER／ハンガー
４.50　プリンス・オブ・シティ


６.55　情迷香港電影③
７.10　ルージュ
８.50　ブラック・ドッグ
10.20　I	AM	パトリック・
	 スウェイジ


THE	映画遺産
０.005遊星からの物体X
２.005エルム街の悪夢（2010）
３.40　少女は砂漠を越えて
５.20　SF最後の巨人
７.00　窓・ベッドルームの女


英国王室特集
９.00　エリザベス
11.10　潮風とベーコンサンドと


ヘミングウェイ
１.208Dナイト・オブ・ザ・リビ


ング・デッド／ゾンビの誕生
３.005ユナイテッド93
５.008D賭博師ボブ
	 ［HDレストア版］


６.50　004／アタック作戦
８.30D殺し（1962）
	 ［HDレストア版］
10.10　魔性の女スパイ
０.00　クレオパトラ（1963）


［最高画質版］	Cあり
４.30　ヨンガシ	変種増殖
６.305アポロ13
『エリザベス　女王陛下の微笑み』


公開記念：英国王室特集
９.005エリザベス：
	 ゴールデン・エイジ
	 ケイト・
	 ブランシェットi
11.108D郵便配達は二度ベルを


鳴らす（1942）
１.20　ナイル殺人事件（1978）
３.50　ドッグ
５.30　スターチャンネル	4Kスペシャル


「Our	Cinema	Paradise」


６.00　ザ・ヤクザ
８.00Dシシリーの黒い霧
10.10　スフィンクス（2010）
０.005ザ・ブルード／
	 怒りのメタファー
１.45　ビバ！マリア
３.50　追跡者（1971）
	 バート・ランカスターi
５.45D史上最大の作戦
	 ジョン・ウェインi
『エリザベス　女王陛下の微笑み』


公開記念：英国王室特集
９.00　クィーン
	 ヘレン・ミレンi
10.50　郵便配達は二度ベルを鳴


らす（1981）
	 ジャック・ニコルソンi
１.00　地中海殺人事件
３.00　すぎ去りし日の…
４.30　アングスト	不安


６.00　クリスタル殺人事件
７.50　引き裂かれたカーテン


THE	映画遺産
10.00　オルカ
11.40　カジノ
２.405落下の王国
「オードリー・ヘプバーン映画祭　2022」


開催記念特集：麗しのオードリー
４.40D昼下りの情事
	 オードリー・
	 ヘプバーンi
７.005パリの恋人
	 オードリー・
	 ヘプバーンi
９.008Dローマの休日
	 オードリー・
	 ヘプバーンi
11.00　ウンギョ	青い蜜
１.205アウトブレイク
３.40　海辺の家


７.00　情迷香港電影①
７.15　桃（タオ）さんのしあわせ
９.30　夕陽のガンマン
０.005テッド
	 マーク・ウォルバーグi
２.008D鉄道員
	 ピエトロ・ジェルミi
４.00　クンドゥン
	 テンジン・トゥダブ・
	 ツァロンi
６.30　シェルタリング・スカイ
	 デブラ・ウィンガーi
９.00　キャリー（1976）
	 シシー・スペイセクi
10.505アジャストメント
	 マット・デイモンi
０.50　パリの灯は遠く
	 アラン・ドロンi
３.005ザ・フライ
４.508D荒野の決闘


６.45　情迷香港電影②
７.00　プリズン・オン・
	 ファイアー
８.50　続・夕陽のガンマン／
	 地獄の決斗
０.005サッドヒルを掘り返せ
１.40　裏窓（1954）
３.50D白いリボン
	 クリスティアン・
	 フリーデルi
６.30　リトル・ブッダ
	 キアヌ・リーヴスi
９.008Dバルカン超特急
	 マーガレット・
	 ロックウッドi
10.455インサイド・マン
１.005魅せられて
３.00　デアボリカ
４.505スウィーニー・トッド	
	 フリート街の悪魔の理髪師


７.005エルム街の悪夢（2010）
	 ジャッキー・アール・
	 ヘイリーi
８.405ライトスタッフ［完全版］
	 サム・シェパードi
０.00　ランジュ・ノワール／
	 甘い媚薬
	 シルビー・ヴァルタンi
１.50D史上最大の作戦
	 ジョン・ウェインi
４.50　スフィンクス（2010）
	 セシル・ド・フランスi
６.455アウトブレイク
	 ダスティン・ホフマンi
９.00　鷲は舞いおりた
	 マイケル・ケインi
11.30　カジノ
	 ロバート・デ・ニーロi
２.30D昼下りの情事
４.50　裏窓（1954）


７.008D揺れる大地
９.50　海辺の家
０.00　ウンギョ	青い蜜
２.30Dいぬ
	 ジャン＝ポール・
	 ベルモンドi
４.305サタデー・ナイト・
	 フィーバー
	 ジョン・トラヴォルタi
６.45　潮風とベーコンサンドと


ヘミングウェイ
	 リチャード・ハリスi
９.008Dランジュ氏の犯罪


［HDレストア版］
	 ルネ・ルフェーヴルi
10.305落下の王国
	 リー・ペイスi
０.305フォーン・ブース
２.005パリの恋人
４.00　引き裂かれたカーテン


６.15　アングスト	不安
８.005ハーフ・ア・チャンス
10.008おかしなおかしな大泥棒


THE	映画遺産
０.00　パリは霧にぬれて
	 フェイ・ダナウェイi
１.458D荒野の決闘
３.305チキ・チキ・バン・バン	


Cあり
	 ディック・ヴァン・
	 ダイクi
６.005プライベート・ライアン
	 トム・ハンクスi
９.00　クンドゥン
	 テンジン・トゥダブ・
	 ツァロンi
11.205セント・オブ・ウーマン	


夢の香り
２.10D噂の二人
４.105めまい


６.308D賭博師ボブ
	 ［HDレストア版］
８.15　フレンジー
10.205I	AM	アルフレッド・
	 ヒッチコック
０.00Dシシリーの黒い霧
２.20　スパイ・バウンド
４.205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
６.30　スターチャンネル	4Kスペシャル


「Our	Cinema	Paradise」
７.00　ザ・ヤクザ
	 ロバート・ミッチャムi
９.00　オルカ
	 リチャード・ハリスi
10.505ヒューゴの不思議な発明
１.155エイリアン2［完全版］
４.00　情迷香港電影③
４.15　ルージュ


７.30　窓・ベッドルームの女
９.305セント・オブ・ウーマン	


夢の香り
０.205グリーン・ゾーン
香港映画を観る。掘る。もっと。
～情迷香港電影スペシャル～
２.30　情迷香港電影①
２.45　桃（タオ）さんのしあわせ
４.55　情迷香港電影②
５.10　プリズン・オン・
	 ファイアー
７.00　情迷香港電影③
７.15　ルージュ
	 レスリー・チャンi
９.005落下の王国
	 リー・ペイスi
11.005アポロ13
１.305テッド
３.20　キャリー（1976）
５.00　大いなる眠り


６.005ザ・フライ
７.40　クンドゥン


THE	映画遺産
10.00　草の上の昼食
11.408Dランジュ氏の犯罪


［HDレストア版］
１.10　ダイナマイト諜報機関／


クレオパトラ危機突破
２.50　ダイナマイト諜報機関／


クレオパトラ	カジノ征服
４.305インサイド・マン
６.45　パリの灯は遠く
	 アラン・ドロンi
９.00　ランジュ・ノワール／
	 甘い媚薬
	 シルビー・ヴァルタンi
10.50　リトル・ブッダ
１.205エルム街の悪夢（2010）
３.00　クレオパトラ（1963）


［最高画質版］	Cあり


６.008D鉄道員
８.105スーパー！
10.005アジャストメント


THE	映画遺産
０.00　鷲は舞いおりた
２.20　004／アタック作戦
４.005クラウド	アトラス
	 トム・ハンクスi
７.00　スパイ・バウンド
	 モニカ・ベルッチi
９.005HUNGER／ハンガー
	 マイケル・
	 ファスベンダーi
10.45　デュラン・デュラン	
	 アンステージド
	 デュラン・デュラン
１.00　シェルタリング・スカイ
３.305DAGON
５.155刑事ジョン・ブック／
	 目撃者


７.158D荒野の決闘
９.00　プリンス・オブ・シティ
０.005ライトスタッフ［完全版］
	 サム・シェパードi
３.20　スーパー・スキャンダル


・マーケット
	 ジョナサン・ザッカイi
５.00　大列車強盗団
	 スタンリー・ベイカーi
７.00Dサイコ（1960）
	 アンソニー・
	 パーキンスi
９.005大列車強盗(1979)
	 ショーン・コネリーi
11.005マリリン・モンロー	
	 瞳の中の秘密
	 マリリン・モンローi
１.00　ザ・タワー	
	 超高層ビル大火災
３.15D白いリボン


６.005オペラ座の怪人（2004）
８.30　ジャイアンツ	Cあり
	 エリザベス・テイラーi
０.005プライベート・ライアン
	 トム・ハンクスi
３.00　引き裂かれたカーテン
	 ポール・ニューマンi
５.205I	AM	アルフレッド・
	 ヒッチコック
	 アルフレッド・
	 ヒッチコックi
７.005ラブソングができるまで
	 ヒュー・グラントi
９.00　カジノ
	 ロバート・デ・ニーロi
０.005ザ・インタープリター
	 ニコール・キッドマンi
２.20　スフィンクス（2010）
４.20D殺し（1962）
	 ［HDレストア版］


火 水 木 金 土 日月
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『Ｉ　ＡＭ　パトリック・スウェイジ』6/6・15・25
© Terry O'Neill Iconic Images


『エリザベス』6/15・26
© 1998 Universal Studios. All Rights Reserved.


『エリザベス：ゴールデン・エイジ』6/16・26
© 2007 Universal Studios.  All Rights Reserved.


英国君主エリザベス2世の初と
なる長編ドキュメンタリー映画


『エリザベス女王陛下の微笑み』
の公開を記念して、英国王室を
題材にした映画作品をお届け。


6/15（水）〜6/17（金）
よる9：00〜 3日連続放送 ほか


『クィーン』
『エリザベス』
『エリザベス：
ゴールデン・エイジ』


STAR CHANNEL MOVIES
『エリザベス　女王陛下の微笑み』


公開記念：英国王室特集


『クィーン』6/17・26
© Granada Screen (2005) Ltd / Pathe Renn Productions SAS / BIM 
Distribuzione


『桃（タオ）さんのしあわせ』6/5・13
©Bona Entertainment Co. Ltd


香港の映画評論家が日本人に向
けて香港映画を解説する番組


「情迷香港電影」。 6月は過去放
送作品と初放送の『モンスター・
ハント』をスターチャンネル1・2
で一挙放送！


6/5（日）午後2：30〜 一挙放送


『桃(タオ)さんのしあわせ』
『プリズン・オン・ファイアー』
『ルージュ』


厳選６作品！香港映画を観る。
掘る。もっと。


〜情迷香港電影スペシャル〜


※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。


http://star-ch.jp


映画ファン必見の厳選作品を
お届けするセレクトチャンネル6 2022


JUN








【音声】


ザ・ユニバース～宇宙の歴


史 


～古代の謎を解明せよ！ 


S2 [二] 他


【新番組】ジャネット・ジ


ャクソン 私の全て [字] 他


【UNTOLD：北朝鮮】


真相！北朝鮮のダーク


な国家秘密 [字] / 


将軍様、あなたのため


に映画を撮ります [字] 


他


ザ・未確認スペシャル  


証拠はそこにある！ S2 [字] 
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00
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 【にっぽんの歴史】THE 歴史列伝 / にっぽん！歴史鑑定  出演：田辺誠一 / 


【にっぽんの歴史】 日本史探究スペシャル ライバルたちの光芒


真相！世界の都市伝説を暴け [二] / ドナルド・トランプ 世界支配への道 [字] / 


モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄 [字] / ナチス権力者：究極の悪 [二] 他


W・シャトナーの世界の怪奇現象 S1 [字] / にっぽん！歴史鑑定  出演：田辺誠一 / 


【UNTOLD：北朝鮮】 真相！北朝鮮のダークな国家秘密 [字] / 将軍様、あなたのために映画を撮ります [字] / 


太陽の下で－真実の北朝鮮－ [字] / アメリカが最も恐れた男 "プーチン" [字]


真相！世界の都市伝説を暴け [二] / ドナルド・トランプ 世界支配への道 [字] / モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄 [字] / 


【UNTOLD：北朝鮮】 真相！北朝鮮のダークな国家秘密 [字] / 将軍様、あなたのために映画を撮ります [字] / 


太陽の下で－真実の北朝鮮－ [字] / アメリカが最も恐れた男 "プーチン" [字] 他
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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


*金曜のみ（19:55～）ルネサンス新世界
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古代の宇宙人 S4～S6 [二] / 古代の宇宙人 決定的証拠を探せ！ [二] / 【UNTOLD：北朝鮮】


将軍様、あなたのために映画を撮ります [字] / 太陽の下で－真実の北朝鮮－ [字]
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アメリカお宝鑑定団 


ポーン・スターズ  [二] 他


ザ・ユニバース～宇宙の歴


史 


～古代の謎を解明せよ！ 


S2 [二] 他


モーガン・フリーマンの華


麗なる脱獄 [字] 他


【UNTOLD：北朝鮮】


真相！北朝鮮のダークな国


家秘密 [字] / 


将軍様、あなたのために映


画を撮ります [字]　他


古代の宇宙人 


S7～S9 


週末一挙マラソン 


[二]


他


古代の宇宙人 S4～S6 [二] / 古代の宇宙人 決定的証拠を探せ！ [二] / 【UNTOLD：北朝鮮】


将軍様、あなたのために映画を撮ります [字] / 太陽の下で－真実の北朝鮮－ [字] 他
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   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  2022年6月


曜日日曜日
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情報番組 情報番組


8


00


アイスロード・トラッカー


ズ～ヒマラヤの断崖絶壁を


走れ！～ [二]


アイスロード・トラッカー


ズ～ヒマラヤの断崖絶壁を


走れ！～ [二]


（6:50～）WALK3000 他
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30


00


00


土曜日金曜日木曜日火曜日曜日


00


水曜日月曜日


6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24


まんが日本史


4.11.18.25


30


5.12.19.26


アメ車カスタム専門 カウンティング・カーズ [二] 


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


30


30


チャールズの名車オークション [字] / ザ・フード ～アメリカやみつきスナック [字] 他


【にっぽんの歴史】


THE 歴史列伝


日本史探究スペシャ


ル 


ライバルたちの光芒


週末一挙マラソン


00 情報番組


ザ・未確認スペシャル  


証拠はそこにある！ S2 [字] 


1.～2. ワニ・ハンター S8 [字] / 3.～22. 解禁！米政府UFO機密調査ファイル S1 S2 [字]  / 


23.～30. 真相！世界の都市伝説を暴け [二] 30


13


30


00 情報番組


古代の宇宙人 S2～S4 [二] 　*火、木曜のみ（12:55～）ルネサンス新世界


7


8


情報番組


23


古代の宇宙人 S2～S4 [二] 
古代の宇宙人 


S7～S9


 


週末一挙マラソン 


[二]
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まんが日本史
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情報番組
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【UNTOLD：北朝鮮】
真相！北朝鮮のダーク
な国家秘密 [字] 他


（20:55～）ルネサンス
新世界


00


30


【UNTOLD：北朝鮮】
真相！北朝鮮のダーク
な国家秘密 [字] / 


将軍様、あなたのため
に映画を撮ります 


[字]　他


●メインテナンス停波
なし


●放送日時・番組内容は変更になる場合があります。


古代の宇宙人 S12 S7～S10 [二]


[二]･･･二カ国語放送
[字]・・・字幕放送
表記なし・・・日本語放送


1.～2. ワニ・ハンター S8 [字] / 3.～21. 解禁！米政府UFO機密調査ファイル S1 S2 [字]  / 


23.～30. 真相！世界の都市伝説を暴け [二] 
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【新番組】ジャネット・ジ


ャクソン 私の全て [字] 他


真相！世界の都市伝


説を暴け [二]


W・シャトナーの世


界の怪奇現象 S1 [字]


週末一挙マラソン


他


W・シャトナーの世界の怪奇現象 S1 [字] / 古代の宇宙人 S3  [二] /


【UNTOLD：北朝鮮】 真相！北朝鮮のダークな国家秘密 [字] / 将軍様、あなたのために映画を撮ります [字] / 


太陽の下で－真実の北朝鮮－ [字] / アメリカが最も恐れた男 "プーチン" [字] 他


真相！世界の都市伝説を暴け [二] / ドナルド・トランプ 世界支配への道 [字] / モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄 [字] / 


【UNTOLD：北朝鮮】 真相！北朝鮮のダークな国家秘密 [字] / 将軍様、あなたのために映画を撮ります [字] / 


太陽の下で－真実の北朝鮮－ [字]  / アメリカが最も恐れた男 "プーチン" [字] 他
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週末一挙マラソン 


[二]


24


21


情報番組


情報番組


ザ・未確認スペシャル  


証拠はそこにある！ S2 [字] 


情報番組
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2022.06 番 組 表


※「PGAツアーハイライト」（PGA_HL）は番組を変更
　して放送する場合がありますのでご了承ください。


※都合により、番組タイトル、番組内容および放送日時が
　変更になることがありますのでご了承ください。


※放送時間が延長する場合、録画予約は自動的に延長
　されません。予め最大延長までの番組の録画をお願い
　いたします。


二ヶ国語放送 初オンエア番組★ 生中継


午
　
前


午
　
後


深
　
夜


午
　
前


午
　
後


深
　
夜


午
　
前


午
　
後


深
　
夜


午
　
前


午
　
後


深
　
夜


午
　
前


午
　
後


深
　
夜


午
　
前


午
　
後


深
　
夜


海外メジャー


国内ツアー ニュース・レッスン・情報番組


PGAツアー チャンピオンズ


その他の競技


PGAツアー


国内女子ツアー


特集・おすすめ番組 海外女子メジャー


（0:30~）機器メンテナンス


7:00 PGAツアー プレーヤーズ #4
7:30タイガー・ウッズ
ドキュメンタリー


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
貞方章男


10:00インフォメーション
10:30プレメン！4 奥嶋誠昭編 #1＆2
11:00プレメン！4 奥嶋誠昭編 #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勝者の条件


池田勇太のマネジメント論 #1＆2
2:30インフォメーション
3:00勝者の条件


池田勇太のマネジメント論 #3＆4
4:00インフォメーション
4:30
二


PGAツアー チャンピオンズ
三菱エレクトリック
クラシック 最終日


6:00インフォメーション
6:30 PGAツアー プレーヤーズ #4
7:00銀座ゴルフ倶楽部


【ヒロミ＆木梨憲武＆中井貴一 vs 佐藤浩市】
8:00
二


海外女子メジャー 2020
全米女子オープン
ゴルフ選手権
最終日
優勝者 :キム・イェリム


11:00★ゴルフ★パラダイス #118
11:30１時間で振り返る


2021全米女子オープン
0:30 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12 ▽0:45 限定！ ギアMAX #2
1:00ひとりゴルフ
貞方章男


2:00インフォメーション


3:00プレメン！4 奥嶋誠昭編 #1＆2
3:30プレメン！4 奥嶋誠昭編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #5
5:30
二


PGAツアー 2019-20
ザ・メモリアル
トーナメント
presented by ネーションワイド
最終日
優勝者 :ジョン・ラーム


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
菅沼菜々


10:00インフォメーション
10:30プレメン！4 高橋友希子編 #1＆2
11:00プレメン！4 高橋友希子編 #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勝者の条件


今平周吾のマネジメント論 #1＆2
2:30インフォメーション
3:00勝者の条件


今平周吾のマネジメント論 #3＆4
4:00インフォメーション
4:30
二


PGAツアー チャンピオンズ
リージョンズトラディション
最終日


6:00インフォメーション
6:30 PGAツアー プレーヤーズ #5
7:00１時間で振り返る
2021全米女子オープン


8:00
二


PGAツアー
チャールズシュワブ
チャレンジ
最終日


11:00海外女子メジャー 2011
全米女子オープン


最終日
優勝者 :ユ・ソヨン


ゴルフ選手権 


1:30 限定！ ギアMAX #2 ▽1:45 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12
2:00
二


二


海外女子メジャー
衛星生中継
全米女子オープン
ゴルフ選手権 1日目


（2:00~）


7:00プレメン！4 奥嶋誠昭編 #1＆2
7:30プレメン！4 奥嶋誠昭編 #3＆4
8:00
二


★PGAツアー
ザ・メモリアル
トーナメント
presented by
ワークデイ
1日目


11:00橋本マナミのリーダーズ #182
11:30インフォメーション
0:00 PGA_HL ▽0:15 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12
0:30プレメン！4 高橋友希子編 #1＆2
1:00インフォメーション
1:30プレメン！4 高橋友希子編 #3＆4
2:00 3ルールレッスン #1 ▽2:15 PGA_HL
2:30インフォメーション
3:00
二


海外女子メジャー
全米女子オープン
ゴルフ選手権
1日目


8:00
二


PGAツアー
ザ・メモリアル
トーナメント
presented by
ワークデイ
1日目


11:00★ギア猿
～ウェッジ＆パターをサルベージ（3）～


0:00銀座ゴルフ倶楽部
【ヒロミ＆木梨憲武＆中井貴一 vs 佐藤浩市】


1:00牧野裕のEnjoy Golf
1:30 PGA_HL ▽1:45 限定！ ギアMAX #2


（2:00~）
二


7:00プレメン！4 高橋友希子編 #1＆2
7:30プレメン！4 高橋友希子編 #3＆4
8:00
二


★PGAツアー
ザ・メモリアル
トーナメント
presented by
ワークデイ
2日目


11:00 TEAM SERIZAWA 426
11:30インフォメーション
0:00★ラキールカップ 第 8回


日本クラブチームゴルフ選手権
▽1:15 限定！ ギアMAX #2


1:30 PGA_HL ▽1:45 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12
2:00Golf Link #28
2:30インフォメーション
3:00銀座ゴルフ倶楽部


【ヒロミ＆木梨憲武＆中井貴一 vs 佐藤浩市】
4:00 PGA_HL ▽4:15 3ルールレッスン #2
4:30インフォメーション
5:00
二


海外女子メジャー
全米女子オープン
ゴルフ選手権
2日目


5:00
二


海外女子メジャー
全米女子オープン
ゴルフ選手権
3日目 二


海外女子メジャー
全米女子オープン
ゴルフ選手権
最終日


10:00
二


PGAツアー
ザ・メモリアル
トーナメント
presented by
ワークデイ
2日目


1:00 PGA_HL ▽1:15 限定！ ギアMAX #2
1:30 PGAツアー プレーヤーズ #1
2:00
二


（2:00~）


7:00インフォメーション
7:30 PGAツアープレーヤーズ ♯11 松山英樹
8:00
二


★PGAツアー
ザ・メモリアル
トーナメント
presented by
ワークデイ
3日目


11:00 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12 ▽11:15 PGA_HL
11:30インフォメーション
0:00銀座ゴルフ倶楽部


【ヒロミ＆木梨憲武＆中井貴一 vs 佐藤浩市】
1:00ギア猿


～ウェッジ＆パターをサルベージ（3）～
2:00 限定！ ギアMAX #2 ▽2:15 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12
2:30インフォメーション
3:00国内シニアツアー  金秀シニア


沖縄オープンゴルフトーナメント2022
4:00 PGA_HL ▽4:15 3ルールレッスン #3
4:30インフォメーション


10:00
二


PGAツアー
ザ・メモリアル
トーナメント
presented by
ワークデイ
3日目


1:00 PGA_HL ▽1:15 限定！ ギアMAX #2
1:30 PGAツアープレーヤーズ ♯11 松山英樹
2:00
二


（2:00~）


7:00 限定！ ギアMAX #2 ▽7:15 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12
7:30タイガー・ウッズ
ドキュメンタリー


8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
森田理香子


10:00インフォメーション
10:30


二


★PGAツアー
ザ・メモリアル
トーナメント
presented by
ワークデイ
最終日


2:30インフォメーション
3:00牧野裕のEnjoy Golf
3:30 PGA_HL ▽3:45 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12
4:00インフォメーション
4:30１時間で振り返る
2021全米オープン


5:30インフォメーション
6:00


11:00★ぎゅっと #219 ▽11:15 PGA_HL
11:30★稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #75


0:30 限定！ ギアMAX #2 ▽0:45 ぎゅっと #219
1:00ひとりゴルフ
森田理香子


2:00インフォメーション


3:00プレメン！4 高橋友希子編 #1＆2
3:30プレメン！4 高橋友希子編 #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 2017-18
RBC
カナディアン
オープン
最終日 後半
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
時松隆光


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 ぎゅっと #219 ▽0:15 3ルールレッスン #1
0:30 3ルールレッスン #2&3
1:00インフォメーション
1:30
二


PGAツアー
ザ・メモリアル
トーナメント
presented by
ワークデイ
最終日


4:30インフォメーション
5:00ぎゅっと #219 ▽5:15 PGA_HL
5:30 PGAツアー プレーヤーズ #6
6:00インフォメーション
6:30
二


PGAツアー 2018-19
RBC
カナディアン
オープン
最終日
優勝者 :ローリー・マキロイ


9:30★スターゴルフマッチⅢ #18
10:00★らく･ごる #50
10:30 ぎゅっと #219 ▽10:45 限定！ ギアMAX #2
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★藤田光里 向上委員会 #83 ▽11:45 ★Turf＆Trip 4  #1
0:00★橋本マナミのリーダーズ #183
0:30ぎゅっと #219 ▽0:45 PGA_HL
1:00ひとりゴルフ
時松隆光


2:00機器メンテナンス


（2:00~）機器メンテナンス


7:00 PGAツアー プレーヤーズ #7
7:30 限定！ ギアMAX #2 ▽7:45 3ルールレッスン #1
8:00 3ルールレッスン #2&3
8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
中西直人


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勝者の条件


堀川未来夢のマネジメント論 #1＆2
2:30インフォメーション
3:00勝者の条件


堀川未来夢のマネジメント論 #3＆4
4:00 PGAツアー プレーヤーズ #7
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
プリンシパルチャリティー
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
ザ・メモリアル
トーナメント
presented by
ワークデイ
最終日


10:00ギア猿
～ウェッジ＆パターをサルベージ（3）～


11:00★ゴルフ★パラダイス #119
11:30


二


PGAツアー チャンピオンズ
プリンシパルチャリティー
クラシック 1日目


1:00ひとりゴルフ
中西直人


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
二


PGAツアー 2016-17
RBC
カナディアン
オープン
最終日 後半
優勝者 :ジョナサン・ベガス


8:30インフォメーション
9:00
二


PGAツアー
ザ・メモリアル
トーナメント
presented by
ワークデイ
1日目


0:00
二


PGAツアー
ザ・メモリアル
トーナメント
presented by
ワークデイ
2日目


3:00ひとりゴルフ
上井邦裕


4:00銀座ゴルフ倶楽部
【ヒロミ＆木梨憲武＆中井貴一 vs 佐藤浩市】


5:00インフォメーション
5:30１時間で振り返る
2021全米オープン


6:30インフォメーション
7:00
二


★PGAツアー チャンピオンズ
プリンシパルチャリティー
クラシック 2日目


8:30
二


★PGAツアー チャンピオンズ
プリンシパルチャリティー 
クラシック 最終日


10:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #75


11:00
二


PGAツアー チャンピオンズ
プリンシパルチャリティー
クラシック 2日目


0:30勝者の条件
今平周吾のマネジメント論 #1＆2


1:30 限定！ ギアMAX #2 ▽1:45 3ルールレッスン #1
2:00インフォメーション


3:00プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2
3:30プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4


4:00
二


PGAツアー
衛星生中継
RBC
カナディアン
オープン
1日目


7:00銀座ゴルフ倶楽部
【ヒロミ＆木梨憲武＆中井貴一 vs 佐藤浩市】


8:00Golf Link #28
8:30インフォメーション
9:00
二


PGAツアー
ザ・メモリアル
トーナメント
presented by
ワークデイ
3日目


0:00
二


PGAツアー
ザ・メモリアル
トーナメント
presented by
ワークデイ
最終日


3:00ひとりゴルフ
中西直人


4:00ギア猿
～ウェッジ＆パターをサルベージ（3）～


5:00インフォメーション
5:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #75


6:30インフォメーション
7:00 PGAツアー プレーヤーズ #9
7:30 PGA_HL ▽7:45 限定！ ギアMAX #2
8:00
二


PGAツアー
RBC
カナディアン
オープン
1日目


11:00
二


PGAツアー チャンピオンズ
プリンシパルチャリティー
クラシック 最終日


0:30勝者の条件
今平周吾のマネジメント論 #3＆4


1:30 PGA_HL ▽1:45 3ルールレッスン #2
2:00インフォメーション


3:00プレメン！3 土手陸編 #1＆2
3:30プレメン！3 土手陸編 #3＆4


4:00
二


PGAツアー
衛星生中継
RBC
カナディアン
オープン
2日目


7:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #75


8:00橋本マナミのリーダーズ #183
8:30 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12 ▽8:45 限定！ ギアMAX #2
9:00勝者の条件


堀川未来夢のマネジメント論 #1＆2
10:00勝者の条件


堀川未来夢のマネジメント論 #3＆4
11:00プレメン！4 高橋友希子編 #1＆2
11:30ギア猿


～ウェッジ＆パターをサルベージ（3）～
0:30
二


海外女子メジャー
全米女子オープン
ゴルフ選手権
最終日


3:30インフォメーション
4:00勝者の条件


浅地洋佑のマネジメント論 #1＆2
5:00勝者の条件


浅地洋佑のマネジメント論 #3＆4
6:00プレメン！4 高橋友希子編 #3＆4
6:30らく･ごる #50
7:00
二


PGAツアー
RBC
カナディアン
オープン
2日目


10:00ひとりゴルフ
稲森佑貴


11:00★銀座ゴルフ倶楽部
【ゲスト花田虎上】


0:00 PGA_HL ▽0:15 限定！ ギアMAX #2
0:30 3ルールレッスン #3 ▽0:45 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12
1:00牧野裕のEnjoy Golf
1:30 PGA_HL ▽1:45 限定！ ギアMAX #2
2:00
二


PGAツアー
衛星生中継
RBCカナディアン
オープン 3日目


（2:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
RBC
カナディアン
オープン
3日目 ※最大延長 午前 8:00


7:00インフォメーション
7:30 3ルールレッスン #1 ▽7:45 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12
8:00勝者の条件


池田勇太のマネジメント論 #1＆2
9:00勝者の条件


池田勇太のマネジメント論 #3＆4
10:00プレメン！4 奥嶋誠昭編 #1＆2
10:30 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12 ▽10:45 限定！ ギアMAX #2
11:00★三ヶ島かな 25 歳の現在地


～ Complete Edition ～
▽0:15 PGAツアーハイライト


0:30★国内シニアツアー
すまいーだカップ
シニアゴルフトーナメント


2:00★ゴルフのたすき2022 #1
2:30インフォメーション
3:00勝者の条件


今平周吾のマネジメント論 #1＆2
4:00勝者の条件


今平周吾のマネジメント論 #3＆4
5:00プレメン！4 奥嶋誠昭編 #3＆4
5:30 PGA_HL ▽5:45 限定！ ギアMAX #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！」 #75


7:00
二


PGAツアー
RBC
カナディアン
オープン
3日目


10:00銀座ゴルフ倶楽部
【ゲスト花田虎上】


11:00 TEAM SERIZAWA 426
11:30ひとりゴルフ
若林舞衣子


0:30 PGAツアー プレーヤーズ #3
1:00 PGA_HL ▽1:15 限定！ ギアMAX #2
1:30ゴルフのたすき2022 #1
2:00
二


PGAツアー
衛星生中継
RBCカナディアン
オープン 最終日


（2:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
RBC
カナディアン
オープン
最終日 ※最大延長 午前 10:30


7:00 限定！ ギアMAX #2 ▽7:15 プレメン！4 #1
7:30勝者の条件


堀川未来夢のマネジメント論 #1＆2
8:30インフォメーション
9:00ひとりゴルフ
上井邦裕


10:00インフォメーション
10:30プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2
11:00プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4
11:30インフォメーション
0:00牧野裕のEnjoy Golf
0:30ゴルフのたすき2022 #1
1:00インフォメーション
1:30 PGA_HL ▽1:45 3ルールレッスン #1
2:00 3ルールレッスン #2＆3
2:30インフォメーション
3:00三ヶ島かな 25 歳の現在地
～Complete Edition ～
▽4:15 PGAツアーハイライト


4:30インフォメーション
5:00
二


PGAツアー
RBC
カナディアン
オープン
最終日


8:00
二


PGAツアー チャンピオンズ
プリンシパルチャリティー
クラシック 2日目


9:30
二


PGAツアー チャンピオンズ
プリンシパルチャリティー
クラシック 最終日


11:00★ぎゅっと #220 ▽11:15 PGA_HL
11:30１時間で振り返る
2021全米オープン


0:30 限定！ ギアMAX #2 ▽0:45 ぎゅっと #220
1:00ひとりゴルフ
上井邦裕


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 #9
5:30
二


PGAツアー
RBC
カナディアン
オープン
3日目


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 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 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #75


1:00インフォメーション
1:30ぎゅっと #220 ▽1:45 PGA_HL
2:00
二


PGAツアー
RBC
カナディアン
オープン
最終日


5:00 ぎゅっと #220 ▽5:15 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12
5:30インフォメーション
6:00
二


海外男子メジャー 2021
全米オープン
ゴルフ選手権


優勝者 :ジョン・ラーム
最終日


9:00ぎゅっと #220 ▽9:15 PGA_HL
9:30スターゴルフマッチⅢ #18
10:00★TEAM SERIZAWA 427
10:30★Golf Link #29
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★藤田光里 向上委員会 #84 ▽11:45 ★Turf＆Trip 4  #2
0:00★橋本マナミのリーダーズ #184
0:30ぎゅっと #220 ▽0:45 PGA_HL
1:00ひとりゴルフ
横田真一


2:00インフォメーション


3:00プレメン！3 市川里菜編 #1＆2
3:30プレメン！3 市川里菜編 #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ゴルトレ！山本邦子


～イメージ通りのスイングへの挑戦～
6:30 3ルールレッスン #1 ▽6:45 限定！ ギアMAX #2
7:00
二


★PGAツアー チャンピオンズ
アメリカンファミリーインシュランス
チャンピオンシップ 1日目


8:30インフォメーション
9:00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 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らく･ごる #50
2:00牧野裕のEnjoy Golf
2:30インフォメーション
3:00
二


海外男子メジャー 2017
全米オープン
ゴルフ選手権
最終日
優勝者 :ブルックス・ケプカ


6:00インフォメーション
6:30
二


PGAツアー
RBC
カナディアン
オープン
最終日


9:30★debut！超精密設計の軽量ブランド誕生！
10:00★ひとりゴルフ
橋添穂


11:00★ゴルフ★パラダイス #120
11:30三ヶ島かな 25 歳の現在地


～Complete Edition ～
▽0:45 限定！ ギアMAX #2


1:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #75


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
二


★PGAツアー チャンピオンズ
アメリカンファミリーインシュランス
チャンピオンシップ 2日目


6:30
二


★PGAツアー チャンピオンズ
アメリカンファミリーインシュランス
チャンピオンシップ 最終日


8:00インフォメーション
8:30三ヶ島かな 25 歳の現在地
～Complete Edition ～
▽9:45 3ルールレッスン #2


10:00インフォメーション
10:30


二


海外男子メジャー 2008
全米オープン
ゴルフ選手権
４日目


1:30インフォメーション
2:00
二


海外男子メジャー 2008
全米オープン
ゴルフ選手権
最終日
優勝者 :タイガー・ウッズ


5:00インフォメーション
5:30Golf Link #29
6:00 debut！超精密設計の軽量ブランド誕生！
6:30インフォメーション
7:00銀座ゴルフ倶楽部
【ゲスト花田虎上】


8:00勝者の条件
池田勇太のマネジメント論 #1＆2


9:00勝者の条件
池田勇太のマネジメント論 #3＆4


10:00
二


海外男子メジャー
衛星生中継
全米オープン
ゴルフ選手権
1日目


（10:00~）
二


海外男子メジャー
衛星生中継
全米オープン


1日目
ゴルフ選手権


9:00 PGAツアー プレーヤーズ #1
9:30 PGAツアー プレーヤーズ #2
10:00インフォメーション
10:30 debut！超精密設計の軽量ブランド誕生！
11:00 TEAM SERIZAWA 427
11:30インフォメーション
0:00
二


海外男子メジャー
全米オープン
ゴルフ選手権
1日目


8:00勝者の条件
今平周吾のマネジメント論 #1＆2


9:00勝者の条件
今平周吾のマネジメント論 #3＆4


10:00
二


9:00 PGAツアー プレーヤーズ #6
9:30 PGAツアー プレーヤーズ #7
10:00三ヶ島かな 25 歳の現在地


～Complete Edition ～
▽11:15 3ルールレッスン #3


11:30インフォメーション
0:00★アース・モンダミンカップへの道
0:30銀座ゴルフ倶楽部
【ゲスト花田虎上】


1:30インフォメーション
2:00
二


海外男子メジャー
全米オープン
ゴルフ選手権
2日目


2:00
二


海外男子メジャー
全米オープン
ゴルフ選手権
3日目


10:00勝者の条件
堀川未来夢のマネジメント論 #1＆2


11:00
二


海外男子メジャー
衛星生中継
全米オープン
ゴルフ選手権
3日目


9:00インフォメーション
9:30 PGAツアープレーヤーズ ♯11 松山英樹
10:00ラキールカップ 第 8回


日本クラブチームゴルフ選手権
▽11:15 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12


11:30インフォメーション
0:00ギア猿


～ウェッジ＆パターをサルベージ（3）～
1:00 debut！超精密設計の軽量ブランド誕生！
1:30インフォメーション


10:00勝者の条件
堀川未来夢のマネジメント論 #3＆4


9:00 限定！ ギアMAX #2 ▽9:15 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12
9:30プレメン！4 赤坂友昭編 #1＆2
10:00インフォメーション
10:30プレメン！4 赤坂友昭編 #3＆4
11:00 debut！超精密設計の軽量ブランド誕生！
11:30インフォメーション
0:00牧野裕のEnjoy Golf
0:30ゴルフのたすき2022 #1
1:00インフォメーション
1:30橋本マナミのリーダーズ #184
2:00アース・モンダミンカップへの道
2:30インフォメーション
3:00
二


海外男子メジャー
全米オープン
ゴルフ選手権
最終日


11:00★ぎゅっと #221 ▽11:15 限定！ ギアMAX #2
11:30ひとりゴルフ
橋添穂


0:30★オンデマンドでみよう！6月号 ▽0:45 ぎゅっと #221
1:00ゴルトレ！山本邦子


～イメージ通りのスイングへの挑戦～
2:00インフォメーション


3:00プレメン！4 赤坂友昭編 #1＆2
3:30プレメン！4 赤坂友昭編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00
二


PGAツアー 2020-21
トラベラーズ
チャンピオンシップ
最終日
優勝者 :ハリス・イングリッシュ


8:00 ぎゅっと #221 ▽8:15 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12
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 市川里菜編 #1＆2
11:00プレメン！3 市川里菜編 #3＆4
11:30インフォメーション
0:00 ぎゅっと #221 ▽0:15 3ルールレッスン #1
0:30 3ルールレッスン #2&3
1:00インフォメーション
1:30ゴルフのたすき2022 #1
2:00 ぎゅっと #221 ▽2:15 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12
2:30インフォメーション
3:00銀座ゴルフ倶楽部
【ゲスト花田虎上】


4:00インフォメーション
4:30ギア猿


～ウェッジ＆パターをサルベージ（3）～
5:30インフォメーション
6:00
二


PGAツアー 2020-21
トラベラーズ
チャンピオンシップ
最終日
優勝者 :ハリス・イングリッシュ


9:00★生田衣梨奈のVSゴルフ4 #1
9:30★スターゴルフマッチⅢ #19
10:00★GOLF BRAIN ナナハチ78 #1 ～堀川未来夢～
10:30 debut！超精密設計の軽量ブランド誕生！
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★藤田光里 向上委員会 #85 ▽11:45 ★Turf＆Trip 4  #3
0:00橋本マナミのリーダーズ #184
0:30ぎゅっと週刊国内ツアー #221


▽0:45 三ヶ島かな 25 歳の現在地
～ Complete Edition ～


2:00インフォメーション


3:00プレメン！4 横田英治編 #1＆2
3:30プレメン！4 横田英治編 #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 ♯11 松山英樹
5:30
二


PGAツアー 2016-17
トラベラーズ
チャンピオンシップ
最終日 後半
優勝者 :ジョーダン・スピース


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 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 debut！超精密設計の軽量ブランド誕生！
0:30ゴルフのたすき2022 #1
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
アメリカンファミリーインシュランス
チャンピオンシップ 最終日


3:00インフォメーション
3:30ゴルフのたすき2022 #1
4:00らく･ごる #50
4:30インフォメーション
5:00三ヶ島かな 25 歳の現在地
～Complete Edition ～
▽6:15 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12


6:30インフォメーション
7:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #75


8:00 TEAM SERIZAWA 427
8:30国内シニアツアー  金秀シニア


沖縄オープンゴルフトーナメント2022
9:30国内シニアツアー
すまいーだカップ
シニアゴルフトーナメント


11:00★ゴルフ★パラダイス #121
11:30アース・モンダミンカップへの道
0:00Golf Link #29
0:30 GOLF BRAIN ナナハチ78 #1 ～堀川未来夢～
1:00牧野裕のEnjoy Golf
1:30 debut！超精密設計の軽量ブランド誕生！
2:00インフォメーション


3:00プレメン！4 奥嶋誠昭編 #1＆2
3:30プレメン！4 奥嶋誠昭編 #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ゴルフのたすき2022 #1
6:00 限定！ ギアMAX #2 ▽6:15 アース・モンダミンカップへの道


二


▽6:45
国内女子ツアー
生中継
アース・モンダミン
カップ


※最大延長 午後 7:00
6:00ゴルフのたすき2022 #1
6:30インフォメーション
7:00三ヶ島かな 25 歳の現在地
～Complete Edition ～
▽8:15 限定！ ギアMAX #2


8:30 debut！超精密設計の軽量ブランド誕生！
9:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #75


10:00
二


国内女子ツアー
アース・モンダミン
カップ
1日目


2:00インフォメーション


3:00プレメン！4 高橋友希子編 #1＆2
3:30プレメン！4 高橋友希子編 #3＆4


4:00
二


PGAツアー
衛星生中継
トラベラーズ
チャンピオンシップ
1日目


二


1日目


※最大延長 午後 7:00
6:00 PGA_HL ▽6:15 3ルールレッスン #1
6:30インフォメーション
7:00
二


PGAツアー
トラベラーズ
チャンピオンシップ
1日目


10:00
二


国内女子ツアー
アース・モンダミン
カップ
2日目


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
二


PGAツアー
衛星生中継
トラベラーズ
チャンピオンシップ
2日目


7:00ギア猿
～ウェッジ＆パターをサルベージ（3）～


8:00
二


★国内女子ツアー
生中継
アース・モンダミン
カップ
3日目


※最大延長 午後 7:00
3:30 PGA_HL ▽3:45 限定！ ギアMAX #2
4:00ひとりゴルフ
橋添穂


5:00 PGA_HL ▽5:15 3ルールレッスン #2
5:30ゴルフのたすき2022 #1
6:00 限定！ ギアMAX #2 ▽6:15 PGA_HL
6:30 debut！超精密設計の軽量ブランド誕生！
7:00
二


PGAツアー
トラベラーズ
チャンピオンシップ
2日目


10:00
二


国内女子ツアー
アース・モンダミン
カップ
3日目


2:00
二


PGAツアー
衛星生中継
トラベラーズ
チャンピオンシップ 3日目


（2:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
トラベラーズ
チャンピオンシップ
3日目


※最大延長 午前 8:00
7:00インフォメーション
7:30ゴルフのたすき2022 #1
8:00
二


★国内女子ツアー
生中継
アース・モンダミン
カップ
最終日


※最大延長 午後 7:00
▽3:45 PGA_HL


4:00勝者の条件
今平周吾のマネジメント論 #1＆2


5:00 3ルールレッスン #3 ▽5:15 PGA_HL
5:30勝者の条件


今平周吾のマネジメント論 #3＆4
6:30 限定！ ギアMAX #2 ▽6:45 PGA_HL
7:00
二


PGAツアー
トラベラーズ
チャンピオンシップ
3日目


10:00
二


国内女子ツアー
アース・モンダミン
カップ
最終日


2:00
二


PGAツアー
衛星生中継
トラベラーズ
チャンピオンシップ 最終日


（2:00~）
二


PGAツアー
衛星生中継
トラベラーズ
チャンピオンシップ
最終日


※最大延長 午前 10:00
7:00 限定！ ギアMAX #2 ▽7:15 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12
7:30タイガー・ウッズ
ドキュメンタリー


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らく･ごる #50
11:00Golf Link #29
11:30インフォメーション
0:00牧野裕のEnjoy Golf
0:30橋本マナミのリーダーズ #184
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！」 #75


2:30インフォメーション
3:00 PGA_HL ▽3:15 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12
3:30 debut！超精密設計の軽量ブランド誕生！
4:00インフォメーション
4:30
二


PGAツアー
トラベラーズ
チャンピオンシップ
最終日


7:30 TEAM SERIZAWA 427
8:00
二


PGAツアー チャンピオンズ
アメリカンファミリーインシュランス
チャンピオンシップ 2日目


9:30
二


PGAツアー チャンピオンズ
アメリカンファミリーインシュランス
チャンピオンシップ 最終日


11:00★ぎゅっと週刊国内ツアー #222
▽11:15 三ヶ島かな 25 歳の現在地
～ Complete Edition ～


0:30 PGA_HL ▽0:45 ぎゅっと #222
1:00ギア猿


～ウェッジ＆パターをサルベージ（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
二


PGAツアー
トラベラーズ
チャンピオンシップ
最終日


8:00 ぎゅっと #222 ▽8:15 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12
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ぎゅっと #222 ▽10:45 PGA_HL
11:00プレメン！4 赤坂友昭編 #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ぎゅっと #222 ▽1:45 PGA_HL
2:00 debut！超精密設計の軽量ブランド誕生！
2:30インフォメーション
3:00
二


海外シニアメジャー
全米シニアオープン
ゴルフ選手権
1日目


6:00インフォメーション
6:30
二


海外シニアメジャー
全米シニアオープン
ゴルフ選手権
2日目


9:30スターゴルフマッチⅢ #19
10:00★


★


★


★


★


TEAM SERIZAWA 428
10:30★Golf Link #30
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★藤田光里 向上委員会 #86 ▽11:45 ★Turf＆Trip 4  #4
0:00★橋本マナミのリーダーズ #185
0:30ぎゅっと #222 ▽0:45 PGA_HL
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 #2
7:30 2014-15 ジョンディアクラシック


最終日 優勝者 :ジョーダン・スピース
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！4 横田英治編 #1＆2
11:00プレメン！4 横田英治編 #3＆4
11:30インフォメーション
0:00勝者の条件


浅地洋佑のマネジメント論 #1＆2
1:00インフォメーション
1:30勝者の条件


浅地洋佑のマネジメント論 #3＆4
2:30インフォメーション
3:00
二


海外シニアメジャー
全米シニアオープン
ゴルフ選手権
3日目


6:00インフォメーション
6:30
二


海外シニアメジャー
全米シニアオープン
ゴルフ選手権
最終日


9:30 GOLF BRAIN ナナハチ78 #1 ～堀川未来夢～
10:00銀座ゴルフ倶楽部
【ゲスト花田虎上】


11:00★ゴルフ★パラダイス #122
11:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #75


0:30 debut！超精密設計の軽量ブランド誕生！
1:00生田衣梨奈のVSゴルフ4 #1
1:30 オンデマンドでみよう！6月号 ▽1:45 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12
2:00インフォメーション


3:00プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2
3:30プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4


4:00インフォメーション


5:00 PGAツアー プレーヤーズ #3
5:30
二


PGAツアー 2020-21
ジョンディア
クラシック
最終日
優勝者 :ルーカス・グローバー


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！4 奥嶋誠昭編 #1＆2
11:00プレメン！4 奥嶋誠昭編 #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勝者の条件


堀川未来夢のマネジメント論 #1＆2
2:30インフォメーション
3:00勝者の条件


堀川未来夢のマネジメント論 #3＆4
4:00ゴルフのたすき2022 #1
4:30インフォメーション
5:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」 #75


6:00 PGAツアー プレーヤーズ #3
6:30インフォメーション
7:00ギア猿


～ウェッジ＆パターをサルベージ（3）～
8:00 GOLF BRAIN ナナハチ78 #1 ～堀川未来夢～
8:30ひとりゴルフ
橋添穂


9:30三ヶ島かな 25 歳の現在地
～Complete Edition ～
▽10:45 限定！ ギアMAX #2


11:00 debut！超精密設計の軽量ブランド誕生！
11:30らく･ごる #50
0:00ゴルフのたすき2022 #1
0:30 ＰＧＡツアー プレーヤーズ＃12 ▽0:45 限定！ ギアMAX #2
1:00ひとりゴルフ
永井花奈


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


★
▽6:45
国内女子ツアー
生中継
アース・モンダミン
カップ
2日目


★


2:00
二


海外女子メジャー
衛星生中継
全米女子オープン
ゴルフ選手権 2日目


海外女子メジャー
衛星生中継
全米女子オープン
ゴルフ選手権 3日目


海外女子メジャー
衛星生中継
全米女子オープン
ゴルフ選手権 最終日


二


海外女子メジャー
衛星生中継
全米女子オープン
ゴルフ選手権


海外女子メジャー
衛星生中継
全米女子オープン
ゴルフ選手権


海外女子メジャー
衛星生中継
全米女子オープン
ゴルフ選手権


海外女子メジャー
衛星生中継
全米女子オープン
ゴルフ選手権


1日目 2日目 3日目 最終日
※最大延長 午前 8:00 ※最大延長 午前 8:00 ※最大延長 午前 8:00 ※最大延長 午前 10:30


海外男子メジャー
衛星生中継
全米オープン
ゴルフ選手権
2日目


11:00
二


海外男子メジャー
衛星生中継
全米オープン
ゴルフ選手権
最終日


※最大延長 午前 10:00


（10:00~）
二


海外男子メジャー
衛星生中継
全米オープン


2日目
ゴルフ選手権


※最大延長 午前 10:00


（11:00~）
二


海外男子メジャー
衛星生中継
全米オープン


3日目
ゴルフ選手権


※最大延長 午前 10:00


（11:00~）
二


海外男子メジャー
衛星生中継
全米オープン


最終日
ゴルフ選手権


※最大延長 午前 11:00


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10：00～20：00 年中無休）














		M+6月_A4_表ol

		M+6月_A4_裏ol
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ＬａＬａ　ＴＶ 2022.05.30-2022.06.05
2022.05.30 2022.05.31 2022.06.01 2022.06.02 2022.06.03 2022.06.04 2022.06.05


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [V]:VOD
[S]:ステレオ [L]:ライブ [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [VC]:VODキャプチャ
[M]:モノラル [初]:初回放送 [休]:休止の場合あり [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [終]:最終回 [A]:Amazon
[多]:音声多重 [CC]:クローズドキャプション [字]:字幕あり [4K]:4K
[SS]:サラウンド [CC初]:字幕初回 [解]:解説放送


00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃４１


27:00


27:30 27:30 27:30


27:00 00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
２


00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
３


00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
４


27:00 00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃３８


23:30


45[S][字][HD]
韓◆トラベルバディーズ＃４


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


00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃３９


25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 26:00 00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃３７


00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃４０


26:00


25:00 00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃５１－５２


00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃５３－５４


00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃５５－５６


25:00 00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃３６


24:00 24:00 24:00


24:30 24:30


22:30 22:30 22:30


23:00 23:00 00[S][字][HD]
韓◆トラベルバディーズ＃３


00[S][終][字][HD]
韓◆先輩、その口紅塗らないで＃１６


23:00


23:30 30[S][初][字][HD]
コール・ザ・ミッドワイフ　ロンドン助産婦
物語　シリーズ３＃３


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


24:30


45[S][HD]片っ端から喫茶店　「デカ盛りの”
飲む”カツ丼」


45[S][HD]片っ端から喫茶店　「女子を魅了
するタワーパフェ」


45[S][HD]片っ端から喫茶店　「民家喫茶で
食べるじゃこトースト」


30[S][初][字][HD]
コール・ザ・ミッドワイフ　ロンドン助産婦
物語　シリーズ３＃４


30[S][初][字][HD]
コール・ザ・ミッドワイフ　ロンドン助産婦
物語　シリーズ３＃５


23:30


21:00 00[S][字][HD]
華◆双嬌伝（そうきょうでん）～運命の姉
妹と2人の皇子～＃１５


21:00


21:30 21:30 30[S][字][HD]
韓◆先輩、その口紅塗らないで＃１５


21:30


22:00 00[S][初][字][HD]
韓◆復讐せよ～あなたの恨み晴らしま
す～＃３


00[S][初][字][HD]
韓◆復讐せよ～あなたの恨み晴らしま
す～＃４


00[S][初][字][HD]
韓◆復讐せよ～あなたの恨み晴らしま
す～＃５


22:00 00[S][字][HD]
華◆双嬌伝（そうきょうでん）～運命の姉
妹と2人の皇子～＃１６


22:00


00[S][字][HD]
華◆双嬌伝（そうきょうでん）～運命の姉
妹と2人の皇子～＃１３


19:00


19:30


20:00 00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃８


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃９


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃１０


20:00 00[S][字][HD]
華◆双嬌伝（そうきょうでん）～運命の姉
妹と2人の皇子～＃１４


00[S][字][HD]
韓◆先輩、その口紅塗らないで＃１４


20:00


20:30


19:30 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


19:30 30[S][HD]
インフォメーション


20:30 20:30


21:00 00[S][初][字][HD]
華◆イジワルな君に恋をした～Sweet
First Love～＃１０


00[S][初][字][HD]
華◆イジワルな君に恋をした～Sweet
First Love～＃１１


00[S][初][字][HD]
華◆イジワルな君に恋をした～Sweet
First Love～＃１２


17:30


45[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（２４）


45[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（２６）


45[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（２８）


45[S][HD]
インフォメーション


18:00 00[S][初][字][HD]
韓◆村の軽洋食＃７


00[S][初][字][HD]
韓◆村の軽洋食＃８


00[S][初][字][HD]
韓◆村の軽洋食＃９


18:00


17:30 30[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（２３）


30[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（２５）


30[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（２７）


17:30 30[S][字][HD]
華◆琉璃＃４２


18:00


15[S][字][HD]
韓◆先輩、その口紅塗らないで＃１３


18:30 18:30 30[S][HD]
インフォメーション


18:30


19:00 19:00


45[S][HD]
インフォメーション


17:00 17:00 17:00


15[S][初][HD]片っ端から喫茶店　「西成の
一見さんは入れない喫茶店」


15[S][初][HD]片っ端から喫茶店　「絶品ぜ
んざい＆あべ川餅」


15[S][初][HD]片っ端から喫茶店　「ミルク
ボーイが心から愛する喫茶店」


16:00 16:00


15[S][HD]インフォメーション


16:30 16:30 30[S][字][HD]
華◆琉璃＃４１


30[S][字][HD]
韓◆先輩、その口紅塗らないで＃１２


16:30


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]
インフォメーション


00[S][字][HD]
韓◆先輩、その口紅塗らないで＃１１


15:00


15:30 30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃３５－３６


30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃３７－３８


30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃３９－４０


15:30 30[S][字][HD]
華◆琉璃＃４０


15:30


16:00


15:00 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


15:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[M][初][字][HD]
華◆恋愛先生 MR・RIGHT＃４０


14:00 00[S][字][HD]
華◆琉璃＃３９


14:00


14:30 14:30 14:30


45[S][HD]インフォメーション


13:30 13:30 30[S][字][HD]
韓◆先輩、その口紅塗らないで＃１０


13:30


45[S][HD]片っ端から喫茶店　「ねこカフェと
おじさん」


45[S][HD]片っ端から喫茶店　「手作りケー
キとお紅茶」


45[S][HD]片っ端から喫茶店　「フレンチトー
ストと占い」


14:00 00[M][初][字][HD]
華◆恋愛先生 MR・RIGHT＃３８


00[M][初][字][HD]
華◆恋愛先生 MR・RIGHT＃３９


12:00 00[S][字][HD]
韓◆雲が描いた月明り＃４


00[S][字][HD]
韓◆雲が描いた月明り＃５


00[S][字][HD]
韓◆雲が描いた月明り＃６


12:00 00[S][字][HD]
華◆琉璃＃３７


00[S][字][HD]
韓◆先輩、その口紅塗らないで＃９


12:00


12:30 12:30 12:30


13:00 13:00 00[S][字][HD]
華◆琉璃＃３８


13:00


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


10:00


10:30 10:30 30[S][HD]
もふもふモフモフ 「杉野遥亮　草津温泉
もふ旅！銀座のお姉さん自宅突撃！」


30[S][字][HD]
韓◆イケメンブロマンス （イ・ギグァン、
ソン・ドンウン（Highlight））


10:30


11:00 11:00 00[S][HD]
クワバタオハラのゆかいな更年期＃５


11:00


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


11:30 30[S][初][字][HD]
５つ子ベビー成長記＃３３


30[S][初][字][HD]
５つ子ベビー成長記＃３４


30[S][初][字][HD]
５つ子ベビー成長記＃３５


11:30 30[S][HD]
インフォメーション


11:30


10:00 00[S][字][HD]
探偵ミス・フィッシャー～華麗なる事件簿
～　シーズン２＃６


00[S][字][HD]
探偵ミス・フィッシャー～華麗なる事件簿
～　シーズン２＃７


00[S][字][HD]
探偵ミス・フィッシャー～華麗なる事件簿
～　シーズン２＃８


10:00 00[S][HD]
インフォメーション


15[S][字][HD]
韓◆三食ごはん　海辺の牧場編＃９


15[S][字][HD]
韓◆三食ごはん　海辺の牧場編＃１０


08:30 08:30


09:00 09:00


09:30 30[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


08:00 00[S][字][HD]
韓◆産後ケアセンター（原題）＃７


00[S][終][字][HD]
韓◆産後ケアセンター（原題）＃８


00[S][字][HD]
韓◆浪漫ドクター キム・サブ２＃１


08:00 00[S][HD]インフォメーション 00[S][HD]インフォメーション 08:00


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


09:30 09:30


08:30


09:00


06:00 00[S][字][HD]
華◆侠客探偵 簡不知（かんふち）＃１５


00[M][字][HD]
華◆シンデレラ・ラブ＃１５


06:00


06:30


07:00 00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃１５


00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃１６


00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃１７


07:00 00[S][字][HD]
華◆侠客探偵 簡不知（かんふち）＃１６


00[M][字][HD]
華◆シンデレラ・ラブ＃１６


07:00


07:30 07:30 07:30


00[M][字][HD]
華◆シンデレラ・ラブ＃１３


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 00[S][字][HD]
韓◆感性キャンピング＃９


00[S][字][HD]
韓◆感性キャンピング＃１０


05:00 00[S][字][HD]
華◆侠客探偵 簡不知（かんふち）＃１４


04:00 ～[S][初]
メンテナンス停波


00[S][字][HD]
2gether＃６


00[S][字][HD]
2gether＃７


04:00 00[S][字][HD]
華◆侠客探偵 簡不知（かんふち）＃１３


06:30 06:30


00[M][字][HD]
華◆シンデレラ・ラブ＃１４


05:00


05:30 05:30 05:30


06:00
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ＬａＬａ　ＴＶ 2022.06.06-2022.06.12
2022.06.06 2022.06.07 2022.06.08 2022.06.09 2022.06.10 2022.06.11 2022.06.12


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [V]:VOD
[S]:ステレオ [L]:ライブ [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [VC]:VODキャプチャ
[M]:モノラル [初]:初回放送 [休]:休止の場合あり [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [終]:最終回 [A]:Amazon
[多]:音声多重 [CC]:クローズドキャプション [字]:字幕あり [4K]:4K
[SS]:サラウンド [CC初]:字幕初回 [解]:解説放送


30[S][HD]
インフォメーション


26:30


27:30 27:30


26:30


27:00 00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
５


00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
６


00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
７


00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
８


27:00 00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃４４


00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃４７


27:00


25:00 00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃４２


00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃４５


25:00


25:30 25:30 25:30


25:00 00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃５７－５８


00[S][HD]
やまと尼寺　精進日記　「季節のめぐみ
献立帳」


00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃５９－６０


00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃６１－６２


00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃６３－６４


26:00 00[S]
メンテナンス停波


27:30


26:00 00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃４３


00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃４６


26:00


26:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
クワバタオハラのゆかいな更年期＃５


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][初][終][字][HD]
コール・ザ・ミッドワイフ　ロンドン助産婦
物語　シリーズ３＃８


30[S][初][字][HD]
アルゼンチーナ～情熱と復讐の果て～
＃1


30[S][初][字][HD]
アルゼンチーナ～情熱と復讐の果て～
＃２


24:30 30[S][HD]
インフォメーション


24:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


24:30


45[S][HD]片っ端から喫茶店　「西成の一見
さんは入れない喫茶店」


45[S][HD]片っ端から喫茶店　「絶品ぜんざ
い＆あべ川餅」


45[S][HD]片っ端から喫茶店　「ミルクボー
イが心から愛する喫茶店」


23:30 23:30


45[S][字][HD]
韓◆トラベルバディーズ＃６


21:30


22:00 00[S][字][HD]
華◆双嬌伝（そうきょうでん）～運命の姉
妹と2人の皇子～＃２０


22:00


22:30 22:30 22:30


23:00 23:00 00[S][字][HD]
韓◆トラベルバディーズ＃５


00[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃８


23:00


00[S][初][字][HD]
韓◆復讐せよ～あなたの恨み晴らしま
す～＃６


00[S][初][字][HD]
韓◆復讐せよ～あなたの恨み晴らしま
す～＃７


00[S][初][字][HD]
韓◆復讐せよ～あなたの恨み晴らしま
す～＃８


00[S][初][字][HD]
韓◆復讐せよ～あなたの恨み晴らしま
す～＃９


00[S][初][字][HD]
韓◆復讐せよ～あなたの恨み晴らしま
す～＃１０


22:00


24:00 24:00 24:00


23:30 30[S][初][字][HD]
コール・ザ・ミッドワイフ　ロンドン助産婦
物語　シリーズ３＃６


30[S][初][字][HD]
コール・ザ・ミッドワイフ　ロンドン助産婦
物語　シリーズ３＃７


00[S][字][HD]
華◆双嬌伝（そうきょうでん）～運命の姉
妹と2人の皇子～＃１８


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[S][初][字][HD]
華◆イジワルな君に恋をした～Sweet
First Love～＃１３


00[S][初][字][HD]
華◆イジワルな君に恋をした～Sweet
First Love～＃１４


00[S][初][字][HD]
華◆イジワルな君に恋をした～Sweet
First Love～＃１５


00[S][初][字][HD]
華◆イジワルな君に恋をした～Sweet
First Love～＃１６


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃１１


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃１２


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃１３


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃１４


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃１５


20:00


00[S][初][字][HD]
華◆イジワルな君に恋をした～Sweet
First Love～＃１７


21:00 00[S][字][HD]
華◆双嬌伝（そうきょうでん）～運命の姉
妹と2人の皇子～＃１９


00[S][HD]
インフォメーション


21:00


21:30 21:30 30[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃７


18:00


18:30 18:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃５


18:30


19:00 19:00


18:00 00[S][初][字][HD]
韓◆村の軽洋食＃１０


00[S][初][字][HD]
韓◆村の軽洋食＃１１


00[S][初][終][字][HD]
韓◆村の軽洋食＃１２


00[S][初][字][HD]
韓◆ハネムーンゲストハウス＃１


00[S][初][字][HD]
韓◆ハネムーンゲストハウス＃２


00[S][字][HD]
華◆双嬌伝（そうきょうでん）～運命の姉
妹と2人の皇子～＃１７


19:00


19:30 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


19:30 19:30


45[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃６20:00


15:30


16:00 16:00


17:30


45[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（３０）


45[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（３２）


45[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（３４）


45[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（３６）


45[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（３８）


17:30 30[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（２９）


30[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（３１）


30[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（３３）


30[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（３５）


30[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（３７）


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


45[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃４


17:30 30[S][字][HD]
華◆琉璃＃４８


30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃４９－５０


15:30 30[S][字][HD]
華◆琉璃＃４６


18:00 00[S][HD]
インフォメーション


16:00


16:30 16:30 30[S][字][HD]
華◆琉璃＃４７


15:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]インフォメーション 15:00


15[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃３15:30 30[S][初][字][HD]


韓◆チャンファ、ホンリョン＃４１－４２
30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃４３－４４


30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃４５－４６


30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃４７－４８


17:00 17:00 17:00


15[S][初][HD]片っ端から喫茶店　「希少な
バターコーヒー豆とは」


15[S][初][HD]片っ端から喫茶店　「美女三
人衆が営む本格喫茶」


15[S][初][HD]片っ端から喫茶店　「ねこカ
フェと元プロ野球選手」


15[S][初][HD]片っ端から喫茶店　「「ひやし
あめ」と謎の占い」


15[S][初][HD]片っ端から喫茶店　「星野監
督との思い出詰まった喫茶店」


30[S][HD]インフォメーション 16:30


15[S][HD]
インフォメーション


15[S][HD]
インフォメーション


14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 00[S][HD]
もふもふモフモフ 「鈴木砂羽ニャンコ激
写！丸亀城のお殿様ニャンコ」


00[S][HD]
もふもふモフモフ 「佐野勇斗のもふもふ
書道！足が不自由なニャンコ感動物
語！」


00[S][HD]
もふもふモフモフ 「小関裕太愛犬に手作
りハンバーグ！数の大小当てる超絶ワ
ンコ！？」


00[S][HD]
もふもふモフモフ 「“猫島”上陸！アルパ
カ登場！砂羽ニャンコ激写！」


00[S][HD]
もふもふモフモフ 「稲葉友が温泉入浴！
ワンニャンにほっこり」


14:00 00[M][初][字][HD]
華◆恋愛先生 MR・RIGHT＃４１


00[M][初][字][HD]
華◆恋愛先生 MR・RIGHT＃４２


00[M][初][字][HD]
華◆恋愛先生 MR・RIGHT＃４３


00[M][初][字][HD]
華◆恋愛先生 MR・RIGHT＃４４


00[M][初][終][字][HD]
華◆恋愛先生 MR・RIGHT＃４５


13:30


00[S][字][HD]
華◆琉璃＃４３


00[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃１


12:00


12:30 12:30 12:30


13:00 13:00 00[S][字][HD]
華◆琉璃＃４４


13:00


13:30 30[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃２


13:30


45[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第１夜


45[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第２夜


45[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第３夜


45[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第４夜


45[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第５夜


14:00 00[S][字][HD]
華◆琉璃＃４５


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


12:00 00[S][字][HD]
韓◆雲が描いた月明り＃７


00[S][字][HD]
韓◆雲が描いた月明り＃８


00[S][字][HD]
韓◆雲が描いた月明り＃９


00[S][字][HD]
韓◆雲が描いた月明り＃１０


00[S][字][HD]
韓◆雲が描いた月明り＃１１


12:00


11:30 30[S][初][字][HD]
５つ子ベビー成長記＃３６


30[S][初][字][HD]
５つ子ベビー成長記＃３７


30[S][初][字][HD]
５つ子ベビー成長記＃３８


30[S][初][字][HD]
５つ子ベビー成長記＃３９


30[S][初][字][HD]
５つ子ベビー成長記＃４０


11:00


15[S][HD]インフォメーション 15[S][HD]インフォメーション 15[S][HD]インフォメーション 15[S][HD]インフォメーション 15[S][HD]インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


10:00


10:30 10:30 30[S][HD]
もふもふモフモフ 「心閉ざす盲目ワンコ
と飼い主の絆！砂羽ネコと人力車旅」


30[S][字][HD]
韓◆イケメンブロマンス （ソンジェ
（BTOB） & ヨンミン、グァンミン
（BOYFRIEND））


10:30


11:00 11:00 00[S][HD]
クワバタオハラのゆかいな更年期＃５


11:30 30[S][HD]
インフォメーション


11:30


10:00 00[S][字][HD]
探偵ミス・フィッシャー～華麗なる事件簿
～　シーズン２＃９


00[S][字][HD]
探偵ミス・フィッシャー～華麗なる事件簿
～　シーズン２＃１０


00[S][字][HD]
探偵ミス・フィッシャー～華麗なる事件簿
～　シーズン２＃１１


00[S][字][HD]
探偵ミス・フィッシャー～華麗なる事件簿
～　シーズン２＃１２


00[S][終][字][HD]
探偵ミス・フィッシャー～華麗なる事件簿
～　シーズン２＃１３


10:00 00[S][HD]
インフォメーション


09:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]インフォメーション 00[S][HD]インフォメーション 08:00


15[S][字][HD]
韓◆三食ごはん　海辺の牧場編＃１１


15[S][終][字][HD]
韓◆三食ごはん　海辺の牧場編＃１２


08:30 08:30


09:00 09:00


09:30 09:30


08:00 00[S][字][HD]
韓◆浪漫ドクター キム・サブ２＃２


00[S][字][HD]
韓◆浪漫ドクター キム・サブ２＃３


00[S][字][HD]
韓◆浪漫ドクター キム・サブ２＃４


00[S][字][HD]
韓◆浪漫ドクター キム・サブ２＃５


00[S][字][HD]
韓◆浪漫ドクター キム・サブ２＃６


08:30


09:00


07:00


08:00


00[S][字][HD]
華◆侠客探偵 簡不知（かんふち）＃２０


00[M][字][HD]
華◆シンデレラ・ラブ＃２０


07:00


07:30 07:30 07:30


07:00 00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃１８


00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃１９


00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃２０


00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃２１


00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃２２


30[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「豚カツ、カツサンド」


05:30 05:30


06:00 06:00 00[S][字][HD]
華◆侠客探偵 簡不知（かんふち）＃１９


00[M][字][HD]
華◆シンデレラ・ラブ＃１９


06:00


15[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「きのこの土鍋ご飯  他」


15[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「きゅうりのたらこあえ  他」06:30 06:30 06:30


04:00 00[S][字][HD]
華◆侠客探偵 簡不知（かんふち）＃１７


00[M][字][HD]
華◆シンデレラ・ラブ＃１７


04:00


04:30 04:30 04:30


04:00 00[S][字][HD]
2gether＃８


00[S][字][HD]
2gether＃９


～[S]
メンテナンス停波


00[S][字][HD]
2gether＃１０


00[S][字][HD]
2gether＃１１


05:00 00[S][字][HD]
韓◆感性キャンピング＃１１


00[S][終][字][HD]
韓◆感性キャンピング＃１２


00[S][HD]
クワバタオハラのゆかいな更年期＃６


00[S][HD]
インフォメーション


05:00 00[S][字][HD]
華◆侠客探偵 簡不知（かんふち）＃１８


00[M][字][HD]
華◆シンデレラ・ラブ＃１８


05:00


05:30 30[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「あんかけ豆腐  他」







週 間 番 組 表 Page：3/5


ＬａＬａ　ＴＶ 2022.06.13-2022.06.19
2022.06.13 2022.06.14 2022.06.15 2022.06.16 2022.06.17 2022.06.18 2022.06.19


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [V]:VOD
[S]:ステレオ [L]:ライブ [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [VC]:VODキャプチャ
[M]:モノラル [初]:初回放送 [休]:休止の場合あり [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [終]:最終回 [A]:Amazon
[多]:音声多重 [CC]:クローズドキャプション [字]:字幕あり [4K]:4K
[SS]:サラウンド [CC初]:字幕初回 [解]:解説放送


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃５０


00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃５３


27:00


27:30 27:30 27:30


30[S][HD]
インフォメーション


26:30 26:30


27:00 00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃１
９


00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
０


00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
１


00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
２


00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
３


27:00


00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃４８


00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃５１


25:00


25:30 25:30 25:30


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


24:30


25:00 00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃６５－６６


00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃６７－６８


00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃６９－７０


00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃７１－７２


00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃７３－７４


25:00


26:00 26:00 00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃４９


00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃５２


26:00


26:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


24:30 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


24:30


30[S][初][字][HD]
アルゼンチーナ～情熱と復讐の果て～
＃４


30[S][初][字][HD]
アルゼンチーナ～情熱と復讐の果て～
＃５


30[S][初][字][HD]
アルゼンチーナ～情熱と復讐の果て～
＃６


30[S][初][字][HD]
アルゼンチーナ～情熱と復讐の果て～
＃７


23:30


23:00 00[S][字][HD]
韓◆トラベルバディーズ＃７


00[S][終][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃１６


23:00


23:30 30[S][初][字][HD]
アルゼンチーナ～情熱と復讐の果て～
＃３


00[S][初][字][HD]
韓◆復讐せよ～あなたの恨み晴らしま
す～＃１３


00[S][初][字][HD]
韓◆復讐せよ～あなたの恨み晴らしま
す～＃１４


00[S][初][字][HD]
韓◆復讐せよ～あなたの恨み晴らしま
す～＃１５


22:00 00[S][字][HD]
華◆双嬌伝（そうきょうでん）～運命の姉
妹と2人の皇子～＃２４


22:00


24:00 24:00 24:00


23:30


45[S][字][HD]
韓◆トラベルバディーズ＃８


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[S][初][字][HD]
華◆イジワルな君に恋をした～Sweet
First Love～＃１８


00[S][初][字][HD]
華◆イジワルな君に恋をした～Sweet
First Love～＃１９


00[S][初][字][HD]
華◆イジワルな君に恋をした～Sweet
First Love～＃２０


00[S][初][字][HD]
華◆イジワルな君に恋をした～Sweet
First Love～＃２１


00[S][初][字][HD]
華◆イジワルな君に恋をした～Sweet
First Love～＃２２


21:00 00[S][字][HD]
華◆双嬌伝（そうきょうでん）～運命の姉
妹と2人の皇子～＃２３


21:00


21:30 21:30 30[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃１５


21:30


22:00 00[S][初][字][HD]
韓◆復讐せよ～あなたの恨み晴らしま
す～＃１１


00[S][初][字][HD]
韓◆復讐せよ～あなたの恨み晴らしま
す～＃１２


22:30 22:30 22:30


23:00


20:00 00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃１６


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃１７


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃１８


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃１９


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃２０


20:00 00[S][字][HD]
華◆双嬌伝（そうきょうでん）～運命の姉
妹と2人の皇子～＃２２


00[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃１４


30[S][HD]
インフォメーション


18:30


19:00 19:00 00[S][字][HD]
華◆双嬌伝（そうきょうでん）～運命の姉
妹と2人の皇子～＃２１


19:00


19:30 19:30 30[S][HD]
インフォメーション


19:30


18:00 00[S][初][字][HD]
韓◆ハネムーンゲストハウス＃３


00[S][初][字][HD]
韓◆ハネムーンゲストハウス＃４


00[S][初][字][HD]
韓◆ハネムーンゲストハウス＃５


00[S][初][字][HD]
韓◆ハネムーンゲストハウス＃６


00[S][初][字][HD]
韓◆ハネムーンゲストハウス＃７


18:30


17:30


45[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大
紀行　日めくり版（４０）


45[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大
紀行　日めくり版（４２）


45[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大
紀行　日めくり版（４４）


45[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大
紀行　日めくり版（４６）


45[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大
紀行　日めくり版（４８）


45[S][HD]
インフォメーション


18:00 18:00


15[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃１３


17:30 30[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大
紀行　日めくり版（３９）


30[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大
紀行　日めくり版（４１）


30[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大
紀行　日めくり版（４３）


30[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大
紀行　日めくり版（４５）


30[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大
紀行　日めくり版（４７）


18:30


17:00 17:00 17:00


15[S][HD]片っ端から喫茶店　「「ひやし
あめ」と謎の占い」


15[S][HD]片っ端から喫茶店　「希少な
バターコーヒー豆とは」


15[S][HD]片っ端から喫茶店　「美女三
人衆が営む本格喫茶」


15[S][HD]片っ端から喫茶店　「見過ごし
厳禁？駄菓子屋喫茶」


15[S][HD]片っ端から喫茶店　「ねこカ
フェと元プロ野球選手」


30[S][字][HD]
華◆琉璃＃５３


30[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃１２


16:30


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


17:30 30[S][字][HD]
華◆琉璃＃５４


30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃５９－６０


15:30 30[S][字][HD]
華◆琉璃＃５２


15:30


16:00 16:00 16:00


15[S][HD]インフォメーション


16:30 16:30


00[S][HD]
インフォメーション


15:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃１１


15:00


15:30 30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃５１－５２


30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃５３－５４


30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃５５－５６


30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃５７－５８


15[S][HD]
インフォメーション


15[S][HD]インフォメーション


00[S][字][HD]
華◆琉璃＃５１


14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 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◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃１


00[S][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃２


00[S][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃３


00[S][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃４


00[S][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃５


14:00


00[S][字][HD]
華◆琉璃＃４９


00[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃９


12:00


12:30 12:30 12:30


13:00 13:00 00[S][字][HD]
華◆琉璃＃５０


13:00


13:30 13:30 30[S][字][HD]
韓◆ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレ
シピ～＃１０


13:30


45[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第６夜


45[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第７夜


45[S][HD]キョートカクテル　シーズン２
第８夜


45[S][HD]片っ端から喫茶店　「老舗喫
茶店の百年珈琲とオールドスタイルドー


45[S][HD]片っ端から喫茶店　「陽気な
店主と極厚タマゴサンド」


14:00


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


12:00 00[S][字][HD]
韓◆雲が描いた月明り＃１２


00[S][字][HD]
韓◆雲が描いた月明り＃１３


00[S][字][HD]
韓◆雲が描いた月明り＃１４


00[S][字][HD]
韓◆雲が描いた月明り＃１５


00[S][字][HD]
韓◆雲が描いた月明り＃１６


12:00


11:30 30[S][初][字][HD]
５つ子ベビー成長記＃４１


30[S][初][字][HD]
５つ子ベビー成長記＃４２


30[S][初][字][HD]
５つ子ベビー成長記＃４３


30[S][初][終][字][HD]
５つ子ベビー成長記＃４４


11:30


00[S][HD]
もふもふモフモフ 「村上虹郎がワンコに
ガン無視？ニャンコ集合“子猫塾”！」


11:00


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]片っ端から喫茶店　「ねこカフェと
おじさん」


15[S][HD]片っ端から喫茶店　「手作りケー
キとお紅茶」


15[S][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃１ 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


10:30 10:30 30[S][HD]
もふもふモフモフ 「稲葉友が箱根もふ
旅！“あさひなぐ”作者ニャンコ直撃！」


30[S][HD]
もふもふモフモフ 「村上虹郎が初対面ワ
ンコとバディに！うたうもふもふデ
グー！」


10:30


09:30 09:30


10:00 00[S][字][HD]
探偵ミス・フィッシャー～華麗なる事件簿
～　シーズン３＃１


00[S][字][HD]
探偵ミス・フィッシャー～華麗なる事件簿
～　シーズン３＃２


00[S][字][HD]
探偵ミス・フィッシャー～華麗なる事件簿
～　シーズン３＃３


00[S][字][HD]
探偵ミス・フィッシャー～華麗なる事件簿
～　シーズン３＃４


00[S][字][HD]
探偵ミス・フィッシャー～華麗なる事件簿
～　シーズン３＃５


10:00 00[S][HD]
インフォメーション


09:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


11:00 11:00 00[S][HD]
クワバタオハラのゆかいな更年期＃６


00[S][HD]インフォメーション 08:00


15[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃１


15[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃２08:30 08:30


09:00 09:00


00[S][HD]
インフォメーション


10:00


08:00 00[S][字][HD]
韓◆浪漫ドクター キム・サブ２＃７


00[S][字][HD]
韓◆浪漫ドクター キム・サブ２＃８


00[S][字][HD]
韓◆浪漫ドクター キム・サブ２＃９


00[S][字][HD]
韓◆浪漫ドクター キム・サブ２＃１０


00[S][字][HD]
韓◆浪漫ドクター キム・サブ２＃１１


08:30


09:00


00[S][終][字][HD]
華◆侠客探偵 簡不知（かんふち）＃２４


08:00 00[S][HD]インフォメーション


07:30 07:30 07:30


06:30 06:30 06:30


07:00 00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃２３


00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃２４


00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃２５


00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃２６


00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃２７


07:00


00[M][字][HD]
華◆シンデレラ・ラブ＃２３


06:00


15[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「ちゃんぽん風スンドゥブチゲ
他」


15[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「牛肉と大根のスープ  他」


15[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「かぼちゃスープ」


15[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「鶏肉のピリ辛炒め  他」


15[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「ミニトマトの浅漬けキムチ
他」


00[M][終][字][HD]
華◆シンデレラ・ラブ＃２４


07:00


30[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「パプリカ茶碗蒸し  他」


30[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「サーモンステーキ」


30[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「牛丼、大根の甘酢漬け」


30[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「太刀魚と大根の煮つけ  他」


06:00


05:00 00[S][字][HD]
華◆侠客探偵 簡不知（かんふち）＃２２


06:00 00[S][字][HD]
華◆侠客探偵 簡不知（かんふち）＃２３


04:30 04:30 04:30


04:00 00[S][字][HD]
2gether＃１２


00[S][終][字][HD]
2gether＃１３


00[S][字][HD]
Still 2gether＃１


00[S][字][HD]
Still 2gether＃２


00[S][字][HD]
Still 2gether＃３


05:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[M][字][HD]
華◆シンデレラ・ラブ＃２２


05:00


15[S][HD]Grandma's Recipes　「つんこ先
生の起舟御膳」


15[S][HD]Grandma's Recipes　「すみこお
ばあちゃんのおせち」


15[S][HD]Grandma's Recipes　「まさみおば
あちゃんのおせち」


05:30 05:30


04:00 00[S][字][HD]
華◆侠客探偵 簡不知（かんふち）＃２１


00[M][字][HD]
華◆シンデレラ・ラブ＃２１


04:00


05:30 30[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「さけのおにぎり」
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ＬａＬａ　ＴＶ 2022.06.20-2022.06.26
2022.06.20 2022.06.21 2022.06.22 2022.06.23 2022.06.24 2022.06.25 2022.06.26


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [V]:VOD
[S]:ステレオ [L]:ライブ [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [VC]:VODキャプチャ
[M]:モノラル [初]:初回放送 [休]:休止の場合あり [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [終]:最終回 [A]:Amazon
[多]:音声多重 [CC]:クローズドキャプション [字]:字幕あり [4K]:4K
[SS]:サラウンド [CC初]:字幕初回 [解]:解説放送


00[S][終][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃５６


00[M][字][HD]
華◆三千鴉（がらす）の恋歌＃３


27:00


27:30 27:30 27:30


30[S][HD]
インフォメーション


26:30 26:30


27:00 00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
４


00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
５


00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
６


00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
７


00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２
８


27:00


26:00 00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃５５


00[M][字][HD]
華◆三千鴉（がらす）の恋歌＃２


26:00


26:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


25:00 00[S][字][HD]
華◆夢幻の桃花～三生三世枕上書～
＃５４


00[M][字][HD]
華◆三千鴉（がらす）の恋歌＃１


25:00


25:30 25:30 25:30


24:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


24:30


25:00 00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃７５－７６


00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃７７－７８


00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃７９－８０


00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃８１－８２


00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃８３－８４


24:30 30[S][HD]
もふもふモフモフ 「吉田鋼太郎と愛犬の
爆笑散歩！２３歳ご長寿ネコの秘密！」


30[S][HD]
もふもふモフモフ 「宝くじ的中３億円ネ
コ！美味ギョーザに砂羽舌鼓！」


30[S][HD]
もふもふモフモフ 「冬のニホンリスに萌
え！岡本玲の愛猫はおっさん好き！」


30[S][HD]
もふもふモフモフ 「杉野遥亮ネコまみれ
草津温泉　子猫と少女別れの手紙」


30[S][HD]
インフォメーション


26:00


00[S][初][字][HD]
韓◆ヘチ 王座への道＃３


00[S][初][字][HD]
韓◆ヘチ 王座への道＃４


22:00 00[S][字][HD]
華◆双嬌伝（そうきょうでん）～運命の姉
妹と2人の皇子～＃２８


30[S][字][HD]
韓◆イケメンブロマンス （リョウク
（SUPER JUNIOR）&パク・ヒョンシク
（ZE:A））


23:30


45[S][終][字][HD]
韓◆トラベルバディーズ＃１０


24:00 24:00 24:00


30[S][初][字][HD]
アルゼンチーナ～情熱と復讐の果て～
＃８


30[S][初][字][HD]
アルゼンチーナ～情熱と復讐の果て～
＃９


30[S][初][字][HD]
アルゼンチーナ～情熱と復讐の果て～
＃１０


30[S][初][字][HD]
アルゼンチーナ～情熱と復讐の果て～
＃１１


30[S][初][字][HD]
アルゼンチーナ～情熱と復讐の果て～
＃１２


23:30


21:30 21:30 21:30


45[S][終][HD]
３０歳まで童貞だと魔法使いになれるら
しい＃１２22:00 00[S][初][終][字][HD]


韓◆復讐せよ～あなたの恨み晴らしま
す～＃１６


21:00 00[S][初][字][HD]
華◆イジワルな君に恋をした～Sweet
First Love～＃２３


00[S][初][終][字][HD]
華◆イジワルな君に恋をした～Sweet
First Love～＃２４


00[S][初][字][HD]
華◆玉楼春～君に詠むロマンス～＃１


00[S][初][字][HD]
華◆玉楼春～君に詠むロマンス～＃２


00[S][初][字][HD]
華◆玉楼春～君に詠むロマンス～＃３


22:00


22:30 22:30 30[S][字][HD]
韓◆イケメンブロマンス （チェ・テジュン
＆ジコ（Block B））


22:30


23:00 23:00 00[S][字][HD]
韓◆トラベルバディーズ＃９


23:00


23:30


00[S][初][字][HD]
韓◆ヘチ 王座への道＃１


00[S][初][字][HD]
韓◆ヘチ 王座への道＃２


20:30 20:30


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃２１


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃２２


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃２３


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃２４


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃２５


20:00


21:00 00[S][字][HD]
華◆双嬌伝（そうきょうでん）～運命の姉
妹と2人の皇子～＃２７


00[S][HD]
３０歳まで童貞だと魔法使いになれるら
しい＃１１


21:00


00[S][字][HD]
韓◆イケメンブロマンス （ホンビン
（VIXX）& ゴンチャン（B1A4））


17:00


15[S][字][HD]
セレブの食卓　「イタリア～サン・マル
ティーノ･アルフィエーリ宮殿～」


15[S][字][HD]
セレブの食卓　「フランス～リュド城～」


15[S][字][HD]
セレブの食卓　「ドイツ～エメラム宮殿
～」


15[S][字][HD]
セレブの食卓　「デンマーク～トラネケア
城～」


15[S][HD]インフォメーション


00[S][初][字][HD]
韓◆見習い社長の営業日誌＃２


19:00 19:00 00[S][字][HD]
華◆双嬌伝（そうきょうでん）～運命の姉
妹と2人の皇子～＃２５


00[S][HD]
インフォメーション


19:00


19:30 19:30 30[S][HD]
３０歳まで童貞だと魔法使いになれるら
しい＃９


19:30


20:00


00[S][初][字][HD]
韓◆見習い社長の営業日誌＃３


18:00


00[S][字][HD]
華◆双嬌伝（そうきょうでん）～運命の姉
妹と2人の皇子～＃２６


20:00


15[S][HD]
３０歳まで童貞だと魔法使いになれるら
しい＃１０20:30


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]
インフォメーション


17:00 17:00


45[S][HD]
３０歳まで童貞だと魔法使いになれるら
しい＃５16:00 16:00 00[S][終][字][HD]


華◆琉璃＃５９


18:00


15[S][HD]
３０歳まで童貞だと魔法使いになれるら
しい＃８18:30 18:30 30[S][HD]


インフォメーション
18:30


17:30 30[S][初][HD]関口知宏の中国鉄道大紀行
日めくり版（４９）


17:30 30[S][HD]
３０歳まで童貞だと魔法使いになれるら
しい＃７


17:30


45[S][初][終][HD]関口知宏の中国鉄道大
紀行　日めくり版（５０）


18:00 00[S][初][字][HD]
韓◆ハネムーンゲストハウス＃８


00[S][初][終][字][HD]
韓◆ハネムーンゲストハウス＃９


00[S][初][字][HD]
韓◆見習い社長の営業日誌＃１


16:00


16:30 16:30 30[S][HD]
３０歳まで童貞だと魔法使いになれるら
しい＃６


16:30


45[S][HD]
もふもふモフモフ 「佐野勇斗秘湯猫に
ほっこり！驚きのかくし芸ブタ！」


15:00


15:30 30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃６１－６２


30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃６３－６４


30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃６５－６６


30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃６７－６８


30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃６９－７０


15:30 30[S][HD]インフォメーション 15:30


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


15:00 00[S][字][HD]
華◆琉璃＃５８


45[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]
インフォメーション


14:00 00[S][字][HD]
華◆琉璃＃５７


00[S][HD]
３０歳まで童貞だと魔法使いになれるら
しい＃３


14:00


14:30 14:30 14:30


45[S][HD]
３０歳まで童貞だと魔法使いになれるら
しい＃４15:00 00[S][HD]


インフォメーション


14:00 00[S][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃６


00[S][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃７


00[S][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃８


00[S][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃９


00[S][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃１０


00[S][字][HD]
華◆琉璃＃５５


00[S][HD]
３０歳まで童貞だと魔法使いになれるら
しい＃１


12:00


13:30 30[S][HD]
もふもふモフモフ 「ニャンコ子育て中の
母さんワンコからお乳！村上虹郎猛ダッ
シュ」


30[S][HD]
もふもふモフモフ 「梶裕貴ニャンコと温
泉ほっこり！飼い主との再会待つワン
コ！」


30[S][HD]
井浦新　アジアハイウェイの風＃１


13:30 30[S][HD]
インフォメーション


45[S][HD]片っ端から喫茶店　「西成で愛さ
れる質屋喫茶店とは」


45[S][HD]片っ端から喫茶店　「92歳のおば
あちゃん喫茶店」


13:00 00[S][字][HD]
華◆琉璃＃５６


12:30 12:30 12:30


45[S][HD]
３０歳まで童貞だと魔法使いになれるら
しい＃２13:00


11:30 11:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


11:30


12:00 00[S][字][HD]
韓◆雲が描いた月明り＃１７


00[S][終][字][HD]
韓◆雲が描いた月明り＃１８


00[S][初][字]
韓◆パリの恋人＃１


00[S][初][字]
韓◆パリの恋人＃２


13:00


15[S][HD]
インフォメーション


15[S][HD]
インフォメーション


15[S][HD]インフォメーション 15[S][HD]インフォメーション 15[S][HD]インフォメーション


13:30


00[S][初][字]
韓◆パリの恋人＃３


12:00


10:30 10:30 30[S][HD]
クワバタオハラのゆかいな更年期＃５


30[S][字][HD]
韓◆イケメンブロマンス （Ｖ（BTS）＆キ
ム・ミンジェ）


10:30


11:00


10:00 00[S][字][HD]
探偵ミス・フィッシャー～華麗なる事件簿
～　シーズン３＃６


00[S][字][HD]
探偵ミス・フィッシャー～華麗なる事件簿
～　シーズン３＃７


00[S][終][字][HD]
探偵ミス・フィッシャー～華麗なる事件簿
～　シーズン３＃８


00[S][字][HD]
Bad Buddy Series＃１


00[S][字][HD]
Bad Buddy Series＃２


11:00 00[S][HD]
クワバタオハラのゆかいな更年期＃６


11:00


15[S][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃２


15[S][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃３


15[S][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃４


15[S][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃５


15[S][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃６


10:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][HD]
インフォメーション


10:00


09:30 09:30


45[S][HD]インフォメーション


08:00 00[S][HD]インフォメーション 00[S][HD]インフォメーション 08:00


15[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃３


15[S][字][HD]
韓◆花よりおじいさん３＜ギリシャ編＞
＃４08:30 08:30


09:00 09:00


08:00 00[S][字][HD]
韓◆浪漫ドクター キム・サブ２＃１２


00[S][字][HD]
韓◆浪漫ドクター キム・サブ２＃１３


00[S][字][HD]
韓◆浪漫ドクター キム・サブ２＃１４


00[S][字][HD]
韓◆浪漫ドクター キム・サブ２＃１５


00[S][終][字][HD]
韓◆浪漫ドクター キム・サブ２＃１６


08:30


09:00


09:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


07:00 00[S][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃４


00[S][字][HD]
華◆お仕事です！～The Arc of Life～
＃４


07:00


07:30 07:30 07:30


07:00 00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃２８


00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃２９


00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃３０


00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃３１


00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃３２


30[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「卵サンド」


30[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「緑茶ゆで豚  他」


30[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「大根と干しえびの煮つけ
他」


05:30 05:30


06:00 06:00 00[S][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃３


00[S][字][HD]
華◆お仕事です！～The Arc of Life～
＃３


06:00


15[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「鶏むね肉としいたけの煮物
他」


15[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「きのこの卵スープ  他」


15[S][字][HD]
韓◆SUPER JUNIORイトゥクのおいしい
韓国レシピ「カルジェビ」06:30 30[S][HD]


インフォメーション
30[S][HD]
インフォメーション


06:30 06:30


04:30 04:30 04:30


04:00 00[S][字][HD]
Still 2gether＃４


00[S][終][字][HD]
Still 2gether＃５


00[S][字][HD]
Tonhon Chonlatee（トンホン・チョンラ
ティー）＃１


00[S][字][HD]
Tonhon Chonlatee（トンホン・チョンラ
ティー）＃２


00[S][字][HD]
Tonhon Chonlatee（トンホン・チョンラ
ティー）＃３


05:00 00[S][HD]
インフォメーション


00[S][字][HD]
韓◆嘘の嘘＃１


00[S][字][HD]
韓◆嘘の嘘＃２


05:00 00[S][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃２


00[S][字][HD]
華◆お仕事です！～The Arc of Life～
＃２


05:00


15[S][HD]片っ端から喫茶店　「星野監督と
の思い出詰まった喫茶店」


15[S][HD]Grandma's Recipes　「さつこおば
あちゃんのおせち」


04:00 00[S][字][HD]
華◆蝶の夢～ロマンスは唇から～＃１


00[S][字][HD]
華◆お仕事です！～The Arc of Life～
＃１


04:00


05:30
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ＬａＬａ　ＴＶ 2022.06.27-2022.07.03
2022.06.27 2022.06.28 2022.06.29 2022.06.30 2022.07.01 2022.07.02 2022.07.03


月 火 水 木 金 土 日


[BB]:IP差替 [吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [V]:VOD
[S]:ステレオ [L]:ライブ [Ｆ]:ノンスクランブル放送 [VC]:VODキャプチャ
[M]:モノラル [初]:初回放送 [休]:休止の場合あり [テ]:ティアビット（ＥＰＧのみノンスク）
[二]:二カ国語 [同]:同日録画 [終]:最終回 [A]:Amazon
[多]:音声多重 [CC]:クローズドキャプション [字]:字幕あり [4K]:4K
[SS]:サラウンド [CC初]:字幕初回 [解]:解説放送


27:00


27:30 27:30 27:30


25:00 00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃８５－８６


00[S]
メンテナンス停波


00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃８７－８８


00[S][字][HD]
韓◆福寿草＃８９－９０


25:00 25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 26:00 26:00


26:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


26:30 26:30


27:00 00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃２９


00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃３０


00[S][字][HD]
華◆花小厨～しあわせの料理帖～＃３１


27:00


23:30


24:00 24:00 24:00


24:30 30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
クワバタオハラのゆかいな更年期＃６


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


24:30


23:30 30[S][初][字][HD]
アルゼンチーナ～情熱と復讐の果て～
＃１３


30[S][初][字][HD]
アルゼンチーナ～情熱と復讐の果て～
＃１４


30[S][初][字][HD]
アルゼンチーナ～情熱と復讐の果て～
＃１５


30[S][初][字][HD]
アルゼンチーナ～情熱と復讐の果て～
＃１６


23:30


24:30


22:00


22:30 22:30 22:30


23:00 23:00 23:00


21:00


21:30 21:30 21:30


22:00 00[S][初][字][HD]
韓◆ヘチ 王座への道＃５


00[S][初][字][HD]
韓◆ヘチ 王座への道＃６


00[S][初][字][HD]
韓◆ヘチ 王座への道＃７


00[S][初][字][HD]
韓◆ヘチ 王座への道＃８


22:00


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[S][初][字][HD]
華◆玉楼春～君に詠むロマンス～＃４


00[S][初][字][HD]
華◆玉楼春～君に詠むロマンス～＃５


00[S][初][字][HD]
華◆玉楼春～君に詠むロマンス～＃６


00[S][初][字][HD]
華◆玉楼春～君に詠むロマンス～＃７


21:00


20:00 00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃２６


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃２７


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃２８


00[S][初][字][HD]
華◆宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査
中～＃２９


20:00


18:30


19:00 19:00 19:00


19:30 19:30 19:30


17:30


18:00 00[S][初][字][HD]
韓◆見習い社長の営業日誌＃４


00[S][初][字][HD]
韓◆見習い社長の営業日誌＃５


00[S][初][字][HD]
韓◆見習い社長の営業日誌＃６


00[S][初][字][HD]
韓◆見習い社長の営業日誌＃７


18:00 18:00


18:30 18:30


16:30 16:30 16:30


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


15:30 30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃７１－７２


30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃７３－７４


30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃７５－７６


30[S][初][字][HD]
韓◆チャンファ、ホンリョン＃７７－７８


15:30


45[S][HD]
インフォメーション


17:00 17:00 17:00


15[S][字][HD]
セレブの食卓　「オーストリア～リーガー
スブルク城～」


15[S][字][HD]
セレブの食卓　「イギリス～チリンガム城
～」


15[S][字][HD]
セレブの食卓　「イタリア～スピオーネ城
～」


15[S][字][HD]
セレブの食卓　「スペイン～エル･リンコン
城～」17:30 17:30


15:00 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


15:00 15:00


15:30


16:00 16:00 16:00


13:30


14:00 00[S][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃１１


00[S][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃１２


00[S][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃１３


00[S][字][HD]
華◆万華楼<ばんかろう>～金糸が紡ぐ
運命の恋～＃１４


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


12:00


12:30 12:30 12:30


13:00 13:00 13:00


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


12:00 00[S][初][字]
韓◆パリの恋人＃４


00[S][初][字]
韓◆パリの恋人＃５


00[S][初][字]
韓◆パリの恋人＃６


00[S][初][字]
韓◆パリの恋人＃７


12:00


15[S][HD]インフォメーション


13:30 30[S][HD]
井浦新　アジアハイウェイの風＃２


30[S][HD]
井浦新　アジアハイウェイの風＃３


30[S][HD]
井浦新　アジアハイウェイの風＃４


30[S][HD]
井浦新　アジアハイウェイの風＃５


13:30


10:00


10:30 10:30 10:30


11:00 11:00 11:00


15[S][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃７


15[S][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃８


15[S][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃９


10:00 00[S][字][HD]
Bad Buddy Series＃３


00[S][字][HD]
Bad Buddy Series＃４


00[S][字][HD]
Bad Buddy Series＃５


00[S][字][HD]
Bad Buddy Series＃６


10:00


15[S][HD]
ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。
＃１０11:30 11:30 11:30


15[S][HD]
インフォメーション


09:30 09:30 09:30


45[S][HD]キョートカクテル　第１夜 45[S][HD]キョートカクテル　第２夜 45[S][HD]キョートカクテル　第３夜 45[S][HD]キョートカクテル　第４夜


08:00


08:30 08:30 08:30


09:00 09:00 09:00


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


30[S][HD]
インフォメーション


30[S][HD]
インフォメーション


06:30 06:30


07:00


07:30 07:30 07:30


08:00 00[S][字][HD]
韓◆ビッグイシュー ～正義か、悪か～＃
１


00[S][字][HD]
韓◆ビッグイシュー ～正義か、悪か～＃
２


00[S][字][HD]
韓◆ビッグイシュー ～正義か、悪か～＃
３


00[S][字][HD]
韓◆ビッグイシュー ～正義か、悪か～＃
４


08:00


07:00 00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃３３


00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃３４


00[S][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃３５


00[S][終][字][HD]
華◆両世歓～ふたつの魂、一途な想い
～＃３６


07:00


04:00


04:30 04:30 04:30


05:00 00[S][字][HD]
韓◆嘘の嘘＃３


00[S][字][HD]
韓◆嘘の嘘＃４


00[S][字][HD]
韓◆嘘の嘘＃５


05:00 05:00


04:00 00[S][字][HD]
Tonhon Chonlatee（トンホン・チョンラ
ティー）＃４


00[S][字][HD]
Tonhon Chonlatee（トンホン・チョンラ
ティー）＃５


～[S]
メンテナンス停波


00[S][字][HD]
Tonhon Chonlatee（トンホン・チョンラ
ティー）＃６


04:00


05:30 05:30 05:30


06:00 06:00 06:00


06:30 30[S][HD]
インフォメーション





		2022.05.30-2022.06.05

		2022.06.06-2022.06.12

		2022.06.13-2022.06.19

		2022.06.20-2022.06.26

		2022.06.27-2022.07.03






4週目 4週目 4週目 4週目 4週目


6月1日(水) 6月2日(木) 6月3日(金) 6月4日(土) 6月5日(日)


04:00 FS6209070R0C FS0214000R0C FS6102920R0C FS0105090R0C FS6103470R0C 04:00


ヘラブナギャラリー 俺たちのバスフィッシングR 65 高橋哲也の釣り、行きませんか？ 3 △フライギャラリー つりメガミ 7
絶景の田貫湖 春の底釣りを楽しむ「祝！20R達成記念番組 有馬温泉までの軌跡 ごっつぁんです 加藤さん！」「のべ竿」で楽しむ入門の釣り、究極の釣り BrotheHood 6 彼女たちが釣りをする理由


04:30 伊藤さとし ダウザー俺達。・水野浩聡・中島成典・片岡壮士 高橋哲也 杉坂友大郎・杉坂渓亮りんか・阪本智子・加藤るみ・井上直美・魚住つばき・岡田万里奈04:30


05:00 FS6104110 FS0316879R0C FS0409320R0C FS0317810R0C FS0507000R0C 05:00


J LAND 7 Azing Lab.2nd 57 なるほど！沖釣りマスター 1 △プラレポ！ 1 磯釣りギャラリー
大分県でスーパーライトジギング＆釣りガールの五目釣り 大野雄大（Da-iCE）・馬場拓也 ほか山口県萩エリアで尺アジ狙い！ コマセマダイでなるほど！ 長崎県 五島列島・ヒラマサ 長崎県西海市で春の乗っ込みイシダイ釣り


05:30 富永 敦 松本圭一・飯田純男 SHUN 武富 淳 05:30


ブレイクタイム


06:00 FS6306450R0C FS0314700R0C FS6105190 FS8421600R0C FS8421020R0C 06:00


北海道つり部 5 RUN＆GUN SALT 15 釣って関東！ 7 △マイスターズ三つ星フィッシング 3 BIG BITE 151
支笏湖のルアーフィッシング 福岡ショアゲーム 利根川水系コイ/竹内夏紀 東京湾ボートシーバス ロクマル出現！春の池原モンスター攻略！


06:30 佐藤悦子・矢野愛実 近藤清之 FS6104130 外山将平・高橋優介 菊元俊文 06:30


J LAND 8
漁港と初夏の渓流、大人の休日！ 大野雄大（Da-iCE）・馬場拓也ほか


07:00 FS0215670R0C FS0313820R0C FS6105200R0C FS0215690R0C FS0409790R0C 07:00


Natural Tripper season2 #5 Dz SALT 104 G WORLD 19 △バスギャラリー 注目！夏の沖釣り“この一手”
宮城県 渓流魚・サクラマス 山口・晩春のリバーシーバス


07:30 村上晴彦 藤田知洋 赤松 健 高槻 慧・永井秀夫・田渕雅生・中村勇生 07:30


08:00 FS0410609R0C FS0316860R0C FS0507180R0C FS6210170R0C FS0214130R0C 08:00


なるほど！沖釣りマスター 19 Dz SALT 2ND 9 磯を駆ける 95 △エリアトラベラーズ 115 バスフィッシングってやっぱり面白い！！ 
福岡県 玄界灘・一つテンヤマダイ 鹿児島県川内沖 スロージギング 和歌山 紀伊有田 滋賀県 朽木ルアーフィールド 初夏のビッグバス攻略編


08:30 松本圭一・折本隆由 清水一成 平和卓也 村田 基秦拓馬・水野浩聡・平岩孝典・関和学・金森隆志・木村建太・伊豫部 健・大西健太・菊元俊文08:30


09:00 FS6105090R0C FS6105220R0C FS0104660R0C FS0317780R0C FS0104810R0C 09:00


純烈フィッシュ 3 △カジキ王 ハイパーエキスパート △Dz SALT 2ND 21 ハイパーエキスパート
東京湾・相模湾　アジ・アマダイ Road to BISBEES 1/沖縄県 与那国島 静岡県芝川C＆R 北海道阿寒湖2019


09:30 白川裕二郎・後上翔太（純烈） 仁科克基・カジキング 杉坂研治 杉坂研治 09:30


10:00 FS6209820R0C FS6105230 FS6210189R0C FS8421590R0C FS0409350R0C 10:00


鮎2021 ☆美らつり沖縄 3 △渓流ギャラリー △BIG BITE 155 大漁！関東沖釣り爆釣会 170
最高の解禁日 ～瀬田匡志×天然遡上～ 沖縄本島北部/棚原里帆 群馬県上野村 奈良県 池原ダム 東京湾のエビマゴチ


10:30 瀬田匡志 FS6102980 井上 聡ほか 菊元俊文 太田 唯・平林 潔 10:30


釣りたガール！ 33
鳥取県弓ヶ浜キス 村西利恵・福島和可菜・日置 淳


11:00 FS8421610R0C FS0105090R0C FS6209570R0C FS0215680R0C FS6103550R0C 11:00


☆伝心伝承 228 △フライギャラリー 鮎2020 △俺たちのバスフィッシングR 68 HITラッシュ Summer
四国のアマゴ BrotheHood 6 友釣りレジェンドが北関東の清流大芦川を釣る 大阪府 淀川


11:30 松田 稔 杉坂友大郎・杉坂渓亮 鈴木康友・関谷忠一 ダウザー俺達。 釣りビジョンオールスターズ 11:30


12:00 FS6909710R0C FS0104810R0C FS6104200R0C FS0317800R0C FS6209830R0C 12:00


参るぞ狼 34 ハイパーエキスパート つりメガミ 11 △やっぱりシー研 海洋生物研究所 18 わくわくテナガフィッシング 1
WEBデザイナーはアウトドアの達人 北海道阿寒湖2019 凄腕沖釣りガール・金澤美穂降臨！！ 大阪湾シーバス 荒川のテナガエビでわくわく


12:30 菅原正志・菖蒲理乃・松山拓也 杉坂研治 金澤美穂 藤澤周郷ほか 井上直美・茸本 朗 12:30


13:00 FS0410210R0C FS6306210R0C FS0317820R0C FS0317790R0C FS6209790R0C 13:00


チヌ道一直線 108 こちら東海です。 167 ☆SALT X 25 △特捜AJIENT 1 わくわく釣り堀フィッシング 1
英虞湾、食い渋り状態の本命に挑む！人気の釣りべキューでシロギス釣り！ 福岡県玄界灘・マダイ 京都府宮津市 アジ・メバル 山形の宿泊型釣り堀でわくわく


13:30 山本太郎 吉村 唯・大田 海 赤澤 康弘 長澤 耀 岡田万里奈 13:30


14:00 FS8421600R0C FS0317740R0C FS0316000R0C FS6105220R0C FS1101490 14:00


△マイスターズ三つ星フィッシング 3 ☆とことんエギパラダイス 147 BinBinソルト 51 △カジキ王 ☆釣りうぇ～ぶ 146
東京湾ボートシーバス 兵庫県明石海峡 激流ブランドマダイ Road to BISBEES 1/沖縄県 与那国島


14:30 外山将平・高橋優介 片山愛海・大村将良 田中亜衣 仁科克基・カジキング 井手大介・岡田万里奈ほか 14:30


15:00 【リクエスト】 【リクエスト】 【リクエスト】 FS6105230 FS6209569R0C 15:00


Azing lab.2nd 30 Azing lab.2nd 36 Azing lab.2nd 42 ☆美らつり沖縄 3 鮎2020
瀬戸内海の離島 初夏のデカアジ攻略 初夏のアジング in 山口県 風と流れを読むアジングテクニック 沖縄本島北部/棚原里帆 鮎釣りAnthology


15:30 富永 敦 富永 敦 富永 敦 FS6307410島 啓悟・小沢 聡・小澤 剛・瀬田匡志・有岡只祐・村田 満・大西 満・高橋祐次・高松重春・野嶋玉造・15:30


△こちら東海です。DX 6
岐阜県アマゴ/人見 音ほか


16:00 FS6105220R0C FS6307080R0C FS6909710R0C FS0507190R0C FS0506790R0C 16:00


△カジキ王 関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 3 参るぞ狼 34 △Oh！エド釣り日記 楽釣楽磯宣言 52
Road to BISBEES 1/沖縄県 与那国島淡路島サビキ釣り 瀬戸もも・平松伸章 WEBデザイナーはアウトドアの達人 静岡県 南伊豆 祝・約50回 名珍場面宣言！


16:30 仁科克基・カジキング 菅原正志・菖蒲理乃・松山拓也 エド山口 城本尚史 16:30


ブレイクタイム


17:00 FS0213180R0C FS6209570R0C FS0315750R0C FS0317820R0C FS6103540R0C 17:00


敏腕黒鱒仕事人 1 鮎2020 SALTY TRIBE 5 ☆SALT X 25 簡単にお魚と遊びたいのでお手軽なヤツを集めてみました
千葉県亀山ダム 友釣りレジェンドが北関東の清流大芦川を釣る東京湾のボートルアー五目ゲーム 福岡県玄界灘・マダイ


17:30 折金一樹 鈴木康友・関谷忠一 荻野憲司 赤澤 康弘ろーざ・井上 聡・長谷文彦・坂本和久・吉村 唯・吉川麻帆・北垣有唯・津村椋司17:30


18:00 FS0105090R0C FS0507190R0C FS8421600R0C FS6105240 FS6306760R0C 18:00


△フライギャラリー △Oh！エド釣り日記 △マイスターズ三つ星フィッシング 3 J LAND 29 すごかby九州 56
BrotheHood 6 静岡県 南伊豆 東京湾ボートシーバス 大野雄大(Da-iCE)ほか 総集編！魅力満載の九州の釣りを振り返る


18:30 杉坂友大郎・杉坂渓亮 エド山口 外山将平・高橋優介 FS6105250 小雪 18:30


☆J LAND 30
大野雄大(Da-iCE)ほか


19:00 FS6307410 FS6210189R0C FS6210170R0C FS8421610R0C FS0214069R0C 19:00


△こちら東海です。DX 6 △渓流ギャラリー △エリアトラベラーズ 115 ☆伝心伝承 228 ランガンパニック 41
岐阜県アマゴ/人見 音ほか 群馬県上野村 滋賀県 朽木ルアーフィールド 四国のアマゴ 傑作パニック特集！


19:30 FS6105240 井上 聡ほか 村田 基 松田 稔 吉田 撃 19:30


J LAND 29
大野雄大(Da-iCE)ほか


20:00 FS0316000R0C FS0317810R0C FS6105220R0C FS0215709R0C FS0317740R0C 20:00


BinBinソルト 51 △プラレポ！ 1 △カジキ王 ☆ガチコン 34 ☆とことんエギパラダイス 147
兵庫県明石海峡 激流ブランドマダイ 長崎県 五島列島・ヒラマサ Road to BISBEES 1/沖縄県 与那国島 愛知県 入鹿池


20:30 田中亜衣 SHUN 仁科克基・カジキング 大仲正樹 片山愛海・大村将良 20:30


21:00 FS0317820R0C FS0215039R0C FS1101490 FS0315750R0C FS8419890R0C 21:00


☆SALT X 25 モンドリアンファイター 27 ☆釣りうぇ～ぶ 146 SALTY TRIBE 5 魚種格闘技戦！207
福岡県玄界灘・マダイ 大阪府淀川でモンスターを狙うぜ！ 東京湾のボートルアー五目ゲーム ニューヨーク・ストライパー釣行！Part1


21:30 赤澤 康弘 伊豫部 健 井手大介・岡田万里奈ほか 荻野憲司 村田 基 21:30


22:00 FS0317740R0C FS0410210R0C FS8421100R0C FS0315940R0C FS8419920R0C 22:00


☆とことんエギパラダイス 147 チヌ道一直線 108 魚種格闘技戦！ 231 ドラゴン8 ＃22 魚種格闘技戦！ 208
英虞湾、食い渋り状態の本命に挑む！ 奥能登七尾湾ボートゲーム テンヤ一本勝負で東京湾のドラゴンを狙え！ニューヨーク・ストライパー釣行！Part2


22:30 片山愛海・大村将良 山本太郎 村田 基 吉岡 進 村田 基 22:30


23:00 【7夜連続：サクラマス奮戦記】 【7夜連続：サクラマス奮戦記】 【7夜連続：サクラマス奮戦記】 【7夜連続：サクラマス奮戦記】 【7夜連続：サクラマス奮戦記】 23:00


トラウトギャラリー トラウトギャラリー トラウトギャラリー トラウトギャラリー トラウトギャラリー
富山県神通川 神通鱒に夢を見る 秋田県子吉川・珠玉の砲弾ザクラ 九頭竜川サクラマス回顧録 秋田県米代川のサクラマス サクラマス2019 秋田三大水系制覇に挑む


23:30 正影雅樹 庄司貴生 川島雅史 西村雅裕 庄司貴生 23:30


24:00 FS6210189R0C FS8421600R0C FS8421590R0C FS1101490 FS0215710R0C 24:00


△渓流ギャラリー △マイスターズ三つ星フィッシング 3 △BIG BITE 155 ☆釣りうぇ～ぶ 146 ☆BASS SESSION 20
群馬県上野村 東京湾ボートシーバス 奈良県 池原ダム 福岡県 遠賀川


24:30 井上 聡ほか 外山将平・高橋優介 菊元俊文 井手大介・岡田万里奈ほか 伊豫部 健 24:30


25:00 FS0317810R0C FS0315750R0C FS6306210R0C FS8421540R0C FS0213180R0C 25:00


△プラレポ！ 1 SALTY TRIBE 5 こちら東海です。 167 勝手に番組ジャック！ 44 敏腕黒鱒仕事人 1
長崎県 五島列島・ヒラマサ 東京湾のボートルアー五目ゲーム 人気の釣りべキューでシロギス釣り！ Seabass Journey & 釣りうぇ～ぶ 千葉県亀山ダム


25:30 SHUN 荻野憲司 吉村 唯・大田 海 田村 亮（ロンドンブーツ1号2号）ほか 折金一樹 25:30


26:00 FS0311850R0C FS0317820R0C FS0317740R0C FS8421100R0C FS6909710R0C 26:00


SALT Dreamer 63 ☆SALT X 25 ☆とことんエギパラダイス 147 魚種格闘技戦！ 231 参るぞ狼 34
鹿児島県・佐多岬 ショアゲーム 福岡県玄界灘・マダイ 奥能登七尾湾ボートゲーム WEBデザイナーはアウトドアの達人


26:30 鈴木 斉 赤澤 康弘 片山愛海・大村将良 村田 基 菅原正志・菖蒲理乃・松山拓也 26:30


27:00 FS0215709R0C FS0215710R0C FS0215039R0C FS6210189R0C FS9600130R0C 27:00


☆ガチコン 34 ☆BASS SESSION 20 モンドリアンファイター 27 △渓流ギャラリー 釣り百景 ＃291
愛知県 入鹿池 福岡県 遠賀川 大阪府淀川でモンスターを狙うぜ！ 群馬県上野村 屋久島海域ロックフィッシュゲーム


27:30 大仲正樹 伊豫部 健 伊豫部 健 井上 聡ほか 折本隆由 27:30







1週目 1週目 1週目 1週目 1週目 1週目 1週目


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


04:00 FS0506569R0C FS0506550R0C FS0215720R0C FS6306140R0C FS6909410R0C FS0104820R0C 04:00


Oh！エド釣り日記 メンテナンス休止 磯を駆ける 83 ☆ランガンパニック 50 関西発！海釣り派 171 参るぞ狼 5 フライギャラリー
湘南の観光名所 江の島 長崎県佐世保の旅 福岡県遠賀川 乗っ込みチヌ攻略 In 沼島 大芦川自然クラブへ参るぞ 僕たちのフライフィッシング～島毛ばり～


04:30 エド山口 平和卓也 吉田 撃 北垣有唯・鰰澤拓也 菅原正志・柳野玲子・関谷忠一 牟田口崇・小倉隆平 04:30


05:00 FS0214950R0C FS0407370R0C FS6104200R0C FS0409780R0C FS0214150R0C FS0104659R0C 05:00


ガチコン 30 メンテナンス休止 沖釣りギャラリー つりメガミ 11 チヌ道一直線 102 敏腕黒鱒仕事人 5 フライギャラリー
春の旧吉野川でリベンジせよ！ 外房 夏のライトヒラメ 凄腕沖釣りガール・金澤美穂降臨！！ 食い渋り期に大チヌを求める！ 福岡県遠賀川を6分×6回で攻略せよ Brotherhood 山梨県忍野を釣る


05:30 大仲正樹 北本茂照 金澤美穂 山本太郎 折金一樹 杉坂友大郎・杉坂渓亮 05:30


06:00 FS0317810R0C FS0215039R0C FS6208490R0C FS8421600R0C FS6307410 FS0313789R0C FS6208500R0C 06:00


プラレポ！ 1 モンドリアンファイター 27 ヘラブナギャラリー マイスターズ三つ星フィッシング 3 こちら東海です。DX 6 Seabass Journey 31 エリアトラベラーズ 91
長崎県 五島列島・ヒラマサ 大阪府淀川でモンスターを狙うぜ！ 一碧湖 晩春の両ダンゴ 東京湾ボートシーバス 岐阜県アマゴ/人見 音ほか 佐賀県唐津 408CLUB


06:30 SHUN 伊豫部 健 萩野孝之 外山将平・高橋優介 FS6105140R0C 村岡昌憲 村田 基 06:30


休日は釣りに夢中！ 27
渕上万莉・西田直恵


07:00 FS0317780R0C FS6210189R0C FS8418140R0C FS6306479R0C FS0105090R0C FS0410180R0C FS8421069R0C 07:00


Dz SALT 2ND 21 渓流ギャラリー Fishing Cafe 60 すごかby九州 50 フライギャラリー オフショアレボリューションNEXT 145 魚種格闘技戦！ 230
群馬県上野村 音楽と釣り最大のヒットを求めて 保土田剛 初夏のボートシーバスに挑戦 BrotheHood 6 玄界灘のヌシと… 秋田雄物川ボートサクラマス


07:30 井上 聡ほか 保土田剛・NOKKO 美舞・関根律子 杉坂友大郎・杉坂渓亮 高橋哲也・松田竜也 村田 基 07:30


08:00 FS8421100R0C FS6210170R0C FS0317800R0C FS0316890R0C FS8421540R0C FS6307060R0C FS6209880R0C 08:00


魚種格闘技戦！ 231 エリアトラベラーズ 115 やっぱりシー研 海洋生物研究所 18 とことんエギパラダイス 143 勝手に番組ジャック！ 44 こちら東海です。 186 鮎2021
奥能登七尾湾ボートゲーム 滋賀県 朽木ルアーフィールド 大阪湾シーバス 和歌山県田辺の旅 川上マイスターと夢コラボなり！Seabass Journey & 釣りうぇ～ぶ 旬×旬＝？？？ ～桑原健×地元・岐阜県郡上市～


08:30 村田 基 村田 基 藤澤周郷ほか 片山愛海・川上英佑 田村 亮（ロンドンブーツ1号2号）ほか 人見 音・岩木祐也 桑原 健 08:30


09:00 FS0317740R0C FS0317790R0C FS0409340R0C FS0314830R0C FS0507190R0C FS0214160R0C FS0214140R0C 09:00


△とことんエギパラダイス 147 特捜AJIENT 1 オフショアレボリューションNEXT 133 SOUL JERKER 1 Oh！エド釣り日記 俺たちのバスフィッシングR 66 バスフィッシングってやっぱり面白い！！
京都府宮津市 アジ・メバル 玄界灘の一つテンヤマダイ 山口県萩エリア×春イカ攻略 静岡県 南伊豆 梅雨？夏？季節を感じてRを狙ってやるぜ！ ビッグベイト編


09:30 片山愛海・大村将良 長澤 耀 高橋哲也・松田竜也 川上英佑 エド山口 ダウザー俺達。・水野浩聡センドウタカシ・平岩孝典・ダウザー俺達。・水野浩聡・菊元俊文・奥村和正・Satanシマダ09:30


10:00 FS6307080R0C FS6105220R0C FS6104140 FS6105270 FS8421120R0C FS0313900R0C FS0215709R0C 10:00


関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 3 カジキ王 J LAND 9 ☆釣りはロマンス！中四国 6 伝心伝承 218 POWER FIGHT 8 △ガチコン 34
淡路島サビキ釣り 瀬戸もも・平松伸章Road to BISBEES 1/沖縄県 与那国島渓流釣り旅＆初夏の漁港 大野雄大（Da-iCE）・吉岡 進ほか香川県・マダイ/渕上万莉 特別編～リクエストSP第三弾～ スローピッチジャーク 鹿児島県草垣群島 愛知県 入鹿池


10:30 仁科克基・カジキング FS6103500R0C 松田 稔 東村真義 大仲正樹 10:30


ブレイクタイム ブレイクタイム 釣りたガール！濃いめ 1
初回ゲストは干物グラドル！？兵庫県明石市でタイラバ！ 村西利恵・吉野七宝実


11:00 FS0315940R0C FS9600130R0C FS0507200R0C FS6307060R0C FS0315800R0C FS0215710R0C FS6105250 11:00


ドラゴン8 ＃22 釣り百景 ＃291 ☆楽釣楽磯宣言 65 こちら東海です。 186 Dz SALT 128 △BASS SESSION 20 △J LAND 30
テンヤ一本勝負で東京湾のドラゴンを狙え！屋久島海域ロックフィッシュゲーム 旬×旬＝？？？ 愛媛県由良半島 レンタルボートでタイラバ！ 福岡県 遠賀川 大野雄大(Da-iCE)ほか


11:30 吉岡 進 折本隆由 城本尚史 人見 音・岩木祐也 中井一誠 伊豫部 健 FS6105230 11:30


△美らつり沖縄 3
沖縄本島北部/棚原里帆


12:00 FS8421120R0C FS1101490 FS6909440R0C FS0314920R0C FS6103510R0C FS0317740R0C FS0317820R0C 12:00


伝心伝承 218 △釣りうぇ～ぶ 146 参るぞ狼 8 SALT Dreamer 75 釣りたガール！濃いめ 2 △とことんエギパラダイス 147 △SALT X 25
特別編～リクエストSP第三弾～ 西伊豆町へ参るぞ 沖縄県沖縄本島 ジギングゲーム干物グラドルと明石で青物ジギング！ 村西利恵・吉野七宝実 福岡県玄界灘・マダイ


12:30 松田 稔 井手大介・岡田万里奈ほか 菅原正志・柳野玲子・鷹野純也 鈴木 斉 FS6105250 片山愛海・大村将良 赤澤 康弘 12:30


△J LAND 30
大野雄大(Da-iCE)ほか


13:00 FS6209500R0C FS6307080R0C FS6209160R0C FS8419890R0C FS0104820R0C FS0315999R0C FS8421610R0C 13:00


エリアトラベラーズ 103 関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 3 鮎2019 魚種格闘技戦！207 フライギャラリー Splash！アラソルト 5 △伝心伝承 228
会津高原 ロストルアーズ 淡路島サビキ釣り 瀬戸もも・平松伸章若手鮎師・井川弘二郎 地元・狩野川と共に生きるニューヨーク・ストライパー釣行！Part1僕たちのフライフィッシング～島毛ばり～ 東京湾のタチウオジギング 四国のアマゴ


13:30 村田 基 井川弘二郎 村田 基 牟田口崇・小倉隆平 井上直美・北村秀行 松田 稔 13:30


ブレイクタイム


14:00 FS6209570R0C FS0506369R0C FS6306750R0C FS8419920R0C FS0314900R0C FS0409810R0C FS1101500 14:00


鮎2020 Oh！エド釣り日記 こちら東海です。 180 魚種格闘技戦！ 208 Azing lab.2nd 48 なるほど！沖釣りマスター 8 ☆釣りうぇ～ぶ 147
友釣りレジェンドが北関東の清流大芦川を釣る 夏休みは直江津の堤防へ！ 初夏の釣りSPエディション ニューヨーク・ストライパー釣行！Part2 梅雨でもやっぱりアジング＆キャンプ豊後水道のテンヤタチウオでなるほど！


14:30 鈴木康友・関谷忠一 エド山口 吉村 唯 村田 基 富永 敦 富所 潤・吉田昇平 井手大介・岡田万里奈ほか 14:30


15:00 【リクエスト】 【リクエスト】 【リクエスト】 【リクエスト】 【リクエスト】 FS6105270 FS0317810R0C 15:00


SOUL JERKER 11 東北つれつれ団 70 関西発！RASHIKU派 4 熱血！ミラクル道 1 熱血！ミラクル道 2 ☆釣りはロマンス！中四国 6 プラレポ！ 1
北海道道南エリア×北限のエギング 田でクロダイのダンゴ釣り 京都府北部で投げ釣りに挑戦！ 春の霞ヶ浦をフィ～ッシュ！ 福岡県遠賀川 夏の50UPをフィ～ッシュ！！ 香川県・マダイ/渕上万莉 長崎県 五島列島・ヒラマサ


15:30 川上英佑 青木悠奈・佐藤 均 星崎柑那・美波千尋・中本嗣通 酒井俊信 酒井俊信 FS6104140 SHUN 15:30


J LAND 9
渓流釣り旅＆初夏の漁港 大野雄大（Da-iCE）・吉岡 進ほか


16:00 FS0410210R0C FS6209100R0C FS0317030R0C FS6104140 FS0315940R0C FS0314920R0C FS8420520R0C 16:00


チヌ道一直線 108 トラウトギャラリー ソルトギャラリー 36 J LAND 9 ドラゴン8 ＃22 SALT Dreamer 75 Go for it！ 171
英虞湾、食い渋り状態の本命に挑む！サクラマス2019 秋田三大水系制覇に挑むタコ魂！兵庫県明石で船タコゲーム渓流釣り旅＆初夏の漁港 大野雄大（Da-iCE）・吉岡 進ほかテンヤ一本勝負で東京湾のドラゴンを狙え！沖縄県沖縄本島 ジギングゲーム 6月のバスポンド・兵庫県鴨池


16:30 山本太郎 庄司貴生 宮地寿人・井阪祐子 吉岡 進 鈴木 斉 田辺哲男 16:30


ブレイクタイム


17:00 FS1101490 FS8421120R0C FS6105230 FS0315999R0C FS9600130R0C FS0215020R0C FS6209160R0C 17:00


△釣りうぇ～ぶ 146 伝心伝承 218 △美らつり沖縄 3 Splash！アラソルト 5 釣り百景 ＃291 テッペンDASH！ 26 鮎2019
特別編～リクエストSP第三弾～ 沖縄本島北部/棚原里帆 東京湾のタチウオジギング 屋久島海域ロックフィッシュゲーム 奈良県津風呂湖 オカッパリで50UP！若手鮎師・井川弘二郎 地元・狩野川と共に生きる


17:30 井手大介・岡田万里奈ほか 松田 稔 FS6102980 井上直美・北村秀行 折本隆由 大西健太 井川弘二郎 17:30


釣りたガール！ 33
鳥取県弓ヶ浜キス 村西利恵・福島和可菜・日置 淳


18:00 FS0408990R0C FS6307060R0C FS6209500R0C FS8421610R0C FS0214150R0C FS0317030R0C FS0409800R0C 18:00


オフショアレボリューションNEXT 123 こちら東海です。 186 エリアトラベラーズ 103 △伝心伝承 228 敏腕黒鱒仕事人 5 ソルトギャラリー 36 TSURI na KIBUN 3


小田原のスルメイカ 旬×旬＝？？？ 会津高原 ロストルアーズ 四国のアマゴ 福岡県遠賀川を6分×6回で攻略せよ タコ魂！兵庫県明石で船タコゲーム TACHIUO na KIBUN


18:30 高橋哲也・松田竜也 人見 音・岩木祐也 村田 基 松田 稔 折金一樹 宮地寿人・井阪祐子 利水つばさ・はるな愛 18:30


19:00 FS6306200R0C FS6104200R0C FS0314900R0C FS0506369R0C FS6909440R0C FS0507200R0C FS8421090R0C 19:00


北海道つり部 3 つりメガミ 11 Azing lab.2nd 48 Oh！エド釣り日記 参るぞ狼 8 ☆楽釣楽磯宣言 65 釣りの革新者 Megacomplex 3
然別湖のトラウトフィッシング 凄腕沖釣りガール・金澤美穂降臨！！ 梅雨でもやっぱりアジング＆キャンプ 夏休みは直江津の堤防へ！ 西伊豆町へ参るぞ 愛媛県金砂湖バスフィッシング


19:30 佐藤悦子・輪島 悟 金澤美穂 富永 敦 エド山口 菅原正志・柳野玲子・鷹野純也 城本尚史 伊東由樹・Katsuu（かつぅ） 19:30


20:00 FS6105270 FS0317820R0C FS0104820R0C FS0214160R0C FS6209160R0C FS0215720R0C FS6209100R0C 20:00


☆釣りはロマンス！中四国 6 △SALT X 25 フライギャラリー 俺たちのバスフィッシングR 66 鮎2019 ☆ランガンパニック 50 トラウトギャラリー
香川県・マダイ/渕上万莉 福岡県玄界灘・マダイ 僕たちのフライフィッシング～島毛ばり～梅雨？夏？季節を感じてRを狙ってやるぜ！若手鮎師・井川弘二郎 地元・狩野川と共に生きる 福岡県遠賀川 サクラマス2019 秋田三大水系制覇に挑む


20:30 FS6102980 赤澤 康弘 牟田口崇・小倉隆平 ダウザー俺達。・水野浩聡 井川弘二郎 吉田 撃 庄司貴生 20:30


釣りたガール！ 33
鳥取県弓ヶ浜キス 村西利恵・福島和可菜・日置 淳


21:00 FS0507200R0C FS0215720R0C FS0215020R0C FS0409810R0C FS1101500 FS8421620R0C FS0105100R0C 21:00


☆楽釣楽磯宣言 65 ☆ランガンパニック 50 テッペンDASH！ 26 なるほど！沖釣りマスター 8 ☆釣りうぇ～ぶ 147 ☆魚種格闘技戦！ 242 ☆フライギャラリー
福岡県遠賀川 奈良県津風呂湖 オカッパリで50UP！豊後水道のテンヤタチウオでなるほど！ 千葉県 東京湾・チヌトップゲーム


21:30 城本尚史 吉田 撃 大西健太 富所 潤・吉田昇平 井手大介・岡田万里奈ほか 村田 基 刈田敏三 21:30


22:00 FS6307060R0C FS8421090R0C FS0315999R0C FS0408990R0C FS8420520R0C FS6104150R0C FS8421110R0C 22:00


こちら東海です。 186 釣りの革新者 Megacomplex 3 Splash！アラソルト 5 オフショアレボリューションNEXT 123 Go for it！ 171 G WORLD 9 KEIファクトリー 1
旬×旬＝？？？ 愛媛県金砂湖バスフィッシング 東京湾のタチウオジギング 小田原のスルメイカ 6月のバスポンド・兵庫県鴨池 群馬県利根川 本流の大山女魚に挑む！今なお生きる伝説のバスプロの意志


22:30 人見 音・岩木祐也 伊東由樹・Katsuu（かつぅ） 井上直美・北村秀行 高橋哲也・松田竜也 田辺哲男 長谷川哲哉 馬路久史 22:30


23:00 【7夜連続：梅雨のオフショアソルト特集】【7夜連続：梅雨のオフショアソルト特集】【7夜連続：梅雨のオフショアソルト特集】【7夜連続：梅雨のオフショアソルト特集】【7夜連続：梅雨のオフショアソルト特集】【7夜連続：梅雨のオフショアソルト特集】【7夜連続：梅雨のオフショアソルト特集】 23:00


SALT Dreamer 75 ソルトギャラリー 36 Dz SALT 128 ソルトギャラリー 17 POWER FIGHT 1 突撃！SEAソルジャー 51 DzSALT 2ND 11


沖縄県沖縄本島 ジギングゲーム タコ魂！兵庫県明石で船タコゲーム愛媛県由良半島 レンタルボートでタイラバ！進化系タイラバで挑む瀬戸内マダイゲーム 奄美大島カンパチジギング 北九州響灘 タイラバゲームの魅力 福岡県博多湾～玄界灘 SLJ
23:30 鈴木 斉 宮地寿人・井阪祐子 中井一誠 田辺哲男・折本隆由 小野 誠 福島和可菜・北出弘紀 鳴瀬雄太 23:30


24:00 FS6307390 FS6105270 FS0317050R0C FS6209880R0C FS6209830R0C FS1101500 FS0315900R0C 24:00


発見！すごかby九州 7 ☆釣りはロマンス！中四国 6 とことんエギパラダイス 145 鮎2021 わくわくテナガフィッシング 1 ☆釣りうぇ～ぶ 147 SOUL JERKER 5


小雪ほか 香川県・マダイ/渕上万莉 山口県の旅 スラックジャーク認定試験 ～桑原健×地元・岐阜県郡上市～ 荒川のテナガエビでわくわく 特別編 春夏秋冬×アオリイカ徹底攻略
24:30 FS6105250 FS9500140 片山愛海・重見典宏 桑原 健 井上直美・茸本 朗 井手大介・岡田万里奈ほか 川上英佑 24:30


△J LAND 30 THEフィッシング ＃1795  投げキス 
大野雄大(Da-iCE)ほか 高橋明彦


25:00 FS0215710R0C FS0310809R0C FS0214150R0C FS0104090R0C FS0215709R0C FS6102880R0C FS0317050R0C 25:00


△BASS SESSION 20 ソルトギャラリー 敏腕黒鱒仕事人 5 花鳥風月…そして魚10 △ガチコン 34 つりメガミ 4 とことんエギパラダイス 145
福岡県 遠賀川 スロージギング 石川県能登半島 福岡県遠賀川を6分×6回で攻略せよ 北関東のヤマメ 愛知県 入鹿池 ノリノリ釣りガールの腕はイカに！？ 山口県の旅 スラックジャーク認定試験


25:30 伊豫部 健 山本啓人 折金一樹 伊勢正三・嶋崎 了 大仲正樹 井上直美 片山愛海・重見典宏 25:30


26:00 FS0409810R0C FS0214160R0C FS8419890R0C FS0215020R0C FS8421090R0C FS0314900R0C FS6105090R0C 26:00


なるほど！沖釣りマスター 8 俺たちのバスフィッシングR 66 魚種格闘技戦！207 テッペンDASH！ 26 釣りの革新者 Megacomplex 3 Azing lab.2nd 48 純烈フィッシュ 3
豊後水道のテンヤタチウオでなるほど！梅雨？夏？季節を感じてRを狙ってやるぜ！ニューヨーク・ストライパー釣行！Part1奈良県津風呂湖 オカッパリで50UP！ 愛媛県金砂湖バスフィッシング 梅雨でもやっぱりアジング＆キャンプ 東京湾・相模湾　アジ・アマダイ


26:30 富所 潤・吉田昇平 ダウザー俺達。・水野浩聡 村田 基 大西健太 伊東由樹・Katsuu（かつぅ） 富永 敦 白川裕二郎・後上翔太（純烈） 26:30


27:00 FS0507200R0C FS8419920R0C FS8419850R0C FS0310790R0C FS0315800R0C FS0312930R0C 27:00


メンテナンス休止 ☆楽釣楽磯宣言 65 魚種格闘技戦！ 208 Go for it！ 164 ソルトギャラリー Dz SALT 128 あっぱれ！FLAT大将 1
ニューヨーク・ストライパー釣行！Part2 4月のリザーバー・神奈川県相模湖 スローピッチジャーク 北海道網走愛媛県由良半島 レンタルボートでタイラバ！ 静岡県・遠州サーフゲーム


27:30 城本尚史 村田 基 田辺哲男 東村真義 中井一誠 近藤清之 27:30







2週目 2週目 2週目 2週目 2週目 2週目 2週目


6月13日(月) 6月14日(火) 6月15日(水) 6月16日(木) 6月17日(金) 6月18日(土) 6月19日(日)


04:00 FS0213120R0C FS0313879R0C FS0506349R0C FS8419090R0C FS0315820R0C FS0215019R0C FS0215040R0C 04:00


ぶらりバスの旅 12 アジングへ行こう！ 10 磯を駆ける 79 伝心伝承 185 SALT X 9 バーニング帝国 43 トップ道 61
お伊勢参りでENJOY RESTARTJOURNEY じょさねアジング 山形・庄内の旅 長崎県壱岐の旅 瀬戸内海・広島湾 ～冴えわたる鬼才の技巧～ 和歌山県串本！デイゲーム 初夏の吉野に轟くキングの咆哮！ 4度目の正直？池原ダムチャレンジ


04:30 センドウタカシ 家邊克己 平和卓也 松田 稔 湯川マサタカ 清水盛三 荒井謙太 04:30


　


05:00 FS0213020R0C FS8416189R0C FS8420550R0C FS0507019R0C FS0410160R0C FS0315780R0C FS0409770R0C 05:00


ガチコン 21 森のチカラ 13 LURE FREAK 99 楽釣楽磯宣言 59 TSURI na KIBUN 13 やっぱりシー研 海洋生物研究所 6 大漁！関東沖釣り爆釣会 176
春の高山ダムで6kgを釣れ！ 神秘の海・富山湾の秘密 初夏のパターンフィッシング＆最新サイト術 岡山県牛窓エリア 乗っ込みチヌ SEASON2 na KIBUN 大阪湾 初夏の生態調査 就任3年目！6代目が選ぶベスト回！


05:30 大仲正樹 仲川希良・上野恭子 小野俊郎・加藤誠司 城本尚史 利水つばさ・そらなさゆり 藤澤周郷 太田 唯 05:30


06:00 FS0408950R0C FS0314790R0C FS6105090R0C FS0313880R0C FS6105230 FS0315970R0C FS6307040R0C 06:00


オフショアレボリューションNEXT 122 Dz SALT 117 純烈フィッシュ 3 ソルトギャラリー 15 △美らつり沖縄 3 見れば役立つ！初夏のオフショアゲーム！！ すごかby九州 62
響灘の一つテンヤマダイ ホタルイカ接岸！敦賀沖のタイラバゲーム 東京湾・相模湾　アジ・アマダイ 静岡県御前崎 タイラバゲーム 沖縄本島北部/棚原里帆 宮崎よいとこ！夏の風物詩キス釣りに挑戦


06:30 高橋哲也・松田竜也 中井一誠 白川裕二郎・後上翔太（純烈） 赤澤康弘 FS6102990吉岡 進・井上直美・大澤康広・中井一誠・黒田健史・久保浩一・藤澤周郷・美舞・園田隆次・村上晴彦美舞・coco・郡山善充 06:30


釣りたガール！ 34
弓ヶ浜サーフ五目 村西利恵・福島和可菜・日置 淳


07:00 FS0317820R0C FS0317740R0C FS0309550R0C FS6306180R0C FS0314800R0C FS0312850R0C FS0316940R0C 07:00


△SALT X 25 △とことんエギパラダイス 147 SALT Dreamer 48 こちら東海です。 166 アジングへ行こう！ 16 イカ魂 10 SOUL JERKER 10


福岡県玄界灘・マダイ 千葉県・南房総　青物 遠州灘のアカムツに挑戦！ 初夏のアジング 愛媛宇和島の旅 玄界灘でイカメタルゲーム 愛媛県南予エリア×梅雨のエギング
07:30 赤澤 康弘 片山愛海・大村将良 鈴木 斉 吉村 唯・山崎博行 家邊克己 太田武志・彼方茜香 川上英佑 07:30


08:00 FS0316900R0C FS6208510R0C FS6209840R0C FS0104910R0C FS8421610R0C FS0313890R0C FS0314820R0C 08:00


Let's try ソルトゲーム 9 ヘラブナギャラリー ヘラブナコンシェルジュ 1 ハイパーエキスパート △伝心伝承 228 とことんエギパラダイス 125 SALT X 2


マダイ＆ケンサキイカ 聖湖 信州の高原で味わう初夏の涼 梅雨・初夏のヘラブナ釣りの楽しみ方 中部山岳渓流2020 四国のアマゴ 佐賀県唐津の旅 静岡県浜名湖 ブリームゲーム
08:30 太田武志・吉村 唯 小山圭造 熊谷 充・木谷有里 杉坂研治 松田 稔 彼方茜香・湯川マサタカ 黒田健史 08:30


09:00 FS0311740R0C FS0313830R0C FS0408990R0C FS0105100R0C FS6104150R0C FS0314869R0C FS8421620R0C 09:00


ソルトギャラリー ドラゴン8 #13 オフショアレボリューションNEXT 123 △フライギャラリー G WORLD 9 ドラゴン8 #18 △魚種格闘技戦！ 242
佐賀県伊万里メタルスッテゲーム 開幕直前の駿河湾 小田原のスルメイカ 群馬県利根川 本流の大山女魚に挑む！東京湾開幕！ジグ勝負＆テンヤチャレンジ 千葉県 東京湾・チヌトップゲーム


09:30 富所 潤 吉岡 進 高橋哲也・松田竜也 刈田敏三 長谷川哲哉 吉岡 進 村田 基 09:30


10:00 FS6307090R0C FS0314780R0C FS6102990 FS0410610 FS6209850R0C FS8421110R0C FS0215720R0C 10:00


関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 4 ソルトギャラリー 24 釣りたガール！ 34 ☆きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 7 鮎2021 KEIファクトリー 1 △ランガンパニック 50
淡路島キス投げ 瀬戸もも・平松伸章 伊豆諸島鵜渡根沖 ライトジギング弓ヶ浜サーフ五目 村西利恵・福島和可菜・日置 淳 太田唯ほか 地元名手が釣る解禁初期の上州三川 今なお生きる伝説のバスプロの意志 福岡県遠賀川


10:30 石井修二 FS6307090R0C 松田克久 馬路久史 吉田 撃 10:30


ブレイクタイム ブレイクタイム 関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 4
淡路島キス投げ 瀬戸もも・平松伸章


11:00 FS0311769R0C FS0410229R0C FS0507219R0C FS8421620R0C FS0409360R0C FS0213950R0C FS0214960R0C 11:00


突撃！SEAソルジャー 33 なるほど！沖釣りマスター 14 ☆ZENSOH流儀 2 △魚種格闘技戦！ 242 東北つれつれ団 61 モンドリアンファイター 25 BASS SESSION 15


マゴチゲームの魅力 瀬戸内の一つテンヤマダイ 長崎県五島列島・メジナ 千葉県 東京湾・チヌトップゲーム 宮城県塩竃のライトジギング 新章スタート！フリーダムに楽しむぜ初挑戦の山口県中山川ダムでセッション【前編】、佐々一真


11:30 福島和可菜・目黒毅久　 折本隆由・鈴木新太郎 吉田尚玄・古川恵一郎 村田 基 星 礼美・初田将克 伊豫部 健 FS6105270 11:30


△釣りはロマンス！中四国 6
香川県・マダイ/渕上万莉


12:00 FS0408970R0C FS1101500 FS0409800R0C FS8420520R0C FS0506580R0C FS0506780R0C FS6209130R0C 12:00


東北つれつれ団 56 △釣りうぇ～ぶ 147 TSURI na KIBUN 3 Go for it！ 171 ITT 8 Oh！エド釣り日記 The Long Arms 2


山形県酒田で根魚五目 TACHIUO na KIBUN 6月のバスポンド・兵庫県鴨池 和歌山県串本 梅雨グレ時の戦い方 神奈川県三浦をぶらり。時々釣り。 千葉県江戸川のテナガエビ


12:30 星 礼美・須田 誠 井手大介・岡田万里奈ほか 利水つばさ・はるな愛 田辺哲男 田中 貴 エド山口 荻野貴生・沖田 護 12:30


13:00 FS0506369R0C FS9500130 FS0314869R0C FS0317010R0C FS0317830R0C FS0105100R0C FS0507200R0C 13:00


Oh！エド釣り日記 THEフィッシング ＃1794 和歌山 ドラゴン8 #18 Splash！アラソルト 9 ☆Rock’n Fish 87 △フライギャラリー △楽釣楽磯宣言 65
夏休みは直江津の堤防へ！ 山田ヒロヒト 東京湾開幕！ジグ勝負＆テンヤチャレンジ 駿河湾でショアジギング


13:30 エド山口 吉岡 進 井上直美・種村 遥 折本隆由 刈田敏三 城本尚史 13:30


ブレイクタイム


14:00 FS6209850R0C FS8421620R0C FS0506780R0C FS0317840R0C FS0313980R0C FS0409730R0C FS1101510 14:00


鮎2021 △魚種格闘技戦！ 242 Oh！エド釣り日記 ☆メタルバスター 29 ソルトギャラリー 17 TSURI na KIBUN 2 ☆釣りうぇ～ぶ 148
地元名手が釣る解禁初期の上州三川 千葉県 東京湾・チヌトップゲーム 神奈川県三浦をぶらり。時々釣り。 進化系タイラバで挑む瀬戸内マダイゲーム ISAKI na KIBUN


14:30 松田克久 村田 基 エド山口 沼田純一 田辺哲男・折本隆由 利水つばさ・菜乃花 井手大介・岡田万里奈ほか 14:30


15:00 【リクエスト】 【リクエスト】 【リクエスト】 【リクエスト】 【リクエスト】 FS0410610 FS0215050R0C 15:00


フライギャラリー フライギャラリー ハイパーエキスパート モンドリアンファイター 3 モンドリアンファイター 10 ☆きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 7 Are you mad？11
HuntDown 5 夏の北海道 Hunt Down Blind＆sight 九州長崎のクロダイ 香川県府中湖 香川県府中湖 太田唯ほか 亀山モンスター出現！執念のエイトトラップ


15:30 渋谷直人 渋谷直人 杉坂研治 伊豫部健 伊豫部健 FS6105140R0C Satanシマダ 15:30


休日は釣りに夢中！ 27
渕上万莉・西田直恵


16:00 FS6104150R0C FS0408980R0C FS0105100R0C FS9500140 FS6306490R0C FS0317850R0C FS0410229R0C 16:00


G WORLD 9 チヌ道一直線 90 △フライギャラリー THEフィッシング ＃1795  投げキス こちら東海です。 174 ☆SOUL JERKER 14 なるほど！沖釣りマスター 14
群馬県利根川 本流の大山女魚に挑む！下津井沖のウキフカセ釣りに挑む！ 高橋明彦 伊勢湾タイラバゲーム 瀬戸内の一つテンヤマダイ


16:30 長谷川哲哉 山本太郎 刈田敏三 吉村 唯・伊豫部巧 川上英佑 折本隆由・鈴木新太郎 16:30


ブレイクタイム


17:00 FS1101500 FS0215050R0C FS8421620R0C FS6209850R0C FS6209150R0C FS0317830R0C FS0317010R0C 17:00


△釣りうぇ～ぶ 147 Are you mad？11 △魚種格闘技戦！ 242 鮎2021 エリアトラベラーズ 98 ☆Rock’n Fish 87 Splash！アラソルト 9
亀山モンスター出現！執念のエイトトラップ 千葉県 東京湾・チヌトップゲーム 地元名手が釣る解禁初期の上州三川 蔵王フォレストスプリングス 駿河湾でショアジギング


17:30 井手大介・岡田万里奈ほか Satanシマダ 村田 基 松田克久 村田 基・利水 翔 折本隆由 井上直美・種村 遥 17:30


18:00 FS0213990R0C FS0506780R0C FS6305540R0C FS0507200R0C FS6306510R0C FS6105250 FS0317840R0C 18:00


バスギャラリー Oh！エド釣り日記 こちら東海です。143 △楽釣楽磯宣言 65 関西発！RASHIKU派 4 J LAND 30 ☆メタルバスター 29
福島健 亀山湖攻略 神奈川県三浦をぶらり。時々釣り。 木曽川でテナガエビ＆ハゼ！ 京都府北部で投げ釣りに挑戦！ 大野雄大(Da-iCE)ほか


18:30 福島 健 エド山口 吉村 唯・吉川麻帆 城本尚史 星崎柑那・美波千尋・中本嗣通 FS6105260 沼田純一 18:30


☆J LAND 31
大野雄大(Da-iCE)ほか


19:00 FS0409749R0C FS6209150R0C FS6105270 FS0215040R0C FS6102970R0C FS0507219R0C FS0105010R0C 19:00


なるほど！沖釣りマスター 7 エリアトラベラーズ 98 △釣りはロマンス！中四国 6 トップ道 61 高橋哲也の釣り、行きませんか？ 4 ☆ZENSOH流儀 2 フライギャラリー
イサキ五目釣りでなるほど！ 蔵王フォレストスプリングス 香川県・マダイ/渕上万莉 4度目の正直？池原ダムチャレンジ釣具屋さんの入り口付近にある道具を持って！ 長崎県五島列島・メジナ On the FLAT ～The GUIDE～


19:30 松本圭一・鈴木新太郎 村田 基・利水 翔 FS6105250 荒井謙太 高橋哲也 吉田尚玄・古川恵一郎 丸橋英三・杉浦雄三 19:30


J LAND 30
大野雄大(Da-iCE)ほか


20:00 FS0410610 FS0313930R0C FS0313980R0C FS0314869R0C FS0105100R0C FS8421659R0C FS0410620R0C 20:00


☆きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 7 ソルトギャラリー 16 ソルトギャラリー 17 ドラゴン8 #18 △フライギャラリー ☆Go for it！184 ☆オフショアレボリューションNEXT 151
太田唯ほか 京都舞鶴 タイラバゲーム 進化系タイラバで挑む瀬戸内マダイゲーム東京湾開幕！ジグ勝負＆テンヤチャレンジ


20:30 FS6102990 庄山英伸 田辺哲男・折本隆由 吉岡 進 刈田敏三 田辺哲男 高橋哲也・松田竜也 20:30


釣りたガール！ 34
弓ヶ浜サーフ五目 村西利恵・福島和可菜・日置 淳


21:00 FS0507219R0C FS8421659R0C FS0317830R0C FS0410620R0C FS1101510 FS6105280R0C FS6105290R0C 21:00


☆ZENSOH流儀 2 ☆Go for it！184 ☆Rock’n Fish 87 ☆オフショアレボリューションNEXT 151 ☆釣りうぇ～ぶ 148 ☆G WORLD 20 ☆釣りたガール！ 濃いめ 17
長崎県五島列島・メジナ 舘山聖奈 ほか


21:30 吉田尚玄・古川恵一郎 田辺哲男 折本隆由 高橋哲也・松田竜也 井手大介・岡田万里奈ほか FS6105300R0C 21:30


☆釣りたガール！ 濃いめ 18
舘山聖奈 ほか


22:00 FS0317010R0C FS0213950R0C FS0317840R0C FS0410229R0C FS0317850R0C FS6307070R0C FS0215730R0C 22:00


Splash！アラソルト 9 モンドリアンファイター 25 ☆メタルバスター 29 なるほど！沖釣りマスター 14 ☆SOUL JERKER 14 投げ釣りギャラリー ☆Dz BASS 14
駿河湾でショアジギング 新章スタート！フリーダムに楽しむぜ 瀬戸内の一つテンヤマダイ 夏の西湘・トーナメントの王者がサーフの女王を狙う！


22:30 井上直美・種村 遥 伊豫部 健 沼田純一 折本隆由・鈴木新太郎 川上英佑 伊藤幸一 22:30


23:00 【7夜連続：梅雨のオカッパリソルト特集】【7夜連続：梅雨のオカッパリソルト特集】【7夜連続：梅雨のオカッパリソルト特集】【7夜連続：梅雨のオカッパリソルト特集】【7夜連続：梅雨のオカッパリソルト特集】【7夜連続：梅雨のオカッパリソルト特集】【7夜連続：梅雨のオカッパリソルト特集】 23:00


SALT Dreamer 80 SALT X 9 Dz SALT 94 RUN＆GUN SALT 2 SALTY TRIBE 2 RAD SALT 6 RUN＆GUN SALT 21
島根県隠岐 磯キャスティングゲーム 和歌山県串本！デイゲーム 宮城県石巻の磯マルゲーム 伊豆ロックフィッシュゲーム 多摩川河口域のウェーディングゲーム 石川シーバスゲーム 千葉 房総サーフゲーム


23:30 鈴木 斉 湯川マサタカ 山本典史 ハンター塩津 荻野憲司 高橋優介 宮本欣也 23:30


24:00 FS0214080R0C FS0410610 FS0215050R0C FS0213990R0C FS0215040R0C FS1101510 FS0214010R0C 24:00


トップ道 56 ☆きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 7 Are you mad？11 バスギャラリー トップ道 61 ☆釣りうぇ～ぶ 148 Osprey's EYE 45


ゼロ年代特集／2006‐2007 Highlights 太田唯ほか 亀山モンスター出現！執念のエイトトラップ 福島健 亀山湖攻略 4度目の正直？池原ダムチャレンジ 梅雨の神奈川県津久井湖
24:30 荒井謙太 FS6307090R0C Satanシマダ 福島 健 荒井謙太 井手大介・岡田万里奈ほか 並木敏成・金井俊介 24:30


関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 4
淡路島キス投げ 瀬戸もも・平松伸章


25:00 FS8421620R0C FS0409800R0C FS0409009R0C FS0313930R0C FS0215720R0C FS0105010R0C FS0214070R0C 25:00


△魚種格闘技戦！ 242 TSURI na KIBUN 3 大漁！関東沖釣り爆釣会 160 ソルトギャラリー 16 △ランガンパニック 50 フライギャラリー Are you mad？ 5


千葉県 東京湾・チヌトップゲーム TACHIUO na KIBUN 東京湾のカサゴ 京都舞鶴 タイラバゲーム 福岡県遠賀川 On the FLAT ～The GUIDE～ ～ジャイアントベイト列伝～
25:30 村田 基 利水つばさ・はるな愛 太田 唯・川添法臣 庄山英伸 吉田 撃 丸橋英三・杉浦雄三 Satanシマダ 25:30


26:00 FS0105100R0C FS8421110R0C FS6209150R0C FS0317830R0C FS0317840R0C FS0316030R0C FS6306510R0C 26:00


△フライギャラリー KEIファクトリー 1 エリアトラベラーズ 98 ☆Rock’n Fish 87 ☆メタルバスター 29 SALT Dreamer 80 関西発！RASHIKU派 4
今なお生きる伝説のバスプロの意志 蔵王フォレストスプリングス 島根県隠岐 磯キャスティングゲーム 京都府北部で投げ釣りに挑戦！


26:30 刈田敏三 馬路久史 村田 基・利水 翔 折本隆由 沼田純一 鈴木 斉 星崎柑那・美波千尋・中本嗣通 26:30


27:00 FS0211950R0C FS0507219R0C FS8421659R0C FS0213950R0C FS0410620R0C FS0213990R0C FS9600140R0C 27:00


Make？！ 20 ☆ZENSOH流儀 2 ☆Go for it！184 モンドリアンファイター 25 ☆オフショアレボリューションNEXT 151 バスギャラリー 釣り百景 ＃295
九州ハイプレッシャーリバーの法則 長崎県五島列島・メジナ 新章スタート！フリーダムに楽しむぜ 福島健 亀山湖攻略 滋賀県安曇川の鮎の友釣り


27:30 金森隆志 吉田尚玄・古川恵一郎 田辺哲男 伊豫部 健 高橋哲也・松田竜也 福島 健 島 啓悟・秦 拓馬 27:30







3週目 3週目 3週目 3週目 3週目 3週目 3週目


6月20日(月) 6月21日(火) 6月22日(水) 6月23日(木) 6月24日(金) 6月25日(土) 6月26日(日)


04:00 FS8419060R0C FS0314910R0C FS8419900R0C FS0317049R0C FS0315930R0C FS0314840R0C FS6209810R0C 04:00


魚種格闘技戦！ 195 SALTY TRIBE 2 伝心伝承 197 RAD SALT 6 とことんエギパラダイス 135 突撃！SEAソルジャー 50 トラウトギャラリー
日本バスフィッシング発祥の地 多摩川河口域のウェーディングゲーム兵庫県沼島～淡路の海に銀鱗踊る～ 石川シーバスゲーム 兵庫県香住の旅 愛媛県日振島 マイクロショアジギングの魅力群馬県の里川で美しいヤマメと遊ぶ


04:30 村田 基 荻野憲司 松田 稔 高橋優介 片山愛海・井阪祐子 福島和可菜・トモ清水 飯田重祐 04:30


05:00 FS0316960R0C FS0105010R0C FS0213050R0C FS0314850R0C FS0315890R0C FS6306480R0C FS0310680R0C 05:00


アジングへ行こう！ 28 フライギャラリー バスギャラリー ヒラメイト 20 アジングへ行こう！ 22 関西発！RASHIKU派 3 RUN＆GUN SALT
家邊理論崩壊！？メアジ攻略 屋久島の旅 On the FLAT ～The GUIDE～ 千葉県三島湖 エサ釣りと協力したらもっと釣れる説 新アジング道場始動！愛媛県宇和島編 岡山県高梁川 アナジャコ釣り 宮城県金華山ハードロックゲーム


05:30 家邊克己 丸橋英三・杉浦雄三 伊藤雄大 堀田光哉・石渡義博（ドジョウエサのタタキ釣り名人） 家邊克己・りのぴこ 星崎柑那・美波千尋・石原幸比古 塩津紀彦 05:30


06:00 FS0310640R0C FS0105100R0C FS6209110R0C FS0105000R0C FS6105270 FS6208520R0C FS0315920R0C 06:00


ソルトギャラリー △フライギャラリー ヘラブナギャラリー ハイパーエキスパート △釣りはロマンス！中四国 6 TROUT QUEST 17 ヒラメイト 25
スローピッチで挑む徳之島の巨大カンパチ！ 深宙 奈良県室生湖の巨ベラ 湯原ニジマス自然釣場 2021春 香川県・マダイ/渕上万莉 新潟県銀山湖 伝説の大イワナ 超一流シェフのレシピで食す


06:30 佐藤統洋 刈田敏三 石井旭舟 杉坂研治 FS0214970R0C 吉田和展 堀田光哉 06:30


BASS SESSION 16
初挑戦の山口県中山川ダムでセッション【後編】、黒田健史


07:00 FS0410200R0C FS8421080R0C FS6208550R0C FS6209870R0C FS8421620R0C FS0410190R0C FS0317850R0C 07:00


TSURI na KIBUN 14 伝心伝承 217 鮎2018 エリアトラベラーズ 110 △魚種格闘技戦！ 242 大漁！関東沖釣り爆釣会 182 △SOUL JERKER 14
GOMOKU na KIBUN 特別編 ～鬼才のにっぽん釣り紀行～ 中国地方の隠れた銘川を遊ぶ 白馬八方ニレ池フィッシングセンター 千葉県 東京湾・チヌトップゲーム 大魔神と相模湾でLTウイリー五目に挑戦


07:30 利水つばさ・三浦 愛 松田 稔 瀬田匡志 村田 基 村田 基 太田 唯・佐々木主浩 川上英佑 07:30


08:00 FS0507029R0C FS6306510R0C FS0313859R0C FS6208580R0C FS0507200R0C FS0215730R0C FS0215080R0C 08:00


ITT 16 関西発！RASHIKU派 4 メタルバスター 15 ヘラブナギャラリー △楽釣楽磯宣言 65 △Dz BASS 14 バスギャラリー
日本海の大型マダイに初挑戦！新潟県佐渡島京都府北部で投げ釣りに挑戦！ VS鹿児島県佐多岬のブリ・カンパチ 深宙 神秘の湖 青森十二湖・王池 カエル系ワームとスピナベサイト


08:30 田中 貴 星崎柑那・美波千尋・中本嗣通 沼田純一 石井旭舟 城本尚史 草深幸範 08:30


09:00 FS0317840R0C FS9600140R0C FS0315830R0C FS6105290R0C FS6307070R0C FS0316970R0C FS0410610 09:00


△メタルバスター 29 釣り百景 ＃295 RUN＆GUN SALT 21 △釣りたガール！ 濃いめ 17 投げ釣りギャラリー SALT X 18 △きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 7
滋賀県安曇川の鮎の友釣り 千葉 房総サーフゲーム 舘山聖奈 ほか 夏の西湘・トーナメントの王者がサーフの女王を狙う！初夏の福井県嶺北！タイラバで三国モンスターを狙う 太田唯ほか


09:30 沼田純一 島 啓悟・秦 拓馬 宮本欣也 FS6105300R0C 伊藤幸一 赤澤康弘 FS6105260 09:30


△釣りたガール！ 濃いめ 18 △J LAND 31
舘山聖奈 ほか 大野雄大(Da-iCE)ほか


10:00 FS6105150R0C FS6102490R0C FS6104180R0C FS6307420 FS6306730R0C FS0316050R0C FS6105280R0C 10:00


休日は釣りに夢中！ 28 釣りたガール！ 4 帰ってきた5L ton 1 ☆発見！すごかby九州 8 関西発！RASHIKU派 14 RAD SALT 2 △G WORLD 20
渕上万莉・西田直恵 福井県鷹巣沖でタイラバに挑戦！ 『寝起きは釣れる』前編 タク石黒 福岡県・イカメタル/小雪・山田悠 雨のムコイチ タコジグ奮闘記 静岡浜名湖ウェーディングゲーム


10:30 村西利恵・北垣有唯 FS6104160 美波千尋・沖一文字 高橋優介 10:30


ブレイクタイム ブレイクタイム J LAND 10
外房SLJ＆川遊び 大野雄大（Da-iCE）・吉岡 進ほか


11:00 FS6102970R0C FS0317850R0C FS0507220R0C FS6105280R0C FS6103460R0C FS0507030R0C FS8421659R0C 11:00


高橋哲也の釣り、行きませんか？ 4 △SOUL JERKER 14 ☆ITT 20 △G WORLD 20 ASHIYAガールズフィッシングクラブExh1 Oh！エド釣り日記 △Go for it！184
釣具屋さんの入り口付近にある道具を持って！ 山形県・クロダイ 夏の夜はイカメタルゲーム ちょっと切ない？東扇島西公園


11:30 高橋哲也 川上英佑 田中 貴 小浜 弥・井阪祐子・片山愛海・美波千尋 エド山口 田辺哲男 11:30


12:00 FS6209129R0C FS1101510 FS6306160R0C FS6210190R0C FS6104180R0C FS0410620R0C FS0317830R0C 12:00


鮎2019 △釣りうぇ～ぶ 148 すごかby九州 44 ☆鮎2022 帰ってきた5L ton 1 △オフショアレボリューションNEXT 151 △Rock’n Fish 87
小澤剛 長良川攻略 初めてのダゴチン釣りに挑戦 『寝起きは釣れる』前編 タク石黒


12:30 小澤 剛 井手大介・岡田万里奈ほか 美舞・吉田政弘 FS6105260 高橋哲也・松田竜也 折本隆由 12:30


△J LAND 31
大野雄大(Da-iCE)ほか


13:00 FS6306730R0C FS9500140 FS0506570R0C FS0215070R0C FS0317869R0C FS0317840R0C FS0507219R0C 13:00


関西発！RASHIKU派 14 THEフィッシング ＃1795  投げキス 楽釣楽磯宣言 46 follow my F 18 ☆Dz SALT 2ND 22 △メタルバスター 29 △ZENSOH流儀 2
雨のムコイチ タコジグ奮闘記 高橋明彦 和歌山県樫野エリア 茨城の激戦レイク・霞ヶ浦を歩く 長崎県五島列島・メジナ


13:30 美波千尋・沖一文字 城本尚史 川村光大郎 沼田純一 吉田尚玄・古川恵一郎 13:30


ブレイクタイム


14:00 FS0410620R0C FS6105280R0C FS0215730R0C FS0317870R0C FS0507030R0C FS6105290R0C FS1101520 14:00


△オフショアレボリューションNEXT 151 △G WORLD 20 △Dz BASS 14 ☆アジングへ行こう！ 34 Oh！エド釣り日記 △釣りたガール！ 濃いめ 17 ☆釣りうぇ～ぶ 149
静岡県浜名湖 ちょっと切ない？東扇島西公園 舘山聖奈 ほか


14:30 高橋哲也・松田竜也 家邊克己・KANA エド山口 FS6105300R0C 井手大介・岡田万里奈ほか 14:30


△釣りたガール！ 濃いめ 18
舘山聖奈 ほか


15:00 【リクエスト】 【リクエスト】 【リクエスト】 【リクエスト】 【リクエスト】 FS6307420 FS0410230R0C 15:00


エリアトラベラーズ 69 TROUT QUEST 9 トラウトギャラリー Seabass Journey 23 Osprey's EYE 27 ☆発見！すごかby九州 8 TSURI na KIBUN 15
ユーランド清水川 新潟県南魚沼 大好きなイワナをクエスト 黒部の源流イワナ 山口県・関門海峡 リベンジ 秋の神奈川県相模湖 福岡県・イカメタル/小雪・山田悠 SHIIRA na KIBUN


15:30 村田 基 吉田和展 吉田和展 村岡昌憲 並木敏成 FS6104190R0C 利水つばさ・岡田万里奈 15:30


帰ってきた5L ton 2
『寝起きは釣れる』後編 タク石黒


16:00 FS0317049R0C FS6209870R0C FS6105290R0C FS9500130 FS0316050R0C FS0215060R0C FS6307070R0C 16:00


RAD SALT 6 エリアトラベラーズ 110 △釣りたガール！ 濃いめ 17 THEフィッシング ＃1794 和歌山 RAD SALT 2 本気でオカッパリ 106 投げ釣りギャラリー
石川シーバスゲーム 白馬八方ニレ池フィッシングセンター 舘山聖奈 ほか 山田ヒロヒト 静岡浜名湖ウェーディングゲーム 茨城県霞ケ浦水系 夏の西湘・トーナメントの王者がサーフの女王を狙う！


16:30 高橋優介 村田 基 FS6105300R0C 高橋優介 関和 学 伊藤幸一 16:30


△釣りたガール！ 濃いめ 18 ブレイクタイム
舘山聖奈 ほか


17:00 FS1101510 FS6307070R0C FS0410610 FS6306730R0C FS9600140R0C FS0317869R0C FS6210190R0C 17:00


△釣りうぇ～ぶ 148 投げ釣りギャラリー △きょうも大漁！関東沖釣り爆釣会 7 関西発！RASHIKU派 14 釣り百景 ＃295 ☆Dz SALT 2ND 22 ☆鮎2022
夏の西湘・トーナメントの王者がサーフの女王を狙う！ 太田唯ほか 雨のムコイチ タコジグ奮闘記 滋賀県安曇川の鮎の友釣り


17:30 井手大介・岡田万里奈ほか 伊藤幸一 FS6104160 美波千尋・沖一文字 島 啓悟・秦 拓馬 17:30


J LAND 10
外房SLJ＆川遊び 大野雄大（Da-iCE）・吉岡 進ほか


18:00 FS0507030R0C FS0215070R0C FS6105280R0C FS0507219R0C FS0215730R0C FS0316040R0C FS0317870R0C 18:00


Oh！エド釣り日記 follow my F 18 △G WORLD 20 △ZENSOH流儀 2 △Dz BASS 14 とことんエギパラダイス 136 ☆アジングへ行こう！ 34
ちょっと切ない？東扇島西公園 茨城の激戦レイク・霞ヶ浦を歩く 長崎県五島列島・メジナ 愛媛由良半島の旅 静岡県浜名湖


18:30 エド山口 川村光大郎 吉田尚玄・古川恵一郎 片山愛海・木下大介 家邊克己・KANA 18:30


19:00 FS0316950R0C FS0317830R0C FS0215100R0C FS6209130R0C FS0315830R0C FS0507220R0C FS0317880R0C 19:00


Dz SALT 2ND 10 △Rock’n Fish 87 Osprey's EYE 50 The Long Arms 2 RUN＆GUN SALT 21 ☆ITT 20 ☆ソルトギャラリー 45
福井県敦賀 若狭湾イカメタルゲーム BUDDYと徹底攻略・6月の七色ダム 千葉県江戸川のテナガエビ 千葉 房総サーフゲーム 山形県・クロダイ 兵庫県明石市・マダコ


19:30 岩城 透 折本隆由 並木敏成・山岡計文 荻野貴生・沖田 護 宮本欣也 田中 貴 白井邦彦 19:30


20:00 FS6307420 FS0410620R0C FS0410230R0C FS0317850R0C FS6105290R0C FS0215740R0C FS0213110R0C 20:00


☆発見！すごかby九州 8 △オフショアレボリューションNEXT 151 TSURI na KIBUN 15 △SOUL JERKER 14 △釣りたガール！ 濃いめ 17 ☆バスギャラリー BLACKBASSTAR 1
福岡県・イカメタル/小雪・山田悠 SHIIRA na KIBUN 舘山聖奈 ほか 奈良県池原ダム 初夏の霞ヶ浦水系 目指せ！逆転満塁ホームラン！！


20:30 FS6105180 高橋哲也・松田竜也 利水つばさ・岡田万里奈 川上英佑 FS6105300R0C SATANシマダ 吉田 遊 20:30


押忍！東北つれつれ団 3 △釣りたガール！ 濃いめ 18
宮城県・ヤリイカ/青木悠奈 舘山聖奈 ほか


21:00 FS0507220R0C FS0215740R0C FS0317869R0C FS0317880R0C FS1101520 FS0105110R0C FS0215750R0C 21:00


☆ITT 20 ☆バスギャラリー ☆Dz SALT 2ND 22 ☆ソルトギャラリー 45 ☆釣りうぇ～ぶ 149 ☆ハイパーエキスパート ☆BLACKBASSTAR 11
山形県・クロダイ 奈良県池原ダム 兵庫県明石市・マダコ


21:30 田中 貴 SATANシマダ 白井邦彦 井手大介・岡田万里奈ほか 杉坂研治 吉田遊・オカダカズチカ 21:30


22:00 FS6210190R0C FS0215060R0C FS0317870R0C FS0316050R0C FS0316040R0C FS0315859R0C FS0317890R0C 22:00


☆鮎2022 本気でオカッパリ 106 ☆アジングへ行こう！ 34 RAD SALT 2 とことんエギパラダイス 136 Let's try ソルトゲーム 5 ☆ソルトギャラリー 46
茨城県霞ケ浦水系 静岡県浜名湖 静岡浜名湖ウェーディングゲーム 愛媛由良半島の旅 北陸のメタルティップランにトライ！


22:30 関和 学 家邊克己・KANA 高橋優介 片山愛海・木下大介 太田武志・あぜっち（畔地香帆） 22:30


23:00 【7夜連続：梅雨バスは表層で獲る特集】【7夜連続：梅雨バスは表層で獲る特集】【7夜連続：梅雨バスは表層で獲る特集】【7夜連続：梅雨バスは表層で獲る特集】【7夜連続：梅雨バスは表層で獲る特集】【7夜連続：梅雨バスは表層で獲る特集】【7夜連続：梅雨バスは表層で獲る特集】 23:00


INCREDIBASS 10 トップ道 57 バスギャラリー BASS STUDY 9 バスギャラリー BIG BITE 147 Dz BASS 6


奈良県津風呂湖 表層パターン炸裂！ 山口トッパー天国・阿武川ダム湖 カエル系ワームとスピナベサイト 夏のダム湖で釣りしてみよう！！ 桧原湖ビッグクローラーベイト戦略番組記録更新！梅雨の池原モンスター攻略 藤田京弥×神奈川県相模湖
23:30 青木大介 荒井謙太 草深幸範 成田紀明 渡部圭一郎 菊元俊文 藤田京弥 23:30


24:00 FS6104180R0C FS6307420 FS6103460R0C FS0215730R0C FS0316060R0C FS1101520 FS6209870R0C 24:00


帰ってきた5L ton 1 ☆発見！すごかby九州 8 ASHIYAガールズフィッシングクラブExh1 △Dz BASS 14 Rock'n Fish 75 ☆釣りうぇ～ぶ 149 エリアトラベラーズ 110
『寝起きは釣れる』前編 タク石黒 福岡県・イカメタル/小雪・山田悠 夏の夜はイカメタルゲーム 平戸BASE Rock'n GAME 白馬八方ニレ池フィッシングセンター


24:30 FS6105260 FS6104160 小浜 弥・井阪祐子・片山愛海・美波千尋 折本隆由 井手大介・岡田万里奈ほか 村田 基 24:30


△J LAND 31 J LAND 10


大野雄大(Da-iCE)ほか 外房SLJ＆川遊び 大野雄大（Da-iCE）・吉岡 進ほか


25:00 FS6306500R0C FS6209130R0C FS0317850R0C FS0215060R0C FS8421659R0C FS0410230R0C FS0215100R0C 25:00


北海道つり部 6 The Long Arms 2 △SOUL JERKER 14 本気でオカッパリ 106 △Go for it！184 TSURI na KIBUN 15 Osprey's EYE 50


日高のマツカワカレイ 千葉県江戸川のテナガエビ 茨城県霞ケ浦水系 SHIIRA na KIBUN BUDDYと徹底攻略・6月の七色ダム
25:30 佐藤悦子・高畑智志 荻野貴生・沖田 護 川上英佑 関和 学 田辺哲男 利水つばさ・岡田万里奈 並木敏成・山岡計文 25:30


26:00 FS6105280R0C FS6102970R0C FS6210190R0C FS0317869R0C FS0317870R0C FS0215070R0C FS6306170R0C 26:00


△G WORLD 20 高橋哲也の釣り、行きませんか？ 4 ☆鮎2022 ☆Dz SALT 2ND 22 ☆アジングへ行こう！ 34 follow my F 18 関西発！海釣り派 172


釣具屋さんの入り口付近にある道具を持って！ 静岡県浜名湖 茨城の激戦レイク・霞ヶ浦を歩く 完全フカセで狙う初夏の舞鶴
26:30 高橋哲也 家邊克己・KANA 川村光大郎 北垣有唯・藤田耕司 26:30


27:00 FS6105290R0C FS0507220R0C FS0215740R0C FS0214190R0C FS0317880R0C FS6207390R0C FS6307050R0C 27:00


△釣りたガール！ 濃いめ 17 ☆ITT 20 ☆バスギャラリー トップ道 57 ☆ソルトギャラリー 45 ヌルヌルなま～ず 2 せとうち！ツリキャス 5
舘山聖奈 ほか 山形県・クロダイ 奈良県池原ダム 山口トッパー天国・阿武川ダム湖 兵庫県明石市・マダコ ナイターより釣れる！？これがデイナマっだ！！岡山県下津井エリアのタイラバに挑戦！


27:30 FS6105300R0C 田中 貴 SATANシマダ 荒井謙太 白井邦彦 松本幸雄 田村優季・池田茂生 27:30


△釣りたガール！ 濃いめ 18
舘山聖奈 ほか







4週目 4週目 4週目 4週目


6月27日(月) 6月28日(火) 6月29日(水) 6月30日(木)


04:00 FS0315910R0C FS0214120R0C FS0316939R0C FS8421070R0C 04:00


ヒットマン66 #3 テッペンDASH！ 22 メタルバスター 25 Go for it！ 178
鳥山ジギング攻略！丹後のブリ 初夏のリザーバー VS 長崎県下対馬の大マサ 5月の山口県中山川ダム


04:30 山本育宏・井入宏之 大西健太 沼田純一 田辺哲男 04:30


05:00 FS0313860R0C FS6104219R0C FS0316990R0C FS0316920R0C 05:00


Dz SALT 105 ASHIYAガールズFC Exh 5 ヒラメイト 29 Rock'n Fish 81


鳥取・初夏のタイラバゲーム 東京＆大阪 タコルアー奮闘記釣り人用大漁お守り 信じる者はご利益を授かる説熊本天草レンタルボートゲーム


05:30 中井一誠 片山愛海・かな・田村優季・ピンクジョージ・中川俊介 堀田光哉 折本隆由 05:30


06:00 FS0317850R0C FS6105290R0C FS0314810R0C FS6209140R0C 06:00


△SOUL JERKER 14 △釣りたガール！ 濃いめ 17 Let's try ソルトゲーム 1 ヘラブナギャラリー
舘山聖奈 ほか 北海道のメガホッケ＆根魚 宮城県大倉ダム 東北随一の美ベラ


06:30 川上英佑 FS6105300R0C 太田武志・あぜっち 萩野孝之 06:30


△釣りたガール！ 濃いめ 18
舘山聖奈 ほか


07:00 FS0317830R0C FS0317840R0C FS0104670R0C FS6306780R0C 07:00


△Rock’n Fish 87 △メタルバスター 29 フライギャラリー 北海道つり部 10
Hunt Down Blind＆sight 夏の積丹沖でブリジギング


07:30 折本隆由 沼田純一 渋谷直人 佐藤悦子・矢野愛実 07:30


08:00 FS0315810R0C FS0316040R0C FS0410620R0C FS6209580R0C 08:00


Az-ing lab.2nd 53 とことんエギパラダイス 136 △オフショアレボリューションNEXT 151 鮎2020
梅雨を味方に！アジングの楽しみ方 愛媛由良半島の旅 瀬田匡志・鳥取県日野川


08:30 富永 敦 片山愛海・木下大介 高橋哲也・松田竜也 瀬田匡志 08:30


09:00 FS0317870R0C FS0317890R0C FS6306490R0C FS0215750R0C 09:00


△アジングへ行こう！ 34 △ソルトギャラリー 46 こちら東海です。 174 △BLACKBASSTAR 11
静岡県浜名湖 伊勢湾タイラバゲーム


09:30 家邊克己・KANA 吉村 唯・伊豫部巧 吉田遊・オカダカズチカ 09:30


10:00 FS6104190R0C FS6104120R0C FS6105190 FS6307430 10:00


帰ってきた5L ton 2 G WORLD 8 釣って関東！ 7 ☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 16
『寝起きは釣れる』後編 タク石黒 鹿児島県種子島 ジギングで巨大カンパチ 利根川水系コイ/竹内夏紀 兵庫県淡路島/瀬戸もも


10:30 加藤啓之 FS6105150R0C 10:30


ブレイクタイム ブレイクタイム 休日は釣りに夢中！ 28
渕上万莉・西田直恵


11:00 FS0506590R0C FS0314779R0C FS8421630R0C FS0105110R0C 11:00


Oh！エド釣り日記 Rock'n Fish 68 ☆伝心伝承 229 △ハイパーエキスパート
関西遠征！兵庫県武庫川一文字 大分蒲江レンタルボートロックゲーム


11:30 エド山口 折本隆由 松田 稔 杉坂研治 11:30


12:00 FS0409370R0C FS1101520 FS6104170R0C FS0104920R0C 12:00


チヌ道一直線 96 △釣りうぇ～ぶ 149 釣りとナニスル？ 5 フライギャラリー
尾鷲湾の大チヌに挑む！ 夏休みに家族で楽しめる川遊び 今なお、最先端。


12:30 山本太郎 井手大介・岡田万里奈ほか 井手大介・そらなさゆり 岩井渓一郎 12:30


13:00 FS0316980R0C FS6104190R0C FS0315950R0C FS0315859R0C 13:00


とことんエギパラダイス 144 帰ってきた5L ton 2 海のルアー ショアゲーム神シーンSP Let's try ソルトゲーム 5
和歌山田辺 ボートでデカイカ捕獲なり！ 『寝起きは釣れる』後編 タク石黒 北陸のメタルティップランにトライ！


13:30 片山愛海・山本康平 塩津紀彦・鈴木 斉・ヒデはやし・村岡昌憲・レッド中村ほか太田武志・あぜっち（畔地香帆） 13:30


ブレイクタイム


14:00 FS0317880R0C FS0105110R0C FS0317890R0C FS0317910R0C 14:00


△ソルトギャラリー 45 △ハイパーエキスパート △ソルトギャラリー 46 ☆とことんエギパラダイス 148
兵庫県明石市・マダコ


14:30 白井邦彦 杉坂研治 片山愛海・山中陽介 14:30


15:00 【リクエスト】 【リクエスト】 【リクエスト】 【リクエスト】 15:00


魚種格闘技戦！ 196 ぶらりバスの旅 19 ASHIYAガールズFC Exh 5 Oh！エド釣り日記
幻の大魚イトウを追ってサーフ浪漫 福井県東尋坊・敦賀エリア横断 東京＆大阪 タコルアー奮闘記 関西遠征！兵庫県武庫川一文字


15:30 村田 基 センドウタカシ 片山愛海・かな・田村優季・ピンクジョージ・中川俊介 エド山口 15:30


16:00 FS6208580R0C FS6306780R0C FS0215750R0C FS6105190 16:00


ヘラブナギャラリー 北海道つり部 10 △BLACKBASSTAR 11 釣って関東！ 7
深宙 神秘の湖 青森十二湖・王池 夏の積丹沖でブリジギング 利根川水系コイ/竹内夏紀


16:30 石井旭舟 佐藤悦子・矢野愛実 吉田遊・オカダカズチカ 16:30


ブレイクタイム


17:00 FS1101520 FS0409370R0C FS0104540R0C FS6306490R0C 17:00


△釣りうぇ～ぶ 149 チヌ道一直線 96 フライギャラリー こちら東海です。 174
尾鷲湾の大チヌに挑む！ HIROSHIMA GRAND SLAM 伊勢湾タイラバゲーム


17:30 井手大介・岡田万里奈ほか 山本太郎 牟田口崇・小倉隆平 吉村 唯・伊豫部巧 17:30


18:00 FS6103460R0C FS0317869R0C FS0105110R0C FS0507220R0C 18:00


ASHIYAガールズフィッシングクラブExh1 △Dz SALT 2ND 22 △ハイパーエキスパート △ITT 20
夏の夜はイカメタルゲーム 山形県・クロダイ


18:30 小浜 弥・井阪祐子・片山愛海・美波千尋 杉坂研治 田中 貴 18:30


19:00 FS0215120R0C FS0317880R0C FS6307420 FS0409389R0C 19:00


ぶらりバスの旅 19 △ソルトギャラリー 45 △発見！すごかby九州 8 なるほど！沖釣りマスター 2
福井県東尋坊・敦賀エリア横断 兵庫県明石市・マダコ 福岡県・イカメタル/小雪・山田悠 外房のヒラメ釣りでなるほど！


19:30 センドウタカシ 白井邦彦 FS6105260 松本圭一・鈴木新太郎 19:30


J LAND 31
大野雄大(Da-iCE)ほか


20:00 FS6307430 FS0315870R0C FS6209890R0C FS6209860R0C 20:00


☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 16 メタルバスター 21 鮎2021 わくわくキャンプフィッシング 1
兵庫県淡路島/瀬戸もも ショアジギング（春夏編） 上野村女子鮎旅 オートキャンプで茨城の水辺を満喫！


20:30 FS6105190 沼田純一 加藤るみ・宮田亜夢 もりふうみ・ちょもか 20:30


釣って関東！ 7
利根川水系コイ/竹内夏紀


21:00 FS8421630R0C FS6210200R0C FS0317909R0C FS6307440R0C 21:00


☆伝心伝承 229 ☆トラウトギャラリー ☆SALT X 26 ☆せとうち！ツリキャス 9
神奈川県芦ノ湖


21:30 松田 稔 四方田 仁 小竹彩花・池田茂生 21:30


22:00 FS6306780R0C FS0213960R0C FS0317910R0C FS8421640R0C 22:00


北海道つり部 10 GAN's GANGS 69 ☆とことんエギパラダイス 148 ☆マイスターズ三つ星フィッシング 4
夏の積丹沖でブリジギング 初夏の池原ダムでモンスター


22:30 佐藤悦子・矢野愛実 平岩孝典 片山愛海・山中陽介 22:30


23:00【7夜連続：梅雨のオフショア巨大魚狙い特集】【7夜連続：梅雨のオフショア巨大魚狙い特集】【7夜連続：梅雨のオフショア巨大魚狙い特集】【7夜連続：梅雨のオフショア巨大魚狙い特集】23:00


POWER FIGHT 10 POWER FIGHT 2 POWER FIGHT 3 POWER FIGHT 9


三重県熊野灘 夏のキハダ 鹿児島県野間岬沖 スローピッチジャーク トカラの巨大カンパチ 屋久島海域の巨大カンパチ！
23:30 小野 誠 東村真義 弘田一博 弘田一博 23:30


24:00 FS0315859R0C FS6307430 FS0409389R0C FS0317890R0C 24:00


Let's try ソルトゲーム 5 ☆関西発めちゃめちゃ釣りたい！ 16 なるほど！沖釣りマスター 2 △ソルトギャラリー 46
北陸のメタルティップランにトライ！ 兵庫県淡路島/瀬戸もも 外房のヒラメ釣りでなるほど！


24:30 太田武志・あぜっち（畔地香帆） FS9500130 松本圭一・鈴木新太郎 24:30


THEフィッシング ＃1794 和歌山
山田ヒロヒト


25:00 FS0104920R0C FS0104670R0C FS0314880R0C FS0315960R0C 25:00


フライギャラリー フライギャラリー Splash！アラソルト 1 驚愕のSWビッグゲーム
今なお、最先端。 Hunt Down Blind＆sight 千葉県飯岡でライトジギング ～この瞬間を待っていた！～


25:30 岩井渓一郎 渋谷直人 井上直美・大澤康広小野 誠・東村真義・弘田一博・松岡豪之・湯川マサタカ・吉岡 進・福島和可菜・堀田光哉・鈴木 斉25:30


26:00 FS0105110R0C FS8419129R0C FS0214189R0C FS0317909R0C 26:00


△ハイパーエキスパート 魚種格闘技戦！ 196 follow my F 14 ☆SALT X 26
幻の大魚イトウを追ってサーフ浪漫 山梨・西湖と河口湖を歩く


26:30 杉坂研治 村田 基 川村光大郎 26:30


27:00 FS0215750R0C FS8421630R0C FS6210200R0C FS0213960R0C 27:00


△BLACKBASSTAR 11 ☆伝心伝承 229 ☆トラウトギャラリー GAN's GANGS 69


神奈川県芦ノ湖 初夏の池原ダムでモンスター
27:30 吉田遊・オカダカズチカ 松田 稔 四方田 仁 平岩孝典 27:30








 2022年 6月　日テレジータス月間番組表
日テレG+　6月 月間番組表 2022/5/16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 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木


日本テレビ 15 Gベスト！ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ NFL 15 Gベスト！


５ DRAMATIC DRAMATIC DRAMATIC プロ野球 千葉ロッテ ５ DRAMATIC ジャイアンツ ジャイアンツ ゴルフメジャー ジャイアンツ ジャイアンツ ５ 2022 ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ 30 リーグ835（再） ５ 2022 2022 DRAMATIC DRAMATIC DRAMATIC 2022 MotoGP ５ アーカイブ on DRAMATIC DRAMATIC ５


BASEBALL BASEBALL BASEBALL オープン戦 主催公式戦 BASEBALL イースタン イースタン 2021 イースタン イースタン DRAMATIC MotoGP イースタン イースタン イースタン イースタン イースタン MotoGP MotoGP BASEBALL BASEBALL BASEBALL MotoGP アーカイブ 日テレジータス ジャイアンツ BASEBALL BASEBALL


2022 2022 2022 2022 2022 2022 リーグ リーグ 00 （再） リーグ リーグ BASEBALL リーグ リーグ リーグ リーグ リーグ MotoGP 2022 2022 2022 セレクション 21（再） イースタン 2022 2022


佐々木朗希 2022 2022 2022 2022 2022 第6戦 2022 2022 2022 2022 2022 座談会 第7戦 第8戦 第9戦 V・ロッシ 88年シーズン リーグ


６ 佐々木朗希 完全試合 ６ ジャイアンツ ６ スペインGP 2022 ６ フランスGP イタリアGP カタルーニャGP 伝説の記憶 ６ 伝説の名プレイヤー 2022 ６


巨人 巨人 巨人 東京ドーム 巨人 巨人 巨人 ヴィンテージ 巨人 巨人 巨人 編集版 巨人 巨人 巨人 巨人 巨人 前編 編集版 編集版 巨人 巨人 巨人 編集版 マーカス・アレン 巨人 巨人


× × × 襲来！ 千葉ロッテ × × × ⑨（再） × × × × × × × × （再） × × × ロッシ 00  トニー・ドーセット 巨人 × ×


ソフトバンク ソフトバンク ソフトバンク G戦士と x 千葉ロッテ 楽天 楽天 V9戦士 楽天 千葉ロッテ 千葉ロッテ （再） 千葉ロッテ 千葉ロッテ 日本ハム 日本ハム 日本ハム （再） （再） DeNA DeNA DeNA （再） ラストダンス 15 Gベスト！ × 中日 中日


７ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ 初邂逅！ オリックス ７ ～東京ドーム～ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ 特集 ～八王子～ ～ジャイアンツ ～東京ドーム～ ７ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ 30 ７ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ 2021 ７ NFL 西武 ～山形～ ～郡山～ ７


巨人 （再） 球場～ 球場～ 球場～ 球場～ 球場～ 球場～ 球場～ 球場～ 45 Gベスト！ MotoGP アーカイブ on ～ジャイアンツ


（再） （再） （再） × 00 4/10開催 （再） （再） （再） 00 （再） （再） （再） （再） （再） （再） （再） （再） MotoGP （再） （再） （再） 第18戦 日テレジータス 球場～ （再） （再）


千葉ロッテ ジータスモール ※試合中止の ※試合中止の プロ野球熱ケツ情報 ※試合中止の ※試合中止の Moto3 ※試合中止の ※試合中止の ※試合中止の ※試合中止の ※試合中止の 座談会 Moto3 Moto3 Moto3 バレンシアGP 16（再） ※Bプロ ※Bプロ


８ 5/31開催 6/1開催 6/2開催 ～東京ドーム～ 30 ８ 6/3開催 場合番組変更 場合番組変更 30 680（再） 場合番組変更 場合番組変更 6/5開催 ８ Moto2 場合番組変更 場合番組変更 場合番組変更 場合番組変更 場合番組変更 2022 ８ Moto2 Moto2 6/21開催 6/22開催 6/23開催 Moto2 （再） ８ 89年シーズン ※試合中止の 早終了アリ 早終了アリ ８


（再） プロ野球熱ケツ情報 5/27開催 5/28開催 ジータスモール 5/29開催 6/7開催 MotoGP 6/8開催 6/9開催 6/10開催 6/11開催 6/12開催 後編 MotoGP MotoGP MotoGP ラムズQBティラー率いる 場合番組変更


3/18開催 00 682 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 （再） 最強ディフェンスに 6/22開催 6/28開催 6/29開催


15 15 15 15 15 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 15 15 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 15 15 15 15 15 15 15 15 15 投げ勝つ 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 2022 ９ ジータスモール 30 30 NFL 30 30 ジータスモール ９ ジータスモール 30 30 30 30 30 ジータスモール ９ ジータスモール ジータスモール ジータスモール ジータスモール ジータスモール ジータスモール ジータスモール ９ ジータスモール ジータスモール ジータスモール ジータスモール ９


45 45 45 45 MotoGP 45 45 Gベスト！ NFL アーカイブ on 45 45 45 Gベスト！ NFL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45


00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 第9戦 アーカイブ on 日テレジータス NFL NFL 00 Gベスト！ プロ野球熱ケツ情報 プロレス BMX NFL アーカイブ on NFL on プロ野球熱ケツ情報 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 00 Gベスト！ 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！


ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 2022 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ DRAMATIC カタルーニャGP 第101回 日テレジータス 13（再） アーカイブ on アーカイブ on プロ野球熱ケツ情報 15 682（再） クラシック Freestyle アーカイブ on 日テレジータス 日テレジータス 15 684 MotoGP NFL ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 15 685


１０ 30  ﾘｰｸﾞ834（再) MotoGP 30 リーグ833（再） BASEBALL 予選 １０ DRAMATIC 関東 47（再） 日テレジータス 日テレジータス 30 683 １０ 30 Gベスト！ ～伝承～ JapanCup 日テレジータス 55（再） 2021 超 １０ プラチナ NFL NFL アーカイブ on 30  ﾘｰｸﾞ837（再) 超 １０ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ １０


2022 MotoGP 2022 BASEBALL インカレ 92年シーズン開幕戦 92年シーズン 56（再） 6（再） 超 18（再） 2022 57（再） 92年シーズン 第56回 ジャイアンツ MotoGP セレクション アーカイブ on アーカイブ on 日テレジータス ジャイアンツ NFL on タイムマシーン タイムマシーン イースタン


2022 第8戦 ハイライト 2022 陸上 ライバル対決 プレーオフ ジャイアンツ 緑の伝説！ 小橋メイン 第1戦 ジェリー・ライス スーパーボウル 11（再） プラチナ 日テレジータス 日テレジータス 58（再） 第5回全日本 12（再） 日テレジータス ⑪（再） ⑫（再） リーグ


MotoGP イタリアGP ⑧イタリア 日テレジータス カウボーイズ ダラス・ 第2４回 第25回 10（再） 永遠の 15 再抜擢 （再） 第26回 NFLの頂点へ 特別編 15 セレクション 日本人ライダーの 14（再） 63（再） BMX 15 2022 1988年 1988年 2022


１１ 第8戦 編集版 30  （再) 開局20年 Moto3 １１ N24 30 宿敵撃破！ カウボーイズ スーパーボウル スーパーボウル 30 １１ 三沢イズム マーケット 30 スーパーボウル 30 （再） ジャイアンツ １１ 系譜 第32回 フリースタイル 30 Gベスト！ １１ 王巨人特集 王巨人特集 １１


イタリアGP マーケット MotoGP 巨人 ハーフマラソン 超 アメリカズチーム 49ers ビルズ 2022 MotoGP ＶOL.1 45 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ レッドスキンズ 45 Gベスト！ ベストセレクション 日本人 一挙放送 第27回 第28回 スーパーボウル 選手権大会 2022 MotoGP NFL Part1 Part2 巨人


予選 00 伝統の一戦 Moto2 × （再） ジャイアンツ 復活 x x ハイライト (再) 00 ﾘｰｸﾞ836（再） x プロ野球熱ケツ情報 ラムズ 21（再） ライダーの Part2 スーパーボウル スーパーボウル パッカーズ パーク ハイライト ドラフト 00 00 ×


編集版 ジャイアンツ 巨人 千葉ロッテ 10（再） ブロンコス ジャイアンツ ⑨カタルーニャ 超 ビルズ 15 683（再） ｘ 東京ドーム 系譜 （再） ビルズ カウボーイズ x （再） ⑩ドイツ 2022 プロ野球熱ケツ情報 第100回全国高校 西武


１２ ベスト × 30 １２ ～東京ドーム～ 30 30 30 30 30 （再） １２ 30 ジャイアンツ 30 マーケット ベンガルズ 名場面集③ １２ 青木治親 x x ブロンコス 30 30 （再） １２ スペシャル！ 30 685（再） サッカー選手権 ～ジャイアンツ １２


セレクション 阪神 マーケット マーケット マーケット マーケット マーケット マーケット マーケット 小橋建太 11（再） 2022 MotoGP 45 45 一挙放送 青木拓磨 カウボーイズ ビルズ マーケット マーケット マーケット 激闘の記憶 球場～


Moto3 Moto3 33（再） ～東京ドーム～ 00 （再） 00 00 00 00 00 00 00 引退記念 00 ハイライト マーケット Part1 00 00 00 （再） 00 00 （再）


MotoGP Moto2 亀井善行 （再） GIANTS 試合 マーケット ⑧イタリア 2022 15 （再） マーケット 15 マーケット ※試合中止の


１３ Moto2 MotoGP 怒りと涙の プレゲームショー １３ 6/4開催 ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ １３ 緑の伝説！ FINAL BURNING 30 30  （再) MotoGP １３ 30 30 30 マーケット 2022 ジャイアンツ １３ 2022 30 場合番組変更 １３
サヨナラHR 4/1開催 45　（生） イースタン イースタン イースタン イースタン イースタン イースタン 永遠の 完全版 45 Gベスト！ マーケット ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ マーケット マーケット 45 MotoGP イースタン MotoGP サッカー・ 6/23開催


00 00 00 00 00 リーグ リーグ リーグ リーグ リーグ リーグ 三沢イズム 鉄人伝説 プロ野球熱ケツ情報 00 第9戦 00 第23回 坂田和人 00 リーグ836（再） 00 00 リーグ キリンチャレンジ 00


DRAMATIC マーケット 2022 2022 2022 2022 2022 2022 ＶOL.2 最終章 15 683（再） カタルーニャGP マーケット 全国 阿部典史 第10戦 2022 第11戦 カップ2022 マーケット


１４ 巨人練習中 巨人練習中 巨人練習中 巨人練習中 BASEBALL １４ 30 １４ (再) 2022 編集版 30 高等学校 １４ 上田 昇 巨人練習中 巨人練習中 巨人練習中 MotoGP ドイツGP １４ 30 オランダGP 日本 30 １４


「直生」 「直生」 「直生」 「直生」 2022 プロ野球熱ケツ情報 巨人 巨人 巨人 巨人 巨人 巨人 (再) MotoGP 45 Gベスト！ 女子 原田哲也 「直生」 「直生」 「直生」 アーカイブ 編集版 巨人 マーケット 編集版 × ジャイアンツ


00 682（再） × × × × × × 00 小橋建太 第9戦 （再） 硬式野球 中野真矢 セレクション × 00 ブラジル ベストセレクション


15 Gベスト！ 千葉ロッテ 千葉ロッテ 千葉ロッテ 日本ハム 日本ハム 日本ハム 15 Gベスト！ 完全 カタルーニャGP 選抜大会 加藤大治郎 （再） 西武 （再） 22（再）


１５ 30 30 30 30 巨人 １５ 2022 MotoGP ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ ～ジャイアンツ １５ 2013/5/11 プロデュース大会 予選 １５ 30 30 30 2021シーズン ～ジャイアンツ １５ 2022 30 東京ドーム １５


マーケット マーケット マーケット 45 Gベスト！ × ハイライト 球場～ 球場～ 球場～ 球場～ 球場～ 球場～ 緑の伝説！ 開催 Fortune 番組未定 決勝 ショップ ショップ ショップ クアルタラロ 球場～ MotoGP 45 Gベスト！ 名場面集④


00 00 00 超 千葉ロッテ ⑧イタリア （生） （生） （生） （生） （生） （生） 永遠の Dream 6 （再） Moto3 編集版 00 00 00 00 ４勝目 2022 MotoGP 00


超 プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 ジャイアンツ ～東京ドーム～ 15  （再) 三沢イズム Moto2 ～東京ドーム～ マーケット 2022 MotoGP 超 プロ野球熱ケツ情報 Moto3 ※試合中止の 第11戦 Moto3 ハイライト


１６ ジャイアンツ 30 675（再） 30 679（再） 9（再） （生） １６ JFA第45回 ※Bプロ ※Bプロ ※Bプロ ※Bプロ ※Bプロ ※Bプロ １６ ＶOL.3 Moto3 MotoGP １６ 30 ハイライト ジャイアンツ 30 682（再） 2021 Moto2 場合番組変更 １６ オランダGP Moto2 ⑪オランダ ジャイアンツ １６


9（再） プロ野球熱ケツ情報 プロ野球熱ケツ情報 45 ＊試合終了 全日本U-12 延長ナシ 延長ナシ 延長ナシ 延長ナシ 延長ナシ 延長ナシ (再) MotoGP （再） ⑩ドイツ 12（再） プロ野球熱ケツ情報 MotoGP MotoGP 6/21開催 予選 MotoGP 45 （V） イースタン


00 00 677（再） 00 681（再） 00 Gベスト！ まで放送 ｻｯｶｰ 00 00 00 00 00 00 （再） Moto2 00 2022  （再） 00 00 684（再） 第9戦 00 編集版 超 リーグ


GIANTS GIANTS GIANTS GIANTS 選手権大会 決勝 ショップ ショップ ショップ マーケット ショップ 15 15 Gベスト！ 15 MotoGP GIANTS GIANTS GIANTS オランダGP 15 ショップ 15 ジャイアンツ 2022


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 １７ 30 （再） 30 30 30 ダイナミック 30 30 １７ ショップ 30 ショップ 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 （再） ショップ 30 １７ ショップ 13（再） １７


45　（生） 45　（生） 45　（生） 45　（生） 45 ショップ 45 Gベスト！ プロ野球熱ケツ情報 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ グローブSP 45 Gベスト！ 45 45 ショップ MotoGP 45 第10戦 45　（生） 45　（生） 45　（生） 45 45 Gベスト！ Moto3 45 45 巨人


＊野球が 00 00 678（再） 00 リーグ835（再） 317 プロレス 00 Gベスト！ 00 アーカイブ ドイツGP 00 00 Gベスト！ MotoGP ×


DRAMATIC DRAMATIC DRAMATIC DRAMATIC 延長の場合、 ジャイアンツ 2022 プロ野球熱ケツ情報 （再） 激闘の記憶 番組未定 15 セレクション 予選 DRAMATIC DRAMATIC DRAMATIC ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ 超 Moto2 DRAMATIC DRAMATIC 楽天


１８ BASEBALL BASEBALL BASEBALL BASEBALL 18:00、18:15 １８ ベストセレクション MotoGP 30 680（再） 2020/11/7 ～三沢 １８ ダイナミック 30 Gベスト！ １８ 編集版 BASEBALL BASEBALL BASEBALL 30  ﾘｰｸﾞ837（再） ジャイアンツ １８ 30 BASEBALL BASEBALL ～ジャイアンツ １８


2022 2022 2022 2022 18:45、19:15 ⑦（再） プロレス 小橋建太 開催 NOAH編～ 45 グローブSP 小橋建太 第1回 M・マルケス 2022 2022 2022 2022 12（再） 2022 ジャイアンツ 2022 2022 球場～


19:45からの 第9戦 クラシック 完全 00 ⑩（再） 334 完全 スケートボード 2021シーズン 00 MotoGP 00 MotoGP ベストセレクション （生）


可能性あり 宮本和知 カタルーニャGP ～伝承～ プロデュース大会 プロレス (生） プロデュース大会 日本OPEN 初優勝 ショップ 第10戦 Moto3 小橋建太 ショップ 第11戦 ⑲（再）


１９ 巨人 巨人 巨人 巨人 2022 １９  特集 編集版 19（再） Fortune 2004・7・10 激闘の記憶 １９ Fortune 30 ドイツGP １９ MotoGP 巨人 巨人 巨人 完全 30 オランダGP １９ 槙原寛己・ 巨人 巨人 ※Bプロ １９


× × × × MotoGP Dream 1 ダイナミック 東京ドーム ～鶴龍＆ 第613回 Dream 5 番組未定 Moto2 × × × プロデュース大会 完全試合 × × 延長ナシ


ソフトバンク ソフトバンク 千葉ロッテ 千葉ロッテ 第9戦 00 00 グローブSP 四天王編～ （再） 2021 00 DeNA DeNA DeNA Fortune 00 中日 中日 00


～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ カタルーニャGP 超 サッカー・ 333 GHC戦 ⑲（再） MotoGP 2022 （生） 超 ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ Dream 7 2022 （生） 超 ～山形～ ～郡山～ ショップ


２０ （生） （生） （生） （生） （生） ２０ ジャイアンツ キリンチャレンジ 小橋 全日本プロレス ２０ 第8戦 MotoGP ２０ ジャイアンツ （生） （生） （生） MotoGP ２０ ジャイアンツ （生） （生） 30 ２０
＊試合終了 ＊試合終了 ＊試合終了 ＊試合終了 10（生） カップ2022 (再) × 1998・10・31 (再) ドイツGP 第10戦 Moto3 12（生） ＊試合終了 ＊試合終了 ＊試合終了 第11戦 13（生） ※Bプロ ※Bプロ 45 Gベスト！


まで放送 まで放送 まで放送 まで放送 Moto3 00 Moto3 日本 秋山 日本武道館 00 ドイツGP Moto2 00 まで放送 まで放送 まで放送 オランダGP Moto3 00 早終了アリ 早終了アリ


Moto2 ショップ Moto2 × 第612回 三冠戦 プロ野球熱ケツ情報 （再） 予選 MotoGP ショップ 予選 Moto2 ショップ 試合終了 試合終了 2022


２１ MotoGP ２１ 30 MotoGP ブラジル 6/4開催 小橋×三沢 ２１ 30 681（再） 30 ２１ 30 （生） MotoGP ２１ 30 まで放送 まで放送 MotoGP ２１


ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ （再） プロ野球熱ケツ情報 ショップ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆


00 00 00 00 00 リーグ835 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 683（再） 00 （生） 00 リーグ837 00 00 00 00 00 リーグ838 00 00 第11戦


ショップ ショップ ショップ ショップ サッカー・ ショップ ショップ ショップ ショップ ショップ ショップ 超 ショップ ショップ ショップ 超 15 Gベスト！ ショップ ショップ ショップ ショップ Moto3 15 Gベスト！ ショップ ショップ オランダGP


２２ 30 30 30 30 ２２ キリンチャレンジ 30 30 30 30 30 30 ２２ ジャイアンツ 30 30 30 ジャイアンツ ２２ 30 30 30 30 MotoGP ２２ 30 30 編集版 ２２


45 Gベスト！ 45 Gベスト！ 45 Gベスト！ 45 Gベスト！ カップ2022 2022 MotoGP ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ プロレス 11（生） 45 Gベスト！ プロレス 2022 MotoGP 11（再） Moto3 2022 45 Gベスト！ 45 Gベスト！ 45 Gベスト！ プロレス Moto2 45 Gベスト！ 45 Gベスト！


00 日本 ハイライト 00 リーグ831（再） 00 リーグ832（再） 00 リーグ833（再） 00 リーグ834（再） クラシック 00 プロレス 激闘の記憶 ハイライト 00 MotoGP 00 MotoGP クラシック 00 ダイナミック （再）


DRAMATIC DRAMATIC DRAMATIC DRAMATIC × ⑨カタルーニャ ～Fortune ～伝承～ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ クラシック ～三沢 ⑨カタルーニャ 月刊プロ野球！ Moto2 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆ DRAMATIC DRAMATIC DRAMATIC ～伝承～ KO グローブSP DRAMATIC DRAMATIC


２３ BASEBALL BASEBALL BASEBALL BASEBALL DRAMATIC ２３ ブラジル 30  Dream 3 8（再） ２３ 30  ﾘｰｸﾞ836 104（再） NOAH編～ 30 （再） さまぁ～ず 30  ﾘｰｸﾞ836（再） ２３ 第10戦 BASEBALL BASEBALL BASEBALL 20（ＶＴＲ） Boxer's file ２３ 334 BASEBALL BASEBALL ２３


2022 2022 2022 2022 BASEBALL (録画） 45 Gベスト！ 開催記念～ 小橋建太 小橋建太 小橋建太 三沢光晴 45 Gベスト！ 小橋建太 ③（再） プロレス スタジアム 45 プロレス ドイツGP 2022 2022 2022 45 　④（再） （再） 2022 2022


2022 00 プロレス 鉄人・ 完全 完全 完全 00 特集 プロレス デビュー25周年 三沢光晴 クラシック 00 39 00 Gベスト！ 激闘の記憶 編集版 00 00 Gベスト！ 00 Moto3


第100回全国高校 激闘の記憶 小橋建太の プロデュース大会 プロデュース大会 プロデュース大会 プロレス 激闘の記憶 記念特集 2007年プロレス大賞 ～伝承～ プロレス ～三沢 小橋 KO KO 第613回 Moto2


0 巨人 巨人 巨人 巨人 0 サッカー選手権 ～三沢 軌跡 Fortune Fortune Fortune 激闘の記憶 0 ～三沢 PART1 30 17（再） 激闘の記憶 ＮＯＡＨ編～ 0 巨人 巨人 巨人 ×ハンセン Boxer's file Boxer's file 0 巨人 巨人 MotoGP 0


× × × × 巨人 激闘の記憶 ＮＯＡＨ編～ （再） Dream 2 Dream 3 Dream 4 ～鶴龍　＆ ＮＯＡＨ編～ 45 45 Gベスト！ 三冠戦  天龍 ダイナミック ～三沢 22（再） × × × SP対談 ①（再） ⑤（再） × ×


ソフトバンク ソフトバンク 千葉ロッテ 千葉ロッテ × 00 （再） 24（再） 00 四天王編～ 27（再） 00 Gベスト！ 小橋 00 ×谷津 グローブSP ＮＯＡＨ編～ DeNA DeNA DeNA 蘇る！魂の 00 00 6/13開催 中日 中日 00


～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ 千葉ロッテ プロ野球熱ケツ情報 ⑨（再） 2009・5・6 プロレス ×ハンセン プロレス 333 16（再） 2006・12・10 ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ ～東京ドーム～ 激闘バトル KO プロレス ～山形～ ～郡山～ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ　P☆


1 ～東京ドーム～ 1 30 680（再） 2007・12・2 GIANTS 全日本プロレス 1 日本武道館 クラシック SP対談 クラシック （再） 2003・6・6 日本武道館 1 Moto3 ＆トーク Boxer's file クラシック 1 30 リーグ838（再） 1


(当日放送) (当日放送) (当日放送) (当日放送) プロレス 日本武道館 in (再) (再) (再) 1997・4・19 三沢最後の 105（再） 蘇る！魂の 34（再） 日本武道館 GHC戦 Moto2 (当日放送) (当日放送) (当日放送)  (再) ②（再） 40（再） (当日放送) (当日放送) プロレス


(当日放送) クラシック 東京ドーム C・C優勝巴戦 武道館大会 小橋建太 激闘バトル オープン GHCタッグ戦 丸藤 MotoGP 00 00 全日本プロレス ※Bプロ ※Bプロ クラシック


～伝承～ 小橋建太 2022 三沢ｘ川田 三沢・潮﨑 デビュー25周年 ＆トーク 選手権大会 第612回 秋山・斎藤 × プロレス KO 旗揚げ 早終了アリ 早終了アリ ～伝承～


2 2 19（再） 腎臓がんからの ｘ 2 x 記念特集  (再) 前編 6/4開催 × 三沢 2 30 クラシック Boxer's file 10周年記念 2 30 20 （再） 2


復帰戦 小橋 佐々木・森嶋 PART2 45 小橋・本田 プロ野球熱ケツ情報 42（再） ③（再） シリーズ プロ野球熱ケツ情報


00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Gベスト！ 00 00 00 00 00 684（再） 00 00 00 不沈艦 00 00 00 685（再） 00 00 00


プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス スタン・ハンセン プロレス プロレス プロレス プロレス


3 ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ 3 クラシック クラシック GIANTS クラシック クラシック クラシック クラシック 3 クラシック クラシック クラシック クラシック クラシック クラシック クラシック 3 クラシック ジャイアンツ ジャイアンツ ジャイアンツ 大特集 クラシック クラシック 3 クラシック ジャイアンツ ジャイアンツ クラシック 3


タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン 26（再） 27（再） in 28（再） 29（再） 30（再） 82（再） 31（再） 32（再） 33（再） 35（再） 36（再） 37（再） 38（再） 39（再） タイムマシーン タイムマシーン タイムマシーン 41（再） 43（再） 44（再） タイムマシーン タイムマシーン 45（再）


37 38 36 37 25（再） リッキー・ 復活 東京ドーム ジャイアント馬場 若きエース 覆面世界一戦 追悼 ・ オランダの柔道王 全日本 因縁の対決 オープン 因縁対決 海外特集 ジャイアント馬場 インドの狂虎 36 37 38 00 '81世界最強 全日本プロレス 大仁田厚 36 37 ミラクルコンビ結成！


(再) (再) (再) (再) スティムボート インター王座 2021 ２大 ”鶴田” デストロイヤー 三沢光晴選手 A・ヘーシンク＆ VS ジャイアント馬場 選手権大会 ＆ ＆ 3000試合 タイガー・ジェット･ (再) (再) (再) 第100回全国高校 タッグ決定 海外遠征 涙の (再) (再) スタン・ハンセン


4 ※放送時間 ※放送時間 ※放送時間 ※放送時間 2002年 4 特集 特集 （再） タイトルマッチ ＮＷＡ VS 特集 4 MSGの刺客 世界の強豪 VS 後編 外国人エース ブッチャー 突破記念特集 4 シン来襲 ※放送時間 ※放送時間 ※放送時間 サッカー選手権 リーグ戦 PART3 4 王座初奪取 ※放送時間 ※放送時間 ＆ 4


短縮アリ 短縮アリ 短縮アリ 短縮アリ 王座挑戦記 マスカラス P・モラレス 大木金太郎 対決 NWA挑戦 短縮アリ 短縮アリ 短縮アリ 激闘の記憶 短縮アリ 短縮アリ ブルーザー・ブロディ


00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 （再） 00 00 00 00 00 00


Copyright©2022 日テレジータス








DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


6/1 (水) 6/2 (木) 6/3 (金) 6/4 (土) 6/5 (日)


　Mnet 2022年6⽉編成表
   2022.5.17


30 MタメBANG！#17 [HD]
13:58 インフォメーション


5


6


7


8


9


10


11


12


13


5


6


7


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #11
    [HD]


15 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #12
    [HD]


30 Mnetライブ MAMAMOO
    [HD]


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #13
    [HD]


9


10


00 フリーなドクター W
    #46
    [HD]


00 智異山＜チリサン＞ (原題)
    #14
    [再] [HD]


15 Back to the レジェンドステージ
    #1 [HD]


19


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


30 脳セク時代
    RM(BTS) 出演回 ③
    #14
    [HD]


3


23


20


17


45 Artist Clip RAIN


15


16


00 2018 MAMA
    in HONG KONG 字幕版


    BTS、GOT7、IZ*ONE、
    MOMOLAND、OH MY GIRL、
    SEVENTEEN、Wanna One、
    宇宙少女、ソンミ、チョンハ ほか
    [HD]


00 Mnetライブ TWICE①
    [HD]


30 メランコリア(原題)
    #3
    [再] [HD]


00 行列のできる食堂
    #8
    [HD]11


12


13


15 コメディビッグリーグ MeloMance 出演回 [再] [HD]


30 Mnetライブ SEVENTEEN
    [HD]


00 脳セク時代
    RM(BTS) 出演回 ②
    #9
    [HD]


45 メランコリア(原題)
    #4
    [再] [HD]


14


45 ITZY COZY HOUSE
    (Live放送)
    #5 (終)
    [HD]


4


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 脳セク時代
    RM(BTS) 出演回 ①
    #1
    [HD]


15 Back to the レジェンドステージ #2 [HD]


30 Music Video


2


3


4


00 ママはアイドル
    #1
    [HD]


45 Old Clip


15 Back to the レジェンドステージ
    #4 [HD]


45 Mnetライブ DKB [HD]


30 Z世代のアナログ体験記
    #3
    [HD]


45 Artist Clip MeloMance


00 PENTAGON ユウトの
    はじめてソロキャンプするンデ！ #1
    [HD]


30 PENTAGON ユウトの
    はじめてソロキャンプするンデ！ #2 (終)
    [HD]


00 コメディビッグリーグ MeloMance 出演回 [再] [HD]


1 1


2


8


00 QUEENDOM 2
    (Live放送)
    #10 (終)
    [HD]


00 Music Video


30 Mnetライブ fromis_9
    [HD]


00 TMI SHOW
    #6
    [再] [HD]


30 Artist Clip チョンハ


0


30 BTS COUNTDOWN
    字幕版
    [HD]


00 FUN！FAN！HWAN！
    ～BTS&SEVENTEEN編 #1 [HD]


30 FUN！FAN！HWAN！
    ～BTS&SEVENTEEN編 #2 (終) [HD]


21


22


30 見習い社長の営業日誌 ２
    #7
    [再] [HD]


15 Music Video


00 Music Video


00 M COUNTDOWN
    (Live放送）
    [HD]18


19


00 Artist Clip SF9


30 コメディビッグリーグ MeloMance 出演回 [HD]


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #15
    [HD]


15 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #16 (終)
    [HD]


30 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    セレクト
    シン・ミナ 出演回
    #65
    [HD]


00 車輪のついた家 ３
    RAIN、ユイ 出演回 ②
    #9
    [HD]


45 Mnetライブ Weeekly [HD]


00 スーパーフードのチカラ
    #5
    [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #142


    ソン・イェジン ほか
    [HD]


00 Mnetライブ OH MY GIRL
    [HD]


30 Mnetライブ TWICE②
    [HD]


15 New Clip


30 SHINeeの年下の男の子
    #7 [HD]


00 SHINeeの年下の男の子
    #8 [HD]


30 驚きの土曜日
    RAIN、キム・ボム 出演回
    #192
    [HD]


15 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #14
    [HD]


30 Music Video


00 History of Your IDOL #1
    BTS ① [HD]


30 History of Your IDOL #2
    BTS ② [HD]


00 車輪のついた家 ３
    RAIN、ユイ 出演回 ①
    #8
    [HD]


45 Music Video


00 KUMITATE 家族
    #3
    [HD]


15 Back to the レジェンドステージ
    #3 [HD]


45 Music Video


00 全知的おせっかい視点
    #151


    HIGHLIGHT ほか
    [HD]


30 Mnetライブ TWICE①
    [再] [HD]


00 メランコリア(原題)
    #5
    [再] [HD]


00 Mnetライブ MAMAMOO
    [再] [HD]


00 女子高推理部
    #1
    [HD]


45 女子高推理部
    #2
    [HD]


30 Artist Clip BTS


00 メランコリア(原題)
    #5
    [HD]


15 Mnetライブ MOMOLAND [HD]


30 QUEENDOM 2 字幕版
    #3
    [HD]


30 ソウルメイト ２
    キー(SHINee)編
    #4 [HD]


10 Music Video


30 Music Video


23


0


20


21


22


15 Music Video


14


15


16


17


18


00 女子高推理部
    #1
    [再] [HD]


45 女子高推理部
    #2
    [再] [HD]


30 Music Video


00 タメになる大人セミナー
    セレクト
    #170
    [HD]


15 Artist Clip MeloMance [再]


30 驚きの土曜日
    #200
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #200
    [HD]


00 メランコリア(原題)
    #6
    [HD]


15 New Clip [再]


30 見習い社長の営業日誌 ２
    #8
    [HD]


15 Mnetライブ HIGHLIGHT [HD]


30 KAI’s Bucket List
    #1
    [HD]


45 Artist Clip Wonder Girls


00 シックスセンス ３
    #3
    [HD]


00 Music Video


00 全知的おせっかい視点
    #152
    [HD]


30 Artist Clip チョンハ
    [再]


00 メランコリア(原題)
    #6
    [再] [HD]


15 Mnetライブ WEi [HD]


00 ラケットボーイズ
    #1
    [HD]


45 雨の日に聴きたい MV特集 [HD]


00 Back to the レジェンドステージ
    #5 [HD]


30 智異山＜チリサン＞ (原題)
    #13
    [再] [HD]


45 智異山＜チリサン＞ (原題)
    #14
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕なし版
    [HD]


00 Back to the レジェンドステージ
    #7 [HD]


30 Mnetライブ fromis_9
    [再] [HD]


30 Mnetライブ SEVENTEEN
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [HD]


00 MY BOYFRIEND IS BETTER
    #3
    [HD]


30 Artist Clip BTS
    [再]


00 STREET WOMAN FIGHTER
    #3
    [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    セレクト
    RAIN 出演回
    #97
    [HD]


00 気になるお隣さん
    1話先行放送
    [HD]


15 Artist Clip RAIN [再]


30 ゴースト・ドクター(原題)
    1話先行放送
    [HD]


45 Music Video


00 TMI SHOW
    #7
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


30 君の声が見える ９
    #11
    [HD]


00 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


30 MAMA THE ORIGINAL
    K-POP AWARDS #6
    MAMA LEGEND TWICE [HD]


00 Back to the レジェンドステージ
    #6 [HD]


00 M COUNTDOWN バックステージ
    過去放送回 #296
    BTS、Stray Kids ほか
    [HD]


30 Music Video







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


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


2


3


4


　Mnet 2022年6⽉編成表
   2022.5.17


30 MタメBANG！#17 [再] [HD]
21:58 インフォメーション


00 MタメBANG！#17 [再] [HD]
0:28 インフォメーション


00 MタメBANG！#17 [再] [HD]
19:28 インフォメーション


17


18


19


20


21


22


23


0


1


8


9


10


11


12


13


14


15


16


5


6


7


00 キマイラ(原題)
    アンコール放送
    #1
    [HD]


15 キマイラ(原題)
    アンコール放送
    #2
    [HD]


30 コメディビッグリーグ MeloMance 出演回 [再] [HD]


45 Old Clip [再]


8


9


10


00 フリーなドクター M
    #47
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    BTS 出演回 ①
    #116 [HD]


00 Artist Clip SF9
    [再]


30 Mnetライブ TWICE②
    [再] [HD]


11


12


13


30 驚きの土曜日
    RAIN、キム・ボム 出演回
    #192
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN バックステージ
    過去放送回 #296
    BTS、Stray Kids ほか
    [再] [HD]


45 Mnetライブ MOMOLAND [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


14


15


16


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #1
    [HD]


15 Artist Clip Wonder Girls [再]


30 車輪のついた家 ３
    チ・チャンウク 出演回
    #12 (終)
    [HD]


00 MAMA THE ORIGINAL
    K-POP AWARDS #6
    MAMA LEGEND TWICE [再] [HD]


17


18


30 Music Video


00 君の声が見える ９
    #11
    [再] [HD]


19


00 新ヤンナムジャ SHOW
    BTS 出演回
    #1
    [HD]


00 Back to the レジェンドステージ
    #11 [HD]


30 Artist Clip BTS
    [再]


45 New Clip [再]


20


21


22


00 シックスセンス ３
    #3
    [再] [HD]


00 智異山＜チリサン＞ (原題)
    #16 (終)
    [HD]


23


30 Mnetライブ TWICE②
    [再] [HD]


00 BTS COUNTDOWN
    字幕版
    [再] [HD]


30 Back to the レジェンドステージ
    #8 [HD]


00 Artist Clip チョンハ
    [再]


00 目指せ卓球王！
    #9
    [再] [HD]


45 New Clip [再]


30 知っておくと役立つ
    犯罪雑学 ２
    #12
    [HD]


30 Artist Clip チョンハ
    [再]


0


1


00 智異山＜チリサン＞ (原題)
    #15
    [HD]


15 Mnetライブ Weeekly [再] [HD]


30 目指せ卓球王！
    #9
    [HD]


15 Music Video


2


3


4


45 Music Video


15 Back to the レジェンドステージ
    #12 [HD]


45 Old Clip [再]


30 SHINeeの年下の男の子
    #7 [再] [HD]


00 SHINeeの年下の男の子
    #8 [再] [HD]


30 History of Your IDOL #1
    BTS ① [再] [HD]


00 History of Your IDOL #2
    BTS ② [再] [HD]


30 Mnetライブ TWICE①
    [再] [HD]


00 休止


45 Mnetライブ HIGHLIGHT [再] [HD]


00 2021 Mnet Japan
    Fan's Choice Awards
    #1
    [HD]


00 TMI SHOW
    #7
    [再] [HD]


30 Mnetライブ TWICE②
    [再] [HD]


00 ママはアイドル
    #2
    [HD]


15 雨の日に聴きたい MV特集 [再] [HD]


30 STREET DANCE
    GIRLS FIGHTER
    #4
    [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #142


    ソン・イェジン ほか
    [再] [HD]


00 キマイラ(原題)
    アンコール放送
    #5
    [HD]


15 キマイラ(原題)
    アンコール放送
    #6
    [HD]


30 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


00 フリーなドクター W
    #47
    [HD]


00 智異山＜チリサン＞ (原題)
    #16 (終)
    [再] [HD]


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #2
    [HD]


15 Music Video


30 驚きの土曜日
    #200
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    BTS 出演回 ①
    #116 [再] [HD]


00 キマイラ(原題)
    アンコール放送
    #3
    [HD]


15 キマイラ(原題)
    アンコール放送
    #4
    [HD]


30 Music Video


00 フリーなドクター T
    #22
    [HD]


00 智異山＜チリサン＞ (原題)
    #15
    [再] [HD]


15 Back to the レジェンドステージ
    #9 [HD]


00 KAI’s Bucket List
    #1
    [再] [HD]


15 Back to the レジェンドステージ
    #10 [HD]


45 Music Video


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #3
    [HD]


15 Artist Clip RAIN [再]


30 FUN！FAN！HWAN！
    ～BTS&SEVENTEEN編 #1 [再] [HD]


00 見習い社長の営業日誌 ２
    #8
    [再] [HD]


45 雨の日に聴きたい MV特集 [再] [HD]


00 Music Video


30 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    セレクト
    BTS 出演回
    #99
    [HD]


30 Mnetライブ SEVENTEEN
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 FUN！FAN！HWAN！
    ～BTS&SEVENTEEN編 #2 (終) [再] [HD]


30 メランコリア(原題)
    #5
    [再] [HD]


45 メランコリア(原題)
    #6
    [再] [HD]


00 Mnetライブ MAMAMOO
    [再] [HD]


30 コメディビッグリーグ ファニ(FLY TO THE SKY) 出演回 [HD]


45 Mnetライブ DKB [再] [HD]


30 PENTAGON ユウトの
    はじめてソロキャンプするンデ！ #2 (終)
    [再] [HD]


00 行列のできる食堂
    #9
    [HD]


15 コメディビッグリーグ ファニ(FLY TO THE SKY) 出演回 [再] [HD]


30 Mnetライブ fromis_9
    [再] [HD]


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #4
    [HD]


15 New Clip


00 キマイラ(原題)
    アンコール放送
    #7
    [HD]


15 キマイラ(原題)
    アンコール放送
    #8
    [HD]


30 Music Video


00 脳セク時代
    RM(BTS) 出演回 ④
    #21
    [HD]


30 Artist Clip SF9
    [再]


00 PENTAGON ユウトの
    はじめてソロキャンプするンデ！ #1
    [再] [HD]


30 SHINeeの年下の男の子
    #9 [HD]


00 SHINeeの年下の男の子
    #10 [HD]


30 驚きの土曜日
    ユイ、ソン・ナウン 出演回
    #198
    [HD]


00 M COUNTDOWN バックステージ
    過去放送回 #296
    BTS、Stray Kids ほか
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    (Live放送）
    [HD]


00 KCON:TACT HI 5
    字幕版


    AB6IX、ATEEZ、
    Girls Planet 999、HIGHLIGHT、
    INI、ITZY、JO1、MAMAMOO、
    ONF、Stray Kids、
    STREET WOMAN FIGHTER、
    THE BOYZ、パク・ジフン ほか
    [HD]


45 Music Video


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    BTS 出演回 ①
    #116 [再] [HD]


00 コメディビッグリーグ ファニ(FLY TO THE SKY) 出演回 [再] [HD]


00 女子高推理部
    #3
    [HD]


45 女子高推理部
    #4
    [HD]


30 Music Video


00 メランコリア(原題)
    #7
    [HD]


15 Mnetライブ HIGHLIGHT [再] [HD]


30 QUEENDOM 2 字幕版
    #4
    [HD]


00 ラケットボーイズ
    #2
    [HD]


45 Music Video


15 智異山＜チリサン＞ (原題)
    #15
    [再] [HD]


30 智異山＜チリサン＞ (原題)
    #16 (終)
    [再] [HD]


00 全知的おせっかい視点
    #153
    [HD]


30 Artist Clip BTS
    [再]


30 Music Video


00 Mnetライブ TWICE①
    [再] [HD]


30 Z世代のアナログ体験記
    #4 (終)
    [HD]


00 Mnetライブ MAMAMOO
    [再] [HD]


30 ソウルメイト ２
    キー(SHINee)編
    #5 [HD]


10 Music Video


30 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    セレクト
    シン・ミナ 出演回
    #65
    [再] [HD]


00 KUMITATE 家族
    #4
    [HD]


15 Mnetライブ SEVENTEEN
    [再] [HD]


00 キマイラ(原題)
    アンコール放送
    #9
    [HD]


15 キマイラ(原題)
    アンコール放送
    #10
    [HD]


30 車輪のついた家 ３
    チ・チャンウク 出演回
    #12 (終)
    [再] [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    セレクト
    RAIN 出演回
    #97
    [再] [HD]


00 スーパーフードのチカラ
    #6
    [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #143
    [HD]


5


6


7


00 TMI SHOW
    #8


    ジュホン(MONSTA X)、
    パク・ジフン
    [HD]


30 Artist Clip チョンハ
    [再]


30 驚きの土曜日
    #201


    アン・ボヒョン、チョ・ボア
    [HD]


00 メランコリア(原題)
    #8
    [HD]


00 メランコリア(原題)
    #7
    [再] [HD]


15 Mnetライブ Weeekly [再] [HD]


30 見習い社長の営業日誌 ２
    #9
    [HD]


15 Music Video


30 KAI’s Bucket List
    #2
    [HD]


45 Artist Clip MeloMance [再]


15 Artist Clip Wonder Girls [再]


30 Mnetライブ TWICE①
    [再] [HD]


00 深夜カフェ
    #1
    [HD]


15 Back to the レジェンドステージ
    #13 [HD]


45 Mnetライブ MOMOLAND [再] [HD]


00 MAMAベストパフォーマンス
    BTS 2014-2020
    [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [HD]


00 MY BOYFRIEND IS BETTER
    #4
    [HD]


00 M COUNTDOWN バックステージ
    過去放送回 #296
    BTS、Stray Kids ほか
    [再] [HD]


00 女子高推理部
    #3
    [再] [HD]


45 女子高推理部
    #4
    [再] [HD]


30 Mnetライブ fromis_9
    [再] [HD]


00 タメになる大人セミナー
    セレクト
    #172
    [HD]


15 Music Video


30 驚きの土曜日
    #201


    アン・ボヒョン、チョ・ボア
    [再] [HD]


00 全知的おせっかい視点
    #154
    [HD]


30 Mnetライブ SEVENTEEN
    [再] [HD]


00 メランコリア(原題)
    #8
    [再] [HD]


15 Music Video


30 君の声が見える ９
    #12 (終)
    [HD]


00 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


30 MAMA THE ORIGINAL
    K-POP AWARDS #7 (終)
    MAMA LEGEND BTS
    [HD]


30 Artist Clip SF9
    [再]


00 M COUNTDOWN 字幕なし版
    [HD]


00 シックスセンス ３
    #4
    [HD]


45 Mnetライブ DKB [再] [HD]


30 Music Video


00 STREET WOMAN FIGHTER
    #4
    [HD]


00 新ヤンナムジャ SHOW
    BTS 出演回
    #1
    [再] [HD]


00 KCON:TACT HI 5
    バックステージビハインド #1
    ～KCON World Premiere :
    The Triangle～ JO1 ほか
    [HD]







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


6/13 (月) 6/14 (火) 6/15 (水) 6/16 (木) 6/17 (金) 6/18 (土) 6/19 (日)


　Mnet 2022年6⽉編成表
   2022.5.17


30 MタメBANG！#18 [HD]
13:58 インフォメーション


20


21


22


23


0


5


6


7


00 キマイラ(原題)
    アンコール放送
    #11
    [HD]


15 キマイラ(原題)
    アンコール放送
    #12
    [HD]


30 コメディビッグリーグ ファニ(FLY TO THE SKY) 出演回 [再] [HD]


45 Artist Clip MeloMance [再]


8


9


10


00 フリーなドクター M
    #48
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    BTS 出演回 ②
    #142 [HD]


45 New Clip [再]


30 MINOのパイロット #1 [HD]


11


12


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


1313


00 ビューティー・アゲイン
    #1
    [HD]


15 Back to the レジェンドステージ
    #14 [HD]


45 Music Video


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


45 Music Video


00 Back to the レジェンドステージ
    #15 (終) [HD]


30 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


17


18


19


30 DKBユナイテッド
    #1
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    (Live放送）
    [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #144
    [HD]


00 Mnetライブ TWICE①
    [再] [HD]


30 ソウルメイト ２
    キー(SHINee)編
    #6 [HD]


00 Music Video


14


15


16


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #5
    [HD]


15 Mnetライブ WEi [再] [HD]


30 Celeb Fiveの
    チャートシスターズ
    #1
    [HD]


45 Mnetライブ DKB [再] [HD]


14


15


16


4


00 SHINeeの年下の男の子
    #10 [再] [HD]


30 深夜カフェ
    #1
    [再] [HD]


45 Old Clip [再]


00 休止


23


0


1


00 Artist Clip SF9
    [再]


30 目指せ卓球王！
    #10
    [HD]


15 雨の日に聴きたい MV特集 [再] [HD]


30 SHINeeの年下の男の子
    #9 [再] [HD]


00 防弾少年団
    COMEBACK SHOW - BTS DNA
    字幕版
    [HD]


00 MAMA THE ORIGINAL
    K-POP AWARDS #7 (終)
    MAMA LEGEND BTS
    [再] [HD]


00 君の声が見える ９
    #12 (終)
    [再] [HD]


30 Artist Clip BTS
    [再]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    セレクト
    チャ・スンウォン
    #32
    [HD]


00 Music Video


30 Mnetライブ fromis_9
    [再] [HD]


2


3


20


21


22


00 DKBユナイテッド
    #1
    [HD]


00 シックスセンス ３
    #4
    [再] [HD]


45 Artist Clip Wonder Girls [再]


17


18


19


30 知っておくと役立つ
    犯罪雑学 ２
    #13
    [HD]


15 Mnetライブ HIGHLIGHT [再] [HD]


30 STREET DANCE
    GIRLS FIGHTER
    #5
    [HD]


00 2021 Mnet Japan
    Fan's Choice Awards
    #2 (終)
    [HD]


00 キマイラ(原題)
    アンコール放送
    #15
    [HD]


15 キマイラ(原題)
    アンコール放送
    #16 (終)
    [HD]


30 Mnetライブ MAMAMOO
    [再] [HD]


00 フリーなドクター W
    #48
    [HD]


00 自由の達人
    #1
    [HD]


15 Music Video


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #6
    [HD]


15 Mnetライブ MOMOLAND [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #201


    アン・ボヒョン、チョ・ボア
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    BTS 出演回 ②
    #142 [再] [HD]


00 目指せ卓球王！
    #10
    [再] [HD]


00 キマイラ(原題)
    アンコール放送
    #13
    [HD]


15 キマイラ(原題)
    アンコール放送
    #14
    [HD]


30 Music Video


00 フリーなドクター T
    #23
    [HD]


00 Mnetライブ TWICE②
    [再] [HD]


30 脳セク時代
    RM(BTS) 出演回 ①
    #1
    [再] [HD]


45 MINOのパイロット #2 [HD]


00 KAI’s Bucket List
    #2
    [再] [HD]


15 台湾美食会
    #1
    [HD]


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #7
    [HD]


15 Mnetライブ Weeekly [再] [HD]


00 見習い社長の営業日誌 ２
    #9
    [再] [HD]


45 Music Video


00 ゴースト・ドクター(原題)
    #1
    [HD]


15 KCON 2017 MEXICO ×
    M COUNTDOWN 字幕版


    BTS、MONSTA X、
    Red Velvet、NCT 127、
    ASTRO ほか
    [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #143
    [再] [HD]


30 メランコリア(原題)
    #7
    [再] [HD]


45 メランコリア(原題)
    #8
    [再] [HD]


00 Music Video


30 コメディビッグリーグ イム・チャンジョン 出演回 [HD]


45 Artist Clip RAIN [再]


00 History of Your IDOL #1
    BTS ① [再] [HD]


30 History of Your IDOL #2
    BTS ② [再] [HD]


45 MINOのパイロット #4 [HD]


00 行列のできる食堂
    #10
    [HD]


15 コメディビッグリーグ イム・チャンジョン 出演回 [再] [HD]


30 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #8
    [HD]


15 New Clip


00 ホームタウン(原題)
    一挙放送
    #1
    [HD]


15 ホームタウン(原題)
    一挙放送
    #2
    [HD]


30 驚きの土曜日
    ユイ、ソン・ナウン 出演回
    #198
    [再] [HD]


00 ゴースト・ドクター(原題)
    #1
    [再] [HD]


15 Music Video


30 MINOのパイロット #3 [HD]


30 Music Video


00 ママはアイドル
    #3
    [HD]


45 Artist Clip MeloMance [再]


00 ホームタウン(原題)
    一挙放送
    #3
    [HD]


15 ホームタウン(原題)
    一挙放送
    #4
    [HD]


30 脳セク時代
    RM(BTS) 出演回 ②
    #9
    [再] [HD]


45 Music Video


00 ゴースト・ドクター(原題)
    #2
    [再] [HD]


15 Mnetライブ MOMOLAND [再] [HD]


30 MINOのパイロット #5 [HD]


00 KCON:TACT HI 5
    バックステージビハインド #1
    ～KCON World Premiere :
    The Triangle～ JO1 ほか
    [再] [HD]


00 2018 MAMA
    バックステージ


    BTS ほか
    [HD]


00 ゴースト・ドクター(原題)
    #2
    [HD]


15 驚きの土曜日
    RAIN、キム・ボム 出演回
    #192
    [再] [HD]


45 Mnetライブ DKB [再] [HD]


00 TMI SHOW
    #8


    ジュホン(MONSTA X)、
    パク・ジフン
    [再] [HD]


30 SHINeeの年下の男の子
    #11 [HD]


00 SHINeeの年下の男の子
    #12 (終) [HD]


30 Kep1er View 字幕版
    #1
    [HD]


45 Mnetライブ WEi [再] [HD]


00 Kep1er View 字幕版
    #1
    [再] [HD]


15 脳セク時代
    RM(BTS) 出演回 ③
    #14
    [再] [HD]


45 Mnetライブ HIGHLIGHT [再] [HD]


00 コメディビッグリーグ イム・チャンジョン 出演回 [再] [HD]


15 台湾美食会
    #1
    [再] [HD]


00 ラケットボーイズ
    #3
    [HD]


45 Old Clip


00 ゴースト・ドクター(原題)
    #1
    [再] [HD]


15 ゴースト・ドクター(原題)
    #2
    [再] [HD]


30 Mnetライブ fromis_9
    [再] [HD]


45 女子高推理部
    #6
    [HD]


30 Artist Clip BTS
    [再]


00 メランコリア(原題)
    #9
    [HD]


15 New Clip [再]


30 QUEENDOM 2 字幕版
    #5
    [HD]


30 Music Video


30 脱！おじさん計画
    #1
    [HD]


45 雨の日に聴きたい MV特集 [再] [HD]


00 KUMITATE 家族
    #5
    [HD]


15 Mnetライブ Weeekly [再] [HD]


30 Artist Clip チョンハ
    [再]


00 女子高推理部
    #5
    [HD]


45 MINOのパイロット #6 [HD]


00 スーパーフードのチカラ
    #7
    [HD]


00 シックスセンス ３
    #5
    [HD]


45 Artist Clip Wonder Girls [再]


00 Mnetライブ SEVENTEEN
    [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #202
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    BTS 出演回 ②
    #142 [再] [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    セレクト
    BTS 出演回
    #99
    [再] [HD]


00 全知的おせっかい視点
    #155


    キム・ヨハン(WEi) ほか
    [HD]


30 Music Video


00 メランコリア(原題)
    #9
    [再] [HD]


15 Mnetライブ WEi [再] [HD]


30 見習い社長の営業日誌 ２
    #10
    [HD]


15 Music Video


15 Music Video


00 深夜カフェ
    #2
    [HD]


15 雨の日に聴きたい MV特集 [再] [HD]


00 KCON:TACT HI 5
    バックステージビハインド
    #2
    [HD]


00 TMI SHOW
    #9
    [HD]


30 Artist Clip チョンハ
    [再]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [HD]


30 Mnetライブ TWICE②
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 メランコリア(原題)
    #10
    [HD]


15 Mnetライブ MOMOLAND [再] [HD]


30 Mnetライブ BTS
    ベストパフォーマンスSP
    [HD]


15 Music Video


30 Mnetライブ MAMAMOO
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕なし版
    [HD]


00 MY BOYFRIEND IS BETTER
    #5
    [HD]


30 Music Video


00 STREET WOMAN FIGHTER
    #5
    [HD]


30 KAI’s Bucket List
    #3
    [HD]


45 Artist Clip RAIN [再]


00 女子高推理部
    #5
    [再] [HD]


45 女子高推理部
    #6
    [再] [HD]


30 Music Video


00 タメになる大人セミナー
    セレクト
    #155
    [HD]


15 Artist Clip Wonder Girls [再]


30 驚きの土曜日
    #202
    [再] [HD]


00 全知的おせっかい視点
    #156


    ソユ ほか
    [HD]


30 Artist Clip SF9
    [再]


00 メランコリア(原題)
    #10
    [再] [HD]







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


6/20 (月) 6/21 (火) 6/22 (水) 6/23 (木) 6/24 (金) 6/25 (土) 6/26 (日)


2


3


4


　Mnet 2022年6⽉編成表
   2022.5.17


30 MタメBANG！#18 [再] [HD]
21:58 インフォメーション


00 MタメBANG！#18 [再] [HD]
0:28 インフォメーション


00 MタメBANG！#18 [再] [HD]
19:28 インフォメーション


45 MINOのパイロット #8 [HD] / 55 MV
40 MINOのパイロット #10 [HD] / 55 MV


17


18


19


20


21


22


23


0


1


8


9


10


11


12


13


14


15


16


5


6


7


00 ホームタウン(原題)
    一挙放送
    #5
    [HD]


15 ホームタウン(原題)
    一挙放送
    #6
    [HD]


30 コメディビッグリーグ イム・チャンジョン 出演回 [再] [HD]


45 Music Video


8


9


10


00 フリーなドクター M
    #49
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    BTS 出演回 ③
    #207 [HD]


15 Mnetライブ HIGHLIGHT [再] [HD]


11


12


13


00 ビューティー・アゲイン
    #2
    [HD]


15 Artist Clip RAIN [再]


30 Mnetライブ SEVENTEEN
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


14


15


16


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #9
    [HD]


15 Mnetライブ HIGHLIGHT [再] [HD]


30 Celeb Fiveの
    チャートシスターズ
    #2
    [HD]


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #10
    [HD]


17


18


19


45 KCON 2017 MEXICO ×
    M COUNTDOWN 字幕版


    BTS、MONSTA X、
    Red Velvet、NCT 127、
    ASTRO ほか
    [再] [HD]


30 気になるお隣さん
    #1
    [HD]


45 Artist Clip MeloMance [再]


45 メランコリア(原題)
    #10
    [再] [HD]


20


21


22


00 防弾少年団
    COMEBACK SHOW - BTS DNA
    字幕版
    [再] [HD]


30 2018 MAMA
    バックステージ


    BTS ほか
    [再] [HD]


45 Music Video


30 PENTAGON ユウトの
    はじめてソロキャンプするンデ！ #2 (終)
    [再] [HD]


00 見習い社長の営業日誌 ２
    #10
    [再] [HD]


23


0


1


30 Music Video


00 TMI SHOW
    #9
    [再] [HD]


00 SHINeeの年下の男の子
    #12 (終) [再] [HD]


2


3


4


30 深夜カフェ
    #2
    [再] [HD]


45 Old Clip [再]


00 休止


30 STREET DANCE
    GIRLS FIGHTER
    #6 (終)
    [HD]


15 Music Video


30 Mnetライブ TWICE①
    [再] [HD]


00 ゴースト・ドクター(原題)
    #3
    [HD]


15 KCON 2016 LA 字幕版


    SHINee、MONSTA X、
    TWICE、BTS、ASTRO、
    GFRIEND、I.O.I、 ほか
    [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #144
    [再] [HD]


30 Artist Clip SF9
    [再]


00 ママはアイドル
    #4
    [HD]


45 Music Video


00 DKBユナイテッド
    #2
    [HD]


00 Music Video


30 目指せ卓球王！
    #11
    [HD]


15 Mnetライブ DKB [再] [HD]


30 SHINeeの年下の男の子
    #11 [再] [HD]


00 4つのショー<サガジショー>
    RM(BTS) 出演回
    #3 [HD]


00 Music Video


30 知っておくと役立つ
    犯罪雑学 ２
    #14
    [HD]


15 Mnetライブ Weeekly [再] [HD]


00 ホームタウン(原題)
    一挙放送
    #9
    [HD]


15 ホームタウン(原題)
    一挙放送
    #10
    [HD]


30 Music Video


00 フリーなドクター W
    #49
    [HD]


00 自由の達人
    #2
    [HD]


15 Mnetライブ MOMOLAND [再] [HD]


30 MINOのパイロット #7 [HD]


00 シックスセンス ３
    #5
    [再] [HD]


45 Mnetライブ WEi [再] [HD]


15 雨の日に聴きたい MV特集 [再] [HD]


30 驚きの土曜日
    #202
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    BTS 出演回 ③
    #207 [再] [HD]


00 目指せ卓球王！
    #11
    [再] [HD]


45 New Clip [再]


00 2021 Mnet Japan
    Fan's Choice Awards
    #1
    [再] [HD]


00 ホームタウン(原題)
    一挙放送
    #7
    [HD]


15 ホームタウン(原題)
    一挙放送
    #8
    [HD]


30 Mnetライブ fromis_9
    [再] [HD]


00 フリーなドクター T
    #24
    [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    セレクト
    チャ・スンウォン
    #32
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


30 コメディビッグリーグ ソラ(MAMAMOO) 出演回 [HD]


45 Music Video


00 PENTAGON ユウトの
    はじめてソロキャンプするンデ！ #1
    [再] [HD]


00 KAI’s Bucket List
    #3
    [再] [HD]


15 台湾美食会
    #2 (終)
    [HD]


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #11
    [HD]


15 Mnetライブ DKB [再] [HD]


30 DKBユナイテッド
    #2
    [再] [HD]


30 メランコリア(原題)
    #9
    [再] [HD]


00 智異山＜チリサン＞ (原題)
    アンコール放送
    #1
    [HD]


15 智異山＜チリサン＞ (原題)
    アンコール放送
    #2
    [HD]


45 Music Video


00 FUN！FAN！HWAN！
    ～BTS&SEVENTEEN編 #1 [再] [HD]


30 FUN！FAN！HWAN！
    ～BTS&SEVENTEEN編 #2 (終) [再] [HD]


00 ゴースト・ドクター(原題)
    #4
    [再] [HD]


15 Artist Clip Wonder Girls [再]


00 M COUNTDOWN
    (Live放送）
    [HD]


00 KCON:TACT HI 5
    バックステージビハインド
    #2
    [再] [HD]


30 MINOのパイロット #9 [HD]


00 ホームタウン(原題)
    一挙放送
    #11
    [HD]


15 ホームタウン(原題)
    一挙放送
    #12 (終)
    [HD]


30 Mnetライブ TWICE②
    [再] [HD]


00 4つのショー<サガジショー>
    RM(BTS) 出演回
    #3 [再] [HD]


00 ゴースト・ドクター(原題)
    #3
    [再] [HD]


00 行列のできる食堂
    #11
    [HD]


15 コメディビッグリーグ ソラ(MAMAMOO) 出演回 [再] [HD]


30 Artist Clip BTS
    [再]


00 2019 MAMA
    バックステージ


    BTS ほか
    [HD]


00 ゴースト・ドクター(原題)
    #4
    [HD]


15 Artist Clip RAIN [再]


30 Mnetライブ MAMAMOO
    [再] [HD]


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #12
    [HD]


15 New Clip


30 M COUNTDOWN
    バックステージ
    BTS 出演回 ③
    #207 [再] [HD]


30 Kep1er View 字幕版
    #2
    [HD]


30 Music Video


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 MAMAベストパフォーマンス
    BTS 2014-2020
    [再] [HD]


00 コメディビッグリーグ ソラ(MAMAMOO) 出演回 [再] [HD]


15 台湾美食会
    #2 (終)
    [再] [HD]


30 Mnetライブ fromis_9
    [再] [HD]


00 女子高推理部
    #7
    [HD]


45 女子高推理部
    #8
    [HD]


30 Music Video


00 メランコリア(原題)
    #11
    [HD]


15 Mnetライブ Weeekly [再] [HD]


00 ラケットボーイズ
    #4
    [HD]


30 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


00 ゴースト・ドクター(原題)
    #3
    [再] [HD]


15 ゴースト・ドクター(原題)
    #4
    [再] [HD]


30 Artist Clip チョンハ
    [再]


00 全知的おせっかい視点
    #157
    [HD]


30 QUEENDOM 2 字幕版
    #6
    [HD]


30 Music Video


00 Kep1er View 字幕版
    #2
    [再] [HD]


30 ソウルメイト ２
    キー(SHINee)編
    #7 [HD]


10 Music Video


30 脱！おじさん計画
    #2
    [HD]


45 Mnetライブ WEi [再] [HD]


00 KUMITATE 家族
    #6
    [HD]


15 Music Video


30 MINOのパイロット #11 [HD]


45 MINOのパイロット #12 (終) [HD]


00 スーパーフードのチカラ
    #8
    [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #145
    [HD]


45 Artist Clip MeloMance [再]


00 Mnetライブ TWICE②
    [再] [HD]


5


6


7


30 驚きの土曜日
    #203
    [HD]


00 メランコリア(原題)
    #12
    [HD]


30 Music Video


00 メランコリア(原題)
    #11
    [再] [HD]


15 Artist Clip RAIN [再]


30 見習い社長の営業日誌 ２
    #11
    [HD]


15 Music Video


30 KAI’s Bucket List
    #4
    [HD]


15 Mnetライブ WEi [再] [HD]


30 Music Video


00 深夜カフェ
    #3 (終)
    [HD]


15 Artist Clip Wonder Girls [再]


30 Mnetライブ MAMAMOO
    [再] [HD]


00 BTS
    COMEBACK SHOW
    HIGHLIGHT REEL
    字幕版
    [HD]


15 Mnetライブ MOMOLAND [再] [HD]


30 Artist Clip SF9
    [再]


00 KCON:TACT HI 5
    バックステージビハインド
    #3 (終)
    INI ほか
    [HD]


00 TMI SHOW
    #10
    [HD]


30 Music Video


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 女子高推理部
    #7
    [再] [HD]


45 女子高推理部
    #8
    [再] [HD]


30 Music Video


00 タメになる大人セミナー
    セレクト
    #156
    [HD]


15 Old Clip [再]


30 驚きの土曜日
    #203
    [再] [HD]


00 全知的おせっかい視点
    #158


    Brave Girls ほか
    [HD]


30 Artist Clip BTS
    [再]


00 メランコリア(原題)
    #12
    [再] [HD]


15 Mnetライブ HIGHLIGHT [再] [HD]


30 YA-MAN TV
    BTS 出演回 ①
    #23
    [HD]


30 YA-MAN TV
    BTS 出演回 ②
    #24 (終)
    [HD]


30 Kep1er DEBUT SHOW
    字幕版
    [HD]


45 Music Video


00 M COUNTDOWN 字幕なし版
    [HD]


45 雨の日に聴きたい MV特集 [再] [HD]


00 シックスセンス ３
    #6
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [HD]


00 MY BOYFRIEND IS BETTER
    #6
    [HD]


30 Music Video


00 STREET WOMAN FIGHTER
    #6
    [HD]


15 Music Video


30 Mnetライブ SEVENTEEN
    [再] [HD]







DRAMA VARIETY MUSIC MOVIE [再] 再放送   [HD] HD放送　


6/27 (月) 6/28 (火) 6/29 (水) 6/30 (木)
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14


15


16


17


18


19


20
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5


6


7


8


9


10


11


12


13


5


6


7


00 智異山＜チリサン＞ (原題)
    アンコール放送
    #3
    [HD]


15 智異山＜チリサン＞ (原題)
    アンコール放送
    #4
    [HD]


30 コメディビッグリーグ ソラ(MAMAMOO) 出演回 [再] [HD]


45 Old Clip [再]


8


9


10


00 フリーなドクター M
    #50
    [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    BTS 出演回 ④
    #238 [HD]


30 Artist Clip SF9
    [再]


11


12


13


00 ビューティー・アゲイン
    #3
    [HD]


15 Music Video


30 Mnetライブ TWICE①
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


30 Mnetライブ fromis_9
    [再] [HD]


00 智異山＜チリサン＞ (原題)
    アンコール放送
    #7
    [HD]


14


15


16


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #13
    [HD]


15 Artist Clip MeloMance [再]


30 Celeb Fiveの
    チャートシスターズ
    #3
    [HD]


30 メランコリア(原題)
    #11
    [再] [HD]


17


18


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #15
    [HD]


15 Mnetライブ HIGHLIGHT [再] [HD]


30 DKBユナイテッド
    #3
    [再] [HD]


19


45 KCON 2016 LA 字幕版


    SHINee、MONSTA X、
    TWICE、BTS、ASTRO、
    GFRIEND、I.O.I、 ほか
    [再] [HD]


30 気になるお隣さん
    #2
    [HD]


45 Mnetライブ DKB [再] [HD] 45 Mnetライブ MOMOLAND [再] [HD]


20


21


22


00 Kep1er DEBUT SHOW
    字幕版
    [再] [HD]


15 New Clip [再]


30 4つのショー<サガジショー>
    RM(BTS) 出演回
    #3 [再] [HD]


30 Mnetライブ OH MY GIRL
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    BTS 出演回 ④
    #238 [再] [HD]


00 目指せ卓球王！
    #12
    [再] [HD]


00 智異山＜チリサン＞ (原題)
    アンコール放送
    #5
    [HD]


15 智異山＜チリサン＞ (原題)
    アンコール放送
    #6
    [HD]


30 Music Video


00 フリーなドクター T
    #25
    [HD]


00 YA-MAN TV
    BTS 出演回 ①
    #23
    [再] [HD]


00 YA-MAN TV
    BTS 出演回 ②
    #24 (終)
    [再] [HD]


00 DKBユナイテッド
    #3
    [HD]


00 Music Video


30 目指せ卓球王！
    #12
    [HD]


00 2021 Mnet Japan
    Fan's Choice Awards
    #2 (終)
    [再] [HD]


00 シックスセンス ３
    #6
    [再] [HD]


00 新ヤンナムジャ SHOW
    BTS 出演回
    #1
    [再] [HD]


00 Mnetライブ TWICE②
    [再] [HD]


30 知っておくと役立つ
    犯罪雑学 ２
    #15
    [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #14
    [HD]


15 Music Video


30 驚きの土曜日
    #203
    [再] [HD]


00 自由の達人
    #3
    [HD]


15 New Clip [再]


15 Mnetライブ Weeekly [再] [HD]


30 Artist Clip チョンハ
    [再]


00 ハイクラス(原題)
    一挙放送
    #16 (終)
    [HD]


15 Mnetライブ BTS
    ベストパフォーマンスSP
    [再] [HD]


4


45 雨の日に聴きたい MV特集 [再] [HD]


00 休止


30 車輪のついた家 ３
    RAIN、ユイ 出演回 ①
    #8
    [再] [HD]


15 車輪のついた家 ３
    RAIN、ユイ 出演回 ②
    #9
    [再] [HD]


15 Music Video


23


0


1


15 Artist Clip RAIN [再]


30 BTS
    COMEBACK SHOW
    HIGHLIGHT REEL
    字幕版
    [再] [HD]


45 Mnetライブ WEi [再] [HD]


00 M COUNTDOWN 字幕版
    [再] [HD]15 Mnetライブ Weeekly [再] [HD]


30 2019 MAMA
    バックステージ


    BTS ほか
    [再] [HD]


30 深夜カフェ
    #3 (終)
    [再] [HD]


2


3


45 Music Video


00 智異山＜チリサン＞ (原題)
    アンコール放送
    #9
    [HD]


15 智異山＜チリサン＞ (原題)
    アンコール放送
    #10
    [HD]


30 Artist Clip BTS
    [再]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    BTS 出演回 ④
    #238 [再] [HD]


00 ゴースト・ドクター(原題)
    #5
    [再] [HD]


15 Music Video


30 Mnetライブ SEVENTEEN
    [再] [HD]


00 行列のできる食堂
    #12
    [HD]


45 メランコリア(原題)
    #12
    [再] [HD]


00 Music Video


30 脳セク時代
    RM(BTS) 出演回 ④
    #21
    [再] [HD]


00 見習い社長の営業日誌 ２
    #11
    [再] [HD]


45 Music Video


00 ゴースト・ドクター(原題)
    #5
    [HD]


00 KAI’s Bucket List
    #4
    [再] [HD]


15 Artist Clip Wonder Girls [再]


00 TMI SHOW
    #10
    [再] [HD]


30 Music Video


00 ママはアイドル
    #5
    [HD]


45 Mnetライブ DKB [再] [HD]


15 智異山＜チリサン＞ (原題)
    アンコール放送
    #8
    [HD]


30 Mnetライブ MAMAMOO
    [再] [HD]


00 フリーなドクター W
    #50
    [HD]


00 KCON:TACT HI 5
    バックステージビハインド
    #3 (終)
    INI ほか
    [再] [HD]


00 Mnetライブ TWICE①
    [再] [HD]


30 Music Video


00 ゴースト・ドクター(原題)
    #6
    [HD]


15 驚きの土曜日
    ユイ、ソン・ナウン 出演回
    #198
    [再] [HD]


45 Artist Clip MeloMance [再]


00 M COUNTDOWN
    バックステージ
    [再] [HD]


00 M COUNTDOWN
    (Live放送）
    [HD]


00 ユ・クイズ ON THE BLOCK
    #145
    [再] [HD]








月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
5/30 5/31 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5


4:00 4:00


4:30 4:30


5:00 5:00


5:30 5:30


6:00 6:00


6:30 6:30


7:00 7:00


7:30 7:30


8:00 8:00


8:30 8:30


9:00 9:00


9:30 9:30


10:00 10:00


10:30 すご腕アニマル！ 10:30
★動物なぜなに研究室: Ep.29 ウシ
／サイ／ホシバナモグラ(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
★動物なぜなに研究室: Ep.31 ナマ
ケモノ／ウミガメ／ゲンゴロウ(字)


14:30 14:30


15:00 特集・野生の達人 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


検証！動物界の小さな巨人:
ヒヨケムシ(二)


★動物なぜなに研究室: Ep.31 ナマ
ケモノ／ウミガメ／ゲンゴロウ(字)


20:30 20:30


21:00 21:00


21:30 21:30


22:00 22:00


22:30 22:30


23:00 野生の真実 23:00


23:30 23:30


24:00 すご腕アニマル！ 24:00
動物なぜなに研究室: Ep.29 ウシ／
サイ／ホシバナモグラ(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


☆自然界の名手たち: 変
装のエキスパート(新)(二)


★大自然ドキュメント 生き
る シーズン2: 生存への試
練(二)


★大自然ドキュメント 生き
る シーズン2: 防御の力
(二)


★大自然ドキュメント 生き
る シーズン2: 変温動物
(二)


★大自然ドキュメント 生き
る シーズン2: 動物界の変
わり者(二)


ネイチャー特選


★アオザメの王国(字)


連日放送
★怪物魚を追え！ シーズ
ン3: ジャングルの殺人魚
(二)


★怪物魚を追え！ シーズ
ン3: 毒牙を持つ人喰い魚
(二)


★怪物魚を追え！ シーズ
ン4: アメリカの人喰い魚
(二)


★怪物魚を追え！ シーズ
ン4: ロシアの超巨大魚
(二)


★怪物魚を追え！ シーズ
ン4: モンゴルの凶暴魚
(二)


ワイルドライフ24(二)


プレデターの生存戦略(二)


★驚異の危険ハンター: 死
をもたらす噛みつき力(二)


★秘境ミステリー: 制作舞
台裏(二)


危険生物ゾーン
★オオスズメバチ 日本の
闘い(字)


★大発生！危険生物の襲
来(字)


★もしメガロドンが生きてい
たら(字)


★冒険！世界ミステリーハ
ンター メガロドン(字)


★巨大イカの大群に迫る
(字)


野生の刃
★潜入！ホホジロザメの島
3(字)


★追跡！深海の巨大プレ
デター(字)


★検証！動物界の小さな巨
人: イボイモリ(二)
インフォマーシャル(日)


キャロル・バスキンのケージ
ファイト: 潜入調査(二)


★デンバー動物クリニック
シーズン7: カルテ6(字)


ワイルドライフ24(二)


インフォマーシャル(日)


★昆虫 小さな成功者(二)


★アフリカ動物王国のスー
パー７(字)


地上最速！チーターの秘
密(二)


★必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.2 永遠のライバル(二)
☆キャロル・バスキンのケー
ジファイト: 潜入調査
(新)(二)


★動物 生き残りの法則:
クラゲ(字)


★動物 生き残りの法則:
シャチ(字)


★動物なぜなに研究室: Ep.30 ゾウ
／アシカ／タツノオトシゴ(字)


★徹底検証！最強ダイナソー:
Ep.7 驚異の感覚(二)


放送休止


地球ものがたり: アラスカ
の大自然（2時間）(二)


自然界の名手たち: 変装
のエキスパート(二)


ワイルドライフ24(二)


死闘！ライオン兄弟の宿
命(二)


★地球ものがたり: アラス
カの大自然（2時間）
(二)


★動物なぜなに研究室: Ep.32 蚊
／ヘビ／鳥(字)


★驚異の危険ハンター: 毒
をあやつるモノたち(二)


驚異の危険ハンター: 殺傷
能力を持つ小さな生き物た
ち(二)


オルカの恐るべき正体(字)


自然界の名手たち: 誘惑
術(二)


インフォマーシャル(日)


大自然ドキュメント 南極
圏: 氷の島々(二)


世界文明ミステリー: イー
スター島のモアイ像(二)


インフォマーシャル(日)


★検証！動物界の小さな巨
人: ニセハナマオウカマキリ(二)


徹底検証！最強ダイナソー:
Ep.10 究極ハイブリッド恐竜
(二)★必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.1 毒殺の名手(二)


★スーパーわんこ養成講座:
Ep.4(二)
ワン！チーム～犯罪捜査
犬～: 思いやり(二)


★猫ヘルパー シーズン6～
猫のしつけ教えます～:
Ep.2(字)


★マイアミ危険生物ハン
ター シーズン1: ヘビ牧場
での危機(字)


★世界文明ミステリー:
イースター島のモアイ像
(二)


徹底検証！最強ダイナソー:
Ep.9 恐竜より危険なもの(二)


★徹底検証！最強ダイナソー:
Ep.8 秘密の武器(二)
行儀の悪いペットたち シー
ズン3: 頭脳派行動(二)


インフォマーシャル(日)


★スーパーわんこ養成講座:
Ep.1(二)


★スーパーわんこ養成講座:
Ep.2(二)
★スーパーわんこ養成講座:
Ep.3(二)


★検証！動物界の小さな巨
人: ヒヨケムシ(二)
★検証！動物界の小さな巨
人: トッケイヤモリ(二)
インフォマーシャル(日)


インフォマーシャル(日)


キャロル・バスキンのケージ
ファイト: 新たな調査(二)


ワイルドライフ24(二)


インフォマーシャル(日)


★ドッグガイド　わんこの城: パ
ピヨン(日)
怪物魚を追え！ S5: チェ
ルノブイリの巨大魚(二)


★行儀の悪いペットたち
シーズン3: 頭脳派行動
(二)


☆ワン！チーム～犯罪捜
査犬～: 思いやり
(新)(二)


★死闘！ライオン兄弟の
宿命(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
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)


★秘境ミステリー: 火山島
(二)


★潜入！ホホジロザメの島
2(字)


怪物アオザメ：完璧な捕
食者(字)


徹底検証！最強ダイナソー:
Ep.9 恐竜より危険なもの(二)


徹底検証！最強ダイナソー:
Ep.10 究極ハイブリッド恐竜
(二)


怪物魚を追え！ S5: チェ
ルノブイリの巨大魚(二)


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)
★ドッグガイド　わんこの城: 柴
犬(日)
インフォマーシャル(日)


★大自然ドキュメント 生き
る シーズン2: 賢い動物
(二)


★地球ものがたり: インド
の大自然(二)


★徹底検証！最強ダイナソー:
Ep.9 恐竜より危険なもの(二)


★徹底検証！最強ダイナソー:
Ep.10 究極ハイブリッド恐竜
(二)★怪物魚を追え！ S5:
チェルノブイリの巨大魚
(二)


★世界文明ミステリー: イ
ンカ帝国(二)


★プレデターの生存戦略
(二)


インフォマーシャル(日)


★世界の美味しい旅: メキシ
コ・プエブラ(二)
どうぶつ不可解事件簿:
Ep.6 死をもたらすアンデス
の執行人(字)


★怪物アオザメ：完璧な
捕食者(字)


アオザメの王国(字)


死闘！ライオン兄弟の宿
命(二)


特集・野生の達人
★驚異の危険ハンター: 死
をもたらす噛みつき力(二)


★驚異の危険ハンター: 毒
をあやつるモノたち(二)


放送休止


地球 ネイチャーレポート シーズ
ン1: 攻撃と防御の武器(二)


インフォマーシャル(日)


★大自然ドキュメント 南極
圏: 超大陸の痕跡(二)


インフォマーシャル(日)


世界の美味しい旅: メキシコシ
ティ(二)


インフォマーシャル(日)


★秘境ミステリー: 悪魔の
島(二)


アオザメ 海の高速ハンター
(字)


★キャロル・バスキンのケー
ジファイト: 新たな調査
(二)


★恐るべき地底の世界: 恐
るべき地底の世界～科学
者が行く～(二)


★大自然ドキュメント 南極
圏: 氷の島々(二)


★どうぶつ不可解事件簿:
Ep.6 死をもたらすアンデス
の執行人(字)


インフォマーシャル(日)


インフォマーシャル(日)


★行儀の悪いペットたち
シーズン3: わがままし放題
(二)


インフォマーシャル(日)


★ペンギン・ダイアリー: 未熟な
ペンギン奮闘記(二)


インフォマーシャル(日)


放送休止


放送休止


放送休止


★地底への旅（2時間）
(二)


インフォマーシャル(日)


世界文明ミステリー: インカ
帝国(二)


猫ヘルパー シーズン6～猫
のしつけ教えます～:
Ep.2(字)


インフォマーシャル(日)


猫忍: 一の巻(日)


猫忍: 二の巻(日)


インフォマーシャル(日)


大自然ドキュメント 生きる
シーズン2: 巨体の戦略
(二)


追跡！深海のホホジロザメ
2(字)


アフリカ動物王国のスー
パー７(字)


検証！動物界の小さな巨人:
イボイモリ(二)
★猫ヘルパー シーズン6～
猫のしつけ教えます～:
Ep.2(字)


動物なぜなに研究室: Ep.30 ゾウ／
アシカ／タツノオトシゴ(字)


★地球 ネイチャーレポート シー
ズン1: 攻撃と防御の武器(二)
ワン！チーム～犯罪捜査
犬～: たゆまぬ努力(二)


サンディエゴ動物園日記 特
別編(字)


検証！動物界の小さな巨人:
トッケイヤモリ(二)
検証！動物界の小さな巨人:
ニセハナマオウカマキリ(二)


インフォマーシャル(日)


インフォマーシャル(日)


大自然ドキュメント 生きる
シーズン2: 小さな成功者
(二)


追跡！深海のホホジロザメ
(字)


昆虫 小さな成功者(二)


インフォマーシャル(日)


★動物なぜなに研究室: Ep.32
蚊／ヘビ／鳥(字)


潜入！ホホジロザメの島
3(字)


放送休止


放送休止


放送休止


★大自然ドキュメント 生き
る シーズン2: 闇の支配者
(二)


★追跡！深海のホホジロ
ザメ3(字)


★地上最速！チーターの
秘密(二)


★ワイルドライフ24(二)


☆マイアミ危険生物ハン
ター シーズン1: ヘビ牧場
での危機(新)(字)


インフォマーシャル(日)


★猫忍: 三の巻(日)


猫ヘルパー シーズン6～猫
のしつけ教えます～:
Ep.2(字)


☆デンバー動物クリニック
シーズン7: カルテ
6(新)(字)


インフォマーシャル(日)


マイアミ危険生物ハンター
シーズン1: 住宅街に忍び
寄るヘビ(字)


大自然ドキュメント 南極
圏: 超大陸の痕跡(二)


★ペンギン・ダイアリー: ママっこ
ペンギンの巣立ち(二)
★デンバー動物クリニック
シーズン7: カルテ5(字)


★アオザメ 海の高速ハン
ター(字)


★驚異の危険ハンター: 殺
傷能力を持つ小さな生き
物たち(二)


放送休止


いたずらにゃんこ図鑑(二)


猛烈！猫アタック！(二)


Animal Planet
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地球ものがたり: インドの
大自然(二)


インフォマーシャル(日)


ナマケモノが行く: エピソード
7(字)
ナマケモノが行く: エピソード
8(字)
インフォマーシャル(日)


★ワイルドライフ24(二)


インフォマーシャル(日)


★フィッシング・アドベンチャー
シーズン1: １２　クロマグロ
★世界の美味しい旅: メキシコ
シティ(二)
インフォマーシャル(日)


★大自然ドキュメント 生き
る シーズン2: 雪と氷の世
界(二)


★潜入！ホホジロザメの島
1(字)


★オルカの恐るべき正体
(字)


★自然界の名手たち: 誘
惑術(二)


インフォマーシャル(日)


どうぶつ不可解事件簿:
Ep.6 死をもたらすアンデス
の執行人(字)


インフォマーシャル(日)


ドッグガイド　わんこの城: 柴犬
(日)


↑


大自然ドキュメント 南極
圏: 超大陸の痕跡(二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12


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
動物なぜなに研究室: Ep.31 ナマケ
モノ／ウミガメ／ゲンゴロウ(字)


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
動物なぜなに研究室: Ep.33 ニワト
リ／ゾウ／ヘビ(字)


14:30 14:30


15:00 世界海洋デー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 野生の真実 すご腕アニマル！ 野生の王国アワー 20:00
★動物なぜなに研究室: Ep.33 ニワ
トリ／ゾウ／ヘビ(字)


20:30 20:30


21:00 21:00


21:30 21:30


22:00 22:00


22:30 22:30


23:00 野生の真実 23:00


23:30 23:30


24:00 すご腕アニマル！ 24:00
動物なぜなに研究室: Ep.31 ナマケ
モノ／ウミガメ／ゲンゴロウ(字)


24:30 24:30


25:00 25:00


25:30 25:30


26:00 26:00


26:30 26:30


27:00 27:00


27:30 27:30


大自然ドキュメント 生きる
シーズン2: 雪と氷の世界
(二)


★キツネザルの島のギャン
グたち: 自立への道(二)


★キツネザルの島のギャン
グたち: リーダーの資質
(二)


ネイチャー特選


世界海洋デーSP
★深海大冒険！5大洋最
深部への旅: 大西洋(二)


★深海大冒険！5大洋最
深部への旅: 南極海(二)


★深海大冒険！5大洋最
深部への旅: インド洋(二)


★深海大冒険！5大洋最
深部への旅: 太平洋(二)


★深海大冒険！5大洋最
深部への旅: 北極海(二)


動物おもしろ劇場(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)


★追跡！UMA伝説: イン
ド 恐怖のモンキーマン(二)


★追跡！UMA伝説: ボル
ネオ 子供を襲うドラゴン
(二)


★追跡！UMA伝説: リベ
リア 生ける恐竜(二)


野生の刃
★追跡！巨大ニシキヘビ
(字)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.1 毒殺の名手(二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.2 永遠のライバル(二)


★キツネザルの島のギャン
グたち: 恵の季節(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)


★タンザニア 美しき大自然の秘
密: タランギレ国立公園(二)


マイアミ危険生物ハンター
シーズン1: 郵便受けに潜
む殺し屋(字)


★地球の過去と未来: グラ
ンドキャニオン(二)


新説！恐竜の時代: 巨大
昆虫絶滅の謎(二)


★必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.3 凶器の歯(二)


★追跡！巨大イリエワニ
(字)


連日放送
★怪物魚を追え！ シーズ
ン4: 呪いの怪物魚(二)


★怪物魚を追え！ シーズ
ン4: 幻の珍魚(二)


★怪物魚を追え！ シーズ
ン4: 巨大ピラニア(二)


★怪物魚を追え！ シーズ
ン4: ザンベジ川のモンス
ター(二)


★ダーク・ウォーターズ:
Ep.1 キングサーモンの行
方(二)


危険生物ゾーン


★ジョージア水族館日記
シーズン2: Ep.6 シロイル
カ／カワウソ(字)


★追跡！巨大ニシキヘビ
2(字)


デンバー動物クリニック
シーズン7: カルテ6(字)


マイアミ危険生物ハンター
シーズン1: ヘビ牧場での
危機(字)


★ジョージア水族館日記
シーズン2: Ep.5 アシカ／
シノノメサカタザメ(字)


子ヒョウ物語（2時間）
(字)


新説！恐竜の時代: 巨大
昆虫絶滅の謎(二)


怪物魚を追え！ S5: コロ
ンビアの危険な槍(二)


地球ものがたり: ハワイの
大自然(二)


深海大冒険！5大洋最深
部への旅: 南極海(二)


深海大冒険！5大洋最深
部への旅: インド洋(二)


深海大冒険！5大洋最深
部への旅: 太平洋(二)


深海大冒険！5大洋最深
部への旅: 北極海(二)


★地球ものがたり: ビッグベ
ンド国立公園の大自然
(二)


動物おもしろ劇場(二)


デンバー動物クリニック
シーズン7: カルテ7(字)


動物おもしろ劇場(二)


インフォマーシャル(日)


動物なぜなに研究室: Ep.34 フラミ
ンゴ／クモ／飛ぶ魚(字)


★地球ものがたり: ハワイ
の大自然(二)


深海大冒険！5大洋最深
部への旅: 大西洋(二)


驚異の危険ハンター: 殺傷
能力を持つ小さな生き物た
ち(二)


プレデターの生存戦略(二)


自然界の名手たち: 変装
のエキスパート(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)


地球の過去と未来: グラン
ドキャニオン(二)


インフォマーシャル(日)


動物 生き残りの法則: クラ
ゲ(字)


インフォマーシャル(日)


英国式ファームライフ シー
ズン1: 忍び寄る敵(字)


★必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.4 ヘビー級ハンター(二)
☆英国式ファームライフ
シーズン1: 忍び寄る敵
(新)(字)


★動物 生き残りの法則:
ンゴゴのチンパンジー(字)


驚異の危険ハンター: 死を
もたらす噛みつき力(二)


驚異の危険ハンター: 毒を
あやつるモノたち(二)


★動物 生き残りの法則:
極寒のアラスカ(字)


ワン！チーム～犯罪捜査
犬～: 目標達成(二)


猫ヘルパー シーズン6～猫
のしつけ教えます～:
Ep.3(字)


インフォマーシャル(日)


わんわんベビー成長記: イ
ングリッシュポインター／ブ
ルドッグ(二)


インフォマーシャル(日)


★スーパーわんこ養成講座:
Ep.5(二)


★スーパーわんこ養成講座:
Ep.6(二)
★スーパーわんこ養成講座:
Ep.7(二)


★スーパーわんこ養成講座:
Ep.8(二)


動物 生き残りの法則: シャ
チ(字)


インフォマーシャル(日)


動物なぜなに研究室: Ep.32 蚊／ヘ
ビ／鳥(字)


徹底検証！最強ダイナソー:
Ep.9 恐竜より危険なもの(二)


徹底検証！最強ダイナソー:
Ep.10 究極ハイブリッド恐竜
(二)


大自然ドキュメント 生きる
シーズン2: 賢い動物(二)


インフォマーシャル(日)


世界の美味しい旅: メキシコ・プ
エブラ(二)


インフォマーシャル(日)


追跡！巨大イリエワニ(字)


子ヒョウ物語（2時間）
(字)


↑


大自然ドキュメント 南極
圏: 氷の島々(二)


インフォマーシャル(日)


キャロル・バスキンのケージ
ファイト: 潜入調査(二)


ジョージア水族館日記 シー
ズン2: Ep.6 シロイルカ／
カワウソ(字)


インフォマーシャル(日)


★ドッグガイド　わんこの城:
プードル(日)
怪物魚を追え！ S5: コロ
ンビアの危険な槍(二)


★わんわんベビー成長記:
イングリッシュポインター／
ブルドッグ(二)


☆ワン！チーム～犯罪捜
査犬～: 目標達成
(新)(二)


★子ヒョウ物語（2時間）
(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 生き
る シーズン2: 小さな成功
者(二)


★大自然ドキュメント 生き
る シーズン2: 巨体の戦略
(二)


大自然ドキュメント 生きる
シーズン2: 闇の支配者
(二)


自然界の名手たち: 変装
のエキスパート(二)


インフォマーシャル(日)


インフォマーシャル(日)


ペンギン・ダイアリー: ママっこペ
ンギンの巣立ち(二)


インフォマーシャル(日)


★追跡！巨大ワニ(字)


ドッグガイド　わんこの城: パピヨ
ン(日)


追跡！巨大アメリカワニ
(字)


新説！恐竜の時代: 巨大
昆虫絶滅の謎(二)


怪物魚を追え！ S5: コロ
ンビアの危険な槍(二)


インフォマーシャル(日)


ドッグガイド　わんこの城: 柴犬
(日)
ドッグガイド　わんこの城: パピヨ
ン(日)
インフォマーシャル(日)


大自然ドキュメント 生きる
シーズン2: 動物界の変わ
り者(二)


アオザメの王国(字)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.2 永遠のライバル(二)
地球ものがたり: アラスカ
の大自然（2時間）(二)


★新説！恐竜の時代: 巨
大昆虫絶滅の謎(二)


★怪物魚を追え！ S5: コ
ロンビアの危険な槍(二)


世界文明ミステリー: イー
スター島のモアイ像(二)


インフォマーシャル(日)


★世界の美味しい旅: リオデ
ジャネイロ(二)
必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.1 毒殺の名手(二)


★追跡！巨大アメリカワニ
(字)


インフォマーシャル(日)


放送休止


放送休止


放送休止


放送休止


放送休止


大自然ドキュメント 生きる
シーズン2: 防御の力(二)


アオザメ 海の高速ハンター
(字)


驚異の危険ハンター: 殺傷
能力を持つ小さな生き物た
ち(二)


インフォマーシャル(日)


行儀の悪いペットたち シー
ズン3: 頭脳派行動(二)


★動物なぜなに研究室: Ep.34
フラミンゴ／クモ／飛ぶ魚(字)


★動物おもしろ劇場(二)


☆マイアミ危険生物ハン
ター シーズン1: 郵便受け
に潜む殺し屋(新)(字)


大自然ドキュメント 南極
圏: 超大陸の痕跡(二)


★キツネザルの島のギャン
グたち: 侵入者たち(二)


インフォマーシャル(日)


★猫忍: 四の巻(日)


猫ヘルパー シーズン6～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7: カルテ
7(新)(字)


インフォマーシャル(日)


死闘！ライオン兄弟の宿
命(二)


インフォマーシャル(日)


追跡！巨大ワニ(字)


キャロル・バスキンのケージ
ファイト: 潜入調査(二)


追跡！巨大ニシキヘビ(字)


世界文明ミステリー: イー
スター島のモアイ像(二)


猫ヘルパー シーズン6～猫
のしつけ教えます～:
Ep.3(字)


インフォマーシャル(日)


★猫忍: 二の巻(日)


★猫忍: 三の巻(日)


インフォマーシャル(日)


★大自然ドキュメント 生き
る シーズン2: 木の上の生
活(二)


★追跡！深海の巨大プレ
デター(字)


驚異の危険ハンター: 毒を
あやつるモノたち(二)


動物 生き残りの法則: クラ
ゲ(字)


★猫ヘルパー シーズン6～
猫のしつけ教えます～:
Ep.3(字)


動物なぜなに研究室: Ep.32 蚊／ヘ
ビ／鳥(字)


★キツネザルの島のギャン
グたち: 縄張り争い(二)


インフォマーシャル(日)


★地球 ネイチャーレポート シー
ズン1: 変わりゆく島(二)
ワン！チーム～犯罪捜査
犬～: 思いやり(二)


大自然ドキュメント 南極
圏: 超大陸の痕跡(二)


動物 生き残りの法則: シャ
チ(字)


スーパーわんこ養成講座:
Ep.3(二)
スーパーわんこ養成講座:
Ep.4(二)


インフォマーシャル(日)


★大自然ドキュメント 生き
る シーズン2: 生存への試
練(二)


★潜入！ホホジロザメの島
3(字)


驚異の危険ハンター: 死を
もたらす噛みつき力(二)


インフォマーシャル(日)


スーパーわんこ養成講座:
Ep.1(二)


スーパーわんこ養成講座:
Ep.2(二)
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↑


インフォマーシャル(日)


★ナマケモノが行く: エピソード
8(字)
★地球 ネイチャーレポート シー
ズン1: 攻撃と防御の武器(二)
インフォマーシャル(日)


動物おもしろ劇場(二)


インフォマーシャル(日)


世界の美味しい旅: メキシコシ
ティ(二)
世界の美味しい旅: メキシコ・プ
エブラ(二)
インフォマーシャル(日)


大自然ドキュメント 生きる
シーズン2: 変温動物(二)


怪物アオザメ：完璧な捕
食者(字)


プレデターの生存戦略(二)


大自然ドキュメント 南極
圏: 氷の島々(二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.1 毒殺の名手(二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.2 永遠のライバル(二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19


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
動物なぜなに研究室: Ep.33 ニワト
リ／ゾウ／ヘビ(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
動物なぜなに研究室: Ep.35 犬／チ
ンパンジーのユーモア(字)


14:30 14:30


15:00 世界海洋デー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 野生の真実 すご腕アニマル！ 野生の王国アワー 20:00
★動物なぜなに研究室: Ep.35 犬
／チンパンジーのユーモア(字)


20:30 20:30


21:00 21:00


21:30 21:30


22:00 22:00


22:30 22:30


23:00 野生の真実 23:00


23:30 23:30


24:00 すご腕アニマル！ 24:00
動物なぜなに研究室: Ep.33 ニワト
リ／ゾウ／ヘビ(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


★動物王国～野生の戦略
～: 赤ちゃん動物の成長
(二)


★動物王国～野生の戦略
～: 集団の威力(二)


★動物王国～野生の戦略
～: 母は偉大(二)


ネイチャー特選


世界海洋デーSP
★巨大海洋生物を追
え！: Ep.1 クジラ対イカ
(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(二)


★巨大海洋生物を追
え！: Ep.3 ザトウクジラ
の生態(二)


★巨大海洋生物を追
え！: Ep.4 ホッキョククジ
ラを追え(二)


★巨大海洋生物を追
え！: Ep.5 ジンベエザメ
の生態(二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.4 ヘビー級ハンター(二)


★追跡！謎のホグジラ
(字)


連日放送
★ダーク・ウォーターズ:
Ep.2 冷たい海の謎(二)


★ダーク・ウォーターズ:
Ep.3 巨大ノーザンパイク
を探せ(二)


★ダーク・ウォーターズ:
Ep.4 ガルダ湖 伝説の怪
物(二)


★ダーク・ウォーターズ:
Ep.5 太古の川の巨大生
物(二)


★ダーク・ウォーターズ:
Ep.6 毒を持つ侵入者
(二)


大自然ドキュメント 生きる
シーズン2: 動物界の変わ
り者(二)


危険生物ゾーン
★追跡！UMA伝説: ナミ
ビア 犬の頭をしたブタ(二)


★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)


★アニマル・ウエポン: 大海
原の戦い(二)


★猛獣映画・撮影の惨劇
(字)


野生の刃
★追跡！巨大イカ(字) ★追跡！恐怖のウイルス


(字)


地球ものがたり: メキシコ
の大自然(二)


★地球ものがたり: アパラ
チアの大自然(二)


動物 驚異の瞬間(二)


ビッグキャットと生きる道
（2時間）(二)


新説！恐竜の時代: 羽毛
恐竜と鳥類の関係(二)


怪物魚を追え！ S5: ネス
湖の伝説(二)


★地球ものがたり: メキシ
コの大自然(二)


動物なぜなに研究室: Ep.36 ハト／
カメ／サイ(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(二)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.3 ザトウクジラの生態
(二)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.4 ホッキョククジラを追
え(二)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.5 ジンベエザメの生態
(二)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.1 クジラ対イカ(二)


猫ヘルパー シーズン6～猫
のしつけ教えます～:
Ep.4(字)


ゾウと歩く～ボツワナ大紀
行～: 群れとの合流(字)


★地球の過去と未来: グ
レート・バリアリーフ(二)


インフォマーシャル(日)


英国式ファームライフ シー
ズン1: 野菜泥棒(字)


デンバー動物クリニック
シーズン7: カルテ8(字)


動物 驚異の瞬間(二)


インフォマーシャル(日)


深海大冒険！5大洋最深
部への旅: 大西洋(二)


深海大冒険！5大洋最深
部への旅: 南極海(二)


深海大冒険！5大洋最深
部への旅: インド洋(二)


深海大冒険！5大洋最深
部への旅: 太平洋(二)


深海大冒険！5大洋最深
部への旅: 北極海(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)


地球の過去と未来: グレー
ト・バリアリーフ(二)


インフォマーシャル(日)


動物 生き残りの法則: ンゴ
ゴのチンパンジー(字)


新説！恐竜の時代: 羽毛
恐竜と鳥類の関係(二)


★必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.5 頭脳戦(二)
★必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.6 無敵の王者(二)
☆英国式ファームライフ
シーズン1: 野菜泥棒
(新)(字)


★動物 生き残りの法則:
インドの野犬ドール(字)


★動物 生き残りの法則:
インドのビッグキャット(字)


★スーパーわんこ養成講座:
Ep.11(二)


★スーパーわんこ養成講座:
Ep.12(二)


ワン！チーム～犯罪捜査
犬～: 予想外の展開(二)


動物なぜなに研究室: Ep.34 フラミ
ンゴ／クモ／飛ぶ魚(字)


新説！恐竜の時代: 巨大
昆虫絶滅の謎(二)


わんわんベビー成長記: ラ
ブラドール／ミニチュアシュ
ナウザー(二)


インフォマーシャル(日)


★スーパーわんこ養成講座:
Ep.9(二)


★スーパーわんこ養成講座:
Ep.10(二)


ビッグキャットと生きる道
（2時間）(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)


ジョージア水族館日記 シー
ズン2: Ep.7 ケープペンギ
ン／ラッコ／バンドウイルカ
(字)
ジョージア水族館日記 シー
ズン2: Ep.8 アリゲーター
／ジンベエザメ(字)


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)


インフォマーシャル(日)


☆ワン！チーム～犯罪捜
査犬～: 予想外の展開
(新)(二)


★ビッグキャットと生きる道
（2時間）(二)


動物 驚異の瞬間(二)


追跡！謎のホグジラ(字)


インフォマーシャル(日)


★ドッグガイド　わんこの城: ダッ
クスフンド(日)
怪物魚を追え！ S5: ネス
湖の伝説(二)


★わんわんベビー成長記:
ラブラドール／ミニチュア
シュナウザー(二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.4 ヘビー級ハンター(二)
インフォマーシャル(日)


ドッグガイド　わんこの城: プード
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 生きる
シーズン2: 生存への試練
(二)


大自然ドキュメント 生きる
シーズン2: 木の上の生活
(二)


大自然ドキュメント 生きる
シーズン2: 防御の力(二)


インフォマーシャル(日)


キツネザルの島のギャング
たち: リーダーの資質(二)


追跡！巨大イリエワニ(字)


深海大冒険！5大洋最深
部への旅: 北極海(二)


インフォマーシャル(日)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.3 凶器の歯(二)


インフォマーシャル(日)


深海大冒険！5大洋最深
部への旅: 大西洋(二)


インフォマーシャル(日)


スーパーわんこ養成講座:
Ep.5(二)


スーパーわんこ養成講座:
Ep.6(二)


キツネザルの島のギャング
たち: 自立への道(二)


インフォマーシャル(日)


わんわんベビー成長記: イ
ングリッシュポインター／ブ
ルドッグ(二)


インフォマーシャル(日)


タンザニア 美しき大自然の秘密: タラ
ンギレ国立公園(二)


インフォマーシャル(日)


★怪物魚を追え！ S5: ネ
ス湖の伝説(二)


地球の過去と未来: グラン
ドキャニオン(二)


追跡！人喰いトラ(二)


新説！恐竜の時代: 羽毛
恐竜と鳥類の関係(二)


★世界の美味しい旅: ブラジ
ル・パラティ(二)
必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.3 凶器の歯(二)
必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.4 ヘビー級ハンター(二)
地球ものがたり: ハワイの
大自然(二)


地球ものがたり: ビッグベン
ド国立公園の大自然(二)


★新説！恐竜の時代: 羽
毛恐竜と鳥類の関係(二)


マイアミ危険生物ハンター
シーズン1: 郵便受けに潜
む殺し屋(字)


★ジョージア水族館日記
シーズン2: Ep.7 ケープペ
ンギン／ラッコ／バンドウイ
ルカ(字)


★ジョージア水族館日記
シーズン2: Ep.8 アリゲー
ター／ジンベエザメ(字)


★大自然ドキュメント イン
ドネシア: モンスーンの恵み
(二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.3 凶器の歯(二)


インフォマーシャル(日)


★タンザニア 美しき大自然の秘密: キ
リマンジャロ/アルーシャ国立公園(二)


デンバー動物クリニック
シーズン7: カルテ7(字)


★追跡！オオカミの群れ
(字)


インフォマーシャル(日)


大自然ドキュメント 生きる
シーズン2: 変温動物(二)


★追跡！人喰いトラ(二)


追跡！巨大アメリカワニ
(字)


深海大冒険！5大洋最深
部への旅: 太平洋(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)


世界の美味しい旅: リオデジャネ
イロ(二)


追跡！恐怖のウイルス
(字)


デンバー動物クリニック
シーズン7: カルテ8(字)


ワン！チーム～犯罪捜査
犬～: 目標達成(二)


インフォマーシャル(日)


ペンギン・ダイアリー: ママっこペ
ンギンの巣立ち(二)
タンザニア 美しき大自然の秘
密: タランギレ国立公園(二)
インフォマーシャル(日)


キツネザルの島のギャング
たち: 恵の季節(二)


追跡！巨大ワニ(字)


深海大冒険！5大洋最深
部への旅: インド洋(二)


★動物なぜなに研究室: Ep.36
ハト／カメ／サイ(字)


★動物 驚異の瞬間(二)


★ゾウと歩く～ボツワナ大
紀行～: 群れとの合流
(字)


大自然ドキュメント 南極
圏: 氷の島々(二)


★ヒューマン・アニマル: 協
調性という名の武器(二)


インフォマーシャル(日)


★猫忍: 五の巻(日)


猫ヘルパー シーズン6～猫
のしつけ教えます～:
Ep.4(字)


☆デンバー動物クリニック
シーズン7: カルテ
8(新)(字)


インフォマーシャル(日)


子ヒョウ物語（2時間）
(字)


インフォマーシャル(日)


追跡！オオカミの群れ(字)


英国式ファームライフ シー
ズン1: 忍び寄る敵(字)


追跡！巨大イカ(字)


地球の過去と未来: グラン
ドキャニオン(二)


猫ヘルパー シーズン6～猫
のしつけ教えます～:
Ep.4(字)


インフォマーシャル(日)


猫忍: 三の巻(日)


猫忍: 四の巻(日)


インフォマーシャル(日)


キツネザルの島のギャング
たち: 侵入者たち(二)


追跡！巨大ニシキヘビ
2(字)


深海大冒険！5大洋最深
部への旅: 南極海(二)


動物 生き残りの法則: ンゴ
ゴのチンパンジー(字)


★猫ヘルパー シーズン6～
猫のしつけ教えます～:
Ep.4(字)


動物なぜなに研究室: Ep.34 フラミ
ンゴ／クモ／飛ぶ魚(字)


★ヒューマン・アニマル: 身
体能力の影響(二)


インフォマーシャル(日)


★地球 ネイチャーレポート シー
ズン1: セレンゲティのドラマ
ジョージア水族館日記 シー
ズン2: Ep.5 アシカ／シノ
ノメサカタザメ(字)


ジョージア水族館日記 シー
ズン2: Ep.6 シロイルカ／
カワウソ(字)


動物 生き残りの法則: 極
寒のアラスカ(字)


スーパーわんこ養成講座:
Ep.7(二)
スーパーわんこ養成講座:
Ep.8(二)


インフォマーシャル(日)


キツネザルの島のギャング
たち: 縄張り争い(二)


追跡！巨大ニシキヘビ(字)
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地球ものがたり: ビッグベン
ド国立公園の大自然(二)


インフォマーシャル(日)


地球 ネイチャーレポート シーズ
ン1: 攻撃と防御の武器(二)
地球 ネイチャーレポート シーズ
ン1: 変わりゆく島(二)
インフォマーシャル(日)


怪物魚を追え！ S5: ネス
湖の伝説(二)


インフォマーシャル(日)


ドッグガイド　わんこの城: パピヨ
ン(日)
ドッグガイド　わんこの城: プード
ル(日)


動物 驚異の瞬間(二)


インフォマーシャル(日)


世界の美味しい旅: メキシコ・プ
エブラ(二)
世界の美味しい旅: リオデジャネ
イロ(二)
インフォマーシャル(日)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26


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
動物なぜなに研究室: Ep.35 犬／チ
ンパンジーのユーモア(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
動物なぜなに研究室: Ep.37 イヌ／
トラ／ゴミムシ(字)


14:30 14:30


15:00 世界海洋デー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 野生の真実 すご腕アニマル！ 野生の王国アワー 20:00
★動物なぜなに研究室: Ep.37 イヌ
／トラ／ゴミムシ(字)


20:30 20:30


21:00 21:00


21:30 21:30


22:00 22:00


22:30 22:30


23:00 野生の真実 23:00


23:30 23:30


24:00 すご腕アニマル！ 24:00
動物なぜなに研究室: Ep.35 犬／チ
ンパンジーのユーモア(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


★世界の美味しい旅: クアラル
ンプール(二)


★エトーシャ国立公園～生
と死の狭間で～(二)


★ワニとカバ 生き残りへの
戦い(二)


ネイチャー特選


世界海洋デーSP
★巨大海洋生物を追
え！: Ep.6 巨大マンタの
集団食事会(二)


★巨大海洋生物を追
え！: Ep.7 フエダイの産
卵 (二)


★巨大海洋生物を追
え！: Ep.8 シャチの生態
(二)


★変な海の生き物 大集合
(二)


★動物まるごと図鑑:
Ep.3 海洋哺乳類(字)


キツネザルの島のギャングた
ち: リーダーの資質(二)


危険生物ゾーン
★ビッグキャット・ストー
リー: Ep.1 再会～新たな
幕開け～(二)


★ビッグキャット・ストー
リー: Ep.2 草地に潜む危
険(二)


★ビッグキャット・ストー
リー: Ep.3 平原のバトル
(二)


★ビッグキャット・ストー
リー: Ep.4 ライオンの行
方(二)


★ビッグキャット・ストー
リー: Ep.5 サバンナの勝
者(二)


★ライフ with チーター
（2時間）(字)


野生の刃
★追跡！幻のタスマニアタ
イガー(字)


★怪物魚を追え！ S5:
殺人魚雷(二)


★怪物魚を追え！ S5:
湖に棲む吸血鬼(二)


驚愕！水中ミステリーを追
え！: ネス湖の怪獣(二)


地球ものがたり: 中米 ホン
デュラスの大自然(二)


動物まるごと図鑑: Ep.3
海洋哺乳類(字)


★地球ものがたり: 中米 コ
スタリカの大自然(二)


解明・大自然の覇者: 神
秘的な大型ネコ科動物た
ち(二)


最強！チンパンジー軍団
(二)


新説！恐竜の時代: 哺乳
類進化の謎(二)


★地球ものがたり: 中米
ホンデュラスの大自然(二)


動物なぜなに研究室: Ep.38 イヌ／
イカ／ヘビ／鳥(字)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.7 フエダイの産卵
(二)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.8 シャチの生態(二)


変な海の生き物 大集合
(二)


巨大海洋生物を追え！: Ep.6
巨大マンタの集団食事会(二)


動物 生き残りの法則: イン
ドの野犬ドール(字)


インフォマーシャル(日)


英国式ファームライフ シー
ズン1: 試練の時(字)


デンバー動物クリニック
シーズン7: カルテ9(字)


解明・大自然の覇者: 神
秘的な大型ネコ科動物た
ち(二)


インフォマーシャル(日)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.4 ホッキョククジラを追
え(二)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.5 ジンベエザメの生態
(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)


地球の過去と未来: サハラ
砂漠(二)


インフォマーシャル(日)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.2 マダライルカ対キハ
ダマグロ(二)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.3 ザトウクジラの生態
(二)


★どうぶつ不可解事件簿:
Ep.1南米切りつけ犯(字)


猫ヘルパー シーズン6～猫
のしつけ教えます～:
Ep.5(字)


ゾウと歩く～ボツワナ大紀
行～: 繁殖期の危険
(字)


★地球の過去と未来: サハ
ラ砂漠(二)


新説！恐竜の時代: 哺乳
類進化の謎(二)


★必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.7 静かなる死(二)
★必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.8 ビッグキャット(二)
☆英国式ファームライフ
シーズン1: 試練の時
(新)(字)


★どうぶつ不可解事件簿:
Ep.2 血の浜辺(字)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.1 クジラ対イカ(二)


インフォマーシャル(日)


★スーパーわんこ養成講座:
Ep.13(二)


★スーパーわんこ養成講座:
Ep.14(二)
★スーパーわんこ養成講座:
Ep.15(二)


★スーパーわんこ養成講座:
Ep.16(二)


ワン！チーム～犯罪捜査
犬～: 新しいスタート(二)


動物 生き残りの法則: イン
ドのビッグキャット(字)


インフォマーシャル(日)


動物なぜなに研究室: Ep.36 ハト／
カメ／サイ(字)


新説！恐竜の時代: 羽毛
恐竜と鳥類の関係(二)


にゃんにゃんベビー成長記:
ラグドール(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)


ジョージア水族館日記 シー
ズン2: Ep.9　ジンベエザメ
(字)


ジョージア水族館日記 シー
ズン2 みんなのお食事
SP(字)


インフォマーシャル(日)


★最強！チンパンジー軍団
(二)


解明・大自然の覇者: 神
秘的な大型ネコ科動物た
ち(二)


暴走する野性: トラ(二)


動物王国～野生の戦略
～: 母は偉大(二)


追跡！謎のホグジラ(字)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.5 ジンベエザメの生態
(二)


インフォマーシャル(日)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.5 頭脳戦(二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.6 無敵の王者(二)


驚愕！水中ミステリーを追
え！: ネス湖の怪獣(二)


インフォマーシャル(日)


ドッグガイド　わんこの城: プード
ル(日)
ドッグガイド　わんこの城: ダック
スフンド(日)
インフォマーシャル(日)


野生の刃
★暴走する野性: カバ
(二)


★暴走する野性: トラ(二)


連日放送


最強！チンパンジー軍団
(二)


インフォマーシャル(日)


★ドッグガイド　わんこの城: フレ
ンチ・ブルドッグ(日)
驚愕！水中ミステリーを追
え！: ネス湖の怪獣(二)


★にゃんにゃんベビー成長
記: ラグドール(二)


☆ワン！チーム～犯罪捜
査犬～: 新しいスタート
(新)(二)


インフォマーシャル(日)


ドッグガイド　わんこの城: ダック
スフンド(日)


インフォマーシャル(日)


ネイチャー特選
キツネザルの島のギャングた
ち: 縄張り争い(二)


キツネザルの島のギャングた
ち: 侵入者たち(二)


キツネザルの島のギャングた
ち: 恵の季節(二)


地球の過去と未来: グレー
ト・バリアリーフ(二)


暴走する野性: カバ(二)


ゾウと歩く～ボツワナ大紀
行～: 群れとの合流(字)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.5 頭脳戦(二)
必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.6 無敵の王者(二)
地球ものがたり: メキシコ
の大自然(二)


地球ものがたり: アパラチ
アの大自然(二)


★新説！恐竜の時代: 哺
乳類進化の謎(二)


★驚愕！水中ミステリーを
追え！: ネス湖の怪獣
(二)


インフォマーシャル(日)


インフォマーシャル(日)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.4 ホッキョククジラを追
え(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)


世界の美味しい旅: ブラジル・
パラティ(二)


キツネザルの島のギャングた
ち: 自立への道(二)


新説！恐竜の時代: 羽毛
恐竜と鳥類の関係(二)


英国式ファームライフ シー
ズン1: 野菜泥棒(字)


解明・大自然の覇者: 神
秘的な大型ネコ科動物た
ち(二)


インフォマーシャル(日)


世界の美味しい旅: リオデジャネ
イロ(二)
世界の美味しい旅: ブラジル・
パラティ(二)
インフォマーシャル(日)


動物王国～野生の戦略
～: 集団の威力(二)


追跡！人喰いトラ(二)


★ジョージア水族館日記
シーズン2: Ep.9　ジンベエ
ザメ(字)


★ジョージア水族館日記
シーズン2 みんなのお食事
SP(字)


★大自然ドキュメント イン
ドネシア: 火山が生んだ国
(二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.5 頭脳戦(二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.6 無敵の王者(二)


インフォマーシャル(日)


★タンザニア 美しき大自然の秘密: ザ
ンジバル島/サダニ国立公園(二)


デンバー動物クリニック
シーズン7: カルテ8(字)


ゾウと歩く～ボツワナ大紀
行～: 群れとの合流(字)


動物王国～野生の戦略
～: 赤ちゃん動物の成長
(二)


追跡！オオカミの群れ(字)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.3 ザトウクジラの生態
(二)


★動物なぜなに研究室: Ep.38
イヌ／イカ／ヘビ／鳥(字)


☆解明・大自然の覇者:
神秘的な大型ネコ科動物
たち(新)(二)


★ゾウと歩く～ボツワナ大
紀行～: 繁殖期の危険
(字)


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 夜に生きるハン
ター(二)


インフォマーシャル(日)


★猫忍: 六の巻(日)


猫ヘルパー シーズン6～猫
のしつけ教えます～:
Ep.5(字)


☆デンバー動物クリニック
シーズン7: カルテ
9(新)(字)


アフリカ動物王国のスー
パー７(字)


★ダーク・ウォーターズ:
Ep.8 南アフリカ 伝説の生
き物(二)


ヒューマン・アニマル: 協調
性という名の武器(二)


追跡！恐怖のウイルス
(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(二)


追跡！幻のタスマニアタイ
ガー(字)


地球の過去と未来: グレー
ト・バリアリーフ(二)


★猫ヘルパー シーズン6～
猫のしつけ教えます～:
Ep.5(字)


動物なぜなに研究室: Ep.36 ハト／
カメ／サイ(字)


ワイルドライフ24(二)


インフォマーシャル(日)


わんわんベビー成長記: ラ
ブラドール／ミニチュアシュ
ナウザー(二)


インフォマーシャル(日)


タンザニア 美しき大自然の秘密: キリ
マンジャロ/アルーシャ国立公園(二)


インフォマーシャル(日)


暴走する野性: ゾウ(二)


デンバー動物クリニック
シーズン7: カルテ9(字)


動物 生き残りの法則: イン
ドの野犬ドール(字)


インフォマーシャル(日)


★地球 ネイチャーレポート シー
ズン2: サメの本性(二)
ジョージア水族館日記 シーズン
2: Ep.7 ケープペンギン／ラッ
コ／バンドウイルカ(字)


ジョージア水族館日記 シー
ズン2: Ep.8 アリゲーター
／ジンベエザメ(字)


動物 生き残りの法則: イン
ドのビッグキャット(字)


スーパーわんこ養成講座:
Ep.11(二)
スーパーわんこ養成講座:
Ep.12(二)


インフォマーシャル(日)


★暴走する野性: ゾウ
(二)


連日放送
★ダーク・ウォーターズ:
Ep.7 アウトバック 謎の水
中生物(二)


ヒューマン・アニマル: 身体
能力の影響(二)


追跡！巨大イカ(字)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.1 クジラ対イカ(二)


インフォマーシャル(日)


スーパーわんこ養成講座:
Ep.9(二)


スーパーわんこ養成講座:
Ep.10(二)


インフォマーシャル(日)


ビッグキャットと生きる道
（2時間）(二)


インフォマーシャル(日)


Animal Planet
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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)


地球 ネイチャーレポート シーズ
ン1: 変わりゆく島(二)
地球 ネイチャーレポート シーズ
ン1: セレンゲティのドラマ(二)
インフォマーシャル(日)


猫ヘルパー シーズン6～猫
のしつけ教えます～:
Ep.5(字)


インフォマーシャル(日)


猫忍: 四の巻(日)


猫忍: 五の巻(日)


インフォマーシャル(日)


ワン！チーム～犯罪捜査
犬～: 予想外の展開(二)


インフォマーシャル(日)


タンザニア 美しき大自然の秘
密: タランギレ国立公園(二)
タンザニア 美しき大自然の秘密: キリ
マンジャロ/アルーシャ国立公園(二)


インフォマーシャル(日)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 7/2 7/3


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
★動物なぜなに研究室: Ep.39 イヌ
／クモ／リス／大型動物の第六感
(字)


20:30 20:30


21:00 21:00


21:30 21:30


22:00 22:00


22:30 22:30


23:00 23:00


★ワールド・オブ・オーシャン: 家
族(二)


★ワールド・オブ・オーシャン: サ
ンゴ礁(二)


23:30 23:30


24:00 すご腕アニマル！ 24:00
動物なぜなに研究室: Ep.37 イヌ／
トラ／ゴミムシ(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


★怪物魚を追え！ S5:
顔面を剥ぎ取る怪物(二)


危険生物ゾーン
★ビッグキャット・ストーリー
シーズン2: 懐かしのマサイ
マラ(二)


★ビッグキャット・ストーリー
シーズン2: 子育て奮闘記
(二)


放送休止


世界の美味しい旅: クアラルン
プール(二)


動物王国～野生の戦略
～: 集団の威力(二)


野生の刃
★プレデター・ゲーム: ライ
オン(二)


★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)


★プレデター・ゲーム: ホオ
ジロザメ(二)


★猫ヘルパー シーズン6～
猫のしつけ教えます～:
Ep.6(字)


動物なぜなに研究室: Ep.38 イヌ／
イカ／ヘビ／鳥(字)


★深海魚のすべて(二)


プレデター・ゲーム: ライオ
ン(二)


放送休止


脊椎動物 進化の旅路:
Ep.1 海から空へ(二)


★発見！動物社会のヒミ
ツ: 友情(二)


ネイチャー特選
★発見！動物社会のヒミ
ツ: 伝統(二)


地球の過去と未来: サハラ
砂漠(二)


英国式ファームライフ シー
ズン1: 試練の時(字)


地球の過去と未来: サハラ
砂漠(二)


インフォマーシャル(日)


タンザニア 美しき大自然の秘密:
ザンジバル島/サダニ国立公園(二)


インフォマーシャル(日) 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)


世界の美味しい旅: ブラジル・
パラティ(二)
世界の美味しい旅: クアラルン
プール(二)
インフォマーシャル(日)


エトーシャ国立公園～生と
死の狭間で～(二)


暴走する野性: カバ(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)


放送休止


放送休止


放送休止


アフリカ動物王国のスー
パー７(字)


解明・大自然の覇者: 神
秘的な大型ネコ科動物た
ち(二)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.8 シャチの生態(二)


インフォマーシャル(日)


プレデター・ゲーム: ホッキョ
クグマ(二)


★ワールド・オブ・オーシャン: 避
難所(二)
必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.7 静かなる死(二)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.8 ビッグキャット(二)


連日放送
怪物魚を追え！ S5: チェ
ルノブイリの巨大魚(二)


怪物魚を追え！ S5: コロ
ンビアの危険な槍(二)


怪物魚を追え！ S5: ネス
湖の伝説(二)


★秘境探検～野生の秘密
～(二)


インフォマーシャル(日)


★ビッグキャット・ストーリー
シーズン2: 狩りと食(二)


★激撮！最強猛毒生物:
砂漠と海の生物(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)


放送休止
★発見！動物社会のヒミ
ツ: 集団の力(二)


★ワールド・オブ・オーシャン: サ
メ(二)


世界海洋デーSP


プレデター・ゲーム: ホオジ
ロザメ(二)


★驚愕！水中ミステリーを
追え！: 難破船に出現した
ミイラ(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)


★タンザニア 美しき大自然の秘
密: ミクミ国立公園/ウズングワ
山塊国立公園(二)
デンバー動物クリニック
シーズン7: カルテ9(字)


ゾウと歩く～ボツワナ大紀
行～: 繁殖期の危険
(字)


★NY動物園日記 シーズ
ン4: Ep.1 オカピのカップ
ル(字)


★動物なぜなに研究室: Ep.40
魚／キリン／ハト／クモ(字)


☆解明・大自然の覇者: ま
ばゆい鳥類(新)(二)


★ゾウと歩く～ボツワナ大
紀行～: 旅の終わり(字)


インフォマーシャル(日)


★世界の美味しい旅: シドニー(二)


猫ヘルパー シーズン6～猫
のしつけ教えます～:
Ep.6(字)


インフォマーシャル(日)


猫忍: 五の巻(日)


猫忍: 六の巻(日)


インフォマーシャル(日)


アフリカ 夜に生きるハン
ター(二)


暴走する野性: ゾウ(二)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.7 フエダイの産卵
(二)


どうぶつ不可解事件簿:
Ep.2 血の浜辺(字)


インフォマーシャル(日)


★地球 ネイチャーレポート シー
ズン2: 誇りをかけた戦い(二)


ジョージア水族館日記 シー
ズン2: Ep.9　ジンベエザメ
(字)


ジョージア水族館日記 シー
ズン2 みんなのお食事
SP(字)


ネイチャー特選
ヒューマン・アニマル: 身体
能力の影響(二)


ヒューマン・アニマル: 協調
性という名の武器(二)


動物王国～野生の戦略
～: 赤ちゃん動物の成長
(二)


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4: Ep.2 ダチョウのカム
バック(字)


必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.7 静かなる死(二)
必殺！攻撃本能のすべて:
Ep.8 ビッグキャット(二)
地球ものがたり: 中米 ホン
デュラスの大自然(二)


地球ものがたり: 中米 コス
タリカの大自然(二)


★脊椎動物 進化の旅路:
Ep.1 海から空へ(二)


Animal Planet
2022年06月編成表


地球ものがたり: 中米 コス
タリカの大自然(二)


インフォマーシャル(日)


地球 ネイチャーレポート シーズ
ン1: セレンゲティのドラマ(二)
地球 ネイチャーレポート シーズ
ン2: サメの本性(二)
インフォマーシャル(日)


どうぶつ不可解事件簿:
Ep.1南米切りつけ犯(字)


スーパーわんこ養成講座:
Ep.15(二)
スーパーわんこ養成講座:
Ep.16(二)


インフォマーシャル(日)


ワイルドライフ24(二)


追跡！幻のタスマニアタイ
ガー(字)


巨大海洋生物を追え！:
Ep.6 巨大マンタの集団食
事会(二)


インフォマーシャル(日)


スーパーわんこ養成講座:
Ep.13(二)
スーパーわんこ養成講座:
Ep.14(二)


★猫忍: 七の巻(日)


猫ヘルパー シーズン6～猫
のしつけ教えます～:
Ep.6(字)


☆デンバー動物クリニック
シーズン7 特別編: 里親
探し(新)(字)


インフォマーシャル(日)


最強！チンパンジー軍団
(二)


インフォマーシャル(日)


解明・大自然の覇者: まば
ゆい鳥類(二)


インフォマーシャル(日)
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		2022_0606-0612

		2022_0613-0619

		2022_0620-0626

		2022_0627-0703






日本映画専門チャンネル 2022年6月


5/30(月) 5/31(火) 6/1(水) 6/2(木) 6/3(金) 6/4(土) 6/5(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　[字]JAM -the drama- #1 6:00 6:00　[字]男おばさん!! #253 6:00
6:15 [字]恋愛偏差値　第三章「彼女の嫌いな彼女 」 #1 [字]恋愛偏差値　第三章「彼女の嫌いな彼女 」 #2 [字]恋愛偏差値　第三章「彼女の嫌いな彼女 」 #3 [字]恋愛偏差値　第三章「彼女の嫌いな彼女 」 #4（終） (31分) 差分: 9 [字]じょしらく＜チームら＞（舞台） 6:15
6:30 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (57分) 差分: 13 6:40 (104分) 差分: 11 6:30　 [字]息をするように 6:30
6:45 [字]大島渚 生誕90年記念特別番組 #3 (23分) 差分: 17 6:45
7:00 7:00 7:00 7:00 7:10 7:10 7:00
7:15 ドキュメンタリーで見る沖縄と日本 [字]あぶく銭 [字]コドモのひらめき　オトナの冒険 [字]アニバーサリー 7:25 [字]ゴジラ(1954年) 7:15
7:30 [字]ちむぐりさ　 (82分) 差分: 8 ～"なむはむだはむ"の世界～ 「記念日が行方不明」 [字]すばらしい世界旅行「南アフリカの旅 黒人国家誕生」 ＜4Kデジタルリマスター版＞　 7:30
7:45 菜の花の沖縄日記 (45分) 差分: 15 (25分) 差分: 25 (26分) 差分: 9 7:55 ※2Kダウンコンバートにて放送 7:45
8:00 (106分) 差分: 14 8:00 8:00 8:00 蔵出し名画座 (97分) 差分: 13 8:00
8:15 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 [字]無鉄砲大将 8:15
8:30 8:30　Travel Salad #61（駿河太郎） 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ １（主演・フランキー堺） 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ ２（主演・フランキー堺） 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ ３（主演・フランキー堺） (82分) 差分(解説含む): 13 8:30
8:45 (25分) 差分: 5 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 8:45
9:00 9:00 9:00　Travel Salad #62（寺島進） 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
9:15 おとなのサスペンス劇場 (25分) 差分: 5 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 金曜20 9:15
9:30 松本清張スペシャル　 9:30　Travel Salad #63（大林素子） 年下のひと（主演・名取裕子） 早乙女千春の添乗報告書１ 京都殺人案内９ 9:30 [字]おいハンサム!! #1 9:30
9:45 地方紙を買う女 (25分) 差分: 5 金沢湯けむりツアー殺人事件 （主演・藤田まこと） [字]おらおらでひとりいぐも (44分) 差分: 16 9:45
10:00 （主演・内田有紀） 10:00 （主演・名取裕子） (139分) 差分: 11 「花束みたいな恋をした」放送記念 10:00
10:15 おとなのサスペンス劇場 2ヶ月連続 脚本家・坂元裕二の世界 10:15
10:30 さよならドビュッシー 10:00 10:30
10:45 10:55　時代劇専門チャンネルのすべて ～ピアニスト探偵　岬洋介～ 10:55　時代劇専門チャンネルのすべて 10:55　時代劇専門チャンネルのすべて 10:55　時代劇専門チャンネルのすべて [字]またここか（舞台） 10:45
11:00 11:00 （主演・東出昌大） 11:00 11:00 11:00 (130分) 差分: 10 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 おとなのサスペンス劇場 11:15


11:30 松本清張　一年半待て 出張弁護士　青山萌子 取調室１（主演・いかりや長介） 京都殺人案内１０ 11:30
11:45 （主演・多岐川裕美） 11:55　[字]男おばさん!! #252 北へ向かう人 （主演・藤田まこと） 11:45
12:00 （主演・三田佳子） 12:00　さんまのまんまシアター 12:00
12:15 12:15 [字]『さんまのまんま』 12:20 12:15
12:30 おとなのサスペンス劇場 ゲスト：綾野剛／反町隆史 [字]大豆田とわ子と三人の元夫 12:30
12:45 復讐するは我にあり (46分) 差分(解説含む): 19 #1-5 12:45
13:00 13:00 （主演・柳葉敏郎） 13:00 13:00 13:00 13:05 13:00
13:15 父からの手紙 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 さんまのまんまシアター 13:15


13:30 （檀れい・大杉漣） 信濃のコロンボ事件ファイル１ 信濃のコロンボ事件ファイル２ 信濃のコロンボ事件ファイル３ [字]ＧＴＯ（映画） 13:30
13:45 「死者の木霊」 「北国街道殺人事件」 「『信濃の国』殺人事件」 (109分) 差分: 6 13:45
14:00 （主演・中村梅雀） （主演・中村梅雀） （主演・中村梅雀） 14:00
14:15 14:15
14:30 14:30
14:45 14:50　時代劇専門チャンネルのすべて 14:55　時代劇専門チャンネルのすべて 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 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 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]私の恋人（舞台） 15:15


15:30 監察医　篠宮葉月　死体は語る１２ 監察医　篠宮葉月　死体は語る１３ 監察医　篠宮葉月　死体は語る１４ 監察医　篠宮葉月　死体は語る１５ 信濃のコロンボ事件ファイル４ (111分) 差分: 9 15:30
15:45 （主演・高島礼子） （主演・高島礼子） （主演・高島礼子） （主演・高島礼子） 「戸隠伝説殺人事件」 15:45
16:00 （主演・中村梅雀） 16:00
16:15 16:15
16:30 16:30
16:45 16:50　時代劇専門チャンネルのすべて 16:50　時代劇専門チャンネルのすべて 16:55 16:45 16:45
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 [字]JAM -ザ・リサイタル‐（舞台） 17:00 [字]大豆田とわ子と三人の元夫 17:00
17:15 [字]あにき（高倉健主演） 円谷英二特撮 ４Kの世界 [字]西荻窪 三ツ星洋酒堂 [字]『さんまのまんま』 (147分) 差分: 8 週末“イッキミ”ドラマ #6-10（終） 17:15
17:30 ＜デジタルリマスター版＞ #13（終） [字]モスラ（1961年）   #1-6（終） ゲスト：菅原文太／村田英雄 [字]三匹のおっさん 17:30
17:45 (47分) 差分: 13 ＜4Kデジタルリマスター版＞　 (48分) 差分: 12 ～正義の味方、見参!!～ 17:45
18:00 18:00　[字]男おばさん!! #252 ※2Kダウンコンバートにて放送 18:00 #1-#4 18:00
18:15 (101分) 差分: 19 [字]聖☆おにいさん　第Ⅲ紀 18:15
18:30 18:30 (54分) 差分: 16 18:30
18:45 [字]おらおらでひとりいぐも 18:45
19:00 (139分) 差分: 11 19:00 19:10 19:00
19:15 [字]ぼけますから、 [字]キングコング対ゴジラ＜完全版＞ 19:15
19:30 よろしくお願いします。 4Kデジタルリマスター　 19:30　[字]ボクらの時代 19:30
19:45 (102分) 差分: 18 19:45 ※2Kダウンコンバートにて放送  (伊藤理佐×二ノ宮知子×安野モヨコ) 19:45
20:00 [字]スマホを落としただけなのに (98分) 差分: 12 20:00 20:00
20:15 (117分) 差分: 18 金曜20 20:15
20:30 [字]おいハンサム!! #1 20:30
20:45 (44分) 差分: 16 20:45
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:10 21:00 21:00
21:15 [字]コンフィデンスマンJP [字]コンフィデンスマンJP 円谷英二特撮 ４Kの世界 東映ヤクザ映画傑作選 [字]三匹のおっさん 日曜邦画劇場 21:15
21:30 ロマンス編 プリンセス編 [字]フランケンシュタイン対地底怪獣（バラゴン） [字]やくざ戦争　日本の首領 ～正義の味方、見参!!～ [字]花束みたいな恋をした 21:30
21:45 (116分) 差分: 14 (124分) 差分: 11 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 (133分) 差分: 7 #5-#8（終） (124分) 差分(解説含む): 31 21:45
22:00 22:00 ※2Kダウンコンバートにて放送 22:00
22:15 [字]孤狼の血 ＬＥＶＥＬ２ (90分) 差分: 15 22:15
22:30 <R-15> 22:30
22:45 (140分) 差分: 10 22:45 22:45
23:00 23:10 [字]愛の亡霊<R-15> 23:00
23:15 [字]ＧＴＯ（1998） #11 23:15 (107分) 差分: 13 23:20 23:15
23:30 (47分) 差分: 8 [字]GTOスペシャル座談会 ミナミの帝王劇場 23:35 23:30
23:45 (115分) 差分: 15 [字]難波金融伝　ミナミの帝王１１ [字]聖夜の奇跡 23:45
0:00 0:05 嘆きのニューハーフ (98分) 差分: 7 0:00
0:15 [字]ＧＴＯ（1998） #12（終） (81分) 差分: 9 0:15
0:30 (57分) 差分: 8 0:30 0:30
0:45 [字]覗かれる人妻　 0:45 0:50 0:45
1:00 1:10 シュレーディンガーの女 [字]女闇金-千鶴-　 [字]ボインのお宿　熟女大宴会＜R-15＞ 1:00
1:15 [字]透明変態人間　 1:25 ＜R-15＞ 金にまみれたSEX地獄 (71分) 差分: 9 1:20 1:15


1:30 60分の秘薬＜R-15＞ 愛欲怪談 (71分) 差分: 14 ＜R-15＞ 1:30 [字]さよならぼくたちのようちえん 1:30
1:45 (75分) 差分: 10 人妻と愛人に宿る霊 1:55 (74分) 差分: 11 月イチ衝撃作 (106分) 差分: 9 1:45
2:00 ＜R-15＞ [字]午後の奥様　 2:10 2:10 [字]海辺の彼女たち 2:00
2:15 (77分) 差分: 13 魅惑のアロマエステ 女闇金-千鶴-　完熟　 [字]ラ・マン　ＶＩＰ専用の女 (89分) 差分: 11 2:15
2:30 2:35 ＜R-15＞ 性欲を糧にする美獣の誘惑 ＜R-15＞ 2:30
2:45 [字]女闇金-千鶴-　 2:55 (65分) 差分: 15 ＜R-15＞ (67分) 差分: 8 2:45
3:00 金にまみれたSEX地獄 [字]時をかける童貞＜R-15＞ (74分) 差分: 11 3:10 3:00
3:15 ＜R-15＞ (75分) 差分: 10 3:15 3:25 人妻家庭教師<R-15> 3:15 3:15


3:30 (74分) 差分: 11 [字]妹になりたくて。＜R-15＞ 3:35 [字]姉妹狂艶＜R-15＞ (78分) 差分: 12 KNIFE-ナイフ-<R-15> 3:30
3:45 (69分) 差分: 11 [字]美乳迷宮　さまよう女 (65分) 差分: 10 (98分) 差分: 17 3:45
4:00 4:00 ＜R-15＞ 4:00
4:15 [字]青春H　終わってる<R-15> 4:20 (86分) 差分: 14 4:15
4:30 (105分) 差分: 15 [字]Sex and the 王手！＜R-15＞ 4:35 4:40 4:40 4:30
4:45 (74分) 差分: 6 [字]美しすぎる漁師＜R-15＞ 同級生　 [字]ナース夏子の熱い夏 4:45
5:00 (70分) 差分: 15 蝕まれてゆく人妻 ＜R-15＞ 5:10 5:00
5:15 5:15 ＜R-15＞ (68分) 差分: 12 [字]昭和の家事　着物を解く・洗い張りをする 5:15


5:30 5:40　[字]男おばさん!! #252 [字]昭和の家事　浴衣を縫う・お手玉つくり (73分) 差分: 7 (38分) 差分: 12 5:30
5:45 (37分) 差分: 8 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:15 6:15
6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00
7:15 7:15
7:30 7:30
7:45 7:45


※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 2022年6月


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


5:15 5:15


5:30 5:30
5:45 5:45
6:00 6:00　[字]JAM -the drama- #2 6:00　[字]JAM -the drama- #3 6:00　[字]JAM -the drama- #4 6:00　[字]JAM -the drama- #5 6:00 6:00　[字]男おばさん!! #254 6:00
6:15 (26分) 差分: 14 (29分) 差分: 6 (26分) 差分: 14 (26分) 差分: 14 [字]JAM -the drama- #6 6:15
6:30 6:40 6:35　[字]ロケ地探訪 旅めぐり #1京都・太秦界隈編 6:40　[字]ロケ地探訪 旅めぐり #2京都・嵯峨野編 6:40　[字]男おばさん!! #253 (31分) 差分: 19 6:30 6:30
6:45 [字]沈黙の山 6:50 (13分) 差分: 7 6:50 [字]夢だけが人生やない 6:45
7:00 (65分) 差分: 15 [字]昭和の家事　半纏をつくる 7:00 7:00 [字]はこぶね (29分) 差分: 16 7:00
7:15 (57分) 差分: 13 [字]昭和の家事　掻巻をつくる [字]昭和の家事　お正月の支度 ～伊勢湾台風・開拓者の60年～ 7:15 7:15
7:30 (50分) 差分: 10 (51分) 差分: 9 (55分) 差分: 15 このドキュメンタリーがすごい！ 7:30
7:45 [字]ムヒカ　 7:45
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 世界でいちばん貧しい大統領から日本人へ 8:00
8:15 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 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 [字]キングコング対ゴジラ＜完全版＞ (98分) 差分: 17 8:15
8:30 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ ４（主演・フランキー堺） 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ ５（主演・フランキー堺） 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ ６（主演・フランキー堺） 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ ７（主演・フランキー堺） 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ ８（主演・フランキー堺） 4Kデジタルリマスター　 8:30
8:45 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 ※2Kダウンコンバートにて放送 8:45
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 (98分) 差分: 12 9:10 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 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 このドキュメンタリーがすごい！ 9:15
9:30 松本清張　球形の荒野 早乙女千春の添乗報告書２ 早乙女千春の添乗報告書３ 早乙女千春の添乗報告書４ 京都殺人案内１１ [字]恋とボルバキア 9:30
9:45 （主演・栗原小巻） 青森湯けむりツアー殺人事件 草津湯けむりツアー殺人事件 伊豆ゆけむりツアー殺人事件 （主演・藤田まこと） 9:50 (94分) 差分: 16 9:45
10:00  #1-5（終） （主演・名取裕子） （主演・名取裕子） （主演・名取裕子） [字]スマホを落としただけなのに　 10:00
10:15 囚われの殺人鬼 10:15
10:30 (119分) 差分: 11 10:30
10:45 10:55　時代劇専門チャンネルのすべて 10:55　時代劇専門チャンネルのすべて 10:55　時代劇専門チャンネルのすべて 10:45
11:00 11:00 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 11:20 おとなのサスペンス劇場 金曜20 11:15


11:30 取調室２（主演・いかりや長介） 取調室３（主演・いかりや長介） おとなのサスペンス劇場 京都殺人案内１２ [字]おいハンサム!! #2 11:30
11:45 取調室４（主演・いかりや長介） （主演・藤田まこと） (44分) 差分: 16 11:45
12:00 12:00　さんまのまんまシアター 12:00 12:00
12:15 [字]『さんまのまんま』 [字]おらおらでひとりいぐも 12:15
12:30 ゲスト：笑い飯・麒麟・千鳥／笑福亭仁鶴 (139分) 差分: 11 12:30
12:45 (48分) 差分(解説含む): 17 12:45
13:00 13:10 13:00 13:00 13:00 13:05 13:00
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 おとなのサスペンス劇場 さんまのまんまシアター 13:15


13:30 信濃のコロンボ事件ファイル５ 信濃のコロンボ事件ファイル７ 信濃のコロンボ事件ファイル９ おとなのサスペンス劇場 信濃のコロンボ事件ファイル１３ [字]仁鶴・可朝・三枝の 男三匹やったるでぇ! 13:30
13:45 「追分殺人事件」 「見知らぬ鍵」 「乗せなかった乗客」 信濃のコロンボ事件ファイル１１ 「盲目のピアニスト」 (89分) 差分: 11 13:45
14:00 （主演・中村梅雀） （主演・中村梅雀） （主演・中村梅雀） 「埋もれ火」 （主演・中村梅雀） 14:00
14:15 （主演・中村梅雀） 14:15
14:30 14:30　[字]男おばさん!! #254 14:30
14:45 14:55　時代劇専門チャンネルのすべて 14:55　時代劇専門チャンネルのすべて 14:50　時代劇専門チャンネルのすべて 14:45 14:45
15:00 15:05　時代劇専門チャンネルのすべて 15:00 15:00 15:05 15:00 週末“イッキミ”ドラマ 15:00 15:00
15:15 15:10 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 [字]のだめカンタービレ [字]モスラ対ゴジラ 15:15


15:30 おとなのサスペンス劇場 信濃のコロンボ事件ファイル８ 信濃のコロンボ事件ファイル１０ 信濃のコロンボ事件ファイル１２ 信濃のコロンボ事件ファイル１４ #1-5 ＜4Kデジタルリマスター版＞　 15:30
15:45 信濃のコロンボ事件ファイル６ 「アリスの騎士」 「杜の都殺人事件」 「陰画の構図」 「死あわせなカップル」 ※２Ｋダウンコンバートにて放送 15:45
16:00 「軽井沢殺人事件」 （主演・中村梅雀） （主演・中村梅雀） （主演・中村梅雀） （主演・中村梅雀） (89分) 差分: 16 16:00
16:15 （主演・中村梅雀） 16:15
16:30 16:30
16:45 16:50　時代劇専門チャンネルのすべて 16:50　[字]男おばさん!! #253 16:50　時代劇専門チャンネルのすべて 16:45 16:45
17:00 17:10 17:00 17:10 17:00 17:00 円谷英二特撮 ４Kの世界 17:00
17:15 [字]きらきらひかる２ [字]きらきらひかる３ [字]モスラ対ゴジラ [字]『さんまのまんま』 蔵出し名画座 [字]フランケンシュタイン対地底怪獣（バラゴン） 17:15
17:30 (103分) 差分: 7 (117分) 差分: 13 ＜4Kデジタルリマスター版＞　 ゲスト：綾野剛／反町隆史 [字]無鉄砲大将 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 17:30
17:45 ※２Ｋダウンコンバートにて放送 (46分) 差分: 14 (82分) 差分(解説含む): 13 ※2Kダウンコンバートにて放送 17:45
18:00 (89分) 差分: 11 18:00 (90分) 差分: 20 18:00
18:15 東映ヤクザ映画傑作選 18:15
18:30 [字]やくざ戦争　日本の首領 18:35　[字]ロケ地探訪 旅めぐり #1京都・太秦界隈編 18:35 18:30
18:45 18:50 (133分) 差分: 17 18:50 日曜邦画劇場 18:45
19:00 19:00 19:10 蔵出し名画座 [字]昭和の家事　半纏をつくる 19:10 [字]花束みたいな恋をした 19:00
19:15 [字]ＧＴＯ（映画） [字]新聞記者 [字]女優 (57分) 差分: 13 [字]のだめカンタービレ (124分) 差分: 21 19:15
19:30 (109分) 差分: 11 (114分) 差分: 6 (116分) 差分(解説含む): 14 #6-11（終） 19:30
19:45 19:45
20:00 20:00 20:00
20:15 金曜20 20:15
20:30 20:30 [字]おいハンサム!! #2 20:30
20:45 [字]スマホを落としただけなのに　 (44分) 差分: 16 20:45
21:00 21:00 21:10 21:00 囚われの殺人鬼 21:00 21:00 21:00
21:15 [字]GTO(主演：AKIRA)  #1 [字]GTO(主演：AKIRA)  #3 [字]GTO(主演：AKIRA)  #5 (119分) 差分: 11 ミナミの帝王劇場 日曜邦画劇場 21:15
21:30 (57分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 [字]難波金融伝　ミナミの帝王１２ [字]劇場版 シグナル　 21:30
21:45 　消えない傷跡 長期未解決事件捜査班 21:45
22:00 22:10 22:10 22:00 (85分) 差分: 15 (122分) 差分(解説含む): 33 22:00
22:15 [字]GTO(主演：AKIRA)  #2 [字]GTO(主演：AKIRA)  #4 [字]GTO(主演：AKIRA)  #6 22:15
22:30 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 (47分) 差分: 13 22:40 22:40 22:30
22:45 日曜邦画劇場 [字]孤狼の血 ＬＥＶＥＬ２ 22:45
23:00 23:10 23:10 23:00 [字]花束みたいな恋をした <R-15> 23:00
23:15 [字]愛の亡霊<R-15> 東映ヤクザ映画傑作選 ミナミの帝王劇場 (124分) 差分(解説含む): 31 (140分) 差分: 10 23:15
23:30 (107分) 差分: 13 [字]やくざ戦争　日本の首領 [字]難波金融伝　ミナミの帝王１１ 23:35 23:30
23:45 (133分) 差分: 7 嘆きのニューハーフ 日曜邦画劇場 23:45
0:00 (81分) 差分: 9 [字]見えない目撃者 0:00
0:15 0:20 <R-15> 0:15
0:30 0:30 月イチ衝撃作 (129分) 差分: 16 0:30
0:45 不貞一家と弔問の夜 [字]ベイビーわるきゅーれ 0:45
1:00 1:10 ＜R-15＞ 1:10 <PG-12> 1:00
1:15 嬢王夜曲　 (73分) 差分: 7 1:15 [字]私の奴隷になりなさい (95分) 差分: 10 1:15


1:30 姉妹キャバ嬢SEX対決 1:30 [字]私の奴隷になりなさい 第３章　おまえ次第 1:30
1:45 ＜R-15＞ 嬢王夜曲2 1:50 第2章  ご主人様と呼ばせてください ＜R-15＞ 1:45
2:00 (76分) 差分: 9 美人キャバ嬢欲望満開ナイト 闇の女セクシーハンター ＜R-15＞ (103分) 差分: 7 2:05 2:00 2:00
2:15 ＜R-15＞ 美女が裁く裏社会の肉欲 (103分) 差分: 7 [字]午後の奥様　 [字]ナース夏子の熱い夏 2:15
2:30 2:35 (74分) 差分: 6 ＜R-15＞ 魅惑のアロマエステ ＜R-15＞ 2:30
2:45 [字]エロスは蒲団の香り 2:50 (74分) 差分: 11 ＜R-15＞ (68分) 差分: 7 2:45
3:00 ＜R-15＞ [字]女闇金-千鶴-　 3:05 3:00 (65分) 差分: 10 3:00
3:15 (74分) 差分: 11 金にまみれたSEX地獄 3:15 処女と初恋の森 同級生　 3:20 3:15 3:15


3:30 ＜R-15＞ [字]Sex and the 王手！＜R-15＞ ＜R-15＞ 蝕まれてゆく人妻 絶倫！透明変態人間　 新・嬢王ゲーム　 3:30
3:45 (74分) 差分: 6 (74分) 差分: 6 (78分) 差分: 7 ＜R-15＞ セカンド童貞と魔法の薬 SEX or LOVE 3:45
4:00 4:00 4:10 (73分) 差分: 7 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 4:00
4:15 堕ちてゆく人妻　 エクスタシー・リベンジ-香織-　 4:20 (74分) 差分: 6 (73分) 差分: 7 4:15
4:30 犯された貞淑 妖艶美女の甘き罠 4:35 4:30 [字]悦楽交差点 4:40 4:35 4:30
4:45 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 時空変態人間 [字]レンタル女子大生　私、貸します。 ＜R-15＞ 女闇金-千鶴-　完熟　 新・嬢王ゲーム　 4:45
5:00 (76分) 差分: 14 (72分) 差分: 8 　もしも時間が止められたら！ ＜R-15＞ (71分) 差分: 9 性欲を糧にする美獣の誘惑 帰ってきた伝説の女 5:00
5:15 ＜R-15＞ (82分) 差分: 8 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 5:15


5:30 5:30　[字]男おばさん!! #253 5:30　[字]男おばさん!! #253 (75分) 差分: 10 5:40 (74分) 差分: 6 (75分) 差分: 10 5:30
5:45 [字]墓場、女子高生（舞台） 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 (131分) 差分: 9 6:00 6:00 6:00
6:15 6:15
6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00
7:15 7:15
7:30 7:30
7:45 8:00 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 2022年6月


6/13(月) 6/14(火) 6/15(水) 6/16(木) 6/17(金) 6/18(土) 6/19(日)


5:15 5:15


5:30 5:30
5:45 5:45
6:00 6:00　[字]JAM -the drama- #7 6:00　[字]JAM -the drama- #8（終） 6:00　[字]ムッシュ！ #1 6:00　[字]ムッシュ！ #2 6:00　[字]ムッシュ！ #3 6:00
6:15 (26分) 差分: 14 (30分) 差分: 10 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 6:15
6:30 6:40 6:40 6:30　Travel Salad #65（氷川きよし） 6:30 6:30 6:30
6:45 [字]世界は3で出来ている [字]藤井聡太 17才 (25分) 差分: 5 [字]なむはむだはむ（舞台） [字]なむはむ！ドキュメント　 6:45
7:00 (31分) 差分: 9 (46分) 差分: 14 7:00　Travel Salad #71（林家正蔵） (73分) 差分: 17 ～俺としらすと江ノ電と～ 7:10 7:00
7:15 7:20 (25分) 差分: 5 (53分) 差分: 7 日本沈没 7:15
7:30 [字]ノンフィクション劇場　反骨の砦 7:40　[字]男おばさん!! #254 7:30　Travel Salad #72（的場浩司） 7:30　[字]男おばさん!! #254 #11-15 7:30
7:45 (26分) 差分: 14 (25分) 差分: 5 7:45
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
8:15 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 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 このドキュメンタリーがすごい！ 8:15
8:30 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ ９（主演・フランキー堺） 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ １０（主演・フランキー堺） 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ １1（主演・フランキー堺） 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ １２（主演・フランキー堺） 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ １３（主演・フランキー堺） [字]恋とボルバキア 8:30
8:45 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (46分) 差分: 14 (94分) 差分: 11 8:45
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 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 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 9:15
9:30 京都警備士日誌 早乙女千春の添乗報告書５ 早乙女千春の添乗報告書６ 早乙女千春の添乗報告書７ 京都殺人案内１３ 9:30
9:45 （主演・小川知子） 萩・津和野湯けむりツアー殺人事件 湯布院湯けむりツアー殺人事件 函館湯けむりツアー殺人事件 （主演・藤田まこと） 9:45 9:45
10:00 （主演・名取裕子） （主演・名取裕子） （主演・名取裕子） [字]米軍（アメリカ）が最も恐れた男　 10:00
10:15 カメジロー　不屈の生涯 10:15
10:30 (128分) 差分: 7 10:30
10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 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 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 松本清張　球形の荒野 取調室５（主演・いかりや長介） 取調室６（主演・いかりや長介） 取調室７（主演・いかりや長介） 京都殺人案内１４ 11:30 11:30
11:45 （主演・若村麻由美） （主演・藤田まこと） 日本沈没 11:45
12:00 12:00　[字]エランドール賞新人賞 授与式 受賞コメント #16-20 12:00
12:15 12:15
12:30 12:30 12:30
12:45 12:55　時代劇専門チャンネルのすべて 12:55　時代劇専門チャンネルのすべて 12:55　時代劇専門チャンネルのすべて ミナミの帝王劇場 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 [字]難波金融伝　ミナミの帝王１２ 13:00
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 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 　消えない傷跡 13:15


13:30 信濃のコロンボ事件ファイル１５ 信濃のコロンボ事件ファイル１７ 産婦人科医・南雲綾子１ 産婦人科医・南雲綾子３ 産婦人科医・南雲綾子５ (85分) 差分: 15 13:30
13:45 「愛するあまり」 「遠野殺人事件」 （主演・十朱幸代） （主演・十朱幸代） （主演・十朱幸代） 13:45
14:00 （主演・中村梅雀） （主演・中村梅雀） 14:10 14:00
14:15 円谷英二特撮 ４Kの世界 14:15
14:30 [字]フランケンシュタイン対地底怪獣（バラゴン） 14:30
14:45 14:50　時代劇専門チャンネルのすべて 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 14:55　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 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 ※2Kダウンコンバートにて放送 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 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 (90分) 差分: 20 15:15


15:30 信濃のコロンボ事件ファイル１６ 信濃のコロンボ事件ファイル１８ 産婦人科医・南雲綾子２ 産婦人科医・南雲綾子４ 嫌われ監察官　 15:30
15:45 「願望の連環」 「越天楽がきこえる」 （主演・十朱幸代） （主演・十朱幸代） 音無一六スペシャル 15:50 15:45
16:00 （主演・中村梅雀） （主演・中村梅雀） （主演・小日向文世） 16:00 日本沈没 16:00
16:15 週末“イッキミ”ドラマ #21-26（終） 16:15
16:30 [字]のだめカンタービレ in ヨーロッパ　 16:30
16:45 16:50　時代劇専門チャンネルのすべて 16:50　時代劇専門チャンネルのすべて 16:50 Special Lesson1 16:45
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 [字]CINEMA FIGHTERS「終着の場所」 (114分) 差分: 11 17:00
17:15 [字]健康で文化的な最低限度の生活 [字]健康で文化的な最低限度の生活 [字]健康で文化的な最低限度の生活 [字]『さんまのまんま』 (21分) 差分: 19 17:15
17:30  #1-#3 #4-#6 #7-#10（終） ゲスト：笑い飯・麒麟・千鳥／笑福亭仁鶴 17:30　[字]息をするように 17:30
17:45 (48分) 差分: 12 (23分) 差分: 17 17:45
18:00 18:00 18:10 18:05 18:00
18:15 [字]なむはむ！ドキュメント [字]キングコング対ゴジラ＜完全版＞ 週末“イッキミ”ドラマ 18:15
18:30 　～俺と松戸といぬのゆめ～ 4Kデジタルリマスター　 [字]のだめカンタービレ in ヨーロッパ　 18:30
18:45 (56分) 差分: 19 ※2Kダウンコンバートにて放送 Special Lesson2 18:45
19:00 (98分) 差分: 12 (120分) 差分: 10 19:00
19:15 19:15 19:15
19:30 19:35 [字]三大怪獣 地球最大の決戦 19:30
19:45 19:50 ミナミの帝王劇場 ＜4Kデジタルリマスター版＞　 19:45
20:00 ミナミの帝王劇場 [字]難波金融伝　ミナミの帝王１２ ※2Kダウンコンバートにて放送 20:00 20:00
20:15 [字]難波金融伝　ミナミの帝王１１ 　消えない傷跡 20:20 (93分) 差分: 12 金曜20 20:15 20:15
20:30 嘆きのニューハーフ (85分) 差分: 10 [字]ガールはフレンド [字]おいハンサム!! #3 [字]花束みたいな恋をした 20:30
20:45 (81分) 差分: 9 (24分) 差分: 16 (44分) 差分: 16 (124分) 差分: 11 20:45
21:00 21:10 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
21:15 21:20 [字]GTO(主演：AKIRA)  #9 [字]GTO(主演：AKIRA)  #11（終） 円谷英二特撮 ４Kの世界 東映ヤクザ映画傑作選 日曜邦画劇場 21:15
21:30 [字]GTO(主演：AKIRA)  #7 (47分) 差分: 13 (57分) 差分: 13 [字]フランケンシュタイン対地底怪獣（バラゴン） [字]やくざ戦争　日本の首領 [字]日本沈没 21:30
21:45 (47分) 差分: 13 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 (133分) 差分: 7 ＜４Kデジタルリマスター版＞　 21:45
22:00 22:10 22:10 ※2Kダウンコンバートにて放送 ※２Ｋダウンコンバートにて放送 22:00
22:15 22:20 [字]GTO(主演：AKIRA)  #10 [字]孤狼の血 ＬＥＶＥＬ２ (90分) 差分: 10 (144分) 差分(解説含む): 26 22:15
22:30 [字]GTO(主演：AKIRA)  #8 (46分) 差分: 14 <R-15> 22:40 24時間まるごと 22:30
22:45 (47分) 差分: 13 (140分) 差分: 10 日曜邦画劇場 日本沈没 22:45
23:00 23:10 [字]劇場版 シグナル　 22:30 23:00
23:15 23:20 [字]劇場版 シグナル　 長期未解決事件捜査班 23:20 日本沈没 23:15
23:30 [字]ベイビーわるきゅーれ 長期未解決事件捜査班 (122分) 差分(解説含む): 33 ミナミの帝王劇場 #1-5 23:30
23:45 <PG-12> (122分) 差分: 13 [字]難波金融伝　ミナミの帝王１１ 23:50 23:45
0:00 (95分) 差分: 15 嘆きのニューハーフ 日曜邦画劇場 0:00
0:15 (81分) 差分: 9 [字]見えない目撃者 0:15
0:30 0:40 <R-15> 0:30
0:45 KNIFE-ナイフ-<R-15> 0:50 (129分) 差分: 11 0:45
1:00 1:10 (98分) 差分: 12 [字]契約結婚＜R-15＞ 1:00
1:15 愛欲怪談 1:25 1:15 (90分) 差分: 10 1:15


1:30 人妻と愛人に宿る霊 情欲怪談　 [字]デコトラ★ギャル奈美 1:30
1:45 ＜R-15＞ 呪いの赤襦袢 ＜R-15＞ 1:45
2:00 (77分) 差分: 13 ＜R-15＞ (76分) 差分: 14 2:10 2:00
2:15 (86分) 差分: 14 [字]叔母と女子大生　 2:15
2:30 2:40 2:30 2:30 密室の吐息 2:30
2:45 [字]舐める女 [字]水元ゆうな　 2:45 嬢王夜曲　 2:50 ＜R-15＞ 2:45
3:00 ＜R-15＞ 3:05 萌ラーメン必見伝 [字]美乳迷宮　さまよう女 姉妹キャバ嬢SEX対決 日本沈没 (93分) 差分: 7 3:00
3:15 (71分) 差分: 14 [字]箱女　見られる人妻＜R-15＞ ＜R-15＞ ＜R-15＞ ＜R-15＞ #6-10 3:15


3:30 (73分) 差分: 12 (81分) 差分: 9 (86分) 差分: 9 (76分) 差分: 14 3:30
3:45 3:50 3:45
4:00 4:05 4:00 4:00 闇の女セクシーハンター 4:00
4:15 淫ら姫の大冒険 [字]CA物語　エッチな客室乗務員 4:20 嬢王夜曲2 美女が裁く裏社会の肉欲 4:15
4:30 ＜R-15＞ 4:30 <R-15＞ [字]モテ女キ 美人キャバ嬢欲望満開ナイト ＜R-15＞ 4:30
4:45 (85分) 差分: 10 不貞一家と弔問の夜 (76分) 差分: 9 ＜R-15＞ ＜R-15＞ (74分) 差分: 11 4:45
5:00 ＜R-15＞ (87分) 差分: 8 (74分) 差分: 11 5:00
5:15 (73分) 差分: 12 5:25　[字]男おばさん!! #254 5:25 5:15 5:15


5:30 5:40　[字]ロケ地探訪 旅めぐり #2京都・嵯峨野編 [字]男おばさん!! #254 [字]昭和の家事　おはぎをつくる 5:30
5:45 5:55　日本映画放送　番組審議委員会 5:55　日本映画放送　番組審議委員会 5:55　日本映画放送　番組審議委員会 5:55　日本映画放送　番組審議委員会 5:45　日本映画放送　番組審議委員会 (37分) 差分: 8 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 5:50 6:00 6:00
6:15 蔵出し名画座 6:15
6:30 [字]女優 6:30
6:45 (116分) 差分(解説含む): 14 6:45
7:00 7:10 7:00
7:15 7:15
7:30 7:30
7:45 8:00 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 2022年6月


6/20(月) 6/21(火) 6/22(水) 6/23(木) 6/24(金) 6/25(土) 6/26(日)


5:15 5:15


5:30 5:30
5:45 5:45
6:00 6:00　[字]ムッシュ！ #4 6:00　[字]ムッシュ！ #5 6:00　[字]ムッシュ！ #6 6:00　[字]ムッシュ！ #7 6:00　[字]ムッシュ！ #8 6:00　[字]昭和の家事　おこわをふかす・漬物を漬ける 6:00　[字]男おばさん!! #255 6:00
6:15 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 16 (33分) 差分: 7 6:20 6:15
6:30 6:30 6:30　[字]男おばさん!! #255 6:30　[字]昭和の家事　夏掛け布団をつくる・お盆を迎える 6:30　[字]昭和の家事　洗濯をする 6:40 6:40 [字]またここか（舞台） 6:30
6:45 このドキュメンタリーがすごい！ 6:50　[字]エランドール賞新人賞 授与式 受賞コメント (32分) 差分: 8 (30分) 差分: 10 [字]米軍（アメリカ）が最も恐れた男　 [字]キングコング対ゴジラ＜完全版＞ (130分) 差分: 10 6:45
7:00 [字]母の手仕事－日々の暮らしの記録 7:10 7:10 カメジロー　不屈の生涯 4Kデジタルリマスター　 7:00
7:15 (79分) 差分: 11 7:20 [字]聖夜の奇跡 このドキュメンタリーがすごい！ (128分) 差分: 12 ※2Kダウンコンバートにて放送 7:15
7:30 [字]三大怪獣 地球最大の決戦 (98分) 差分: 12 [字]ムヒカ　 (98分) 差分: 17 7:30
7:45 ＜4Kデジタルリマスター版＞　 世界でいちばん貧しい大統領から日本人へ 7:45
8:00 8:00 ※2Kダウンコンバートにて放送 (98分) 差分: 12 8:00
8:15 おとなのサスペンス劇場 (93分) 差分: 7 8:15
8:30 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ １４（主演・フランキー堺） 8:35 8:40 8:30
8:45 (46分) 差分: 14 [字]三大怪獣 地球最大の決戦 このドキュメンタリーがすごい！ 8:45
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 ＜4Kデジタルリマスター版＞　 [字]恋とボルバキア 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 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 ※2Kダウンコンバートにて放送 (94分) 差分: 16 9:15
9:30 早乙女千春の添乗報告書８ 早乙女千春の添乗報告書９ 早乙女千春の添乗報告書１０ 早乙女千春の添乗報告書１１ 京都殺人案内１５ (93分) 差分: 12 9:30
9:45 日光・鬼怒川湯けむりツアー殺人事件 箱根・湯けむりツアー殺人事件 山梨湯けむりツアー殺人事件 千葉湯けむりツアー殺人事件 （主演・藤田まこと） 9:45
10:00 （主演・名取裕子） （主演・名取裕子） （主演・名取裕子） （主演・名取裕子） 10:00
10:15 10:20 10:15
10:30 [字]新聞記者 10:30　[字]エランドール賞新人賞 授与式 受賞コメント 10:30
10:45 10:55　時代劇専門チャンネルのすべて 10:55　時代劇専門チャンネルのすべて 10:55　時代劇専門チャンネルのすべて 10:55　時代劇専門チャンネルのすべて (114分) 差分: 16 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:10 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 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 金曜20 11:15


11:30 取調室８（主演・いかりや長介） 取調室９（主演・いかりや長介） 取調室１０（主演・いかりや長介） 取調室１１（主演・いかりや長介） 京都殺人案内１６ [字]おいハンサム!! #3 11:30
11:45 （主演・藤田まこと） (44分) 差分: 16 11:45
12:00 12:00 12:00
12:15 金曜20 12:15
12:30 12:30 [字]おいハンサム!! #4 12:30
12:45 週末“イッキミ”ドラマ (44分) 差分: 16 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 13:05 13:00 [字]まだ結婚できない男 13:00 13:00
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 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 #1-#5 [字]仁鶴・可朝・三枝の 男三匹やったるでぇ! 13:15


13:30 松本清張スペシャル　 監察医　篠宮葉月　死体は語る１ 監察医　篠宮葉月　死体は語る３ 監察医　篠宮葉月　死体は語る５ 監察医　篠宮葉月　死体は語る７ (89分) 差分: 16 13:30
13:45 地方紙を買う女 （主演・高島礼子） （主演・高島礼子） （主演・高島礼子） （主演・高島礼子） 13:45
14:00 （主演・内田有紀） 14:00
14:15 14:15
14:30 14:30
14:45 14:55　時代劇専門チャンネルのすべて 14:55　時代劇専門チャンネルのすべて 14:55　時代劇専門チャンネルのすべて 14:55　時代劇専門チャンネルのすべて 14:45　[字]ロケ地探訪 旅めぐり #1京都・太秦界隈編 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 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 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 「ベイビー・ブローカー」をより楽しむために見ておきたいこの３本 15:15


15:30 松本清張スペシャル　 監察医　篠宮葉月　死体は語る２ 監察医　篠宮葉月　死体は語る４ 監察医　篠宮葉月　死体は語る６ 監察医　篠宮葉月　死体は語る８ [字]万引き家族 15:30
15:45 共犯者 （主演・高島礼子） （主演・高島礼子） （主演・高島礼子） （主演・高島礼子） ＜PG-12＞ 15:45
16:00 （主演・賀来千香子） (121分) 差分: 9 16:00
16:15 16:15
16:30 16:30
16:45 16:50　時代劇専門チャンネルのすべて 16:50　時代劇専門チャンネルのすべて 16:50 16:45
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 [字]まだ結婚できない男 17:10 17:00
17:15 [字]アバランチ [字]アバランチ [字]アバランチ [字]サンマデモクラシー [字]キングコング対ゴジラ＜完全版＞ #6-#10（終） 日曜邦画劇場 17:15
17:30  #1-3 #4-7 #8-10（終） (100分) 差分: 10 4Kデジタルリマスター　 [字]花束みたいな恋をした 17:30
17:45 ※2Kダウンコンバートにて放送 (124分) 差分: 21 17:45
18:00 (98分) 差分: 12 18:00
18:15 18:15
18:30 18:30
18:45 18:50　[字]すばらしい世界旅行「南アフリカの旅 黒人国家誕生」 18:50 18:45
19:00 (26分) 差分: 9 [字]昭和の家事　おこわをふかす・お盆を迎える 19:00
19:15 19:25 (30分) 差分: 10 19:15
19:30 19:30 [字]ノンフィクション劇場　反骨の砦 19:30　[字]ガールはフレンド 19:35 19:30
19:45 19:50 [字]昭和の家事　おはぎをつくる (26分) 差分: 9 (24分) 差分: 6 日曜邦画劇場 19:45
20:00 [字]GTO　秋も鬼暴れスペシャル！ (37分) 差分: 8 20:00 20:00 [字]劇場版 シグナル　 20:00
20:15 (主演：AKIRA) 20:15 20:15 日曜邦画劇場 金曜20 長期未解決事件捜査班 20:15
20:30 (118分) 差分: 12 [字]GTO　正月スペシャル！　 [字]GTO 完結編 [字]日本沈没 [字]おいハンサム!! #4 (122分) 差分: 23 20:30
20:45 冬休みも熱血授業だ ～さらば鬼塚！卒業スペシャル～ ＜４Kデジタルリマスター版＞　 (44分) 差分: 16 20:45
21:00 (主演：AKIRA) (主演：AKIRA) ※２Ｋダウンコンバートにて放送 21:00
21:15 (99分) 差分: 6 (97分) 差分: 8 (144分) 差分(解説含む): 26 21:15
21:30 21:00 21:00 21:30
21:45 [字]県警対組織暴力 [字]やくざ戦争　日本の首領 21:45
22:00 (101分) 差分: 9 (133分) 差分: 17 22:00 22:00
22:15 日曜邦画劇場 22:15
22:30 22:00 22:00 22:00 [字]見えない目撃者 22:30
22:45 [字]万引き家族 [字]パラサイト 半地下の家族<PG-12> [字]空気人形<R-15> 22:50 22:50 <R-15> 22:45
23:00 ＜PG-12＞ (132分) 差分: 8 (117分) 差分: 8 [字]愛の亡霊<R-15> [字]北陸代理戦争 (129分) 差分(解説含む): 31 23:00
23:15 (121分) 差分: 9 (107分) 差分: 8 (99分) 差分: 11 23:15
23:30 23:30 23:30
23:45 [字]日本の仁義 23:45
0:00 0:10 0:05 (106分) 差分: 9 0:00
0:15 新・嬢王ゲーム　 0:20 KILL  キル<R-15> 0:15
0:30 SEX or LOVE 新・嬢王ゲーム　 (74分) 差分: 6 0:40 0:40 0:30
0:45 ＜R-15＞ 帰ってきた伝説の女 0:45 ミナミの帝王劇場 [字]アイズ 0:45
1:00 (73分) 差分: 7 ＜R-15＞ 絶倫！透明変態人間　 [字]難波金融伝　ミナミの帝王１２ (95分) 差分: 15 1:00
1:15 (75分) 差分: 10 1:25 セカンド童貞と魔法の薬 　消えない傷跡 1:25 1:15


1:30 1:30 [字]ショー子のエロいい話 ＜R-15＞ (85分) 差分: 10 [字]日本の黒幕 1:30
1:45 [字]女の犯罪史＜R-15＞ 1:45 <R-15＞ (74分) 差分: 11 (131分) 差分: 9 1:45
2:00 (78分) 差分: 7 エリ　-従姉弟関係-＜R-15＞ (74分) 差分: 6 2:10 2:00
2:15 (73分) 差分: 7 [字]デリヘル嬢　癒しの肉体 2:15 2:15
2:30 ＜R-15＞ [字]東京ジゴロ 2:30 2:30
2:45 2:55 2:45 (90分) 差分: 10 　とり憑かれた女たち [字]私の奴隷になりなさい 2:45
3:00 [字]オトナの恋愛事情＜R-15＞ 3:05 [字]君にあえたら　 ＜R-15＞ 第2章  ご主人様と呼ばせてください 3:00
3:15 (100分) 差分: 10 [字]契約結婚＜R-15＞ 妻の恋人＜R-15＞ (89分) 差分: 16 ＜R-15＞ 3:15


3:30 (90分) 差分: 10 (77分) 差分: 8 (103分) 差分: 7 3:30
3:45 3:50 3:45 3:45
4:00 4:10 既婚者サークル　人妻たちの輪舞曲（ロンド）<R-15> 4:00 愛欲怪談 4:00
4:15 KNIFE-ナイフ-<R-15> (75分) 差分: 10 処女と初恋の森 人妻と愛人に宿る霊 4:20 4:15
4:30 (98分) 差分: 12 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 情欲怪談　 4:30
4:45 4:45 4:45 (78分) 差分: 12 (77分) 差分: 8 呪いの赤襦袢 4:45
5:00 [字]ラ・マン　ＶＩＰ専用の女 [字]妹になりたくて。＜R-15＞ 5:10 ＜R-15＞ 5:00
5:15 ＜R-15＞ (69分) 差分: 6 5:15 [字]昭和の家事　着物を解く・洗い張りをする (86分) 差分: 14 5:15


5:30 (67分) 差分: 8 [字]昭和の家事　浴衣を縫う・お手玉つくり 5:30　[字]男おばさん!! #255 (38分) 差分: 12 5:30
5:45 (37分) 差分: 8 (20分) 差分: 10 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:15 6:15
6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00
7:15 7:15
7:30 7:30
7:45 7:45


「ベイビー・ブローカー」をより楽しむために見ておきたいこの３本


「ベイビー・ブローカー」公開記念


東映ヤクザ映画傑作選


一挙放送


※編成は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。







日本映画専門チャンネル 2022年6月


6/27(月) 6/28(火) 6/29(水) 6/30(木) 7/1(金) 7/2(土) 7/3(日)


5:15 5:15


5:30 5:30
5:45 5:45
6:00 6:00　[字]ムッシュ！ #9 6:00　[字]ムッシュ！ #10（終） 6:00 6:00
6:15 (24分) 差分: 6 (24分) 差分: 6 蔵出し名画座 6:15
6:30 6:30 6:30　[字]ロケ地探訪 旅めぐり #1京都・太秦界隈編 [字]女優 6:30
6:45 [字]月刊「根本宗子」第18号 6:45　[字]ロケ地探訪 旅めぐり #2京都・嵯峨野編 (116分) 差分(解説含む): 14 6:45
7:00 「もっとも大いなる愛へ」（舞台） 7:00 7:00
7:15 (113分) 差分: 17 [字]ちむぐりさ　 7:20 7:15
7:30 菜の花の沖縄日記 蔵出し名画座 7:30
7:45 (106分) 差分: 14 [字]無鉄砲大将 7:45
8:00 8:10　[字]男おばさん!! #255 (82分) 差分(解説含む): 18 8:00
8:15 8:15
8:30 8:40　[字]男おばさん!! #255 8:30　Travel Salad #69（小倉久寛） 8:30
8:45 (25分) 差分: 5 8:45
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 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 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 9:15
9:30 早乙女千春の添乗報告書１２ 早乙女千春の添乗報告書１３ 早乙女千春の添乗報告書１４ 早乙女千春の添乗報告書１５ 9:30
9:45 仙台松島湯けむりツアー殺人事件 神戸・淡路湯けむりツアー殺人事件 奥飛騨・下呂湯けむりツアー殺人事件 奥軽井沢湯けむりツアー殺人事件 9:45
10:00 （主演・名取裕子） （主演・名取裕子） （主演・名取裕子） （主演・名取裕子） 10:00
10:15 10:15
10:30 10:30
10:45 10:45
11:00 11:00 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 おとなのサスペンス劇場 11:15


11:30 取調室１２（主演・いかりや長介） 取調室１３（主演・いかりや長介） 取調室１４（主演・いかりや長介） 取調室１５（主演・いかりや長介） 11:30
11:45 11:45
12:00 12:00
12:15 12:15
12:30 12:30
12:45 12:55　時代劇専門チャンネルのすべて 12:55　時代劇専門チャンネルのすべて 12:55　時代劇専門チャンネルのすべて 12:55　時代劇専門チャンネルのすべて 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
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 おとなのサスペンス劇場 13:15


13:30 松本清張スペシャル 監察医　篠宮葉月　死体は語る９ 京女刑事・真行寺メイ１　 てのひらの闇（主演・舘ひろし） 13:30
13:45 霧の旗 （主演・高島礼子） 死蛍（しぼたる） 13:45
14:00 （主演・市川海老蔵） （主演・富田靖子） 14:00
14:15 14:15
14:30 14:30
14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 おとなのサスペンス劇場 おとなのサスペンス劇場 [字]総務課長戦場を行く！ 15:15


15:30 おとなのサスペンス劇場 監察医　篠宮葉月　死体は語る１０ 京女刑事・真行寺メイ２　 (94分) 差分: 6 15:30
15:45 松本清張スペシャル （主演・高島礼子） 絹の道・殺人事件 15:45
16:00 書道教授 （主演・富田靖子） 16:00
16:15 （主演・船越英一郎） 16:15
16:30 16:40 16:30
16:45 16:50　時代劇専門チャンネルのすべて 16:55　時代劇専門チャンネルのすべて [字]つつんで、ひらいて 16:45
17:00 17:00 17:00 (94分) 差分: 11 17:00
17:15 [字]夢だけが人生やない [字]スマホを落としただけなのに 17:15
17:30 17:30 (29分) 差分: 16 (117分) 差分: 13 17:30
17:45 ミナミの帝王劇場 17:45 17:45
18:00 [字]難波金融伝　ミナミの帝王１２ [字]三大怪獣 地球最大の決戦 18:00
18:15 　消えない傷跡 ＜4Kデジタルリマスター版＞　 18:25 18:15
18:30 (85分) 差分: 15 ※2Kダウンコンバートにて放送 [字]日本沈没 18:30
18:45 (93分) 差分: 12 ＜４Kデジタルリマスター版＞　 18:45
19:00 19:10 19:10 ※２Ｋダウンコンバートにて放送 19:00
19:15 [字]実録犯罪史シリーズ　 [字]スマホを落としただけなのに　 (144分) 差分: 11 19:15
19:30 新説三億円事件 19:30 囚われの殺人鬼 19:30
19:45 (115分) 差分: 15 東映ヤクザ映画傑作選 (119分) 差分: 11 19:45
20:00 [字]やくざ戦争　日本の首領 20:00
20:15 (133分) 差分: 17 20:15
20:30 20:30
20:45 20:45
21:00 21:00 21:00
21:15 21:20 21:20 円谷英二特撮 ４Kの世界 21:15
21:30 [字]GTO TAIWAN [字]劇場版 シグナル　 [字]フランケンシュタイン対地底怪獣（バラゴン） 21:30
21:45 (主演：AKIRA) 長期未解決事件捜査班 ＜４Ｋデジタルリマスター版＞　 21:45
22:00 (87分) 差分: 13 22:00 (122分) 差分: 18 ※2Kダウンコンバートにて放送 22:00
22:15 [字]孤狼の血 ＬＥＶＥＬ２ (90分) 差分: 10 22:15
22:30 <R-15> 22:40 22:30
22:45 (140分) 差分: 10 日曜邦画劇場 22:45
23:00 23:00 [字]見えない目撃者 23:00
23:15 「ベイビー・ブローカー」をより楽しむために見ておきたいこの３本 <R-15> 23:15
23:30 [字]パラサイト 半地下の家族<PG-12> 23:40 (129分) 差分(解説含む): 31 23:30
23:45 (132分) 差分: 8 「ベイビー・ブローカー」をより楽しむために見ておきたいこの３本 23:45
0:00 [字]空気人形<R-15> 0:00
0:15 (117分) 差分: 8 0:15
0:30 0:30 0:30
0:45 [字]最強殺し屋伝説国岡[完全版] 0:45
1:00 (93分) 差分: 12 1:00
1:15 1:20 1:20 1:15


1:30 [字]姉妹狂艶＜R-15＞ 人妻家庭教師<R-15> 1:30
1:45 (65分) 差分: 10 1:45 (78分) 差分: 7 1:45
2:00 [字]AKiBa童貞ボーイズ＜R-15＞ 2:00
2:15 2:15 (74分) 差分: 11 2:15
2:30 2:35 [字]ボインのお宿　熟女大宴会＜R-15＞ 2:30
2:45 [字]義妹の乱れた喪服 (71分) 差分: 9 2:45 2:45
3:00 ＜R-15＞ 3:10 [字]新・銭湯童貞　 3:00
3:15 (71分) 差分: 9 [字]プリンセス　恥じらいの初夜 チェリーボーイの沸騰寸前5秒前 3:15


3:30 3:35 ＜R-15＞ ＜R-15＞ 3:30
3:45 3:55 [字]叔母と女子大生　 (71分) 差分: 9 (74分) 差分: 6 3:45
4:00 ネトラレ ある夫婦の行動学<R-15> 密室の吐息 4:05 4:00
4:15 (82分) 差分: 8 ＜R-15＞ [字]欲求不満な三姉妹 4:15
4:30 (93分) 差分: 7 4:30 ＜R-15＞ 4:30
4:45 [字]昭和の家事　着物を解く・洗い張りをする (71分) 差分: 9 4:45
5:00 (38分) 差分: 12 5:00
5:15 5:25 5:15 5:20 5:25 5:15


5:30 [字]ノンフィクション劇場　反骨の砦 [字]昭和の家事　浴衣を縫う・お手玉つくり [字]私の恋人（舞台） [字]ガールはフレンド 5:30
5:45 (26分) 差分: 9 (37分) 差分: 8 (111分) 差分: 9 (24分) 差分: 11 5:45
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:15 6:15
6:30 6:30
6:45 6:45
7:00 7:00
7:15 7:20 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 2022年6月


7/4(月) 7/5(火) 7/6(水) 7/7(木) 7/8(金) 7/9(土) 7/10(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。


・6/18（土）12:00～ほか「2022年 第46回エランドール賞 エランドール賞新人賞 授与式 受賞コメントを放送」


・時代劇専門チャンネルのすべて


※編成表上の尺表記は、プロモやＣＭ、ジングル等を含まない本編のみの尺です


※［字］マークつきのタイトルはクローズドキャプション付きの作品です


※編成は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。





		2022年6月
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スポーツライブ＋（プラス）　2022年6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）


・・・野球延長に
より変更の可能


性あり


6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 6月8日 6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月29日 6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


0410-0420


0420-0430


0445-0500
5:00 5:00


0540-0550 0540-0550


0550-0600 0550-0600
6:00 6:00


0640-0650 0640-0650


0650-0700 0645-0700 0645-0700 0650-0700
7:00 7:00


0715-0730 0720-0730 0715-0730 0715-0730 0720-0730


0745-0800
8:00 8:00


0845-0900 0845-0900 0845-0900 0845-0900 0845-0900 0845-0900 0845-0900 0845-0900
9:00 9:00


0915-0930 0915-0930 0915-0930


10:00 10:00


11:00 11:00


12:00 1200-1215 1200-1215 1200-1215 12:00


1215-1225


1215-1230


13:00 1300-1315 1300-1315 1300-1315 13:00


14:00 14:00


15:00 15:00


16:00 16:00


1610-1625


17:00 1700-1715 1700-1715 1700-1715 1700-1710 1700-1715 17:00


1715-1725 1710-1725


1715-1730 1720-1730


1730-1745 1730-1745 1730-1745 1730-1745 1730-1745 1730-1745


1735-1750


1750-1800
18:00 18:00


1815-1830


1845-1900
19:00 19:00


1945-2000 1945-2000
20:00 20:00


2015-2030


21:00 21:00


2145-2200
22:00 22:00


2215-2230


2245-2300
23:00 23:00


2315-2330 2315-2330 2315-2330 2315-2330 2315-2330 2315-2330


2345-2400 2345-2400 2345-2400
24:00 24:00


2415-2430


25:00 25:00


26:00 26:00


27:00 27:00


2725-2740


2740-2750 2740-2750 2740-2750


2750-2800 2750-2800 2750-2800 2750-2800
6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 6月8日 6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月29日 6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


2400-2430


【初】21/22ドイツブ
ンデスリーガ


2430-2500


【初】ブンデスリーガ
アーカイブス 長谷部


0900-0915


【再】肉汁女子会


2130-2145


【再】肉汁女子会


2000-2015


【再】肉汁女子会


0700-0715


【再】肉汁女子会


0900-0915


【再】肉汁女子会


0830-0845


【再】プロレスレンダー


0900-0930


ホッとな☆お買い物情
報


2330-2400


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


1745-2300【初】
＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


ロッテ


6/27


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2022


ソフトバンク
×


ロッテ


6/29


18:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1830-1900


ホッとな☆お買い物情
報


2400-2600


RIZINで逢いましょう


※話数は決まり次
第、反映いたします。


2500-2730


【再】
Bリーグ2021-22


第〇節


※カードは決まり次
第、反映いたします。


1930-1945


【再】肉汁女子会


1900-1930


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


2030-2430


【再】"RIZIN すべて
振り返らせていただき


ます" #24
RIZIN.21


(2020/2/22)


2430-2830


【再】"RIZIN すべて
振り返らせていただき


ます" #25
RIZIN.22 –
STARTING


OVER-


(2020/8/9)


2510-2710


【初】新日本プロレス
「ゴールデン・ファイト・


シリーズ」
2022.4.20後楽園
ホール〈2時間版〉


2710-2740


【再】新日本プロレス
大作戦DX#206 2730-2800


【再】プロレスのススメ
特別編#9


1215-1245


ホッとな☆お買い物情
報


1345-1900【初】
＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


日本ハム


6/26


14:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


2500-2530


ホッとな☆お買い物情
報


2500-3010


【再】
"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"
#27


RIZIN.24


(2020/9/27)


※放送の尺が短くな
る可能性がございま


す。
　その際は後続に番
組が編成される可能


性がございます。


0830-0900


【再】Jのミライ2022
#3


0800-0830


【再】Jのミライ2022
#2


0700-0800


【再】サッカー・ジャー
ニー＜ゲスト：鈴木
啓太、佐藤勇人＆


寿人＞


2500-2930


【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2022 第1戦


※放送開始時間変
更になる可能性あり


2400-2415


【再】肉汁女子会


2430-2500


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


2300-2400


【初】真中満が行く！
〜中日ドラゴンズ篇


〜


※情報解禁日：


2505-2945


【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8戦


2230-2655


【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5戦


2100-2505


【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7戦


2200-2230


ホッとな☆お買い物情
報


1000-1225


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


1100-1130


【再】One Heart 〜
鷹よ強くあれ〜 #1


1000-1100


【再】鷹のミカタ#23


0930-1000


ホッとな☆お買い物情
報


0900-0930


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


1900-2000


【初】鷹のミカタ#24


2000-2100


【初】斉藤和巳
Route６６　#6


2100-2130


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


1830-1930


【初】マサNOTE 〜
山本昌が記す球人の


軌跡〜 #34


1930-2000


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


0900-0930


ホッとな☆お買い物情
報


2200-2300


【再】ベーパチ！#5


2655-3040


【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6戦


1345-1900【初】
＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


楽天


6/18


14:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


2720-2750


【再】新日本プロレス
大作戦DX#208


2630-2700


【再】'懐メロ♪ ドライ
ブミュージック〜ミッドナ


2700-2800


【再】列車で旅する歌
謡曲〜TRAIN and
RAILWAY MUSIC


#1


2400-2500


【再】斉藤和巳
Route６６　#5〜


延長戦〜


2330-2400


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


2000-2030


ホッとな☆お買い物情
報


1800-1830


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


1230-1700【初】
＜録画＞
HAWKS


プロ野球中継2022
〜ファーム〜


ソフトバンク
×


広島


5/29


13:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


2400-2810


【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2022 第2戦


1655-2130【初】
＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2022
〜ファーム〜


ソフトバンク
×


中日


6/15


17:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


2130-2200


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


1830-1845


【再】肉汁女子会


1930-2230【初】
＜録画＞


2022ＪリーグYBCル
ヴァンカップ


プレーオフステージ
第2節


6/11


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


2230-2300


ホッとな☆お買い物情
報


2300-2600【初】
＜録画＞


2022ＪリーグYBCル
ヴァンカップ


プレーオフステージ
第2節


6/11


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


2450-2650


【再】新日本プロレス
「ゴールデン・ファイト・


シリーズ」
2022.4.19後楽園
ホール〈2時間版〉


2300-2315


【再】肉汁女子会


2200-2215


【再】肉汁女子会


2500-2730


【再】
Bリーグ2021-22


第〇節


※カードは決まり次
第、反映いたします。


1900-1930


ホッとな☆お買い物情
報


2230-2300


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


2700-2800


【再】NJPWアーカイブ
ス 新日本プロレス大


図鑑21 #92


2600-3000


【再】
"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"
#24


RIZIN.21


(2020/2/22)


2400-2600


【初】新日本プロレス
「ゴールデン・ファイト・


シリーズ」
2022.4.19後楽園
ホール〈2時間版〉


2730-2800


【再】プロレスのススメ
特別編#7


2300-2315


【再】肉汁女子会
2300-2315


【再】肉汁女子会


2330-2345


【再】肉汁女子会


2230-2300


【再】UFC MAIN
EVENT〜ファブリシ


2300-2400


【再】古舘伊知郎 闘
いのワンダーランド／
武藤敬司・小橋建
太・葛西純 ３番勝


負！2400-2500


【初】21/22ドイツブ
ンデスリーガ シーズン


レビューSP


2500-2530


【再】ブンデスリーガ
アーカイブス 酒井高


2400-2430


【初】21/22ドイツブ
ンデスリーガ


2430-2500


【初】ブンデスリーガ
アーカイブス 長谷部


2150-2450


【再】新日本プロレス
「BEST OF THE
SUPER Jr.29」


2022.5.26後楽園
ホール


2650-2720


【再】新日本プロレス
大作戦DX#207


2330-2400


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


2630-2700


【初】新日本プロレス
大作戦DX#208


2600-2630


【初】新日本プロレス
大作戦DX#207


1745-2300【初】
＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


阪神


6/8


18:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1930-1945


【再】肉汁女子会


1745-2300【初】
＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


ヤクルト


6/10


18:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


2300-2330


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


1745-2300【初】
＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


阪神


6/9


18:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


2400-3030


【再】
"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"
#23


RIZIN.20


(2019/12/31)


2030-2330【初】
＜Delay＞


2022ＪリーグYBCル
ヴァンカップ


プレーオフステージ
第2節


6/11


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


1900-2200【初】
＜録画＞


2022ＪリーグYBCル
ヴァンカップ


プレーオフステージ
第2節


6/11


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


2200-2300


【再】ベーパチ！#4


1800-2150


【再】
"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"
#26


RIZIN.23 –
CALLING OVER-


(2020/8/10)


2330-2400


【再】真中満が行く！
〜読売ジャイアンツ


2530-2630


【再】ベーパチ！#3
2530-2600


【再】月刊！ホークス
#263


2500-2530


ホッとな☆お買い物情
報


2330-2400


ホッとな☆お買い物情
報


1900-1930


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


2300-2500


RIZINで逢いましょう


※話数は決まり次
第、反映いたします。


2500-2900


【再】
"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"
#25


RIZIN.22 –
STARTING


OVER-


(2020/8/9)


※放送の尺が短くな
る可能性がございま


す。
　その際は後続に番
組が編成される可能


性がございます。


2600-2830【初】
＜録画＞


Bリーグ2021-22
CHAMPIONSHIP


準々決勝 GAME1


川崎
×


名古屋


(5/14)


0930-1000


ホッとな☆お買い物情
報


0930-1000


ホッとな☆お買い物情
報


1000-1100


【再】鷹のミカタ#23


1100-1130


【再】One Heart 〜
鷹よ強くあれ〜 #1


1130-1230


【再】マサNOTE 〜
山本昌が記す球人の


軌跡〜 #32 1200-1230


ホッとな☆お買い物情
報


1200-1230


ホッとな☆お買い物情
報


0930-1200


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


1230-1730


【再】
HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


阪神


6/9


18:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1230-1300


【再】熱血宣言！E・
ZO HAWKS#62


1315-1345


ホッとな☆お買い物情
報


1345-1900【初】
＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


ヤクルト


6/11


14:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1215-1245


ホッとな☆お買い物情
報


1245-1800【初】
＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


ヤクルト


6/12


13:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


0930-1200


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


1725-1755


ホッとな☆お買い物情
報


1800-1830


【初】キン肉マン
#111


1100-1130


【初】＜生＞熱血宣
言！E・ZO


1130-1200


【再】月刊！ホークス
#263


1000-1030


【初】Jのミライ2022
#3


1030-1100


【初】ガンガン!ホークス
CHECK!GO!#149


1730-1800


ホッとな☆お買い物情
報


1200-1230


ホッとな☆お買い物情
報


1255-1730【初】
＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2022
〜ファーム〜


ソフトバンク
×


中日


6/16


13:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1230-1610


【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2021 第4戦


0930-1200


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


0930-1200


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


1200-1230


ホッとな☆お買い物情
報


1230-1730


【再】
HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


ヤクルト


6/12


13:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


0930-1000


ホッとな☆お買い物情
報


0930-1000


ホッとな☆お買い物情
報


1000-1225


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


1225-1255


ホッとな☆お買い物情
報


2625-2725


【再】NJPWアーカイブ
ス 新日本プロレス大


図鑑21 #92


2300-2330


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


2330-2345


【再】肉汁女子会


2230-2245


【再】肉汁女子会


1255-1730【初】
＜生＞
LIONS


プロ野球中継2022
〜ファーム〜


西武
×


ヤクルト


6/25


13:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1800-2310


【再】
"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"
#28


RIZIN.25


(2020/11/21)


1800-1830


ホッとな☆お買い物情
報


1300-1800


【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2021 第11戦


1800-1830


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


2400-2810


【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2022 第2戦


2400-2500


【初】
ブンデスリーガ マンス


リー・セレクション
supported by スカ


パー！#16


2700-2800


【再】列車で旅する歌
謡曲〜TRAIN and
RAILWAY MUSIC


#2


1900-2400


天皇杯 JFA 第102
回 全日本サッカー選


手権大会


※情報解禁日：未
定


※放送時間・カード
は決まり次第、反映


いたします。


2630-2700


【再】'懐メロ♪ ドライ
ブミュージック〜ミッドナ


2500-2730


【再】
Bリーグ2021-22


第〇節


※カードは決まり次
第、反映いたします。


2730-2800


【再】プロレスのススメ
特別編#8


1255-1730【初】
＜生＞
LIONS


プロ野球中継2022
〜ファーム〜


西武
×


ヤクルト


6/24


13:00


※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2022


ソフトバンク
×


日本ハム


6/24


18:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


2700-2800


【再】列車で旅する歌
謡曲〜TRAIN and
RAILWAY MUSIC


#3


2630-2700


【再】'懐メロ♪ ドライ
ブミュージック〜ミッドナ


2000-2030


ホッとな☆お買い物情
報


2600-3035


【再】
"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"
#34


RIZIN.31


(2021/10/24)


※放送の尺が短くな
る可能性がございま


す。


2330-2400


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


1745-2300【初】
＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


日本ハム


6/25


18:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1225-1255


ホッとな☆お買い物情
報


1255-1730【初】
＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2022
〜ファーム〜


ソフトバンク
×


阪神


6/30


13:00


※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2022
〜ファーム〜


ソフトバンク
×


阪神


6/28


18:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


2300-2330


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


0930-1200


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


1200-1230


ホッとな☆お買い物情
報


0930-1200


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


1200-1230


ホッとな☆お買い物情
報


0930-1200


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


1200-1230


ホッとな☆お買い物情
報


1230-1700【初】
＜録画＞
HAWKS


プロ野球中継2022
〜ファーム〜


ソフトバンク
×


オリックス


6/24


18:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1230-1700【初】
＜録画＞
HAWKS


プロ野球中継2022
〜ファーム〜


ソフトバンク
×


オリックス


6/25


14:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1230-1700【初】
＜録画＞
HAWKS


プロ野球中継2022
〜ファーム〜


ソフトバンク
×


オリックス


6/26


13:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1715-1745


ホッとな☆お買い物情
報


1715-1745


ホッとな☆お買い物情
報


1800-2625


【再】
"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"
#36


RIZIN.33


(2021/12/31）


1730-1800


ホッとな☆お買い物情
報


1725-1755


ホッとな☆お買い物情
報


2300-2330


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


2330-2345


【再】肉汁女子会


2530-2630


【再】ベーパチ！#5


2330-2400


【再】真中満が行く！
〜北海道日本ハム


2400-2500


【再】斉藤和巳
Route６６　#6


2500-2530


ホッとな☆お買い物情
報


0930-1000


ホッとな☆お買い物情
報


1000-1225


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


0900-0930


ホッとな☆お買い物情
報


0900-0930


ホッとな☆お買い物情
報


0400-0630


【再】
Bリーグ2021-22


第〇節


※カードは決まり次
第、反映いたします。


0630-0900


【再】
21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ
第13節


バイエルン
×


ビーレフェルト


0900-0915


【初】肉汁女子会
0900-0930


ホッとな☆お買い物情
報


0530-0600


【再】UFC MAIN
EVENT〜ファブリシ


0430-0530


【再】UFC MAIN
EVENT〜アリスター・
オーフレイム×ブロッ


ク・レスナー
（2011）


0400-0630


【再】
21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ
第14節


ドルトムント
×


バイエルン


0600-0630


【再】キン肉マン #69


0630-0700


【再】キン肉マン #70
0630-0900


【再】
Bリーグ2021-22


第〇節


※カードは決まり次
第、反映いたします。


0700-0730


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


0730-0830


【再】マイナビ ネクスト
ヒロインゴルフツアー


2019 第2戦ダイジェ
スト


0830-0845


【再】プロレスレンダー


0635-0805


【再】UFC
RELOADED〜UFC


110


0805-0845


【再】UFC MAIN
EVENT〜ダン・ヘン
ダーソン×マウリシオ・


0830-0900


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


0830-0845


【再】プロレスレンダー


0630-0900


【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


0630-0900【初】
＜録画＞


Bリーグ2021-22
CHAMPIONSHIP


準々決勝 GAME2


川崎
×


名古屋


(5/15)


0610-0640


【再】UFC MAIN
EVENT〜ファブリシ


0640-0720


【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 #65


0630-0700


【再】キン肉マン #66


0400-0630


【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


0700-0800


【再】Jオールスター大
同窓会！〜クラブ編


〜


0400-0630


【再】
21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ
第9節


バイエルン
×


ホッフェンハイム


0730-0800


【再】キン肉マン
#112


0800-0900


【再】Osprey’s EYE
セレクション　＃１


0630-0900


【再】
Bリーグ2021-22


第〇節


※カードは決まり次
第、反映いたします。


0700-0730


【再】キン肉マン
#111


0630-0900


【再】
Bリーグ2021-22


第〇節


※カードは決まり次
第、反映いたします。


0630-0900


【再】
21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ
第7節


バイエルン
×


フランクフルト


0830-0845


【再】プロレスレンダー


0530-0630


【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


0630-0645


【再】マイナビネクスト


2500-2530


ホッとな☆お買い物情
報


2400-2500


【再】古舘伊知郎 闘
いのワンダーランド／
アントニオ猪木・藤波
辰爾・長州力・前田
日明 ４番勝負！


2000-2100


【初】〜岩城滉一
Bike Style Life〜
51 SENSE シーズン


2　#10


2300-2315


【再】肉汁女子会


2330-2400


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


2500-2920


【再】
"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"
#22


RIZIN.19


(2019/10/12)


※放送の尺が短くな
る可能性がございま


す。
　その際は後続に番
組が編成される可能


性がございます。


2300-2500


RIZINで逢いましょう


※話数は決まり次
第、反映いたします。


2530-2630


【再】ベーパチ！#2


2630-2700


【再】'懐メロ♪ ドライ
ブミュージック〜ミッドナ


2700-2800


【再】列車で旅する歌
謡曲〜TRAIN and
RAILWAY MUSIC


#5


2100-2200


【再】プロ野球ファン対
抗！ダイヤモンド麻雀


〜交流戦〜#5


2200-2300


【再】ベーパチ！#3


1745-2300【初】
＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


阪神


6/7


18:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1900-2000


【初】魚種格闘技
戦！セレクション　＃


１０


1700-1730


【再】TOKYO BB〜
茨城の魅力発掘SP


1730-1800


【再】TOKYO BB〜
茨城の魅力発掘SP


0930-1155


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ
グループステージ


第6節


G大阪
×


鹿島


5/18


1225-1700【初】
＜生＞
LIONS


プロ野球中継2022
〜ファーム〜


西武
×


楽天


6/1


12:30


※放送開始時間変
更になる可能性あり


0930-1000


ホッとな☆お買い物情
報


1000-1200


【再】EXOのあみだで
世界旅行〜高雄&


墾丁編〜 #4


0730-0800


【再】キン肉マン
#108


0800-0900


【初】Osprey’s EYE
セレクション　＃９


0930-1200


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ
グループステージ


第6節


札幌
×


鳥栖


5/18


0930-1000


ホッとな☆お買い物情
報


1100-1130


【再】One Heart 〜
鷹よ強くあれ〜 #1


1100-1130


【再】熱血宣言！E・
ZO HAWKS#62


1130-1230


【再】マサNOTE 〜
山本昌が記す球人の


軌跡〜 #31


1230-2420


2022ＪリーグYBCル
ヴァンカップ


プレーオフステージ
第1節


※放送時間・カード
は決まり次第、反映


いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


0900-0930


ホッとな☆お買い物情
報


1650-1720


ホッとな☆お買い物情
報


1200-1230


ホッとな☆お買い物情
報


1230-1300


ホッとな☆お買い物情
報


1800-1830


ホッとな☆お買い物情
報


1830-1900


【初】哀川翔のオトナ
倶楽部2022 #1


1900-2400


天皇杯 JFA 第102
回 全日本サッカー選


手権大会


※情報解禁日：未
定


※放送時間・カード
は決まり次第、反映


いたします。


1830-1900


ホッとな☆お買い物情
報


1800-1815


【再】肉汁女子会


1130-1200


【再】ガンガン!ホークス
CHECK!GO!#147


2430-2800


【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4戦


1800-1830


【初】キン肉マン
#109


2400-2500


【再】Jリーグラボ
#106


2310-2610


【再】新日本プロレス
「BEST OF THE
SUPER Jr.29」


2022.5.25後楽園
ホール


1830-1900


【初】キン肉マン
#110


2500-2730


【再】
Bリーグ2021-22


CHAMPIONSHIP


準々決勝 GAME2


琉球
×


秋田


(5/14)


2730-2800


【再】プロレスのススメ
特別編#6


1930-2000


ホッとな☆お買い物情
報


2610-2710


【初】NJPWアーカイ
ブス 新日本プロレス
大図鑑21 #92


2710-2740


【再】新日本プロレス
大作戦DX#206


2420-2810


【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1戦


1800-2310


【再】
"RIZIN すべて振り
返らせていただきます


" #21


RIZIN.18


(2019/08/18)


1730-1900


【再】斎藤佑樹 Next
Stage


1900-1930


【再】哀川翔のオトナ
倶楽部2022 #1


2000-2430


【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3戦


1730-1800


ホッとな☆お買い物情
報


1900-2310


【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2022 第2戦


2310-2740


【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2022 第1戦


※放送開始時間変
更になる可能性あり


2740-2840


【再】マイナビ ネクスト


1700-1715


【再】肉汁女子会


1200-1215


【再】肉汁女子会


0430-0700


【再】THE
CHAMPIONSHIP


〜女性芸能人ゴルフ
NO.1決定戦〜 完


全版


1500-1530


ホッとな☆お買い物情
報


1530-1630


【初】韓流ドラマ「輝け
る彼女」第11話


0730-0745


【初】Challenge！


0800-0830


【初】LIXIL
presents


1730-1800


ホッとな☆お買い物情
報


1000-1030


【再】わが心の演歌〜
日本の風景と共に〜


1030-1100


【再】ガンガン!ホークス
CHECK!GO!#148


1300-1650


【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


0830-0900


【再】月刊 JFATV
2022年4月号


1230-1300


ホッとな☆お買い物情
報


0630-0900


【再】
Bリーグ2021-22


CHAMPIONSHIP


準々決勝 GAME1


島根
×


A東京


(5/14)


0700-0730


【再】キン肉マン
#107


1230-1700


【再】
HAWKS


プロ野球中継2022
〜ファーム〜


ソフトバンク
×


オリックス


5/26


13:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1200-1230


ホッとな☆お買い物情
報


0900-0930


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


1700-1800


【初】韓流ドラマ「輝け
る彼女」第12話


0930-1000


ホッとな☆お買い物情
報


1000-1100


【再】鷹のミカタ#23


0440-0540


【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


0540-0640


【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


0400-0630【初】
＜録画＞


Bリーグ2021-22
CHAMPIONSHIP


準々決勝 GAME1


琉球
×


秋田


(5/13)


1630-1700


ホッとな☆お買い物情
報


0630-0900


【再】
21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ
第1節


メンヘングラートバッハ
×


バイエルン


0630-0900


【再】
Bリーグ2021-22


CHAMPIONSHIP


準々決勝 GAME2


島根
×


A東京


(5/15)


0400-0630


【再】
21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ
第2節


バイエルン
×


ケルン


0400-0630


【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


0900-0930


ホッとな☆お買い物情
報


0900-0930


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


0400-0430


【再】〜岩城滉一
Bike Style Life〜


0500-0530


【再】'懐メロ♪ ドライ
ブミュージック〜ミッドナ


0700-0715


【再】肉汁女子会


0830-0845


【再】プロレスレンダー


0730-0830


【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


1155-1225


ホッとな☆お買い物情
報


0900-0930


【再】I　LOVE
GOLF　＃スーパース


0900-0930


【再】I　LOVE
GOLF　＃スーパース


0700-0730


【初】月刊 JFATV
2022年5月号


0430-0500


【再】〜岩城滉一
Bike Style Life〜


0600-0630


【再】キン肉マン #63


0630-0700


【再】キン肉マン #64


1300-1730【初】
＜録画＞
HAWKS


プロ野球中継2022
〜ファーム〜


ソフトバンク
×


広島


5/27


18:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1230-1300


ホッとな☆お買い物情
報


1000-1230


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


1300-1500


【初】EXOのあみだで
世界旅行〜高雄&


墾丁編〜 #5


1730-1800


ホッとな☆お買い物情
報


2300-2315


【再】肉汁女子会


0630-0900


【再】
Bリーグ2021-22


第〇節


※カードは決まり次
第、反映いたします。


0630-0900


【再】
Bリーグ2021-22


第〇節


※カードは決まり次
第、反映いたします。


0400-0630


【再】
21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ
第11節


バイエルン
×


フライブルク


1830-1900


【初】キン肉マン
#112


0730-0830


【再】マイナビ ネクスト
ヒロインゴルフツアー


2019 第8戦ダイジェ
スト


0630-0645


【再】THE


0800-0900


【初】Ｊリーグラボ
#108


0800-0900


【初】Osprey’s EYE
セレクション　＃１０


0700-0715


【再】肉汁女子会


0730-0800


【再】キン肉マン
#110


0830-0845


【再】プロレスレンダー


0900-0930


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


0900-0930


ホッとな☆お買い物情
報


0500-0600


【再】UFC NOW
#1


0400-0630


【再】
Bリーグ2021-22


第〇節


※カードは決まり次
第、反映いたします。


0630-0900


【再】
21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ
第10節


ウニオンベルリン
×


バイエルン


0600-0630


【再】キン肉マン #67


0630-0700


【再】キン肉マン #68


0730-0830


【再】マイナビ ネクスト
ヒロインゴルフツアー
2019 第10戦ダイ


ジェスト


0730-0830


【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
0830-0845


【再】プロレスレンダー


0930-1000


ホッとな☆お買い物情
報


0600-0700


【再】列車で旅する歌
謡曲〜TRAIN and
RAILWAY MUSIC


#5


1230-1730


【再】
HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


阪神


6/7


18:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


0400-0630


【再】
Bリーグ2021-22


CHAMPIONSHIP


準々決勝 GAME3


島根
×


A東京


(5/16)


1255-1730【初】
＜生＞
LIONS


プロ野球中継2022
〜ファーム〜


西武
×


横浜DeNA


6/17


13:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1315-1345


ホッとな☆お買い物情
報


1230-1300


ホッとな☆お買い物情
報


1300-1720


【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2021 第10戦


1230-1300


ホッとな☆お買い物情
報


0900-0930


【再】I　LOVE
GOLF　＃スーパース


0900-0930


【再】I　LOVE
GOLF　＃スーパース


0400-0630


【再】
21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ
第8節


レバークーゼン
×


バイエルン


1130-1230


【再】マサNOTE 〜
山本昌が記す球人の


軌跡〜 #33


1230-1300


【再】ガンガン!ホークス
CHECK!GO!#148


1130-1200


【再】真中満が行く！
〜北海道日本ハム


0900-0930


ホッとな☆お買い物情
報


0900-0930


ホッとな☆お買い物情
報


0430-0445


【再】THE


0500-0600


【再】マイナビ ネクスト
ヒロインゴルフツアー


2019 第7戦ダイジェ
スト


0900-0930


ホッとな☆お買い物情
報


0620-0720


【初】煌めく☆まるごと
スターダム #7


0900-0930


ホッとな☆お買い物情
報


0930-1200


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


0930-1200


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


0930-1200


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


1200-1230


ホッとな☆お買い物情
報


1200-1230


ホッとな☆お買い物情
報


1230-1730


【再】
HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


阪神


6/8


18:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1200-1230


ホッとな☆お買い物情
報


1230-1700【初】
＜録画＞
HAWKS


プロ野球中継2022
〜ファーム〜


ソフトバンク
×


広島


5/28


13:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1715-1745


ホッとな☆お買い物情
報


0520-0600


【再】UFC MAIN
EVENT〜ダン・ヘン
ダーソン×マウリシオ・


0700-0730


【再】キン肉マン
#113


0800-0830


【初】GAMBA
FAMILY＃89


0400-0630


【再】
Bリーグ2021-22


第〇節


※カードは決まり次
第、反映いたします。


1730-1800


ホッとな☆お買い物情
報


0600-0700


【再】UFC NOW
#2


0700-0730


【再】UFC MAIN
EVENT〜ファブリシ


0730-0830


【再】マイナビ ネクスト
ヒロインゴルフツアー


2019 第9戦ダイジェ
スト


1755-2230【初】
＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2022
〜ファーム〜


ソフトバンク
×


中日


6/14


18:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


0730-0800


【再】キン肉マン
#114


0800-0900


【再】Osprey’s EYE
セレクション　＃２


0600-0700


【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


0600-0700


【再】列車で旅する歌
謡曲〜TRAIN and
RAILWAY MUSIC


#2


0830-0900


【初】滝川英治のス
ポーツダイアリー　#2


0400-0630


【再】
21/22 ドイツ ブンデ


スリーガ
第12節


アウクスブルク
×


バイエルン


0930-1000


ホッとな☆お買い物情
報


1000-1100


【再】鷹のミカタ#24
1000-1030


【再】わが心の演歌〜
日本の風景と共に〜


1030-1100


【初】ガンガン!ホークス
CHECK!GO!#150


1130-1200


【再】One Heart 〜
鷹よ強くあれ〜 #2


0930-1000


ホッとな☆お買い物情
報


0930-1000


ホッとな☆お買い物情
報


1720-1735


【再】THE


1315-1345


ホッとな☆お買い物情
報


1200-1300


【再】真中満が行く！
〜福岡ソフトバンク


ホークス篇〜


0900-0930


【再】I　LOVE
GOLF　＃スーパース


1100-1130


【初】＜生＞熱血宣
言！E・ZO


1000-1230


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


0900-0930


【再】I　LOVE
GOLF　＃スーパース


0900-0930


【再】I　LOVE
GOLF　＃スーパース


2400-2920


【再】
"RIZIN すべて振り


返らせていただきます"
#30


RIZIN.27


(2021/3/21)


1245-1800【初】
＜生＞


HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


楽天


6/19


13:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1230-1730


【再】
HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


楽天


6/18


14:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


1730-1800


ホッとな☆お買い物情
報


2030-2100


【再】TOKYO BB〜
茨城の魅力発掘SP


1800-1830


【初】キン肉マン
#113


1225-1255


ホッとな☆お買い物情
報


1225-1255


ホッとな☆お買い物情
報


1000-1230


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


1100-1200


【再】マサNOTE 〜
山本昌が記す球人の


軌跡〜 #34


1000-1225


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


1200-1230


ホッとな☆お買い物情
報


0930-1200


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


0930-1000


ホッとな☆お買い物情
報


1830-2200【初】
＜生＞


新日本プロレス
「NEW JAPAN


ROAD」
2022.6.21後楽園


ホール


0900-0930


【再】I　LOVE
GOLF　＃スーパース


2530-2630


【再】ベーパチ！#4


0900-0930


ホッとな☆お買い物情
報


0900-0930


【再】人生、悲喜こも
ごも-あの人のお店-


0900-0930


ホッとな☆お買い物情
報


1225-1255


ホッとな☆お買い物情
報


0930-1000


ホッとな☆お買い物情
報


1625-1655


ホッとな☆お買い物情
報


2300-2315


【再】肉汁女子会


1000-1030


【再】わが心の演歌〜
日本の風景と共に〜


1030-1100


【再】ガンガン!ホークス
CHECK!GO!#149


2030-2100


ホッとな☆お買い物情
報


2200-2500


【初】球人たちの記憶
#7　〜ダイエー×オ
リックス（2003年7
月7日開催）〜


1830-1900


【初】キン肉マン
#114


1900-2000


【再】魚種格闘技
戦！セレクション　＃


１


2000-2030


【初】〜岩城滉一
Bike Style Life〜


1100-1130


【再】熱血宣言！E・
ZO HAWKS#63


0930-1200


【再】
2022ＪリーグYBCル


ヴァンカップ


※カードは決まり次
第、反映いたします。
※情報解禁後、お知


らせいたします。


1800-1830


【初】One Heart 〜
鷹よ強くあれ〜 #2


1200-1230


ホッとな☆お買い物情
報


2300-2500


RIZINで逢いましょう


※話数は決まり次
第、反映いたします。


2100-2200


【再】プロ野球ファン対
抗！ダイヤモンド麻雀


〜交流戦〜#6


2310-2510


【再】新日本プロレス
「ゴールデン・ファイト・


シリーズ」
2022.4.19後楽園
ホール〈2時間版〉


0930-1000


ホッとな☆お買い物情
報


1230-1730


【再】
HAWKS


プロ野球中継2022


ソフトバンク
×


楽天


6/19


13:00


※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2022


ソフトバンク
×


楽天


6/17


18:00


※放送開始時間変
更になる可能性あり


0410-0510


【再】マイナビ ネクスト
ヒロインゴルフツアー


2019 第8戦ダイジェ
スト


0510-0540


【再】I　LOVE
GOLF　＃スーパース


0410-0510


【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
0510-0540


【再】I　LOVE
GOLF　＃スーパース


0700-0730


【再】LIXIL
presents


0730-0800


【初】LIXIL
presents


0530-0600


【再】わが心の演歌〜
日本の風景と共に〜


0700-0730


【再】キン肉マン
#109


0520-0620


【再】煌めく☆まるごと
スターダム #6


0730-0830


【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


0600-0830


【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


0545-0600


【再】マイナビネクスト
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声春っ！
6/1・8・15・22・29［水］午後11:30～他


アイドルグループ日向坂46のメンバーが、声優を目指
す少女を演じる。きらめき声優学園で繰り広げられる、
笑って泣ける、青春ドラマ！！


6月は年に1度の｢アイドル強化月間」！坂道シリーズから人気グラドルまで続々登場!!6月は年に1度の｢アイドル強化月間」！坂道シリーズから人気グラドルまで続々登場!!


イーサン・ホーク主演！24時間というタイム
リミットの中で復讐のために戦う暗殺者を演
じたノンストップアクション！！


6/18［土］午後9:00～他
居酒屋探訪家・太田和彦が、地域に根付いた
“上質な居酒屋”を厳選して訪問し、店主こだ
わりの料理や銘酒をじっくり紹介！


6/2・9・16・23・30［木］午後11:00～他 6/2・9・16・23・30［木］深夜0:00～他
声優、歌手として活躍中の新田恵海が、以前か
ら興味があったというキャンプに挑戦！
キャンプの基礎を学んだあとは、仲良しゲスト
と焚き火を囲んで女子トーク！


6/1・15・29［水］深夜0:00～他
「シェー！」永野の悲鳴が地下室に響きわたる…
話を聞くだけで恐い人々が永野を怖がらせる事
を目的にやってくる恐怖バラエティ！


リミット・オブ・アサシンえみつんキャンプ！太田和彦のふらり旅 新・居酒屋百選 戦慄トークショー 永野が震える夜


LOVE＆アイドル　星名美津紀／ハタチの恋、ハタチの青春


6/12・26［日］深夜1:00～他
女優としても活躍する大人気グラドル「星名美津紀」が登場！
20歳の成人を記念して制作された「ハタチの恋」「ハタチの青春」をお届け！


カイジ 人生逆転ゲーム／カイジ2 人生奪回ゲーム／カイジ ファイナルゲーム


6/6・13・20［月］午後10:00～他
福本伸行・原作、大ヒットコミックを実写映画化！
「負け組」のエース、カイジ。命を賭けた究極のゲームの幕が今開く!!


CS初CS初新番組新番組CS初CS初新番組新番組 乃木坂スター誕生！
6/1・8・15・22・29［水］午後11:00～他


令和のトップアイドル乃木坂46が昭和＆平成のヒットソングに挑戦！
乃木坂46 4期生から未来のスターがきっと誕生する！


TV初TV初







IPTVで観る!
詳しくはご加入の各社へ
お問い合わせください。


で観る!


※ch.295で放送中
プレミアムサービスではch.659で放送中。
プレミアムサービスでのご視聴の場合は、
専用チューナーが必要です。


番組・ご視聴に関するお問い合わせ


tel.0570-03-8800
MONDO TV カスタマーセンター


受付時間  10:00～20:00（年中無休）モンドTV 検索


CATVで観る!
詳しくは


お近くのCATV各局 へ
お問い合わせください。


守山塾 常勝理論！


ガールズパチンコリーグ・
スーパー あつまれ！パチスロリーグ


運珍のおやじパチンコ道 諸ゲンのパチスロキングダム
鉄道ひとり旅～女子鉄編～ 5日～ コサキンのラジオごっこ 


26日- コスプレJAPAN
闘え！パチスロリーグ


新TV見仏記
かまいたちの掟


女子プロレス伝説 超嬢血戦


麻雀 BATTLE ROYAL 
チーム・チャンピオンシップ 


2022
トップギア シリーズ28


MONDOシアター
5日-


「運珍の
わらしべパチンコ道！」
一挙放送
12日-


「諸ゲンの
パチスロエスコート」
一挙放送
(16:00～)
最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル SP
19日-


「DASADA」一挙放送
26日-


「カイダン都市伝説 洒落怖」
一挙放送
(15:00～)
MONDOシアター
この世で俺／僕だけ


ザ・純烈ショー！2


モンド麻雀プロリーグ
21/22 


第16回名人戦


大人のプラモ道


守山塾


運珍のおやじパチンコ道
5日～  田中俊行の 


オカルト・コレクション
26日- おふろやさん日和2


諸ゲンの
パチスロキングダム


モンド麻雀プロリーグ
21/22 


第16回名人戦常勝理論！


玉袋筋太郎の
レトロパチンコ☆DX


MONDOシアター


えみつんキャンプ！


DASADA 怪談テラーズ


★MONDO
プライムシアター / 
MONDOシアター


★麻雀 BATTLE ROYAL 
チーム・チャンピオンシップ 


2022


太田和彦のふらり旅
新・居酒屋百選


コサキンのラジオごっこ


★ガールズパチンコリーグ・
スーパー ★守山塾


★あつまれ！
パチスロリーグ ★常勝理論！


モンド麻雀プロリーグ
21/22 


第16回名人戦
★MONDO


アドレナリンシアター /
★LOVE＆アイドル


MONDOシアター 乃木坂スター誕生！


声春っ！


Sweet Angel


1日～ 諸ゲンのパチスロエスコート　　7日～ いいね！パチスロリーグ


1日～ 守山塾　　13日～ ガールズパチンコリーグ・プラチナ　　30日- 常勝理論！


ガールズパチンコリーグ・
スーパー あつまれ！パチスロリーグ モンド麻雀プロリーグ21/22 


第16回名人戦
守山塾 常勝理論！


麻雀 BATTLE ROYAL
チーム・チャンピオンシップ 


2022
サウナを愛でたい


諸ゲンのパチスロキングダム 運珍のおやじパチンコ道
えみつんキャンプ！ 乃木坂スター誕生！ 声春っ！


1日～ F1グランプリ・ヒーローズ　　14日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6


1日～ グラゼニ　　7日～ 恋するパチスロリーグ　　24日～ サウナを愛でたい


モンド麻雀プロリーグ20/21 
1日～ 第15回名人戦　13日～ 第17回モンド王座決定戦 


 
モンド21麻雀プロリーグ09/10 
17日～ 第7回女流モンド21杯


あつまれ！パチスロリーグ モンド麻雀プロリーグ
21/22 


第16回名人戦


常勝理論！ ガールズパチンコリーグ・
スーパー 守山塾


えみつんキャンプ！ 諸ゲンの
パチスロキングダム 運珍のおやじパチンコ道 鉄道ひとり旅～女子鉄編～


MONDOシアター / MONDOプライムシアター 
 


6日～27日 モンド麻雀プロリーグ21/22 第22回モンド杯


1日～ 試してバッテン！？良い子は絶対真似しないでね　　13日～ 俺プロ！～俺たちのプロ野球～


モンド麻雀プロリーグ13/14 
1日～ 第8回名人戦　17日～ 第10回モンド王座決定戦 


 
23日～ (～19:00) 第5回三人麻雀GRANDPRIX 


30日- (～19:00) 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2021


1日～ 大人のプラモ道　　7日～ 的場浩司のスイーツ男子塾！


1日～ 林家正蔵の今日も四時から飲み　　6日～ 「運珍のわらしべパチンコ道！」一挙放送
13日～ 「諸ゲンのパチスロエスコート」一挙放送　　17日- 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル SP 


20日～ 「DASADA」一挙放送　　27日～ 「カイダン都市伝説 洒落怖」一挙放送　　30日- おふろやさん日和2


常勝理論！ 守山塾 ガールズパチンコリーグ・
スーパー あつまれ！パチスロリーグ モンド麻雀プロリーグ


21/22 
第16回名人戦


諸ゲンの
パチスロキングダム 運珍のおやじパチンコ道 戦慄トークショー


永野が震える夜
2日～ ホラー漫画劇場 
23日～ 大人のプラモ道


1日～ 「ザ・純烈ショー！3」一挙放送　6日- おふろやさん日和2 / (22:00～0:30) ★MONDOシアター カイジ 人生逆転ゲーム
7日～10日 「最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6」一挙放送　13日- おふろやさん日和2 / (22:00～0:30)


★MONDOシアター カイジ2 人生奪回ゲーム　14日～17日  「最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6」一挙放送 
20日- おふろやさん日和2 / (22:00～0:30) ★MONDOシアター カイジ ファイナルゲーム


21日- 「最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6」一挙放送 / (22:30～) おふろやさん日和2 
22日～ 「MONDOシアター 首領」一挙放送　 27日～ 「かまいたちの掟」一挙放送


★MONDOシアター / 
MONDO


プライムシアター


★モンド麻雀プロリーグ
21/22 


第16回名人戦


★乃木坂スター誕生！
★太田和彦のふらり旅


新・居酒屋百選


★運珍のおやじパチンコ道


★声春っ！ ★諸ゲンの
パチスロキングダム


★えみつんキャンプ！ ★戦慄トークショー
永野が震える夜


3日～
的場浩司のスイーツ男子塾！ 
24日- コスプレJAPAN


1日～ 俺プロ！～俺たちのプロ野球～　　9日～ かまいたちの掟


ガールズパチンコリーグ・
スーパー 常勝理論！ 守山塾


運珍のおやじパチンコ道
あつまれ！パチスロリーグ


諸ゲンの
パチスロキングダム


MONDOシアター / MONDOプライムシアター / MONDOアドレナリンシアター / LOVE＆アイドル


他人のSEXで生きてる人々2


大人のプラモ道


放送内容が一部変更する可能性がございます。詳しくはMONDO TV公式サイトをご確認ください。


エンタメ特集枠 アイドル 麻雀 パチ＆スロ シネマ★ 新作（初回放送）


モンド麻雀プロリーグ16/17
1日～ 第17回モンド杯　10日～ 第11回名人戦　26日～ 第13回モンド王座決定戦


モンド麻雀プロリーグ17/18
30日～ 第2回女流モンド新人戦


1日～ 鉄道ひとり旅～女子鉄編～　17日～ DASADA　29日～ 戦慄トークショー 永野が震える夜


MON    6.13.20.27 TUE   7.14.21.28 WED   1.8.15.22.29 THU  2.9.16.23.30 FRI   3.10.17.24 SAT   4.11.18.25 SUN   5.12.19.26


5 5


6 6


7 7


8 8


9 9


10 10


11 11


12 12


1 1


2 2
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5 5
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9 9


10 10


11 11


0 0


1 1


2 2
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MONDO TV TIMETABLE  2022 June
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(ET) 月曜日 2022/05/30 火曜日 2022/05/31 水曜日 2022/06/01 木曜日 2022/06/02 金曜日 2022/06/03 土曜日 2022/06/04 日曜日 2022/06/05 (ET)


※最新の番組表はこちら


1230-1300


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1900-1930


1930-2000


18:00 【プライド月間】
 ジェンダー革命（HD）(字)


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


15:00 アイスマンの真実：史上最古の殺
人事件を追え！（HD）声：梅原裕一郎


(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「伝説のラリーカー アルピーヌA110（HD）」


(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「魅惑のランチア・デルタEVOⅡ（HD）」


(二)


2000-2030


2030-2100


2100-2130


2130-2200


24:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「火炎地獄（HD）」(二)


25:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「トランスアジア航空222便


（HD）」(二)


26:00 衝撃の瞬間４「タイタニック沈没事
故（HD）」(二)


27:00 ナチスに残る都市伝説の真相「美
しき絵画の数奇な運命（HD）」(二)


2630-2700


2700-2730


2730-2800


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


2500-2530


2530-2600


2600-2630


1530-1600


1600-1630


1630-1700


18:00 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)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3「ヒト
ラーの要塞島（HD）」(字)


20:00 【特集：第二次世界大戦】 窮地
のヒトラー：進撃の連合軍「ナチスの要塞


（HD）」(字)


21:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍「死
の森（HD）」(字)


22:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍「若
きナチスの猛攻（HD）」(字)


23:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍
「イッター城の戦い（HD）」(字)


04:00 休止


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！１７：航空機事故の真
実と真相「AIA808便（HD）」(二)


09:00 世界大自然紀行：北アメリカ「オオ
カミ王国（HD）」(二)


10:00 シーザーが説く！あなたと犬の快適
ライフ「トラウマを乗り越えて（HD）」声：堀


内賢雄(二)


11:00 獣医ミシェルの日常 7「人間と動物
の絆（HD）」(字)


12:30 新　衝撃の瞬間「神戸を襲った大震災
(HD)」(字)


13:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故
（HD）」(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証 4「グ
レートバリアリーフ 美しさに潜む危険


（HD）」声：小野賢章(二)


13:00 衝撃の瞬間４「ソウル・スーパー
マーケット崩壊」(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証 2「D-
Dayの秘密（HD）」声：中村悠一(二)


15:00 ウルフバート：バイキングの刀剣
（HD）声：武内駿輔(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「アイスクリームを売るベッドフォード・HA


（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「カルマンギアと妻の愛（HD）」(二)


18:00 世界の巨大工場７「マスタング
（HD)」(二)


20:00 【ワイルド ネイチャー：集まれ！へんてこア
ニマルズ】


 【新】海の奇妙な動物大集合！「海には愛が
いっぱい（HD）」声：千葉繁(二)


04:00 ナチスに残る都市伝説の真相「番
外編:ワニに襲われた日本軍（HD）」(二)


05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「歴史を変えたBMW2002ターボ（HD）」


(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「００７ボンドカー（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！１７：航空機事故の真
実と真相「ファイン航空101便（HD）」(二)


09:00 世界大自然紀行：北アメリカ「吸
血コウモリの襲来（HD）」(二)


10:00 シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２
「Ｓ.Ｏ.Ｓ.！（HD）」(字)


11:00 アフリカ 野生の掟「海と陸の境界
（HD）」声：上坂すみれ(二)


12:00 仰天！海の底まる見え検証 4「グ
レートバリアリーフ 美しさに潜む危険


（HD）」声：小野賢章(二)


21:00 【新】ビックリ！ヘビ大全集（HD）
(字)


22:00 【ワイルド ネイチャー】
世界大自然紀行：南アフリカ「沼地と草


原（HD）」声：柿原徹也(二)


23:00 スゴ腕どうぶつドクター８「愛馬エリ
セット（HD）」(二)


24:00 メーデー！１９：航空機事故の真
実と真相「サウスウエスト航空1380便


（HD）」(二)


25:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「大韓航空007便 (HD)」(二)


26:00 衝撃の瞬間４「ミュンヘンオリンピッ
ク事件（HD）」(二)


27:00 ナチスに残る都市伝説の真相「消
えた黄金列車（HD）」(二)


04:00 ナチスに残る都市伝説の真相「番
外編:日本軍731部隊の謎（HD）」(二)


05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「サンタが贈るレンジローバー（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「ビンテージカーを走らせろ！（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  【中国を知る】
中国 巨大国家の真実「巨大国家の急


成長を追う（HD）」(字)


09:00 世界大自然紀行：北アメリカ「ヘラ
ジカの秘密（HD）」(二)


10:00 サベージ・キングダム 3：戦乱の幕
開け「#2 恐怖支配（HD）」声：諏訪部順


一(二)


11:00 アフリカのビッグ・ファイブ（HD）声：
福山潤(二)


12:00 工場ケンガク！～たべものが出来るまで
2「ジンジャービールはオトナの味（HD）」(二)


12:30 工場ケンガク！～たべものが出来るまで
2「ラムネで愛を伝えよう（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間４「スマトラ沖大津波
（HD）」(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証 2「太
平洋戦争の残骸（HD）」声：中村悠一


(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 4「グ
レートバリアリーフ 美しさに潜む危険


（HD）」声：小野賢章 (二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「歴史作家が夢見たフォード・コルチナ


Mk3（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「父と息子のMGAロードスター（HD）」(二)


20:00 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)


21:00 工場ケンガク！～たべものが出来るまで 2「手
軽に使えるシュレッドチーズ（HD）」(二)


21:30 工場ケンガク！～たべものが出来るまで
2「手軽なカップ麺（HD）」(二)


22:00 密着！伝説のスーパーカー誕生の
秘密「ポルシェ・タイカン（HD）」(二)


23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「ボンドが乗らないボンドバグ（HD）」(二)


24:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「持ち込まれた小型爆弾（HD）」


(二)


25:00 メーデー！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)


26:00 衝撃！嵐に挑むストームチェイサー
「カテゴリー4の脅威（HD）」声：木村昴


(二)


27:00 ナチス潜水艦U-745の謎(HD)(二)


15:00 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)


16:00 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)


17:00 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)


18:00 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)


19:00 【中国を知る】
中国 巨大国家の真実 2「中国沿岸部


の発展（HD）」(字)


20:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証「東シナ海に


眠る巨大戦艦（HD）」(二)


21:00 仰天！海の底まる見え検証「アト
ランティス伝説（HD）」(二)


22:00 仰天！海の底まる見え検証 4「黒
海 秘密の露呈（HD）」声：上田麗奈(二)


23:00 仰天！海の底まる見え検証 2「タ
イ洞窟 世紀の救出劇（HD）」声：中村悠


一(二)


24:00 仰天！海の底まる見え検証 2「ヒ
トラーの軍艦（HD）」声：中村悠一(二)


25:00 密着！空港警察：南アメリカ「抵
抗する容疑者たち（HD）」(二)


26:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「謎の食品パッケージ（HD）」(二)


27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世界 4
「マイアミ 春休みのドラッグ戦争（HD）」


声：大塚明夫(二)


04:00 ヨーロッパ空中散歩「先進技術大
国 オランダ（HD）」(二)


05:00 ヨーロッパ空中散歩「歴史と伝統の
国 イタリア（HD）」(二)


06:00 世界の巨大工場７「コルベットZR1
（HD)」(二)


07:00 海の奇妙な動物大集合！「海に
は愛がいっぱい（HD）」声：千葉繁(二)


08:00 ビックリ！ヘビ大全集（HD）(字)


09:00 世界大自然紀行：南アフリカ「沼
地と草原（HD）」声：柿原徹也(二)


10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「愛馬エリ
セット（HD）」(二)


11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 5
「恋に破れて!? ウズラを救え（HD）」(字)


12:00 獣医ミシェルの日常 7「子犬の未
来（HD）」(字)


04:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察 2 「排せつ物に隠されたブツ（HD）」


(二)


05:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局「不法入国グループ（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「オーナーの笑顔を願うシトロエン（HD）」


(二)


07:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍「ナ
チスの要塞（HD）」(字)


08:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍「死
の森（HD）」(字)


09:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍「若
きナチスの猛攻（HD）」(字)


10:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍
「イッター城の戦い（HD）」(字)


11:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ホロコースト（HD）」(二)


12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全米エ
アポート「ミッション・コンプリート（HD）」(二)


13:00 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)


14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「アイスクリームを売るベッドフォード・HA


（HD）」(二)


15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「フィアットの失策（HD）」(二)


17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドクター】
 【新】 スゴ腕どうぶつドクター９「ドクター・


ポールおじいちゃんになる（HD）」(二)


18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 5「う
きうきベビーカー! ヤギを救え（HD）」(字)


19:00 獣医ミシェルの日常 7「おなかをす
かせたトナカイ（HD）」(字)


20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！１０：航空機事故の真実と真


相「アメリカン航空191便（HD）」(二)


13:00 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)


14:00 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)


21:00 メーデー！１１：航空機事故の真
実と真相「ドイツXL航空888T便（HD）」


(二)


22:00 衝撃！嵐に挑むストームチェイサー
「眠らない嵐（HD）」声：木村昴(二)


23:00 衝撃の瞬間５「ビスマルク艦船の運
命(HD)」(二)


24:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「フェデラルエクスプレス８０便


（HD）」(二)


25:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「ミュンヘンの悲劇(HD)」(二)


26:00 衝撃の瞬間 巨大災害「土石流の
恐怖 米カリフォルニア（HD）」(字)


27:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「未確認小型飛行機（HD）」(二)


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


2130-2200


2200-2230


2230-2300


2300-2330


1230-1300


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


1600-1630


1630-1700


2630-2700


2700-2730


2730-2800
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2330-2400


2400-2430


2430-2500


2500-2530


2530-2600


16:00 スーパーカー大改造 2「マクラーレ
ン・P1（HD）」(二)


16:55 どうぶつの先輩「ライオン（HD）」声:大塚明夫


19:00 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)


19:55 どうぶつの先輩「カラカル（HD）」声:神谷浩史


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2600-2630


2030-2100


2100-2130



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2022/06/06 火曜日 2022/06/07 水曜日 2022/06/08 木曜日 2022/06/09 金曜日 2022/06/10 土曜日 2022/06/11 日曜日 2022/06/12 (ET)


※最新の番組表はこちら


27:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「死の鉄道からの逃走（HD）」(二)


27:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「紛争地域での墜落（HD）」(二) 2700-2730


2730-2800 2730-2800


04:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「ナチスの島から生還（HD）」(二)


05:00 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)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「フォード・コルチナの抜け殻（HD）」(二)


11:00 獣医ミシェルの日常 7「子犬の未
来（HD）」(字)


12:00 仰天！海の底まる見え検証：核
兵器の残骸（HD）声：鬼頭明里(二)


22:00 【新】 アメリカ！社会科ケンガク「テ
スラ Model3（HD）」(字)


26:00 衝撃の瞬間 巨大災害「最悪の山
火事 ポルトガル（HD）」(字) 2600-2630


2630-2700 2630-2700


2700-2730
27:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「捕虜収容所からの逃走（HD）」


(二)


27:00 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)


27:00 アメリカ軍を率いた将軍たち「前編
（HD）」(二)


27:00 ドイツ軍が沈めた客船の謎
(HD)(二)


27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世界 4
「5（HD）」声：大塚明夫(二)


2600-2630
26:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故


（HD）」(二)
26:00 衝撃の瞬間４「スマトラ沖大津波


（HD）」(二)
26:00 衝撃の瞬間４「ポトマック川墜落事


故」(二)
26:00 衝撃！嵐に挑むストームチェイサー


「眠らない嵐（HD）」声：木村昴(二)
26:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ


ル「不自然なガードル（HD）」(二)
26:00 衝撃の瞬間４「ソウル・スーパー


マーケット崩壊」(二)


25:00 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 密着！空港警察：南アメリカ「逮
捕と裏切り（HD）」(二)


25:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「ノースウエスト航空85便(HD)」


(二)


2500-2530


2530-2600 2530-2600


25:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「パシフィック・サウスウエスト航空


182便(HD)」(二)


24:00 仰天！海の底まる見え検証 2「ロ
ンドンの歴史ミステリー（HD）」声：細谷佳


正(二)


24:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「ケネディ家の悲劇（HD）」(二) 2400-2430


2430-2500 2430-2500


2500-2530
25:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「中国国際航空129便（HD）」


(二)


25:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「デルタ航空1141便（HD）」(二)


25:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「オンタリオ航空1363便 (HD)」(二)


2400-2430
24:00 メーデー！１４：航空機事故の真
実と真相「ジャーマンウイングス9525便


（HD）」(二)


24:00 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)


24:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 2
「マスコミの圧力（HD）」(二)


24:00 メーデー！１９：航空機事故の真
実と真相「USバングラ航空211便（HD）」


(二)


24:00 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)


23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「コスワースの危機（HD）」(二)


23:00 仰天！海の底まる見え検証 2「ネ
ス湖に眠る秘密（HD）」声：細谷佳正


(二)


23:00 衝撃の瞬間５「ダム津波の脅威
(HD)」(二) 2300-2330


2330-2400 2330-2400


22:00 仰天！海の底まる見え検証 4「ア
メリカ ハリケーンの黙示録（HD）」声：上


田麗奈(二)


22:00 衝撃！嵐に挑むストームチェイサー
「迫り来る水の脅威（HD）」声：木村昴


(二)


2200-2230


2230-2300 2230-2300


2300-2330
23:00 スーパーカー大改造「アストンマー


ティン・ヴァンテージ（HD）」(二)
23:00 密着！マドリード・バラハス空港警


察 2「不審な映画フィルム（HD）」(二)
23:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3「沖


縄の巨大地下要塞（HD）」(字)
23:00 スゴ腕どうぶつドクター９「ドクター・


ポールおじいちゃんになる（HD）」(二)


2200-2230
22:00 仰天！海の底まる見え検証 4「グ


レートバリアリーフ 美しさに潜む危険
（HD）」声：小野賢章(二)


22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世界 4
「5（HD）」声：大塚明夫(二)


22:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2
「マーケット・ガーデン作戦を強行せよ


（HD）」(字)


22:00 【ワイルド ネイチャー】
世界大自然紀行：南アフリカ「カラハリ砂
漠の捕食者（HD）」声：柿原徹也(二)


22:30 アメリカ！社会科ケンガク「ギブソン
レスポール（HD）」(字)


21:00 工場ケンガク！～たべものが出来るまで 2「懐か
しのロシア冷菓を現代風に（HD）」(二)


21:00 古代の秘宝ミステリートップ10「古
代エジプトの秘宝 パート2（HD）」声：竹


達彩奈(二)


21:00 メーデー！１１：航空機事故の真
実と真相「エア・モーレア1121便（HD）」


(二)


2100-2130


2130-2200


21:30 工場ケンガク！～たべものが出来るまで 2「ソー
セージロールはいかが？（HD）」(二) 2130-2200


20:00 【土曜 ミステリーファイル】
古代の秘宝ミステリートップ10「古代エジプトの


秘宝 パート1（HD）」声：竹達彩奈(二)


20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
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)


2000-2030


2030-2100 2030-2100


2100-2130
21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「返り咲くフォード・ゾディアック（HD）」(二)


21:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「不自然なガードル（HD）」(二)


21:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2
「アントワープを制圧せよ（HD）」(字)


21:00 南米の奇妙な動物大集合！
「ミュータントの大陸（HD）」声：下野紘


(二)


2000-2030


20:00  【時代を駆け抜けた名車SP！日本車&
アメ車】


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)


20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：南アメリカ「逮捕と裏


切り（HD）」(二)


20:00 【特集：第二次世界大戦】
窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2「サン・マ


ロの港を奪還せよ（HD）」(字)


20:00 【ワイルド ネイチャー：集まれ！へんてこア
ニマルズ】


海の奇妙な動物大集合！「奇策で勝負！ 海
のハンターたち（HD）」声：千葉繁(二)


20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「運に見放されたダイムラー・ダート（HD）」


(二)


19:00 【中国を知る】
中国 巨大国家の真実 2「中国の山河


（HD）」(字)


19:00 獣医ミシェルの日常 7「愛犬のキス
（HD）」(字) 1900-1930


1930-2000 1930-2000


1900-1930
19:00 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)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2「巨
大組織:親衛隊（HD）」(二)


19:00 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)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2「ヒト
ラーの巨大戦艦（HD）」(二)


19:55 どうぶつの先輩「極楽鳥（HD）」声：下野紘(日)


1800-1830


1830-1900 1830-1900


17:00 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)


17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドクター】
スゴ腕どうぶつドクター９「お利口なミニブタ


（HD）」(二)


1700-1730


1730-1800 1730-1800


1800-1830
18:00 世界の巨大工場７「パガーニ


（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)
18:00 世界の巨大工場７「ポルシェ911


（HD)」(二)
18:00 世界の巨大工場７「フェラーリFF


（HD)」(二)


1700-1730
17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「獣医が"治せなかった"プジョー205GTI


（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「人生をともに歩んだシトロエンDS（HD）」


(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「パズル同然のトライアンフGT6（HD）」


(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「幻のトヨタFJ40ランドクルーザー（HD）」


(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「インプレッサよ、不死鳥のごとく蘇れ！


（HD）」(二)


18:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「錆び付いたフィアット・ディーノ（HD）」(二)


18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 5「ピ
ンチを救う友!? ミニブタを救え（HD）」(字)


1600-1630


1630-1700 1630-1700


15:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「キャビンの穴（ＨＤ）」(二)


15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「フォード・マニア（HD）」(二) 1500-1530


1530-1600 1530-1600


1600-1630
16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「ボンドが乗らないボンドバグ（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「コスワースの危機（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「ビートル・マニア（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「フェニックス・ジープ（HD）」(二)


1500-1530
15:00 検証：UFO事件の新事実「ロズウェ


ル事件（HD）」(二)
15:00 検証：UFO事件の新事実「テキサ


スUFO目撃事件（HD）」(二)
15:00 検証：UFO事件の新事実「三角


形の飛行物体（HD）」(二)
15:00 検証：UFO事件の新事実「家畜の


変死と宇宙人（HD）」(二)
15:00 仰天！海の底まる見え検証 4「黒
海 秘密の露呈（HD）」声：上田麗奈(二)


16:00 スーパーカー大改造 2「最高のポル
シェ（HD）」(二)


16:55 どうぶつの先輩「パンダ（HD）」声：福山潤(日)


16:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「謎の炎（ＨＤ）」(二)


1400-1430


1430-1500 1430-1500


13:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「大地への激突（ＨＤ）」(二)


13:00 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) 1300-1330


1330-1400 1330-1400


1400-1430
14:00 仰天！海の底まる見え検証「東シ


ナ海に眠る巨大戦艦（HD）」(二)
14:00 仰天！海の底まる見え検証「アト


ランティス伝説（HD）」(二)
14:00 仰天！海の底まる見え検証 4「黒
海 秘密の露呈（HD）」声：上田麗奈(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証 2「タ
イ洞窟 世紀の救出劇（HD）」声：中村悠


一(二)


1300-1330
13:00 衝撃！嵐に挑むストームチェイサー


「眠らない嵐（HD）」声：木村昴(二)
13:00 衝撃の瞬間４「コメット墜落の謎


（HD）」(二)
13:00 衝撃の瞬間４「シカゴ航空機事


故」(二)
13:00 衝撃の瞬間４「合衆国を襲った大


竜巻」(二)
13:00 衝撃の瞬間４「モントセラト島の大


噴火」(二)


14:00 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)


14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「歴史作家が夢見たフォード・コルチナ


Mk3（HD）」(二)


1200-1230


1230-1300
12:30 バ科学7「動物の賢さの法則


（HD）」(二)


12:30 工場ケンガク！～たべものが出来るまで
2「手軽なカップ麺（HD）」(二) 1230-1300


1200-1230
12:00 密着！マドリード・バラハス空港警


察 2「不審なコーヒー（HD）」(二)
12:00 バ科学7「パラモーターの法則


（HD）」(二)
12:00 仰天！海の底まる見え検証 4「黒
海 秘密の露呈（HD）」声：上田麗奈(二)


12:00 工場ケンガク！～たべものが出来るまで 2「手
軽に使えるシュレッドチーズ（HD）」(二)


12:00 獣医ミシェルの日常 7「おなかをす
かせたトナカイ（HD）」(字)


12:00 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)


1100-1130


1130-1200 1130-1200


10:00 スゴ腕どうぶつドクター９「ドクター・
ポールおじいちゃんになる（HD）」(二)


10:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3「沖
縄の巨大地下要塞（HD）」(字) 1000-1030


1030-1100 1030-1100


1100-1130
11:00 スゴ腕どうぶつドクター８「愛馬エリ


セット（HD）」(二)
11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 5
「恋に破れて!? ウズラを救え（HD）」(字)


11:00 海の奇妙な動物大集合！「海に
は愛がいっぱい（HD）」声：千葉繁(二)


1000-1030
10:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編２


「愛しのわんこ（HD）」(二)
10:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編２


「動物は奇想天外（HD）」(二)
10:00 シーザーが説く！あなたと犬の快適
ライフ「群れを人質にする犬（HD）」声：堀


内賢雄(二)


10:00 シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２
「追放寸前の犬たち（HD）」(字)


10:00 サベージ・キングダム 3：戦乱の幕
開け「#3 放浪者の出現（HD）」声：諏訪


部順一(二)


11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 5「う
きうきベビーカー! ヤギを救え（HD）」(字)


11:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ヒトラーの失策（HD）」(二)


900-930


930-1000 930-1000


08:00 南米の奇妙な動物大集合！
「ミュータントの大陸（HD）」声：下野紘


(二)


08:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2
「アントワープを制圧せよ（HD）」(字) 800-830


830-900 830-900


900-930
09:00 世界大自然紀行：北アメリカ


「ピューマ vs オオツノヒツジ（HD）」(二)
09:00 世界大自然紀行：北アメリカ「爬


虫類の楽園（HD）」(二)
09:00 世界大自然紀行：北アメリカ「闇


夜のグリズリー（HD）」(二)
09:00 世界大自然紀行：赤道「ガラパゴ


ス諸島（HD）」声：田村睦心(二)


800-830
08:00 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)


08:00 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)


08:00 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)


08:00 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)


08:00 【中国を知る】
中国 巨大国家の真実 2「中国沿岸部


の発展（HD）」(字)


09:00 世界大自然紀行：南アフリカ「カラ
ハリ砂漠の捕食者（HD）」声：柿原徹也


(二)


09:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2
「マーケット・ガーデン作戦を強行せよ


（HD）」(字)


700-730


730-800 730-800


06:00 世界の巨大工場７「パガーニ
（HD)」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「ロジャー･ムーアも愛したボルボP1800


（HD）」(二)


600-630


630-700 630-700


700-730
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)


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)


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)


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)


600-630
06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「憧れのコルベット・スティングレイ（HD）」


(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「ロータス・エランの大変身（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)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「ポルシェ911、奇跡のレストア（HD）」(二)


07:00 メーデー！１３：航空機事故の真
実と真相「TAM航空402便（HD）」(二)


07:00 海の奇妙な動物大集合！「奇策
で勝負！ 海のハンターたち（HD）」声：千


葉繁(二)


07:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2
「サン・マロの港を奪還せよ（HD）」(字)


04:00 ヨーロッパ空中散歩「ヨーロッパの心
臓 ドイツ（HD）」(二)


04:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察 2「不審な映画フィルム（HD）」(二) 400-430


430-500 430-500


500-530
05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４


「復活のロードスター（HD）」(二)
05:00 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)


05:00 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)


05:00 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)


05:00 ヨーロッパ空中散歩「時代の開拓
者 イギリス（HD）」(二)


05:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局「秘密のトンネル作戦（HD）」(二) 500-530


530-600 530-600


NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 6月


400-430
04:00 戦火の記憶「初期（HD）」(二) 04:00 決死のサバイバル術 第二次世界


大戦「極寒からの脱出（HD）」(二)
04:00 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)
04:00 アメリカ軍を率いた将軍たち「後編


（HD）」(二)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2「総
統大本営（HD）」(二)


09:00 世界大自然紀行：赤道「ボルネオ
島とスマトラ島（HD）」声：田村睦心(二)


11:00 ビックリ！ヘビ大全集（HD）(字)


14:00 仰天！海の底まる見え検証 2「ヒ
トラーの軍艦（HD）」声：中村悠一(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「フィアットの失策（HD）」(二)


18:00 世界の巨大工場７「レクサスLFA
（HD)」(二)



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2022/06/13 火曜日 2022/06/14 水曜日 2022/06/15 木曜日 2022/06/16 金曜日 2022/06/17 土曜日 2022/06/18 日曜日 2022/06/19 (ET)


※最新の番組表はこちら


27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世界 4
「6（HD）」声：大塚明夫(二)


27:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「方向感覚の喪失」(二) 2700-2730


2730-2800 2730-2800


04:00 休止


12:00 アメリカ！社会科ケンガク「テスラ
Model3（HD）」(字)


12:30 アメリカ！社会科ケンガク「ギブソン
レスポール（HD）」(字)


2700-2730
27:00 第二次世界大戦の潜水艦３「U-


47：奇襲作戦（HD）」(二)
27:00 休止 27:00 第二次世界大戦の潜水艦３「U-


862：極東へ物資を輸送せよ（HD）」(二)
27:00 第二次世界大戦の潜水艦３「グロ
ウラー：私に構わず潜航せよ（HD）」(二)


27:00 ナチスのドラムビート作戦(HD)(二)


26:00 衝撃！嵐に挑むストームチェイサー
「迫り来る水の脅威（HD）」声：木村昴


(二)


26:00 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 衝撃の瞬間 巨大災害「大雪崩
発生 その時エベレストでは（HD）」(字) 2600-2630


2630-2700 2630-2700


25:00 密着！空港警察：南アメリカ「命を
懸ける運び屋たち（HD）」(二)


25:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「大韓航空8509便(HD)」(二) 2500-2530


2530-2600 2530-2600


2600-2630
26:00 衝撃の瞬間４「コメット墜落の謎


（HD）」(二)
26:00 衝撃の瞬間４「シカゴ航空機事


故」(二)
26:00 衝撃の瞬間４「合衆国を襲った大


竜巻」(二)
26:00 衝撃の瞬間４「モントセラト島の大


噴火」(二)


2500-2530
25:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「トランスワールド航空800便


（HD）」(二)


25:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「ナイジェリア航空2120便(HD)」


(二)


25:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「マレーシア航空17便 撃墜事


件（HD）」(二)


25:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「エールアンテール148便 (HD)」


(二)


25:00 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)


24:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「注意散漫（HD）」(二)


24:00 仰天！海の底まる見え検証 2「太
平洋戦争 日本軍の快進撃（HD）」声：


細谷佳正(二)


24:00 メーデー！１２：航空機事故の真
実と真相「エールフランス４５９０便 コンコ


ルド炎上（HD）」(二)


2400-2430


2430-2500 2430-2500


23:00 仰天！海の底まる見え検証 2「巨
大船沈没の謎（HD）」声：細谷佳正(二)


23:00 衝撃の瞬間５「カルト集団の悲劇
(HD)」(二) 2300-2330


2330-2400 2330-2400


2400-2430
24:00 メーデー！１４：航空機事故の真
実と真相「ガルーダ・インドネシア航空421


便（HD）」(二)


24:00 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)


24:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 2
「稚拙なミス（HD）」(二)


24:00 メーデー！１９：航空機事故の真
実と真相「アメリカ空軍KC-135（HD）」


(二)


2300-2330
23:00 スーパーカー大改造「レンジロー


バー・イヴォーク（HD）」(二)
23:00 密着！マドリード・バラハス空港警


察 2「グレーゾーンの密輸（HD）」(二)
23:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3「日
本の巨大戦艦、大和と武蔵（HD）」(字)


23:00 スゴ腕どうぶつドクター９「お利口な
ミニブタ（HD）」(二)


23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「ビートル・マニア（HD）」(二)


22:00 仰天！海の底まる見え検証 4「ブ
ラックスワン 歴史的財宝を巡る闘い


（HD）」声：上田麗奈(二)


22:00 レスキュー！衝撃の救出映像「牙
をむく自然（HD）」(字) 2200-2230


2230-2300
22:30 アメリカ！社会科ケンガク「空飛ぶ


救助隊（HD）」(字) 2230-2300


2200-2230
22:00 仰天！海の底まる見え検証 4「黒
海 秘密の露呈（HD）」声：上田麗奈(二)


22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世界 4
「6（HD）」声：大塚明夫(二)


22:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2
「ライン川を死守せよ（HD）」(字)


22:00 【ワイルド ネイチャー】
世界大自然紀行：中央アメリカ「コスタリカ 色と


りどりな動物たち（HD）」声：恒松あゆみ(二)


22:00 アメリカ！社会科ケンガク「ニューバ
ランス 990（HD）」(字)


21:00 工場ケンガク！～たべものが出来るまで 2「人
気のジェリービーンズ（HD）」(二)


21:00 古代の秘宝ミステリートップ10「ポン
ペイの秘宝 パート2（HD）」声：竹達彩奈


(二)


21:00 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) 2100-2130


2130-2200


21:30 工場ケンガク！～たべものが出来るまで 2「チー
ズたっぷりの朝食パイ（HD）」(二) 2130-2200


20:00 【土曜 ミステリーファイル】
古代の秘宝ミステリートップ10「ポンペイの
秘宝 パート1（HD）」声：竹達彩奈(二)


20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
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)


2000-2030


2030-2100 2030-2100


2100-2130
21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車


「フェニックス・ジープ（HD）」(二)
21:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ


ル「イルカ印のコカイン（HD）」(二)
21:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2


「コルマールを制圧せよ（HD）」(字)
21:00 南米の奇妙な動物大集合！「生
存戦略の不思議（HD）」声：下野紘(二)


2000-2030


20:00  【時代を駆け抜けた名車SP！日本車&
アメ車】


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)


20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：南アメリカ「命を懸ける


運び屋たち（HD）」(二)


20:00 【特集：第二次世界大戦】
窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2「バルジ


の戦い 進撃せよ（HD）」(字)


20:00 【ワイルド ネイチャー：集まれ！へんてこア
ニマルズ】


海の奇妙な動物大集合！「進化が招く珍事件
（HD）」声：千葉繁(二)


20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「息子に贈るモーリス・トラベラー（HD）」


(二)


19:00 【中国を知る】
中国と海洋文化「#1（HD）」(字)


19:00 獣医ミシェルの日常 7「泣かない
で、オオカミ（HD）」(字) 1900-1930


1930-2000 1930-2000


1900-1930
19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3「沖


縄の巨大地下要塞（HD）」(字)
19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2「報


復兵器:Ｖ１飛行爆弾（HD）」(二)
19:00 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)
19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「大西


洋の壁（HD）」(二)


19:55 どうぶつの先輩「ペンギン（HD）」声：緒方恵美


18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 5
「いざ旅立ちの時！キンカジューを救え


（HD）」(字)


1800-1830


1830-1900 1830-1900


17:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「無線沈黙（HD）」(二)


17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドクター】
スゴ腕どうぶつドクター９「満月に導かれて


（HD）」(二)


1700-1730


1730-1800 1730-1800


1800-1830
18:00 世界の巨大工場７「グンペルト・ア


ポロ（HD)」 (二)
18:00 世界の巨大工場７「テスラ・モデル


S（HD)」(二)
18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２


「掘り出し物対決（HD）」(二)
18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２


「働く車対決（HD）」(二)


1700-1730
17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「タンデム式の超小型車メッサーシュミット


KR200（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「散り散りになったフォード・カプリ（HD）」


(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「錆び付いたフィアット・ディーノ（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「幸せを運ぶジャガー･マーク２（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「傷だらけのメルセデス・ベンツ パゴダ


（HD）」(二)


18:00 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)


1600-1630


1630-1700 1630-1700


15:00 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)


15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「帰ってきたローバー（HD）」(二) 1500-1530


1530-1600 1530-1600


1600-1630
16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車


「フォード・マニア（HD）」(二)
16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車


「帰ってきたローバー（HD）」(二)
16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車


「００７ボンドカー（HD）」(二)
16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「ビンテージカーを走らせろ！（HD）」(二)


1500-1530
15:00 検証：UFO事件の新事実「アリゾ


ナUFO誘拐事件（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)
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)
15:00 検証：UFO事件の新事実「小さな


エイリアン（HD）」(二)
15:00 仰天！海の底まる見え検証 4「ア
メリカ ハリケーンの黙示録（HD）」声：上


田麗奈(二)


16:00 スーパーカー大改造 2「デロリアン リ
ブート（HD）」(二)


16:55 どうぶつの先輩「クジラ（HD）」声：石田彰(日)


16:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「注意散漫（HD）」(二)


1400-1430


1430-1500 1430-1500


13:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「暴風雨の中へ（HD）」(二)


13:00 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) 1300-1330


1330-1400 1330-1400


1400-1430
14:00 古代の秘宝ミステリートップ10「古
代エジプトの秘宝 パート1（HD）」声：竹


達彩奈(二)


14:00 古代の秘宝ミステリートップ10「古
代エジプトの秘宝 パート2（HD）」声：竹


達彩奈(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証 4「ア
メリカ ハリケーンの黙示録（HD）」声：上


田麗奈(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証 2「ネ
ス湖に眠る秘密（HD）」声：細谷佳正


(二)


1300-1330
13:00 衝撃！嵐に挑むストームチェイサー
「迫り来る水の脅威（HD）」声：木村昴


(二)


13:00 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)


13:00 衝撃の瞬間３「コロンビア号、最後
の飛行（HD）」(二)


13:00 衝撃の瞬間３「アルプスの大雪崩」
(二)


13:00 衝撃の瞬間３「高速道路への墜
落」(二)


14:00 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)


14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「ボンドが乗らないボンドバグ（HD）」(二)


1200-1230


1230-1300
12:30 バ科学7「火星探査車の法則


（HD）」(二)


12:30 工場ケンガク！～たべものが出来るまで 2「ソー
セージロールはいかが？（HD）」(二) 1230-1300


1200-1230
12:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察 2 「コロンビアからの大荷物（HD）」(二)


12:00 バ科学7「月面歩行の法則（HD）」
(二)


12:00 仰天！海の底まる見え検証 4「ア
メリカ ハリケーンの黙示録（HD）」声：上


田麗奈(二)


12:00 工場ケンガク！～たべものが出来るまで 2「懐か
しのロシア冷菓を現代風に（HD）」(二)


12:00 獣医ミシェルの日常 7「愛犬のキス
（HD）」(字)


12:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「コカインに溺れて（HD）」(二)


1100-1130


1130-1200 1130-1200


10:00 スゴ腕どうぶつドクター９「お利口な
ミニブタ（HD）」(二)


10:00 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) 1000-1030


1030-1100 1030-1100


1100-1130
11:00 スゴ腕どうぶつドクター９「ドクター・


ポールおじいちゃんになる（HD）」(二)
11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 5「う
きうきベビーカー! ヤギを救え（HD）」(字)


11:00 獣医ミシェルの日常 7「おなかをす
かせたトナカイ（HD）」(字)


11:00 海の奇妙な動物大集合！「奇策
で勝負！ 海のハンターたち（HD）」声：千


葉繁(二)


1000-1030
10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「パワー全


開!ドクター・ポール（HD）」(二)
10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「秘密のプ


レゼント（HD）」(二)
10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「猫のヒッチ


ハイク（HD）」(二)
10:00 シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２


「里子の運命（HD）」(字)
10:00 サベージ・キングダム 3：戦乱の幕
開け「#4 戦争ゲーム（HD）」声：諏訪部


順一(二)


11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 5「ピ
ンチを救う友!? ミニブタを救え（HD）」(字)


11:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「捕虜収容所からの逃走（HD）」


(二)


900-930


930-1000 930-1000


08:00 南米の奇妙な動物大集合！「生
存戦略の不思議（HD）」声：下野紘(二)


08:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2
「コルマールを制圧せよ（HD）」(字) 800-830


830-900 830-900


900-930
09:00 世界大自然紀行：赤道「アフリカの
熱帯雨林とサバンナ（HD）」声：田村睦心


(二)


09:00 世界大自然紀行：赤道「アジア太
平洋のサンゴ礁（HD）」声：田村睦心(二)


09:00 世界大自然紀行：赤道「エクアド
ルとアンデス山脈（HD）」声：田村睦心


(二)


09:00 世界大自然紀行：赤道「アマゾン
の氾濫原（HD）」声：田村睦心(二)


800-830
08:00 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)


08:00 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)


08:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「トランスアジア航空222便


（HD）」(二)


08:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「デルタ航空1141便（HD）」(二)


08:00 【中国を知る】
中国 巨大国家の真実 2「中国の山河


（HD）」(字)


09:00 世界大自然紀行：中央アメリカ「コ
スタリカ 色とりどりな動物たち（HD）」声：


恒松あゆみ(二)


09:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2
「ライン川を死守せよ（HD）」(字)


600-630


630-700 630-700


700-730
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)


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)


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)


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)


600-630
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)


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)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「運に見放されたダイムラー・ダート（HD）」


(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「息子に贈るモーリス・トラベラー（HD）」


(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「デンマークのボルボ・アマゾン（HD）」(二)


07:00 メーデー！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)


07:00 海の奇妙な動物大集合！「進化
が招く珍事件（HD）」声：千葉繁(二)


07:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 2
「バルジの戦い 進撃せよ（HD）」(字) 700-730


730-800 730-800


06:00 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)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「幻の美しきACアシーカ（HD）」(二)


05:00 ヨーロッパ空中散歩 2「神々の集う
国 ギリシャ（HD）」(二)


05:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局「真夜中のパトロール（HD）」(二) 500-530


530-600 530-600


04:00 ヨーロッパ空中散歩「情熱と歴史の
国 スペイン（HD）」(二)


04:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察 2「グレーゾーンの密輸（HD）」(二) 400-430


430-500 430-500


500-530
05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３


「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」(二)
05:00 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)


05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「スターリング･モス現る（HD）」(二)


NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 6月


400-430
04:00 戦火の記憶「中期（HD）」(二) 04:00 第二次世界大戦の潜水艦３「U-


110：暗号機エニグマ（HD）」(二)
04:00 第二次世界大戦の潜水艦３


「パーチー：前代未聞の魚雷装填作戦
（HD）」(二)


04:00 第二次世界大戦の潜水艦３「フィ
ンバック：パイロット救出作戦（HD）」(二)


19:00 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)


09:00 世界大自然紀行：モンゴル「ゴビ砂
漠の動物たち（HD）」声：潘めぐみ(二)


11:00 南米の奇妙な動物大集合！
「ミュータントの大陸（HD）」声：下野紘


(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証 2「ロ
ンドンの歴史ミステリー（HD）」声：細谷佳


正(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「返り咲くフォード・ゾディアック（HD）」(二)


18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２
「栄光の60年代クラシックカー対決（HD）」


(二)


05:00 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)



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2022/06/20 火曜日 2022/06/21 水曜日 2022/06/22 木曜日 2022/06/23 金曜日 2022/06/24 土曜日 2022/06/25 日曜日 2022/06/26 (ET)


※最新の番組表はこちら


27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世界 4
「7（HD）」声：大塚明夫


(二)


27:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「ゴースト」(二) 2700-2730


2730-2800 2730-2800


04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍
「イッター城の戦い（HD）」(字)


05:00 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)


12:00 第二次世界大戦：欧州フロントラ
インの実録（HD）(字)


2700-2730
27:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍「ナ


チスの要塞（HD）」(字)
27:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍「若


きナチスの猛攻（HD）」(字)
27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 戦争
への備え 2「兵器と化す鉄道網（HD）」


(二)


27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 戦争
への備え 2「太平洋に散った日本軍


（HD）」(二)


27:00 ナチス潜水艦U-745の謎(HD)
(二)


26:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃(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)


26:00 衝撃の瞬間 巨大災害「大型ハリ
ケーン エルファロ号沈没の謎（HD）」(字) 2600-2630


2630-2700 2630-2700


25:00 密着！空港警察：南アメリカ「最
年長の運び屋（HD）」(二)


25:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「パシフィック・サウスウエスト航空


182便(HD)」(二)


2500-2530


2530-2600 2530-2600


2600-2630
26:00 衝撃の瞬間４「テキサス石油工場


爆発事故」(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)
26:00 衝撃の瞬間５「9.11(HD)」(二) 26:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発


(HD)」(字)


2500-2530
25:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「ガルーダ・インドネシア航空152


便（HD）」(二)


25:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「パシフィック・サウスウエスト航空


1771便(HD)」(二)


25:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「スホーイ・スーパージェット100


（HD）」(二)


25:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「チョークス･オーシャン･エアウェイズ


101便 (HD)」(二)


25:00 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)


24:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「無線沈黙（HD）」(二)


24:00 仰天！ノアの箱舟と洪水伝説の
謎（HD）声：木村良平(二)


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)


2400-2430


2430-2500 2430-2500


23:00 仰天！海の底まる見え検証 2
「ローマ帝国と海の支配（HD）」声：細谷


佳正(二)


23:00 衝撃の瞬間５「石油掘削基地の
爆発炎上(HD)」(二) 2300-2330


2330-2400 2330-2400


2400-2430
24:00 メーデー！１４：航空機事故の真


実と真相「インドネシア・エアアジア8501便
（HD）」(二)


24:00 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)


24:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 2
「空中衝突（HD）」(二)


24:00 メーデー！１９：航空機事故の真
実と真相「アンセット・ニュージーランド航


空703便（HD）」(二)


2300-2330
23:00 スーパーカー大改造「ロールス・ロイ


ス・シルバーシャドー（HD）」(二)
23:00 密着！マドリード・バラハス空港警


察 2「運び屋は老紳士（HD）」(二)
23:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「体


の秘密（HD）」(二)
23:00 スゴ腕どうぶつドクター９「満月に導


かれて（HD）」(二)
23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車


「フェニックス・ジープ（HD）」(二)


22:00 仰天！海の底まる見え検証 4「ア
メリカ大陸 最古の人々（HD）」声：上田


麗奈(二)


22:00 レスキュー！衝撃の救出映像「失
血死の恐怖（HD）」(字) 2200-2230


2230-2300
22:30 アメリカ！社会科ケンガク「ウイス


キー（HD）」(字) 2230-2300


2200-2230
22:00 仰天！海の底まる見え検証 4「ア
メリカ ハリケーンの黙示録（HD）」声：上


田麗奈(二)


22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世界 4
「7（HD）」声：大塚明夫(二)


22:00 【新】 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「1（HD）」(字)


22:00 【ワイルド ネイチャー】
世界大自然紀行：中央アメリカ「グアテマラ 生き物の


楽園（HD）」声：恒松あゆみ (二)


22:00 アメリカ！社会科ケンガク「消防車
（HD）」(字)


21:00 工場ケンガク！～たべものが出来るまで
2「魅惑のブンディ（HD）」(二)


21:00 古代の秘宝ミステリートップ10「古
代エジプトのミイラ パート2（HD）」声：竹


達彩奈(二)


21:00 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)


2100-2130


2130-2200


21:30 工場ケンガク！～たべものが出来るまで
2「日本発！冷凍チャーハン（HD）」(二) 2130-2200


20:00 【土曜 ミステリーファイル】
古代の秘宝ミステリートップ10「古代エジプトのミ


イラ パート1（HD）」声：竹達彩奈(二)


20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！１０：航空機事故の真実と真


相「大統領の死（HD）」(二)


2000-2030


2030-2100 2030-2100


2100-2130
21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車


「００７ボンドカー（HD）」(二)
21:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ


ル「帰国した妊婦の謎（HD）」(二)
21:00 【新】 ヒトラー・ユーゲント：ティーン・


キラーズ（HD）声：銀河万丈(二)
21:00 南米の奇妙な動物大集合！「動


物たちの戦場（HD）」声：下野紘(二)


2000-2030


20:00 【時代を駆け抜けた名車SP！ドイツ車&
イギリス車】


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)


20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：南アメリカ「最年長の


運び屋（HD）」(二)


20:00 【特集：第二次世界大戦】
ヒトラーを欺いた英国王（HD）(二)


20:00 【ワイルド ネイチャー：集まれ！へんてこア
ニマルズ】


【新】マダガスカルの奇妙な動物大集合！「密
林の覇者たち（HD）」声：羽多野渉(二)


20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「デンマークのボルボ・アマゾン（HD）」(二)


19:00 【中国を知る】
中国と海洋文化「#2（HD）」(字)


19:00 獣医ミシェルの日常 7「ヤマアラシ
の主張（HD）」(字) 1900-1930


1930-2000 1930-2000


1900-1930
19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「Uボー


ト基地（HD）」(二)
19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「V2ロ


ケット発射基地（HD）」(二)
19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「超重


戦車 マウス（HD）」(二)
19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「ベルリ


ン防衛網（HD）」(二)


19:55 どうぶつの先輩「カメ（HD）」声：山口由里子


18:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「傷だらけのメルセデス・ベンツ パゴダ


（HD）」(二)


18:00 【新】Dr.K エキゾチック動物専門医
6「お披露目パーティー! マーモセットを救


え（HD）」(字)


1800-1830


1830-1900 1830-1900


17:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「７３７型機に潜む危機（HD）」


(二)


17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドクター】
スゴ腕どうぶつドクター９「ビッグなネコの


チャーリー（HD）」(二)


1700-1730


1730-1800 1730-1800


1800-1830
18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２


「ファーストカー対決（HD）」(二)
18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２


「型破りな車対決（HD）」(二)
18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２


「BMW対ベンツ（HD）」(二)
18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２


「リムジン対タクシー（HD）」(二)


1700-1730
17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５


「ついに登場！アストンマーティンDB6
（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「伝説のホットハッチ、ルノー5GTターボ


（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「亡き妻へ捧げるフィアット500（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「初代ボンドカー サンビーム・アルパイン


（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「ケータハム・セブンに感謝を込めて


（HD）」(二)


16:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「着陸ミスと事故原因」(二) 1600-1630


1630-1700 1630-1700


15:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「機内炎上（HD）」(二)


15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「００７ボンドカー（HD）」(二) 1500-1530


1530-1600 1530-1600


1600-1630
16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「ロータス・エランの大変身（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「フォード・コルチナの抜け殻（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「愛され続けたMG・ミジェット（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「ポルシェ911、奇跡のレストア（HD）」(二)


1500-1530
15:00 UFO：欧州未解決事件簿「スコッ
トランドの宇宙人（HD）」声：森川智之


(二)


15:00 UFO：欧州未解決事件簿「ムッソ
リーニと宇宙人（HD）」声：森川智之(二)


15:00 UFO：欧州未解決事件簿「ポルト
ガルの宇宙人（HD）」声：森川智之(二)


15:00 UFO：欧州未解決事件簿「冷戦
時代の宇宙人（HD）」声：小清水亜美


(二)


15:00 仰天！海の底まる見え検証 4「ブ
ラックスワン 歴史的財宝を巡る闘い


（HD）」声：上田麗奈(二)


16:00 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)


16:55 どうぶつの先輩「カラカル（HD）」声:神谷浩史


1400-1430


1430-1500 1430-1500


13:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「奇跡の大脱出（HD）」(二) 1300-1330


1330-1400 1330-1400


1400-1430
14:00 古代の秘宝ミステリートップ10「ポン
ペイの秘宝 パート1（HD）」声：竹達彩奈


(二)


14:00 古代の秘宝ミステリートップ10「ポン
ペイの秘宝 パート2（HD）」声：竹達彩奈


(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証 4「ブ
ラックスワン 歴史的財宝を巡る闘い


（HD）」声：上田麗奈(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証 2「巨
大船沈没の謎（HD）」声：細谷佳正(二)


1300-1330
13:00 衝撃の瞬間３「セントヘレンズ山の


猛威」(二)
13:00 衝撃の瞬間３「スーシティー空港へ


の不時着」(二)
13:00 衝撃の瞬間３「TWA800便の事故


原因」(二)
13:00 衝撃の瞬間３「シンガポールのホテ


ル倒壊事故」(二)
13:00 衝撃の瞬間３「バリ島の爆破テロ」


(二)


14:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「謎の白い光（HD）」(二)


13:00 【プライド月間】
 ジェンダー革命（HD）(字)


1200-1230


1230-1300
12:30 アメリカ！社会科ケンガク「空飛ぶ


救助隊（HD）」(字)


12:30 工場ケンガク！～たべものが出来るまで 2「チー
ズたっぷりの朝食パイ（HD）」(二) 1230-1300


11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 5
「いざ旅立ちの時！キンカジューを救え


（HD）」(字)


11:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「極寒からの脱出（HD）」(二) 1100-1130


1130-1200 1130-1200


1200-1230
12:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察 2「コカイン製ベースギター（HD）」(二)


12:00 アメリカ！社会科ケンガク「ニューバ
ランス 990（HD）」(字)


12:00 仰天！海の底まる見え検証 4「ブ
ラックスワン 歴史的財宝を巡る闘い


（HD）」声：上田麗奈(二)


1100-1130
11:00 スゴ腕どうぶつドクター９「お利口な


ミニブタ（HD）」(二)
11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 5「ピ
ンチを救う友!? ミニブタを救え（HD）」(字)


11:00 獣医ミシェルの日常 7「愛犬のキス
（HD）」(字)


11:00 海の奇妙な動物大集合！「進化
が招く珍事件（HD）」声：千葉繁(二)


11:00 南米の奇妙な動物大集合！「生
存戦略の不思議（HD）」声：下野紘(二)


12:00 獣医ミシェルの日常 7「泣かない
で、オオカミ（HD）」(字)


12:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ
ル「離婚夫婦の末路（HD）」(二)


1000-1030


1030-1100 1030-1100


09:00 世界大自然紀行：中央アメリカ「グ
アテマラ 生き物の楽園（HD）」声：恒松あ


ゆみ(二)


09:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 3
「1（HD）」(字) 900-930


930-1000 930-1000


1000-1030
10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「動物の赤


ちゃん大特集！（HD）」(二)
10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「吹雪いて


も積もっても（HD）」(二)
10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「ヤギの


フィービー（HD）」(二)
10:00 シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２


「近隣住民の不安の種（HD）」(字)


900-930
09:00 世界大自然紀行：モンゴル「広大


な草原地帯（HD）」声：潘めぐみ(二)
09:00 世界大自然紀行：モンゴル「雲の


上の王国（HD）」声：潘めぐみ(二)
09:00 世界大自然紀行: ボルネオ「熱帯


雨林の島（HD）」(字)
09:00 世界大自然紀行: ボルネオ「太陽


の帝国（HD）」(字)
09:00 世界大自然紀行: ボルネオ「水辺


の牽制（HD）」(字)


10:00 スゴ腕どうぶつドクター９「満月に導
かれて（HD）」(二)


10:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「体
の秘密（HD）」(二)


800-830


830-900 830-900


07:00 マダガスカルの奇妙な動物大集
合！「密林の覇者たち（HD）」声：羽多


野渉(二)


07:00 ヒトラーを欺いた英国王（HD）(二)
700-730


730-800 730-800


800-830
08:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「マレーシア航空17便 撃墜事


件（HD）」(二)


08:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「スホーイ・スーパージェット100


（HD）」(二)


08:00 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)


08:00 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)


700-730
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)


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)


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)


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)


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 南米の奇妙な動物大集合！「動
物たちの戦場（HD）」声：下野紘(二)


08:00 ヒトラー・ユーゲント：ティーン・キラー
ズ（HD）声：銀河万丈(二)


04:00 ヨーロッパ空中散歩 2「文化と歴史
が交錯する国 トルコ（HD）」(二)


04:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察 2「運び屋は老紳士（HD）」(二) 400-430


430-500 430-500


500-530
05:00 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)


05:00 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)


05:00 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)


05:00 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)


06:00 世界の巨大工場７「ポルシェ911
（HD)」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「日本の名車、ダットサン240Z（HD）」(二) 600-630


630-700 630-700


05:00 ヨーロッパ空中散歩 2「緑豊かな先
進国 フィンランド（HD）」(二)


05:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局２「最前線の国境警備(HD)」(字) 500-530


530-600 530-600


600-630
06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２


「悩めるエスコートRS（HD）」(二)
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400-430
04:00 戦火の記憶「後期（HD）」(二) 04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍「死


の森（HD）」(字)
04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 戦争
への備え 2「ドイツ軍と日本軍の巨大砲


（HD）」(二)


04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 戦争
への備え 2「ヒトラーと4人の側近（HD）」


(二)


19:00 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)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「愛する祖父のVWキャンピングカー（HD）」


(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「ロジャー･ムーアも愛したボルボP1800


（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「幻の美しきACアシーカ（HD）」(二)


08:00 【中国を知る】
中国と海洋文化「#1（HD）」(字)


10:00 サベージ・キングダム 3：戦乱の幕
開け「#5 歩く亡霊（HD）」声：諏訪部順


一(二)


12:00 工場ケンガク！～たべものが出来るまで 2「人
気のジェリービーンズ（HD）」(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証 2「太
平洋戦争 日本軍の快進撃（HD）」声：


細谷佳正(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「日本の名車、ダットサン240Z（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「ヘラルドを一から組み直せ！（HD）」(二)


18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２
「スーパーカー対決（HD）」(二)
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(ET) 月曜日 2022/06/27 火曜日 2022/06/28 水曜日 2022/06/29 木曜日 2022/06/30 金曜日 2022/07/01 土曜日 2022/07/02 日曜日 2022/07/03 (ET)


※最新の番組表はこちら


2500-2530


2530-2600 2530-2600


2700-2730


2730-2800 2730-2800


2700-2730
27:00 海底に沈む第二次世界大戦の真


実（HD）(字)
27:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の


全貌「奇妙な同盟関係（HD）」(二)
27:00 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)


27:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ホロコースト（HD）」(二)


2600-2630


2630-2700 2630-2700


2430-2500


2300-2330


2330-2400 2330-2400


2400-2430
24:00 メーデー！１４：航空機事故の真
実と真相「ナショナル・エアラインズ102便


（HD）」(二)


24:00 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)


24:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 2
「エンジン停止（HD）」(二)


24:00 メーデー！１９：航空機事故の真
実と真相「プロップエア420便（HD）」(二)


2300-2330
23:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・パナ


メーラ（HD）」(二)
23:00 密着！サンパウロ国際空港警察


「コカインの罪（HD）」(二)
23:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「


異常な愛情（HD）」(二)
23:00 スゴ腕どうぶつドクター９「ビッグなネ


コのチャーリー（HD）」(二)


2200-2230


2230-2300 2230-2300


2200-2230
22:00 仰天！海の底まる見え検証 4「ブ


ラックスワン 歴史的財宝を巡る闘い
（HD）」声：上田麗奈(二)


22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世界 4
「8（HD）」声：大塚明夫(二)


22:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 3
「2（HD）」(字)


22:00 【ワイルド ネイチャー】
世界大自然紀行：ニッポン（HD）声：榊


原良子(二)


2400-2430


2130-2200


2000-2030


2030-2100 2030-2100


2100-2130
21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３


「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」(二)
21:00 密着！空港警察：ペルー＆ブラジ


ル「ハネムーン密輸（HD）」(二)
21:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ
ボート：ドラムビート作戦（HD）」(二)


21:00 アジアの奇妙な動物大集合！「ミ
ステリアスな暗殺部隊（HD）」声：小西克


幸(二)


2000-2030


20:00 【時代を駆け抜けた名車SP！ドイツ車&
イギリス車】


カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４「歴史を変え
たBMW2002ターボ（HD）」(二)


20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
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)


20:00 【特集：第二次世界大戦】
第二次世界大戦の潜水艦「Ｕボート：群


狼作戦（HD）」(二)


20:00 【ワイルド ネイチャー：集まれ！へんてこア
ニマルズ】


マダガスカルの奇妙な動物大集合！「不思議だ
らけの森（HD）」声：羽多野渉(二)


1900-1930


1930-2000 1930-2000


1900-1930
19:00 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)
19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 独ソ


戦「クルスク戦車戦（HD）」(二)
19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 独ソ


戦「ドイツ軍の撤退（HD）」(二)


19:55 どうぶつの先輩「ライオン（HD）」声:大塚明夫


2100-2130


1800-1830


1830-1900 1830-1900


1700-1730


1730-1800 1730-1800


1800-1830
18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２


「フランス車対決（HD）」(二)
18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２


「カスタムカー対決（HD）」(二)
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)


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)


1700-1730
17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「名もなき英雄 オースチン10・ユーティリ


ティトラック（HD）」(二)


17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」(二)


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)


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)


1600-1630


1630-1700 1630-1700


1500-1530


1530-1600 1530-1600


1600-1630
16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「母の形見のランドローバー（HD）」(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「運に見放されたダイムラー・ダート（HD）」


(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「息子に贈るモーリス・トラベラー（HD）」


(二)


16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「デンマークのボルボ・アマゾン（HD）」(二)


1500-1530
15:00 UFO：欧州未解決事件簿「イタリ
アの宇宙人（HD）」声：小清水亜美(二)


15:00 UFO：欧州未解決事件簿「宇宙
人と消えた操縦士（HD）」声：小清水亜


美(二)


15:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人（HD）
(二)


15:00 UFOと宇宙人：エリア51機密解除
（HD）声：若本規夫(二)


1400-1430


1430-1500 1430-1500


1300-1330


1330-1400 1330-1400


1400-1430
14:00 古代の秘宝ミステリートップ10「古
代エジプトのミイラ パート1（HD）」声：竹


達彩奈(二)


14:00 古代の秘宝ミステリートップ10「古
代エジプトのミイラ パート2（HD）」声：竹


達彩奈(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証 4「ア
メリカ大陸 最古の人々（HD）」声：上田


麗奈(二)


14:00 仰天！海の底まる見え検証 2
「ローマ帝国と海の支配（HD）」声：細谷


佳正(二)


1300-1330
13:00 衝撃の瞬間３「パリの列車事故」


(二)
13:00 衝撃の瞬間３「プエルトリコのガス


爆発（HD）」(二)
13:00 衝撃の瞬間３「ヒンデンブルグ号の


火災」(二)
13:00 衝撃の瞬間２「コンコルド墜落事


故」(二)


1200-1230


1230-1300
12:30 アメリカ！社会科ケンガク「ウイス


キー（HD）」(字) 1230-1300


1200-1230
12:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察 2 「排せつ物に隠されたブツ（HD）」


(二)


12:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 3
「1（HD）」(字)


12:00 アメリカ！社会科ケンガク「消防車
（HD）」(字)


12:00 仰天！海の底まる見え検証 4「ア
メリカ大陸 最古の人々（HD）」声：上田


麗奈(二)


1100-1130


1130-1200 1130-1200


1000-1030


1030-1100 1030-1100


1100-1130
11:00 スゴ腕どうぶつドクター９「満月に導


かれて（HD）」(二)
11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 5
「いざ旅立ちの時！キンカジューを救え


（HD）」(字)


11:00 獣医ミシェルの日常 7「泣かない
で、オオカミ（HD）」(字)


11:00 マダガスカルの奇妙な動物大集
合！「密林の覇者たち（HD）」声：羽多


野渉(二)


1000-1030
10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「対決！人


間vs馬（HD）」(二)
10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「冬将軍到


来！（HD）」(二)
10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「グレート・


デーンを救え（HD）」(二)
10:00 シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２


「2度の襲撃（HD）」(字)


900-930


930-1000 930-1000


800-830


830-900 830-900


900-930
09:00 世界大自然紀行：イエローストーン
「凍った大地（HD）」声：てらそままさき(二)


09:00 世界大自然紀行：イエローストーン
「恵みと試練の季節（HD）」声：てらそまま


さき(二)


09:00 世界大自然紀行：ハワイ「炎の島
（HD）」声：板倉光隆(二)


09:00 世界大自然紀行：ハワイ「波の下
の世界（HD）」声：板倉光隆(二)


800-830
08:00 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)


08:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「名古屋空港の悲劇（HD）」


(二)


08:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「コンチネンタル航空1713便


（HD）」(二)


08:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「ノースウエスト・エアリンク5719


便（HD）」(二)


700-730


730-800 730-800


600-630


630-700 630-700


700-730
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)


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)


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)


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)


600-630
06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「返り咲くフォード・ゾディアック（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「サンタが贈るレンジローバー（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「復活のロードスター（HD）」(二)


06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「歌声を失ったシンガー･ルマン（HD）」(二)


500-530


530-600 530-600


400-430


430-500 430-500


500-530
05:00 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)


05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「コスワースの危機（HD）」(二)


05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「ビートル・マニア（HD）」(二)


05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「フェニックス・ジープ（HD）」(二)


NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 6月


400-430
04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 3


「1（HD）」(字)
04:00 ヒトラー・ユーゲント：ティーン・キラー


ズ（HD）声：銀河万丈(二)
04:00 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)
04:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の


全貌「嫉妬と確執（HD）」(二)


19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 総集
編「ヒトラーの隠れ家（HD）」(字)


2130-2200


2430-2500


2600-2630
26:00 衝撃の瞬間５「アルプスでの衝突


(HD)」(二)
26:00 衝撃の瞬間５「パディントン駅の列


車事故(HD)」(二)
26:00 衝撃の瞬間５「上空での大惨事


(HD)」(二)
26:00 衝撃の瞬間５「ボパールの化学工


場事故(HD)」(二)


2500-2530
25:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「USエアー1016便（HD）」(二)


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)


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)


25:00 メーデー！８：航空機事故の真実
と真相「クロス航空3597便(HD)」(二)



https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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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
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ＪＬＣ６８０　６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








時 分 時 分


★ 字 Shimura X 天国 114 ★ 字 Shimura X 天国 115 ★ 字 Shimura X 天国 116 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３８ 10


★ ＨＤ 字 警察医・花井吾朗の殺人カルテ　 《イ申テレビリクエストセレクション》
神戸～江戸川殺人水路 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン５ 4


★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 29 出演：水谷豊
★ 字 ドリフ大爆笑 144 ★ 字 ドリフ大爆笑 145 セレクト放送 ★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃2　（7：00-7：10）


★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 30


セレクト放送
★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 31


セレクト放送 （6：00-7：55） ★ ＨＤ 字 警視庁心理捜査官　明日香
★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 32 出演：泉ピン子


セレクト放送
情報番組 情報番組


※来週時間変更、3話連続
【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 法廷サスペンスＳＰ3　量刑


出演：高橋英樹


★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼５　 ★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼６　 ★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼７　 （7：10-9：05）
出演：髙嶋政宏 出演：髙嶋政宏 出演：髙嶋政宏


（7：55-9：50） ★ ＨＤ 字 トカゲの女　警視庁特殊犯罪バイク班
出演：黒谷友香


★ ＨＤ 字 法廷サスペンス ＳＰ4 　二重裁判
出演：蓮佛美沙子


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】 【金曜サスペンス劇場】


★ 字 タクシードライバーの推理日誌１ ★ 字 タクシードライバーの推理日誌２ （9：50-11：45） ★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 1


★ ＨＤ 字 あんみつ検事の捜査ファイル　 ＜今月の気になるあの俳優＞
女検事の涙は乾く ★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 2


出演：片平なぎさ　石塚英彦


★ ＨＤ 字 ３５歳の高校生 1 （10：55-12：35）
（11：00-12：55）


【金曜サスペンス劇場】 ★ ＨＤ 字 ３５歳の高校生 2


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】
★ ＨＤ 字 ３５歳の高校生 3 ★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 3


★ ＨＤ 字 示談交渉人　甚内たま子裏ファイル６ ★ ＨＤ 字 森村誠一サスペンス　警視庁捜査一課殺人班　 ★ ＨＤ 字 あんみつ検事の捜査ファイル２　 ★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 4


刑事の証明 白骨夫人の遺言書
出演：村上弘明 出演：片平なぎさ　石塚英彦


（12：35-14：15）


（11：45-14：30）
＜今月の気になるあの俳優＞


（12：55-14：50）
【金曜サスペンス劇場】


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 ★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 5


★ ＨＤ 字 ３５歳の高校生 4


★ ＨＤ 字 駐在刑事３ ★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 6


★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六１ ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六２ 出演：寺島進 ★ ＨＤ 字 ３５歳の高校生 5


出演：橋爪功 出演：橋爪功 ★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 7


★ ＨＤ 字 ３５歳の高校生 6  


★ ＨＤ 字 アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～（終） 8


（14：50-16：40）
【金曜サスペンス劇場】


（14：30-17：05）
情報番組 ＜今月の気になるあの俳優＞


★ ＨＤ 字 駐在刑事４ （14：15-17：30）
★ ＨＤ 字 山村美紗サスペンス名探偵キャサリン13 出演：寺島進 ＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞


「京都・宇治川殺人事件」


出演：かたせ梨乃 ★ ＨＤ 字 ３５歳の高校生 7


★ 字 パートタイマー刑事・月形兄妹の事件簿１
みちのく殺意の帰郷 ★ ＨＤ 字 ３５歳の高校生 8


出演：中村梅雀　紺野美沙子 （16：40-18：30） ★ ＨＤ 予告犯
★ ＨＤ 字 ３５歳の高校生 9


情報番組


★ ＨＤ 字 捜査検事 近松茂道１（グズ茂検事の犯罪捜査） 字 ドリフ大爆笑 145 （17：05-19：40） （17：30-19：40）
★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３８ 10 ＜今月の気になるあの俳優＞ ＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞


《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５ 4


＜10周年記念【緊急検証！傑作選】＞ ★ ＨＤ 字 ３５歳の高校生 10


（19：00-20：55） ★ ＨＤ 志村笑！ 7 ★ ＨＤ 連続ドラマW　予告犯 -THE　PAIN- 1


★ ＨＤ 字 ３５歳の高校生（終） 11


★ ＨＤ 緊急検証！恐家vs怪村～闘凶2020～ ＜いざ埋蔵金発掘へ！「消えた戦国の城」第3弾 CS初放送！＞ ★ ＨＤ 連続ドラマW　予告犯 -THE　PAIN- 2


★ ＨＤ 志村劇場 28


★ ＨＤ 志村劇場 29 ★ ＨＤ 連続ドラマW　予告犯 -THE　PAIN- 3


★ ＨＤ 消えた戦国の城　地下14メートルの指紋
（20：55-21：55） ★ ＨＤ 連続ドラマW　予告犯 -THE　PAIN- 4


★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃11　（21：55-22：00）
（20：30-22：05） （19：40-22：15） ★ ＨＤ 連続ドラマW　予告犯 -THE　PAIN-（終） 5


★ 銀河英雄伝説 外伝（ＢＤ版） 7


「螺旋迷宮」 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ４５
★ 銀河英雄伝説 外伝（ＢＤ版） 8 ★ ＨＤ 字 警部補　鳴沢了　破弾


「螺旋迷宮」 出演：渡瀬恒彦
★ 銀河英雄伝説 外伝（ＢＤ版） 9


「螺旋迷宮」 （22：00-23：20）
★ 銀河英雄伝説 外伝（ＢＤ版） 10 ★ ＨＤ 連続ドラマW　盗まれた顔　～ミアタリ捜査班～ 1


「螺旋迷宮」 
★ ＨＤ 連続ドラマW　盗まれた顔　～ミアタリ捜査班～ 2


（22：05-0：00） ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８９
★ ＨＤ 連続ドラマW　盗まれた顔　～ミアタリ捜査班～ 3 （19：40-0：15）


★ ＨＤ 連続ドラマW　盗まれた顔　～ミアタリ捜査班～ 4


★ 字 ドリフ大爆笑 57 （23：20-0：45）
★ ＨＤ 連続ドラマW　盗まれた顔　～ミアタリ捜査班～（終） 5


★ ＨＤ 字 絶対零度～未解決事件特命捜査～SP ★ ＨＤ 声優のホンネ　シーズン2 
＜第1回：田中真弓×山口勝平＞


★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ６３


＜いざ埋蔵金発掘へ！「消えた戦国の城」第3弾 CS初放送！＞


★ ＨＤ 消えた戦国の城　白川郷の埋蔵金を追え！
＜いざ埋蔵金発掘へ！「消えた戦国の城」第3弾 CS初放送！＞ （0：45-2：15）


（0：15-2：20）
★ ＨＤ 消えた戦国の城 弐ノ巻　


～黄金伝説 白川郷の秘めごと～ ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 136 （22：15-2：45）


★ 字 Shimura XＹZ　セレクト放送 20 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 137 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 140


★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 138 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 141


《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 142


★ ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン５ 3 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 144 （2：15-3：25） ★ ＨＤ 字 ソロ活女子のススメ 1


★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 145


★ ＨＤ Mr.都市伝説 関暁夫のゾクッとする怪感話（＃1-9） 6 ★ ＨＤ 字 ソロ活女子のススメ 2 （2：20-3：45）


（3：00-3：50） ★ ＨＤ スヌ子のぶらり酔いどれ飯　＃7


★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 18 （3：25-4：00） ★ ＨＤ 字 ソロ活女子のススメ 3 （3：45-4：00）


★ ＨＤ 字 ソロ活女子のススメ 4


★ ＨＤ 字 18倫


 [R-15相当] ★ ＨＤ 字 ソロ活女子のススメ 5


（3：30-4：55） 85 ★ ＨＤ AD-LIVE 2020 ★ ＨＤ 字 江戸川乱歩シリーズ　妖精の美女
★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃23・24 ［9.12夜公演］高木渉×鈴村健一 ★ ＨＤ 字 ソロ活女子のススメ 6


（4：55-5：10） （3：50-5：10）
＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞ ＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞


（2：45-5：30）
★ ＨＤ 字 （新）怨み屋本舗 1 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 2


★ 字 Shimura XＹZ　セレクト放送 21


（5：10-6：00） （5：10-6：00）


※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　２０２２年６月番組表 ［１]


★・・・初回放送　


6/1（水） 6/2（木） 6/3（金） 6/4（土） 6/5（日）







時 分 時 分


★ 字 Shimura X 天国 117 ★ 字 Shimura X 天国 118 ★ 字 Shimura X 天国 119 ★ 字 Shimura X 天国 120 ★ 字 Shimura X 天国（終） 121 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１２ 9


（6：00-6：45） ★ ＨＤ 字 ヤメ刑探偵　加賀美塔子　ＦＩＬＥ：０１　 《ネ申テレビリクエストセレクション》
復讐の歯車 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３２ 3


出演：片平なぎさ
★ 字 ドリフ大爆笑 146 ★ 字 ドリフ大爆笑 147 ★ 字 ドリフ大爆笑 148 ★ 字 ドリフ大爆笑 149 ★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 33 ★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃3　（7：00-7：10）


セレクト放送
★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 34


セレクト放送
★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 35 （6：00-7：55） ★ ＨＤ 字 警視庁心理捜査官　明日香２


セレクト放送 出演：泉ピン子


情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 ※来週より日時変更 （6：45-8：20）
★ ＨＤ 超ゼンマイロボ パトラッシュ　＃11・12　（8：20-8：30）


【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 【おはようサスペンス劇場】 ★ ＨＤ 字 ヤメ刑探偵　加賀美塔子　ＦＩＬＥ：０２　
ミイラは巡る
出演：片平なぎさ


★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼８　 ★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼９　 ★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼１０　 ★ ＨＤ 字 北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼１１　 ★ ＨＤ 字 漬けモノ学者・竹之内春彦　京都殺人１００選 （7：10-9：05）
出演：髙嶋政宏 出演：髙嶋政宏 出演：髙嶋政宏 出演：髙嶋政宏 出演：中村雅俊


（7：55-9：50） ★ ＨＤ 字 トカゲの女２　警視庁特殊犯罪バイク班
出演：黒谷友香


★ ＨＤ 字 ヤメ刑探偵　加賀美塔子　ＦＩＬＥ：０３　
歪んだ動機


情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 出演：片平なぎさ （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 タクシードライバーの推理日誌３ ★ 字 タクシードライバーの推理日誌４ ★ 字 タクシードライバーの推理日誌５ ★ 字 タクシードライバーの推理日誌６ （9：50-11：45）
★ ＨＤ 字 ＳＲＯ～警視庁広域捜査専任特別調査室～ ＜今月の気になるあの俳優＞ ★ ＨＤ 大奥～第一章～ 1


出演：木村佳乃
★ ＨＤ 大奥～第一章～ 2


★ ＨＤ 大奥～第一章～ 3


★ ＨＤ 私たちはどうかしている 1


（11：00-12：55） ★ ＨＤ 大奥～第一章～ 4


【金曜サスペンス劇場】 ★ ＨＤ 私たちはどうかしている 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 私たちはどうかしている 3


★ ＨＤ 字 森村誠一サスペンス　刑事の証明２ ★ ＨＤ 字 森村誠一サスペンス　刑事の証明３ ★ ＨＤ 字 森村誠一サスペンス　刑事の証明４ ★ ＨＤ 字 森村誠一サスペンス　刑事の証明５ ★ ＨＤ 字 犯罪科学分析室　電子の標的 ★ ＨＤ 私たちはどうかしている 4


－大都会の死角－ 出演：村上弘明 出演：村上弘明 出演：村上弘明 出演：伊原剛志
出演：村上弘明


（10：55-14：30）


（12：55-14：50）
【金曜サスペンス劇場】


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】


★ ＨＤ 字 犯罪科学分析室　電子の標的２ （11：45-15：30） ★ ＨＤ 大奥～第一章～ 5


★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六３ ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六４ ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六５ ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六６ 出演：伊原剛志 ＜今月の気になるあの俳優＞
出演：橋爪功 出演：橋爪功 ★ ＨＤ 大奥～第一章～ 6


★ ＨＤ 大奥～第一章～ 7


★ ＨＤ 大奥～第一章～ 8


（14：50-16：40） ★ ＨＤ 私たちはどうかしている 5


【金曜サスペンス劇場】
★ ＨＤ 私たちはどうかしている 6


情報番組 ★ ＨＤ 私たちはどうかしている 7


★ ＨＤ 字 犯罪科学分析室　電子の標的３
★ ＨＤ 字 山村美紗サスペンス名探偵キャサリン14 ★ 字 カードGメン　小早川茜　「借金地獄」 ★ 字 カードGメン　小早川茜２　「消せない過去」 出演：伊原剛志 ★ ＨＤ 私たちはどうかしている（終） 8


「旅芸人一座殺人事件」 出演：片平なぎさ 出演：片平なぎさ （14：30-17：55）


出演：かたせ梨乃


★ 字 パートタイマー刑事・月形兄妹の事件簿２
誰が天使を殺したか？
出演：中村梅雀　紺野美沙子 （16：40-18：30）


情報番組 ★ ＨＤ 大奥～第一章～ 9


★ ＨＤ 大奥～第一章～ 10


★ ＨＤ 大奥～第一章～（終） 11


★ ＨＤ 字 捜査検事 近松茂道２ ★ ＨＤ 字 捜査検事 近松茂道３ ★ ＨＤ 字 捜査検事 近松茂道４ 字 ドリフ大爆笑 146


（検事 近松茂道-古都金沢～能登殺人情話-） ★ ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１２ 9


《ネ申テレビリクエストセレクション》 （15：30-20：05）
★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３２ 3


＜10周年記念【緊急検証！傑作選】＞ ★ ＨＤ 字 おいしい給食 1 （17：55-20：40）


（19：00-20：55） （19：00-20：55） （19：00-20：55） ★ ＨＤ 志村笑！ 8


★ ＨＤ 緊急検証！憑き物探訪 ★ ＨＤ 字 おいしい給食 2


～日本列島憑き物MAP～
★ ＨＤ 志村劇場 30 ★ ＨＤ 志村劇場 32 ★ ＨＤ 志村劇場 34 ★ ＨＤ 字 おいしい給食 3


★ ＨＤ 志村劇場 31 ★ ＨＤ 志村劇場 33 ★ ＨＤ 志村劇場 35 ★ ＨＤ オーイシ×仲村の想い出アニソン同好会　 ★ ＨＤ 大奥～第一章～スペシャル
（20：30-21：40） 第19回＜ゲスト：寺島拓篤＞ ★ ＨＤ 字 おいしい給食 4


（20：55-21：55） （20：55-21：55） （20：55-21：55） ★ ＨＤ 平成最後の 行け！あひるお姉さん　＃1-3（終）
★ ＨＤ 行け！あひるお姉さん　＃12（終）　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃1　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃2　（21：55-22：00）  （21：40-22：00） ★ ＨＤ 字 おいしい給食 5


（20：05-22：25）
★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅢ ＨＤリマスター版 59 ★ 銀河英雄伝説 外伝（ＢＤ版） 11 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ５４


★ ＨＤ 字 （新）家政婦のミタ 1 「螺旋迷宮」 ★ ＨＤ 字 仮釈放の条件　出口の裁判官　岬真斗香
★ 銀河英雄伝説 外伝（ＢＤ版） 12 出演：伊藤蘭 （20：40-22：55）


★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 2 「螺旋迷宮」 ★ ＨＤ 字 おいしい給食 6 ＜人気声優が語る！激辛グルメ・プロ野球・宝塚　
★ 銀河英雄伝説 外伝（ＢＤ版） 13 （22：00-23：10） 「声優だって好きなんだ！」TV初放送＞


「螺旋迷宮」 ★ ＨＤ 字 おいしい給食 7


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅢ ＨＤリマスター版 60 ★ 銀河英雄伝説 外伝（ＢＤ版） 14 ★ ＨＤ 声優だって好きなんだ！　激辛声優編
「螺旋迷宮」 （終） ★ ＨＤ 字 おいしい給食 8


（22：00-23：55） （22：00-23：50） ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ６１ （22：55-23：50）
★ ＨＤ 超ゼンマイロボ パトラッシュ　＃10　（23：55-0：00） ★ ＨＤ 字 スヌ子のへべれけレシピ　＃13　（23：50-0：00） ★ ＨＤ 字 おいしい給食 9


★ ＨＤ 字 おいしい給食（終） 10


★ 字 ドリフ大爆笑 58 ★ 字 ドリフ大爆笑 59 ★ 字 ドリフ大爆笑 60 （23：10-0：45） （22：25-0：45） ★ ＨＤ 声優のホンネ　シーズン2 
★ ＨＤ 字 （新）絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 1 ＜第2回：大塚明夫×山寺宏一＞


★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 2


★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ７５
★ ＨＤ 字 劇場版 おいしい給食　Final Battle


（23：50-1：50）
★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 1 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 4 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 7


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 2 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 5 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 8 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 10 （0：45-2：25）
★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１ 1


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 3 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 6 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 9 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 11 （0：45-2：35）


★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 129 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１ 2


※明日時間変更、2話連続 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 130


《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 131 ★ ＨＤ 字 ソロ活女子のススメ 7 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１ 3


★ 字 Shimura XＹZ　セレクト放送 22 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３８ 10 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン５ 4 情報番組


★ ＨＤ 字 ソロ活女子のススメ 8 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１ 4


★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃31　（3：30-3：40） （2：25-3：45）


★ ＨＤ 字 ソロ活女子のススメ 9 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１ 5


★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 19 ★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 20 ★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 21 ★ ＨＤ Mr.都市伝説 関暁夫のゾクッとする怪感話（＃1-9） 7


★ ＨＤ 字 ソロ活女子のススメ 10 （1：50-4：15）
★ ＨＤ 字 18倫 アイドルを探せ！ （3：45-4：20） ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃32　（4：15-4：25）


 [R-15相当] ★ ＨＤ 字 ソロ活女子のススメ 11


（3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55） ★ ＨＤ 字 ソロ活女子のススメ（終） 12


★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃25・26 ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃27・28 ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃29・30 ★ ＨＤ AD-LIVE 2020 ★ ＨＤ 字 江戸川乱歩シリーズ　宝石の美女
（4：55-5：10） （4：55-5：10） （4：55-5：10） （3：40-5：10） ［9.13昼公演］小野賢章×木村良平


＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞ ＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞ ＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞ ＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞ （2：35-5：20）


★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 3 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 4 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 5 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 6 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 148


★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 149


（5：10-6：00） （5：10-6：00） （5：10-6：00） （5：10-6：00） （4：20-6：00） （5：20-6：00） （4：25-6：00）


※都合により放送内容が変更されることがあります。
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ファミリー劇場　２０２２年６月番組表 ［２]


★・・・初回放送　


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







時 分 時 分


★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 36 ★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 37 ★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 38 ★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 39 ★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 40 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１２ 10


セレクト放送 セレクト放送 セレクト放送 セレクト放送 セレクト放送
★ 字 警察庁 特別広域捜査官　宮之原警部シリーズ　 《ネ申テレビリクエストセレクション》


丹後浦島伝説殺人事件 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３２ 4


★ ＨＤ 仮面ライダーフォーゼ　 出演：村上弘明
★ 字 ドリフ大爆笑 150 ★ 字 ドリフ大爆笑 151 ★ 字 ドリフ大爆笑 152 ★ 字 ドリフ大爆笑 153 ファイナルエピソード　ディレクターズカット版 ★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃4　（7：00-7：10）


（6：30-7：35）
（6：00-7：55） ★ ＨＤ 字 警視庁心理捜査官　明日香３


出演：泉ピン子
★ 志村屋です。　セレクト放送 24


情報番組 情報番組 情報番組 情報番組
（7：35-8：30）


【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 警察庁 特別広域捜査官　宮之原警部シリーズ２　
菜の花幻想殺人事件
出演：村上弘明


★ 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 ★ ＨＤ 字 古都旅情サスペンス　かぐや姫伝説殺人事件 ★ ＨＤ 字 団地奥様パック旅行事件簿２ （7：10-9：05）
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 （団地奥様パック旅行事件簿１） ～草津・榛名・伊香保混浴温泉　殺意の連鎖～


出演：岡江久美子 出演：岡江久美子


（7：55-9：50） ★ ＨＤ 字 トカゲの女３　警視庁特殊犯罪バイク班
出演：黒谷友香


★ ＨＤ 字 警視庁再犯防止課　真崎英嗣
～ある少年との5日間の危険な約束～


情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 出演：谷原章介 （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 タクシードライバーの推理日誌７ ★ 字 タクシードライバーの推理日誌８ ★ 字 タクシードライバーの推理日誌９ ★ 字 タクシードライバーの推理日誌１０ ★ ＨＤ 字 旅情サスペンス　釧路湿原殺人事件 （9：50-11：45）
（内田康夫サスペンス） ＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞ ★ ＨＤ 大奥～華の乱～ 1


出演：橋爪功　いしだあゆみ ＜今月の気になるあの俳優＞
★ ＨＤ 大奥～華の乱～ 2


★ ＨＤ 大奥～華の乱～ 3


★ ＨＤ タリオ　復讐代行の２人 1


（11：00-12：50）
【金曜サスペンス劇場】 ★ ＨＤ タリオ　復讐代行の２人 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 タリオ　復讐代行の２人 3


★ ＨＤ 字 内田康夫サスペンス「湯布院殺人事件」
★ ＨＤ 字 森村誠一サスペンス　刑事の証明６ ★ ＨＤ 字 森村誠一サスペンス　刑事の証明７ ★ ＨＤ 字 森村誠一サスペンス　刑事の証明８ ★ ＨＤ 字 森村誠一サスペンス　刑事の証明９ 出演：橋爪功　いしだあゆみ （10：55-13：40）


出演：村上弘明 出演：村上弘明 出演：村上弘明 出演：村上弘明


（11：45-14：10）
＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞


＜今月の気になるあの俳優＞
（12：50-14：40） ★ ＨＤ 大奥～華の乱～ 4


【金曜サスペンス劇場】
★ ＨＤ 大奥～華の乱～ 5


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 ★ ＨＤ タリオ　復讐代行の２人 4


★ ＨＤ 字 内田康夫サスペンス和泉教授夫妻シリーズ３ ★ ＨＤ 大奥～華の乱～ 6


夏泊殺人岬 ★ ＨＤ タリオ　復讐代行の２人 5


★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六７ ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六８ ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六９ ★ ＨＤ 字 天才刑事・野呂盆六ファイナル 出演：橋爪功　いしだあゆみ ★ ＨＤ 大奥～華の乱～ 7


★ ＨＤ タリオ　復讐代行の２人 6


★ ＨＤ タリオ　復讐代行の２人（終） 7


（14：40-16：30）
【金曜サスペンス劇場】


（13：40-17：05）
情報番組 ★ ＨＤ 字 今野敏サスペンス「確証～警視庁捜査三課」 （14：10-17：25）


出演：吉田栄作
★ 字 カードGメン　小早川茜３　「甘い罠」 ★ 字 カードGメン　小早川茜４　 ★ 字 カードGメン　小早川茜５　「黒いデータ」


出演：片平なぎさ 「調査員は二度だまされる」 出演：片平なぎさ


出演：片平なぎさ ★ ＨＤ 大奥～華の乱～ 8


★ ＨＤ 字 夏樹静子サスペンス　跳びおりる ★ 字 ドリフ大爆笑特別総集編　＃194（95.12.19）
出演：若村麻由美 ★ ＨＤ 大奥～華の乱～ 9


★ ＨＤ 大奥～華の乱～（終） 10


情報番組


（17：25-19：15）


★ ＨＤ 字 捜査検事 近松茂道５ ★ ＨＤ 字 捜査検事 近松茂道６　 ★ ＨＤ 字 捜査検事 近松茂道７ 字 ドリフ大爆笑 147


出演：高橋英樹 出演：高橋英樹 ★ ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１２ 10 （17：05-19：50）
ＨＤ 字 劇場版 おいしい給食　Final Battle


《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３２ 4


＜10周年記念【緊急検証！傑作選】＞


（19：00-20：55） （19：00-20：55） （19：00-20：55） ★ ＨＤ 志村笑！ 9 ★ ＨＤ 大奥～華の乱～スペシャル


★ ＨＤ 緊急検証！憑き物探訪 メイキング
（20：30-21：10） （19：15-21：05）


★ ＨＤ 志村劇場 36 ★ ＨＤ 志村劇場 38 ★ ＨＤ 志村劇場 40 ★ ＨＤ オーイシ×仲村の想い出アニソン同好会　
★ ＨＤ 志村劇場 37 ★ ＨＤ 志村劇場 39 ★ ＨＤ 志村劇場 41 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 41 第12回＜ゲスト：内田彩＞ ★ ＨＤ おいしい給食 season2　スペシャルナビ


★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 52 （21：05-21：40）
（20：55-21：55） （20：55-21：55） （20：55-21：55） （21：00-21：55）


★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃3　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃4　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃5　（21：55-22：00）  （21：10-22：00） ★ ＨＤ 超ゼンマイロボ パトラッシュ　＃13（終）　（21：55-22：00）  


（19：50-22：05）
★ ＨＤ 字 おいしい給食 season2 1


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅢ ＨＤリマスター版 61


★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 3 ★ ＨＤ 実相寺昭雄監督作品ウルトラマン ★ ＨＤ 字 最強の法廷　裁判官桜子と10人の評決 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ６５ ★ ＨＤ 字 おいしい給食 season2 2


出演：財前直見 ★ ＨＤ 大奥スペシャル～もうひとつの物語～
★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 4 ★ ＨＤ 字 おいしい給食 season2 3


★ ＨＤ 字 おいしい給食 season2 4


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅢ ＨＤリマスター版 62


（22：00-23：45） （22：00-23：40） ★ ＨＤ 字 おいしい給食 season2 5


★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃35・36 （22：00-23：55） （22：00-23：50） （22：05-23：55）
（23：45-0：00） ★ ＨＤ 字 スヌ子のへべれけレシピ　＃14　（23：50-0：00） （21：40-0：00） ＜人気声優が語る！激辛グルメ・プロ野球・宝塚　


★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ５２ 「声優だって好きなんだ！」TV初放送＞


★ 字 Shimura XＹZ　セレクト放送 24


★ 字 Shimura XＹZ　セレクト放送（終） 25 ★ ＨＤ 字 おいしい給食 season2 6 ★ ＨＤ 声優だって好きなんだ！　プロ野球声優編
★ 字 ドリフ大爆笑 61 ★ 字 ドリフ大爆笑 62


★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 3 （23：40-0：55） ★ ＨＤ 字 おいしい給食 season2 7 （23：55-0：50）
（23：55-1：00）


★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 4 ★ ＨＤ 字 おいしい給食 season2 8


※明日休止 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ８７ ★ ＨＤ 字 おいしい給食 season2 9 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１ 6


（0：00-1：45） ★ ＨＤ 字 おいしい給食 season2（終） 10 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１ 7


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 12 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 15


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 18 （0：55-2：10） ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１ 8


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 13 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 16 （0：00-2：20）
★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 19 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１ 9


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 14 ★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 17 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 168


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 20 ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 169 ★ ＨＤ 新解釈・日本史 1 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１ 10


※明日休止、明後日時間変更


※来週月曜4話連続 （1：45-3：15） ★ ＨＤ 新解釈・日本史 2 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１ 11


★ 字 Shimura XＹZ　セレクト放送 23 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１２ 9 （2：10-3：25）


情報番組 ★ ＨＤ 新解釈・日本史 3


（3：15-3：45） ★ ＨＤ Mr.都市伝説 関暁夫のゾクッとする怪感話（＃1-9） 8 （0：50-3：45）


★ ＨＤ 新解釈・日本史 4 ★ ＨＤ スヌ子のぶらり酔いどれ飯　＃8


★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 22 ★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 23 （3：25-4：00） （3：45-4：00）
★ ＨＤ すんドめ ★ ＨＤ 新解釈・日本史 5


 [R-15相当]


（2：20-4：40）
（3：30-4：55） ※明日休止 （3：30-4：55） ★ ＨＤ AD-LIVE 2020 ★ ＨＤ 字 江戸川乱歩シリーズ　悪魔のような美女


★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃33・34 ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃37・38 ［10.24昼公演］木村昴×仲村宗悟
（4：55-5：10） （4：55-5：10） （3：45-5：10） ★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 170


＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞ ＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞ ＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞


★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 7 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 8 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 9 （4：40-5：45）
★ ＨＤ 字 スヌ子のへべれけレシピ　＃15


（5：10-6：00） ※明日休止 （5：10-6：00） （5：10-6：00） （5：45-6：00）
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※都合により放送内容が変更されることがあります。
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ファミリー劇場　２０２２年６月番組表 ［３]


★・・・初回放送　


6/13（月） 6/14（火） 6/15（水） 6/16（木） 6/17（金） 6/18（土） 6/19（日）







時 分 時 分


★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 41 ★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 42 ★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 43 ★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 44 ★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 45 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３８ 11


セレクト放送 セレクト放送 セレクト放送 セレクト放送 セレクト放送
＜さあ、ショータイムだ！「仮面ライダーウィザード」レギュラー放送開始！＞ ★ 字 ムコ入り刑事　高山家・明の事件ファイル 《イ申テレビリクエストセレクション》


出演：坂口憲二 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン５ 8


★ ＨＤ （新）仮面ライダーウィザード 1


★ 字 ドリフ大爆笑 154 ★ 字 ドリフ大爆笑 155 ★ 字 ドリフ大爆笑 156 ★ 字 ドリフ大爆笑 158 ★ ＨＤ 仮面ライダーウィザード 2 ★ ＨＤ 字 音 忍者玉丸　東海道五十三次　＃5　（7：00-7：10）


★ 志村塾　セレクト放送 1 （6：00-7：55） ★ ＨＤ 字 警視庁心理捜査官　明日香４
※＃157は休止 出演：泉ピン子


情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組


【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 ムコ入り刑事２～高山家・明の事件ファイル
出演：坂口憲二


★ ＨＤ 字 港町人情ナース ★ ＨＤ 字 港町人情ナース２ ★ ＨＤ 字 港町人情ナース３ ★ ＨＤ 字 森村誠一サスペンス　捜査線上のアリア ★ ＨＤ 字 内田康夫サスペンス　愛するあまり （7：10-9：05）
出演：泉ピン子 出演：泉ピン子 出演：泉ピン子 出演：加藤剛 ～樹海の失踪殺人事件～


（7：55-9：50） ★ ＨＤ 字 警視庁心理捜査官　明日香５
出演：泉ピン子


★ ＨＤ 字 銀座高級クラブママ vs 熱海老舗旅館女将
出演：名取裕子


情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組
（9：05-11：00）


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【金曜サスペンス劇場】


★ 字 タクシードライバーの推理日誌１１ ★ 字 タクシードライバーの推理日誌１２ ★ 字 タクシードライバーの推理日誌１３ ★ 字 タクシードライバーの推理日誌１４ （9：50-11：40）
★ ＨＤ 字 ヘルパー春子の潜入記　 ＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞ ★ 大奥 1


何が母をそうさせた！？
出演：泉ピン子 ★ 大奥 2


★ 大奥 3


（11：00-12：55） ★ ＨＤ 竜の道　二つの顔の復讐者 1 ★ 大奥 4


【金曜サスペンス劇場】
【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 ★ ＨＤ 竜の道　二つの顔の復讐者 2


★ ＨＤ 竜の道　二つの顔の復讐者 3


★ ＨＤ 字 捜査一課　見当たり班　鷹子の眼 ★ ＨＤ 字 神楽坂署・生活安全課  ★ ＨＤ 字 神楽坂署 生活安全課２   ★ ＨＤ 字 神楽坂署 生活安全課３ ★ ＨＤ 字 家政婦　春子～他人の不幸は蜜の味～
出演：泉ピン子 ★ ＨＤ 竜の道　二つの顔の復讐者 4


（12：55-14：50）
【金曜サスペンス劇場】


【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】 【おひるのサスペンス劇場】
★ 大奥 5


★ ＨＤ 字 刑事長
★ ＨＤ 字 ヤメ検の女 ★ ＨＤ 字 ヤメ検の女２ ★ ＨＤ 字 ヤメ検の女３ ★ ＨＤ 字 ヤメ検の女４ 出演：中村雅俊 ★ 大奥 6


★ 大奥 7


（11：40-16：05）
＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞ ★ 大奥 8


（14：50-16：40）
【金曜サスペンス劇場】


情報番組 ★ ＨＤ 竜の道　二つの顔の復讐者 5


★ ＨＤ 字 刑事長２
★ ＨＤ 字 カードGメン　小早川茜６　「特命」 ★ ＨＤ 字 カードGメン　小早川茜７　「愚か者の涙」 ★ ＨＤ 字 カードGメン　小早川茜８　「同姓同名の女たち」 出演：中村雅俊 ★ ＨＤ 竜の道　二つの顔の復讐者 6


出演：片平なぎさ 出演：片平なぎさ 出演：片平なぎさ


★ ＨＤ 竜の道　二つの顔の復讐者 7


★ ＨＤ 字 検事　沢木正夫　殺意の分岐点
（榎木孝明主演） ★ ＨＤ 竜の道　二つの顔の復讐者（終） 8


（16：40-18：30）


情報番組
★ 大奥 9


★ 大奥 10


★ ＨＤ 字 捜査検事 近松茂道８　 ★ ＨＤ 字 捜査検事 近松茂道１０ ★ ＨＤ 字 捜査検事 近松茂道１１ 字 ドリフ大爆笑 148 ★ 大奥（終） 11


出演：高橋英樹 出演：高橋英樹 出演：高橋英樹 ★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３８ 11


《イ申テレビリクエストセレクション》 （16：05-20：15）
★ ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン５ 8


＜10周年記念【緊急検証！傑作選】＞ （18：00-20：40）


（19：00-20：55） （19：00-20：55） （19：00-20：55） ★ ＨＤ 志村笑！ 10


★ ＨＤ 緊急検証！時空の歩き方～時をかける人類～　 ＨＤ 実相寺昭雄監督作品ウルトラマン
ディレクターズカット版 ★ 大奥　明治篇


★ ＨＤ 志村劇場 42 ★ ＨＤ 志村劇場 44 ★ ＨＤ 志村劇場 46 ★ ＨＤ オーイシ×仲村の想い出アニソン同好会　
★ ＨＤ 志村劇場 43 ★ ＨＤ 志村劇場 45 ★ ＨＤ 志村劇場（終） 47 第13回＜ゲスト：中島ヨシキ＞


（20：30-21：50） （20：40-21：40）
（20：55-21：55） （20：55-21：55） （20：55-21：55） ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃8 （21：00-21：55）


★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃6　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃7　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃8　（21：55-22：00）  （21：50-22：00） ★ ＨＤ 超ゼンマイロボ パトラッシュ　＃3　（21：55-22：00）
（20：15-22：05）


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅢ ＨＤリマスター版 63 ★ ＨＤ 大奥スペシャル～幕末の女たち～
★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 5 ★ ＨＤ 字 芸者弁護士　藤波清香 ★ ＨＤ 字 西村京太郎サスペンス　


出演：高島礼子 トラベルライター青木亜木子 ★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ７７
★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 6 ～湯煙の中の殺意～


出演：友近
編成作品未定


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅢ ＨＤリマスター版 64


（22：00-23：45） （22：00-23：40） （21：40-23：45）
★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃1・2 （22：00-23：55） （22：00-23：50） ＜人気声優が語る！激辛グルメ・プロ野球・宝塚　


（23：45-0：00） ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃5　（23：55-0：00） ★ ＨＤ 字 スヌ子のへべれけレシピ　＃16　（23：50-0：00） 「声優だって好きなんだ！」TV初放送＞
★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ４１


★ ＨＤ 声優だって好きなんだ！　宝塚声優編


★ 字 ドリフ大爆笑 63 ★ 字 ドリフ大爆笑 64 ★ 字 ドリフ大爆笑 65 （23：45-0：40）
★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 5 （23：40-0：50）


★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 6


★ ＨＤ 字 ほんとにあった！呪いのビデオ９２ ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１ 12


★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１ 13


★ ＨＤ デス・ビリヤード （0：00-1：45）
★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 21 ★ ＨＤ デス・パレード 2 ★ ＨＤ スヌ子のぶらり酔いどれ飯　＃9　（1：45-2：00） （0：50-2：00） ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１ 14


（1：30-2：05） ＜6/24は「UFOの日」！　全宇宙からのど自慢大集結！？


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 22 ★ ＨＤ デス・パレード 3 「宇宙人カラオケ大会」TV初熱唱＞ ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１ 15


★ ＨＤ デス・パレード 1


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率 23 （2：05-2：40） ★ ＨＤ デス・パレード 4 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１ 16


★ ＨＤ Ｚ（ゼータ） 行け！あひるお姉さん　＃1-3


★ ＨＤ 寄生獣　セイの格率（終） 24 （2：40-3：00） ★ ＨＤ 宇宙人カラオケ大会 ★ ＨＤ 字 ブラック・ジャック２１（終） 17


《ネ申テレビリクエストセレクション》


（1：30-3：20） ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン１２ 10 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３２ 4


★ ＨＤ 超ゼンマイロボ パトラッシュ　＃1・2　（3：20-3：30）
★ ＨＤ 新解釈・日本史 6 （0：40-3：35）


★ ＨＤ 超ゼンマイロボ パトラッシュ　＃4-9


★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 24 ★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 25 ★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 26 ★ ＨＤ 新解釈・日本史 7 （3：35-4：00）


（2：00-4：20） ★ ＨＤ 新解釈・日本史 8


★ ＨＤ 新解釈・日本史（終） 9


（3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55） ★ ＨＤ 字 緊急検証！宇宙人地球侵略史 ★ ＨＤ 字 江戸川乱歩シリーズ　赤いさそりの美女
★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃39・40（終） ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃3・4 ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃6・7 ～振り返ればヤツ（宇宙人）がいた～ （3：05-5：00）


（4：55-5：10） （4：55-5：10） （4：55-5：10） ディレクターズカット版
＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞ ＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞ ＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞


★ 志村通　セレクト放送 1


★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 10 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗 11 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗(終） 12 （4：20-5：35） ★ 志村通　セレクト放送 2


★ ＨＤ オカルトエンタメ大学　厳選講義 63


（5：10-6：00） （5：10-6：00） （5：10-6：00） （5：35-6：00）


※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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5


0


5


0


30 30


3


0


3


0


30 30


4


0


4


30 30


2


0


2


0


30 30


1


0


1


0


30 30


0


0


0


0


30 30


23


0


23


0


30 30


22


0


22


0


30 30


21


0


21


0


30 30


20


0


20


0


30
30


19


0


19


0


30 30


18


0


18


0


30 30


17


0


17


0


30 30


16


0


16


0


30 30


15


0


15


0


30 30


14


0


14


0


30 30


13


0


13


0


30 30


12


0


12


0


30 30


11


0


11


0


30 30


10


0


10


0


30 30


9


0


9


0


30 30


8


0


8


0


30 30


7


0


7


0


30 30


6


0


6


0


30 30


ファミリー劇場　２０２２年６月番組表 ［４]


★・・・初回放送　


6/20（月） 6/21（火） 6/22（水） 6/23（木） 6/24（金） 6/25（土） 6/26（日）







時 分 時 分


★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 46 ★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 47 ★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 48 ★ ＨＤ 字 山ねずみロッキーチャック　HDリマスター版 49


セレクト放送 セレクト放送 セレクト放送 セレクト放送


★ 字 ドリフ大爆笑 159 ★ 字 ドリフ大爆笑 160 ★ 字 ドリフ大爆笑 161 ★ 字 ドリフ大爆笑 162


情報番組 情報番組 情報番組 情報番組


【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 罪火 ★ ＨＤ 字 パートタイム探偵 ★ ＨＤ 字 パートタイム探偵２
出演：高嶋政伸 出演：松坂慶子 出演：松坂慶子


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】


★ 字 タクシードライバーの推理日誌１５ ★ 字 タクシードライバーの推理日誌１６ ★ 字 タクシードライバーの推理日誌１７ ★ 字 タクシードライバーの推理日誌１８
出演：渡瀬恒彦 出演：渡瀬恒彦


【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 神楽坂署 生活安全課４ ★ ＨＤ 字 神楽坂署 生活安全課５ ★ ＨＤ 字 芸能記者・柳田信吉の挑戦　スター誕生殺人事件 ★ ＨＤ 字 事故調
出演：内藤剛志 出演：小澤征悦


【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 ヤメ検の女５ ★ ＨＤ 字 新ヤメ検の女 ★ 字 パートタイム裁判官 ★ ＨＤ 字 パートタイム裁判官２
出演：水谷豊 出演：水谷豊


情報番組


★ ＨＤ 字 伊豆・金沢　犀賀焼殺人事件 ★ ＨＤ 字 内田康夫サスペンス　多摩湖畔殺人事件 ★ ＨＤ 字 家庭教師が解く！～殺人方程式の推理ドリル～
出演：赤井英和 出演：遠藤憲一 出演：菊川怜


★ ＨＤ 字 検事　沢木正夫２　公訴取消し
（榎木孝明主演）


★ ＨＤ 字 捜査検事 近松茂道１２ ★ ＨＤ 字 内田康夫サスペンス　 ★ ＨＤ 字 捜査検事 近松茂道１３
出演：高橋英樹 鬼刑事と車椅子の少女 出演：高橋英樹 ★ ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３８ 12


ドクターブライダル
出演：遠藤憲一 《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５ 9


＜10周年記念【緊急検証！傑作選】＞


（19：00-20：55） （19：00-20：55） （19：00-20：55）


★ ＨＤ 字 緊急検証！未確認生物の飼い方
～前略・ご主人様 UMA(ぼく)はここにいるよ～


★ ＨＤ （新）志村だヨ！ 1 ★ ＨＤ 志村だヨ！ 3 ★ ＨＤ 志村だヨ！ 5 ディレクターズカット版
★ ＨＤ 志村だヨ！ 2 ★ ＨＤ 志村だヨ！ 4 ★ ＨＤ 志村だヨ！ 6


（20：30-21：45）
（20：55-21：55） （20：55-21：55） （20：55-21：55） ★ ＨＤ スヌ子のぶらり酔いどれ飯　＃16


★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃9　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃10　（21：55-22：00） ★ ＨＤ 帰ってきた 行け！あひるお姉さん　＃11　（21：55-22：00）  （21：45-22：00）


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅢ ＨＤリマスター版 65


★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 7 ★ ＨＤ 字 招かれざる客　～富士山麓連続殺人事件～ ★ ＨＤ 字 西村京太郎サスペンス　
出演：浅野ゆう子 トラベルライター青木亜木子２


★ ＨＤ 字 家政婦のミタ 8 ～日光・鬼怒川　湯煙の殺意～
出演：友近


★ ＨＤ 字 西部警察 PARTⅢ ＨＤリマスター版 66


（22：00-23：45）
★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃11・12 （22：00-23：55） （22：00-23：50）


（23：45-0：00） ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃15　（23：55-0：00） ★ ＨＤ 字 スヌ子のへべれけレシピ　＃1　（23：50-0：00）


★ 字 ドリフ大爆笑 66 ★ 字 ドリフ大爆笑 67 ★ 字 ドリフ大爆笑 68


★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 7


★ ＨＤ 字 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ 8


（0：00-1：45）
★ ＨＤ デス・パレード 5 ★ ＨＤ デス・パレード 8 ★ ＨＤ デス・パレード 11 ★ ＨＤ Ｚ（ゼータ） 行け！あひるお姉さん　＃4・5（1：45-2：00）


★ ＨＤ デス・パレード（終） 12 ＜さあ、ショータイムだ！「仮面ライダーウィザード」レギュラー放送開始！＞  


★ ＨＤ デス・パレード 6 ★ ＨＤ デス・パレード 9


ＨＤ （新）仮面ライダーウィザード 1


★ ＨＤ デス・パレード 7 ★ ＨＤ デス・パレード 10 ＨＤ 仮面ライダーウィザード 2


★ 志村通　セレクト放送 4


《イ申テレビリクエストセレクション》


★ 志村通　セレクト放送 3 ＨＤ ＡＫＢ４８ ネ申テレビ　シーズン３８ 11 ＨＤ ＳＴＵ４８ イ申テレビ　シーズン５ 8 情報番組


★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 27 ★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 28 ★ 字 ドリフ大爆笑　セレクト放送 29 ★ ＨＤ すんドめ２
 [R-15相当]


（3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55） （3：30-4：55）
★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃9・10 ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃13・14 ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃16・17 ★ ＨＤ 字 アンタッチャブル山崎の言い訳大全　＃18・19


（4：55-5：10） （4：55-5：10） （4：55-5：10） （4：55-5：10）
＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞ ＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞ ＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞ ＜貴方に代わってファミ劇が復讐致します～復讐ドラマ特集＞


★ ＨＤ 字 （新）怨み屋本舗REBOOT 1 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗REBOOT 2 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗REBOOT 3 ★ ＨＤ 字 怨み屋本舗REBOOT 4


（5：10-6：00） （5：10-6：00） （5：10-6：00） （5：10-6：00）


※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　２０２２年６月番組表 ［５]


★・・・初回放送　


6/27（月） 6/28（火） 6/29（水） 6/30（木）





























sat4


sun5 fri sat11mon6


sun12


tue7 wed8 thu9


wed1 thu2


fri


10


sat18mon13


sun19


tue14 wed15 thu16


fri


17


wed22 thu23 fri


fri


fri


fri3 fri


24 sat25


wed29 thu30


mon20


sun26


tue21


tue28mon27


▼『八局麻雀』連続放送


▼『難波金融伝 ミナミの帝王』連続放送


▼『日本統一』連続放送


▼『鳳』連続放送


▼『難波金融伝 ミナミの帝王 長編版』連続放送


▼『誘女、派遣します』連続放送


▼『日本統一』連続放送


▼『修羅がゆく』連続放送


▼『八局麻雀』連続放送


▼『修羅がゆく』連続放送


▼『難波金融伝 ミナミの帝王 長編版』連続放送


▼『難波金融伝 ミナミの帝王 長編版』連続放送


▼『あずぱち！～吾妻橋ぱちプロダクション外伝～』連続放送


▼『難波金融伝 ミナミの帝王 長編版』連続放送


▼『難波金融伝 ミナミの帝王 長編版』連続放送


▼『やくざの女』連続放送


▼『八局麻雀』連続放送


▼『あずぱち！』連続放送


▼『修羅の花道』連続放送


▼『八局麻雀』連続放送


▼『八局麻雀』連続放送


▼『おかのさんといっしょ』連続放送


▼『難波金融伝 ミナミの帝王 長編版』連続放送


▼『日本統一』連続放送


▼『難波金融伝 ミナミの帝王 長編版』連続放送


▼『八局麻雀』連続放送


▼『修羅がゆく』連続放送


▼『修羅の花道』連続放送


▼『修羅の花道』連続放送


▼『鳳』連続放送


●サッカー愛No.1芸人は誰だ！？


©「尾形スタジアム2022-23」プロジェクト


2022年 25分 TV初放送 6/3(金) 21：00～他
【出演】尾形貴弘（パンサー）
【ゲスト】橋本直（銀シャリ） ひるちゃん（インポッシブル）


尾形スタジアム2022-23 ＃1


サッカー大好き芸人・パンサー尾形による新感覚サッカー番
組。サッカー愛なら誰にも負けないと自負する芸人たちがト
ークディスカッションを繰り広げ、トーナメントで勝ち上がっ
ていく！尾形が選ぶ優勝者は誰だ！？


Jun


6


●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。
●6月8日（水）深夜1：00～6月9日（木）6：00は、一部のケーブルテレビにて
　メンテナンスのため放送を休止する場合があります。
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15:00
16:30
18:30
19:30
21:00
22:00
23:00
1:00
2:30
3:50


桐山瑠衣 瑠衣のいる島
誘女、派遣します episode29
パチマガギガウォーズDASH S8#4
破門
どうにか貧乏家族 #139
凸凹戦隊ゼニゲバン #33
麻雀最強戦2020
ファイナル 1st Stage D卓
ツキとスッポンぽん #363
パチスロキャノンボールS19#4
実録・大阪ミナミの顔
海賊王船長タックS2#12
どうにか貧乏家族 #140


#14＞0:00 #15
魔性の女
隣人の喘ぎ声 人妻とOLに挟まれて
美憂 忘憂


彼方美紅 やがて恋する美紅と僕
パチンコキャノンボールS15#5
どうにか貧乏家族 #140
ツキとスッポンぽん #364
虎狼の大義
女ともだち #7


修羅の花道＞16:00 修羅の花道2
女子プロレスの輪 #49
海賊王船長タックS9#19
鳳3
海賊王船長タックS2#13
どうにか貧乏家族 #141
花巻杏奈 花舞う頃に
さよなら家庭教師
ピンク・レディ 女はそれを我慢…
小鳥遊くれあ 保育士のひみつ
悶える淫乱浮気妻 本田莉子


池尻愛梨 何がしりたいの？
パチマガギガウォーズDASH S8#5
どうにか貧乏家族 #141
ミナミの帝王 長編版3 裏切り
虎狼の大義2
凸凹戦隊ゼニゲバン #34
インフォメーション
麻雀最強戦2020
ファイナル 1st Stage D卓
パチスロキャノンボールS19#5
鳳4
海賊王船長タックS2#14
どうにか貧乏家族 #142
やくざの女2
恋の豚 ～むっちり濡らして～
爆裂！パチンコエンジェル 復活…
清瀬汐希 僕だけのきよちゃん
露出に目覚めた巨乳若妻 初美沙希


戸塚こはる 君に夢中
パチンコキャノンボールS15#6
どうにか貧乏家族 #142
修羅の世界
女ともだち #8


八局麻雀 #1
八局麻雀 #2
インフォメーション
女子プロレスの輪 #51
海賊王船長タックS9#20
極道の教典 第一章
海賊王船長タックS2#15
どうにか貧乏家族 #143
青春H 再会
人妻の教え子 ふしだらな裏切り
やくざの女3
久須美亜優 恋愛コスメティック


西永彩奈 天使のイタズラ
極道の紋章レジェンド 第六章
番組案内
どうにか貧乏家族 #143
ツキとスッポンぽん #367
日本統一49
女子プロレスの輪 #52


八局麻雀 #11
八局麻雀 #12（終）
パチスロキャノンボールS19#6
代紋の墓場8
海賊王船長タックS2#16
どうにか貧乏家族 #144
大性豪
妖艶くノ一伝 ～紫雨篇～
新・嬢王夜曲 野望と愛欲に踊る…
遠藤いつき いつき先生の秘密
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5:20
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14:10
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14:00
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5:20
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12:20
14:00
15:30
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平崎里奈 ひとひら
実録・大阪ミナミの顔
どうにか貧乏家族 #139
修羅がゆく9 北海道進攻作戦
女ともだち #6
パチスロキャノンボールS19#4
麻雀最強戦2020 
ファイナル 1st Stage C卓
女子プロレスの輪 #48
海賊王船長タックS2#11
ミナミの帝王 長編版5 逆襲
パチマガギガウォーズDASH S8#4
凸凹戦隊ゼニゲバン #33


#12＞0:00 #13
青春H 再会＞2:30魔性の女
最強OLパチンカー珠美
人妻恥辱調教 春原未来


月城まゆ 見つめあいながら
どうにか貧乏家族 #140
凸凹戦隊ゼニゲバン #33
修羅がゆく10 北陸代理決戦
海賊王船長タックS9#19
修羅がゆく9 北海道進攻作戦
実録・大阪ミナミの顔
海賊王船長タックS2#12


1運命＞20:00 2陰謀
パチンコキャノンボールS15#5
女ともだち #7
雫まり 新人Debut！
ピンク・レディ 女はそれを我慢…
さよなら家庭教師
真夏の果実 はじめての秘密
露出に目覚めた巨乳若妻 初美沙希
人妻恥辱調教 春原未来


彼方美紅 やがて恋する美紅と僕
どうにか貧乏家族 #141
女ともだち #7
修羅がゆく11 名古屋頂上戦争
パチスロキャノンボールS19#5
麻雀最強戦2020
ファイナル 1st Stage C卓
海賊王船長タックS2#13


3裏切り＞18:40 4屈辱
5逆襲
パチマガギガウォーズDASH S8#5
凸凹戦隊ゼニゲバン #34
大性豪
覗かれた人妻 完全盗撮スペシャル
恋の豚 ～むっちり濡らして～
若妻たちの午後 秘蜜DELUXE
人妻調教 水野朝陽


小鳥遊くれあ 保育士のひみつ
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#13
誘女、派遣します episode30
どうにか貧乏家族 #142
凸凹戦隊ゼニゲバン #34
修羅がゆく12 北九州死闘篇
海賊王船長タックS9#20
麻雀最強戦2020 ファイナル 決勝卓
海賊王船長タックS2#14
ミナミの帝王劇場版1 銭の一・二
パチンコキャノンボールS15#6
女ともだち #8


やくざの女2
やくざの女3
人妻の教え子 ふしだらな裏切り
かまきり婦人 303号室の秘密
妻の恋人


山田南実 北から南へ
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#14
どうにか貧乏家族 #143
女ともだち #8
修羅がゆく13 完結篇
パチスロキャノンボールS19#6


八局麻雀 #9
八局麻雀 #10
海賊王船長タックS2#15
ミナミ 劇場版2 銀次郎VS整理屋


#14＞22:00 #15
青春H 若きロッテちゃんの悩み
新・嬢王夜曲 野望と愛欲に踊る…
妖艶くノ一伝 ～鍔女篇～
池尻愛梨 何がしりたいの？
誘女、派遣します episode30
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女子プロレスの輪 #48
麻雀最強戦2020 
ファイナル 2nd Stage B卓


5広島…＞10:40 6東北…
パチマガギガウォーズDASH S8#4
男ともだち #5
凸凹戦隊ゼニゲバン #33
ツキとスッポンぽん #364


修羅の花道＞19:00 修羅の花道2
織田同志会 織田征仁 第八章
青春H 再会
魔性の女
最強OLパチンカー珠美
パパ活 恋愛方程式
爆裂！パチンコエンジェル
昭和性虐籠城物語 宮部涼花


美憂 忘憂
女子プロレスの輪 #49


鳳 ＞10:30 鳳2
パチンコキャノンボールS15#5
男ともだち #6
女ともだち #7
ツキとスッポンぽん #365
極道の紋章レジェンド 第六章


日本統一47
日本統一48
ピンク・レディ 女はそれを我慢…
さよなら家庭教師
真夏の果実 はじめての秘密
雫まり 新人Debut！
RIO 私のこと好きなの？
誘女、派遣します episode29


遠藤いつき いつき先生の秘密
女子プロレスの輪 #50


鳳3 ＞10:40 鳳4
パチマガギガウォーズDASH S8#5
あずぱち！ #16
凸凹戦隊ゼニゲバン #34
ツキとスッポンぽん #366
織田同志会 織田征仁 第八章


修羅の花道＞20:20 修羅の花道2
爆裂！パチンコエンジェル 復活…
恋の豚 ～むっちり濡らして～
覗かれた人妻 完全盗撮スペシャル
若妻のエロティック体験
爆裂！パチンコエンジェル 愛の…
不貞美人妻への制裁 飯岡かなこ
誘女、派遣します episode30


極道の紋章レジェンド 第六章
織田同志会 織田征仁 第八章
女子プロレスの輪 #51
極道の紋章 外伝2
極道の教典 第一章
パチンコキャノンボールS15#6
あずぱち！ #17
女ともだち #8
ツキとスッポンぽん #367


長編版1運命＞19:10 2陰謀
長編版3裏切り＞21:20 4屈辱
長編版5 逆襲
劇場版1 銭の一・二
劇場版2 銀次郎VS整理屋
やくざの女2
やくざの女3
露出に目覚めた巨乳若妻 初美沙希
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RIO 私のこと好きなの？


#3＞9:10 #4
海賊王船長タックS2#12
ミナミの帝王 長編版5 逆襲
パチマガギガウォーズDASH S8#4
どうにか貧乏家族 #140
麻雀最強戦2020 
ファイナル 2nd Stage A卓
凸凹戦隊ゼニゲバン #33
日本統一48
尾形スタジアム2022-23 #1
ツキとスッポンぽん #364
男ともだち #5
タックS9#19＞0:00パパ活
青春H 再会
久須美亜優 恋愛コスメティック
悶える淫乱浮気妻 本田莉子


メイリ＞8:40タックS2#13
パチンコキャノンボールS15#5


1運命＞12:20 2陰謀
どうにか貧乏家族 #141


日本統一47＞16:20日本統一48
女ともだち #7
修羅の花道
おかのさんといっしょ #5
ツキとスッポンぽん #365
男ともだち #6
パチスロキャノンボールS19#5
オープン・マリッジ ある夫婦のカタチ
ピンク・レディ 女はそれを我慢…
平崎里奈 ひとひら
昭和性虐籠城物語 宮部涼花
誘女、派遣します episode29


日下真莉萌＞8:40タックS2#14
パチマガギガウォーズDASH S8#5


4屈辱＞12:20 5逆襲
どうにか貧乏家族 #142
極道の紋章 外伝2
破門
凸凹戦隊ゼニゲバン #34
修羅の花道2
おかのさんといっしょ #6
ツキとスッポンぽん #366
あずぱち！ #16
海賊王船長タックS9#20
若妻のエロティック体験
爆裂！パチンコエンジェル 復活…
花巻杏奈 花舞う頃に
オープン・マリッジ ある夫婦のカタチ
誘女、派遣します episode29


愛萌なの なのクリスタル
おかのさんといっしょ #6
ツキとスッポンぽん #366
海賊王船長タックS2#15
パチンコキャノンボールS15#6
ミナミの帝王劇場版1 銭の一・二
どうにか貧乏家族 #143


八局#3＞16:30八局#4
女ともだち #8
極道の紋章レジェンド 第六章
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#14
ツキとスッポンぽん #367
あずぱち！ #17
パチスロキャノンボールS19#6
OL腐女子 妄想絶頂計画
やくざの女3
芹沢まりな＞4:40かまきり婦人
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ジャックパチスロ 闇の帝王3
麻雀最強戦2020
ファイナル 1st Stage A卓
修羅がゆく10 北陸代理決戦
凸凹戦隊ゼニゲバン #33
海賊王船長タックS2#12
どうにか貧乏家族 #140
海賊王船長タックS9#19
ツキとスッポンぽん #364
麻雀最強戦2020 
ファイナル 1st Stage B卓
虎狼の大義
ミナミの帝王 長編版1 運命
ミナミの帝王 長編版2 陰謀
真夏の果実 はじめての秘密
月城まゆ 見つめあいながら
妻の恋人
不貞美人妻への制裁 飯岡かなこ


誘女、派遣します episode30
ジャックパチスロ 闇の帝王4
麻雀最強戦2020 
ファイナル 1st Stage C卓
修羅がゆく11 名古屋頂上戦争
女ともだち #7
海賊王船長タックS2#13
どうにか貧乏家族 #141
パチスロキャノンボールS19#5
ツキとスッポンぽん #365
麻雀最強戦2020 
ファイナル 1st Stage D卓
虎狼の大義2


3裏切り＞23:40 4屈辱
覗かれた人妻 完全盗撮スペシャル
池尻愛梨 何がしりたいの？
爆裂！パチンコエンジェル 愛の…


CASINO
麻雀最強戦2020
ファイナル 2nd Stage A卓
修羅がゆく12 北九州死闘篇
凸凹戦隊ゼニゲバン #34
海賊王船長タックS2#14
インフォメーション
どうにか貧乏家族 #142
海賊王船長タックS9#20
ツキとスッポンぽん #366
麻雀最強戦2020
ファイナル 2nd Stage B卓
修羅の世界
ミナミの帝王劇場版1 銭の一・二
かまきり婦人 303号室の秘密
愛萌なの なのクリスタル
大性豪
人妻調教 水野朝陽


epi29＞6:30 epi30
CASINO2
麻雀最強戦2020 ファイナル 決勝卓
修羅がゆく13 完結篇
女ともだち #8
海賊王船長タックS2#15
どうにか貧乏家族 #143
パチスロキャノンボールS19#6
ツキとスッポンぽん #367


日本統一48＞21:00日本統一49
ミナミ 劇場版2 銀次郎VS整理屋
デス・スロット 死の罰ゲーム
山田南実 北から南へ
人妻の教え子 ふしだらな裏切り
不貞美人妻への制裁 飯岡かなこ
人妻調教 水野朝陽


6:00
8:40
9:10
10:10
11:40
13:10


14:40
16:20
18:00
18:30
19:30
21:00
22:30
0:00
1:20
2:40
3:40


6:00
8:30
9:00
9:30
10:30
12:00
13:30
15:00


18:30
19:30
21:00
22:30
23:50
1:10
2:30
4:00
5:20


6:00
8:40
9:40
10:40
11:10
12:50
13:50
14:20


18:00
18:30
19:30
21:00
22:30
23:50
1:20
2:40
3:50


6:00
8:50
9:20
10:20
11:20
11:50
13:30


15:00
16:30
18:30
19:30
21:00
22:30
0:00
1:20
2:50
4:20


平崎里奈 ひとひら
ツキとスッポンぽん #364
海賊王船長タックS9#19
海賊王船長タックS2#12
ジャックパチスロ 闇の帝王3
パチマガギガウォーズDASH S8#4


修羅がゆく5 広島代理戦争
修羅がゆく6 東北激闘篇
インフォメーション
どうにか貧乏家族 #140
虎狼の大義
鳳3
妻の恋人
さよなら家庭教師
オープン・マリッジ ある夫婦のカタチ
真夏の果実 はじめての秘密
桐山瑠衣 瑠衣のいる島


月城まゆ 見つめあいながら
おかのさんといっしょ #5
ツキとスッポンぽん #365
パチスロキャノンボールS19#5
海賊王船長タックS2#13
ジャックパチスロ 闇の帝王4
パチンコキャノンボールS15#5
麻雀最強戦2020 
ファイナル 1st Stage A卓
どうにか貧乏家族 #141
虎狼の大義2
鳳4
爆裂！パチンコエンジェル 愛の…
恋の豚 ～むっちり濡らして～
若妻のエロティック体験
覗かれた人妻 完全盗撮スペシャル
恋の豚 ～むっちり濡らして～
不貞美人妻への制裁 飯岡かなこ


日下真莉萌 White Vacation
海賊王船長タックS9#20
海賊王船長タックS2#14
インフォメーション
CASINO
パチマガギガウォーズDASH S8#5
インフォメーション
麻雀最強戦2020
ファイナル 2nd Stage A卓
女子プロレスの輪 #50
どうにか貧乏家族 #142
修羅の世界
極道の教典 第一章
やくざの女2
人妻の教え子 ふしだらな裏切り
OL腐女子 妄想絶頂計画
かまきり婦人 303号室の秘密
雫まり 新人Debut！


メイリ メイリとしたい8つのコト
ツキとスッポンぽん #367
パチスロキャノンボールS19#6
海賊王船長タックS2#15
インフォメーション
CASINO2
パチンコキャノンボールS15#6


八局麻雀 #5
八局麻雀 #6
どうにか貧乏家族 #143
日本統一49
代紋の墓場8
魔性の女
新・嬢王夜曲 野望と愛欲に踊る…
ザ・娼年倶楽部3 
デス・スロット 死の罰ゲーム
魔性の女
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芹沢まりな お願いセリちゃん
男ともだち #5
海賊王船長タックS9#19
鳳3
海賊王船長タックS2#12


修羅がゆく7 四国烈死篇
修羅がゆく8 首都血戦
パチマガギガウォーズDASH S8#4
修羅がゆく10 北陸代理決戦
女子プロレスの輪 #49


1運命＞22:10 2陰謀
ピンク・レディ 女はそれを我慢…
メイリ メイリとしたい8つのコト
真夏の果実 はじめての秘密
さよなら家庭教師
人妻調教 水野朝陽


平崎里奈 ひとひら
誘女、派遣します episode29
男ともだち #6
パチスロキャノンボールS19#5
ツキとスッポンぽん #365
鳳4
海賊王船長タックS2#13
麻雀最強戦2020 
ファイナル 1st Stage B卓
パチンコキャノンボールS15#5
修羅がゆく11 名古屋頂上戦争
女子プロレスの輪 #50


3裏切り＞22:10 4屈辱
5逆襲
爆裂！パチンコエンジェル 復活…
遠藤いつき いつき先生の秘密
覗かれた人妻 完全盗撮スペシャル


清瀬汐希 僕だけのきよちゃん
誘女、派遣します episode30
ツキとスッポンぽん #366
あずぱち！ #16
海賊王船長タックS9#20
極道の教典 第一章
海賊王船長タックS2#14
麻雀最強戦2020 
ファイナル 2nd Stage B卓
パチマガギガウォーズDASH S8#5
修羅がゆく12 北九州死闘篇
女子プロレスの輪 #51
ミナミの帝王劇場版1 銭の一・二
やくざの女3
戸塚こはる 君に夢中
かまきり婦人 303号室の秘密
人妻の教え子 ふしだらな裏切り
花巻杏奈 花舞う頃に


愛萌なの なのクリスタル
あずぱち！ #17
パチスロキャノンボールS19#6
インフォメーション
代紋の墓場8
海賊王船長タックS2#15


八局麻雀 #7
八局麻雀 #8
パチンコキャノンボールS15#6
修羅がゆく13 完結篇
女子プロレスの輪 #52
ミナミ 劇場版2 銀次郎VS整理屋
青春H 若きロッテちゃんの悩み
西永彩奈 天使のイタズラ
デス・スロット 死の罰ゲーム
新・嬢王夜曲 野望と愛欲に踊る…
露出に目覚めた巨乳若妻 初美沙希


●話題の超ヒットシリーズ新作！


八誠会との話し合いは決裂し、東友会にも宣戦布告をした氷室
と田村。侠和会は東京進出へ一気に進みだそうとしていた。そ
んな中、侠和会と八誠会との抗争で中島が公務執行妨害で逮
捕されてしまう。、氷室も任意で新宿署に呼ばれてしまった…。
※6月は、『日本統一47』、『日本統一48』もあわせて放送！


2021年 71分 TV初放送 6/26(日) 21：00～他
【出演】本宮泰風 山口祥行 寺田農 小沢仁志


日本統一49


●異色の教養バラエティ


ⒸV☆パラダイス©2021 スターコーポレーション21


2022年 22分 TV初放送
6/10(金) 21：00～
【出演】岡野陽一
【ゲスト】クロちゃん
　　　 （安田大サーカス）他


おかのさんといっしょ ＃5
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630-700


700-730


730-800


800-830


830-900


900-930


930-1000


1000-1030


1030-1100


1100-1130


1130-1200


1200-1230


1230-1300


1300-1330


1330-1400


1400-1430


1430-1500


1500-1530


1530-1600


1600-1630


1630-1700


1700-1730


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2030-2100


2100-2130


2130-2200


2200-2230


2230-2300


2300-2330


2330-2400


2400-2430


2430-2500


2500-2530


2530-2600


2600-2630


2630-2700


2700-2730


2730-2800


04:00 休止


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7


#3


(二)


08:30 レジデント 


型破りな天才研修医 シーズン3


#10


(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8


#3


(二)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#4


(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#15


(二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#16


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン1


#8


(二)


15:00 インフォメーション


 (日)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#3


(字)


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#4


(字)


17:30 インフォメーション


 (日)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#15


(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#16


(字)


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン1


#8


(字)


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン3


#18


(二)


22:00 マダム・セクレタリー シーズン5


#14


(字)


23:00 【新】ザ・ルーキー シーズン1


#1


(字)


24:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン4


#21


(字)


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン3


#12


(字)


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#4


(字)


27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#5


(字)


04:00 LAW & ORDER: 


性犯罪特捜班 シーズン22


#14


(字)


05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン1


#9


(字)


06:00 グッド・ワイフ シーズン3


#21


(二)


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7


#4


(二)


08:30 レジデント 


型破りな天才研修医 シーズン3


#11


(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8


#5


(二)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#6


(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#17


(二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#18


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン1


#9


(二)


15:00 インフォメーション


 (日)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#5


(字)


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#6


(字)


17:30 インフォメーション


 (日)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#17


(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#18


(字)


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン1


#9


(字)


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン3


#19


(二)


22:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン19


#7


(字)


23:00 グッド・ワイフ シーズン7


#7


(二)


24:00 グッド・ワイフ シーズン7


#8


(二)


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン3


#13


(字)


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#6


(字)


27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#7


(字)


04:00 NCIS:LA 


～極秘潜入捜査班 シーズン11


#8


(字)


05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン1


#10


(字)


06:00 グッド・ワイフ シーズン3


#22


(二)[最終話]


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7


#5


(二)


08:30 レジデント 


型破りな天才研修医 シーズン3


#12


(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8


#7


(二)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#8


(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#19


(二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#20


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン1


#10


(二)[最終話]


15:00 インフォメーション


 (日)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#7


(字)


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#8


(字)


17:30 インフォメーション


 (日)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#19


(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#20


(字)


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン1


#10


(字)[最終話]


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン3


#20


(二)


最新シーズン開始直前！


22:00 LAW & ORDER: 


性犯罪特捜班 シーズン22 #15


(字)


23:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン19


#7


(字)


24:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン1


#11


(字)


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン3


#14


(字)


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#8


(字)


27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#9


(字)


04:00 9-1-1：LA救命最前線 


シーズン3


#9


(字)


05:00 FBI: 


特別捜査班　シーズン2


#19


(二)[最終話]


06:00 インフォメーション


 (日)


06:30 フローレス


(字)


08:30 インフォメーション


 (日)


09:00 


ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくのスマ


ートクッキング～ #37 (吹)
09:30 


ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくのスマ


ートクッキング～ #38 (吹)


10:00 ブリティッシュ 


ベイクオフ　シーズン9


#10


(二)[最終話]


11:10 インフォメーション


 (日)


11:40 グッド・ワイフ シーズン6


#19


(字)


12:35 グッド・ワイフ シーズン6


#20


(字)


13:30 インフォメーション


 (日)


14:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン3


#19


(二)


15:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン3


#20


(二)[最終話]


16:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#1


(二)


17:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#2


(二)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#3


(二)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#4


(二)


20:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#5


(二)


サタデー・ナイト・ムービー


21:00 アレクサンドリア


(字)


23:25 グレイテスト・ダンサー 


シーズン2


#9


(字)


25:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン1


#1


(字)


26:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン1


#2


(字)


27:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン1


#3


(字)


04:00 マダム・セクレタリー シーズン3


#2


(字)


05:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン4


#20


(字)


06:00 シンプソンズ シーズン31


#9 (字)


06:30 シンプソンズ シーズン31


#10 (字)


07:00 インフォメーション


 (日)


07:30 BULL 法廷を操る男 


シーズン1


#20


(二)


08:30 インフォメーション


 (日)


09:00 アレクサンドリア


 (吹)


11:30 インフォメーション


 (日)


全シーズン一挙放送！


12:00 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン3 #11


(字)


13:00 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン3


#12


(字)


14:00 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン3


#13


(字)[最終話]


15:00 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン4


#1


(字)


16:00 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン4


#2


(字)


17:00 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン4


#3


(字)


18:00 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン4


#4


(字)


19:00 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン4


#5


(字)


20:00 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン4


#6


(字)


21:00 グレイテスト・ダンサー 


シーズン2


#10


(字)[最終話]


22:45 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン1


#1


(字)23:40 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン1


#2


(字)24:35 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン1


#3


(字)
25:30 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン1


#4


26:20 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン1


#5


27:10 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン1


#6


400-430


430-500


500-530


530-600


600-630


630-700


700-730


730-800


800-830


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


2630-2700


2700-2730


2730-2800


FOX 番組表 6月


2330-2400


2400-2430


2430-2500


2500-2530


2530-2600


1730-1800


1800-1830


1830-1900


1900-1930


1930-2000


2000-2030


2600-2630


2030-2100


2100-2130


2130-2200


2200-2230


2230-2300


2300-2330


1300-1330
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(ET) Monday 2022/06/06 Tuesday 2022/06/07 Wednesday 2022/06/08 Thursday 2022/06/09 Friday 2022/06/10 Saturday 2022/06/11 Sunday 2022/06/12 (ET)


FOX 番組表 6月


400-430 04:00 LAW & ORDER: 


性犯罪特捜班 シーズン22


#15


(字)


04:00 NCIS:LA 


～極秘潜入捜査班 シーズン11


#9


(字)


07:30 ブリティッシュ 


ベイクオフ　シーズン7


#8


(二)


07:30 ブリティッシュ 


ベイクオフ　シーズン7


#9


(二)


07:30 ブリティッシュ 


ベイクオフ　シーズン7


#10


(二)[最終話]


730-800


530-600


600-630
06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#4


(二)


06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#5


(二)


04:00 9-1-1：LA救命最前線 


シーズン3


#10


(字)


04:00 マダム・セクレタリー シーズン3


#3


(字)


400-430


430-500 430-500


500-530 05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン1


#14


(字)


05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン1


#15


(字)


05:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン4


#21


(字)


500-530


530-600


04:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン3


#12


(字)


04:00 FBI: 


特別捜査班　シーズン1


#12


(字)


04:00 SEAL Team/シール・チーム 


シーズン2


#16


(字)


05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン1


#11


(字)


05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン1


#12


(字)


05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン1


#13


(字)


05:00 


マーサの楽しい料理教室　シーズン


1 #1 (二)05:30 


マーサの楽しい料理教室　シーズン


1 #2 (二)
06:00 インフォメーション


 (日)


06:00 シンプソンズ シーズン31


#11 (字)


600-630


06:30 シンプソンズ シーズン31


#12 (字)


630-700630-700


700-730 07:00 インフォメーション


 (日)


07:00 インフォメーション


 (日)


07:00 インフォメーション


 (日)


07:00 インフォメーション


 (日)


700-730


06:30 ゴールデンスランバー


(字) 07:30 BULL 法廷を操る男 


シーズン1


#21


(二)


730-800


800-830 800-830


06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#1


(二)


06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#2


(二)


06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#3


(二)


07:00 インフォメーション


 (日)


07:00 インフォメーション


 (日)


07:30 ブリティッシュ 


ベイクオフ　シーズン7


#6


(二)


07:30 ブリティッシュ 


ベイクオフ　シーズン7


#7


(二)


830-900 08:30 レジデント 


型破りな天才研修医 シーズン3


#15


(字)


08:30 レジデント 


型破りな天才研修医 シーズン3


#16


(字)


08:30 レジデント 


型破りな天才研修医 シーズン3


#17


(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 


ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくのスマ


ートクッキング～ #39 (吹)


900-930


08:30 レジデント 


型破りな天才研修医 シーズン3


#13


(字)


08:30 レジデント 


型破りな天才研修医 シーズン3


#14


(字)


930-1000 09:30 インフォメーション


 (日)


09:30 インフォメーション


 (日)


09:30 インフォメーション


 (日)


09:30 


ジェイミー・オリヴァー15MM～ぼくのスマ


ートクッキング～ #40 (吹)[最終話]


930-1000


1130-1200


1100-1130


1000-1030 10:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#13


(二)


10:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#15


(二)


10:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#17


(二)


1000-1030


1030-1100 1030-1100
10:30 


マーサの楽しい料理教室　シーズン


1 #4 (二)


09:00 最強のふたり[PG-12]


(二)


09:30 インフォメーション


 (日)


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8


#9


(二)


10:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#11


(二)


10:00 


マーサの楽しい料理教室　シーズン


1 #3 (二)


11:30 グッド・ワイフ シーズン6


#21


(字)


11:30 インフォメーション


 (日)


1300-1330


1200-1230


1300-1330
13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#2


(二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#4


(二)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#14


(二)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#16


(二)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#18


(二)


1100-1130


1130-1200


1330-1400 13:30 インフォメーション


 (日)


1330-1400


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#22


(二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#24


(二)[最終話]


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#3


(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#5


(二)


1200-1230


1230-1300 1230-1300


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#10


(二)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#12


(二)


11:00 インフォメーション


 (日)


11:00 ガールズ・キッチン!　シーズン1 


#1 (字)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#3


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#4


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#5


(二)


14:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#6


(二)


13:40 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン4


#9


(字)


12:30 グッド・ワイフ シーズン6


#22


(字)[最終話]


12:50 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン4


#8


(字)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#6


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#1


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#2


(二) 14:35 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン4


#10


(字)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#21


(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#23


(二)


全シーズン一挙放送！


12:00 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン4 #7


(字)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#1


(二)


15:00 インフォメーション


 (日)


15:00 インフォメーション


 (日)


1400-1430


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 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#7


(二)


1500-1530


1400-1430


1530-1600 15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#13


(字)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#15


(字)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#17


(字)


1530-1600


1600-1630 16:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#8


(二)


1600-1630


1630-1700 16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#14


(字)


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#16


(字)


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#18


(字)


1630-1700


1700-1730 1700-1730


1730-1800 17:30 インフォメーション


 (日)


1730-1800


1800-1830 18:00 【新】クリミナル・マインド / 


FBI vs. 異常犯罪 シーズン8


#1


(字)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#3


(字)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#5


(字)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#10


(二)


1800-1830


1830-1900 1830-1900


1900-1930


1930-2000 1930-2000


2000-2030
20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#3


(字)


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#4


(字)


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#5


(字)


20:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#12


(二)


2000-2030


2030-2100 2030-2100


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#2


(字)


20:05 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン5


#3


(字)


2300-2330
23:00 ザ・ルーキー シーズン1


#2


(字)


23:00 グッド・ワイフ シーズン7


#9


(二)


23:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン19


#8


(字)


23:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン4


#22


(字)[最終話]


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン3


#22


(二)[最終話]


1900-1930 19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#2


(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#4


(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#6


(字)


2200-2230
22:00 マダム・セクレタリー シーズン5


#15


(字)


22:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン19


#8


(字)


最新シーズン開始直前！


22:00 LAW & ORDER: 


性犯罪特捜班 シーズン22 #16


(字)[最終話]


2200-2230


2230-2300 2230-2300


2100-2130 21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#1


(二)


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#2


(二)


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#3


(二)


2300-2330


2330-2400 2330-2400


2400-2430 24:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン4


#22


(字)[最終話]


24:00 グッド・ワイフ シーズン7


#10


(二)


24:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン1


#12


(字)


2400-2430


2430-2500 2430-2500


サタデー・ナイト・ムービー


21:00 最強のふたり[PG-12]


(字)


21:00 【新】The Voice 


シーズン20


#1


(字)
22:00 SEAL Team/シール・チーム 


シーズン3


#18


(字)


22:00 ザ・ルーキー シーズン1


#2


(二) 22:30 The Voice シーズン20


#2


(字)23:00 LAW & ORDER: 


性犯罪特捜班 シーズン22


#15


(字) 23:15 グレイテスト・ダンサー 


シーズン2


#10


(字)[最終話]


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン3


#21


(二)


23:30 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン1


#7


(字)
24:00 マダム・セクレタリー シーズン5


#14


(字)


24:00 SEAL Team/シール・チーム 


シーズン3


#18


(字)


2100-2130


2130-2200 2130-2200


2500-2530 25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン3


#17


(字)


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン3


#18


(字)


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン3


#19


(字)


25:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン1


#4


(字)


2500-2530


2530-2600 2530-2600


2600-2630 26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#14


(字)


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#16


(字)


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#18


(字)


26:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン1


#5


(字)


2600-2630


2630-2700 2630-2700


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#12


(字)


24:25 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン1


#8


(字)


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン3


#15


(字)


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン3


#16


(字)


25:20 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン1


#9


(字)


2700-2730 27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#15


(字)


27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#17


(字)


27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#19


(字)


27:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン1


#6


(字)


2700-2730
27:10 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン1


#11


2730-2800 2730-2800


26:15 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン1


#10


(字)27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#11


(字)


27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#13


(字)


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#10


(字)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#9


(字)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#11


(字)


15:30 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン4


#11


(字)


16:25 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン4


#12


(字)


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#10


(字)


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#12


(字)
17:20 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン4


#13


(字)[最終話]


17:30 インフォメーション


 (日)


17:30 インフォメーション


 (日)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#21


(字)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#23


(字)


18:15 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン5


#1


(字)
19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#22


(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン7


#24


(字)[最終話]


19:10 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン5


#2


(字)


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#1


(字)


17:30 インフォメーション


 (日)


17:30 インフォメーション


 (日)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#11


(二)


17:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#9


(二)
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(ET) Monday 2022/06/13 Tuesday 2022/06/14 Wednesday 2022/06/15 Thursday 2022/06/16 Friday 2022/06/17 Saturday 2022/06/18 Sunday 2022/06/19 (ET)


FOX 番組表 6月


400-430 04:00 LAW & ORDER: 


性犯罪特捜班 シーズン22


#16


(字)[最終話]


04:00 NCIS:LA 


～極秘潜入捜査班 シーズン11


#10


(字)


07:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#1


(二)


07:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#3


(二)


730-800


530-600


700-730


600-630
06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#9


(二)


06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#10


(二)


07:00 インフォメーション


 (日)


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 #4 


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 #6 


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 #8 


07:30 


ジェイミー・オリヴァーの簡単レシピ！食


材５つでおいしい料理　シーズン2 #7 


07:00 インフォメーション


 (日)


04:00 9-1-1：LA救命最前線 


シーズン3


#11


(字)


04:00 マダム・セクレタリー シーズン3


#4


(字)


400-430


430-500 430-500


500-530 05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン1


#18


(字)


05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン1


#19


(字)


05:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン4


#22


(字)[最終話]


500-530


530-600


04:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン3


#13


(字)


04:00 FBI: 


特別捜査班　シーズン1


#13


(字)


04:00 休止 05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン1


#16


(字)


05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン1


#17


(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)


06:00 シンプソンズ シーズン31


#13 (字)


600-630


630-700 06:30 シンプソンズ シーズン31


#14 (字)


630-700


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


07:30 BULL 法廷を操る男 


シーズン1


#22


(二)


730-800


800-830 800-830


05:00 【新】The Voice 


シーズン20


#1


(字)


06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#6


(二)


06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#7


(二)


06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#8


(二)
06:30 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 The Voice シーズン20


#2


(字)
07:30 


ジェイミー・オリヴァーの簡単レシピ！食


材５つでおいしい料理　シーズン2 #3 


07:30 


ジェイミー・オリヴァーの簡単レシピ！食


材５つでおいしい料理　シーズン2 #5 


1000-1030 10:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#23


(二)


10:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#1


(字)


10:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#3


(字)


1000-1030


1030-1100 1030-1100


830-900 08:30 レジデント 


型破りな天才研修医 シーズン3


#20


(字)[最終話]


08:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#2


(二)


08:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 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


900-930


09:00 おばあちゃんの家


(字)10:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#19


(二)


10:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#21


(二)


900-930


930-1000 09:30 インフォメーション


 (日)


09:30 インフォメーション


 (日)


09:30 インフォメーション


 (日)


930-1000


1300-1330


1200-1230


1300-1330
13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#12


(二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#14


(二)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#24


(二)[最終話]


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#2


(字)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#4


(字)


1100-1130


1130-1200


1330-1400 13:30 インフォメーション


 (日)


1330-1400


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#8


(二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#10


(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#13


(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#15


(二)


1200-1230


1230-1300 1230-1300


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#11


(二)


11:30 インフォメーション


 (日)


1130-1200


1100-1130


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#8


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#9


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#10


(二)


14:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#13


(二)


13:40 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン5


#6


(字)


12:50 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン5


#5


(字)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#16


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#6


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#7


(二) 14:35 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン5


#7


(字)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#9


(二)


全シーズン一挙放送！


12:00 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン5 #4


(字)12:30 グッド・ワイフ シーズン7


#2


(字)


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 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#14


(二)


1500-1530


1400-1430


1530-1600 15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#23


(字)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#1


(字)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#3


(字)


1530-1600


1600-1630 16:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#15


(二)


1600-1630


1630-1700 16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#24


(字)[最終話]


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#2


(字)


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#4


(字)


1630-1700


1700-1730 17:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#16


(二)


1700-1730


1730-1800 17:30 インフォメーション


 (日)


17:30 インフォメーション


 (日)


17:30 インフォメーション


 (日)


1730-1800


1800-1830 18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#11


(字)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#13


(字)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#15


(字)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#17


(二)


1800-1830


1830-1900 1830-1900


1900-1930 19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#12


(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#14


(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#16


(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#18


(二)


1900-1930


1930-2000 1930-2000


2000-2030
20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#8


(字)


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#9


(字)


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#10


(字)


20:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#19


(二)


2000-2030


2030-2100 2030-2100


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#6


(字)


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#7


(字)


20:05 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン5


#13


(字)[最終話]


18:15 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン5


#11


(字)
19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#8


(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#10


(字)


19:10 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン5


#12


(字)


2100-2130


2130-2200 2130-2200


2200-2230
22:00 マダム・セクレタリー シーズン5


#16


(字)


22:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン19


#9


(字)


22:00 【新】LAW & ORDER: 


性犯罪特捜班 シーズン23


#1


(字)


2200-2230


2230-2300 2230-2300


サタデー・ナイト・ムービー


21:00 おばあちゃんの家


(字)


21:00 The Voice シーズン20


#3


(字)


22:00 SEAL Team/シール・チーム 


シーズン3


#19


(字)


22:00 ザ・ルーキー シーズン1


#3


(二)


2100-2130 21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#6


(二)


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#7


(二)


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#8


(二)


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#4


(二)


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#5


(二)


24:25 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン1


#13


(字)


24:40 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン1


#9


(字)


2300-2330


2330-2400 2330-2400


2400-2430 24:00 NCIS:LA 


～極秘潜入捜査班 シーズン12


#16


(字)


24:00 グッド・ワイフ シーズン7


#12


(二)


24:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン1


#13


(字)


2400-2430


2430-2500 2430-2500


23:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン1


#7


(字)


23:30 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン1


#12


(字)


23:50 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン1


#8


(字)


22:30 The Voice シーズン20


#4


(字)23:00 LAW & ORDER: 


性犯罪特捜班 シーズン22


#16


(字)[最終話]


23:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン19


#8


(字)


24:00 マダム・セクレタリー シーズン5


#15


(字)


24:00 SEAL Team/シール・チーム 


シーズン3


#19


(字)


2300-2330
23:00 ザ・ルーキー シーズン1


#3


(字)


23:00 グッド・ワイフ シーズン7


#11


(二)


23:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン19


#9


(字)


2530-2600 2530-2600


2600-2630 26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#23


(字)


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#25


(字)


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#1


(字)


2600-2630


2630-2700 2630-2700


2700-2730 27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#24


(字)


27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#26


(字)[最終話]


27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#2


(字)


2700-2730
27:10 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン1


#16


2730-2800 2730-2800


26:15 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン1


#15


(字)


26:20 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン1


#11


(字)


25:30 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン1


#10


(字)
26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#20


(字)


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#22


(字)


27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#21


(字)


27:00 休止


27:10 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン1


#12


(字)


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン3


#20


(字)


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン3


#21


(字)


25:20 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン1


#14


(字)


2500-2530 25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン3


#22


(字)[最終話]


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#1


(字)


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#2


(字)


2500-2530


08:00 ガールズ・キッチン!　シーズン1 


#2 (字)


08:30 レジデント 


型破りな天才研修医 シーズン3


#18


(字)


08:30 レジデント 


型破りな天才研修医 シーズン3


#19


(字)
09:00 ブリティッシュ 


ベイクオフ　シーズン4


#1


(二)


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#22


(字)
17:20 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン5


#10


(字)


17:30 インフォメーション


 (日)


10:00 ブリティッシュ 


ベイクオフ　シーズン4


#2


(二)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#20


(二)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#22


(二)


11:00 インフォメーション


 (日)


11:00 ガールズ・キッチン!　シーズン1 


#3 (字)


11:30 【新】グッド・ワイフ シーズン7


#1


(字)12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#7


(二)


15:00 インフォメーション


 (日)


15:00 インフォメーション


 (日)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#19


(字)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#21


(字)


15:30 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン5


#8


(字)


16:25 リスナー 心を読む青い瞳 


シーズン5


#9


(字)


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8


#20


(字)


17:30 インフォメーション


 (日)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#7


(字)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#9


(字)
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(ET) Monday 2022/06/20 Tuesday 2022/06/21 Wednesday 2022/06/22 Thursday 2022/06/23 Friday 2022/06/24 Saturday 2022/06/25 Sunday 2022/06/26 (ET)


530-600


500-530


FOX 番組表 6月


400-430 04:00 【新】LAW & ORDER: 


性犯罪特捜班 シーズン23


#1


(字)


04:00 NCIS:LA 


～極秘潜入捜査班 シーズン11


#11


(字)


05:00 The Voice シーズン20


#3


(字)


04:00 9-1-1：LA救命最前線 


シーズン3


#12


(字)


04:00 マダム・セクレタリー シーズン3


#5


(字)


400-430


430-500 430-500


500-530 05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン2


#1


(字)


05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン2


#2


(字)


05:00 9-1-1: Lone Star 


シーズン1


#1


(字)


530-600


600-630
06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#14


(二)


06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#15


(二)


06:00 シンプソンズ シーズン31


#15 (字)


600-630


630-700 06:30 シンプソンズ シーズン31


#16 (字)


630-700


08:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#12


(二)


08:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#14


(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)


700-730 07:00 インフォメーション


 (日)


07:00 インフォメーション


 (日)


07:00 インフォメーション


 (日)


07:00 インフォメーション


 (日)


07:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#9


(二)


06:30 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)


08:00 ガールズ・キッチン!　シーズン1 


#4 (字)


08:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#6


(二)


08:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#8


(二)
09:00 ブリティッシュ 


ベイクオフ　シーズン4


#3


(二)


09:30 インフォメーション


 (日)


07:30 BULL 法廷を操る男 


シーズン1


#23


(二)[最終話]


730-800


800-830 800-830


830-900 08:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#10


(二)


10:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#13


(字)


1000-1030


1030-1100 1030-1100


830-900


900-930


09:00 ジェーン・エア


(二)


900-930


930-1000 09:30 インフォメーション


 (日)


1100-1130


07:00 The Voice シーズン20


#4


(字)07:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#5


(二)


07:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#7


(二)


07:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#11


(二)


07:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#13


(二)


730-800


700-730


1100-1130 11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#6


(字)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#8


(字)


11:00 インフォメーション


 (日)


1200-1230


1230-1300 1230-1300


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


1300-1330 13:00 ゴースト 


～天国からのささやき シーズン1


#2


(字)


1200-1230


1300-1330
13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#22


(二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#24


(二)[最終話]


1330-1400 13:30 インフォメーション


 (日)


1330-1400


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#21


(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#23


(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#1


(二)


11:30 グッド・ワイフ シーズン7


#3


(字)12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#17


(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#19


(二)


FOXイッキ見サンデーDX


12:00 ゴースト 


～天国からのささやき シーズン1


#1


(字)


1130-1200 11:30 インフォメーション


 (日)


1130-1200


1400-1430
14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#13


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#14


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#15


(二)[最終話]


14:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#20


(二)


14:00 ゴースト 


～天国からのささやき シーズン1


#3


(字)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#11


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#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 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#21


(二)


15:00 ゴースト 


～天国からのささやき シーズン1


#4


(字)


1500-1530


1530-1600 15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#9


(字)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#11


(字)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#13


(字)


1530-1600


1600-1630 16:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#22


(二)


16:00 ゴースト 


～天国からのささやき シーズン1


#5


(字)


1600-1630


1630-1700 16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#10


(字)


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#12


(字)


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#14


(字)


1630-1700


1700-1730 17:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#23


(二)


17:00 ゴースト 


～天国からのささやき シーズン1


#6


(字)


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)


1730-1800


1800-1830 18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#21


(字)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#23


(字)


18:00 【新】クリミナル・マインド / 


FBI vs. 異常犯罪 シーズン9


#1


(字)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#24


(二)


18:00 ゴースト 


～天国からのささやき シーズン1


#7


(字)


1800-1830


1830-1900 1830-1900


17:30 インフォメーション


 (日)


17:30 インフォメーション


 (日)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#17


(字)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#19


(字)


20:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#26


(二)[最終話]


20:00 ゴースト 


～天国からのささやき シーズン1


#9


(字)


2000-2030


2030-2100 2030-2100


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#11


(字)


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#12


(字)


1900-1930 19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#22


(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#24


(字)[最終話]


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#2


(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン4


#25


(二)


19:00 ゴースト 


～天国からのささやき シーズン1


#8


(字)


1900-1930


1930-2000 1930-2000


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#18


(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#20


(字)


2300-2330
23:00 ザ・ルーキー シーズン1


#4


(字)


23:00 グッド・ワイフ シーズン7


#13


(二)


23:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン19


#10


(字)


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#9


(二)


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#10


(二)


2000-2030
20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#13


(字)


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#14


(字)


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン2


#15


(字)[最終話]


2200-2230
22:00 マダム・セクレタリー シーズン5


#17


(字)


22:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン19


#10


(字)


22:00 LAW & ORDER: 


性犯罪特捜班 シーズン23


#2


(字)


2200-2230


2230-2300 2230-2300


2100-2130 21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#11


(二)


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#12


(二)


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#13


(二)


2300-2330


2330-2400 2330-2400


2400-2430 24:00 NCIS:LA 


～極秘潜入捜査班 シーズン12


#17


(字)


24:00 グッド・ワイフ シーズン7


#14


(二)


24:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン1


#14


(字)


2400-2430


2430-2500 2430-2500


24:00 マダム・セクレタリー シーズン5


#16


(字)


サタデー・ナイト・ムービー


21:00 ジェーン・エア


(字)


21:00 The Voice シーズン20


#5


(字)


22:00 SEAL Team/シール・チーム 


シーズン3


#20


(字)[最終話]


22:00 ザ・ルーキー シーズン1


#4


(二) 22:30 The Voice シーズン20


#6


(字)23:00 【新】LAW & ORDER: 


性犯罪特捜班 シーズン23


#1


(字)


23:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン19


#9


(字)


23:15 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン1


#13


(字)


23:30 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン2


#1


(字)


24:00 SEAL Team/シール・チーム 


シーズン3


#20


(字)[最終話]


2100-2130


2130-2200 2130-2200


2500-2530 25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#5


(字)


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#6


(字)


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#7


(字)


2500-2530


2530-2600 2530-2600


2600-2630 26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#7


(字)


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#9


(字)


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 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1


#16


(字)


2600-2630


2630-2700 2630-2700


24:10 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン1


#14


(字)


24:25 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン2


#2


(字)


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#3


(字)


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#4


(字)


25:05 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン1


#15


(字)


25:20 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン2


#3


(字)


2700-2730 27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#8


(字)


27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#10


(字)


27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#12


(字)


27:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン1


#17


(字)


2700-2730
27:10 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン2


#5


2730-2800 2730-2800


27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#4


(字)


26:15 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン2


#4


(字)27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#6


(字)


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#3


(字)


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#5


(字)


04:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン3


#14


(字)


04:00 FBI: 


特別捜査班　シーズン1


#14


(字)


04:00 SEAL Team/シール・チーム 


シーズン2


#17


(字)


05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン1


#20


(字)


05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン1


#21


(字)


05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン1


#22


(字)[最終話]


06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#11


(二)


06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#12


(二)


06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#13


(二)


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17


#5


(字)


10:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#7


(字)


10:00 ブリティッシュ 


ベイクオフ　シーズン4


#4


(二)


10:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#9


(字)


10:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#11


(字)


12:30 グッド・ワイフ シーズン7


#4


(字)13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#18


(二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン8


#20


(二)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#10


(字)


15:00 インフォメーション


 (日)


15:00 インフォメーション


 (日)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#2


(二)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#12


(字)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#14


(字)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#5


(字)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#7


(字)


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#6


(字)


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#8


(字)







Page 5 of 5


(ET) Monday 2022/06/27 Tuesday 2022/06/28 Wednesday 2022/06/29 Thursday 2022/06/30 Friday 2022/07/01 Saturday 2022/07/02 Sunday 2022/07/03 (ET)


400-430


430-500 430-500


500-530 05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン2


#6


(字)


FOX 番組表 6月


400-430 04:00 LAW & ORDER: 


性犯罪特捜班 シーズン23


#2


(字)


500-530


530-600 530-600


04:00 ブルーブラッド 


～NYPD家族の絆～ シーズン3


#15


(字)


04:00 FBI: 


特別捜査班　シーズン1


#15


(字)


04:00 SEAL Team/シール・チーム 


シーズン2


#18


(字)


600-630
06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#19


(二)


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)


700-73007:00 インフォメーション


 (日)


730-800 07:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#19


(二)


07:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#21


(二)


730-800


800-830 800-830


830-900 08:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#20


(二)


08:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#22


(二)


07:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#15


(二)


07:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#17


(二)


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)


930-1000


1000-1030 10:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#19


(字)


10:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン18


#1


(字)


1000-1030


1030-1100 1030-1100


09:30 インフォメーション


 (日)


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17


#15


(字)


08:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#16


(二)


08:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1


#18


(二)


10:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#17


(字)


1200-1230


1230-1300 1230-1300


1300-1330


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#20


(字)[最終話]


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン18


#2


(字)


1100-1130


1130-1200 1130-1200


1200-1230


1300-1330
13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#8


(二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#10


(二)


1330-1400 1330-1400


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#3


(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#5


(二)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#4


(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#7


(二)


12:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#9


(二)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#16


(字)


11:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#18


(字)


13:05 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#6


(二)


1100-1130


1400-1430


1430-1500 1430-1500


1500-1530 15:00 インフォメーション


 (日)


15:00 インフォメーション


 (日)


1500-1530


1400-1430
14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン3


#3


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン3


#4


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン3


#1


(二)


14:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン3


#2


(二)


15:00 インフォメーション


 (日)


15:00 インフォメーション


 (日)


1530-1600 15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#19


(字)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン18


#1


(字)


1530-1600


1600-1630 1600-1630


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#20


(字)[最終話]


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン18


#2


(字)


1630-1700


1700-1730 1700-1730


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#15


(字)


15:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#17


(字)


1730-1800 17:30 インフォメーション


 (日)


1630-1700


17:30 インフォメーション


 (日)


1730-1800


1800-1830 18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#7


(字)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#9


(字)


1800-1830


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#16


(字)


16:30 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17


#18


(字)


17:30 インフォメーション


 (日)


17:30 インフォメーション


 (日)


2030-2100


1830-1900 1830-1900


1900-1930 19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#8


(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#10


(字)


1900-1930


1930-2000


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#3


(字)


18:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#5


(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#4


(字)


19:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン9


#6


(字)


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン5


#1


(二)


2300-2330
23:00 ザ・ルーキー シーズン1


#5


(字)


23:00 グッド・ワイフ シーズン7


#15


(二)


1930-2000


2000-2030
20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン3


#3 


(字)


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン3


#4


(字)


2000-2030


2100-2130


2130-2200 2130-2200


2100-2130


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン3


#1


(字)


20:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン3


#2


(字)


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#14


(二)


2200-2230
22:00 マダム・セクレタリー シーズン5


#18


(字)


22:00 NCIS 


～ネイビー犯罪捜査班 シーズン19


#11


(字)


2200-2230


2230-2300 2230-2300


2300-2330


2030-2100


24:00 グッド・ワイフ シーズン7


#16


(二)


2400-2430


2430-2500 2430-2500


2500-2530 25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#10


(字)


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#11


(字)


2500-2530


2530-2600 2530-2600


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#8


(字)


25:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#9


(字)


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#19


(字)


2600-2630


2630-2700 2630-2700


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#13


(字)


26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#15


(字)


2700-2730 27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#18


(字)


27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#20


(字)


2700-2730


2730-2800 2730-2800


27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#14


(字)


27:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#16


(字)


05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン2


#3


(字)


05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン2


#4


(字)


05:00 


ニュー・アムステルダム　医師たちのカ


ルテ　シーズン2


#5


(字)


06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#16


(二)


06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#17


(二)


06:00 グッド・ワイフ シーズン4


#18


(二)


07:00 インフォメーション


 (日)


2330-2400 2330-2400


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#15


(二)
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12 


#18


(字)[最終話]


22:00 ザ・ルーキー シーズン1


#5


(二)


23:00 LAW & ORDER: 


性犯罪特捜班 シーズン23


#2


(字)


23:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン1


#1


(二)


24:00 マダム・セクレタリー シーズン5


#17


(字)


24:00 リゾーリ＆アイルズ シーズン1


#2


(二)


2600-2630 26:00 クリミナル・マインド / FBI vs. 


異常犯罪 シーズン5


#17


(字)


2400-2430 24:00 NCIS:LA 


～極秘潜入捜査班 シーズン12


#18


(字)[最終話]


21:00 ミディアム 


霊能捜査官アリソン・デュボア 


シーズン4


#16


(二)[最終話]








木 金 土 日 月 火水


（J SPORTS 1）※都合により、番組内容や放送時間が変更になる場合があります。


６.00　マジェスティ
６.15　MOTOR GAMES#430
６.45　Cycle*2021  


ツール・ド・フランス
	 ▽B第20ステージ	


▽０.45 21日間の裏側⑳
１.00　桑田泉1⑬◇30 情報
２.00　桑田泉ゴルフ1⑭
２.30　第71回 全日本大学野球


選手権大会⑯
	 ▽2回戦-5～東京ドーム
５.30　ラグビー 一人語り⑥
５.55★Xプロ野球
	 「広島×ヤクルト」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	


スタジアム広島
	 （試合終了まで放送、	


以降の番組変更あり）
10.00　Cycle*2021  


ツール・ド・フランス
	 ▽B第21ステージ	


▽３.00 21日間の裏側�
３.15　ラグビー わんだほー！�


（〜4.15）


６.00　MLBミュージック�
６.15BCycle*2022 ジロ・デ


・イタリア　休息日TV	
「第1～15ステージ」


８.15　Cycle*2021  
ツール・ド・フランス


	 ▽B第2ステージ	
▽０.45 21日間の裏側②


１.00★原田伸郎ゴルフⅢ#1203
１.30　情報◇２.00 桑田泉3①
２.30　ラグビー わんだほー！⑳
３.25Kジャパンラグビー リーグ


ワン2022
	 ▽入替戦	第2戦-3
５.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「広島×オリックス」
	 （試合終了まで放送、	


以降の番組変更あり）
10.00★MLBイッキ見！⑨
10.45　MLBミュージック�
11.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「広島×オリックス（6/3）」
２.30　結束！侍ジャパン�
３.00　セレクション


４.00AThis Week in WWE#696
４.30BCycle*2022 ジロ・デ


・イタリア　休息日TV	
「第16～21ステージ」


５.30　Cycle*2021  
ツール・ド・フランス


	 ▽B第3ステージ	
▽９.45 21日間の裏側③


10.00　情報◇ラグビー 一人語り⑥
10.55Kラグビー リーグワン'22
	 ▽D1	プレーオフ	決勝
１.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「広島×オリックス」
	 （試合終了まで放送）
６.00　MLBイッキ見⑨◇45 MLB音楽�
７.00★サニックスワールドラグビ


ーユース交流大会 2022
８.00　結束！侍ジャパン�
８.30　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「広島×オリックス（6/4）」
０.00Kラグビー リーグワン'22
	 ▽入替戦	第2戦-1
２.30　ラグビー わんだほー！⑳
３.30　ラグビー 一人語り⑥


４.00　HOOP!～学生バスケ情報⑤
４.30　The REAL		クライミング
５.30　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022		ボル
ダリング	第5戦	男女決勝	
「ソルトレイクシティ」


９.00　ラグビー わんだほー！⑳
９.55　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「広島×オリックス（6/4）」
１.25★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「広島×オリックス」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	


スタジアム広島
	 （試合終了まで放送、	


以降の番組変更あり）
５.30　結束！侍ジャパン�
６.00　セレクション
７.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「広島×オリックス（6/5）」
10.30Kジャパンラグビー リーグ


ワン2022
	 ▽D1	プレーオフ	決勝	


▽１.30 D1	プレーオフ	
3位決定戦	 （〜4.15）


４.35　Cycle*2021  
ツール・ド・フランス


	 ▽B第4ステージ	
▽８.35 21日間の裏側④


８.50★X第71回 全日本大学野
球選手権大会①～③


	 ▽1回戦
	 ～神宮球場
	 （延長の場合、以降の番組


変更あり）


６.00BMLB中継
	 「フィリーズ×エンジェ


ルス（6/5）」


９.30Kジャパンラグビー リーグ
ワン2022　D1	プレー
オフ	準決勝-1	
▽０.15 D1	プレーオフ	
準決勝-2


３.00　ラグビー 一人語り⑥
３.30AWWE#696	 （〜4.00）


６.00　情報◇30 MOTOR#427
７.00　ダンス！華麗なる闘い
８.00　SAIL GP '22/23		第1戦
８.35　スーパーフォーミュラ		第4戦
８.50★X第71回 全日本大学野


球選手権大会④⑤⑫
	 ▽1回戦/2回戦
	 ～神宮球場
	 （延長の場合、以降の番組


変更あり）


６.00BMLB中継
	 「エンジェルス×レッド


ソックス（6/6）」
９.30　サニックスワールドラグビ


ーユース交流大会 2022
10.30Kジャパンラグビー リーグ


ワン2022　D1	プレー
オフ	3位決定戦


１.15　ラグビー 一人語り⑥
１.45　スーパーフォーミュラ		第4戦


（2.00〜7.00放送休止）


６.00　情報◇30AWWE#697
７.00　結束！侍ジャパン�
７.30　マジェスティ◇45 我ら⑤
８.15　Cycle*2021  


ツール・ド・フランス
	 ▽B第7ステージ	


▽０.15 21日間の裏側⑦
０.30　情報◇１.00 原田Ⅲ#1201
１.30　情報◇２.00 桑田泉3③
２.30　ラグビー わんだほー！⑳
３.30　バドミントン ワールド 


ツアー タイオープン 
2022


	 ▽決勝
	 ～インパクトアリーナ/


バンコク
９.30　サニックスワールドラグビ


ーユース交流大会 2022
10.30Kジャパンラグビーチャリ


ティーマッチ 2022
１.15　SUPER GT ダイジェスト
１.30Kジャパンラグビー リーグ


ワン2022　入替戦	第2
戦-2	 （〜4.00）


６.00　MOTOR GAMES#429
６.30　【ダーツ】'13 ワールドマッ


チプレー　セミファイナル
７.30　FIM スーパースポーツ300
	 ▽第4戦◇45 マジェスティ
８.00　MLBミュージック�
８.15　Cycle*2021  


ツール・ド・フランス
	 ▽B第12ステージ	


▽０.30 21日間の裏側⑫
０.45　情報◇１.00 原田Ⅲ#1202
１.30　情報◇２.00 桑田泉1②
２.30　第71回 全日本大学野球


選手権大会⑩
	 ▽1回戦-10～東京ドーム
５.30Kラグビー 一人語り③
５.55★Xプロ野球
	 「広島×阪神」
	 （試合終了まで放送）
10.00★バドミントン ワールド 


ツアー インドネシアオー
プン 2022　1回戦


	 ～イストラ・セナヤン/
ジャカルタ	 （〜4.00）


６.00　結束！侍ジャパン�
６.30　マジェスティ
６.45　Cycle*2022 月チャリ
７.45　Cycle*2021  


ツール・ド・フランス
	 ▽B第19ステージ	


▽11.45 21日間の裏側⑲
０.00　ラグビー わんだほー！�
１.00　桑田泉1⑨◇30 情報
２.00　桑田泉ゴルフ1⑩
２.30　第71回 全日本大学野球


選手権大会⑭
	 ▽2回戦-3～神宮球場
５.30　ラグビー 一人語り①
５.55★Xプロ野球
	 「広島×ヤクルト」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	


スタジアム広島
	 （試合終了まで放送）
10.00Kラグビー日本代表テスト


マッチ2022
	 「日本×ウルグアイ（6/25）」
０.45　MLBミュージック�


（1.00〜7.00放送休止）


６.00　情報
６.30　HOOP!～学生バスケ情報⑤
７.00　The REAL
	 ▽サーフィン	


▽８.00 アメフトv
９.00　第71回 全日本大学野球


選手権大会⑳～�
	 ▽準々決勝-1	


▽０.00 準々決勝-2	
▽３.00 準々決勝-3	
▽６.00 準々決勝-4


	 ～神宮球場


９.00　ベスト4決定！全日本大学野球
９.15　結束！侍ジャパン�
９.45★マジェスティ
10.00★MLBイッキ見！⑩
10.45BMLB中継
	 「エンジェルス×レッド


ソックス（6/9）」
２.15　ベスト4決定！全日本大学野球
２.30　サニックスワールドラグビ


ーユース交流大会 2022
３.30　ラグビー 一人語り⑥


４.00AThis Week in WWE#697
４.30　結束！侍ジャパン�
５.00　Cycle*2021  


ツール・ド・フランス
	 ▽B第5ステージ	


▽11.15 21日間の裏側⑤
11.30　MLBイッキ見！⑩
０.15　ラグビー 一人語り⑥
０.45★XKジャパンラグビーチ


ャリティーマッチ 2022
３.30　サニックスワールドラグビ


ーユース交流大会 2022
４.30　セレクション
５.30　ラグビー わんだほー！⑳
６.30Kセレクション
９.30　2021 ル・マン24時間


レースの舞台裏
10.30★XBFIA 世界耐久選手権


（WEC） 2022
	 ▽第3戦	ル・マン24時間


レース（フランス）
	 「Part1【スタート】」	


▽２.00 	
「Part2【サンセット】」


５.30★XBFIA 世界耐久選手権
（WEC） 2022


	 ▽第3戦	ル・マン24時間
レース（フランス）


	 「Part3【ミッドナイト】」	
▽９.00 	
「Part4【トワイライト】」


	
▽０.30 	
「Part5【サンライズ】」


	
▽３.00 	
「Part6【サバイバル】」


	
▽６.00 	
「Part7【クライマックス】」


	
▽９.00 	
「Part8【ゴール】」


０.00　第71回 全日本大学野球
選手権大会�


	 ▽決勝～神宮球場
３.30　HOOP!⑤	 （〜4.00）


６.00　情報
６.30　ダンス！華麗なる闘い
７.30　結束！侍ジャパン�
８.00　マジェスティ
８.15　Cycle*2021  


ツール・ド・フランス
	 ▽B第6ステージ	


▽０.30 21日間の裏側⑥
０.45　情報
１.00★原田伸郎ゴルフⅢ#1204
１.30　情報◇２.00 桑田泉3②
２.30　バドミントン ワールド 


ツアー タイオープン 
2022


	 ▽準決勝
	 ～インパクトアリーナ/


バンコク
８.30Kジャパンラグビーチャリ


ティーマッチ 2022
11.15Kジャパンラグビー リーグ


ワン2022
	 ▽入替戦	第2戦-1	


▽１.45 D1	プレーオフ	
決勝	 （〜4.45）


６.00　【ダーツ】'16 Tokyo Masters
	 ▽クウォーターファイナル
７.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022		ボル
ダリング	第6戦	男子決勝


９.00　The REAL		クライミング
10.00　第71回 全日本大学野球


選手権大会④　1回戦-4
１.00　原田伸郎ゴルフⅢ#1204
１.30　情報◇２.00 桑田泉3⑥
２.30　第71回 全日本大学野球


選手権大会⑤　1回戦-5
５.30　情報
５.45　ラグビー 一人語り⑥
６.15　The REAL		アメフトv
７.15Kジャパンラグビーチャリ


ティーマッチ 2022
10.00★MLBイッキ見！⑪
10.45★MLBミュージック�
11.00Kラグビー リーグワン'22
	 ▽D1	プレーオフ	決勝
２.00　セレクション
３.00　サニックスワールドラグビ


ーユース交流大会 2022


４.00AThis Week in WWE#698
４.30　Cycle*2021  


ツール・ド・フランス
	 ▽B第9ステージ	


▽10.45 21日間の裏側⑨
11.00　情報
11.30　MLBミュージック�
11.45Kジャパンラグビーチャリ


ティーマッチ 2022
２.30★XKラグビー日本代表 


テストマッチ2022
	 「日本×ウルグアイ」
	 ～秩父宮ラグビー場
５.30　第71回 全日本大学野球


選手権大会⑥⑦
	 ▽1回戦-6	


▽８.30 1回戦-7
11.30Kラグビー日本代表テスト


マッチ2022
	 「日本×ウルグアイ（6/18）」
２.15　マジェスティ
２.30BFIM スーパースポーツ世


界選手権2022
	 ▽第4戦「ミサノ」


５.00　The REAL
	 ▽サイクルロードレース	


▽６.00 クライミング	
▽７.00 アメフトv


８.00Kセレクション


11.00Kセレクション


３.00Kラグビー日本代表テスト
マッチ2022


	 「日本×ウルグアイ（6/18）」
	 ～秩父宮ラグビー場
５.45　Cycle*2021  


ツール・ド・フランス
	 ▽B第10ステージ	


▽10.15 21日間の裏側⑩
10.30　情報
11.00　第71回 全日本大学野球


選手権大会⑧
	 ▽1回戦-8～東京ドーム
２.00　The REAL		サーフィン	


▽３.00 アメフトw
（〜4.00）


５.35　Cycle*2021  
ツール・ド・フランス


	 ▽B第11ステージ
	


▽０.45 21日間の裏側⑪


１.00　原田伸郎ゴルフⅢ#1201
１.30　情報
２.00　桑田泉ゴルフ1①
２.30　第71回 全日本大学野球


選手権大会⑨
	 ▽1回戦-9～東京ドーム
５.30★バドミントン ワールド 


ツアー インドネシアオー
プン 2022


	 ▽決勝
	 ～イストラ・セナヤン/


ジャカルタ
０.30Kラグビー日本代表テスト


マッチ2022
	 「日本×ウルグアイ（6/18）」
３.15　FIM スーパースポーツ300
	 ▽第4戦
３.30AWWE#698	 （〜4.00）


６.00　Cycle*2021  
ツール・ド・フランス


	 ▽21日間の裏側⑬	
▽６.15B第14ステージ	
▽10.15 21日間の裏側⑭


10.30　情報
11.00　マジェスティ
11.15　ラグビー 一人語り⑥
11.45Kラグビー日本代表テスト


マッチ2022
	 「日本×ウルグアイ（6/18）」
２.30★XKラグビー日本代表 


テストマッチ2022
	 「日本×ウルグアイ」
５.30　MLBミュージック�
５.45　Cycle*2021  


ツール・ド・フランス
	 ▽B第15ステージ	


▽10.45 21日間の裏側⑮
11.00Kラグビー日本代表テスト


マッチ2022
	 「日本×ウルグアイ（6/25）」
１.45Kジャパンラグビーチャリ


ティーマッチ 2022


４.30　MLBミュージック�
４.45BFIM スーパースポーツ世


界選手権2022
	 ▽第4戦「ミサノ」
７.15BFIM スーパーバイク世界


選手権2022
	 ▽第4戦「ミサノ」
10.15　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022		ボル
ダリング	第6戦	女子決勝	
▽０.15 第6戦	男子決勝	
「ブリクセン」


２.15Kラグビー日本代表テスト
マッチ2022


	 「日本×ウルグアイ（6/25）」
５.00　Cycle*2021  


ツール・ド・フランス
	 ▽B第16ステージ	


▽９.30 21日間の裏側⑯
９.45BCycle*2021  


ツール・ド・フランス
	 ▽第17ステージ


４.30　ツール・ド・フランス
	 ▽21日間の裏側⑰


（4.45〜6.00放送休止）
６.00　マジェスティ◇ダンス！
７.15　SAIL GP '22/23		第2戦
７.45　ツール・ド・フランス
	 ▽B第18ステージ	


▽０.15 21日間の裏側⑱
０.30　情報◇１.00 桑田泉1⑦
１.30　情報◇２.00 桑田泉1⑧
２.30　第71回 全日本大学野球


選手権大会⑬　2回戦-2
５.30★結束！�◇マジェスティ
６.15　The REAL		アメフトw
７.15Kラグビー日本代表テスト


マッチ2022
	 「日本×ウルグアイ（6/25）」
10.00★ラグビー わんだほー！�
11.00　クライミングW杯 2022
	 ▽リード	第1戦	男女決勝
２.00　サニックスワールドラグビ


ーユース交流大会 2022
３.00　SAIL GP '22/23		第2戦
３.30AWWE#699	 （〜4.00）


６.00　情報
６.30　【ダーツ】'16 Tokyo Masters
	 ▽クウォーターファイナル
７.30　REAL		サイクルロードレース	


▽８.30 クライミング
９.30　プロ野球
	 「広島×阪神（6/21）」
１.00　原田伸郎ゴルフⅢ#1203
１.30　情報◇２.00 桑田泉1③
２.30　第71回 全日本大学野球


選手権大会⑪
	 ▽1回戦-11～東京ドーム
５.30　スーパーフォーミュラ		第4戦
５.40　MLBミュージック�
５.55★Xプロ野球
	 「広島×阪神」
	 （試合終了まで放送、	


以降の番組変更あり）
10.00★バドミントン ワールド 


ツアー インドネシアオー
プン 2022


	 ▽2回戦
	 ～イストラ・セナヤン/


ジャカルタ	 （〜4.00）


６.00BSAIL GP 2022/23
	 ▽第2戦	シカゴ「Day1」
８.00　The REAL		アメフトv
９.00　情報
９.30　プロ野球
	 「広島×阪神（6/22）」
１.00　原田伸郎ゴルフⅢ#1204
１.30　情報◇２.00 桑田泉1④
２.30　第71回 全日本大学野球


選手権大会⑫
	 ▽2回戦-1～神宮球場
５.30　ラグビー 一人語り⑥
５.55★Xプロ野球
	 「広島×阪神」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	


スタジアム広島
	 （試合終了まで放送、	


以降の番組変更あり）
10.00★バドミントン ワールド 


ツアー インドネシアオー
プン 2022


	 ▽準々決勝
	 ～イストラ・セナヤン/


ジャカルタ	 （〜4.00）


６.00BSAIL GP 2022/23
	 ▽第2戦	シカゴ「Day2」
８.00　The REAL		サーフィン
９.00AMobil 1 The Grid④
９.30　プロ野球
	 「広島×阪神（6/23）」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	


スタジアム広島
１.00　桑田泉1⑤◇30 情報
２.00　桑田泉1⑥◇30 月チャリ
３.30AMobil 1 The Grid④
４.00★バドミントン ワールド 


ツアー インドネシアオー
プン 2022


	 ▽準決勝
	 ～イストラ・セナヤン/


ジャカルタ
10.00★MLBイッキ見！⑫
10.45Kラグビー日本代表テスト


マッチ2022
	 「日本×ウルグアイ（6/18）」
１.30BCycle*2021  


ツール・ド・フランス
	 ▽第13ステージ


７.00　情報
７.30　ダンス！華麗なる闘い
８.30　HOOP!～学生バスケ情報⑤
９.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「広島×日本ハム（5/31）」
０.30　情報
１.00★原田伸郎ゴルフⅢ#1201
１.30　情報
２.00　桑田泉ゴルフ2⑦
２.30　ラグビー 一人語り⑥
２.55Kジャパンラグビー リーグ


ワン2022
	 ▽D1	プレーオフ	決勝
５.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「広島×日本ハム」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	


スタジアム広島
	 （試合終了まで放送、	


以降の番組変更あり）
10.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「広島×日本ハム（6/1）」
１.30Kジャパンラグビー リーグ


ワン2022　D1	プレー
オフ	3位決定戦（〜4.15）


６.00　FIM スーパースポーツ300
	 ▽第3戦
６.15　Cycle*2021  


ツール・ド・フランス
	 ▽B第1ステージ	


▽０.45 21日間の裏側①
１.00★原田伸郎ゴルフⅢ#1202
１.30　情報
２.00　桑田泉ゴルフ2⑧
２.30Kジャパンラグビー リーグ


ワン2022
	 ▽入替戦	第2戦-1
５.00　ラグビー わんだほー！⑳
５.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「広島×日本ハム」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	


スタジアム広島
	 （試合終了まで放送、	


以降の番組変更あり）
10.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「広島×日本ハム（6/2）」
１.30Kジャパンラグビー リーグ


ワン2022　入替戦	第2
戦-2	 （〜4.00）


７.00　情報
７.30　ラグビー 一人語り⑥
８.00　結束！侍ジャパン�
８.35　MLBミュージック�
８.50★X第71回 全日本大学野


球選手権大会⑬～⑮
	 ▽2回戦
	 ～神宮球場
	 （延長の場合、以降の番組


変更あり）


６.00BMLB中継
	 「エンジェルス×レッド


ソックス（6/7）」
９.30Kジャパンラグビー リーグ


ワン2022
	 ▽D1	プレーオフ	決勝
０.30　セレクション
１.30　ラグビー 一人語り⑥
２.00Kジャパンラグビー リーグ


ワン2022
	 ▽入替戦	第2戦-3


（〜4.30）


６.00　情報
６.30　The REAL		サーフィン
７.30　情報
８.00　MLBミュージック�
８.15　結束！侍ジャパン�
８.50★X第71回 全日本大学野


球選手権大会⑳～�
	 ▽準々決勝
	 ～神宮球場
	 （延長の場合、以降の番組


変更あり）


９.30　サニックスワールドラグビ
ーユース交流大会 2022


10.30Kジャパンラグビー リーグ
ワン2022


	 ▽入替戦	第2戦-1	
「開催スケジュール未定」	
▽１.00 入替戦	第2戦-2	
「開催スケジュール未定」


３.30　結束！�	 （〜4.00）


６.00　情報◇30 MOTOR#428
７.00　The REAL		アメフトw
８.00　Cycle*2021  


ツール・ド・フランス
	 ▽B第8ステージ	


▽０.15 21日間の裏側⑧
０.30　情報◇１.00 原田Ⅲ#1202
１.30　情報◇２.00 桑田泉3④
２.30　第71回 全日本大学野球


選手権大会①
	 ▽1回戦-1～神宮球場
５.30　バドミントン ワールド 


ツアー インドネシアマス
ターズ 2022


	 ▽準決勝
	 ～イストラ・セナヤン/


ジャカルタ
11.30　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022
	 ▽ボルダリング	第6戦	


女子決勝「ブリクセン」
１.30　The REAL		クライミング
２.30　ラグビー 一人語り⑥
３.00　セレクション	（〜4.00）


６.00　【ダーツ】'13 ワールドマッ
チプレー　セミファイナル


７.00　IFSC クライミングワー
ルドカップ 2022


	 ▽ボルダリング	第6戦	
女子決勝「ブリクセン」


９.00　The REAL
	 ▽サイクルロードレース
10.00　第71回 全日本大学野球


選手権大会②　1回戦-2
１.00　原田伸郎ゴルフⅢ#1203
１.30　情報◇２.00 桑田泉3⑤
２.30　第71回 全日本大学野球


選手権大会③　1回戦-3
５.30　バドミントン ワールド 


ツアー インドネシアマス
ターズ 2022


	 ▽決勝
11.30Kラグビー リーグワン'22
	 ▽入替戦	第2戦-3
２.00　サニックスワールドラグビ


ーユース交流大会 2022
３.00　The REAL
	 ▽アメフトw	（〜4.00）


７.00　IFSC クライミングワー
ルドカップ 2022		ボル
ダリング	第7戦	男子決勝	
「インスブルック」


９.00　情報
９.15　プロ野球
	 「広島×ヤクルト（6/28）」
０.45　情報◇１.00 桑田泉1⑪
１.30　情報◇２.00 桑田泉1⑫
２.30　第71回 全日本大学野球


選手権大会⑮　2回戦-4
５.30Kラグビー 一人語り③
５.55★Xプロ野球
	 「広島×ヤクルト」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	


スタジアム広島
	 （試合終了まで放送）
10.00　プロ野球
	 「広島×ヤクルト（6/29）」
１.30　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022		ボル
ダリング	第7戦	女子決勝	
「インスブルック」


３.30　結束！�	 （〜4.00）
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株式会社ジェイ・スポーツ
〒135-8668　東京都江東区青海2-5-10
カスタマーセンター：TEL.0570-099-333
 （ナビダイヤル/毎日10:00～20:00）


2022年6月放送スケジュール
2022.6.1 ▶ 6.30　J SPORTS 16


★新内容登場番組　X生放送・生中継　B二カ国語　K音声多重　A字幕


最新の番組情報はJ SPORTS ホームページでご確認下さい。






















月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
5/30 5/31 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5


4:00 名車再生！一挙放送 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 新シーズン開始記念マラソン MotorTrend 9:00


★トップギア シーズン23：エクス
トラ・ギア: アリエル・ノマド/ポル
シェ・911 GT3R(字)


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


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
2: MGB GT 前編(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
2: MGB GT 後編(二)


★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン2: VWビー
トルベースのバギー 前編(二)


★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン2: VWビー
トルベースのバギー 後編(二)


★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)


14:00 14:00


14:30 14:30


15:00 世界環境デーSP 15:00


15:30 15:30


16:00 16:00


16:30 16:30


17:00 名車再生！一挙放送 17:00


17:30 17:30


18:00 18:00


18:30 18:30


19:00 吹替版DSC初登場 19:00


19:30 19:30


20:00 20:00


20:30 20:30


21:00 日曜宇宙シアター 21:00


21:30 21:30


22:00 22:00


22:30 22:30


23:00 23:00


23:30 23:30


24:00 名車再生！一挙放送 名車再生！一挙放送 24:00


24:30 24:30


25:00 25:00


25:30 25:30


26:00 宇宙SP 26:00


26:30 26:30


27:00 27:00


27:30 27:30


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: マツ
ダRX-7(二)


宇宙SP
NASA超常ファイル シーズ
ン1: 太陽に開いた穴(二)


NASA超常ファイル シーズン1:
小惑星のUFO墜落現場(二)


NASA超常ファイル シーズ
ン1: 火星の衛星の謎(二)


NASA超常ファイル シーズ
ン1: 謎の光の群れ(二)


放送休止


放送休止


放送休止


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: AMCペーサー(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12:
MGA(二)


Discovery Channel
2022年06月編成表


ミリタリー・モーターズ シー
ズン8: 大口注文でチャンス
到来(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2: プジョー
205GTi 後編(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: BMWイセッタ(二)


出動！消防士密着24時:
緊迫場面SP(二)


★ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン10:
Ep.13理想を求めパート
1(字)
インフォマーシャル(日)


★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン2: BMW
325iツーリング 前編(二)


放送休止


放送休止


放送休止


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: ベンツ ＳＬＫ(二)


ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン10: Ep.14
理想を求めパート2(字)


★歴史を変えたテクノロ
ジー: 高層ビル(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2: BMW
325iツーリング 後編(二)


一攫千金 フィル船長の系
譜 シーズン2 特別編: サメ
との戦い(字)


★舞台裏のスーパーテクノロ
ジー シーズン12: Ep.10 ロ
ボ・ファーム(字)


インフォマーシャル(日)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン4: 生命の起源(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
★THE NAKED XL シー
ズン3 オールスター: Ep.9
最終関門(二)


★THE NAKED XL シー
ズン3 オールスター 特別
編: 闘いの始まり(二)


★THE NAKED XL シー
ズン3 オールスター 特別
編: 過酷な旅(二)


トップギア シーズン23：エクストラ・ギ
ア: ボルボ・XC90 T8/グリッケンハウ
ス・コンペティツィオーネ(字)


★超過激！科学実験動画
のヒミツ シーズン4: トラン
スフォーマー(二)


カク博士のＳＦ研究室 シーズ
ン2: Ep.10 サイボーグの軍隊
(二)
カク博士のＳＦ研究室 シーズ
ン2: Ep.11 スタートレックのホ
ロデッキ(二)


インフォマーシャル(日)


☆名車再生！ドリームカー大作
戦 シーズン2: ケータハム ス
ポーツカー(新)(二)


☆トップギア シーズン23：エクス
トラ・ギア: アリエル・ノマド/ポル
シェ・911 GT3R(新)(字)


★ファスト＆ラウド シーズン
1: フォード・2ドアセダン
(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: 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
12: MGA(二)


インフォマーシャル(日)


ミリタリーSP
★ミリタリー・モーターズ
シーズン6: 移動式ステー
ジ(二)


★ミリタリー・モーターズ
シーズン6: 多目的戦術輸
送車(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: シトロエン2CV(二)


★出動！消防士密着24
時: 緊迫場面SP(二)


☆潜入！世界の心霊ス
ポット シーズン10: プラ
ザ・ホテル(新)(字)


☆ミステリー・ミュージアム
シーズン13: 金曜の強盗
(新)(字)


★ゴールド・ラッシュ外伝～
パーカーの旅～ シーズン3
特別編: サバイバル(二)


☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン11 特
別編: 記録破りシーズンの裏側
(新)(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: アンフィカー(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: フォルクスワーゲン・タ
イプ181(二)


インフォマーシャル(日)


★ミリタリー・モーターズ
シーズン6: 改造キャンピン
グカー(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: マセラティ
3200GT(二)


オークション・キング: スズキ・ハ
ヤブサ(二)
★名車再生！ドリームカー
大作戦 シーズン2: アウ
ディ Q7(二)


☆IMAGINEZ大学
with Discovery: 文月
悠光／他(新)(日)


☆ミリタリー・モーターズ
シーズン8: 飛行機の分解
チャレンジ(新)(二)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: アウディ
Q7(二)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: ケータハ
ム スポーツカー(二)


ヒトラー帝国の黒幕たち:
ヘルマン・ゲーリング(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2: スズキSJ410
前編(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: フォード・マスタング(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: ポル
シェ993タルガ(二)


トップギア シーズン23：エクスト
ラ・ギア: アリエル・ノマド/ポルシェ・
911 GT3R(字)


舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン12: Ep.10 ロボ・ファーム(字)


★シリーズ工場見学 シーズン
2: 人工芝/入れ歯/寝袋(二)


インフォマーシャル(日)


ゴールド・ラッシュ外伝～
パーカーの旅～ シーズン3
特別編: サバイバル(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)


★メガ建造～不可能への
挑戦～ シーズン5: ドバイ
の人工島(二)


歴史を変えたテクノロジー:
高層ビル(二)


★ファスト＆ラウド シーズン
1: ポンティアック・ボンネビ
ル(二)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: アウディ
Q7(二)


DISCO presents テクノロ
ジーアワー
★歴史を変えたテクノロ
ジー: 車(二)
☆超過激！科学実験動画
のヒミツ シーズン4: 嘘を見
破る(新)(二)


AI隆盛 人工知能が創る未来:
AIの論理(二)


☆トップギア シーズン23：エクスト
ラ・ギア: ボルボ・XC90 T8/グリッケ
ンハウス・コンペティツィオーネ
(新)(字)


放送休止


名車再生！一挙放送


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: BMW2002tii(二)


★ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズ
ン11: Ep.19 思いがけな
い崖っぷち(二)


出動！消防士密着24時:
事故車両からの救出(二)


インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)


★THE NAKED XL シーズン
3 オールスター 特別編: 絶体
絶命の瞬間トップ10(二)


インフォマーシャル(日)


★ヒトラー帝国の黒幕た
ち: ヘルマン・ゲーリング
(二)


インフォマーシャル(日)


シリーズ工場見学 シーズン2:
人工芝/入れ歯/寝袋(二)


宇宙SP
★NASA超常ファイル シー
ズン1: 謎の光の群れ(二)


★NASA超常ファイル シー
ズン1: X字型の天体(二)


★NASA超常ファイル シー
ズン1: 太陽に開いた穴
(二)


★数字のいたずら: 不幸中の
幸いの確率(字)


インフォマーシャル(日)


★潜入！世界の心霊ス
ポット シーズン10: ハリ
ウッド＆グリフィス天文台
(字)
★ミステリー・ミュージアム
シーズン13: 世界初のスー
パーコンピューター(字)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: AMCペーサー(二)


★ミリタリー・モーターズ
シーズン6: KME社製はし
ご車(二)
インフォマーシャル(日)


数字のいたずら: 不幸中の幸い
の確率(字)


★オークション・キング: スズキ・
ハヤブサ(二)


☆おあそびマスターズ:
Ep.63(新)(日)


★THE NAKED XL シー
ズン3 オールスター 特別
編: 再会(二)


ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン11 特別
編: 記録破りシーズンの裏側
(二)


名車再生！一挙放送
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: マセ
ラティ3200GT(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: シボレー・カマロ(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: アンフィカー(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: フォード・フィエスタ
XR2(二)
★解剖！メガマシン シーズ
ン2: ロードトレイン(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)


★THE NAKED XL シー
ズン6: 食への探求心(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: シボレー・カマロ(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: 日産フェアレディZの
海外モデル(二)


インフォマーシャル(日)


★ミリタリー・モーターズ
シーズン6: M942トラック
(二)


★カク博士のＳＦ研究室 シーズン2:
Ep.10 サイボーグの軍隊(二)


★カク博士のＳＦ研究室 シーズン2:
Ep.11 スタートレックのホロデッキ
(二)
インフォマーシャル(日)


☆一攫千金 フィル船長の
系譜 シーズン2: 時間との
闘い(新)(字)


☆ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン10:
Ep.14 理想を求めパート
2(新)(字)


★NASA超常ファイル シー
ズン1: 小惑星のUFO墜
落現場(二)


☆THE NAKED XL シー
ズン6: 減らない食欲
(新)(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: 日産フェアレディZの
海外モデル(二)


一攫千金 フィル船長の系
譜 シーズン2: 時間との闘
い(字)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: ポルシェ993タルガ
(二)


★ヒトラー帝国の黒幕た
ち: アドルフ・アイヒマン
(二)


★NASA超常ファイル シー
ズン1: 火星の衛星の謎
(二)


★解明・宇宙の仕組み
シーズン4: 超大質量ブ
ラックホール(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: フォルクスワーゲン・タ
イプ181(二)


★解明・宇宙の仕組み
シーズン8: タイムトラベル
の秘密(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン4: 超大質量ブラック
ホール(二)


★人類は火星に行くべきか
(字)


★AI隆盛 人工知能が創る未
来: AIの論理(二)
インフォマーシャル(日)


★宇宙未来飛行 生命探
査の旅: 惑星ハンター(二)


★宇宙探査フロンティア: 宇宙
望遠鏡(二)


インフォマーシャル(日)


★ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズ
ン11: Ep.20 決断の時
(二)
★ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズ
ン11: Ep.21 エンドゲー
ム(二)


オークション・キング: スズキ・ハ
ヤブサ(二)
★超過激！科学実験動画
のヒミツ シーズン4: 嘘を見
破る(二)


インフォマーシャル(日)


★AI隆盛 人工知能が創る未
来: 人工ロボットの進歩(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)


★メガ建造～不可能への
挑戦～ シーズン5: ドバイ
の人工島(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: BMW2002tii(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: AMCペーサー(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: 日産フェアレディZの
海外モデル(二)
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フォ
ルクスワーゲン・タイプ181(二)


★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12:
MGA(二)


★解剖！メガマシン シーズ
ン2: 救難ヘリ(二)


★アダムの怪しい実験: パ
ンジャンドラム(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン8: タイムトラベルの秘
密(二)


人類は火星に行くべきか
(字)


宇宙未来飛行 生命探査
の旅: 惑星ハンター(二)


潜入！世界の心霊スポット
シーズン10: プラザ・ホテル
(字)


ミステリー・ミュージアム
シーズン13: 金曜の強盗
(字)


解剖！メガマシン シーズン
2: 救難ヘリ(二)


★ドリームカー誕生 シーズン3:
ポルシェ・パナメーラ(字)
インフォマーシャル(日)


IMAGINEZ大学 with
Discovery: 文月悠光／
他(日)


★CAR FIX シーズン6: リン
カーン・コンチネンタル(二)


放送休止


インフォマーシャル(日)


★トップギア シーズン23：エクスト
ラ・ギア: ボルボ・XC90 T8/グリッケ
ンハウス・コンペティツィオーネ(字)


★名車再生！ドリームカー
大作戦 シーズン2: ケータ
ハム スポーツカー(二)


★ファスト＆ラウド シーズン
1: フォード・2ドアセダン
(二)


★ファスト＆ラウド シーズン
1: ポンティアック・ボンネビ
ル(二)


歴史を変えたテクノロジー:
高層ビル(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: マツダRX-7(二)


★インド2050：未来社会
からの警鐘(字)


★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 惑星の成り立ち(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: シボレー・カマロ(二)


☆地球 大掃除大作戦！
(新)(字)


☆プラスチック物語 地球の
危機との闘い(新)(字)


★火星への旅 完全ガイド
(字)


★宇宙未来飛行 生命探
査の旅: 探検家(二)


インフォマーシャル(日)


★ドリームカー誕生 シーズン3:
プジョーRCZ R(字)


★ゲームチェンジャー 未来
を創る大変革: 太陽光
(字)


★ゲームチェンジャー 未来
を創る大変革: 電気(字)


放送休止







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12


4:00 名車再生！一挙放送 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 特集・NIPPON再発見 MotorTrend 9:00


★ディスカバリーチャンネル プレ
ビュー: 知を熱くする人々(日)


トップギア シーズン23：エクストラ・ギ
ア: アウディ・R8/フェラーリ・F12
TDF(字)


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


★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)


★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)


★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)


14:00 14:00


14:30 14:30


15:00 週末イッキ見 15:00


15:30 15:30


16:00 16:00


16:30 16:30


17:00 名車再生！一挙放送 17:00


17:30 17:30


18:00 18:00


18:30 18:30


19:00 吹替版DSC初登場 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 名車再生！一挙放送 24:00


24:30 24:30


25:00 25:00


25:30 25:30


26:00 宇宙SP 26:00


26:30 26:30


27:00 27:00


27:30 27:30


★ファスト＆ラウド シーズン1:
フェラーリF40パート1(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
11: フォード・サンダーバー
ド(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: デソート・ファイアドー
ム(二)


舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン12: Ep.11 花火(字)


アダムの怪しい実験: パン
ジャンドラム(二)


★ファスト＆ラウド シーズン
1: フェラーリF40パート
2(二)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: ケータハ
ム スポーツカー(二)


宇宙SP
★NASA超常ファイル シー
ズン1: 土星の六角形の渦
(二)


★NASA超常ファイル シー
ズン2: 水星の氷(二)


★NASA超常ファイル シー
ズン2: 月面着陸の真相
(二)


★メガ建造～不可能への
挑戦～ シーズン5: シアト
ル 最強の浮橋線路(二)


数字のいたずら: 数学的美人
(字)
☆ゴールド・ラッシュ～激流の一
攫千金～ シーズン1: 滝つぼに
眠る金(新)(二)


インフォマーシャル(日)


シリーズ工場見学 シーズン2:
気球/ゴルフクラブ(二)
★メガ建造～不可能への
挑戦～ シーズン5: 雪山で
の安全装置(二)


★歴史を変えたテクノロ
ジー: 車(二)


★NASA超常ファイル シー
ズン2: 分裂する小惑星
(二)


インフォマーシャル(日)


☆一攫千金 フィル船長の
系譜 シーズン2: ヒルストラ
ンド参上(新)(字)


★NASA超常ファイル シー
ズン2: 宇宙からの破壊兵
器(二)


インフォマーシャル(日)


Discovery Channel
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ミリタリー・モーターズ シー
ズン8: 飛行機の分解チャ
レンジ(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2: MGB
GT 前編(二)
名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: マツダRX-7(二)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: フォルクス
ワーゲン キャンパー(二)


ヒトラー帝国の黒幕たち:
アドルフ・アイヒマン(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2: MGB
GT 後編(二)
★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: シトロエン2CV(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: アン
フィカー(二)


放送休止


放送休止


放送休止


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: マセラティ
3200GT(二)


密着！RC模型ビルダー
シーズン1: エンブラエル
145旅客機(二)


ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン10: Ep.14
理想を求めパート2(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2: VWビートル
ベースのバギー 後編(二)
名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: シボレー・カマロ(二)


ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン10: Ep.15
狂気の沙汰パート1(字)


歴史を変えたテクノロジー:
車(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3: マツダMX-5
前編(二)


一攫千金 フィル船長の系
譜 シーズン2: 時間との闘
い(字)


★舞台裏のスーパーテクノロ
ジー シーズン12: Ep.11 花
火(字)


インフォマーシャル(日)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン4: 超大質量ブラック
ホール(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン8: 惑星の成り立ち
(二)


火星への旅 完全ガイド
(字)


インフォマーシャル(日)


名車再生！一挙放送


ミリタリーSP
★ミリタリー・モーターズ
シーズン6: ロシア製水陸
両用機(二)


★ミリタリー・モーターズ
シーズン6: アメリカ買い付
け旅行 前編(二)


★ミリタリー・モーターズ
シーズン6: アメリカ買い付
け旅行 後編(二)


インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)


トップギア シーズン23：エクストラ・ギ
ア: アウディ・R8/フェラーリ・F12
TDF(字)


トップギア シーズン23：エクストラ・ギ
ア: アストン・マーティン V12 ヴァン
テージS(字)


★シリーズ工場見学 シーズン
2: 気球/ゴルフクラブ(二)


インフォマーシャル(日)


超過激！科学実験動画の
ヒミツ シーズン4: 嘘を見
破る(二)


ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン11 特別
編: 記録破りシーズンの裏側
(二)


出動！消防士密着24時:
緊迫場面SP(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
11: ジャガー・XJ-C(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ベスト・オブ・
USA(二)


DISCO presents テクノロ
ジーアワー
☆ヒューマン＋ 五感の未
来: 触覚(新)(二)


☆超過激！科学実験動画
のヒミツ シーズン4: 成功
の瞬間(新)(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ベスト・オブ・
USA(二)
放送休止


★密着！RC模型ビルダー
シーズン1: エンブラエル
145旅客機(二)


☆潜入！世界の心霊ス
ポット シーズン10: オール
ド・リンカーン病院
(新)(字)


☆ミステリー・ミュージアム
シーズン13: 疑惑のマー
ク・トウェイン作品
(新)(字)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ローバーP5B(二)


宇宙SP
NASA超常ファイル シーズ
ン2: 月面着陸の真相
(二)


NASA超常ファイル シーズ
ン2: 分裂する小惑星(二)


☆ミリタリー・モーターズ
シーズン8: レストアの苦労
(新)(二)


★ヒトラー帝国の黒幕た
ち: アルベルト・シュペーア
(二)


★解明・宇宙の仕組み
シーズン4: 宇宙形成の原
動力(二)


☆ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン10:
Ep.15 狂気の沙汰パート
1(新)(字)
☆THE NAKED XL シー
ズン6: リベンジ(新)(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: デソート・ファイアドー
ム(二)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: ケータハ
ム スポーツカー(二)


名車再生！一挙放送
名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: フォード・サンダーバー
ド(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: ジャガー・XJ-C(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: アウディ・TT(二)


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
12: フィアット・パンダ
4x4(二)


ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
11 特別編: ポーキュパイ
ン・クリークの伝説(二)


NASA超常ファイル シーズ
ン1: 土星の六角形の渦
(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: アルファロメオ・アル
ファスッド(二)


NASA超常ファイル シーズ
ン2: 宇宙からの破壊兵器
(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: VWタイプ2スプリット
スクリーン(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: BMW Z1(二)


一攫千金 フィル船長の系
譜 シーズン2: ヒルストラン
ド参上(字)


☆名車再生！ドリームカー
大作戦 シーズン2: フォル
クスワーゲン キャンパー
(新)(二)


☆トップギア シーズン23：エクスト
ラ・ギア: アウディ・R8/フェラーリ・
F12 TDF(新)(字)


☆トップギア シーズン23：エクスト
ラ・ギア: アストン・マーティン V12
ヴァンテージS(新)(字)


超過激！科学実験動画の
ヒミツ シーズン4: 嘘を見
破る(二)


★数字のいたずら: 数学的美
人(字)


インフォマーシャル(日)


潜入！世界の心霊スポット
シーズン10: プラザ・ホテル
(字)


ミステリー・ミュージアム
シーズン13: 金曜の強盗
(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
11: アウディ・TT(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ローバーP5B(二)


☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン11 特
別編: ポーキュパイン・クリーク
の伝説(新)(二)


サバイバルゾーン
★THE NAKED XL シー
ズン4: ウオーターワールド
(二)


★THE NAKED XL シー
ズン4: サメとの勝負(二)


★THE NAKED XL シー
ズン4: 巨大嵐到来(二)


解剖！メガマシン シーズン
2: 救難ヘリ(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 XL シーズ
ン6: 減らない食欲(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
11: VWタイプ2スプリット
スクリーン(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: フィアット・パンダ
4x4(二)


★ミリタリー・モーターズ
シーズン6: アメリカ買い付
け旅行番外編(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: アンフィカー(二)


アダムの怪しい実験: パン
ジャンドラム(二)


★オークション・キング: 米海軍
の潜水服(二)


インフォマーシャル(日)


ミリタリー・モーターズ シー
ズン8: 飛行機の分解チャ
レンジ(二)


ヒトラー帝国の黒幕たち:
アドルフ・アイヒマン(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
11: BMW Z1(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: アルファロメオ・アル
ファスッド(二)


オークション・キング: 米海軍の
潜水服(二)
名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: ケータハ
ム スポーツカー(二)


★ワールド・トップ5 シーズ
ン1: トレイン(二)


★究極の乗り物～陸・海・
空の王者～: 世界の鉄道
(字)


超過激！科学実験動画の
ヒミツ シーズン4: 成功の
瞬間(二)


インフォマーシャル(日)


★AI隆盛 人工知能が創る未
来: AIの普及(二)


メガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン5: 雪山での
安全装置(二)


メガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン5: シアトル
最強の浮橋線路(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン4: 宇宙形成の原動力
(二)


火星への旅 完全ガイド
(字)


AI隆盛 人工知能が創る未来:
人工ロボットの進歩(二)
インフォマーシャル(日)


宇宙未来飛行 生命探査
の旅: 探検家(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)


★ディスカバリーチャンネル プレ
ビュー: 知を熱くする人々 ２
(日)
★解剖！メガマシン シーズ
ン2: 新幹線(二)


★ミリタリー・モーターズ
シーズン6: 戦車センチュリ
オン(二)


★ホーキングの好奇心: 宇
宙の創造主とは？(二)


★宇宙未来飛行 生命探
査の旅: 新たな生命の証
(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: ジャガー・XJ-C(二)


★ドリームカー誕生 シーズン3:
アリエル・アトム3S(字)


★怪しい伝説 シーズン10:
芝刈り機の罠(二)


★怪しい伝説 シーズン10:
ドリフト走行は本当に速
い？(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン8: 惑星の成り立ち
(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: アル
ファロメオ・アルファスッド(二)


★解剖！メガマシン シーズ
ン2: ジェットコースター
(二)


★アダムの怪しい実験:
マッドマックス風の車(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン8: 惑星の成り立ち
(二)


★解明・宇宙の仕組み
シーズン8: 地球の行方
(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ベス
ト・オブ・USA(二)


★怪しい伝説 シーズン10:
超人的な狙撃手(二)


★怪しい伝説 シーズン10:
テレビゲームの世界(二)


火星への旅 完全ガイド
(字)


宇宙未来飛行 生命探査
の旅: 探検家(二)


潜入！世界の心霊スポット
シーズン10: オールド・リンカー
ン病院(字)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: VWタイプ2スプリット
スクリーン(二)


☆IMAGINEZ大学
with Discovery: 文月
悠光／村井光男／他
(新)(日)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ロー
バーP5B(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フィ
アット・パンダ4x4(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: デ
ソート・ファイアドーム(二)


ミステリー・ミュージアム
シーズン13: 疑惑のマー
ク・トウェイン作品(字)


解剖！メガマシン シーズン
2: ジェットコースター(二)


ドリームカー誕生 シーズン3:
プジョーRCZ R(字)
インフォマーシャル(日)


IMAGINEZ大学 with
Discovery: 文月悠光／村
井光男／他(日)


★CAR FIX シーズン6:
1400馬力 スープラ(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
11: アウディ・TT(二)


トップギア シーズン23：エクストラ・ギ
ア: アストン・マーティン V12 ヴァン
テージS(字)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: フォルクス
ワーゲン キャンパー(二)


ファスト＆ラウド シーズン
1: フェラーリF40パート
1(二)


ファスト＆ラウド シーズン
1: フェラーリF40パート
2(二)


歴史を変えたテクノロジー:
車(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11:
フォード・サンダーバード(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン4: 超大質量ブラック
ホール(二)


★怪しい伝説 シーズン10: 映
画「インディ・ジョーンズ」の検証
(二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19


4:00 名車再生！一挙放送 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 特集・NIPPON再発見 MotorTrend 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


★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン3: VWト
ランスポルターT3 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: VWト
ランスポルターT3 後編(二)


★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン3: ランチア・
デルタHFインテグラーレ 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: ランチア・
デルタHFインテグラーレ 後編(二)


★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン3: レンジ
ローバー・ヴォーグSE 前編(二)


14:00 14:00


14:30 14:30


15:00 週末イッキ見 15:00


15:30 15:30


16:00 16:00


16:30 16:30


17:00 名車再生！一挙放送 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 名車再生！一挙放送 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


NASA超常ファイル シーズ
ン2: 木星で核爆発？
(二)


NASA超常ファイル シーズ
ン2: ナチスと月探査(二)


NASA超常ファイル シーズ
ン3: 冥王星探査の危機
(二)


Discovery Channel
2022年06月編成表


ミリタリー・モーターズ シー
ズン8: レストアの苦労
(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3: マツダMX-5
後編(二)
名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: フォード・サンダーバー
ド(二)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: BMW
Z4(二)


ヒトラー帝国の黒幕たち:
アルベルト・シュペーア(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
11: ジャガー・XJ-C(二)


一攫千金 フィル船長の系
譜 シーズン2: ヒルストラン
ド参上(字)


★舞台裏のスーパーテクノロジー シー
ズン12: Ep.12 イケアの家(字)


インフォマーシャル(日)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン4: 宇宙形成の原動力
(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン8: 地球の行方(二)


ホーキングの好奇心: 宇宙
の創造主とは？(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
11: ダラック・タイプL(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ケータハム・セブン
(二)


インフォマーシャル(日)


名車再生！一挙放送


☆名車再生！ドリームカー
大作戦 シーズン2: BMW
Z4(新)(二)


宇宙SP
★NASA超常ファイル シー
ズン2: 宇宙ホタル(二)


★NASA超常ファイル シー
ズン2: 宇宙遊泳の罠(二)


★NASA超常ファイル シー
ズン2: 木星で核爆発？
(二)


シリーズ工場見学 シーズン2: 染
料/免震用スプリング(二)


☆トップギア シーズン23：エクストラ・
ギア: ポルシェ・911 GT3
RS(新)(字)
☆トップギア シーズン23：エクストラ・
ギア: BMW・i8/MG・アビンドン
(新)(字)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ケータハム・セブン
(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: シトロエンHYバン
(二)


★ヒトラー帝国の黒幕た
ち: ヨーゼフ・メンゲレ(二)


☆解明・宇宙の仕組み シーズ
ン10: 銀河を結ぶネットワーク
コズミック・ウェブ(新)(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: フォルクスワーゲン・コ
ラードVR6(二)


舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン12: Ep.12 イケアの家
(字)超過激！科学実験動画の
ヒミツ シーズン4: 成功の
瞬間(二)


☆セレブの恩返し 夢の車
大作戦: 豪華絢爛キャンピ
ングカー(新)(二)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: フォルクス
ワーゲン キャンパー(二)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: フォルクス
ワーゲン キャンパー(二)


☆IMAGINEZ大学
with Discovery: 文月
悠光／オカダミカ／他
(新)(日)
☆ミリタリー・モーターズ
シーズン8: 在庫切れの危
機(新)(二)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: フォルクス
ワーゲン キャンパー(二)


名車再生！一挙放送
名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: ダラック・タイプL(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: リン
カーン・コンチネンタル(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: 名場面SP(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: フォード・エスコート
RS2000(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: メッサーシュミット
KR200(二)


トップギア シーズン23：エクストラ・ギ
ア: ポルシェ・911 GT3 RS(字)


トップギア シーズン23：エクストラ・ギ
ア: BMW・i8/MG・アビンドン(字)


★シリーズ工場見学 シーズン
2: 染料/免震用スプリング
インフォマーシャル(日)


ゴールド・ラッシュ～激流の
一攫千金～ シーズン1:
滝つぼに眠る金(二)


ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
11 特別編: ポーキュパイ
ン・クリークの伝説(二)
密着！RC模型ビルダー
シーズン1: エンブラエル
145旅客機(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
11: リンカーン・コンチネン
タル(二)
★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: フォード・エスコート
RS2000(二)


メガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン5: 早期警
戒管制機(二)


★密着！RC模型ビルダー
シーズン1: ヒューズ500E
ヘリコプター(二)


☆潜入！世界の心霊ス
ポット シーズン10: エディ
ンバラ・マナー(新)(字)


☆ミステリー・ミュージアム
シーズン13: 対ナチスの奇
策(新)(字)


ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
11 特別編: お宝発見ガイ
ド(二)


☆ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン10:
Ep.16 狂気の沙汰パート
2(新)(字)
☆THE NAKED XL シー
ズン6: 急所直撃
(新)(二)


名車再生！ドリームカー大作戦
シーズン2: フォルクスワーゲン
キャンパー(二)


サバイバルゾーン
★THE NAKED XL シー
ズン4: 南シナ海の試練
(二)


★THE NAKED XL シー
ズン4: ジャングルの奥へ
(二)


★THE NAKED XL シー
ズン4: 食にまつわるいざこ
ざ(二)


★数字のいたずら: 割り勘の謎
(字)


★メガ建造～不可能への
挑戦～ シーズン5: 早期
警戒管制機(二)


★メガ建造～不可能への
挑戦～ シーズン5: 世界
最大重量物運搬船(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ケー
タハム・セブン(二)


★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
13: フォード・マスタング
5.0(二)
★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: シトロエンHYバン
(二)


★戦闘艦大全: 潜水艦
(二)


インフォマーシャル(日)


アダムの怪しい実験: マッド
マックス風の車(二)


☆明日への扉(新)(日)


☆一攫千金 フィル船長の
系譜 シーズン2: 新たな場
所(新)(字)


★NASA超常ファイル シー
ズン2: ナチスと月探査
(二)


★NASA超常ファイル シー
ズン3: 冥王星探査の危機
(二)


ミリタリーSP
★ミリタリー・モーターズ
シーズン6: 1946年式ビュ
イック(二)


★ミリタリー・モーターズ
シーズン6:  巨大SUV対
決(二)
インフォマーシャル(日)


インフォマーシャル(日)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: ダラック・タイプL(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン4: 宇宙形成の原動力
(二)


ヒューマン＋ 五感の未来:
触覚(二)


DISCO presents テクノロ
ジーアワー
☆ヒューマン＋ 五感の未
来: 視覚(新)(二)


☆超過激！科学実験動画
のヒミツ シーズン4: 自宅
でのひらめき(新)(二)


インフォマーシャル(日)


数字のいたずら: 割り勘の謎
(字)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11:
BMW Z1(二)


★怪しい伝説 シーズン10:
「特攻野郎Aチーム」SP(二)


★ウエポン・マスター: 日本
刀(二)


メガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン5: 世界最
大重量物運搬船(二)


解剖！メガマシン シーズン
2: ジェットコースター(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3: メルセデス・ベンツ190E
後編(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: アウディ・TT(二)


超過激！科学実験動画の
ヒミツ シーズン4: 成功の
瞬間(二)


インフォマーシャル(日)


潜入！世界の心霊スポット
シーズン10: オールド・リン
カーン病院(字)


ミステリー・ミュージアム
シーズン13: 疑惑のマー
ク・トウェイン作品(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
11: 名場面SP(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: メッサーシュミット
KR200(二)


☆ゴールド・ラッシュ～激流の一
攫千金～ シーズン1: ファース
ト・ゴールド(新)(二)


☆ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズ
ン11 特別編: お宝発見ガ
イド(新)(二)


密着！RC模型ビルダー
シーズン1: ヒューズ500E
ヘリコプター(二)


ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン10: Ep.15
狂気の沙汰パート1(字)


インフォマーシャル(日)


名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン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
11: VWタイプ2スプリット
スクリーン(二)
解剖！メガマシン シーズン
2: ジェットコースター(二)


★BigドリームSmallハウス シー
ズン5: ハウスボート改造(二)


インフォマーシャル(日)


THE NAKED XL シーズ
ン6: リベンジ(二)


★好奇心の扉: 永遠の命
は得られるのか？(二)


★アダムの怪しい実験:
アーサー王の剣(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン8: 地球の行方(二)


一攫千金 フィル船長の系
譜 シーズン2: 新たな場所
(字)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13:
フォード・マスタング5.0(二)


宇宙SP
NASA超常ファイル シーズ
ン2: 宇宙ホタル(二)


NASA超常ファイル シーズ
ン2: 宇宙遊泳の罠(二)


ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン10: Ep.16
狂気の沙汰パート2(字)


ヒューマン＋ 五感の未来:
触覚(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3: ポルシェ928
後編(二)
名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: BMW Z1(二)


アダムの怪しい実験: マッド
マックス風の車(二)


★オークション・キング: ヴィン
テージ・バイオリン(二)
インフォマーシャル(日)


ミリタリー・モーターズ シー
ズン8: レストアの苦労
(二)


ヒトラー帝国の黒幕たち:
アルベルト・シュペーア(二)


インフォマーシャル(日)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: メルセデス・ベンツ
560SL(二)
★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: フォルクスワーゲン・コ
ラードVR6(二)


インフォマーシャル(日)


★戦闘艦大全: 上陸用舟
艇(二)


オークション・キング: ヴィンテージ・
バイオリン(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: フォード・マスタング
5.0(二)


★怪しい伝説 シーズン
10: スター・ウォーズ／伝
説の逆襲(二)


★怪しい伝説 シーズン
10: やり残した実験
SP(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン8: 地球の行方(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: メル
セデス・ベンツ560SL(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン10: 銀河を結ぶネット
ワーク コズミック・ウェブ
(二)


ホーキングの好奇心: 宇宙
の創造主とは？(二)


AI隆盛 人工知能が創る未来:
AIの普及(二)
インフォマーシャル(日)


宇宙未来飛行 生命探査
の旅: 新たな生命の証
(二)


★宇宙探査フロンティア: スペー
スコミュニケーション(二)
インフォマーシャル(日)


★潜入！名車ガレージ・日
本のカリスマたち(二)


★トップギア シーズン11:
日産GT-R vs. 新幹線
(字)


★トップギア シーズン11:
高級リムジン特集(字)


超過激！科学実験動画の
ヒミツ シーズン4: 自宅で
のひらめき(二)


インフォマーシャル(日)


★マジック・オブ・サイエンス:
Ep.1(字)


メガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン5: 早期警
戒管制機(二)


メガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン5: 世界最
大重量物運搬船(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12:
フォード・エスコート
RS2000(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: メッ
サーシュミットKR200(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: シトロエンHYバン
(二)
名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: フォルクスワーゲン・コ
ラードVR6(二)


★解明・宇宙の仕組み
シーズン8: エイリアンの痕
跡(二)


★ホーキングの好奇心: 生
きることとは？(二)


★宇宙未来飛行 生命探
査の旅: コンタクト(二)


ホーキングの好奇心: 宇宙
の創造主とは？(二)


宇宙未来飛行 生命探査
の旅: 新たな生命の証
(二)


潜入！世界の心霊スポット
シーズン10: エディンバラ・
マナー(字)


ミステリー・ミュージアム
シーズン13: 対ナチスの奇
策(字)


好奇心の扉: 永遠の命は
得られるのか？(二)


ドリームカー誕生 シーズン3: ア
リエル・アトム3S(字)
インフォマーシャル(日)


IMAGINEZ大学 with
Discovery: 文月悠光／
オカダミカ／他(日)


★CAR FIX シーズン6: グラン
ドナショナル(二)
インフォマーシャル(日)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: BMW
Z4(二)


トップギア シーズン23：エクストラ・ギ
ア: ポルシェ・911 GT3 RS(字)


トップギア シーズン23：エクストラ・ギ
ア: BMW・i8/MG・アビンドン(字)


セレブの恩返し 夢の車大
作戦: 豪華絢爛キャンピン
グカー(二)


ヒューマン＋ 五感の未来:
触覚(二)


インフォマーシャル(日)


★ドリームカー誕生 シーズン3:
アウディ S8(字)


★怪しい伝説 シーズン
10: 「ザ・シンプソンズ」
SP(二)


★怪しい伝説 シーズン
10: 乗り物大改造(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: リンカーン・コンチネン
タル(二)
名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: 名場面SP(二)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26


4:00 名車再生！一挙放送 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 特集・NIPPON再発見 MotorTrend 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


★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン3: レンジ
ローバー・ヴォーグSE 後編(二)


★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン4: ポルシェ
911 S 2.7 タルガ 前編(二)


★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン4: ポル
シェ911 S 2.7 タルガ 後編


★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン4: ジープ
CJ7 前編(二)


★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン4: ジープ
CJ7 後編(二)


14:00 14:00


14:30 14:30


15:00 週末イッキ見 15:00


15:30 15:30


16:00 16:00


16:30 16:30


17:00 名車再生！一挙放送 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 名車再生！一挙放送 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


一攫千金 フィル船長の系
譜 シーズン2: 新たな場所
(字)


★舞台裏のスーパーテクノロジー シー
ズン12: Ep.13 マカダミアナッツ(字)


インフォマーシャル(日)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン10: 銀河を結ぶネット
ワーク コズミック・ウェブ
(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン8: エイリアンの痕跡
(二)


ホーキングの好奇心: 生き
ることとは？(二)


Discovery Channel
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ミリタリー・モーターズ シー
ズン8: 在庫切れの危機
(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3: VWト
ランスポルターT3 前編(二)
名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: ダラック・タイプL(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: メル
セデス・ベンツ560SL(二)


ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン10: Ep.17
巻き返しの努力パート
1(字)
ヒューマン＋ 五感の未来:
視覚(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3: レンジ
ローバー・ヴォーグSE 前編(二)


ミステリー・ミュージアム
シーズン13: 対ナチスの奇
策(字)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: フォード・マスタング
5.0(二)


好奇心の扉: 永遠の命は
得られるのか？(二)


★BigドリームSmallハウス シーズン
5: 海辺の小さな贅沢ハウス(二)


インフォマーシャル(日)


THE NAKED XL シーズ
ン6: 急所直撃(二)


★THE NAKED XL シー
ズン4: 悪夢が現実となる
か(二)


★オークション・キング: コンサー
トVIPチケット(二)


インフォマーシャル(日)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: ホンダ・シビック
CVCC(二)
★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ホンダS2000(二)


インフォマーシャル(日)


名車再生！一挙放送


ミリタリーSP
★戦闘艦大全: 木造戦闘
艦(二)


★戦闘艦大全: 装甲艦
(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ノーブル M12
GTO(二)


インフォマーシャル(日)


☆超過激！科学実験動画
のヒミツ シーズン4: 破壊
する人々(新)(二)


DISCO presents テクノロ
ジーアワー
☆ヒューマン＋ 五感の未
来: 聴覚(新)(二)


舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン12: Ep.13 マカダミアナッツ(字)


セレブの恩返し 夢の車大
作戦: 豪華絢爛キャンピン
グカー(二)


☆セレブの恩返し 夢の車
大作戦: 引き継がれる名
車(新)(二)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: BMW
Z4(二)


☆名車再生！ドリームカー
大作戦 シーズン2: MINI
カントリーマン(新)(二)


宇宙SP
★NASA超常ファイル シー
ズン3: 月の有機体(二)


★NASA超常ファイル シー
ズン3: 氷の世界の生命体
(二)


★NASA超常ファイル シー
ズン3: 彗星の歌(二)


シリーズ工場見学 シーズン2: 折
畳み傘/スキー板(二)


オークション・キング: コンサート
VIPチケット(二)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: BMW
Z4(二)


☆IMAGINEZ大学
with Discovery: 文月
悠光／他(新)(日)


☆ミリタリー・モーターズ
シーズン8: 引き揚げの時
(新)(二)


★ヒトラー帝国の黒幕た
ち: カール・デーニッツ(二)


☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン11 特
別編: 現場監督の重要さ
(新)(二)


★密着！RC模型ビルダー
シーズン1: ベル430 ヘリコ
プター(二)


☆潜入！世界の心霊ス
ポット シーズン10: クラウ
ン・モーテル(新)(字)


名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン3: ランチア・デルタ
HFインテグラーレ 後編(二)


★怪しい伝説 シーズン
10: ドローンの危険性
(二)


☆ノマド・シェフ: 日本・屋
久島(新)(字)


インフォマーシャル(日)


★NASA超常ファイル シー
ズン3: 火星の呪い(二)


☆トップギア ジェームズ・メイの
世界の国民車: ドイツ・イタリ
ア・ロシア編(新)(字)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ホンダS2000(二)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: BMW
Z4(二)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: MINI カ
ントリーマン(二)


ヒトラー帝国の黒幕たち:
ヨーゼフ・メンゲレ(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3: VWト
ランスポルターT3 後編(二)
名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: リンカーン・コンチネン
タル(二)


トップギア ジェームズ・メイ
の世界の国民車: ドイツ・
イタリア・ロシア編(字)


★シリーズ工場見学 シーズン
2: 折畳み傘/スキー板(二)
インフォマーシャル(日)


ゴールド・ラッシュ～激流の
一攫千金～ シーズン1:
ファースト・ゴールド(二)


ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
11 特別編: お宝発見ガイ
ド(二)


密着！RC模型ビルダー
シーズン1: ヒューズ500E
ヘリコプター(二)


インフォマーシャル(日)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: ランドローバー・シリー
ズIIA(二)


★メガ建造～不可能への
挑戦～ シーズン5: F-35
ライトニングII(二)


★メガ建造～不可能への
挑戦～ シーズン5: 世界
一高い橋(二)


ヒューマン＋ 五感の未来:
視覚(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン8: エイリアンの痕跡
(二)


メガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン5: F-35ラ
イトニングII(二)


メガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン5: 世界一
高い橋(二)


好奇心の扉: 永遠の命は
得られるのか？(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3: ランチア・デルタ
HFインテグラーレ 前編(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: 名場面SP(二)


超過激！科学実験動画の
ヒミツ シーズン4: 自宅で
のひらめき(二)


★数字のいたずら: ケチの計算
(字)
インフォマーシャル(日)


潜入！世界の心霊スポット
シーズン10: エディンバラ・
マナー(字)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: ボルボPV544(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ベスト・オブ・UK(二)


インフォマーシャル(日)


★戦闘艦大全: 小型戦闘
艦(二)


数字のいたずら: ケチの計算
(字)
☆ゴールド・ラッシュ～激流
の一攫千金～ シーズン1:
崩落の恐怖(新)(二)


☆ミステリー・ミュージアム
シーズン13: 人気サラダド
レッシングの起源(新)(字)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ベスト・オブ・UK(二)


サバイバルゾーン
★THE NAKED XL シー
ズン4: 地獄への道のり
(二)


密着！RC模型ビルダー
シーズン1: ベル430 ヘリコ
プター(二)


ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン10: Ep.16
狂気の沙汰パート2(字)


インフォマーシャル(日)


ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
11 特別編: 現場監督の
重要さ(二)


インフォマーシャル(日)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: シボレーLUV(二)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
14: フォード・エスコートRS
コスワース(二)


インフォマーシャル(日)


★戦闘艦大全: 冷戦時代
(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
14: フォード・エスコートRS
コスワース(二)


一攫千金 フィル船長の系
譜 シーズン2: ハリケーン
上陸(字)


★NASA超常ファイル シー
ズン3: 消える衛星(二)


アダムの怪しい実験: アー
サー王の剣(二)


インフォマーシャル(日)


☆一攫千金 フィル船長の
系譜 シーズン2: ハリケー
ン上陸(新)(字)


☆ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン10:
Ep.17 巻き返しの努力
パート1(新)(字)
☆THE NAKED XL シー
ズン6: 命の橋作り
(新)(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: シボレーLUV(二)


★モノ作りの舞台裏:
Ep.5 大阪・堺の刺身包
丁(字)


超過激！科学実験動画の
ヒミツ シーズン4: 破壊する
人々(二)


インフォマーシャル(日)


★マジック・オブ・サイエンス:
Ep.2(字)


メガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン5: F-35ラ
イトニングII(二)


メガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン5: 世界一
高い橋(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ノー
ブル M12 GTO(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ベス
ト・オブ・UK(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: メルセデス・ベンツ
560SL(二)


アダムの怪しい実験: アー
サー王の剣(二)


インフォマーシャル(日)


ヒトラー帝国の黒幕たち:
ヨーゼフ・メンゲレ(二)


インフォマーシャル(日)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: シボレー・コルベア
(二)
★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
14: 1982年式トヨタ・
スープラ(二)


インフォマーシャル(日)


★戦闘艦大全: 水雷艇
(二)


★THE NAKED XL シー
ズン4: 容赦ない環境にさ
よならを(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン10: 高エネルギー放射
線 宇宙線(二)


ホーキングの好奇心: 生き
ることとは？(二)


マジック・オブ・サイエンス: Ep.1(字)


インフォマーシャル(日)


宇宙未来飛行 生命探査
の旅: コンタクト(二)


★宇宙探査フロンティア: 地球
(二)
インフォマーシャル(日)


★世界ビックリ珍料理 シー
ズン8: 沖縄(字)


★なるほど百科テレビ: 大
豆(二)


セレブの恩返し 夢の車大
作戦: 引き継がれる名車
(二)


ヒューマン＋ 五感の未来:
視覚(二)


インフォマーシャル(日)


★ドリームカー誕生 シーズン3:
ウルティマ・エボリューション(字)


★怪しい伝説 シーズン
10: ドライビングの真実
(二)


★怪しい伝説 シーズン
10: マシンガンの罠(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: ボルボPV544(二)


☆解明・宇宙の仕組み シーズ
ン10: 高エネルギー放射線 宇
宙線(新)(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
14: 1982年式トヨタ・
スープラ(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ホン
ダ・シビックCVCC(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン10: 銀河を結ぶネット
ワーク コズミック・ウェブ
(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ホン
ダS2000(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: シボ
レー・コルベア(二)


宇宙SP
NASA超常ファイル シーズ
ン3: 月の有機体(二)


NASA超常ファイル シーズ
ン3: 氷の世界の生命体
(二)


NASA超常ファイル シーズ
ン3: 彗星の歌(二)


NASA超常ファイル シーズ
ン3: 消える衛星(二)


NASA超常ファイル シーズ
ン3: 火星の呪い(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ノーブル M12
GTO(二)


名車再生！一挙放送
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ホン
ダ・シビックCVCC(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ラン
ドローバー・シリーズIIA(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ボル
ボPV544(二)


ミステリー・ミュージアム
シーズン13: 人気サラダド
レッシングの起源(字)


好奇心の扉: 人体に棲む
微生物とは？(二)


ドリームカー誕生 シーズン3: アウディ
S8(字)


インフォマーシャル(日)


IMAGINEZ大学 with
Discovery: 文月悠光／
他(日)


★CAR FIX シーズン6: ベンツ
300D(二)
明日への扉(日)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: MINI カ
ントリーマン(二)


トップギア ジェームズ・メイ
の世界の国民車: ドイツ・
イタリア・ロシア編(字)


名車再生！ドリームカー大作戦
シーズン2: BMW Z4(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: シボレーLUV(二)


★怪しい伝説 シーズン
10: ダクトテープ再び(二)


★怪しい伝説 シーズン
10: ３秒クッキング(二)


★解明・宇宙の仕組み
シーズン8: 月の素顔(二)


★ホーキングの好奇心: 宇
宙の謎を解く鍵とは？(二)


★人類 宇宙への旅路: 人
類の挑戦(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: ランドローバー・シリー
ズIIA(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
フォード・エスコートRSコスワー
ス(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1982年式トヨタ・スープラ(二)


★好奇心の扉: 人体に棲
む微生物とは？(二)


★アダムの怪しい実験: ニ
トログリセリン(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン8: エイリアンの痕跡
(二)


ホーキングの好奇心: 生き
ることとは？(二)


宇宙未来飛行 生命探査
の旅: コンタクト(二)


潜入！世界の心霊スポット
シーズン10: クラウン・モー
テル(字)







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 7/2 7/3


4:00 名車再生！一挙放送 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
★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン4: アルファロメオ スパ
イダー・ヴェローチェ 前編(二)


★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン4: アルファロメオ スパ
イダー・ヴェローチェ 後編(二)


★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン4: BMW E24
635CSi 前編(二)


★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン4: BMW E24
635CSi 後編(二)


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 宇宙SP 26:00


26:30 26:30


27:00 27:00


27:30 27:30


NASA超常ファイル シーズ
ン3: 白鳥座の異変(二)


NASA超常ファイル シーズ
ン3: 謎の放射線(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: シボ
レー・コルベア(二)


サバイバルゾーン
★THE NAKED XL シー
ズン4 特別編: ベテラン勢
の再会(二)


★THE NAKED XL シー
ズン4 特別編: 思い出話と
目の前の恐怖(二)


名車再生！一挙放送


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: シボ
レー・コルベットC3(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: 振り
返りスペシャル(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: サン
ビーム・アルパイン(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13:
1992年式ハンヴィー(二)


宇宙SP


ミリタリーSP
★戦闘艦大全: 救助活動
(二)


★戦闘艦大全: 偽装工作(二) ★ヒストリー・オブ・ウェポ
ン: 遠隔武器(字)


舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン12: Ep.14 フライパン(字)


セレブの恩返し 夢の車大
作戦: 引き継がれる名車
(二)


☆セレブの恩返し 夢の車
大作戦: 最高級の内装
(新)(二)


インフォマーシャル(日)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: MINI カ
ントリーマン(二)


☆名車再生！ドリームカー
大作戦 シーズン2: スバル
インプレッサ(新)(二)


宇宙SP


★数字のいたずら: 同じ誕生日
の確率(字)


Discovery Channel
2022年06月編成表


ミリタリー・モーターズ シー
ズン8: 引き揚げの時(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3: レンジローバー・ヴォー
グSE 後編(二)
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ホン
ダ・シビックCVCC(二)


★ヒストリー・オブ・ウェポン: 空
からの攻撃(字)


一攫千金 フィル船長の系
譜 シーズン2: ハリケーン
上陸(字)


★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン12: Ep.14 フライパン
(字)インフォマーシャル(日)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン10: 高エネルギー放射
線 宇宙線(二)


解明・宇宙の仕組み シー
ズン8: 月の素顔(二)


ホーキングの好奇心: 宇宙
の謎を解く鍵とは？(二)


インフォマーシャル(日)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: シボレー・コルベット
C3(二)
★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
14: 1973年式マスタン
グ・マッハ１(二)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: スバル イ
ンプレッサ(二)


ヒトラー帝国の黒幕たち:
カール・デーニッツ(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4: ポルシェ911 S 2.7 タ
ルガ 前編(二)
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ラン
ドローバー・シリーズIIA(二)


トップギア ジェームズ・メイ
の世界の国民車: マイクロ
カー編(字)


★シリーズ工場見学 シーズン2:
電球/ＰＣマウス(二)


インフォマーシャル(日)


ゴールド・ラッシュ～激流の
一攫千金～ シーズン1:
崩落の恐怖(二)


☆潜入！世界の心霊ス
ポット シーズン10: オール
ド・モンタナ州刑務所
(新)(字)


インフォマーシャル(日)


潜入！世界の心霊スポット
シーズン10: クラウン・モー
テル(字)


ミステリー・ミュージアム
シーズン13: 人気サラダド
レッシングの起源(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
13: サンビーム・アルパイン
(二)
★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
14: 1994年式三菱
GTO(二)


★NASA超常ファイル シー
ズン3: 謎の放射線(二)


★NASA超常ファイル シー
ズン3: 奇妙な光の球(二)


ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン11 特別
編: 現場監督の重要さ(二)


密着！RC模型ビルダー
シーズン1: ベル430 ヘリコ
プター(二)


インフォマーシャル(日)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: 振り返りスペシャル
(二)
★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
14: 1973年式サーブ・
96(二)


インフォマーシャル(日)


シリーズ工場見学 シーズン2:
電球/ＰＣマウス(二)


★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)


★BigドリームSmallハウス シーズ
ン5: アイデア満載エコハウス(二)


インフォマーシャル(日)


数字のいたずら: 同じ誕生日の
確率(字)
☆ゴールド・ラッシュ～激流
の一攫千金～ シーズン1:
巨石との戦い(新)(二)


☆ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズ
ン11 特別編: 究極の転
職(新)(二)


密着！RC模型ビルダー
シーズン1: スピードボート
(二)


ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン10: Ep.17 巻き返し
の努力パート1(字)


インフォマーシャル(日)


名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: ジープCJ7 前編(二)


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: シボレーLUV(二)


好奇心の扉: 人体に棲む
微生物とは？(二)


インフォマーシャル(日)


THE NAKED XL シーズ
ン6: 命の橋作り(二)


インフォマーシャル(日)


★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: 1992年式ハンヴィー
(二)
★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
14: 1964年式フォード・
ランチェロ(二)


インフォマーシャル(日)


放送休止


放送休止


放送休止


名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: ボルボPV544(二)


超過激！科学実験動画の
ヒミツ シーズン4: 破壊する
人々(二)


★NASA超常ファイル シー
ズン3: 白鳥座の異変(二)


一攫千金 フィル船長の系
譜 シーズン2: 仲間との協
力(字)


インフォマーシャル(日)


☆一攫千金 フィル船長の
系譜 シーズン2: 仲間との
協力(新)(字)


☆ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン10:
Ep.18 巻き返しの努力
パート2(新)(字)
☆THE NAKED XL シー
ズン6: 足の引っ張り合い
(新)(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1964年式フォード・ランチェロ
(二)


名車再生！一挙放送


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1994年式三菱GTO(二)


ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
11 特別編: 究極の転職
(二)


★密着！RC模型ビルダー
シーズン1: スピードボート
(二)


★メガ建造～不可能への
挑戦～ シーズン5: 軍事
用輸送機(二)


★メガ建造～不可能への
挑戦～ シーズン5: 超高
層ビル(二)


ヒューマン＋ 五感の未来:
聴覚(二)


DISCO presents テクノロ
ジーアワー
☆ヒューマン＋ 五感の未
来: 味覚と嗅覚(新)(二)


放送休止


放送休止


放送休止


☆トップギア ジェームズ・メ
イの世界の国民車: マイク
ロカー編(新)(字)


☆超過激！科学実験動画
のヒミツ シーズン4: 故意
か偶然か(新)(二)


☆ミステリー・ミュージアム
シーズン13: 熱気球での
大西洋横断チャレンジ
(新)(字)


アダムの怪しい実験: ニト
ログリセリン(二)


名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1973年式マスタング・マッハ１
(二)


名車再生！ドリームカー大
作戦 シーズン2: MINI カ
ントリーマン(二)


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)
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詳しい
番組情報は
こちら！


アンパンマンにあこがれている元気な男の子、クリームパンダ！
グー・チョキ・パンチで悪者をやっつけるよ！6月は新しい映画で
大かつやくするクリームパンダのエピソードをあつめて放送！


6/4㊏～6/25㊏


毎週土曜 あさ 9:00毎週土曜 あさ 9:00


6/24金
全国ロードショー
6/24金


全国ロードショー


映画
「それいけ！アンパンマン
ドロリンとバケ～る
カーニバル」


最新映画情報


ジバニャンやコマさん、いろいろな妖怪たちの面白く
てちょっぴり不思議な日常をのぞいちゃおう！


51話~
キッズ
初放送


毎週木曜 よる 7:00
毎週土曜 夕方 5:30


毎週日曜 あさ 8:00/夕方 4:00


● クリームパンダとモンブランさん
● がんばれ！クリームパンダ！
● クリームパンダといずみのせい ほか


6/18土


● クリームパンダとブラックロールパンナ
● クリームパンダとショウガナイさん
● クリームパンダと鉄火のコマキちゃん ほか


6/25土


● 劇場版「それいけ！アンパンマン　
   ミージャと魔法のランプ」
● クリームパンダとめいけんチーズ ほか


6/4土


● クリームパンダとうどんくん
● クリームパンダとぶたまんくん
● クリームパンダとカラコちゃん ほか


6/11土


映画
第27作


最新映画公開記念最新映画公開記念


6
JUNE


2 022


キッズステーションでキッズステーションで
クリームパンダがクリームパンダが大かつやく！！


大かつやく！！







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
ハローココモン


～10日 ベイブレードバースト スパーキング　13日～ ♦アニメ ボス・ベイビー


7 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ


8
30


～10日 おしりたんてい(第2期)
13日 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 (～8:15)


13～27日 ♦ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期) ※13日(8:15～) ※27日(～8:15)
28日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション


きんだーてれび


9 30
それいけ！アンパンマン


子育てTV ハピクラ ※1～10・27～30日 ♦ハピクラタイム Olá !  マウリシオ TV


10
15


ゴーゴー！のりものタウン


45


～10日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
13日～ ♦アニメ ボス・ベイビー


～2日 おじゃる丸　3～21日 アストロロロジー ～おかしな12星座うらない～ セレクション
22日～ ♦ポータウンのなかまたち セレクション


11 30


～9日 パウ・パトロール
10日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ セレクション


それいけ！アンパンマン


12
30


情報
※1・6～8日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ セレクション
※13～15・20～22・27～29日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション


1 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ


2 30
子育てTV ハピクラ ※1～10・27～30日 ♦ハピクラタイム Olá !  マウリシオ TV


それいけ！アンパンマン


3 30


～10日 おしりたんてい(第2期)
13日～ ♦ヒーリングっど♥プリキュア ※28日～(～4:00)


～9日 パウ・パトロール　10日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
13日  映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 (～3:45) 


13～27日 ♦ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期) ※13日(3:45～) ※27日(～3:45)


4 妖怪ウォッチ


5
～3日 新幹線変形ロボ シンカリオンＺ ※3日(～5:30)


3日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション(5:30～)
6日～ ♦あらいぐまラスカル


6 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST


7


㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎


30


ビッ友×戦士 
キラメキパワーズ！


～14日 マジカパーティ
21日～ ♦新幹線変形
ロボ シンカリオンＺ


アニメ 
ボス・ベイビー


ポケットモンスター
（2019年） 妖怪ウォッチ♪


～13日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ
14日～ ♦ハクション大魔王２０２０


8


～22日 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－ ※22日(～8:30)
22日 銀魂 セレクション(8:30～)  23日 銀魂 OWee篇
映画クレヨンしんちゃん 
24日 伝説を呼ぶブリブリ３分ポッキリ大進撃 (～9:50)
27日 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！(～9:50)
28日 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾！(～10:00)
29日 ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者 (～9:55)
30日 オタケベ！ カスカベ野生王国 (～9:55)


9 ～23日 スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版） ※23日(～9:30)
23日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ セレクション(9:30～)


10 ～8日 まじっく快斗1412　9日～ ♦ドラゴンボール超


11
～3日 カードキャプターさくら さくらカード編


6日 ルパン三世 PART4 セレクション
7～21日 ♦カードキャプターさくら クリアカード編　22日～ ♦あひるの空


0 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST


1
～22日 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－ ※22日(～1:30)
22日 銀魂 セレクション(1:30～)  23日 銀魂 OWee篇


24～30日 ♦ハクション大魔王２０２０(～3:00)


2 ～23日 スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版） ※23日(～2:30)
23日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ セレクション(2:30～)


3 ～8日 まじっく快斗1412　9日～ ♦ドラゴンボール超


4 30


～13日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ
14日～ ルパン三世 PART4 セレクション


～3日 カードキャプターさくら さくらカード編
6日 ルパン三世 PART4 セレクション(～5:00)


7～21日 ♦カードキャプターさくら クリアカード編
22日～ ♦あひるの空5 30


情報


「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。


 初放送 / オススメ 
 ♦ =1 話スタート
映画・劇場版


【放送休止時間】
5日 あさ 5：00～6：00
7日 あさ 5：00～6：00


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


45


アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～
4日～ おじゃる丸 セレクション


7 30


ウルトラマントリガー 
NEW GENERATION TIGA
～18日 ミュークルドリーミー みっくす！
25日～ ♦ガル学。～ガールズガーデン～


8 30
パウ・パトロール


45
ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！
リズスタ -Top of Artists ! -


9
＜クリームパンダスペシャル＞
それいけ！アンパンマン
※4日 劇場版「それいけ！アンパンマン


ミージャと魔法のランプ」(～10:00)
それいけ！アンパンマン(10:00～)


10
30


子育てTV ハピクラ
※4・11日 ハピクラタイム Olá マウリシオ TV


11
ヒーリングっど♥プリキュア


30
ワッチャプリマジ！


12


～


1


4日 ♦OVA 鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST


映画クレヨンしんちゃん 
11日 伝説を呼ぶ


ブリブリ３分ポッキリ大進撃
18日 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！
25日 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾！


2 30


～18日 アニメ ボス・ベイビー
25日～ ♦ガル学。～ガールズガーデン～


～11日 おしりたんてい(第2期)
※11日(～3:00)


11日 パウ・パトロール セレクション(3:00～)
映画おしりたんてい
18日 カレーなる じけん
25日 テントウムシいせきの なぞ


3


30
ドラゴンボール超


4 30
ハクション大魔王２０２０


5 30
ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション


妖怪ウォッチ♪


6 30
まじっく快斗1412


ポケットモンスター(2019年)


7 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST


8 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－


9


～


10


4日 映画クレヨンしんちゃん 
オタケベ！ カスカベ野生王国


11日～ ♦ルパン三世 PART4


11


～


4


あひるの空
  4日 #25～#36(～5:00)
11日 #37～#50(～6:00)


♦カードキャプターさくら クロウカード編
18日 #1～#11
25日 #12～#22


30


銀魂 セレクション5


日 5・12・19・26


6 5日～ ♦アイカツプラネット！


7
15


5日 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
12日～ ♦ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)
5日～ ♦アストロロロジー 


～おかしな12星座うらない～
30


5日～ ♦マジカパーティ


8
妖怪ウォッチ♪


30
ポケットモンスター（2019年）


9
劇場版それいけ！


アンパンマン
  5日 ハピーの大冒険 (9:30～)
12日 いのちの星のドーリィ(9:30～)
19日 シャボン玉のプルン(9:30～)
26日 妖精リンリンのひみつ


(9:30～10:40)10
30


～19日 アニメ ボス・ベイビー


11


～5日 おしりたんてい(第2期)(～11:30)
5日 劇場版「それいけ！アンパンマン　
リズムでうたおう！ アンパンマン夏まつり」
(11:30～)


映画おしりたんてい
12日 カレーなる じけん
19日 テントウムシいせきの なぞ
26日 スフーレ島のひみつ


12


～


1


劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ
  5日  「ビクティニと黒き英雄 ゼクロム」
12日 「ビクティニと白き英雄 レシラム」
19日 「キュレムＶＳ（たい）聖剣士 ケルディオ」
26日 「神速のゲノセクト ミュウツー覚醒」


2
～19日 ウルトラマントリガー 


NEW GENERATION TIGA 
1話からおさらい


26日 映画「パウ・パトロール カーレース
大作戦 GO! GO!」(～3:00)
パウ・パトロール セレクション(3:00～)


3 30
～26日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 
第4シリーズ セレクション


4 30
妖怪ウォッチ♪


ポケットモンスター サン＆ムーン


5


30


45


5日 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
12日～ ♦ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)
5日～ ♦アストロロロジー 


～おかしな12星座うらない～


6


～


11


ドラゴンボール超
  5日 #85～#96
12日 #97～#108
19日 #109～#120
26日 #121～#131(～11:30)


0 銀魂 セレクション ※26日(11:30～)


1


～


2
弱虫ペダル


3


～


5
5日～ ♦スラムダンク


（デジタルリマスターＨＤ版）


 番組内容及び、放送時間などは予告なく変更になる場合があります。詳しくは www.kids-station.comでご確認ください。


2022.6








30


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #34-6【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


vs
柏ﾚｲｿﾙ


08:30 #35-2【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｾﾚｯｿ大阪
vs


ｶﾞﾝﾊﾞ大阪
10:50 #36-2【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


vs
徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ


13:10 #37-2【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ


vs
名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ


00


SELECTRAVEL 北海道 小樽・
函館編 Ｓ二 #1-74【HD】 


00


みんなの鉄道リター
ンズ 「くりはら田
園鉄道」 #25-13
【HD】【字】 


00


パチンコLAB～9th 
season～ 「Pすしざ
んまい極上5700」後
編 #6-19【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#326-10【HD】 滋賀実
戦編② 18:30 #327-11
【HD】 高知編① 


40


2022 FORMULA1
【第7戦ﾓﾅｺGP】
FORMULA 1 GRAND 
PRIX DE MONACO 


2022
決勝


開催地:ﾓﾝﾃｶﾙﾛ市街
地ｺｰｽ


Ｓ二 #35-5【HD】


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <廣瀬“HEESEY"洋一
(THE YELLOW MONKEY)> #114-23 【HD】


10


ティナ・ターナー 
TINA:LIVE!
#1-4【HD】


30
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <廣瀬“HEESEY"洋一
(THE YELLOW MONKEY)> #114-24 【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「銀座梅林」
#93-25【HD】


00


荻野目洋子とカーニ
ヴァル三浦へきくち
から(ばっしょー入
り) #88-6【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107夜  特別篇
「坂崎幸之助のお台
場J-POP SCHOOL」
#10-15【HD】


30


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット


#54-18【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
熊本編


Ｓ二 #1-72【HD】【字】


40


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #38-2【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｻｶﾞﾝ鳥栖
vs


京都ｻﾝｶﾞF.C.
08:20 #39-2【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡
vs


湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ


10


SKY EYE～空からのメッセージ～
北海道編


Ｓ二 #2-81【HD】【字】


40


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「銀座梅林」
#93-26【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! #7-35【HD】 


10


2022 FORMULA1


12:00 #34-5【HD】
【第7戦ﾓﾅｺGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX 
DE MONACO 2022


予選
開催地:ﾓﾝﾃｶﾙﾛ市街地


ｺｰｽ
Ｓ二


13:40 #35-6【HD】
【第7戦ﾓﾅｺGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX 
DE MONACO 2022


決勝
開催地:ﾓﾝﾃｶﾙﾛ市街地


ｺｰｽ
Ｓ二


50


スパイストラベラー名店FILE  
16:10 #3-13【HD】 第3話「カラ
チの空」 16:30 #4-12【HD】 第


4話「ケニックカレー」 
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #21-12【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～ 「冬のソ
ナタRemember」前編 
#7-21【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#328-11【HD】 高知編
② 18:30 #329-10
【HD】 高知編③ 


40


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


19:00 #40-2【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第5節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田
vs


FC東京
21:20 #41-5【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第6節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｶﾞﾝﾊﾞ大阪
vs


鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


50PR 2022年6月 #32-6【HD】 


20


キリンチャレンジ
カップ２０２２


日本
vs


パラグアイ
#1-1【HD】


20


FACTORY ARCHIVES
THE BACK HORN
#18-3【HD】


30PR 2022年6月 #32-7【HD】 


00


SELECTRAVEL
北海道 旭川・美瑛・富良野編


Ｓ二 #2-68【HD】


00


コアラモード.小幡康
裕のガチンコスターダ
ストプラネットへきく
ちから #73-15【HD】 


00


新・みんなの鉄道
北海道旅客鉄道・札


沼線
#47-12【HD】


20


2022 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
Bｸﾞﾙｰﾌﾟ


徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ
vs


名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ
#44-2【HD】


30 ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ 2012年優勝 金庚泰


00


2022 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


北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌
vs


ｻｶﾞﾝ鳥栖
#45-2【HD】


30


キリンチャレンジ
カップ２０２２


日本
vs


パラグアイ
#1-2【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
宮城編


Ｓ二 #3-65【HD】【字】


00


みんなの鉄道リター
ンズ 鹿島鉄道・鹿
島鉄道線 #37-3
【HD】【字】 


20


ラーメンWalker TV2
ラーメン魔術師が全国ご当地ラーメンを再現!


本八幡「魂麺」
出演：田中貴 日比野芽奈 #315-17【HD】【字】 


00


2022 FORMULA1
【第7戦ﾓﾅｺGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX 
DE MONACO 2022


予選
開催地:ﾓﾝﾃｶﾙﾛ市街地
ｺｰｽ Ｓ二 #34-6【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～ 「冬のソ
ナタRemember」後編 
#8-20【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#330-11【HD】 高知編
④ 18:30 #331-12
【HD】 滋賀実戦編③ 


50


ロッケンロー★サミット2021～令和下剋上の
乱!～ 【出演者】


ギターウルフ/MAD3/THE NEATBEATS/ザ50回転
ズ/KING BROTHERS/JOHNNY PANDORA/THE 
THROTTLE/THE NUGGETS/The Biscats


DJ DADDY-O-NOV. #1-7【HD】 


00 春の高校ﾊﾞﾚｰ
ﾊｲﾗｲﾄ 2014年女子決勝


30


2022 F1 GPニュース
第6戦ｽﾍﾟｲﾝGP･第7戦ﾓﾅｺGP特


集
FORMULA 1 PIRELLI GRAN 
PREMIO DE ESPANA 


2022/FORMULA 1 GRAND PRIX 
DE MONACO 2022
生 #6-1【HD】


00


2022 FORMULA1
【第7戦ﾓﾅｺGP】
FORMULA 1 GRAND 
PRIX DE MONACO 


2022
決勝


開催地:ﾓﾝﾃｶﾙﾛ市街
地ｺｰｽ


Ｓ二 #35-7【HD】


30


2022 F1 GPニュース
第6戦ｽﾍﾟｲﾝGP･第7戦ﾓﾅｺGP特


集
FORMULA 1 PIRELLI GRAN 
PREMIO DE ESPANA 


2022/FORMULA 1 GRAND PRIX 
DE MONACO 2022
#6-2【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「東京豚饅」/「馬場南海」


#94-15【HD】


00


篠原ともえと加藤い
づみへきくちから
#74-14【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」
#11-15【HD】


30


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット


#55-17【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
宮崎編


Ｓ二 #4-72【HD】【字】


15


2022 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
Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
FC東京
vs


ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡
#47-2【HD】


30
春の高校ﾊﾞﾚｰ


ﾊｲﾗｲﾄ 2010年男子決勝
東洋vs鎮西


45


2022 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
Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ
vs


ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田
#48-2【HD】


00
春の高校ﾊﾞﾚｰ


ﾊｲﾗｲﾄ 2014年男子決勝
星城vs鹿児島商


20


ラーメンWalker TV2 2021年女性ゲストと振り返りSP!
出演：伊藤かりん 田中真琴 日比野芽奈 #312-24【HD】


【字】 


50


キリンチャレンジ
カップ２０２２


日本
vs


パラグアイ
#1-3【HD】


20


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


vs
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島
生 #49-1【HD】


30


2022 FORMULA1


16:20 #34-7【HD】
【第7戦ﾓﾅｺGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX 
DE MONACO 2022


予選
開催地:ﾓﾝﾃｶﾙﾛ市街地


ｺｰｽ
Ｓ二


18:00 #35-8【HD】
【第7戦ﾓﾅｺGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX 
DE MONACO 2022


決勝
開催地:ﾓﾝﾃｶﾙﾛ市街地


ｺｰｽ
Ｓ二


00


2022 F1 GPニュース
第6戦ｽﾍﾟｲﾝGP･第7戦ﾓﾅｺGP特


集
FORMULA 1 PIRELLI GRAN 
PREMIO DE ESPANA 


2022/FORMULA 1 GRAND PRIX 
DE MONACO 2022
#6-3【HD】


00


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


22:00 #50-2【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡
vs


鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ
24:30 #49-2【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


vs
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


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」
#12-15【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


#56-15【HD】
00 春の高校ﾊﾞﾚｰ


ﾊｲﾗｲﾄ 2012年女子決勝


10


ダンススタジアム
2021～高校ダンス部
日本一決定戦


06:00 #1-5【HD】
九州・北海道・沖縄


大会
09:20 #2-5【HD】
東北・東海・北陸大


会


20PR 2022年6月 #32-20【HD】 


30


2022 FORMULA1


13:20 #34-8【HD】
【第7戦ﾓﾅｺGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX 
DE MONACO 2022


予選
開催地:ﾓﾝﾃｶﾙﾛ市街地


ｺｰｽ
Ｓ二


15:00 #35-9【HD】
【第7戦ﾓﾅｺGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX 
DE MONACO 2022


決勝
開催地:ﾓﾝﾃｶﾙﾛ市街地


ｺｰｽ
Ｓ二


00


2022 F1 GPニュース
第6戦ｽﾍﾟｲﾝGP･第7戦ﾓﾅｺGP特


集
FORMULA 1 PIRELLI GRAN 
PREMIO DE ESPANA 


2022/FORMULA 1 GRAND PRIX 
DE MONACO 2022
#6-4【HD】


00


ツタロックフェス2022 
秋山黄色／ゲスの極み
乙女。／Saucy Dog／
sumika／Tempalay／04 
Limited Sazabys／マ
カロニえんぴつ／ユア
ネス（OPアクト）
 #2-2【HD】 


00


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


21:00 #49-3【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


vs
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


23:30 #50-3【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡


vs
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


00


あいらもえかへきく
ちから


#75-8【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」


#13-17【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


#57-16【HD】
00 春の高校ﾊﾞﾚｰ


ﾊｲﾗｲﾄ 2012年女子決勝


00


ｺﾞﾙﾌ ｱｼﾞｱﾂｱｰ
ｻｳｼﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾙ 2022


06:00 #1-3【HD】
初日 前半


08:00 #2-3【HD】
初日 後半


10


ダンススタジアム
2021～高校ダンス部
日本一決定戦


関東・甲信越大会ス
モールクラス
#3-5【HD】


30


ラーメンWalker TV2
「宮城の春の香り」を満喫できるSP限定麺!


秋葉原「饗 くろ?」in ラーメンWalkerキッチン
#316-7【HD】


00


SELECTRAVEL 北海道 稚内・
利尻島編 Ｓ二 #3-59【HD】 


00


武部聡志ときくちか
ら


#76-11【HD】


00


パチンコLAB～9th 
season～ 「ぱちんこ
仮面ライダー 轟音」
前編 #9-20【HD】 


00


パチスロ(旅)


18:00 #332-12【HD】 滋賀
実戦編④ 18:30 #333-13
【HD】 2020年度総集編① 


00


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


19:00 #50-4【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡


vs
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


21:30 #49-4【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


vs
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


30


Char meets
山内総一郎(ﾌｼﾞﾌｧﾌﾞ


ﾘｯｸ)
～TALKING GUITARS


～
#37-5【HD】


00


ジョン・レノン&オ
ノ・ヨーコ 


ABOVE US ONLY SKY
#1-16【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ  27:00 #34-5
【HD】【字】 西日
本旅客鉄道・山陰本
線前編 28:00 #35-4
【HD】【字】 西日
本旅客鉄道・山陰本


線後編 


00


鎧美女  29:00 #81-15【HD】
【字】 ～熱波乃章壱～


甲冑:島津義弘 美女:RaMu 29:30 
#82-16【HD】【字】 ～熱波乃章
弐～ 甲冑:上杉謙信 美女:片岡


沙耶 


00


ｺﾞﾙﾌ ｱｼﾞｱﾂｱｰ
ｻｳｼﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾙ 2022


06:00 #3-3【HD】
2日目 前半


08:00 #4-3【HD】
2日目 後半


00


Zepp Tokyoへきくち
から


#91-4【HD】


00


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


12:00 #51-1【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦
名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ


vs
京都ｻﾝｶﾞF.C.


14:30 #52-1【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第1戦


ｾﾚｯｿ大阪
vs


湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ


00


パチンコLAB～9th 
season～ 「ぱちんこ
仮面ライダー 轟音」
後編 #10-21【HD】 


00


パチスロ(旅)


18:00 #334-13【HD】 2020
年度総集編② 18:30 #335-
15【HD】 2020年度総集編③ 


50


スケートボード
JAPAN STREET 
LEAGUE【THE 
FIRST】
予選・決勝


【主な出場予定選
手】池慧野巨 根附
海龍 佐々木来夢 藪


下桃平
【場内ＭＣ】上田豪 


寺井裕次郎
【ナビゲーター】倉


田大誠
#1-2【HD】


00PR 2022年6月 #32-28【HD】 


00


FACTORY ARCHIVES


24:00 #13-8【HD】
POLYSICS


26:00 #12-10【HD】
HY


10


しおこうじ玉井詩織×
坂崎幸之助のお台場
フォーク村<完全版>
第111夜「オトナゲス
ト杉真理ふたたび」
しおこうじスタジオラ


イブ
#14-14【HD】


40


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット


#58-15【HD】


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <廣瀬“HEESEY"洋一
(THE YELLOW MONKEY)> #114-25 【HD】


00


ｺﾞﾙﾌ ｱｼﾞｱﾂｱｰ
ｻｳｼﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾙ 2022


3日目
#5-4【HD】


50


ダンススタジアム
2021～高校ダンス部
日本一決定戦


11:00 #4-5【HD】
関東・甲信越大会
ビッグクラス①
14:20 #5-5【HD】
関東・甲信越大会
ビッグクラス②


00PR 2022年6月 #32-31【HD】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


「P真・牙狼」前編
#11-25【HD】


00


パチスロ(旅)


18:00 #336-15【HD】 2020
年度総集編④ 18:30 #337-
16【HD】 青森編① 


40


2022 FORMULA1
【第7戦ﾓﾅｺGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX 
DE MONACO 2022


予選
開催地:ﾓﾝﾃｶﾙﾛ市街地
ｺｰｽ Ｓ二 #34-9【HD】 


00
スパイストラベラー名店FILE 第1話
「SPICY CURRY 魯珈」 #1-9【HD】 


00


プリンス没後5年企
画


RaveUN2 the Year 
2000


#1-9【HD】


00


FACTORY ARCHIVES
the telephones
#14-9【HD】


00


「キミの音楽」powered by 
smash. 【出演者】


武部聡志、クレイ勇輝、秋
本帆華


武部聡志音楽団：遠山哲朗/
浜崎賢太/藤原佑介//宗本康


兵
ゲスト：miwa/井上苑子/川
崎鷹也/足立佳奈/さなり/崎
山蒼志/當山みれい/もさ
を。 #1-16【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112夜


「第3回ももクロア
ンプラグド」
#15-14【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


#59-15【HD】


30


ｺﾞﾙﾌ ｱｼﾞｱﾂｱｰ
ｻｳｼﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾙ 2022


最終日
#6-4【HD】


45


ダンススタジアム
2021～高校ダンス部
日本一決定戦


近畿・中国・四国大
会スモールクラス
#6-5【HD】


00
ラーメンWalker TV2


「宮城の春の香り」を満喫できるSP限定麺!
秋葉原「饗 くろ?」in ラーメンWalkerキッチン #316-9【HD】 


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「石山坂本線」
#40-9【HD】【字】


00


パチンコLAB～9th 
season～


「P真・牙狼」後編
#12-25【HD】


00


パチスロ(旅)  18:00 
#338-16【HD】 青森編
② 18:30 #339-16
【HD】 青森編③ 


30


2022 FORMULA1
【第7戦ﾓﾅｺGP】
FORMULA 1 GRAND 
PRIX DE MONACO 


2022
決勝


開催地:ﾓﾝﾃｶﾙﾛ市街
地ｺｰｽ


Ｓ二 #35-10【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「銀座梅林」
#93-28【HD】


30


KiramuneカンパニーR
大河模型の大河社長が来訪！声
優だけに留まらないキャリアや
ガンプラ愛に関して語ってもら


います！
MC：Uncle Bomb（浪川大輔・吉


野裕行）
ゲスト：大河元気
#73-2【HD】


30


ザ・フー 
HITS 50! LIVE
#1-3【HD】


10


めざましライブ 
BALLISTIK BOYZ from EXILE 


TRIBE
 #3-5【HD】 


30
MUSIC SOUP -45r.p.m.-


<渋谷すばる> #134-27 【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
愛媛編


Ｓ二 #5-65【HD】【字】


10


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第113夜


「ダウンタウンしお
こうじストリング
ス」 #16-15【HD】 


00


ダンススタジアム2021～高
校ダンス部日本一決定戦
近畿・中国・四国大会ビッ
グクラス #7-5【HD】 


10


ダンススタジアム
2021～高校ダンス部
日本一決定戦


近畿・中国・四国大
会ビッグクラス
#7-5【HD】


50


ダンススタジアム
2021～高校ダンス部
日本一決定戦


全国大会スモールク
ラス


#8-5【HD】


00PR 2022年6月 #32-42【HD】 


00


新・みんなの鉄道
九州旅客鉄道「なな
つ星in九州」
#32-19【HD】


00


パチンコLAB～9th season～
「Pフィーバー ゴルゴ13


疾風ver」前編
#13-26【HD】


00


パチスロ(旅)  18:00 
#340-16【HD】 青森編
④ 18:30 #341-19
【HD】 青森編⑤ 


30


スパイストラベラー
第30話「その壁の壊し方」
名店紹介:手打蕎麦はしば


ゲスト:TOSHI-LOW(BRAHMAN/OAU) #30-5【HD】 


50


ラーメンWalker TV2
ラーメン魔術師が全国ご当地ラーメンを再現!


本八幡「魂麺」
出演：田中貴 日比野芽奈 #315-18【HD】【字】 


10


2022 FORMULA1 【第8戦アゼ
ルバイジャンGP】


FORMULA 1 AZERBAIJAN 
GRAND PRIX 2022
金曜フリー走行１


開催地：バクー市街地コー
ス Ｓ二 生 #36-1【HD】 


40


SKY EYE～空からのメッセージ～
静岡編


Ｓ二 #6-72【HD】【字】
50 春の高校ﾊﾞﾚｰ


ﾊｲﾗｲﾄ 2014年女子決勝


50


武部聡志ときくちか
ら 続篇


#77-13【HD】


10


2022 FORMULA1 【第8戦アゼ
ルバイジャンGP】


FORMULA 1 AZERBAIJAN 
GRAND PRIX 2022
金曜フリー走行２


開催地：バクー市街地コー
ス Ｓ二 生 #37-1【HD】 


40


SELECTRAVEL 北海道 帯広・
釧路編 Ｓ二 #4-57【HD】 


10


ジューダス・プリー
スト 


30 Years of 
British Steel Live 
in Hollywood
#1-6【HD】


30
MUSIC SOUP -45r.p.m.-


<渋谷すばる> #134-28 【HD】


40


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第114夜


「ダウンタウンしお
こうじ合唱団」
#17-14【HD】


00


ダンススタジアム
2021～高校ダンス部
日本一決定戦


全国大会ビッグクラ
ス #9-5【HD】 


00


ダンススタジアム
2021～高校ダンス部
日本一決定戦


全国大会ビッグクラ
ス


#9-5【HD】


40


2022 FORMULA1


10:00 #36-2【HD】
【第8戦アゼルバイジャンGP】
FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND 


PRIX 2022
金曜フリー走行１


開催地：バクー市街地コース
Ｓ二


11:20 #37-2【HD】
【第8戦アゼルバイジャンGP】
FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND 


PRIX 2022
金曜フリー走行２


開催地：バクー市街地コース
Ｓ二


50純喫茶に恋をして(10分だけver.) #22-7【HD】 


30


フジサンケイレディス
クラシック黄金伝説
2010年 第29回大会
服部真夕 2年ぶりツ


アー2勝目
#13-22【HD】


50


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! #5-69【HD】 


00


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡


生 #53-1【HD】


50


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
#37-26


10


2022 FORMULA1 【第8戦アゼ
ルバイジャンGP】


FORMULA 1 AZERBAIJAN 
GRAND PRIX 2022
土曜フリー走行


開催地：バクー市街地コー
ス Ｓ二 生 #38-1【HD】 


40


SELECTRAVEL 北海道 札幌編 
Ｓ二 #5-46【HD】 


50PR 2022年6月 #32-49【HD】 


50


春の高校ﾊﾞﾚｰ
ﾊｲﾗｲﾄ  21:50 #7-66【HD】 2019年女


子決勝
金蘭会vs東九州龍谷


ﾌﾙｾｯﾄの大熱戦! 22:20 #8-59【HD】 
2017年男子決勝


駿台学園vs東亜学園 白熱の東京対決 


00


2022 FORMULA1
【第8戦アゼルバイ
ジャンGP】
FORMULA 1 


AZERBAIJAN GRAND 
PRIX 2022
予選


開催地：バクー市街
地コース


Ｓ二 生 #39-1
【HD】


40


ジェフ・ベック 
Live At The 
Hollywood Bowl
#1-9【HD】


00
スパイストラベラー名店FILE


第8話「Curry&Cafe Afterglow」 #8-9【HD】 


00


鎧美女  29:00 #1-4【HD】 春の
特別版


甲冑：本多忠勝 美女：葉月愛梨 
29:30 #2-2【HD】 初夏の特別版
甲冑：加藤清正 美女：藤井マ


リー 


00


SKY EYE～空からのメッセー
ジ～  06:00 #7-75【HD】
【字】 広島編 Ｓ二 06:30 
#8-72【HD】【字】 長崎編 


Ｓ二 


00


第2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2021」
プレイバック・ザ・フュー
チャー #1-2【HD】 


30


ミニ豆ちゃん  08:00 #1-2
【HD】 08:10 #2-3【HD】 08:20 


#3-1【HD】 


50


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


08:30 #54-2【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


vs
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌
11:40 #53-2【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡


00PR 2022年6月 #32-52【HD】 


00


2022 FORMULA1


15:00 #38-2【HD】 
【第8戦アゼルバイ
ジャンGP】


FORMULA 1 AZERBAIJAN 
GRAND PRIX 2022
土曜フリー走行


開催地：バクー市街地
コース Ｓ二 16:20 
#39-2【HD】 【第8戦
アゼルバイジャンGP】
FORMULA 1 AZERBAIJAN 
GRAND PRIX 2022


予選
開催地：バクー市街地


コース Ｓ二 


20


ラーメンWalker TV2
東京で味わえる青森煮干ラーメンの進化系!


中野「煮干し中華そば 小松屋」
出演：田中貴 田中真琴 #314-18【HD】【字】 


00


2022 FORMULA1
【第8戦アゼルバイ
ジャンGP】
FORMULA 1 


AZERBAIJAN GRAND 
PRIX 2022
決勝


開催地：バクー市街
地コース


Ｓ二 生 #40-1
【HD】


15


ザ・ポリス 
EVERYONE STARES 
THE POLICE INSIDE 


OUT
#1-5【HD】


35
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <廣瀬“HEESEY"洋一
(THE YELLOW MONKEY)> #114-26 【HD】


50
ラーメンWalker TV2 「のどぐろ」と「真鯛」のセンス溢れる贅沢創作麺!


大塚「Nii」
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、伊藤かりん #302-28【HD】【字】 


00PR 2022年6月 #32-54【HD】 


00


武部聡志ときくちか
ら 完結篇?
#78-12【HD】


00


いいすぽ！
2D対戦格闘ゲーム
『MELTY BLOOD: 
TYPE LUMINA』


最強決定トーナメン
ト！！


Ｓ二 #68-12【HD】


00


06:00 #80-10【HD】
松本隆へきくちから
07:00 #92-4【HD】
松本隆へまたきくち


から


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「三宿 六甲園」
#90-32【HD】【字】


30


調整中


08:30
11:00


40


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


vs
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌
#54-3【HD】


00


春の高校ﾊﾞﾚｰ
ﾊｲﾗｲﾄ 2003年女子決勝
成徳学園vs文京学院女大


木村沙織 春高連覇へ! #3-46【HD】 


00


パチンコLAB～9th season～
「Pフィーバー ゴルゴ13


疾風ver」後編
#14-26【HD】


00


パチスロ(旅)  18:00 
#342-20【HD】 青森編
⑥ 18:30 #343-17
【HD】 青森編⑦ 


50


2022 FORMULA1


19:00 #39-3【HD】
【第8戦アゼルバイ
ジャンGP】
FORMULA 1 


AZERBAIJAN GRAND 
PRIX 2022
予選


開催地：バクー市街
地コース
Ｓ二


21:40 #40-3【HD】
【第8戦アゼルバイ
ジャンGP】
FORMULA 1 


AZERBAIJAN GRAND 
PRIX 2022
決勝


開催地：バクー市街
地コース
Ｓ二


30


MUSIC SOUP -45r.p.m.-  25:50 
#114-27 <廣瀬“HEESEY"洋一
(THE YELLOW MONKEY)> 26:10 
#134-29 <渋谷すばる>  【HD】
40PR 2022年6月 #32-56【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115夜


「松本隆×筒美京平
縛り フNs音楽祭」
#18-14【HD】


00


みんなの鉄道SP「最
新新幹線Nー700徹底


解剖!」
#1-7【HD】


00


08:00 #81-10【HD】
miwaへきくちから
09:00 #82-7【HD】
武部聡志ときくちか
ら リピートアゲイ


ン


05
ﾌｼﾞｻﾝｹｲｸﾗｼｯｸ


00


調整中


10:05
13:00


40


2022 FORMULA1
【第8戦アゼルバイ
ジャンGP】
FORMULA 1 


AZERBAIJAN GRAND 
PRIX 2022
予選


開催地：バクー市街
地コース


Ｓ二 #39-4【HD】


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.-


<渋谷すばる> #134-30 【HD】


00


パチンコLAB～9th 
season～ 「とある
魔術の禁書目録」前
編 #15-26【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#344-17【HD】 青森編
⑧ 18:30 #345-17
【HD】 群馬編2① 


10


2022 FORMULA1
【第8戦アゼルバイ
ジャンGP】
FORMULA 1 


AZERBAIJAN GRAND 
PRIX 2022
決勝


開催地：バクー市街
地コース


Ｓ二 #40-4【HD】


20


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡
#53-3【HD】


20


新・みんなの鉄道
西日本旅客鉄道・SL
やまぐち号新型客車
登場! #44-2【HD】 
30PR 2022年6月 #32-61【HD】 


00


ダンススタジアム
2021～日本高校ダン
ス部選手権バトル
トーナメント～
東日本大会
#1-4【HD】


40


ダンススタジアム
2021～日本高校ダン
ス部選手権バトル
トーナメント～
東日本大会
#1-4【HD】


40


調整中


07:40
09:10


00


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


10:40 #55-1【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
京都ｻﾝｶﾞF.C.


vs
名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ


13:50 #56-1【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ
vs


ｾﾚｯｿ大阪


00


パチンコLAB～9th 
season～ 「とある
魔術の禁書目録」後
編 #16-26【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#346-18【HD】 群馬編
2② 18:30 #347-19
【HD】 群馬編2③ 


20


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


19:00 #53-4【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡


22:10 #54-4【HD】
ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


vs
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


30


2022 FORMULA1
【第8戦アゼルバイ
ジャンGP】
FORMULA 1 


AZERBAIJAN GRAND 
PRIX 2022
決勝


開催地：バクー市街
地コース


Ｓ二 #40-5【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
石川編


Ｓ二 #9-66【HD】【字】


20


ダンススタジアム
2021～日本高校ダン
ス部選手権バトル
トーナメント～
西日本大会
#2-4【HD】


00


ラーメンWalker TV2


10:20 #316-10【HD】 「宮城の春の香り」を満喫できる
SP限定麺!


秋葉原「饗 くろ?」in ラーメンWalkerキッチン 10:40 
#317-6【HD】【字】 ラーメンを語り尽くす特別編 前編!


「田中貴&田中真琴のラーメン狂走曲」in 福寿 


00


SELECTRAVEL  11:00 #6-48
【HD】 網走・知床編 Ｓ二 
11:30 #7-46【HD】 九州 福


岡・大分編 Ｓ二 


10


2022 FORMULA1


12:00 #39-5【HD】
【第8戦アゼルバイ
ジャンGP】


FORMULA 1 AZERBAIJAN 
GRAND PRIX 2022


予選
開催地：バクー市街地


コース Ｓ二
13:40 #40-6【HD】
【第8戦アゼルバイ
ジャンGP】


FORMULA 1 AZERBAIJAN 
GRAND PRIX 2022


決勝
開催地：バクー市街地


コース Ｓ二


30
純喫茶に恋をして
#21-11【HD】【字】


00


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」 #86-35【HD】【字】 


00


パチンコLAB～9th 
season～


「2020年度総集編」
前編 #17-26【HD】 


00


パチスロ(旅)


18:00 #348-19【HD】 群馬
編2④ 18:30 #349-18【HD】 


神奈川観光編① 


30


NEOLAND
 CASE.0 & CASE.1


ザ・クロマニヨンズ、
AJICO、渋谷すばる 他


福岡発のフェスをどこより
も先に独占放送!
#1-4【HD】


50
MUSIC SOUP -45r.p.m.-


<渋谷すばる> #134-31 【HD】
00PR 2022年6月 #32-68【HD】 


30


Kiramuneカンパニー
R


#74-1【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
#1-6【HD】


00


山内惠介 五大都市
コンサートツアー
2021 ～Roots あな
たを愛で奪いたい～


#1-5【HD】


00


宗本康兵へきくちか
ら


#83-10【HD】


10


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第117夜


「Dearest BEATLES
無観客生配信」
#20-11【HD】


40


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット


#60-18【HD】


00
純喫茶に恋をして ～名古屋 大高町・
珈琲ポプリ #22-9【HD】【字】 


6


7


8


9


10
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14
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27


28


29


6
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9


10


11
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2022/05/20 17:38


（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。







20


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #1-5【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
大分ﾄﾘﾆｰﾀ
vs


鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ
08:20 #2-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
FC東京
vs


ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田
10:40 #3-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｶﾞﾝﾊﾞ大阪
vs


ｾﾚｯｿ大阪
13:00 #4-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ


vs
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ


30PR 2022年6月 #32-72【HD】 


30


新・みんなの鉄道
えちごトキめき鉄
道・観光列車「雪月
花」 #48-6【HD】 


50


ラーメンWalker TV2
ラーメン魔術師が全国ご当地ラーメンを再現!


本八幡「魂麺」
出演：田中貴 日比野芽奈 #315-19【HD】【字】 


50


パチンコLAB～9th 
season～


「2020年度総集編」
後編 #18-25【HD】 


00


プロ野球中継2022
中日
vs
巨人


～バンテリンドーム
生 #2-1【HD】


00


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


番組オリジナル映像
も入ったスペシャル
永久保存版
#1-5【HD】


20
スパイストラベラー名店FILE 第10話
「カレーノトリコ」 #10-10【HD】 


50


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ヤウメイ」


#89-31【HD】【字】


10


2022 FORMULA1
【第9戦カナダGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX DU 
CANADA 2022


金曜フリー走行１
開催地：ジル・ヴィルヌーヴ・


サーキット
Ｓ二 生 #41-1【HD】


40


SKY EYE～空からのメッセージ～
神奈川編


Ｓ二 #22-71【HD】【字】


40


きくちから
『しおこうじフォー
ク村』入門篇
#84-11【HD】


50PR 2022年6月 #32-75【HD】 
00 2022 FORMULA1 【第9戦カナダGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2022


10


2022 FORMULA1
【第9戦カナダGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 
2022


金曜フリー走行２
開催地：ジル・ヴィルヌーヴ・サー


キット
Ｓ二 生 #42-1【HD】


10


SELECTRAVEL  07:10 #8-56
【HD】 九州 大分・宮崎編 
Ｓ二 07:40 #9-48【HD】 九
州 宮崎・鹿児島編 Ｓ二 


30


ラーメンWalker TV2
鴨とフォアグラのラーメンを贅沢に連食!


錦糸町「中華そば 満鶏軒」in ラーメンWalkerキッチン
出演：田中貴 田中真琴 #313-21【HD】【字】 


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
滋賀編


Ｓ二 #23-67【HD】【字】


30


2022 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


徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ
vs


ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島
#5-4【HD】


00


春の高校ﾊﾞﾚｰ
ﾊｲﾗｲﾄ 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! #12-50【HD】 


00


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル  12:00 #93-29【HD】 
「銀座梅林」 12:30 #94-18
【HD】 「東京豚饅」/「馬


場南海」 


40


2022 FORMULA1  13:00 #41-
2【HD】 【第9戦カナダGP】
FORMULA 1 GRAND PRIX DU 


CANADA 2022
金曜フリー走行１


開催地：ジル・ヴィルヌー
ヴ・サーキット Ｓ二 14:20 
#42-2【HD】 【第9戦カナダ


GP】
FORMULA 1 GRAND PRIX DU 


CANADA 2022
金曜フリー走行２


開催地：ジル・ヴィルヌー
ヴ・サーキット Ｓ二 


40


スパイストラベラー


15:40 #28-10【HD】 第28話「明日には」
名店紹介:Japanese Spice Curry wacca


ゲスト:TAKUMA(10-FEET) 16:10 #29-6【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) 


50PR 2022年6月 #32-77【HD】 


30


女子バスケットボー
ル日本代表国際強化


試合
DAY1 


日本代表VSトルコ代
表


生 #1-1【HD】


30


TOKYO IDOL FESTIVAL 2021


19:30 #1-5【HD】


ねる、取材行ってきます #1 TIF2021
開幕前日2話連続再放送SP


長濱ねる、濱家隆一（かまいたち）
ゲスト：私立恵比寿中学、QUEENS、


TIF de Debut


20:30 #2-5【HD】


ねる、取材行ってきます #2 TIF2021
開幕前日2話連続再放送SP


長濱ねる、濱家隆一（かまいたち）
ゲスト：大場はるか（ナナランド）、
渚カオリ（純情のアフィリア）、望月
みゆ（バンドじゃないもん！MAXX 
NAKAYOSHI）、リルネード、奥村野乃


花、ミライアカリ


21:30 #8-4【HD】


DAY3 グランドフィナーレほかステー
ジ 完全版


出演：BiSH、乃木坂46、グランドフィ
ナーレMC：濱口優、新チェアマン：長


濱ねる ほか


23:30 #9-5【HD】


密着！スペシャルドキュメンタリー


出演：アップアップガールズ（2）、
JamsCollection、でんぱ組.inc


50
純喫茶に恋をして ～名古屋 大高町・
珈琲ポプリ #22-10【HD】【字】 


10


2022 FORMULA1
【第9戦カナダGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX DU 
CANADA 2022
土曜フリー走行


開催地：ジル・ヴィルヌーヴ・
サーキット


Ｓ二 生 #43-1【HD】


10


松本隆へまたきくち
から


#92-5【HD】


40


SKY EYE～空からのメッセージ～
愛知編


Ｓ二 #24-60【HD】【字】
50純喫茶に恋をして(10分だけver.) #22-8【HD】 


00


2022 FORMULA1
【第9戦カナダGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 
2022
予選


開催地：ジル・ヴィルヌーヴ・サー
キット


Ｓ二 生 #44-1【HD】


00


2022 FORMULA1
【第9戦カナダGP】
FORMULA 1 GRAND 
PRIX DU CANADA 


2022
予選


開催地：ジル・ヴィ
ルヌーヴ・サーキッ


ト
Ｓ二 生 #44-1
【HD】


00


ほのさきちぃへきく
ちから


#85-9【HD】


50


SELECTRAVEL  10:00 #10-47
【HD】 九州 鹿児島・熊本
編 Ｓ二 10:30 #36-3【HD】 
東北絶景紀行 宮城編 Ｓ二 


50


2022 FORMULA1  10:50 
#43-2【HD】 【第9戦


カナダGP】
FORMULA 1 GRAND PRIX 
DU CANADA 2022
土曜フリー走行


開催地：ジル・ヴィル
ヌーヴ・サーキット 
Ｓ二 12:10 #44-2


【HD】 【第9戦カナダ
GP】


FORMULA 1 GRAND PRIX 
DU CANADA 2022


予選
開催地：ジル・ヴィル
ヌーヴ・サーキット 


Ｓ二 


30


女子バスケットボー
ル日本代表国際強化


試合
DAY2 


日本代表VSトルコ代
表


生 #2-1【HD】


00


次ナルTV-S超特急タカシ秋深き
隣とSをする人ぞスペシャル
地上波放送中次ナルTV-SﾒｲﾝMC超
特急ﾀｶｼがｿﾛｷｬﾝﾌﾟに挑戦!さらに
毎回ｹﾞｽﾄで出演している超特急
のNG集やｵﾌｼｮｯﾄ映像を大公開!8
号車(ﾌｧﾝ)必見の貴重映像満載ｽ


ﾍﾟｼｬﾙ番組!
#1-5【HD】


30


次ナルTV-S最終回Gから6年
ありがとうやで！スペシャ


ル
次ナルTV-Gからのべ6年に渡
る番組の集大成!これで最後
となる5人のNG集&未公開映
像&ﾄｰｸｺｰﾅｰをお見逃しなく!


#1-3【HD】


30


SATANIC CARNIVAL 2021


20:30 #1-7【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
23:00 #2-7【HD】


【DAY2】
04 Limited Sazabys、
NOISEMAKER、SHADOWS、Age 
Factory、MONGOL800、10-
FEET、G-FREAK FACTORY、
TOTALFAT、HEY-SMITH、
HAWAIIAN6、Ken Yokoyama、


coldrain


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「フリーマン食堂」/「矢澤臓物


販売」 #95-10【HD】 


20
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <廣瀬“HEESEY"洋一
(THE YELLOW MONKEY)> #114-28 【HD】


00


2022 FORMULA1
【第9戦カナダGP】
FORMULA 1 GRAND 
PRIX DU CANADA 


2022
決勝


開催地：ジル・ヴィ
ルヌーヴ・サーキッ


ト
Ｓ二 生 #45-1
【HD】


00


2022 FORMULA1
【第9戦カナダGP】
FORMULA 1 GRAND PRIX 
DU CANADA 2022


決勝
開催地：ジル・ヴィル
ヌーヴ・サーキット
Ｓ二 生 #45-1【HD】


20


女子バスケットボー
ル日本代表国際強化


試合


08:00 #1-2【HD】
DAY1 


日本代表VSトルコ代
表


10:40 #2-2【HD】
DAY2 


日本代表VSトルコ代
表


00


2022 FORMULA1
【第9戦カナダGP】
FORMULA 1 GRAND 
PRIX DU CANADA 


2022
予選


開催地：ジル・ヴィ
ルヌーヴ・サーキッ


ト
Ｓ二 #44-3【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


北海道旅客鉄道・石
北本線 #22-6【HD】 


00


パチンコLAB～7th season～
「CRフィーバー戦姫絶唱シ


ンフォギア」前編
#1-52【HD】


00


パチスロ(旅)


18:00 #350-18【HD】 神奈
川観光編② 18:30 #351-15
【HD】 神奈川観光編③ 


10


2022 FORMULA1
【第9戦カナダGP】
FORMULA 1 GRAND 
PRIX DU CANADA 


2022
決勝


開催地：ジル・ヴィ
ルヌーヴ・サーキッ


ト
Ｓ二 #45-3【HD】


00


めざましライブ 
ハラミちゃん
 #7-4【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132夜
#35-1【HD】


40
MUSIC SOUP -45r.p.m.-


<渋谷すばる> #134-32 【HD】


40


いいすぽ！
最新鋭のサッカー
ゲーム!「FIFA22」
最強決定戦


Ｓ二 #70-13【HD】


00


2022 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


京都ｻﾝｶﾞF.C.
vs


柏ﾚｲｿﾙ #7-7【HD】 


00


2022 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
京都ｻﾝｶﾞF.C.


vs
柏ﾚｲｿﾙ #7-7【HD】 


20


2022 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
ｻｶﾞﾝ鳥栖
vs


北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌
#6-7【HD】


50


SKY EYE～空からのメッセージ～
岐阜編


Ｓ二 #25-55【HD】【字】


10


ラーメンWalker TV2
待望の復活を果たした超人気店の最新作を徹底レポ!


南町田「超純水採麺 天国屋」
出演：田中貴 山本剛志 伊藤えみ #306-22【HD】【字】 


00


2022 FORMULA1


10:10 #44-4【HD】
【第9戦カナダGP】
FORMULA 1 GRAND 
PRIX DU CANADA 


2022
予選


開催地：ジル・ヴィ
ルヌーヴ・サーキッ


ト
Ｓ二


12:50 #45-4【HD】
【第9戦カナダGP】
FORMULA 1 GRAND 
PRIX DU CANADA 


2022
決勝


開催地：ジル・ヴィ
ルヌーヴ・サーキッ


ト
Ｓ二


00


パチンコLAB～7th season～
「CRフィーバー戦姫絶唱シ
ンフォギア」後編
#2-53【HD】


00


18:00 #77-2【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 #78-1【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


第133夜
生 #36-1【HD】


40


女子バスケットボー
ル日本代表国際強化


試合
DAY1 


日本代表VSトルコ代
表


#1-3【HD】


00
純喫茶に恋をして
#21-13【HD】【字】


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


第133夜
#36-2【HD】


00


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


#1-8【HD】


30


FACTORY ARCHIVES
bloodthirsty 
butchers
#17-4【HD】


00


実話怪談倶楽部
The Secret～第四十八怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：高梨瑞樹


怪員：田中俊行／早瀬康広
／植松創
#48-2【HD】


20


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #8-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第1節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ


vs
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡


08:20 #9-7【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ


vs
ｾﾚｯｿ大阪


10:40 #10-7【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡


vs
FC東京


13:00 #11-6【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
柏ﾚｲｿﾙ
vs


北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #21-14【HD】 


00


春の高校ﾊﾞﾚｰ
ﾊｲﾗｲﾄ 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 #13-37【HD】 


00


新・みんなの鉄道
しなの鉄道
#1-13【HD】


00


パチンコLAB～7th season～
「CRバジリスク～甲賀忍法
帖～弦之介の章」前編


#3-53【HD】


00


パチスロ(旅)


18:00 #352-16【HD】 神奈
川観光編④ 18:30 #353-11
【HD】 東京実戦編① 


30


T-BOLAN LIVE 
HEAVEN 2020「the 
Best」～繋～ 愛の
爆弾=CHERISH
#1-5【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「とんかつ まい泉 青山本店」


#92-30【HD】【字】


40


女子バスケットボー
ル日本代表国際強化


試合
DAY2 


日本代表VSトルコ代
表


#2-3【HD】


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <廣瀬“HEESEY"洋一
(THE YELLOW MONKEY)> #114-29 【HD】


10


2022 FORMULA1
【第9戦カナダGP】
FORMULA 1 GRAND 
PRIX DU CANADA 


2022
決勝


開催地：ジル・ヴィ
ルヌーヴ・サーキッ


ト
Ｓ二 #45-5【HD】


30
スパイストラベラー名店FILE 第10話
「カレーノトリコ」 #10-11【HD】 


00


SELECTRAVEL 九州 熊本・福
岡編 Ｓ二 #12-29【HD】 


00


NSP 中村貴之 平賀
和人へきくちから
#86-8【HD】


40


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #12-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
大分ﾄﾘﾆｰﾀ
vs


ｶﾞﾝﾊﾞ大阪
08:20 #13-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


vs
名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ


00
純喫茶に恋をして
#21-14【HD】【字】


00


新・みんなの鉄道
天竜浜名湖鉄道・天


竜浜名湖線
#31-6【HD】


10


2022 FORMULA1


12:00 #44-5【HD】
【第9戦カナダGP】
FORMULA 1 GRAND PRIX 
DU CANADA 2022


予選
開催地：ジル・ヴィル
ヌーヴ・サーキット


Ｓ二
13:40 #45-6【HD】
【第9戦カナダGP】
FORMULA 1 GRAND PRIX 
DU CANADA 2022


決勝
開催地：ジル・ヴィル
ヌーヴ・サーキット


Ｓ二


40


SELECTRAVEL 四国 徳島・高
知編 Ｓ二 #13-47【HD】 


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.-


<渋谷すばる> #134-33 【HD】


00


パチンコLAB～7th season～
「CRバジリスク～甲賀忍法
帖～弦之介の章」後編


#4-52【HD】


00


パチスロ(旅)  18:00 
#354-11【HD】 東京実
戦編② 18:30 #355-10
【HD】 千葉観光編① 


20


ローレウス
世界スポーツ賞2022


#1-2【HD】


00


ラーメンWalker TV2


20:20 #317-7【HD】【字】 ラーメンを語り尽くす特別編 
前編!


「田中貴&田中真琴のラーメン狂走曲」in 福寿 20:40 
#318-6【HD】【字】 ラーメンを語り尽くす特別編 後編!


「田中貴&田中真琴のラーメン狂走曲」in 福寿 


00


FACTORY ARCHIVES


21:00 #15-7【HD】
SPECIAL OTHERS
23:00 #16-6【HD】


髭(HiGE)


00


『僕らの音楽』
presents 武部聡志 
ピアノデイズ


25:00 #1-15【HD】
前篇


26:00 #2-16【HD】
後篇


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118夜


「フォーク村 ライ
ブ！ライブ！」
#21-11【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


#61-18【HD】
00PR 2022年6月 #32-103【HD】 


45


ダンス甲子園2022 
春の新人戦


東海・北陸大会
#1-2【HD】


00
ラーメンWalker TV2 タンドール窯で焼き上げる極上のチャーシューメン!


巣鴨「まるえ中華そば」
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、伊藤かりん #309-21【HD】【字】 


00


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


08:00 #14-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ
vs


徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ
10:20 #15-5【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
京都ｻﾝｶﾞF.C.


vs
ｻｶﾞﾝ鳥栖


12:40 #16-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田
vs


湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ


20
スパイストラベラー名店FILE 第9話
「kitchen and CURRY」 #9-11【HD】 


00


2022 FORMULA1
【第9戦カナダGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX DU 
CANADA 2022
予選


開催地：ジル・ヴィルヌー
ヴ・サーキット
Ｓ二 #44-6【HD】


00


パチンコLAB～7th 
season～ 「CRキャプ
テン翼 黄金世代の鼓
動」前編 #5-53【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#356-10【HD】 千葉観
光編② 18:30 #357-12
【HD】 千葉観光編③ 


00


FACTORY ARCHIVES
9mm Parabelleum 


Bullet
#19-2【HD】


30


2022 F1 GPニュース
第8戦アゼルバイジャンGP・
第9戦カナダGP特集
FORMULA 1 AZERBAIJAN 


GRAND PRIX 2022/FORMULA 1 
GRAND PRIX DU CANADA 2022


生 #7-1【HD】


00


2022 FORMULA1
【第9戦カナダGP】
FORMULA 1 GRAND 
PRIX DU CANADA 


2022
決勝


開催地：ジル・ヴィ
ルヌーヴ・サーキッ


ト
Ｓ二 #45-7【HD】


30


2022 F1 GPニュース
第8戦アゼルバイジャンGP・
第9戦カナダGP特集
FORMULA 1 AZERBAIJAN 


GRAND PRIX 2022/FORMULA 1 
GRAND PRIX DU CANADA 2022


#7-2【HD】


50


めざましライブ


25:30 #1-5【HD】 
Novelbright


 26:10 #2-5【HD】 
内田雄馬


00 春の高校ﾊﾞﾚｰ
ﾊｲﾗｲﾄ 2014年女子決勝


10


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第119夜


「高田渡に会いに行
く」


#22-8【HD】


40


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット


#62-13【HD】


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.-


<渋谷すばる> #134-34 【HD】


25


ダンス甲子園2022 
春の新人戦


06:00 #2-2【HD】
東日本大会


10:40 #3-2【HD】
九州・沖縄大会


25


新・みんなの鉄道
富士急行・富士急行


線
#29-17【HD】


00


ラーメンWalker TV2  12:25 #299-28【HD】【字】 創業20周年!ミスター
ラーメンが放つ極上の塩ラーメン!


駒沢大学『ひるがお』
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、伊藤かりん 12:40 #300-31【HD】


【字】 第300話記念SP!
サニーデイ・サービス田中貴のツアーラーメン日記


出演：田中貴（サニーデイ・サービス） 


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「東京豚饅」/「馬場南海」


#94-19【HD】


00


2022 F1 GPニュース
第8戦アゼルバイジャンGP・


第9戦カナダGP特集
FORMULA 1 AZERBAIJAN 


GRAND PRIX 2022/FORMULA 1 
GRAND PRIX DU CANADA 2022


#7-3【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


第133夜
#36-3【HD】


30


スパイストラベラー


17:00 #33-7【HD】 石垣島スペシャル
前編


第33話「海の唄 空を越えて」
名店紹介:石垣商店 17:30 #34-4
【HD】 石垣島スペシャル後編
第34話「笑顔のまんま」


名店紹介:ビストロスマイル 18:00 
#35-5【HD】 第35話「幸せの味のもと


へ集合さ」
名店紹介:Spicy cafe RAJA


ゲスト:アイナ・ジ・エンド(BiSH)、
リンリン(BiSH) 18:30 #36-4【HD】 
第36話「心の壁、愛の橋」
名店紹介:カレー独歩ちゃん


ゲスト:アイナ・ジ・エンド(BiSH)、
リンリン(BiSH) 19:00 #37-3【HD】 
第37話「南々西に舵を取れ」


名店紹介:創作カレーMANOS 19:30 #38
-2【HD】 第38話「祭りのあと」


名店紹介:秋葉原カリガリ 20:00 #39-
1【HD】 仙台スペシャル前編


第39話
名店紹介:BURGER and CURRY CAFE 


Spoon 


00


スパイストラベラー名店FILE  20:30 #1-11
【HD】 第1話「SPICY CURRY 魯珈」 20:45 #9
-12【HD】 第9話「kitchen and CURRY」 


45


アリシア・キーズ 
Live at 


Bercy,Paris
#1-1【HD】


00


ブルース・スプリン
グスティーン・アン
ド・ザ・イー・スト
リート・バンド 
Live In New York 


City  
#1-2【HD】


00


和田薫へきくちから
#87-4【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120夜
「加藤いづみ×しおこ
うじ ジョイントライ


ブ」
-加藤いづみデビュー
30周年 玉井詩織復活
生誕祭- #23-8【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


#63-12【HD】
00 ダンス甲子園2022 春の新人戦


近畿・中国・四国大会 #4-1【HD】 


00


ダンス甲子園2022 
春の新人戦


近畿・中国・四国大
会


#4-1【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「銀座梅林」
#93-31【HD】


50
スパイストラベラー名店FILE 第7話
「新宿中村屋Manna」 #7-15【HD】 


00


2022 FORMULA1


10:50 #44-7【HD】
【第9戦カナダGP】
FORMULA 1 GRAND PRIX 
DU CANADA 2022


予選
開催地：ジル・ヴィル
ヌーヴ・サーキット


Ｓ二
12:30 #45-8【HD】
【第9戦カナダGP】
FORMULA 1 GRAND PRIX 
DU CANADA 2022


決勝
開催地：ジル・ヴィル
ヌーヴ・サーキット


Ｓ二


00


ARABAKI ROCK FEST.22


15:00 #1-1【HD】
【DAY1】
＜出演者＞
スピッツ


MAN WITH A MISSION
BRAHMAN with MICHINOKU 
Swing Orchestra
Creepy Nuts
スガ シカオ


神はサイコロを振らない
eastern youth
四星球


Novelbright
Vaundy


サニーデイ・サービス
Crossfaith


ネクライトーキー ほか
18:00 #2-1【HD】
【DAY2】
＜出演者＞


キュウソネコカミ
マカロニえんぴつ
ユニコーン


ASIAN KUNG-FU GENERATION
SHISHAMO
the pillows
ACIDMAN
GRAPEVINE
怒髪天


オメでたい頭でなにより
ストレイテナー
TRICERATOPS ほか
21:00 #3-1【HD】
【DAY3】
＜出演者＞
BiS
SiM


10-FEET
Ken Yokoyama
郷ひろみ


サンボマスター
AJICO


THE BACK HORN
GTR祭2022
The Birthday


04 Limited Sazabys
THE ORAL CIGARETTES
堂島孝平 ほか


30


2022 F1 GPニュース
第8戦アゼルバイジャンGP・
第9戦カナダGP特集
FORMULA 1 AZERBAIJAN 


GRAND PRIX 2022/FORMULA 1 
GRAND PRIX DU CANADA 2022


#7-4【HD】


30


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


#1-12【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
青森編


Ｓ二 #27-62【HD】【字】


30


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第121夜


「みんなで生誕祭！
ももクロ全員集合」


#24-7【HD】


00


コアラモード.小幡康裕のガチン
コスターダストプラネット


#64-11【HD】


15


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #17-5【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
ｶﾞﾝﾊﾞ大阪


08:15 #18-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第3節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｾﾚｯｿ大阪
vs


大分ﾄﾘﾆｰﾀ
10:35 #19-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第3節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ


vs
徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ


12:55 #20-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第3節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


vs
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ


30
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 #12-17【HD】 


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
京都編


Ｓ二 #28-62【HD】【字】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「黒部峡谷鉄道」
#30-10【HD】


00


パチンコLAB～7th 
season～ 「CRキャプ
テン翼 黄金世代の鼓
動」後編 #6-52【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#358-12【HD】 千葉観
光編④ 18:30 #359-10
【HD】 埼玉観光編① 


20


ALI～LOVE, MUSIC 
AND DANCE 2022～
再始動後初のワンマ
ンライブを独占放
送! #1-4【HD】 


30PR 2022年6月 #32-109【HD】 


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
佐賀編


Ｓ二 #29-50【HD】【字】


00


This is ACIDMAN
#1-6【HD】


00


FACTORY ARCHIVES
SOIL &"PIMP" 
SESSIONS


#10-11【HD】


00


荻野目洋子とカーニ
ヴァル三浦へきくち
から(ばっしょー入
り) #88-7【HD】 


20


しおこうじ玉井詩織
×坂崎幸之助のお台
場フォーク村<完全


版>
第122夜


「GIRLS'FOLKTORY 
NEXT」


#25-7【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


#65-9【HD】
00 春の高校ﾊﾞﾚｰ


ﾊｲﾗｲﾄ 2012年女子決勝


20


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #21-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第3節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌


vs
京都ｻﾝｶﾞF.C.


08:30 #22-4【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


ｻｶﾞﾝ鳥栖
10:40 #23-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第3節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
FC東京
vs


湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ
13:00 #24-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第3節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田


vs
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡


20


みんなの鉄道リター
ンズ


福井鉄道・福武線
#32-6【HD】【字】


50


SELECTRAVEL 四国 香川・愛
媛編 Ｓ二 #14-39【HD】 


00PR 2022年6月 #32-112【HD】 


00


パチンコLAB～7th 
season～ 「CRミリオ
ンゴッド ディセン
ト」前編 #7-52【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#360-10【HD】 埼玉観
光編② 18:30 #361-10
【HD】 佐賀編2① 


30


HY SKY Fes 2020→
2021＆前夜祭


アカネキカク／HY／
大城美友／KICK THE 
CAN CREW／肝高の阿
麻和利／清水翔太／
ファンキー加藤／
MASA MAGIC
 #1-5【HD】 


00


めざましライブ 
THE BOYZ
 #4-5【HD】 


30


幸せワッハッハ! 
COUNTDOWN LIVE IN 
OKINAWA 2021-2022


DIAMANTES / HY / 
かりゆし58 / パー
シャクラブ / 
MONGOL800


#1-6【HD】


00


実話怪談倶楽部
The LIVE!～第四十七怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：森田涼花


怪員：三木大雲／村上ロッ
ク／伊山亮吉
#47-5【HD】


00


いいすぽ！
異色のハイスピード
将棋対戦「リアルタ
イムバトル将棋」最
強決定トーナメント
Ｓ二 #73-7【HD】


30


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #25-7【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｾﾚｯｿ大阪
vs


鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ
08:20 #26-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｶﾞﾝﾊﾞ大阪
vs


大分ﾄﾘﾆｰﾀ
10:40 #27-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ


vs
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


13:10 #28-4【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
清水ｴｽﾊﾟﾙｽ


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「フリーマン食堂」/「矢澤臓物


販売」 #95-12【HD】 


00


新・みんなの鉄道
北海道旅客鉄道・札


沼線
#47-13【HD】


00


パチンコLAB～7th 
season～ 「CRミリオ
ンゴッド ディセン
ト」後編 #8-52【HD】 


00


パチスロ(旅)  18:00 
#362-10【HD】 佐賀編
2② 18:30 #363-7
【HD】 佐賀編2③ 


40


2022 FORMULA1
【第9戦カナダGP】


FORMULA 1 GRAND PRIX DU 
CANADA 2022
予選


開催地：ジル・ヴィルヌー
ヴ・サーキット
Ｓ二 #44-8【HD】


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <廣瀬“HEESEY"洋一
(THE YELLOW MONKEY)> #114-30 【HD】


00


Chara Live 2021 
Sweet Soul 


Sessions ～Glitter
～


#1-5【HD】


00


JUNE ROCK FESTIVAL 
2021


Wienners / 打首獄
門同好会 / オメで
たい頭でなにより / 
THEラブ人間 / 四星
球 / バックドロッ
プシンデレラ / 


MOSHIMO / 忘れらん
ねえよ


#1-6【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123夜


「帰ってきた火曜
ヒットスタジオ」
#26-6【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


#66-6【HD】
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #21-16【HD】 


25


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


06:00 #29-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｻｶﾞﾝ鳥栖
vs


柏ﾚｲｿﾙ
08:20 #30-4【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
京都ｻﾝｶﾞF.C.


vs
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌
10:50 #31-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡


vs
ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田


13:10 #32-3【HD】
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第4節


Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ


vs
FC東京


40
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 #12-18【HD】 


00
MUSIC SOUP -45r.p.m.- <廣瀬“HEESEY"洋一
(THE YELLOW MONKEY)> #114-31 【HD】


00


SELECTRAVEL  16:00 #29-10
【HD】 関東 山梨編 Ｓ二 
16:30 #30-15【HD】 関東 
東京・千葉編 Ｓ二 


00


パチンコLAB～7th 
season～


社員旅行SP熊本編①
#9-42【HD】


00


パチスロ(旅)  18:00 
#364-7【HD】 佐賀編2
④ 18:30 #365-8
【HD】 福岡観光編① 


00


FACTORY ARCHIVES
andymori


#11-12【HD】


00


きくちから
#97-1【HD】


30


2022 FORMULA1
【第9戦カナダGP】
FORMULA 1 GRAND 
PRIX DU CANADA 


2022
決勝


開催地：ジル・ヴィ
ルヌーヴ・サーキッ


ト
Ｓ二 #45-9【HD】


00


SKY EYE～空からのメッセージ～
山梨編


Ｓ二 #31-51【HD】【字】


00


LOVE MUSIC FESTIVAL 
2021 


＜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
 #1-7【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124夜


「フォーク村 夏の
ももクロ天国」
#27-7【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


#67-5【HD】
00PR 2022年6月 #32-120【HD】 
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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【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。








木 金 土 日 月 火水


（J SPORTS 2）※都合により、番組内容や放送時間が変更になる場合があります。


６.00　SAIL GP '22/23  第2戦
６.30　HOOP!～学生バスケ情報⑥
７.00　バドミントン ワールド 


ツアー インドネシアオー
プン 2022　準々決勝


１.00　IFSC クライミングワー
ルドカップ 2022


 ▽リード 第1戦 男女決勝
４.00KCycle*2022  


ツール・ド・フランス
 ▽チームプレゼンテーション
６.00BMLB中継
 「エンジェルス×ホワイト


ソックス（6/29）」
９.30　結束！�◇10.00★Foot!
10.45　FIFA U-20 女子 ワールド


カップ フランス 2018
 ▽グループC 第2節 


「スペイン×日本」
１.00　Foot!　THURSDAY
１.45　高円宮杯 U-18 プレミア


リーグ  EAST 第10節-1 
「横浜FMユース×青森山田」


３.45　MLB音楽� （〜4.00）


６.00　Foot!◇30 我ら④
７.00　プロ野球～セ・パ交流戦
 「中日×楽天（6/2）」
10.30　ラグビー わんだほー！⑳
11.30　情報◇０.00 Foot!
０.30　高円宮杯 U-18 プレミア


リーグ　EAST 第8節-1 
「柏U-18×FC東京U-18」 
▽２.30 EAST 第8節-2 


「川崎FU-18×市立船橋」
４.30　情報
５.00　【ダーツ】'13 ワールドマッ


チプレー　セミファイナル
５.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
 「中日×ソフトバンク」
 （試合終了まで放送）
10.00　結束！�◇30 Foot!
11.00　第70回 全日本大学野球


記念大会�　準決勝-2 
「福井工業大学×福岡大学」


１.30AThis Week in WWE#696
２.00　天皇杯 JFA 全日本選手権


クラシックス⑱  第82回
大会 決勝「鹿島×京都」


４.30　我らワールド観戦塾④
５.00　天皇杯 JFA 全日本選手権


クラシックス⑲  第88回 
準々決勝「清水×FC東京」


７.00　プロ野球～セ・パ交流戦
 「中日×ソフトバンク（6/3）」
10.30　高円宮杯 U-18 プレミア


リーグ　EAST 第8節-1 
「柏U-18×FC東京U-18」


０.30　Foot!　THURSDAY
１.00　ラグビー 一人語り⑥
１.25　我らワールド観戦塾④
１.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
 「中日×ソフトバンク」
 （試合終了まで放送）
６.00　天皇杯 JFA 全日本選手権


クラシックス⑳  第92回
大会 決勝「G大阪×柏」


８.30　プロ野球～セ・パ交流戦
 「中日×ソフトバンク（6/4）」
０.00　第70回 全日本大学野球


記念大会�　決勝「慶應
義塾大学×福井工業大学」


３.30AThis Week in WWE#696


４.00　【ダーツ】'13 ワールドマッ
チプレー　セミファイナル


４.55　The REAL  アメフトv
５.55　ダンス！華麗なる闘い
６.55　The REAL  サーフィン
７.55　プロ野球～セ・パ交流戦
 「中日×ソフトバンク（6/4）」
11.25　高円宮杯 JFA U-18 サッ


カープレミアリーグ2022
 ▽EAST 第8節-2 


「川崎FU-18×市立船橋」
１.25　Foot!　THURSDAY
１.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
 「中日×ソフトバンク」
 ～バンテリンドーム ナゴヤ
 （試合終了まで放送）
６.00BMLB中継
 「フィリーズ×エンジェ


ルス（6/4）」
９.30　プロ野球～セ・パ交流戦
 「中日×ソフトバンク（6/5）」
１.00BFIM スーパーバイク世界


選手権2022　第3戦 
「エストリル」 （〜4.00）


６.00　プロ野球～セ・パ交流戦
 「中日×ソフトバンク（6/3）」 


▽９.30  
「中日×ソフトバンク（6/4）」 
▽１.00  


「中日×ソフトバンク（6/5）」
 ～バンテリンドーム ナゴヤ
４.30　情報
４.45　MLBミュージック�
５.00　結束！侍ジャパン�
５.30　情報
６.00　高円宮杯 JFA U-18 サッ


カープレミアリーグ2022
 ▽EAST 第8節-1 


「柏U-18×FC東京U-18」 
▽８.00 EAST 第8節-2 


「川崎FU-18×市立船橋」
10.00　天皇杯 JFA 全日本選手権 


クラシックス⑳⑱  第92
回大会 決勝「G大阪×柏」 
▽０.30 第82回大会 決勝 


「鹿島×京都」
３.00　The REAL
 ▽アメフトv （〜4.00）


５.30　情報
６.00　【ダーツ】'13 ワールドマッ


チプレー　セミファイナル
７.00　The REAL  サーフィン
８.00　天皇杯 JFA 全日本選手権


クラシックス⑲
 ▽第88回大会 準々決勝 


「清水×FC東京」
10.00　SAIL GP '22/23  第1戦
10.30　バドミントン ワールド 


ツアー タイオープン 
2022


 ▽準々決勝
４.30KWRC世界ラリー選手権'22
 ▽Rd.4「レビュー」
５.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
 「楽天×広島」
 ～楽天生命パーク宮城
 （試合終了まで放送）
10.00　結束！�◇30 HOOP!⑤
11.00BFIM スーパーバイク世界


選手権2022
 ▽第3戦「エストリル」


（2.00〜7.00放送休止）


５.30　情報
６.00BSAIL GP 2022/23
 ▽第1戦 バミューダ


「Day1」
８.00　バドミントン トマス杯 


2022
 ▽グループリーグ
 ～インパクトアリーナ/


バンコク
３.00　情報◇30 マジェスティ
３.45　MLBミュージック�
４.00　The REAL  アメフトw
５.00　情報
５.30　セレクション


10.00　高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2022


 ▽EAST 第8節-1 
「柏U-18×FC東京U-18」


０.00　卓球WTTスターコンテン
ダー　女子ダブルス決勝


１.30BFIM スーパースポーツ世
界選手権2022　第4戦


「ミサノ」 （〜4.00）


６.00　情報◇30 HOOP!⑤
７.00　高円宮杯 JFA U-18 サッ


カープレミアリーグ2022
 ▽EAST 第9節-1「横浜


FCユース×川崎FU-18」
９.00　バドミントン ユーバー杯 


2022
 ▽準々決勝
４.00　サニックスワールドラグビ


ーユース交流大会 2022
５.00　【ダーツ】'13 ワールドマッ


チプレー　セミファイナル
５.55★Xプロ野球
 「中日×ヤクルト」
 ～バンテリンドーム ナゴヤ
 （試合終了まで放送）
10.00　結束！�◇30 我ら⑤
11.00　プロ野球
 「楽天×日本ハム（6/21）」
 ～こまちスタジアム
２.30　HOOP!～学生バスケ情報⑤
３.00　【ダーツ】'16 Tokyo Masters
 ▽クウォーターファイナル


（〜4.00）


５.30　情報
６.00　MOTOR GAMES#430
６.30AMobil 1 The Grid④
７.00　バドミントン ワールド 


ツアー インドネシアオー
プン 2022


 ▽1回戦
１.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022
 ▽ボルダリング 第7戦 


男子決勝「インスブルック」
３.00　情報
３.30AFIA 世界耐久選手権


（WEC） HL　第3戦
４.30　情報◇５.00 結束！�
５.30　マジェスティ◇45 情報
６.00BMLB中継
 「エンジェルス×ホワイト


ソックス（6/27）」
９.30　天皇杯 JFA 全日本選手権


クラシックス⑳  第92回
大会 決勝「G大阪×柏」


０.00　The REAL
（1.00〜7.00放送休止）


６.00　The REAL  サーフィン
７.00　Foot!◇30 HOOP!⑤
８.00　プロ野球～セ・パ交流戦
 「楽天×広島（6/9）」
11.30　情報◇０.00 Foot!
０.30　MOTOR GAMES#427
１.00　ベスト4決定！全日本大学野球
１.15　MLBミュージック�
１.30　天皇杯 JFA 全日本選手権


クラシックス⑱  第82回
大会 決勝「鹿島×京都」


４.00　情報
４.30　【ダーツ】'16 Tokyo Masters
 ▽クウォーターファイナル
５.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
 「楽天×巨人」
 ～楽天生命パーク宮城
 （試合終了まで放送）
10.00　プロ野球～セ・パ交流戦
 「楽天×巨人（6/10）」
１.30　ベスト4決定！全日本大学野球
１.45　マジェスティ
２.00　第71回 関東大学バスケ


ットボール選手権　決勝


４.00　ダンス！華麗なる闘い
５.00BFIM スーパーバイク世界


選手権2022
 ▽第3戦「エストリル」
８.00　プロ野球～セ・パ交流戦
 「楽天×巨人（6/10）」
 ～楽天生命パーク宮城
11.30　高円宮杯 JFA U-18 サッ


カープレミアリーグ2022
 ▽EAST 第8節-2 


「川崎FU-18×市立船橋」
１.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
 「楽天×巨人」
 ～楽天生命パーク宮城
 （試合終了まで放送、 


以降の番組変更あり）
６.00★バドミントン ワールド 


ツアー インドネシアマス
ターズ 2022


 ▽準決勝
０.00　プロ野球～セ・パ交流戦
 「楽天×巨人（6/11）」
 ～楽天生命パーク宮城
３.30　結束！侍ジャパン�


４.00　【ダーツ】'16 Tokyo Masters
 ▽クウォーターファイナル
５.00　サニックスワールドラグビ


ーユース交流大会 2022
６.00BFIM スーパースポーツ世


界選手権2022　第3戦
８.00　SUPER GT ダイジェスト
８.15　MLBミュージック�
８.30AThis Week in WWE#697
９.00　プロ野球～セ・パ交流戦
 「楽天×巨人（6/11）」
０.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
 「楽天×巨人」
 （試合終了まで放送）
５.00BMLB中継
 「エンジェルス×メッツ


（6/11）」
９.00★バドミントン ワールド 


ツアー インドネシアマス
ターズ 2022


 ▽決勝
３.00　【ダーツ】'13 ワールドマッ


チプレー　セミファイナル
（〜4.00）


５.00★XBMLB中継
 「エンジェルス×メッツ」
 （延長の場合、以降の番組


変更あり）
９.00　The REAL  アメフトw
10.00　プロ野球～セ・パ交流戦
 「楽天×巨人（6/11）」 


▽１.30  
「楽天×巨人（6/12）」


 ～楽天生命パーク宮城
５.00　結束！侍ジャパン�
５.30　セレクション


10.00　IFSC クライミングワー
ルドカップ 2022


 ▽ボルダリング 第6戦 
男子決勝「ブリクセン」


０.00　天皇杯 JFA 全日本選手権
クラシックス⑩⑲  第78
回大会 準決勝「横浜フリ
ューゲルス×鹿島」 
▽２.00 第88回大会 準々
決勝「清水×FC東京」


（〜4.00）


６.00　情報◇30 HOOP!⑤
７.00　Foot!　THURSDAY
７.30　結束！侍ジャパン�
８.00　バドミントン トマス杯 


2022
 ▽決勝
 ～インパクトアリーナ/


バンコク
３.00　情報◇30 我ら⑤
４.00　Foot!　THURSDAY
４.30　MLBミュージック�
４.45　【ダーツ】'13 ワールドマッ


チプレー　セミファイナル
５.45　マジェスティ
６.00Kセレクション


10.00KWRC世界ラリー選手権'22
 ▽Rd.5「レビュー」
11.00　第7回全日本フルコンタ


クト空手道選手権大会
２.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022
 ▽ボルダリング 第6戦 


男子決勝「ブリクセン」


４.00BFIM スーパースポーツ世
界選手権2022　第4戦


６.30　第71回 全日本大学野球
選手権大会�　決勝


10.00　結束！侍ジャパン�
10.30　天皇杯 JFA 全日本選手権


クラシックス⑳  第92回
大会 決勝「G大阪×柏」


１.00　Foot!◇30 MLB音楽�
１.50★Xプロ野球
 「中日×巨人」
 （試合終了まで放送）
７.00　MLBイッキ見！⑪
７.45　マジェスティ
８.00　The REAL  アメフトw
９.00　Foot!　THURSDAY
９.30★高円宮杯 JFA U-18 サッ


カープレミアリーグ2022
 ▽EAST 第9節-1「横浜


FCユース×川崎FU-18」
11.30BFIM スーパーバイク世界


選手権2022　第4戦
２.30　MOTOR GAMES#428
３.00　【ダーツ】'16 Tokyo Masters


４.00　SUPER GT ダイジェスト
４.20　SAIL GP '22/23  第1戦
４.50★XBSAIL GP 2022/23
 ▽第2戦 シカゴ「Day1」
７.30　HOOP!～学生バスケ情報⑤
８.00　サニックスワールドラグビ


ーユース交流大会 2022
９.00　情報◇30 Foot!
10.00　情報◇30 MLB音楽�
10.50★X高円宮杯 U-18 プレミア


リーグ　EAST 第9節-2 
「大宮U18×柏U-18」


１.15　高円宮杯 U-18 プレミアリーグ
 「横浜FCユース×川崎FU-18」
３.15　FIM スーパースポーツ300
 ▽第4戦◇30AWWE#698
４.00BSAIL GP 2022/23
 ▽第2戦 シカゴ「Day1」
６.00　MLBイッキ見！⑪
６.45BMLB中継（6/18） 


▽10.15 （6/18）
１.45　高円宮杯 U-18 プレミアリーグ
 「大宮U18×柏U-18」
３.45　マジェスティ （〜4.00）


４.50★XBSAIL GP 2022/23
 ▽第2戦 シカゴ「Day2」
７.30　結束！侍ジャパン�
８.00　バドミントン ユーバー杯 


2022　グループリーグ
 ～インパクトアリーナ/


バンコク
３.00　情報◇15 マジェスティ
３.30　我ら⑤◇４.00 情報
４.30　天皇杯 JFA 全日本選手権


クラシックス⑯  第81回
大会 決勝「清水×C大阪」


７.00　高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2022


 ▽EAST 第9節-1「横浜
FCユース×川崎FU-18」 
▽９.00 EAST 第9節-2 


「大宮U18×柏U-18」
11.00BSAIL GP 2022/23
 ▽第2戦 シカゴ「Day2」
１.00　天皇杯 JFA 全日本選手権


クラシックス⑳  第92回
大会 決勝「G大阪×柏」


３.30　HOOP!⑤ （〜4.00）


４.00　マジェスティ
４.15　SUPER GT ダイジェスト
４.30　バドミントン ユーバー杯 


2022
 ▽準決勝
 ～インパクトアリーナ/


バンコク
11.30　情報
０.00★ダンス！華麗なる闘い
１.00　情報
１.30★Xプロ野球
 「楽天×西武」
 ～楽天生命パーク宮城
 （試合終了まで放送、 


以降の番組変更あり）
６.00BMLB中継
 「エンジェルス×マリナーズ


（6/24）」
９.30　プロ野球
 「楽天×西武（6/25）」
 ～楽天生命パーク宮城
１.00BFIM スーパーバイク世界


選手権2022
 ▽第4戦「ミサノ」


４.00　The REAL  アメフトw
５.00　バドミントン ユーバー杯 


2022
 ▽決勝
 ～インパクトアリーナ/


バンコク
０.00★SAIL GP '22/23  第2戦
０.30★Xプロ野球
 「楽天×西武」
 ～楽天生命パーク宮城
 （試合終了まで放送、 


以降の番組変更あり）
５.00　MLBイッキ見！⑫
５.45　マジェスティ
６.00BMLB中継
 「エンジェルス×マリナーズ


（6/25）」
９.30　プロ野球
 「楽天×西武（6/26）」
 ～楽天生命パーク宮城
１.00BFIM スーパースポーツ世


界選手権2022
 ▽第4戦「ミサノ」
３.30AWWE#699 （〜4.00）


６.00　プロ野球
 「楽天×西武（6/24）」 


▽９.30  
「楽天×西武（6/25）」 
▽１.00  


「楽天×西武（6/26）」
 ～楽天生命パーク宮城
４.30　情報
５.00AFIA ETCR 2022HL
 ▽第3戦◇30 情報
６.00BMLB中継
 「エンジェルス×マリナーズ


（6/26）」
９.30　高円宮杯 JFA U-18 サッ


カープレミアリーグ2022
 ▽EAST 第10節-1「横浜


FMユース×青森山田」 
▽11.30 EAST 第10節-2 


「FC東京U-18×川崎F 
U-18」


１.30　天皇杯 JFA 全日本選手権
クラシックス⑫  第87回
大会 準々決勝「鹿島× 
Honda FC」 （〜4.00）


５.30　情報
６.00　MOTOR GAMES#429
６.30AMobil 1 The Grid④
７.00　プロ野球
 「中日×ヤクルト（6/21）」 


▽10.30 「オリックス× 
ソフトバンク（6/21）」 
▽２.00  


「広島×阪神（6/21）」


５.30　ラグビー 一人語り⑥
５.55★Xプロ野球
 「中日×ヤクルト」
 ～バンテリンドーム ナゴヤ
 （試合終了まで放送、 


以降の番組変更あり）
10.00　The REAL  アメフトw
11.00　プロ野球
 「楽天×日本ハム（6/22）」
 ～岩手県営野球場
２.30AMobil 1 The Grid④
３.00　【ダーツ】'13 ワールドマッ


チプレー　セミファイナル
（〜4.00）


５.30　情報
６.00　The REAL  アメフトw
７.00　プロ野球
 「中日×ヤクルト（6/22）」 


▽10.30 「オリックス× 
ソフトバンク（6/22）」 
▽２.00  


「広島×阪神（6/22）」
５.30　スーパーフォーミュラ
 ▽第4戦◇40 MLB音楽�
５.55★Xプロ野球
 「中日×ヤクルト」
 （試合終了まで放送）
10.00★Foot!　THURSDAY
10.30　FIFA U-20 女子 ワールド


カップ フランス 2018
 ▽グループC 第1節 


「アメリカ×日本」
０.45　Foot!◇１.15 マジェスティ
１.30　高円宮杯 JFA U-18 サッ


カープレミアリーグ2022
 ▽EAST 第9節-2 


「大宮U18×柏U-18」
３.30　HOOP!⑤ （〜4.00）


５.30　情報◇６.00 我ら⑤
６.30　Foot!　THURSDAY
７.00　プロ野球
 「中日×ヤクルト（6/23）」
10.30　情報
11.00　MOTOR#429◇30 Foot!
０.00　高円宮杯 JFA U-18 サッ


カープレミアリーグ2022
 ▽EAST 第9節-2 


「大宮U18×柏U-18」
２.00　プロ野球
 「広島×阪神（6/23）」
５.30★Xプロ野球
 「楽天×西武」
 ～楽天生命パーク宮城
 （試合終了まで放送、 


以降の番組変更あり）
10.00　プロ野球
 「楽天×西武（6/24）」
１.30AThis Week in WWE#699
２.00　高円宮杯 JFA U-18 サッ


カープレミアリーグ2022
 ▽EAST 第9節-1「横浜


FCユース×川崎FU-18」


７.00　プロ野球～セ・パ交流戦
 「中日×楽天（5/31）」
10.30　情報
11.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022  ボル
ダリング 第5戦 男女決勝


２.30　SAIL GP '22/23  第1戦
３.00　卓球WTTスターコンテン


ダー　混合ダブルス決勝
４.15　情報◇30 結束！�
５.00　【ダーツ】2010 ワールド


マッチプレー  ファイナル
５.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
 「中日×楽天」
 （試合終了まで放送）
10.00　天皇杯 JFA 全日本選手権


クラシックス⑳  第92回
大会 決勝「G大阪×柏」


０.30　高円宮杯 U-18 プレミア
リーグ　EAST 第8節-2 


「川崎FU-18×市立船橋」
２.30　HOOP!～学生バスケ情報⑤
３.00　The REAL
 ▽サーフィン （〜4.00）


６.00　HOOP!～学生バスケ情報⑤
６.30　SAIL GP '22/23  第1戦
７.00　プロ野球～セ・パ交流戦
 「中日×楽天（6/1）」
10.30　結束！侍ジャパン�
11.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022  ボル
ダリング 第5戦 男女決勝


２.30　情報◇45 MLB音楽�
３.00　卓球WTTスターコンテン


ダー　女子ダブルス決勝
４.30　MOTOR#426◇５.00 情報
５.30　ラグビー 一人語り⑥
５.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
 「中日×楽天」
 ～バンテリンドーム ナゴヤ
 （試合終了まで放送）
10.00★Foot!◇30 HOOP!⑤
11.00　第70回 全日本大学野球


記念大会�　準決勝-1 
「上武大学×慶應義塾大学」


２.00　ダンス！華麗なる闘い
３.00AFIA 世界耐久（WEC） HL
 ▽第2戦 （〜4.00）


７.00　プロ野球～セ・パ交流戦
 「楽天×広島（6/7）」
 ～楽天生命パーク宮城


10.30　バドミントン ワールド 
ツアー タイオープン 
2022


 ▽準決勝
 ～インパクトアリーナ/


バンコク
４.30AFIA 世界耐久選手権


（WEC） HL　第2戦
５.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
 「楽天×広島」
 ～楽天生命パーク宮城
 （試合終了まで放送、 


以降の番組変更あり）
10.00　プロ野球～セ・パ交流戦
 「楽天×広島（6/8）」
 ～楽天生命パーク宮城
１.30　結束！侍ジャパン�
２.00BFIM スーパースポーツ世


界選手権2022　第3戦
「エストリル」 （〜4.00）


５.30　情報
６.00　MOTOR GAMES#427
６.30　結束！侍ジャパン�
７.00　プロ野球～セ・パ交流戦
 「楽天×広島（6/8）」
 ～楽天生命パーク宮城
10.30　バドミントン ワールド 


ツアー タイオープン 
2022


 ▽決勝
 ～インパクトアリーナ/


バンコク
４.30　The REAL  サーフィン
５.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
 「楽天×広島」
 ～楽天生命パーク宮城
 （試合終了まで放送）
10.00★Foot!　THURSDAY
10.30BMLB中継
 「エンジェルス×レッド


ソックス（6/8）」
２.00　第71回 関東大学バスケ


ットボール選手権大会
 ▽3位決定戦 （〜4.00）


５.30　情報
６.00BSAIL GP 2022/23
 ▽第1戦 バミューダ


「Day2」
８.00　バドミントン トマス杯 


2022
 ▽準々決勝
 ～インパクトアリーナ/


バンコク
３.00　高円宮杯 JFA U-18 サッ


カープレミアリーグ2022
 ▽EAST 第8節-1 


「柏U-18×FC東京U-18」
５.00　情報
５.30　セレクション


10.00　高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2022


 ▽EAST 第8節-2 
「川崎FU-18×市立船橋」


０.00Kセレクション
３.00　The REAL
 ▽アメフトw （〜4.00）


６.00　情報
６.30　MOTOR GAMES#428
７.00　サニックスワールドラグビ


ーユース交流大会 2022
８.00　バドミントン トマス杯 


2022
 ▽準決勝
 ～インパクトアリーナ/


バンコク
３.00　高円宮杯 JFA U-18 サッ


カープレミアリーグ2022
 ▽EAST 第8節-2 


「川崎FU-18×市立船橋」
５.00　情報
５.30　セレクション
10.00★Foot!　THURSDAY
10.30　天皇杯 JFA 全日本選手権


クラシックス⑳  第92回
大会 決勝「G大阪×柏」


１.00　Foot!◇30 HOOP!⑤
２.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022  ボル
ダリング 第6戦 女子決勝


「ブリクセン」 （〜4.00）


７.00　バドミントン ワールド 
ツアー インドネシアオー
プン 2022


 ▽2回戦
 ～イストラ・セナヤン/


ジャカルタ
１.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022
 ▽ボルダリング 第7戦 


女子決勝「インスブルック」
３.00　ラグビー わんだほー！�
４.00　高円宮杯 JFA U-18 サッ


カープレミアリーグ2022
 ▽EAST 第10節-1「横浜


FMユース×青森山田」
６.00BMLB中継
 「エンジェルス×ホワイト


ソックス（6/28）」
９.30Kセレクション


１.30BSAIL GP 2022/23
 ▽第2戦 シカゴ「Day1」
３.30AFIA WTCR2022 HL
 ▽第3戦 （〜4.00）
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株式会社ジェイ・スポーツ
〒135-8668　東京都江東区青海2-5-10
カスタマーセンター：TEL.0570-099-333
 （ナビダイヤル/毎日10:00～20:00）


2022年6月放送スケジュール
2022.6.1 ▶ 6.30　J SPORTS 26


★新内容登場番組　X生放送・生中継　B二カ国語　K音声多重　A字幕


最新の番組情報はJ SPORTS ホームページでご確認下さい。








６月のオススメ番組！
【韓国ドラマ・バラエティ】


注目の若手スター イ・ドヒョン×コ・ミンシ共演のヒューマンメロドラマ『五月の青春（原題）』ベーシック初放送！


チョン・ジェヨン×チョン・ユミのコンビ再び！本格派メディカル・サスペンスドラマ第2弾『ジャスティス2－検法男女－』放送スタート！


ユ・スンホ主演、笑って泣ける胸キュン❤AIラブコメディ『ロボットじゃない～君に夢中！～』一挙放送！


≪【２ヶ月連続企画】K-POPフェス2022-夏- BTS特集≫


BTS出演の大人気バラエティ、スペシャル番組を大特集!!


『知ってるお兄さん』『一食ください』『週刊K-POPアイドル』『BTSバラエティ年代記』


≪イ・ジュンギ★プロジェクト2022≫


『アラン使道伝 -アランサトデン-』『悪の花』『2018 LEE JOON GI SPLENDOR Family Day』


≪東方神起 セレクション≫


『東方神起のCHECK THIS OUT』


≪ATEEZ セレクション≫


『ATEEZ <ZERO : FEVER Part.1> BEHIND & INTERVIEW』『THE MAN of ATEEZ～海賊王の1人の男～』


≪韓国バラエティ アンコール≫


“K-POP界のアベンジャーズ”SuperMが単独出演するバラエティ番組『SuperMのウィッシュリスト』


【映画】


塚田僚一（A.B.C-Z）初主演×Snow Man（ジャニーズJr.）共演の青春胸熱エンタテインメント『映画「ラスト・ホールド！」』


SixTONES、Snow Manなどが出演！『映画 少年たち』


【国内ドラマ・バラエティ】


向井理主演の本格サスペンスドラマ『10の秘密』放送スタート！


“連続ドラマ史上最悪の主人公女教師” を天海祐希が演じる『女王の教室』一挙放送！


≪まるっと２日間一挙放送〈６/４（土）５（日）〉≫


時代劇、国内ドラマを一挙放送！無料放送でお届けします。


「剣客商売スペシャル」4作品


『釣りバカ日誌 新入社員 浜崎伝助』『釣りバカ日誌 新入社員 浜崎伝助 伊勢志摩で大漁！初めての出張編』


『釣りバカ日誌 season２ 新米社員 浜崎伝助』『釣りバカ日誌 新米社員 浜崎伝助 瀬戸内海で大漁！結婚式大パニック編』


『戦力外捜査官』『完食者ゼロの店！デカ盛り道場破り』


楽しいを習慣に。
ライフスタイルに合わせた「ホームドラマチャンネル」の楽しみ方！


① ジャンル毎にまとめて見られるゾーン編成！


録画も楽々！


韓流や時代劇、国内ドラマなど、放送時間帯を


ジャンル別にまとめてO.A！


② 韓国ドラマは週２話以上進行！


先が気になるドラマも連続放送でストレス軽減！


③ 毎週土日は一挙に見せます！


韓国ドラマ・時代劇・国内ドラマを


複数話一挙放送！まとめて見られる録画できる！


④ 土日18:30～22:30は特選アワー！


メモリアル、旬な人物、旬モノなどを


集めて特集放送！


✽番組視聴のポイント！


スマートフォンから


https://www.homedrama-ch.com


にアクセス


or


「ホームドラマチャンネル」で検索


ホームドラマチャンネル 検 索


＊番組表はスマホサイトからも


ご確認いただけます！


QRコードからも


アクセス可！







6/1(水) 6/2(木) 6/3(金) 6/4(土) 6/5(日)


※ [HD]マークはハイビジョン作品です。ご視聴環境によってはハイビジョンでご覧いただけない場合がございます。ご了承ください。


※ [字]マークは字幕版放送作品になります。[吹]マークは吹替版放送作品になります。[U/C]マークはアップコン作品になります。[無]マークは無料放送作品になります。


※ 6/4(土)、6/5(日)「スカパー！無料の日」は、スカパー！（Ch.294）／プレミアムHD（Ch.661）スカパー！光で無料放送（ノースクランブル放送）となります。


10


11


12


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


1


2


3


4


5


6


7


8


9


12


1


2


3


4


5


6


7


8


9


12


1


2


3


30[HD][字]天官賜福〈字幕版〉
第10話 43[無][HD]釣りバカ日誌


Season2　新米社員　浜崎伝助
第2話　※


4


5


6


7


8


30[HD][吹]天官賜福〈吹替版〉
第3話


54[無][HD]
釣りバカ日誌　Season2　新米社
員　浜崎伝助
第1話（後）　※


00[HD]
姉ちゃんの恋人
第6話


00[HD]
姉ちゃんの恋人
第7話


00[HD][字]天官賜福〈字幕版〉
第9話


00[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第34話


00[HD][字]
追撃者 ～逆局～
第20話


00[HD][吹]天官賜福〈吹替版〉
第2話


00[無][HD]
釣りバカ日誌　Season2　新米社
員　浜崎伝助
第1話（前）　※


00[HD][字]
太陽と月の秘密～離人心上～
第10話


00[無][HD]
釣りバカ日誌　新入社員　浜崎伝
助
第7話　※


10


11


20[無][HD]
戦力外捜査官
第10話（終）　※


30[無]
インターローカルアワー


30[無]
インターローカルアワー


30[無]
インターローカルアワー


30[無][HD]
戦力外捜査官
第9話　※


15[HD][字]
善徳女王
第2話


30[無]
インターローカルアワー


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第97話


43[無][HD]
戦力外捜査官
第8話　※00[無][HD]


釣りバカ日誌　新入社員　浜崎伝
助　伊勢志摩で大漁！初めての出
張編　※


15[HD][字]
TIMES～未来からのSOS～
第12話（終）


15[HD][字]
善徳女王
第1話


44[無][HD]
釣りバカ日誌　新入社員　浜崎伝
助
第10話（終）　※


56[無][HD]
戦力外捜査官
第7話　※


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第95話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第96話


00[無][HD]
戦力外捜査官
第5話　※


52[無][HD]
釣りバカ日誌　新入社員　浜崎伝
助
第9話　※


01[無][HD]
戦力外捜査官
第6話　※


00[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第3話


00[HD][字]
ジャスティス－検法男女－
第13話


00[HD][字]
ジャスティス－検法男女－
第15話


00[無][HD]
釣りバカ日誌　新入社員　浜崎伝
助
第8話　※


15[HD][字]
ジャスティス－検法男女－
第14話


15[HD][字]
ジャスティス－検法男女－
第16話（終）


20[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第4話


01[無][HD]
釣りバカ日誌　新入社員　浜崎伝
助
第6話　※


44[無][HD]
戦力外捜査官
第4話　※00[HD][字]


Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第33話


00[HD][字]
追撃者 ～逆局～
第19話


05[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第78話


51[無][HD]
戦力外捜査官
第3話　※


00[HD]
姉ちゃんの恋人
第5話


00[HD]
姉ちゃんの恋人
第6話


00[HD][字]
太陽と月の秘密～離人心上～
第9話


00[HD]
必殺仕置人
第17話
大悪党のニセ涙


00[HD]
必殺必中仕事屋稼業
第10話


00[無][HD]
釣りバカ日誌　新入社員　浜崎伝
助
第5話　※


04[無][HD]
戦力外捜査官
第2話　※


00[HD]
剣客商売２
第6話


00[HD]
鬼平犯科帳第４シリーズ
第8話


00[無][HD]
戦力外捜査官
第1話　※


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション 44[無][HD]


釣りバカ日誌　新入社員　浜崎伝
助
第4話　※


00[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第77話


15[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第4話


15[HD][字]
アラン使道伝 -アランサトデン-
第1話


15[HD][字]
アラン使道伝 -アランサトデン-
第2話


46[無][HD]
釣りバカ日誌　新入社員　浜崎伝
助
第3話　※


00[無][HD]
完食者ゼロの店！デカ盛り道場破
り（2019/12/20 O.A.）　※


00[HD][字]
ジャスティス－検法男女－
第16話（終）


30[無][HD]
釣りバカ日誌　新入社員　浜崎伝
助
第2話　※


30[無][HD]
釣りバカ日誌　新入社員　浜崎伝
助
第1話　※


30[無][HD]
釣りバカ日誌　新米社員　浜崎伝
助　瀬戸内海で大漁！結婚式大パ
ニック編　※


45[HD]韓チャン！第173回 45[HD]韓チャン！第173回


00[HD][字]
ジャスティス－検法男女－
第14話


00[HD][字]
ジャスティス－検法男女－
第15話


00[無]
インターローカルアワー 15[無][HD]


釣りバカ日誌　Season2　新米社
員　浜崎伝助
第8話（後）（終）　※


00[無][HD]
釣りバカ日誌　Season2　新米社
員　浜崎伝助
第8話（前）　※


00[HD][字]
九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～
第15話


00[HD][字]
九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～
第16話（終）


00[HD][字]
悪の花
第1話


9


30[無][HD]
釣りバカ日誌　Season2　新米社
員　浜崎伝助
第5話　※


45[無][HD]
剣客商売スペシャル 決闘・高田
の馬場　※


30[無]
インターローカルアワー


00[HD][字]
ああ、私の幽霊さま
第5話


00[HD][字]
ああ、私の幽霊さま
第6話


00[HD][字]
ああ、私の幽霊さま
第7話


29[無][HD]
釣りバカ日誌　Season2　新米社
員　浜崎伝助
第4話　※


39[無][HD]
剣客商売スペシャル 母と娘と
※00[HD]


スターマン・この星の恋
第1話


00[HD]
スターマン・この星の恋
第2話


00[HD]
スターマン・この星の恋
第3話


44[無][HD]
釣りバカ日誌　Season2　新米社
員　浜崎伝助
第7話　※


57[無][HD]
剣客商売スペシャル 女用心棒
※


30[UP]
警視庁鑑識班6


30[UP]
警視庁鑑識班7


30[UP]
警視庁鑑識班8


28[無][HD]
釣りバカ日誌　Season2　新米社
員　浜崎伝助
第6話　※


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第94話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第95話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第96話
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11


～[無][HD]釣りバカ日誌
Season2　新米社員　浜崎伝助
第2話　※
30[無][HD]
釣りバカ日誌　Season2　新米社
員　浜崎伝助
第3話　※


55[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第76話


00[HD]
必殺仕置人
第16話
大悪党のニセ涙


00[HD]
必殺必中仕事屋稼業
第9話


00[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第75話


00[HD]
剣客商売２
第5話


00[HD]
鬼平犯科帳第４シリーズ
第7話


00[無][HD]
剣客商売スペシャル 助太刀　※


ホームドラマチャンネル 週間番組表
２０２２年６月 第１週


時代劇 韓国ドラマ･K-POP 中国･台湾ドラマ 国内ドラマ･バラエティ


歌舞伎・松竹新喜劇 2.5次元 ･ﾄﾞﾗﾏ･ﾊﾞﾗｴ


無料放送


特選アワーＶシネマ







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


※ [HD]マークはハイビジョン作品です。ご視聴環境によってはハイビジョンでご覧いただけない場合がございます。ご了承ください。


※ [字]マークは字幕版放送作品になります。[吹]マークは吹替版放送作品になります。[U/C]マークはアップコン作品になります。[無]マークは無料放送作品になります。
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30[HD]
パーフェクトワールド
第4話


30[無]
インターローカルアワー


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第98話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第99話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第100話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第101話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第102話


20[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第4話


30[HD]
横山秀夫サスペンス「第三の時
効」


00[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第5話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第1話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第3話
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05[HD][字]THE MAN of ATEEZ～海賊王の1
人の男～第1回10[HD]


パーフェクトワールド
第7話


25[HD][字]天官賜福〈字幕版〉
第11話


25[HD][字]THE MAN of ATEEZ～海賊王の1人の男～
第2回


43[HD][字]THE MAN of ATEEZ～海賊王の1
人の男～第3回


30[HD]EXILE TRIBE 男旅
SHOKICHIセレクション　第7回


30[HD][吹]天官賜福〈吹替版〉
第4話


00[HD]
あいつの季節【渡哲也主演】
第8話


00[HD]
あいつの季節【渡哲也主演】
第9話


00[HD]
姉ちゃんの恋人
第8話


00[HD]
姉ちゃんの恋人
第9話（終）


30[HD][字]
ATEEZ <ZERO : FEVER Part.1>
BEHIND & INTERVIEW


00[HD]EXILE TRIBE 男旅
SHOKICHIセレクション　第6回


00[HD][字]
溺愛ロマンス
～初恋、やり直します！～
第26話


00[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第35話


00[HD][字]
追撃者 ～逆局～
第21話


00[HD][吹]天官賜福〈吹替版〉
第3話


20[HD]
パーフェクトワールド
第6話


30[無]
インターローカルアワー


30[無]
インターローカルアワー


30[無]
インターローカルアワー


30[無]
インターローカルアワー


00[HD][字]天官賜福〈字幕版〉
第10話


25[HD]
パーフェクトワールド
第5話


30[無]
インターローカルアワー


15[HD][字]
善徳女王
第3話


15[HD][字]
善徳女王
第4話


15[HD][字]
善徳女王
第5話


15[HD][字]
善徳女王
第6話


15[HD][字]
善徳女王
第7話


30[HD]
横山秀夫サスペンス「沈黙のアリ
バイ」


15[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第6話


20[HD][字]
アラン使道伝 -アランサトデン-
第2話


20[HD][字]
ブラームスは好きですか？
第16話（終）


20[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第2話


00[HD][字]
ブラームスは好きですか？
第15話


00[HD]
戦力外捜査官SPECIAL


00
世界ウルルン滞在記【玉木宏出演
回】(2002/5/5OA)


00[HD][字]
溺愛ロマンス
～初恋、やり直します！～
第25話


00[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第34話


00[HD][字]
追撃者 ～逆局～
第20話


00[HD]
あいつの季節【渡哲也主演】
第7話


00[HD]
あいつの季節【渡哲也主演】
第8話


00[HD]
姉ちゃんの恋人
第7話


00[HD]
姉ちゃんの恋人
第8話


00[HD][字]
太陽と月の秘密～離人心上～
第11話


00[無]
インフォメーション


05[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第10話


05[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第80話 30[HD]


映画　少年たち


00[HD]
剣客商売４
第11話（終）


15[HD]
＜シネマ歌舞伎＞阿古屋


00[HD]
完食者ゼロの店！デカ盛り道場破
り（2020/2/7 O.A.）


00[HD]
必殺仕置人
第18話
大悪党のニセ涙


00[HD]
必殺必中仕事屋稼業
第11話


45[無]
インフォメーション00[HD]


完食者ゼロの店！デカ盛り道場破
り（2020/1/31 O.A.）


00[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第9話


00[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第79話


00[HD]
剣客商売２
第7話


00[HD]
鬼平犯科帳第４シリーズ
第9話


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション


00[HD][字]
太陽と月の秘密～離人心上～
第12話


30[HD]
映画「ラスト・ホールド！」 45[HD][字]


【BTS ジン＆ジョングク出演回】
一食ください
第50話
(韓国放送：2017/9/27）


00[HD][字]
アラン使道伝 -アランサトデン-
第1話
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20[HD][字]
ブラームスは好きですか？
第16話（終）


25[HD][字]ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第96話


00[HD]
剣客商売４
第10話


13[HD][字]ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第97話


00[HD]
剣客商売４
第8話


38[HD][字]ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第95話00[HD]


剣客商売４
第9話


00[HD][字]
ブラームスは好きですか？
第15話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第1話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第2話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第3話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第4話


15[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第5話


15[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第6話


15[HD][字]
アラン使道伝 -アランサトデン-
第3話


15[HD][字]
アラン使道伝 -アランサトデン-
第4話


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション 45[HD]韓流SJS★BLITZERS #1 45[HD]韓チャン！第173回 45[HD]韓流SJS★BLITZERS #1 49[HD][字]ごはんに願いを


～人生逆転レストラン～
第94話


30[HD]
剣客商売２
第3話


30[HD]
鬼平犯科帳'82【萬屋錦之介版】
第23話


30[無]
インターローカルアワー


00[HD][字]ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第93話


00[HD][字]
悪の花
第3話


00[HD][字]
悪の花
第4話


00[HD]
松平右近事件帳
第8話


15[HD]＜アンコール＞里見浩太
朗の東京お寺探訪　第11回(前)


30[HD]
鬼平犯科帳第４シリーズ
第5話


30[HD]
鬼平犯科帳'82【萬屋錦之介版】
第22話


00[HD][字]
悪の花
第2話


00[HD]
スターマン・この星の恋
第4話


00[HD]
スターマン・この星の恋
第5話


00[HD]
スターマン・この星の恋
第6話


00[HD]
スターマン・この星の恋
第7話


00[HD]
スターマン・この星の恋
第8話


00[HD]
松平右近事件帳
第6話


33[HD][字]
１８アゲイン（原題）
第4話 55[HD]


松平右近事件帳
第7話


30[UP]
警視庁鑑識班9


30[UP]
警視庁鑑識班10


30[UP]
警視庁鑑識班11


30[UP]
警視庁鑑識班12


30[UP]
警視庁鑑識班13


30[無]
インフォメーション


10[HD][字]東方神起のCHECK
THIS OUT 第4話


35[HD][字]東方神起のCHECK
THIS OUT 第5話


40[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第13話


00[HD][字]東方神起のCHECK
THIS OUT 第1話


00[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第11話23[HD][字]東方神起のCHECK


THIS OUT 第2話


45[HD][字]東方神起のCHECK
THIS OUT 第3話


50[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第12話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第97話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第98話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第99話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第100話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第101話


30[HD]
鬼平犯科帳第３シリーズ
第7話


00[HD][字]
ああ、私の幽霊さま
第10話


00[HD][字]
ああ、私の幽霊さま
第11話


00[HD][字]
ああ、私の幽霊さま
第12話


18[HD][字]
１８アゲイン（原題）
第2話


30[HD]
鬼平犯科帳第３シリーズ
第8話56[HD][字]


１８アゲイン（原題）
第3話


00[HD][字]
１８アゲイン（原題）
第1話


30[無]
インターローカルアワー


00[HD][字]
ああ、私の幽霊さま
第8話


00[HD][字]
ああ、私の幽霊さま
第9話


00[HD][字]
太陽と月の秘密～離人心上～
第9話


00[UP]
必殺仕事人 激突！
第16話


00[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第77話


00[HD]
剣客商売２
第6話


00[HD]
鬼平犯科帳第４シリーズ
第8話


55[UP]
必殺仕事人 激突！
第17話


55[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第78話


00[HD][字]
太陽と月の秘密～離人心上～
第10話


00[HD]
必殺仕置人
第17話
大悪党のニセ涙


00[HD]
必殺必中仕事屋稼業
第10話


ホームドラマチャンネル 週間番組表
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無料放送


特選アワーＶシネマ







6/13(月) 6/14(火) 6/15(水) 6/16(木) 6/17(金) 6/18(土) 6/19(日)
[HD]10の秘密


※ [HD]マークはハイビジョン作品です。ご視聴環境によってはハイビジョンでご覧いただけない場合がございます。ご了承ください。
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10[HD]
共演ＮＧ
第1話


25[HD][字]THE MAN of ATEEZ～
海賊王の1人の男～
第5回（終）


35[HD][字]天官賜福〈字幕版〉
第12話（終）


00[HD]
あいつの季節【渡哲也主演】
第10話


00[HD]
あいつの季節【渡哲也主演】
第11話


00[HD]
10の秘密
第1話


00[HD]
10の秘密
第2話


00[HD][字]天官賜福〈字幕版〉
第11話


00[HD][字]THE MAN of ATEEZ～
海賊王の1人の男～第4回


00[HD]EXILE TRIBE 男旅
SHOKICHIセレクション　第7回


00[HD][字]
溺愛ロマンス
～初恋、やり直します！～
第27話


4


5


6


7


8


9


10


7


8


10


11


12


1


2


3


4


5


6


7


8


9


00[HD]
あいつの季節【渡哲也主演】
第9話


00[HD]
あいつの季節【渡哲也主演】
第10話


00[HD]
姉ちゃんの恋人
第9話（終）


00[HD][字]
追撃者 ～逆局～
第22話


00[HD][吹]天官賜福〈吹替版〉
第4話


30[HD]EXILE TRIBE 男旅
SHOKICHIセレクション　第8回


30[HD][吹]天官賜福〈吹替版〉
第5話


30[無]
インターローカルアワー


30[無]
インターローカルアワー


30[無]
インターローカルアワー


30[HD][字]
SuperMのウィッシュリスト
第1話


20[HD]
パーフェクトワールド
第10話（終）


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第104話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第105話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第106話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第107話 12


30[HD]
横山秀夫サスペンス「第三の時
効」


30[HD]
横山秀夫サスペンス「密室の抜け
穴」


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第103話


15[HD][字]
五月の青春（原題）
第2話


15[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第8話


20[HD][字]
アラン使道伝 -アランサトデン-
第4話


20[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第6話


20[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第8話


30[HD]
パーフェクトワールド
第8話


30[無]
インターローカルアワー


25[HD]
パーフェクトワールド
第9話


30[無]
インターローカルアワー


30[無]
インターローカルアワー


15[HD][字]
善徳女王
第8話


15[HD][字]
善徳女王
第9話


15[HD][字]
善徳女王
第10話


15[HD][字]
善徳女王
第11話


15[HD][字]
善徳女王
第12話


00[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第36話


00[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第7話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第5話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第7話


05[HD][字]
追撃者 ～逆局～
第21話 30[HD][字]


【BTS ジン＆ジョングク出演回】
一食ください
第50話
(韓国放送：2017/9/27）


30[HD][字]
【BTS出演回】知ってるお兄さん
第94話
（韓国放送：2017/9/23)00[HD][字]


アラン使道伝 -アランサトデン-
第3話


00[HD][字]
五月の青春（原題）
第1話


00
世界ウルルン滞在記【小池栄子出
演回】(2002/12/15OA)


00[HD][字]
溺愛ロマンス
～初恋、やり直します！～
第26話


00[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第35話


00[HD][字]
太陽と月の秘密～離人心上～
第14話


00[HD]
10の秘密
第1話


00[HD][字]
太陽と月の秘密～離人心上～
第13話


00[無]
インフォメーション


05[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第12話


05[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第82話 30[HD]


映画　少年たち
30[HD]
映画「ラスト・ホールド！」


00[HD]
完食者ゼロの店！デカ盛り道場破
り（2020/3/6 O.A.）


00[HD]
必殺仕置人
第19話
大悪党のニセ涙


00[HD]
必殺必中仕事屋稼業
第12話


00[無]
インフォメーション
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00[HD]
鬼平犯科帳第４シリーズ
第10話


00[HD]
鬼平犯科帳第３シリーズ
第12話 28[HD][字]ごはんに願いを


～人生逆転レストラン～
第104話
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30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション


50[HD][字]ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第103話


00[HD]
完食者ゼロの店！デカ盛り道場破
り（2020/2/14 O.A.）


00[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第11話


00[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第81話


00[HD]
剣客商売２
第8話


00[HD]
鬼平犯科帳第３シリーズ
第11話


04[HD][字]ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第102話


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション


15[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第7話


15[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第8話


15[HD][字]
アラン使道伝 -アランサトデン-
第5話


15[HD][字]
アラン使道伝 -アランサトデン-
第6話


18[HD][字]ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第101話


4


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第103話


32[HD][字]ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第100話


00[HD]
鬼平犯科帳第３シリーズ
第10話


15[HD][字]
五月の青春（原題）
第2話


00[HD][字]
五月の青春（原題）
第1話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第5話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第6話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第7話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第8話


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション 45[HD]韓チャン！第173回 45[HD]韓チャン！第174回 45[HD]韓流SJS★BLITZERS #1 46[HD][字]ごはんに願いを


～人生逆転レストラン～
第99話


00[HD]
鬼平犯科帳第３シリーズ
第9話


30[無]
インターローカルアワー


30[HD]
剣客商売２
第4話


30[HD]
鬼平犯科帳'82【萬屋錦之介版】
第25話


30[無]
インターローカルアワー


00[HD][字]ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第98話


55[HD]
松平右近事件帳
第11話


00[HD][字]
悪の花
第5話


00[HD][字]
悪の花
第6話


00[HD][字]
悪の花
第7話


15[HD]＜ｱﾝｺｰﾙ＞里見浩太朗の東京お寺探訪　第
11回(後)


37[HD][字]
１８アゲイン（原題）
第8話 00[HD]


松平右近事件帳
第10話


30[HD]
鬼平犯科帳第４シリーズ
第6話


30[HD]
鬼平犯科帳'82【萬屋錦之介版】
第24話


30[UP]
警視庁鑑識班18


30[無]
インフォメーション


00[HD]
松平右近事件帳
第9話


13[HD][字]
１８アゲイン（原題）
第7話30[UP]


警視庁鑑識班14
30[UP]
警視庁鑑識班15


30[UP]
警視庁鑑識班16


30[UP]
警視庁鑑識班17


30[HD]
剣客商売スペシャル 道場破り


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第102話


40[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第16話


00[HD][字]東方神起のCHECK THIS
OUT 第6話


00[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第14話


05[HD]
剣客商売２
第7話


23[HD][字]東方神起のCHECK
THIS OUT 第7話


45[HD][字]東方神起のCHECK
THIS OUT 第8話


50[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第15話


00[HD][字]
ああ、私の幽霊さま
第13話


00[HD][字]
ああ、私の幽霊さま
第14話


00[HD]
スターマン・この星の恋
第9話


00[HD]
スターマン・この星の恋
第10話（終）


00[HD]
ヒガンバナ～警視庁捜査七課～
第1話


00[HD]
ヒガンバナ～警視庁捜査七課～
第2話


00[HD]
ヒガンバナ～警視庁捜査七課～
第3話


00[HD]
必殺仕置人
第18話
大悪党のニセ涙


00[HD]
必殺必中仕事屋稼業
第11話


00[HD][字]
ああ、私の幽霊さま
第15話


00[HD][字]
ああ、私の幽霊さま
第16話（終）


00[HD][字]
ロボットじゃない～君に夢中！～
第1話 28[HD][字]


１８アゲイン（原題）
第6話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第104話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第105話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第106話


00[HD][字]
１８アゲイン（原題）
第5話


00[HD][字]
太陽と月の秘密～離人心上～
第11話


00[UP]
必殺仕事人 激突！
第18話


00[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第79話


00[HD]
鬼平犯科帳第４シリーズ
第9話


55[UP]
必殺仕事人 激突！
第19話


55[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第80話


00[HD][字]
太陽と月の秘密～離人心上～
第12話


10[HD][字]東方神起のCHECK
THIS OUT 第9話


35[HD][字]東方神起のCHECK
THIS OUT 第10話（終）


ホームドラマチャンネル 週間番組表
２０２２年６月 第３週


時代劇 韓国ドラマ･K-POP 中国･台湾ドラマ 国内ドラマ･バラエティ


歌舞伎・松竹新喜劇 2.5次元 ･ﾄﾞﾗﾏ･ﾊﾞﾗｴ


無料放送


特選アワーＶシネマ







6/20(月) 6/21(火) 6/22(水) 6/23(木) 6/24(金) 6/25(土) 6/26(日)


※ [HD]マークはハイビジョン作品です。ご視聴環境によってはハイビジョンでご覧いただけない場合がございます。ご了承ください。


※ [字]マークは字幕版放送作品になります。[吹]マークは吹替版放送作品になります。[U/C]マークはアップコン作品になります。[無]マークは無料放送作品になります。
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1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


00[HD][吹]天官賜福〈吹替版〉
第5話


20[HD]
共演ＮＧ
第4話


30[HD]EXILE TRIBE 男旅
SHOKICHIセレクション　第9回


30[HD][吹]天官賜福〈吹替版〉
第6話


30[無]
インターローカルアワー


30[HD]
共演ＮＧ
第3話


30[HD][字]
SuperMのウィッシュリスト
第2話（終）


00[HD]EXILE TRIBE 男旅
SHOKICHIセレクション　第8回


00[HD][字]
溺愛ロマンス
～初恋、やり直します！～
第28話（終）


00[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第37話


00[HD][字]
追撃者 ～逆局～
第23話


10[HD]
共演ＮＧ
第5話


25[HD][字]
＜先行放送＞百妖譜
第1話


30[HD]韓チャン！第174回


45[HD]韓流SJS★BLITZERS #1


00[HD]
あいつの季節【渡哲也主演】
第12話


00[HD]
あいつの季節【渡哲也主演】
第13話（終）


00[HD]
10の秘密
第3話


00[HD]
10の秘密
第4話


00[HD][字]天官賜福〈字幕版〉
第12話（終）


30[無]
インターローカルアワー


30[無]
インターローカルアワー


30[無]
インターローカルアワー


30[無]
インターローカルアワー


30[無]
インターローカルアワー


15[HD][字]
善徳女王
第15話


15[HD][字]
善徳女王
第16話


15[HD][字]
善徳女王
第17話


30[HD]
共演ＮＧ
第2話


30[HD]
横山秀夫サスペンス「密室の抜け
穴」


30[HD]
横山秀夫サスペンス「ペルソナ
（偽り）の微笑」


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第108話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第109話


15[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第10話


20[HD][字]
アラン使道伝 -アランサトデン-
第6話


20[HD][字]
五月の青春（原題）
第4話


20[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第10話


20[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第12話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第11話 27[UP]


女王の教室
第4話


30[HD][字]
【BTS出演回】知ってるお兄さん
第94話
（韓国放送：2017/9/23)


38[UP]
女王の教室
第3話00[HD][字]


アラン使道伝 -アランサトデン-
第5話


00[HD][字]
五月の青春（原題）
第3話


1


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第110話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第111話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第112話


15[HD][字]
善徳女王
第13話


15[HD][字]
善徳女王
第14話


15[HD][字]
2018 LEE JOON GI SPLENDOR
Family Day


00[無]
インフォメーション


05[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第14話


05[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第84話 30[UP]


女王の教室
第1話


00[HD]
あいつの季節【渡哲也主演】
第11話


00
世界ウルルン滞在記【真木よう子
出演回】(2004/2/8OA)


00[HD][字]
溺愛ロマンス
～初恋、やり直します！～
第27話


00[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第36話


00[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第9話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第9話


35[UP]
女王の教室
第2話00[HD][字]


追撃者 ～逆局～
第22話


00[HD][字]
太陽と月の秘密～離人心上～
第16話


00[HD]
あいつの季節【渡哲也主演】
第12話


00[HD]
10の秘密
第2話


00[HD]
10の秘密
第3話


00[HD][字]
太陽と月の秘密～離人心上～
第15話


00[HD]
剣客商売４
第2話


15[HD]
＜シネマ歌舞伎＞天守物語


00[HD]
必殺仕置人
第20話
大悪党のニセ涙


00[HD]
必殺必中仕事屋稼業
第13話


45[無]
インフォメーション00[HD]


元祖！大食い王決定戦　真！最強
伝説～シンガポール編
（2013/9/29放送）


00[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第13話


00[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第83話


00[HD]
剣客商売２
第9話


00[HD]
鬼平犯科帳第４シリーズ
第11話


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション


20[HD][字]
五月の青春（原題）
第4話


27[HD][字]ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第108話


00[HD]
剣客商売４
第1話


14[HD][字]ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第109話


15[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第9話


15[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第10話


15[HD][字]
アラン使道伝 -アランサトデン-
第7話


15[HD][字]
アラン使道伝 -アランサトデン-
第8話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第11話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第12話


00[HD]
剣客商売スペシャル 春の嵐


40[HD][字]ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第107話


30[無]
インフォメーション 45[HD]韓チャン！第174回


50[HD][字]ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第106話


00[HD][字]
五月の青春（原題）
第3話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第9話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第10話


30[HD]
剣客商売２
第5話


30[無]
インフォメーション


30[無]
インターローカルアワー


00[HD]
ドラマスペシャル　忘却のサチコ


00[HD][字]ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第105話


00[HD][字]
悪の花
第8話


00[HD][字]
悪の花
第9話


00[HD][字]
悪の花
第10話


00[HD]
松平右近事件帳
第14話


15[HD]韓流SJS★BLITZERS #1


42[HD][字]
１８アゲイン（原題）
第14話


55[HD]
松平右近事件帳
第13話


30[HD]
鬼平犯科帳第４シリーズ
第7話


30[HD]
鬼平犯科帳'82【萬屋錦之介版】
第26話（終）


30[HD]
ショカツの女３ 新宿西署 刑事課
強行犯係


30[無]
インフォメーション


00[HD]
松平右近事件帳
第12話


09[HD][字]
１８アゲイン（原題）
第13話30[UP]


警視庁鑑識班19
30[HD]
警察医・秋月桂の検死ファイル


30[HD]
ショカツの女１ 新宿西署 刑事課
強行犯係


30[HD]
ショカツの女２ 新宿西署 刑事課
強行犯係


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第107話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第108話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第109話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第110話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第111話


30[HD]
鬼平犯科帳第３シリーズ
第14話


00[HD][字]
ロボットじゃない～君に夢中！～
第5話


00[HD][字]
ロボットじゃない～君に夢中！～
第6話


30[HD][字]
１８アゲイン（原題）
第12話


30[HD]
鬼平犯科帳第３シリーズ
第13話


21[HD][字]
１８アゲイン（原題）
第11話


30[無]
インターローカルアワー


00[HD][字]
ロボットじゃない～君に夢中！～
第2話


00[HD][字]
ロボットじゃない～君に夢中！～
第3話


00[HD][字]
ロボットじゃない～君に夢中！～
第4話


40[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第19話00[HD]


ヒガンバナ～警視庁捜査七課～
第4話


00[HD]
ヒガンバナ～警視庁捜査七課～
第5話


00[HD]
ヒガンバナ～警視庁捜査七課～
第6話


00[HD]
ヒガンバナ～警視庁捜査七課～
第7話


00[HD]
ヒガンバナ～警視庁捜査七課～
第8話


5


6


00[HD][字]
太陽と月の秘密～離人心上～
第14話


00[HD]
必殺仕置人
第19話
大悪党のニセ涙


00[HD]
必殺必中仕事屋稼業
第12話


15[HD][字]
１８アゲイン（原題）
第10話


00[HD][字]
１８アゲイン（原題）
第9話


00[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第17話


50[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第18話


55[UP]
必殺仕事人 激突！
第21話(終)


55[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第82話


00[HD][字]
太陽と月の秘密～離人心上～
第13話


00[UP]
必殺仕事人 激突！
第20話


00[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第81話


00[HD]
剣客商売２
第8話


00[HD]
鬼平犯科帳第４シリーズ
第10話


4


ホームドラマチャンネル 週間番組表
２０２２年６月 第４週


時代劇 韓国ドラマ･K-POP 中国･台湾ドラマ 国内ドラマ･バラエティ


歌舞伎・松竹新喜劇 2.5次元 ･ﾄﾞﾗﾏ･ﾊﾞﾗｴ


無料放送


特選アワーＶシネマ







6/27(月) 6/28(火) 6/29(水) 6/30(木)


※ [HD]マークはハイビジョン作品です。ご視聴環境によってはハイビジョンでご覧いただけない場合がございます。ご了承ください。


※ [字]マークは字幕版放送作品になります。[吹]マークは吹替版放送作品になります。[U/C]マークはアップコン作品になります。[無]マークは無料放送作品になります。
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00[HD]
僕らは奇跡でできている
第1話


00[HD]
僕らは奇跡でできている
第2話


00[HD]
10の秘密
第5話


00[HD]
10の秘密
第6話


00[HD]EXILE TRIBE 男旅
SHOKICHIセレクション　第9回


00[HD]
デカ盛りハンター（2020/4/24
O.A.）


00[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第38話（終）


00[HD][字]
追撃者 ～逆局～
第24話（終）


30[HD]EXILE TRIBE 男旅
SHOKICHIセレクション　第10回


30[無]
インターローカルアワー


30[無]
インターローカルアワー
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4
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00[HD]
あいつの季節【渡哲也主演】
第13話（終）


30[無]
インターローカルアワー


30[無]
インターローカルアワー


15[HD][字]
善徳女王
第18話


15[HD][字]
善徳女王
第19話


15[HD][字]
善徳女王
第20話


15[HD][字]
善徳女王
第21話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第113話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第114話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第115話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第116話12


20[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第14話


11


15[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第12話


20[HD][字]
アラン使道伝 -アランサトデン-
第8話


20[HD][字]
五月の青春（原題）
第6話


05[HD][字]
溺愛ロマンス
～初恋、やり直します！～
第28話（終）


00[HD][字]
アラン使道伝 -アランサトデン-
第7話


00[HD][字]
五月の青春（原題）
第5話


00[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第11話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第13話


00
世界ウルルン滞在記【向井理出演
回】(2007/2/11OA)


00[HD][字]
Ｇｏ！Ｇｏ！王子様は片想い
第37話


00[HD][字]
追撃者 ～逆局～
第23話


00[HD]
僕らは奇跡でできている
第1話


00[HD]
10の秘密
第4話


00[HD]
10の秘密
第5話


12


00[HD]
必殺仕置人
第21話
大悪党のニセ涙


05[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第16話


05[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第86話


00[HD]
元祖！大食い王決定戦　限界を突
き抜ける者たち～マカオ編
（2012/9/30放送）


00[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第15話


00[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第85話


00[HD]
剣客商売２
第10話


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション


20[HD][字]
五月の青春（原題）
第6話


15[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第11話


15[HD][字]
大丈夫じゃない大人たち
～オフィス・サバイバル～
第12話


15[HD][字]
アラン使道伝 -アランサトデン-
第9話


00[HD][字]
五月の青春（原題）
第5話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第13話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第14話


00[HD][字]
ジャスティス2－検法男女－
第15話


30[無]
インフォメーション


30[無]
インフォメーション 45[HD]韓流SJS★BLITZERS #1 45[HD]韓チャン！第174回


00[HD][字]
悪の花
第12話


30[HD]
剣客商売２
第6話


30[HD]
鬼平犯科帳第４シリーズ
第8話


30[HD]
刺客請負人
第1話


00[HD][字]
悪の花
第11話


30[HD]
ショカツの女４ 新宿西署 刑事課
強行犯係


30[HD]
ショカツの女５ 新宿西署 刑事課
強行犯係


30[HD]
ショカツの女６ 新宿西署 刑事課
強行犯係


30
法医・歯科学の女１
屋久島～指宿　バラバラ死体が海
を渡る！？


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第112話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第113話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第114話


30[HD][字]
ごはんに願いを
～人生逆転レストラン～
第115話


00[HD][字]
ロボットじゃない～君に夢中！～
第7話


00[HD][字]
ロボットじゃない～君に夢中！～
第8話


00[HD][字]
ロボットじゃない～君に夢中！～
第9話


00[HD][字]
ロボットじゃない～君に夢中！～
第10話


00[HD]
ヒガンバナ～警視庁捜査七課～
第9話


00[HD]
ヒガンバナ～警視庁捜査七課～
第10話（終）


00[HD]
メディカルチーム レディ・ダ・
ヴィンチの診断
第1話


00[HD]
メディカルチーム レディ・ダ・
ヴィンチの診断
第2話


55[HD]
助け人走る
第2話


55[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第84話


00[HD][字]
太陽と月の秘密～離人心上～
第16話


00[HD]
必殺仕置人
第20話
大悪党のニセ涙


00[HD][字]
太陽と月の秘密～離人心上～
第15話


00[HD]
長七郎江戸日記　第１シリーズ
第83話


00[HD]
剣客商売２
第9話


05[HD]
助け人走る
第1話


ホームドラマチャンネル 週間番組表
２０２２年６月 第５週


時代劇 韓国ドラマ･K-POP 中国･台湾ドラマ 国内ドラマ･バラエティ


歌舞伎・松竹新喜劇 2.5次元 ･ﾄﾞﾗﾏ･ﾊﾞﾗｴ


無料放送


特選アワーＶシネマ





		楽しみ方1

		第1週

		第2週

		第3週

		第4週

		第5週






６.15　牝猫たち［R15＋指定版］
８.005オーディナリー・ラブ／


ありふれた愛の物語
９.455ファーザー
11.305ダイ・ハード4.0
１.455ダイ・ハード／
	 ラスト・デイ
香港映画を観る。掘る。もっと。
～情迷香港電影スペシャル～
３.30　情迷香港電影④
３.45　タイガー・マウンテン	
	 雪原の死闘
６.15　情迷香港電影
６.30　ドラゴン×マッハ！
	 トニー・ジャーi
８.45　情迷香港電影
９.00　モンスター・ハント
	 ジン・ボーランi
11.15　AVA／エヴァ


（1.00～7.00放送休止）


６.1558ナイチンゲール
８.45　作品未定
10.45　ドント・ウォーリー
１.00　ヤング・ポープ	
	 美しき異端児⑥
２.155スター・ウォーズ／
	 最後のジェダイ
５.00　サニー	32
７.00　ハリウッドがひれ伏した


銀行マン
音速のカーレース特集


８.455ラッシュ／
	 プライドと友情
11.00　ヤング・ポープ	
	 美しき異端児⑦
０.005ZeroZeroZero	
	 宿命の麻薬航路①
１.15　キル・チーム
３.005ドリームランド
５.00521ブリッジ


７.005国際捜査！
９.005ラスト・フル・メジャー	


知られざる英雄の真実
11.155パウ・パトロール	ザ・


ムービー
１.00　パーフェクト・プラン	


人生逆転のパリ大作戦！
２.455スター・ウォーズ／
	 スカイウォーカーの夜明け
５.15　食われる家族
７.15　すばらしき映画音楽たち


音速のカーレース特集
９.005フォードvsフェラーリ
	 マット・デイモンi
11.455残された者－北の極地－
１.45　ヤング・ポープ	
	 美しき異端児⑦
２.455野獣処刑人	
	 ザ・ブロンソン
４.305ウエスタン・スターズ


６.005ビルとテッドの時空旅行	
音楽で世界を救え！


７.45　サンダーバードができる
まで／スーパーマリオ


	 ネーションの軌跡
９.30　ようこそ！“サンダー
	 バード”スタジオへ
10.15C8サンダーバード55／


GOGO［劇場版］
０.005女王陛下のお気に入り
２.15　エリザベス1世と2世／
	 偉大なる女王の共通点	前編
３.15　エリザベス1世と2世／
	 偉大なる女王の共通点	後編
４.15　作品未定
11.305スプリー
１.15　エリック・クラプトン	


60’s	ヒストリー
３.30　エリック・クラプトン	


70’s	ヒストリー


６.455透明人間（2020）
９.005マレフィセント
10.455マレフィセント2
１.005絶叫パンクス	
	 レディパーツ！①
１.45　日本で一番悪い奴ら
４.155どん底作家の人生に
	 幸あれ！
	 デーヴ・パテルi
６.305ハン・ソロ／スター・
	 ウォーズ・ストーリー
９.00　ベルヴィル・コップ
	 オマール・シーi
11.005絶叫パンクス	
	 レディパーツ！②
11.455ファイナル・プラン
	 リーアム・ニーソンi
１.455燃えよスーリヤ！！
４.155ターミネーター：
	 新起動／ジェニシス


６.30　彼女がその名を知らない
鳥たち


８.455300	＜スリーハンドレッド＞
11.005ザ・ウェイバック
１.005ハリー・パーマー	
	 国際諜報局②
２.00　ラブ・セカンド・サイト	
	 はじまりは初恋のおわりから
４.155SKIN	スキン
６.30　無双の鉄拳
８.455ハリウッド・スキャンダル
11.005ハリー・パーマー	
	 国際諜報局③
０.005絶叫パンクス	
	 レディパーツ！②
０.45596時間
２.30596時間／リベンジ
	 ［エクステンデッド版］
４.155ビルとテッドの時空旅行	


音楽で世界を救え！


６.00　ひとよ
８.155特攻野郎Aチーム	THE	MOVIE
	 ［エクステンデッド版］
10.45　作品未定
１.005BRAVE	NEW	WORLD／ブレ
	 イブ・ニュー・ワールド⑨I
２.155スター・ウォーズ／
	 フォースの覚醒
４.455ゴールド／金塊の行方
７.005インビジブル・ウィット


ネス	見えない目撃者
９.005デイズ・オブ・サンダー
11.005ZeroZeroZero	
	 宿命の麻薬航路①
０.155ハリー・パーマー	
	 国際諜報局③
１.205キングスマン：
	 ゴールデン・サークル
４.005ユダ＆ブラック・メシア	


裏切りの代償


６.30　キル・チーム
８.15521ブリッジ
10.155ターミネーター：
	 新起動／ジェニシス
０.30　ドント・ウォーリー
２.455グレイテスト・
	 ショーマン
	 ヒュー・ジャックマンi


音速のカーレース特集
４.455デイズ・オブ・サンダー
	 トム・クルーズi
６.455ラッシュ／
	 プライドと友情
	 クリス・ヘムズワースi
９.005フォードvsフェラーリ
	 マット・デイモンi
11.45　ようこそ！“サンダー
	 バード”スタジオへ
０.30　情迷香港電影


（1.00～7.00放送休止）


７.005どん底作家の人生に
	 幸あれ！
９.155残された者－北の極地－
11.005プロジェクトV
１.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑦
祝70歳！俺たちのリーアム兄さん特集
２.00596時間
３.45596時間／リベンジ
	 ［エクステンデッド版］
５.4558ナイチンゲール
８.155レヴェナント：蘇えりし者
	 レオナルド・ディカプリオi
11.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑧
０.005ハリー・パーマー	
	 国際諜報局①
１.00　キング・オブ・シーヴズ
３.00　すばらしき映画音楽たち
４.45　おしゃれ泥棒


７.005ヒトラーに盗られたうさぎ
９.155バッド・ディシジョン	
	 終わりなき悪夢のはじまり
11.155パーム・スプリングス
１.00　ヤング・ポープ	美しき異端児④
２.15　ギャング・オブ・
	 ニューヨーク
５.155オーディナリー・ラブ／


ありふれた愛の物語
７.00　夏をゆく人々
９.00　キックボクサー	ザ・
	 リベンジ
11.00　ヤング・ポープ	
	 美しき異端児⑤
０.155BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑧
１.155ビルとテッドの時空旅行	


音楽で世界を救え！
３.005パーソナル・ショッパー
５.00　ボルケーノ・パーク


６.455Our	Friend	アワー・
	 フレンド
９.005ドリームランド
11.005シャイニー・シュリンプス！


愉快で愛しい仲間たち
祝70歳！俺たちのリーアム兄さん特集
１.005Dシンドラーのリスト
４.305アウトポスト
６.455ショコラ	～君がいて、


僕がいる～
コメディＶＳホラー！透明人間対決
９.00　透明人間（1992）
	 チェヴィー・チェイスi
10.455透明人間（2020）
１.00　ヤング・ポープ	
	 美しき異端児⑤
２.155ハン・ソロ／スター・
	 ウォーズ・ストーリー
４.455ミュータント・
	 タートルズ（2014）


６.455ソフィア・コッポラの椿姫
９.155スター・ウォーズ／
	 フォースの覚醒
11.455スター・ウォーズ／
	 最後のジェダイ
２.305スター・ウォーズ／
	 スカイウォーカーの夜明け
５.005マレフィセント
６.455マレフィセント2
	 アンジェリーナ・
	 ジョリーi


メガヒット9
９.005ファーザー
	 アンソニー・ホプキンスi
10.45　パーフェクト・プラン	


人生逆転のパリ大作戦！
０.30　ハリウッドがひれ伏した


銀行マン
２.15　無双の鉄拳
４.305ザ・ウェイバック


６.45　ドラゴン×マッハ！
９.005姉と過ごした最後の夏
11.005スカイ・シャーク
	 ［R15＋指定版］
１.005ランドスケーパーズ
	 秘密の庭③
２.155TENET	テネット
５.00　ヒトラー最後の代理人
	 ロマナス・フアマンi
６.305国際捜査！
	 クァク・ドウォンi
８.305ダイ・ハード4.0
	 ブルース・ウィリスi
11.005ランドスケーパーズ	
	 秘密の庭④I
０.15　タイガー・マウンテン	


雪原の死闘
	 チャン・ハンユーi
２.455レッド・スパロー
５.15　いつも2人で


７.155SPY／スパイ
９.305野獣処刑人	
	 ザ・ブロンソン
11.15　AVA／エヴァ
祝70歳！俺たちのリーアム兄さん特集
１.005ファイナル・プラン
３.005特攻野郎Aチーム	
	 THE	MOVIE
	 ［エクステンデッド版］
５.30　キル・チーム
７.155ザ・キッチン
９.155ダイ・ハード／
	 ラスト・デイ
11.005ハリー・パーマー	
	 国際諜報局①
０.005ランドスケーパーズ
	 秘密の庭④I
１.15　日本で一番悪い奴ら
３.45　人生タクシー
５.155パウ・パトロール	ザ・ムービー


６.30　ボルケーノ・パーク
８.15　ハリウッドがひれ伏した


銀行マン
麗しのオードリー


10.00　おしゃれ泥棒
０.15　キング・オブ・シーヴズ


スパイ映画特集
２.15　スパイ・バウンド
４.155SPY／スパイ
６.305レッド・スパロー
	 ジェニファー・
	 ローレンスi
９.0053人のキリスト
	 リチャード・ギアi
11.155パーム・スプリングス
１.005シャイニー・シュリンプス！


愉快で愛しい仲間たち
３.005パーソナル・ショッパー
５.005ナンシー・ドリューと
	 秘密の階段


７.15　ヒトラー最後の代理人
８.455アウトポスト
11.005インビジブル・ウィット


ネス	見えない目撃者
１.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑧
２.00　エリック・クラプトン	


60’s	ヒストリー
４.15　エリック・クラプトン	


70’s	ヒストリー
７.005姉と過ごした最後の夏
９.00　作品未定
11.005BRAVE	NEW	WORLD／ブレ
	 イブ・ニュー・ワールド⑨I
０.155ハリー・パーマー	
	 国際諜報局②
１.15　AVA／エヴァ
３.005スカイ・シャーク
	 ［R15＋指定版］
５.005300	＜スリーハンドレッド＞


７.155ショコラ	～君がいて、
僕がいる～


９.305ウエスタン・スターズ
11.105ダイ・ハード／
	 ラスト・デイ
１.00　ヤング・ポープ	
	 美しき異端児⑤
２.155Our	Friend	
	 アワー・フレンド
４.305プロジェクトV
６.305トムとジェリー
８.305ボヘミアン・ラプソディ
11.00　ヤング・ポープ	
	 美しき異端児⑥
０.155BRAVE	NEW	WORLD／ブレ
	 イブ・ニュー・ワールド⑨I
１.305国際捜査！
３.30　食われる家族
５.305300	＜スリーハンドレッド＞	


～帝国の進撃～


７.30　人生タクシー
９.005魔女がいっぱい
11.00　夏をゆく人々
STAR	CHANNEL	MOVIES


独占プレミア放送
１.005マヤの秘密
２.455イノセント・ガーデン
４.455世界から猫が消えたなら
	 佐藤健i
６.455ヒトラーに盗られたうさぎ
	 リーヴァ・
	 クリマロフスキi
９.00　作品未定
11.155バッド・ディシジョン	終


わりなき悪夢のはじまり
	 デヴィッド・テナントi
１.15　ヤング・ポープ	
	 美しき異端児⑥
２.305ダイ・ハード4.0
４.455弱虫スクービーの大冒険


６.30　すばらしき映画音楽たち
８.155パウ・パトロール	ザ・


ムービー
麗しのオードリー


10.00　いつも2人で
０.005ローグ・ワン／スター・


ウォーズ・ストーリー
スパイ映画特集


２.30　国際諜報局
４.30　パーマーの危機脱出
６.305キングスマン：
	 ゴールデン・サークル


メガヒット9
９.00　ラブ・セカンド・サイト	
	 はじまりは初恋のおわりから
	 フランソワ・シヴィルi
11.155レヴェナント：
	 蘇えりし者
２.0058ナイチンゲール
４.30　サニー	32


７.005SKIN	スキン
９.155スプリー
11.005ふたりのJ・T・リロイ	
	 ベストセラー作家の裏の裏
１.005ランドスケーパーズ	
	 秘密の庭④I
２.15　彼女がその名を知らない


鳥たち
４.305パーソナル・ショッパー
６.305ラスト・フル・メジャー	


知られざる英雄の真実
	 セバスチャン・スタンi
８.455女王陛下のお気に入り
11.005絶叫パンクス	
	 レディパーツ！①
11.455ミナリ
２.00　ひとよ
４.15　サンダーバードができる


まで／スーパーマリオ
	 ネーションの軌跡


６.005燃えよスーリヤ！！
８.305孤狼の血
10.455ユダ＆ブラック・メシア	


裏切りの代償
１.005ハリー・パーマー	国際諜報局①
２.005ファーザー
３.455赤毛のアン（2015）
５.305赤毛のアン	初恋
７.155赤毛のアン	卒業
９.00　エリザベス1世と2世／
	 偉大なる女王の共通点	前編
10.00　エリザベス1世と2世／
	 偉大なる女王の共通点	後編
11.005ハリー・パーマー	国際諜報局②
０.005絶叫パンクス	
	 レディパーツ！①
０.45　キックボクサー	
	 ザ・リベンジ
２.45　牝猫たち［R15＋指定版］
４.305ザ・ゴールドフィンチ


７.005300	＜スリーハンドレ
ッド＞	～帝国の進撃～


９.00　キックボクサー	
	 ザ・リベンジ
11.00　キング・オブ・シーヴズ
１.005絶叫パンクス	
	 レディパーツ！②
１.455孤狼の血
４.005ザ・ゴールドフィンチ
６.4553人のキリスト
	 リチャード・ギアi
９.005グレイテスト・
	 ショーマン
	 ヒュー・ジャックマンi
11.005絶叫パンクス	
	 レディパーツ！③
11.455ローグ・ワン／スター・


ウォーズ・ストーリー
２.155ソフィア・コッポラの椿姫
４.455トムとジェリー


６.455ミナリ
９.005ふたりのJ・T・リロイ	ベ


ストセラー作家の裏の裏
11.005ミュータント・
	 タートルズ（2014）
１.005ハリー・パーマー	
	 国際諜報局③
２.00　作品未定
９.155マレフィセント
	 アンジェリーナ・
	 ジョリーi
11.005ハリー・パーマー	
	 国際諜報局④
０.005絶叫パンクス	
	 レディパーツ！③
STAR	CHANNEL	MOVIES


独占プレミア放送
０.455マヤの秘密
２.30　ヒトラー最後の代理人
４.005プロジェクトV


６.005赤毛のアン（2015）
７.455赤毛のアン	初恋
９.305赤毛のアン	卒業
11.155イノセント・ガーデン
１.005ZeroZeroZero	
	 宿命の麻薬航路①
２.155フォードvsフェラーリ
５.005バッド・ディシジョン	
	 終わりなき悪夢のはじまり
７.005パーム・スプリングス
	 アンディ・サムバーグi
８.455マレフィセント2
11.005ZeroZeroZero	
	 宿命の麻薬航路②
０.155ハリー・パーマー	
	 国際諜報局④
１.15　ベルヴィル・コップ
３.155ショコラ	～君がいて、


僕がいる～
５.30　人生タクシー


７.005姉と過ごした最後の夏
９.00　パーフェクト・プラン	


人生逆転のパリ大作戦！
10.45　ラブ・セカンド・サイト	
	 はじまりは初恋のおわりから
１.00　ヤング・ポープ	
	 美しき異端児⑦
コメディＶＳホラー！透明人間対決
２.00　透明人間（1992）
３.455透明人間（2020）
６.005魔女がいっぱい
９.005世界から猫が消えたなら
11.00　ヤング・ポープ	
	 美しき異端児⑧
０.155ZeroZeroZero	
	 宿命の麻薬航路②
１.305ハリウッド・
	 スキャンダル
３.455どん底作家の人生に
	 幸あれ！


７.00　食われる家族
９.00　ベルヴィル・コップ
11.005トムとジェリー
１.00　国際諜報局
３.00Cハリー・パーマー	
	 国際諜報局①
４.00C絶叫パンクス	
	 レディパーツ！①
４.455ハリウッド・スキャンダル
７.005ドリームランド
	 フィン・コールi
STAR	CHANNEL	MOVIES


独占プレミア放送
９.005マヤの秘密
	 ノオミ・ラパスi
10.45　作品未定
１.005イノセント・ガーデン
２.45　彼女がその名を知らない


鳥たち
５.005ニュー・ミュータント


６.155ゴールド／金塊の行方
祝70歳！俺たちのリーアム兄さん特集
８.305Dシンドラーのリスト
０.00　ギャング・オブ・
	 ニューヨーク
３.005特攻野郎Aチーム	
	 THE	MOVIE
	 ［エクステンデッド版］
５.30596時間
	 リーアム・ニーソンi
７.15596時間／リベンジ
	 ［エクステンデッド版］
	 リーアム・ニーソンi
９.005ファイナル・プラン
	 リーアム・ニーソンi
11.005オーディナリー・ラブ／
	 ありふれた愛の物語
０.45　作品未定
２.455孤狼の血
５.005魔女がいっぱい


６.00　エリック・クラプトン	
60’s	ヒストリー


８.15　無双の鉄拳
10.305ソフィア・コッポラの椿姫
１.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑥
２.005レ・ミゼラブル	ザ・オールス


ター・ステージ・コンサート
５.005ザ・ウェイバック
７.00521ブリッジ
	 チャドウィック・
	 ボーズマンi
９.005シャイニー・シュリンプス！


愉快で愛しい仲間たち
11.005BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑦
０.005ボヘミアン・ラプソディ
２.305アオラレ
４.155ナンシー・ドリューと
	 秘密の階段


６.00　エリック・クラプトン	
70’s	ヒストリー


８.455ミュータント・
	 タートルズ（2014）
10.455ミナリ
１.00　ヤング・ポープ	
	 美しき異端児③
２.15　ひとよ
４.3051917	命をかけた伝令


英国王室特集
６.45　クィーン
８.455女王陛下のお気に入り
11.00　ヤング・ポープ	
	 美しき異端児④
０.155BRAVE	NEW	WORLD／
	 ブレイブ・ニュー・ワールド⑦
１.15　牝猫たち［R15＋指定版］
３.005野獣処刑人	
	 ザ・ブロンソン
４.455SKIN	スキン


７.00　サニー	32
９.005インビジブル・ウィット


ネス	見えない目撃者
11.005グレイテスト・ショーマン
１.005300	＜スリーハンドレッド＞
３.005300	＜スリーハンドレッド＞	


～帝国の進撃～
５.00　ボルケーノ・パーク
６.45　エリザベス
９.005エリザベス：
	 ゴールデン・エイジ
11.15　エリザベス1世と2世／
	 偉大なる女王の共通点	前編
０.15　エリザベス1世と2世／
	 偉大なる女王の共通点	後編
１.15　ヤング・ポープ	美しき異端児④
２.305ふたりのJ・T・リロイ	
	 ベストセラー作家の裏の裏
４.305マー	－サイコパスの
	 狂気の地下室－
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『ファーザー』6/11・14・26
© NEW ZEALAND TRUST CORPORATION AS TRUSTEE FOR ELAROF  
CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION  TRADEMARK FATHER 
LIMITED  F COMME FILM  CINÉ-@  ORANGE STUDIO 2020


『ラブ・セカンド・サイト　はじまりは初恋のおわりから』6/18・21・30
© 2018 / ZAZI FILMS - MARS CINEMA - MARS FILMS - CHAPKA 
FILMS - FRANCE 3 CINEMA - C8 FILMS


『絶叫パンクス　レディパーツ！ #1』6/13・14・20
© WTTV Limited 2021. ALL RIGHTS RESERVED.


ドイツ兵に暴行された過去を持
つヒロインの復讐を描いた極限
のサスペンス。主演のノオミ・ラ
パスが自ら製作総指揮を務め、
ジョエル・キナマンと共演を果た
した。


6/5（日）よる9:00〜 ほか


STAR CHANNEL MOVIES
『マヤの秘密』


超最速独占プレミア放送


『マヤの秘密』6/5・17・28
© 2020 TSWK Financing and Dist r ibut ion , LLC. ALL R IGHTS 
RESERVED.


『ハリー・パーマー　国際諜報局#1』6/7・8・14
© Altitude Film Entertainment Limited 2021 All Rights Reserved. 
Licensed by ITV Studios Ltd.


元祖“黒縁メガネスパイ”ことハ
リー・パーマーが復活！「007」
と双璧をなすスパイ映画の原点


『国際諜報局』がドラマとなって
日本独占初放送スタート！


6/7（火）より
毎週火曜 よる11:00〜 ほか


海外ドラマ『ハリー・ 
パーマー　国際諜報局』 


独占日本初放送スタート！


※オールハイビジョン放送、ワイドスクリーン（4：3を除く）　C日本語吹替え映画　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。


http://star-ch.jp


最新映画・独占海外ドラマ満載の
プレミアムチャンネル6 2022
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６.50Cアウトポスト
「激レア地上波吹替版」PART7
９.00C透明人間（1992）
	 日曜洋画劇場版
10.50C大いなる眠り
	 金曜ロードショー版
０.20Cパリの恋人
	 木曜洋画劇場版
２.10C5ノマドランド
４.10CA5レヴェナント：
	 蘇えりし者
	 レオナルド・
	 ディカプリオi
７.00Cバッド・ディシジョン	
	 終わりなき悪夢のはじまり
９.00C5ハリウッド・
	 スキャンダル
11.20C5ゼロヴィル：
	 ハリウッドに憑かれた男


（1.00～7.00放送休止）


６.00C5赤毛のアン	初恋
７.50C郵便配達は二度ベルを
	 鳴らす（1981）
	 ゴールデン洋画劇場版
９.50C8Dローマの休日	ゴール
	 デン洋画劇場・1994年版
０.00C絶叫パンクス	レディパーツ！②
０.40C5イノセント・ガーデン
２.30C大列車強盗(1979)
	 月曜ロードショー版
４.10C大列車強盗団
	 ゴールデン洋画劇場版
６.00C透明人間（1992）
７.50C5透明人間（2020）
10.00Cハリー・パーマー	国際諜報局③
11.00CA596時間
０.40C596時間／リベンジ
	 ［エクステンデッド版］
２.30Cパーソナル・ショッパー
４.30C5スポンティニアス


６.20C5赤毛のアン	卒業
８.00CAVA／エヴァ
９.50C8Dローマの休日
	 金曜ロードショー版
０.00Cハリー・パーマー	
	 国際諜報局③
１.00C53人のキリスト
３.10Cクンドゥン
５.30C5ゴールド／金塊の行方
７.40CA5ターミネーター：
	 新起動／ジェニシス
10.00Cステージド2	俺たちの
	 舞台、アメリカ上陸！？
	 ⑦⑧I
11.00CA5ローグ・ワン／スター


・ウォーズ・ストーリー
１.30CA5ボヘミアン・
	 ラプソディ
４.00CA5ヒューゴの不思議な


発明


６.20CA5エイリアン2［完全版］
「激レア地上波吹替版」PART7
９.00Cフレンジー
	 日曜洋画劇場版
10.50C引き裂かれたカーテン
	 ゴールデン洋画劇場版
０.40CA21ブリッジ
２.30Cギャング・オブ・
	 ニューヨーク
５.30C5ナンシー・ドリューと


秘密の階段
７.10C5魔女がいっぱい
	 アン・ハサウェイi
９.00C5マレフィセント
	 アンジェリーナ・
	 ジョリーi
10.50C5マレフィセント2
１.00CA5キングスマン：
	 ゴールデン・サークル
３.30CADシンドラーのリスト


６.00C大いなる眠り
	 金曜ロードショー版
７.30Cインサイド・マン
９.50C8Dローマの休日
	 ゴールデン洋画劇場・
	 1972年版
０.00Cステージド2	俺たちの舞台、
	 アメリカ上陸！？⑤⑥
１.00C5ザ・デイ・シャル・カム
２.40C5グッド・ボーイズ
４.20CA5キングスマン：
	 ゴールデン・サークル
７.00CA5女王陛下のお気に入り
９.10Cエリザベス
11.20Cエリザベス：
	 ゴールデン・エイジ
１.30C5ザ・フライ
３.10Cキル・チーム
４.50Cパリの恋人
	 木曜洋画劇場版


６.40C5カジノ
「激レア地上波吹替版」PART7
９.50C8Dローマの休日
	 日曜洋画劇場版
11.50CA5レヴェナント：
	 蘇えりし者
	 レオナルド・
	 ディカプリオi
２.40C5アウトブレイク
	 ダスティン・ホフマンi
５.00C5ユナイテッド93
	 J・J・ジョンソンi
７.00C5クラウド	アトラス
	 トム・ハンクスi
10.00Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑥
11.00Cラッシュ／
	 プライドと友情
１.20Cクンドゥン
３.50CA5SPY／スパイ


６.00C5赤毛のアン（2015）
７.50Cラスト・フル・メジャー	


知られざる英雄の真実
10.00C8Dローマの休日
	 水曜ロードショー版
０.00Cニュー・ポープ	悩める新教皇⑥
１.00CA5フォードvs
	 フェラーリ
３.40C5五日物語－3つの王国


と3人の女－
６.10C5ショコラ	～君がいて、


僕がいる～
８.20CA5パウ・パトロール	


ザ・ムービー
10.00C絶叫パンクス	レディパーツ！②
10.40Cドラゴン×マッハ！
０.50CA5プライベート・
	 ライアン
４.00Cフレンジー
	 日曜洋画劇場版


６.00CA5ミュータント・ター
トルズ（2014）


７.50CADシンドラーのリスト
11.10CA5ヒューゴの不思議な


発明
１.20CA5ローグ・ワン／スター


・ウォーズ・ストーリー
３.50CA5ハン・ソロ／スター


・ウォーズ・ストーリー
	 オールデン・
	 エアエンライクi
６.20CA5TENET	テネット
	 ジョン・デヴィッド・
	 ワシントンi


吹替メガヒット9
９.00CAファーザー
	 アンソニー・
	 ホプキンスi
10.50C53人のキリスト


（1.00～7.00放送休止）


６.30C5ザ・デイ・シャル・カム
８.10C5イノセント・ガーデン
10.00C5パリの恋人
０.00Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇④
１.00CA5ターミネーター：
	 新起動／ジェニシス
３.20CA5ヒューゴの不思議な


発明
５.40C5ノマドランド
	 フランシス・
	 マクドーマンドi
７.40C5ユダ＆ブラック・
	 メシア	裏切りの代償
	 ダニエル・カルーヤi
10.00Cランドスケーパーズ	
	 秘密の庭④I
11.10Cインサイド・マン
１.30Cファイト・クラブ
４.00C5ザ・ウェイバック


６.00C5ユナイテッド93
８.00C5ザ・インタープリター
10.20C5赤毛のアン（2015）
０.00Cランドスケーパーズ	
	 秘密の庭④I


吹替メガヒット9
１.10CAファイナル・プラン
３.00CA5特攻野郎Aチーム	


THE	MOVIE
	 ［エクステンデッド版］
５.20C5カジノ
８.30C国際諜報局
	 月曜ロードショー版
10.00Cハリー・パーマー	
	 国際諜報局①
11.00CA5グレイテスト・
	 ショーマン
１.00C5アジャストメント
２.50Cジャイアンツ
	 シネマエクスプレス版


６.00Cクンドゥン
８.30Cインビジブル・ウィット


ネス	見えない目撃者
10.20C5赤毛のアン	初恋
０.00Cハリー・パーマー	
	 国際諜報局①
１.00CA5SPY／スパイ
３.10Cドラゴン×マッハ！
５.20C5ザ・ゴールドフィンチ
８.10CA21ブリッジ
	 チャドウィック・
	 ボーズマンi
10.00Cステージド2	俺たちの
	 舞台、アメリカ上陸！？
	 ③④
11.00CA5ボヘミアン・
	 ラプソディ
	 ラミ・マレックi
１.30CA5レッド・スパロー
４.10CA5トムとジェリー


６.00Cエルム街の悪夢（2010）
７.40C5スポンティニアス
９.30C5赤毛のアン	卒業
11.00C5五日物語－3つの王国


と3人の女－
１.30Cラスト・フル・メジャー	


知られざる英雄の真実
３.40CAVA／エヴァ
５.30CA596時間
	 リーアム・ニーソンi
７.10C596時間／リベンジ
	 ［エクステンデッド版］
	 リーアム・ニーソンi
コメディＶＳホラー！透明人間対決
９.00C透明人間（1992）
	 チェヴィー・チェイスi
10.50C5透明人間（2020）
	 エリザベス・モスi
１.00CA5女王陛下のお気に入り
３.20CA5アポロ13


６.30C5ザ・フライ
８.10Cパーソナル・ショッパー
10.10C5ゼロヴィル：
	 ハリウッドに憑かれた男
０.00Cステージド2	俺たちの
	 舞台、アメリカ上陸！？
	 ①②
１.00C5赤毛のアン（2015）
２.40C5赤毛のアン	初恋
４.20C5赤毛のアン	卒業
６.00C5マレフィセント
７.50C5マレフィセント2
	 アンジェリーナ・
	 ジョリーi
10.00C5五日物語－3つの王国


と3人の女－
０.20Cシェルタリング・スカイ
２.50C大列車強盗(1979)
	 月曜ロードショー版
４.50C5ザ・インタープリター


７.10C5ナンシー・ドリューと
秘密の階段


９.00C5魔女がいっぱい
11.00CA300	＜スリーハンド


レッド＞
１.10CA5300	＜スリーハンド


レッド＞	～帝国の進撃～
３.10CA5セント・オブ・
	 ウーマン	夢の香り
６.00CA5ミュータント・
	 タートルズ（2014）
７.50CAミナリ
10.00Cニュー・ポープ	悩める新教皇④
11.00C5ハリウッド・
	 スキャンダル
１.20CA5ビルとテッドの時空


旅行	音楽で世界を救え！
３.00C大列車強盗団
	 ゴールデン洋画劇場版
４.40C5ラブソングができるまで


６.50CA21ブリッジ
８.40CA5トムとジェリー
10.40CA5アポロ13
	 トム・ハンクスi
１.10CA5スター・ウォーズ／


フォースの覚醒
	 デイジー・リドリーi
３.40CA5スター・ウォーズ／


最後のジェダイ
	 デイジー・リドリーi
６.20C5スター・ウォーズ／
	 スカイウォーカーの夜明け
	 デイジー・リドリーi
９.00C5ダイ・ハード4.0
	 ブルース・ウィリスi
11.20C5ダイ・ハード／
	 ラスト・デイ
	 ブルース・ウィリスi
１.20Cフォーティチュード／
	 極寒の殺人鬼III①～④I


６.10Cシェルタリング・スカイ
８.40Cジャイアンツ
	 シネマエクスプレス版
０.00Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑤
１.00Cバッド・ディシジョン	
	 終わりなき悪夢のはじまり
３.00CAミナリ
５.10C5ハリウッド・
	 スキャンダル
７.30CA5レッド・スパロー
	 ジェニファー・ローレンスi
10.00C絶叫パンクス	
	 レディパーツ！①
「激レア地上波吹替版」PART7
10.40C大いなる眠り
	 金曜ロードショー版
０.10C5ゴールド／金塊の行方
２.20C5スポンティニアス
４.10Cパーソナル・ショッパー


６.00C5ラブソングができるまで
８.00C5赤毛のアン	卒業
９.40C5アウトブレイク
０.00C絶叫パンクス	
	 レディパーツ！①


吹替メガヒット9
０.40CAファーザー
２.30C5ザ・ウェイバック
４.30CADシンドラーのリスト
７.50CA5SPY／スパイ
	 メリッサ・
	 マッカーシーi
10.00Cハリー・パーマー	
	 国際諜報局②
「激レア地上波吹替版」PART7
11.00C透明人間（1992）
	 日曜洋画劇場版
０.50CA5レヴェナント：
	 蘇えりし者
３.40C海辺の家


６.00C5アジャストメント
８.00CA5テッド
９.50C5透明人間（2020）
０.00Cハリー・パーマー	
	 国際諜報局②
１.00C5マレフィセント
２.50C5マレフィセント2
５.10CA5グレイテスト・
	 ショーマン
７.10CA5セント・オブ・
	 ウーマン	夢の香り
	 アル・パチーノi
10.00Cステージド2	俺たちの
	 舞台、アメリカ上陸！？
	 ⑤⑥
11.00CA5ビルとテッドの時空


旅行	音楽で世界を救え！
０.40Cエルム街の悪夢（2010）
２.20C5フォーン・ブース
３.50Cアウトポスト


６.00C大列車強盗(1979)
	 月曜ロードショー版
７.50C大列車強盗団
	 ゴールデン洋画劇場版
９.40CプロジェクトV


熱き男たちの戦い！
音速のカーレース特集


11.40CAデイズ・オブ・サンダー
１.40Cラッシュ／プライドと友情
４.00CA5フォードvs
	 フェラーリ
６.50C5グリーン・ゾーン
９.00Cドラゴン×マッハ！
11.10CA5特攻野郎Aチーム	


THE	MOVIE
	 ［エクステンデッド版］
１.30CAファイナル・プラン
３.20C5赤毛のアン	初恋
５.00CA5ミュータント・
	 タートルズ（2014）


７.00C5クラウド	アトラス
10.00C5ザ・ウェイバック
０.00Cステージド2	俺たちの
	 舞台、アメリカ上陸！？
	 ③④
１.00C5フォーン・ブース
２.30C5パリの恋人
４.30CA5トムとジェリー
６.20Cアウトポスト
	 スコット・イーストウッドi
８.30Cファイト・クラブ
	 ブラッド・ピットi
「激レア地上波吹替版」PART7
11.00C引き裂かれたカーテン
	 ゴールデン洋画劇場版
０.50C5ザ・キッチン
２.40CA300	＜スリーハンド


レッド＞
４.50CA5300	＜スリーハンド


レッド＞	～帝国の進撃～


６.50C5ショコラ	～君がいて、僕がいる～
９.00C追跡者（1971）
	 月曜ロードショー版
10.30CA21ブリッジ
０.20CA596時間
２.00C596時間／リベンジ
	 ［エクステンデッド版］
３.50CプロジェクトV
５.50Cキル・チーム
７.30CA5特攻野郎Aチーム	
	 THE	MOVIE
	 ［エクステンデッド版］
10.00Cニュー・ポープ	悩める新教皇⑤
11.00Cフレンジー	日曜洋画劇場版
０.50CA5パウ・パトロール	


ザ・ムービー
２.30C5イノセント・ガーデン
４.20C郵便配達は二度ベルを
	 鳴らす（1981）
	 ゴールデン洋画劇場版


７.00Cジャイアンツシネマエク
スプレス版


10.20C窓・ベッドルームの女
	 木曜洋画劇場版
０.00Cステージド2	俺たちの
	 舞台、アメリカ上陸！？
	 ⑦⑧I
１.00Cめまい
３.20C5ショコラ	～君がいて、


僕がいる～
５.30C5ラブソングができるまで
７.20CA5フォードvs
	 フェラーリ
10.00C5グリーン・ゾーン
０.10CA5ハン・ソロ／スター


・ウォーズ・ストーリー
２.40Cラスト・フル・メジャー	


知られざる英雄の真実
４.50C5エイリアンVS.
	 プレデター


６.40C5ユダ＆ブラック・
	 メシア	裏切りの代償
９.00CA5ビルとテッドの時空


旅行	音楽で世界を救え！
10.50CA5キングスマン：
	 ゴールデン・サークル
１.20CA5女王陛下のお気に入り
３.30CA5レッド・スパロー
６.10CAVA／エヴァ
	 ジェシカ・チャステインi


熱き男たちの戦い！
音速のカーレース特集


８.00CAデイズ・オブ・サンダー
	 トム・クルーズi
10.00Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑦
11.10CA5スター・ウォーズ／


フォースの覚醒
１.40C5ゴールド／金塊の行方
４.00CA5テッド


６.00CA300	＜スリーハンド
レッド＞


８.10CA5300	＜スリーハンド
レッド＞	～帝国の進撃～


10.00Cパーソナル・ショッパー
０.00Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇⑦
１.10Cキル・チーム
３.00C5ザ・インタープリター
５.20Cインサイド・マン


熱き男たちの戦い！
音速のカーレース特集


７.40Cラッシュ／プライドと友情
10.00C絶叫パンクス	
	 レディパーツ！③
10.40CA5スター・ウォーズ／


最後のジェダイ
１.30C5ナンシー・ドリューと


秘密の階段
３.20Cシェルタリング・スカイ


「激レア地上波吹替版」PART7
６.00C引き裂かれたカーテン
	 ゴールデン洋画劇場版
８.00C窓・ベッドルームの女
	 木曜洋画劇場版
９.50C53人のキリスト
０.00C絶叫パンクス	
	 レディパーツ！③
０.40C5ダイ・ハード4.0
３.00C5ダイ・ハード／ラスト


・デイ
４.50Cドラゴン×マッハ！
７.00C5カジノ
10.00Cハリー・パーマー	
	 国際諜報局④
11.10C5スター・ウォーズ／
	 スカイウォーカーの夜明け
１.50CAファーザー
３.40CA5ターミネーター：
	 新起動／ジェニシス


６.00C5ザ・ゴールドフィンチ
８.40C5弱虫スクービーの
	 大冒険
10.30CA5パウ・パトロール	


ザ・ムービー
０.10CA5グレイテスト・
	 ショーマン
２.10CA5ボヘミアン・
	 ラプソディ
４.40Cエリザベス
６.50Cエリザベス：ゴールデン


・エイジ
吹替メガヒット9


９.00CAファイナル・プラン
	 リーアム・ニーソンi
10.50CプロジェクトV
０.50CAVA／エヴァ
２.40Cインビジブル・ウィット


ネス	見えない目撃者
４.30C裏窓（1954）


６.00C5サタデー・ナイト・
	 フィーバー
８.10C5アジャストメント
10.00CA51917	命をかけた


伝令
０.10Cフォーティチュード／
	 極寒の殺人鬼III①～④I
４.50C5ダイ・ハード4.0
７.10C5ダイ・ハード／
	 ラスト・デイ
９.00CA5レヴェナント：
	 蘇えりし者
	 レオナルド・
	 ディカプリオi
11.50C5ノマドランド
	 フランシス・
	 マクドーマンドi
１.50Cバッド・ディシジョン	
	 終わりなき悪夢のはじまり
３.50C5ユナイテッド93


６.00C窓・ベッドルームの女
	 木曜洋画劇場版
７.50C海辺の家
10.10C5グッド・ボーイズ
０.00Cニュー・ポープ	
	 悩める新教皇③
１.10C5グリーン・ゾーン
３.20C5ゼロヴィル：
	 ハリウッドに憑かれた男
５.00CA5プライベート・
	 ライアン
８.00CプロジェクトV
10.00Cランドスケーパーズ	
	 秘密の庭③
11.10CA300	＜スリーハンド


レッド＞
１.20CA5300	＜スリーハンド


レッド＞	～帝国の進撃～
３.10CA5セント・オブ・
	 ウーマン	夢の香り


６.00C5ゴールド／金塊の行方
８.10Cエルム街の悪夢（2010）
９.50C5ショコラ	～君がいて、


僕がいる～
０.00Cランドスケーパーズ	
	 秘密の庭③
１.10CA5エイリアン2［完全版］
３.50C5エイリアンVS.
	 プレデター
５.40C5ザ・デイ・シャル・
	 カム
７.20C5ザ・フライ
	 ジェフ・
	 ゴールドブラムi
９.00Cキル・チーム
	 ナット・ウルフi
10.40Cアウトポスト
０.50CA5テッド
２.50Cクンドゥン
５.20Cめまい	日曜洋画劇場版


７.30C追跡者（1971）
	 月曜ロードショー版
９.00C5フォーン・ブース
10.30C5アウトブレイク
０.50Cファイト・クラブ
３.30Cシェルタリング・スカイ
６.00C郵便配達は二度ベルを
	 鳴らす（1981）
	 ゴールデン洋画劇場版
	 ジャック・ニコルソンi
７.50Cラスト・フル・メジャー	


知られざる英雄の真実
	 セバスチャン・スタンi
10.00Cステージド2	俺たちの
	 舞台、アメリカ上陸！？
	 ①②
11.00C5ユダ＆ブラック・
	 メシア	裏切りの代償
１.20C5クラウド	アトラス
４.20C5赤毛のアン（2015）
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『ファイナル・プラン』6/5・9・18
©2019 Honest Thief Productions, LLC


『ダイ・ハード４．０』6/4・19・30
© 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.


『ボヘミアン・ラプソディ』6/5・10・24
©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.


「透明人間」をテーマにした2作
品を特集放送！当時最先端の
SFXを駆使したSFコメディと現
代的にアップデートした戦慄ホ
ラー。2つの『透明人間』をお楽
しみに！


6/11（土）よる9：00〜 一挙放送
6/23（木）夕方6：00〜 一挙放送


『透明人間（1992）』
『透明人間（2020）』


コメディＶＳホラー！
透明人間対決


『透明人間（１９９２）』6/11・23
© 1992 Warner Bros., Inc., Regency Enterprises VOF and Studio 
Canal+. All rights reserved.


『ローマの休日　ゴールデン洋画劇場・１９７２年版』6/20


昨年12月からお届けしている連
続企画「激レア地上波吹替版」特
集。 ご好評の声にお応えし、さ
らにやります、PART7！今回は、
全5作品/9バージョンをお届け。


6/13（月）〜6/16（木）
よる11:00頃〜


6/20（月）〜6/24（金）
午前10:00頃〜 ほか


『ローマの休日 フジテレビ「ゴー
ルデン洋画劇場」（1972年）版』


『フレンジー』
 ほか全5作品／9バージョン


「激レア地上波吹替版」を観る。
掘る。もっと。PART7


※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。


http://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6 2022
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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
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ＪＬＣ６８３　６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。
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0120-039-888
最寄りのケーブルテレビ局までお問い合わせくだ
さい。（地域によって東映チャンネルを視聴できな
い局がございます。あらかじめご了承ください)


ひかりＴＶで視聴可能です。
ご視聴になる場合はホームページを
ご覧ください。


●受付時間10：00～20：00〈年中無休〉（番号はお間違いのないようお願いいたします）●お電話いただく前に、プライバシーポリシー（http://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/privacy.html）の内容をご確認いただき、同意の上ご連絡ください。


★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 　 東 映 チ ャ ン ネ ル は 、以 下 の サ ー ビ ス で ご 覧 い た だ け ま す 。　★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
スカパー！ カスタマーセンター（総合窓口）


その他


TV初放送　　　TVシリーズスタート　　　TVシリーズ終了　　　モノクロ放送終新
字


HD放送（東映チャンネルHDでは、ハイビジョンでご視聴いただけます）
字幕放送（スカパー！、スカパープレミアムサービス、一部ケーブルTV局にてご覧いただけます）
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BLUE/ブルー
どついたるねん
百円の恋［R15+］
ボクサー
血まみれの決闘


RIDER TIME 仮面ライダージオウVSディケイド 7人のジオウ！
RIDER TIME 仮面ライダーディケイドVSジオウ ディケイド館のデス・ゲーム
魔進戦隊キラメイジャー ファイナルライブツアー2021
『機界戦隊ゼンカイジャー』スピンオフ ゼンカイレッド大紹介！
電撃戦隊チェンジマン（劇場版）
電撃戦隊チェンジマン シャトルベース!危機一髪！
魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE ビー・バップ・ドリーム
騎士竜戦隊リュウソウジャー 特別編 メモリー・オブ・ソウルメイツ
機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE 赤い戦い!オール戦隊大集会!!


　列島制覇 非道のうさぎ #1～8


御存じ快傑黒頭巾 マグナの瞳
御存じ快傑黒頭巾（第二話） 新選組追撃
御存じ快傑黒頭巾 危機一発
御存じ快傑黒頭巾 神出鬼没
快傑黒頭巾
快傑黒頭巾 爆発篇
危うし!! 快傑黒頭巾


兄弟仁義 関東兄貴分
兄弟仁義 逆縁の盃
新兄弟仁義
関東兄弟仁義 仁俠


今日から俺は!!
今日から俺は!!2
今日から俺は!! 嵐を呼ぶ17才
今日から俺は!! ガッツだぜ17才
今日から俺は!! 電撃の17才
今日から俺は!! 劇場版（1994）


昭和残俠伝 血染の唐獅子
昭和残俠伝 唐獅子仁義


海底大戦争
飛びだす冒険映画 赤影


警視庁物語 ウラ付け捜査
警視庁物語 全国縦断捜査


コータローまかりとおる！
脱走遊戯
東京-ソウル-バンコック 実録麻薬地帯


悪魔が忍び込む
女が見ていた
傑作推理劇場 異人館の遺言書
傑作推理劇場 暗い穴の底で


アラビアンナイト シンドバッドの冒険 4Kリマスター版


ながぐつ三銃士 4Kリマスター版
長靴をはいた猫 80日間世界一周 4Kリマスター版


おしどり道中
旅笠道中
水戸黄門漫遊記 天下の副将軍
忍者武芸帖 百地三太夫
旗本やくざ


網走番外地
続網走番外地


博徒斬り込み隊
博徒外人部隊
遊俠列伝
俠客列伝
極東黒社会 DRUG CONNECTION［R15+］
やくざ戦争 日本の首領（ドン）


日本統一 エピソード集Ⅳ
日本統一 エピソード集Ⅴ


極道の紋章 レジェンド 第四章
日本極道戦争 第十一章
極道の紋章 レジェンド 第三章
織田同志会 織田征仁 第六章
組織暴力 流血の仁義2
俠道（おとこみち）4


樹海村
日本独立
XXエクスクロス 魔境伝説
サイレント・トーキョー
鉄道員（ぽっぽや） 4Kリマスター版
ゴルゴ13
超・少年探偵団NEO -Beginning-


レイプハンター 通り魔［R15+版］
わたしのSEX白書 絶頂度［R15+版］
ラブホテル［R15+版］
母娘監禁 牝［R15+版］
妻たちの性体験 夫の眼の前で、今…［R15+版］


柳瀬さき ひみつ旅行
藤乃あおい いやしの天使はⅠカップ
近藤みやび Fabulous


極道アパートpartⅡ 僕とあの娘のエクスタシーDAYS［R15+］
たわわなときめき［R15+］
痴漢透明人間Part4　奥の奥まで［R15+］
エクスタシー・キャットウィッチLISA Hな雌猫と恋のマジカルパニック！［R15+］
夫婦専用シェアハウス ヴィーナス 後編［R15+］
刺青女と生尻娘　～とってもエッチな遊び～［R15+］
あ・べ・こ・べ セクシーボディ姉妹のHなヒミツ［R15+］
夫婦専用シェアハウス ヴィーナス 前編［R15+］
鞭で泣かす［R15+］
夜王伝説2 ネオン街の誘惑に踊る美女たち［R15+］
妖美伝奇新説　牡丹灯籠　弐　～さよなら～［R15+］
夜這い村とやらせる詐欺の女［R15+］
扉を閉めた女教師［R15+］
欲しがり奈々ちゃん ～ひとくち、ちょうだい～［R15+］
Another XX ダブルエックス マトリの女［R15+］


Another XX ダブルエックス 狂愛（ファナティック・ラヴ）［R15+］
謝国権「愛」より ㊙性と生活［R15+］
安藤昇のわが逃亡とSEXの記録［R15+］
尻を撫でまわしつづけた男 痴漢日記6［R15+］
夜の歌謡シリーズ 長崎ブルース
温泉おさな芸者


シネマ☆チョップ！


徳川の女たち #5～20
影同心 #1～10
さすらい刑事旅情編 Ⅱ #11～18
あぶない刑事（TV） #49～51
もっとあぶない刑事（TV） #1～6
はぐれ刑事純情派（第12シリーズ） #4～13
相棒 season15 #17～18
はぐれ刑事純情派（第14シリーズ） #1～7
Gメン’75 #45～56
プレイガール #153～160、183～192
赤穂浪士（1979・TV） #23～30
特別機動捜査隊 #771～778
はぐれ刑事純情派（第11シリーズ） #5～12
バーディー大作戦 #51～54
キイハンター #151～154、201～208
燃えよ剣 #3～10
ザ・スーパーガール #7～14
 
仮面ライダーエグゼイド #1～4
仮面ライダー(新) #49～54
仮面ライダースーパー1 #1～2
燃えろアタック #55～66
イナズマンF #5～12
仮面ライダービルド #5～16
人造人間キカイダー #23～32、39～43
キカイダー01 #25～34
 
ザ・カゲスター #13～24
仮面の忍者 赤影 #35～42
ジャイアントロボ #1～4
刑事くん第二部 #15～24
 
宇宙戦隊キュウレンジャー #13～20
電子戦隊デンジマン #11～22
動物戦隊ジュウオウジャー #7～16
バトルフィーバーJ #27～36
 
デジモンフロンティア #13～20
バビル2世 #27～34
ゲゲゲの鬼太郎（第5期） #23～34
サイボーグ009（1968） #7～18
美少女戦士セーラームーンSuperS #15～24
美少女戦士セーラームーンS #3～12
デジモンテイマーズ #47～51
デビルマン #9～18
魔女っ子メグちゃん #45～54
SF西遊記 スタージンガー #27～36


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 2


監）黒田義之 他　出）松尾嘉代／吉沢京子／中村玉緒


監）松尾正武 他　出）山口崇／渡瀬恒彦／金子信雄


監）長谷和夫 他　出）宇津井健／三浦洋一／高木美保


監）長谷部安春 他　出）舘ひろし／柴田恭兵


監）長谷部安春 他　出）舘ひろし／柴田恭兵


監）吉川一義 他　出）藤田まこと／ケイン・コスギ


監）橋本一 他　出）水谷豊／反町隆史／鈴木杏樹


監）吉川一義 他　出）藤田まこと


監）鷹森立一 他　出）丹波哲郎／原田大二郎


監）鷹森立一 他 出）沢たまき／桑原幸子／應蘭芳


監）沢島正継 他　出）萬屋錦之介／松平健／田村正和


監）関川秀雄 他　出）波島進／中山昭二／青木義朗


監）吉川一義 他　出）藤田まこと／城島茂／梅宮辰夫


監）深作欣二 他　出）丹波哲郎／谷隼人／沖雅也


監）深作欣二 他　出）丹波哲郎／野際陽子


監）河野寿一 他　出）栗塚旭／舟橋元／島田順司


監）井上梅次 他　出）野際陽子／ジャネット八田


 


監）中澤祥次郎 他　出）飯島寛騎／瀬戸利樹


監）山田稔 他　出）村上弘明／田畑孝


監）山田稔 他　出）高杉俊介／塚本信夫


監）奥中惇夫 他　出）荒木由美子／小林昭二子


監）塚田正煕 他　出）伴直弥／上野山功一


監）田﨑竜太 他　出）犬飼貴丈／赤楚衛二


監）北村秀敏 他　出）伴大介／水の江じゅん


監）永野靖忠 他　出）池田駿介／伴大介


 


監）加島昭 他　出）立花直樹／早川絵美


監）倉田準二 他　出）坂口祐三郎／牧冬吉


監）山田稔　出）金子光伸／伊東昭夫


監）富田義治 他　出）桜木健一／三浦友和


 


監）柴﨑貴行　他 出）岐洲匠／岸洋佑


監）竹本弘一 他　出）結城真一／大葉健二


監）柴﨑貴行 他　出）中尾暢樹／柳美稀


監）竹本弘一 他　出）谷岡弘規／倉地雄平


 


監）貝沢幸男 他　声)竹内順子／神谷浩史


監）田宮武 他　声)神谷明／大塚周夫


監）貝澤幸男 他　声)高山みなみ／田の中勇


監）田宮武 他　声)田中雪弥／白石冬美


監）幾原邦彦 他　声)三石琴乃／荒木香恵


監）佐藤順一 他　声)三石琴乃／久川綾


監）貝沢幸男 他　声)津村まこと／野沢雅子


監）勝間田具治 他　声)田中亮一／坂井すみ江


監）芹川有吾 他　声)吉田理保子／つかせのりこ


監）芹川有吾 他　声)石丸博也／富田耕生


1980年　30分


1975年　60分


1989年　60分


1986年　60分


1988年　60分


1999年　60分


2016年　60分


2001年　60分


1975年　60分


1969年　60分


1979年　60分


1961年　60分


1998年　60分


1974年　60分


1968年　60分


1970年　60分


1979年　60分


 


2016年　30分


1979年　30分


1980年　30分


1979年　30分


1974年　30分


2017年　30分


1972年　30分


1973年　30分


 


1976年　30分


1967年　30分


1967年　30分


1973年　30分


 


2017年　30分


1980年　30分


2016年　30分


1979年　30分


 


2002年　30分


1973年　30分


2007年　30分


1968年　30分


1995年　30分


1994年　30分


2001年　30分


1972年　30分


1974年　30分


1978年　30分


INDEX6


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)【再放送】(火)


放送日★毎週(火)【再放送】(火)・14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)・8日スタート


放送日★毎週(木)【再放送】(木)


放送日★毎週(金)／毎週(木)


放送日★毎週(金)


放送日★毎週(金)


放送日★毎週(土)


放送日★毎週(日)


放送日★毎週(日)・19日スタート／毎週(土)


放送日★毎週(日)


放送日★毎週(日)


放送日★毎週(水)・22日スタート


放送日★毎週(月)


放送日★毎週(月)・27日スタート


放送日★毎週(月)【再放送】(金)


放送日★毎週(火)


放送日★毎週(火)【再放送】(土)


放送日★毎週(水)／毎週(水)


放送日★毎週(水)


放送日★毎週(月)【再放送】(金)


放送日★毎週(火)


放送日★毎週(木)・23日スタート


放送日★毎週(木)


放送日★毎週(火)


放送日★毎週(火)【再放送】(土)


放送日★毎週(水)


放送日★毎週(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(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(木)


放送日★毎週(木)


放送日★毎週(木)


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


監）勝間田具治　声)鈴木やすし／小鳩くるみ／小宮山清　


監）設楽博　声)なべおさみ／滝口順平／大塚周夫　


 


監）佐々木康　出）大川橋蔵／青山京子／里見浩太郎　


監）佐々木康　出）大川橋蔵／千原しのぶ／花園ひろみ　


監）渡辺邦男　出）市川右太衛門／大友柳太朗／徳大寺伸　


監）鈴木則文　出）真田広之／千葉真一／蜷川有紀　


監）中島貞夫　出）大川橋蔵／藤純子／春川ますみ　


 


監）石井輝男　出）高倉健／丹波哲郎／南原宏治　


監）石井輝男　出）高倉健／瑳峨三智子／嵐寛寿郎　


 


監）佐藤純彌　出）鶴田浩二／若山富三郎／丹波哲郎　


監）深作欣二　出）鶴田浩二／若山富三郎／安藤昇　


監）小沢茂弘　出）高倉健／藤純子／浜木綿子　


監）マキノ雅弘　出）高倉健／鶴田浩二／若山富三郎　


監）馬場昭格　出）役所広司／ショー・コスギ／近藤真彦　


監）中島貞夫　出）鶴田浩二／佐分利信／菅原文太　


 


監）辻裕之　出）本宮泰風／山口祥行／舘昌美　


監）辻裕之　出）本宮泰風／山口祥行／舘昌美　


 


監）片岡修二　出）白竜／松田一三／國本鍾建　


監）港雄二　出）小沢仁志／阿部亮平／桑田昭彦　


監）片岡修二　出）白竜／松田一三／國本鍾建　


監）藤原健一　出）的場浩司／萩野崇／青木玄徳　


監）長谷部安春　出）哀川翔／宍戸開／坂上香織　


監）福岡芳穂　出）竹内力／坂上忍／長曾我部蓉子　


 


監）清水崇　出）山田杏奈／山口まゆ／神尾楓珠　


監）伊藤俊也　出）浅野忠信／宮沢りえ／小林薫　


監）深作健太　出）松下奈緒／鈴木亜美／中川翔子　


監）波多野貴文　出）佐藤浩市／石田ゆり子／西島秀俊　


監）降旗康男　出）高倉健／大竹しのぶ／小林稔侍　


監）佐藤純彌　出）高倉健／プリ・バナイ／モセネ・ソーラビ


監）芦塚慎太郎　出）高杉真宙／佐野岳／堀田真由　


 


監）加藤文彦　出）麻生かおり／榊真美／山路和弘　


監）曽根中生　出）三井マリア／芹明香／桑山正一　


監）相米慎二　出）速水典子／寺田農／益富信孝　


監）斉藤水丸　出）前川麻子／加藤善博／かがみ愛　


監）小沼勝　出）風祭ゆき／高原リカ／佐々木美子　


 


監）嶋公浩　出）柳瀬さき


監）安部雄治　出）藤乃あおい


監）一翔也　出）近藤みやび


 


監）月下秀之　出）石原希望／大野亮／ことり　


監）古澤健　出）松本菜奈実／あけみみう／並木塔子　


監）関孝二　出）竹村祐佳／堺勝郎／中川夕子　


監）吉行由実　出）市来まひろ／真木今日子／加賀美さら　


監）鬼脚助二郎　出）山岸逢花／石原希望／しじみ　


監）深町章　出）西藤尚／東夕巳／相沢知美　


監）国沢実　出）桜木優希音／栄川乃亜／安藤ヒロキオ　


監）鬼脚助二郎　出）山岸逢花／石原希望／しじみ　


監）梅沢薫　出）朝霧友香／下元志朗／佐々木ルミ　


監）山内大輔　出）神納花／岬あずさ／山本宗介　


監）清水匡　出）桜井まり／石井亮／水元ゆうな　


監）深町章　出）里見瑤子／水原香菜恵／華沢レモン　


監）城定秀夫　出）山岸逢花／吉田タケシ／細川佳央　


監）城定秀夫　出）架乃ゆら／守屋文雄／稲森誠　


監）池田敏春　出）坂上香織／真梨邑ケイ／李丹　


2021年　107分


1989年　110分


2014年　114分


1977年　95分


1957年　89分


 


2021年　71分


2021年　39分


2021年　127分


2021年　35分


1985年　25分


1985年　20分


2021年　39分


2021年　15分


2021年　27分


 


2021年　60分


 


1955年　85分


1955年　83分


1955年　66分


1956年　84分


1958年　87分


1959年　87分


1960年　86分


 


1967年　87分


1968年　91分


1970年　89分


1971年　90分


 


1993年　100分


1993年　92分


1997年　73分


1997年　70分


1995年　100分


1994年　93分


 


1967年　91分


1969年　90分


 


1966年　84分


1969年　52分


 


1963年　58分


1963年　83分


 


1984年　102分


1976年　93分


1973年　102分


 


1985年　96分


1983年　96分


1981年　44分


1981年　44分


 


1962年　82分


放送日★5・18


放送日★8・18・28


放送日★4・18


放送日★7・18・27


放送日★6・18・28


放送日★5・26


放送日★5・26


放送日★12・19


放送日★19・26


放送日★5・12・26


放送日★5・12・26


放送日★19


放送日★19


放送日★19


放送日★15～17、25～26


放送日★5・14・25


放送日★6・14・25


放送日★7・15・25


放送日★8・15・25


放送日★9・16・26


放送日★10・16・26


放送日★11・17・26


放送日★3・27


放送日★10・28


放送日★1・17・29


放送日★1・24・30


放送日★11・19


放送日★11・20


放送日★11・21


放送日★12・22


放送日★12・23


放送日★12・24


放送日★1・20・29


放送日★2・20・30


放送日★1・12・21


放送日★7・21


放送日★15・25


放送日★4・10・25


放送日★4・17・29


放送日★4・19


放送日★4・19


放送日★3・14・27


放送日★2・10・23


放送日★16・24


放送日★17・24


放送日★11・17


1972年　53分


1976年　69分


 


1959年　88分


1958年　85分


1952年　100分


1980年　117分


1966年　90分


 


1965年　92分


1965年　87分


 


1971年　98分


1971年　94分


1970年　97分


1968年　107分


1993年　111分


1977年　133分


 


2021年　60分


2021年　60分


 


2021年　70分


2021年　72分


2021年　70分


2021年　69分


1999年　92分


2000年　81分


 


2021年　117分


2020年　128分


2007年　90分


2020年　99分


1999年　113分


1973年　104分


2019年　93分


 


1986年　70分


1976年　71分


1985年　79分


1987年　76分


1980年　69分


 


2022年　124分


2022年　131分


2022年　116分


 


2021年　71分


2021年　78分


1981年　64分


2021年　72分


2021年　73分


1998年　55分


2021年　72分


2021年　69分


1980年　63分


2021年　73分


2010年　84分


2005年　59分


2021年　70分


2021年　70分


1998年　94分


1998年　84分


1969年　89分


1976年　85分


1998年　104分


1969年　89分


1973年　71分


 


2022年　30分


放送日★7


放送日★13・28


放送日★11


放送日★9・26


放送日★8・18


放送日★5・29


放送日★5・10・12・15・19・26


監）片岡修二　出）大沢逸美／立原麻衣／四方堂亘


監）鷹森立一　出）石山健二郎／高毬子／吉田輝雄


監）田中登　出）安藤昇／中島葵／ひろみ麻耶


監）富岡忠文　出）上田耕一／菊地花子／三咲まお


監）鷹森立一　出）松方弘樹／宮園純子／谷隼人


監）鷹森立一　出）田辺節子／沢リミ子／深田ミミ


 オリジナル番組
監）吉田恵輔　出）松山ケンイチ／木村文乃／東出昌大


監）阪本順治　出）赤井英和／相楽晴子／原田芳雄


監）武正晴　出）安藤サクラ／新井浩文／稲川実代子


監）寺山修司　出）菅原文太／清水健太郎／具志堅用高


監）小石栄一　出）高倉健／岡田英次／中村雅子


 


監）諸田敏　出）奥野壮／押田岳／大幡しえり


監）諸田敏　出）井上正大／奥野壮／村井良大


出）小宮璃央／木原瑠生／新條由芽／水石亜飛夢


監）加藤弘之　出）駒木根葵汰／伊勢大貴／高木勝也


監）堀長文　出）浜田治希／河合宏／和泉史郎


監）堀長文　出）浜田治希／河合宏／和泉史郎


監）山口恭平　出）小宮璃央／木原瑠生／新條由芽


監）坂本浩一　出）一ノ瀬颯／綱啓永／尾碕真花


監）中澤祥次郎　出）駒木根葵汰／声)浅沼晋太郎、梶裕貴、宮本侑芽


 


監）内田英治　出）小沢仁志／新羅慎二(若旦那)／真飛聖


 


監）佐伯清　出）大友柳太朗／喜多川千鶴／加賀邦男


監）内出好吉　出）大友柳太朗／喜多川千鶴／千原しのぶ


監）内出好吉　出）大友柳太朗／堺駿二／喜多川千鶴


監）深田金之助　出）大友柳太朗／永田靖／加賀邦男


監）松村昌治　出）大友柳太朗／志村喬／大川恵子


監）松村昌治　出）大友柳太朗／明石潮／尾上鯉之助


監）松村昌治　出）大友柳太朗／伏見扇太郎／桜町弘子


 


監）中島貞夫　出）北島三郎／村田英雄／鶴田浩二


監）鈴木則文　出）北島三郎／若山富三郎／菅原文太　


監）佐伯清　出）北島三郎／菅原文太／今井健二　


監）斎藤武市　出）北島三郎／菅原文太／伊吹吾郎　


 


監）鹿島勤　出）三橋貴志／中倉健太郎／細川直美　


監）鹿島勤　出）三橋貴志／中倉健太郎／細川直美　


監）伊藤裕彰　出）三橋貴志／中倉健太郎／今村雅美　


監）伊藤裕彰　出）三橋貴志／中倉健太郎／今村雅美　


監）鹿島勤　出）三橋貴志／中倉健太郎／佐藤藍子　


監）鹿島勤　出）三橋貴志／中倉健太郎／高橋かおり　


 


監）マキノ雅弘　出）高倉健／池部良／藤純子　


監）マキノ雅弘　出）高倉健／池部良／藤純子　


 


監）佐藤肇　出）千葉真一／ペギー・ニール／室田日出男　


監）倉田準二　出）坂口徹／牧冬吉／金子吉延　


 


監）佐藤肇　出）南廣／堀雄二／神田隆／花沢徳衛　


監）飯塚増一　出）南廣／堀雄二／神田隆　


 


監）鈴木則文　出）黒崎輝／千原麻里／真田広之　


監）山下耕作　出）千葉真一／鰐淵晴子／小沢栄太郎　


監）中島貞夫　出）千葉真一／松方弘樹／金子信雄　


 


監）馬場昭格　出）浜木綿子／伊東四朗／清川虹子　


監）鷹森立一　出）泉ピン子／河原崎長一郎／藤巻潤　


監）小野田嘉幹　出）フランキー堺／春川ますみ／岡田真澄　


監）天野利彦　出）近藤正臣／山口果林／赤座美代子　


 


監）藪下泰司　声)木下秀雄／黒柳徹子／滝口順平　


放送日★4・10・24


放送日★3・18・25


放送日★9・18・26


放送日★11・17


放送日★14・30


放送日★3・13・27


放送日★2・13・28


放送日★5・13・22・29


放送日★6・14・22・30


放送日★8・16・24


放送日★7・15


放送日★3・8・21


放送日★7・13・21


放送日★9・15・24


放送日★6・11・22


放送日★1・21


放送日★2・22


放送日★9・28


放送日★23


放送日★8


放送日★13


放送日★14


放送日★6


放送日★10


放送日★9・20


放送日★27


放送日★3


放送日★12・19・23


放送日★4・12・23


放送日★19


放送日★4・24


放送日★2


放送日★5


放送日★10


放送日★30


放送日★1・10・20


放送日★4・17・30


放送日★2・12・25


放送日★1・18


放送日★3・24


放送日★11・27


放送日★6


放送日★22


放送日★5


放送日★19


放送日★21


放送日★15


放送日★29


放送日★23


放送日★6


放送日★3


放送日★14


放送日★7・16


TVシリーズ好評放送中！


 美しき負け犬たち～ ボクシング映画特集


 一挙放送！『列島制覇 非道のうさぎ』


 スーパーヒーロー スペシャル


 生誕110年記念【大友柳太朗の快傑黒頭巾スペシャル】


 連続放送！ 兄弟仁義 Vol.4


 今日から俺は!! スペシャル


 連続放送！ 警視庁物語


 東映特撮映画の世界


 連続放送！ 昭和残俠伝


 東映アクションスターファイル


 違いのわかる傑作サスペンス劇場


 名作アニメスペシャル


 アイドル☆パラダイス


 ミッドナイトシアター


 傑作時代劇スペシャル


 連続放送！ 網走番外地


 傑作任俠スペシャル


 東映チャンネル名画館


 ロマンポルノ傑作選


 日本統一スペシャル


 俠のVシネ劇場







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


0570-000-304
カスタマーセンター


● お 問 い 合 わ せ は 、こ ち ら！   


※PHS・IP電話等は、03-6630-9099へおかけください。
受付時間／10：00～20：00（年中無休）


29 30（水）　　　　　　　　　　　（木）
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12シリーズ）#12―13
動物戦隊ジュウオウジャー#15―16
人造人間キカイダー#31―32
美少女戦士セーラームーン
SuperS#23―24
はぐれ刑事純情派
（第14シリーズ）#4―5
コータローまかりとおる！
昭和残俠伝 血染の唐獅子
はぐれ刑事純情派
（第14シリーズ）#6―7
キカイダー01#33―34
仮面ライダーエグゼイド#3―4
美少女戦士セーラームーンS#11―12
新兄弟仁義
網走番外地
温泉おさな芸者
夜王伝説2［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


23:30


1:00


3:30


プレイガール#191―192
ジャイアントロボ#3―4
デビルマン#17―18
魔女っ子メグちゃん#53―54
Gメン’75#53―54
水戸黄門漫遊記 天下の副将軍
昭和残俠伝 唐獅子仁義
Gメン’75#55―56
バトルフィーバーJ#35―36
刑事くん第二部#23―24
SF西遊記 スタージンガー
#35―36
関東兄弟仁義 仁俠
続網走番外地
妻たちの性体験［R15+版］
藤乃あおい 
いやしの天使はⅠカップ
放送終了


東映チャンネルプログラムガイド 6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


10:00


11:30


13:00


15:00


17:00


18:00


19:00


20:00


22:00


23:30


1:00


3:30


はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#4―5
動物戦隊ジュウオウジャー#7―8
人造人間キカイダー#23―24
美少女戦士セーラームーン
SuperS#15―16
相棒 season15#17
海底大戦争
新兄弟仁義
関東兄弟仁義 仁俠
相棒 season15#18
キカイダー01#25―26
人造人間キカイダー#39―40
美少女戦士セーラームーンS#3―4
昭和残俠伝 血染の唐獅子
日本統一 エピソード集Ⅳ
極道アパートpartⅡ［R15+］
柳瀬さき ひみつ旅行
放送終了


4:00


6:00


7:00


8:00


9:00


11:00


13:00


15:00


17:00


18:00


19:00


20:00


22:00


23:30


1:00


3:00


プレイガール#183―184
デジモンテイマーズ#47―48
デビルマン#9―10
魔女っ子メグちゃん#45―46
Gメン’75#45―46
旗本やくざ
女が見ていた
Gメン’75#47―48
バトルフィーバーJ#27―28
刑事くん第二部#15―16
SF西遊記 スタージンガー
#27―28
昭和残俠伝 唐獅子仁義
日本統一 エピソード集Ⅴ
わたしのSEX白書 
絶頂度［R15+版］
近藤みやび Fabulous
放送終了


4:00


6:00


7:00


8:00


9:00


11:00


13:00


15:00


17:00


18:30


20:00


22:00


0:00


1:30


3:00


プレイガール#153―154
燃えろアタック#55―56
ザ・カゲスター#13―14
ゲゲゲの鬼太郎
（第5期）#23―24
赤穂浪士（1979・TV）
#23―24
悪魔が忍び込む
忍者武芸帖 百地三太夫
特別機動捜査隊#771―772
長靴をはいた猫 
80日間世界一周
兄弟仁義 関東兄貴分
遊俠列伝
サイレント・トーキョー
たわわなときめき［R15+］
扉を閉めた女教師［R15+］
放送終了


4:00


6:00


7:00


8:00


9:00


11:00


12:00


14:00


16:00


18:00


20:00


21:30


23:30


1:00


3:30


はぐれ刑事純情派
（第11シリーズ）#5―6
サイボーグ009（1968）
#7―8
電子戦隊デンジマン#11―12
仮面ライダービルド#5―6
キイハンター#201―202
ながぐつ三銃士
ゴルゴ13
東京-ソウル-バンコック 
実録麻薬地帯
脱走遊戯
コータローまかりとおる！
警視庁物語 全国縦断捜査
百円の恋［R15+］
レイプハンター 通り魔［R15+版］
藤乃あおい いやしの天使はⅠカップ
放送終了


4:00


6:00


8:00


10:00


11:30


12:30


13:00


13:30


15:30


16:00


18:00


19:00


19:30


20:00


21:30


23:30


1:00


2:30


3:30


バーディー大作戦#51―52
燃えよ剣#3―4
ザ・スーパーガール#7―8
仮面ライダージオウVSディケイド
仮面ライダーディケイドVSジオウ
電撃戦隊チェンジマン（劇場版）
電撃戦隊チェンジマン シャトルベース！
網走番外地
シネマ☆チョップ！
はぐれ刑事純情派（第14シリーズ）#1
もっとあぶない刑事(TV)#1
ジャイアントロボ#1
仮面ライダーエグゼイド#1
御存じ快傑黒頭巾 マグナの瞳
BLUE/ブルー
ラブホテル［R15+版］
温泉おさな芸者
刺青女と生尻娘［R15+］
放送終了


4:00


6:00


7:00


8:00


9:00


11:00


13:30


15:00


17:00


18:00


19:00


20:00


21:30


23:30


1:00


2:00


3:30


徳川の女たち#5―8
デジモンフロンティア#13―14
仮面ライダー（新）#49―50
バビル2世#27―28
　影同心#1―2
やくざ戦争 日本の首領
続網走番外地
影同心#3―4
燃えろアタック#59―60
ザ・カゲスター#17―18
ゲゲゲの鬼太郎（第5期）
#27―28
御存じ快傑黒頭巾（第二話） 
血まみれの決闘
俠道（おとこみち）4
夜這い村とやらせる詐欺の女［R15+］
エクスタシー・キャットウィッチLISA［R15+］
放送終了


4:00


6:00


7:00


8:00


9:00


11:00


13:00


15:00


16:00


17:00


18:00


19:00


20:00


21:30


23:30


1:00


3:00


さすらい刑事旅情編 Ⅱ#11―12
イナズマンF#5―6
宇宙戦隊キュウレンジャー
#13―14
仮面の忍者 赤影#35―36
あぶない刑事（TV）#49―50
博徒外人部隊
俠客列伝
あぶない刑事（TV）#51
飛びだす冒険映画 赤影
サイボーグ009（1968）#11―12
電子戦隊デンジマン#15―16
仮面ライダービルド#9―10
御存じ快傑黒頭巾 危機一発
ボクサー
Another XX ダブルエックス 狂愛［R15+]
Another XX ダブルエックス マトリの女［R15+］
放送終了


4:00


6:00


7:00


8:00


9:00


11:00


12:00


13:00


15:00


17:00


18:00


20:00


22:00


0:00


1:30


3:00


4:00


6:00


7:00


8:00


9:00


11:00


12:00


13:30


15:00


17:00


18:00


18:30


19:00


20:00


22:00


0:00


2:00


3:30


はぐれ刑事純情派（第12シリーズ）#8―9
動物戦隊ジュウオウジャー#11―12
人造人間キカイダー#27―28
美少女戦士セーラームーンSuperS#19―20
　はぐれ刑事純情派（第14シリーズ）#1
警視庁物語 ウラ付け捜査
御存じ快傑黒頭巾 危機一発
御存じ快傑黒頭巾 神出鬼没
はぐれ刑事純情派(第14シリーズ)#2―3
キカイダー01#29―30
人造人間キカイダー#43
シネマ☆チョップ！
美少女戦士セーラームーンS#7―8
博徒外人部隊
　列島制覇 非道のうさぎ#1―2
極東黒社会［R15+］
鞭で泣かす［R15+］
放送終了


4:00


6:00


7:00


8:00


9:00


11:00


12:00


13:30


15:00


17:00


18:00


19:00


20:00


22:00


1:00


3:00


プレイガール#187―188
デジモンテイマーズ#51
デビルマン#13―14
魔女っ子メグちゃん#49―50
Gメン’75#49―50
傑作推理劇場 異人館の遺言書
快傑黒頭巾
快傑黒頭巾 爆発篇
Gメン’75#51―52
バトルフィーバーJ#31―32
刑事くん第二部#19―20
SF西遊記 スタージンガー
#31―32
博徒斬り込み隊
列島制覇 非道のうさぎ#3―5
Another XX ダブルエックス 
マトリの女［R15+］
放送終了


4:00


6:00


7:00


8:00


9:00


11:00


12:00


13:30


15:00


17:00


18:30


20:00


22:00


1:00


3:30


プレイガール#157―158
燃えろアタック#59―60
ザ・カゲスター#17―18
ゲゲゲの鬼太郎（第5期）
#27―28
赤穂浪士（1979・TV）#27―28
傑作推理劇場 暗い穴の底で
危うし!! 快傑黒頭巾
旅笠道中
特別機動捜査隊#775―776
アラビアンナイト 
シンドバッドの冒険
新兄弟仁義
コータローまかりとおる！
列島制覇 
非道のうさぎ#6―8
藤乃あおい いやしの天使はⅠカップ
放送終了


はぐれ刑事純情派
（第11シリーズ）#9―10
サイボーグ009（1968）
#11―12
電子戦隊デンジマン#15―16
仮面ライダービルド#9―10
キイハンター#205―206
長靴をはいた猫 
80日間世界一周
おしどり道中
血まみれの決闘
ボクサー
どついたるねん
BLUE/ブルー
百円の恋［R15+］
夜の歌謡シリーズ 長崎ブルース
極道アパートpartⅡ［R15+］
放送終了


4:00


6:00


8:00


10:00


10:30


11:00


12:00


13:00


15:30


16:00


18:00


20:00


22:00


0:00


2:00


3:30


キイハンター#151―152
燃えよ剣#7―8
ザ・スーパーガール#11―12
騎士竜戦隊リュウソウジャー 特別編
機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE
『機界戦隊ゼンカイジャー』スピンオフ
魔進戦隊キラメイジャー 
THE MOVIE
魔進戦隊キラメイジャー 
ファイナルライブ
シネマ☆チョップ！
超・少年探偵団NEO
鉄道員
今日から俺は!!
東京-ソウル-バンコック 実録麻薬地帯
脱走遊戯
あ・べ・こ・べ[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


0:30


3:00


徳川の女たち#13―16
デジモンフロンティア
#17―18
仮面ライダー(新)
#53―54
バビル2世#31―32
影同心#5―6
昭和残俠伝 血染の唐獅子
昭和残俠伝 唐獅子仁義
影同心#7―8
燃えろアタック#63―64
ザ・カゲスター#21―22
ゲゲゲの鬼太郎（第5期）
#31―32
今日から俺は!!2
日本独立
柳瀬さき ひみつ旅行
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


0:00


1:30


3:00
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8:00


9:00


11:00


13:00


15:00


17:00


18:00


19:00


20:00


21:30


23:30


1:00


2:30


はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#6―7
動物戦隊ジュウオウジャー#9―10
人造人間キカイダー#25―26
美少女戦士セーラームーンSuperS#17―18
相棒 season15#18
博徒斬り込み隊
遊俠列伝
　はぐれ刑事純情派
（第14シリーズ）#1
キカイダー01#27―28
人造人間キカイダー#41―42
美少女戦士セーラームーンS#5―6
御存じ快傑黒頭巾 神出鬼没
どついたるねん
極道の紋章 レジェンド 第三章
夜の歌謡シリーズ 長崎ブルース
放送終了


4:00


6:00


7:00


8:00


9:00


11:00


12:30


15:00


17:00


18:00


19:00


20:00


21:30


23:30


1:00


3:00


プレイガール#185―186
デジモンテイマーズ
#49―50
デビルマン#11―12
魔女っ子メグちゃん#47―48
Gメン’75#47―48
おしどり道中
日本独立
Gメン’75#49―50
バトルフィーバーJ#29―30
刑事くん第二部#17―18
SF西遊記 スタージンガー
#29―30
快傑黒頭巾
極東黒社会［R15+］
極道の紋章 レジェンド 第四章
痴漢日記6［R15+］
放送終了


4:00


6:00


7:00


8:00


9:00


11:00


13:00


14:30


15:00


17:00


18:00


20:00


21:30


23:30


1:00


3:30


プレイガール#155―156
燃えろアタック#57―58
ザ・カゲスター#15―16
ゲゲゲの鬼太郎
（第5期）#25―26
赤穂浪士（1979・TV）
#25―26
女が見ていた
警視庁物語 全国縦断捜査
シネマ☆チョップ！
特別機動捜査隊#773―774
ながぐつ三銃士
兄弟仁義 逆縁の盃
快傑黒頭巾 爆発篇
樹海村
母娘監禁 牝［R15+版］
柳瀬さき ひみつ旅行
放送終了


4:00


6:00


7:00


8:00


9:00


11:00


12:30


14:00


16:00


18:00


20:00


21:30


0:00


1:30


3:00


はぐれ刑事純情派
（第11シリーズ）#7―8
サイボーグ009（1968）#9―10
電子戦隊デンジマン#13―14
仮面ライダービルド#7―8
キイハンター#203―204
アラビアンナイト 
シンドバッドの冒険
旅笠道中
今日から俺は!!
今日から俺は!!2
今日から俺は!! 嵐を呼ぶ17才
危うし!! 快傑黒頭巾
やくざ戦争 日本の首領
痴漢透明人間Part4［R15+］
安藤昇のわが逃亡と
SEXの記録［R15+］
放送終了


4:00


6:00


8:00


10:00


10:30


11:00


13:30


14:00


15:30


17:30


19:30


21:00


23:00


1:00


3:00


バーディー大作戦#53―54
燃えよ剣#5―6
ザ・スーパーガール#9―10
電撃戦隊チェンジマン（劇場版）
電撃戦隊チェンジマン 
シャトルベース!
魔進戦隊キラメイジャー 
ファイナルライブ
シネマ☆チョップ！
今日から俺は!! 
ガッツだぜ17才
今日から俺は!! 電撃の17才
今日から俺は!! 劇場版（1994）
海底大戦争
鉄道員
ゴルゴ13
近藤みやび Fabulous
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


徳川の女たち#9―12
デジモンフロンティア
#15―16
仮面ライダー（新）#51―52
バビル2世#29―30
影同心#3―4
忍者武芸帖 百地三太夫
旗本やくざ
影同心#5―6
燃えろアタック#61―62
ザ・カゲスター#19―20
ゲゲゲの鬼太郎（第5期）
#29―30
網走番外地
俠客列伝
織田同志会 織田征仁 第六章
謝国権「愛」より ㊙性と生活［R15+］
放送終了
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6:00


7:00


8:00


9:00


10:00


12:00


13:30


15:00


17:00


18:00


19:00


20:00


21:30


23:30


1:30


3:00


さすらい刑事旅情編 Ⅱ#13―14
イナズマンF#7―8
宇宙戦隊キュウレンジャー#15―16
仮面の忍者 赤影#37―38
あぶない刑事（TV）#51
水戸黄門漫遊記 天下の副将軍
御存じ快傑黒頭巾 マグナの瞳
御存じ快傑黒頭巾（第二話） 
　もっとあぶない刑事
（TV）#1―2
サイボーグ009（1968）#13―14
電子戦隊デンジマン#17―18
仮面ライダービルド#11―12
続網走番外地
悪魔が忍び込む
組織暴力 流血の仁義2
欲しがり奈々ちゃん［R15+］
放送終了


4:00


6:00


7:00


8:00


9:00


11:00


12:30


14:00


16:00


18:00


20:00


22:00


0:00


1:30


3:00


7月の先取り情報！
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©2021 東映ビデオ


警視庁物語 
全国縦断捜査


日本統一 
エピソード集Ⅳ


【連続放送! 警視庁物語】【日本統一スペシャル】


098
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11:00


13:00


15:00


17:00


18:00


19:00


20:00


21:30


0:00


1:30


3:00


はぐれ刑事純情派
（第12シリーズ）#10―11
動物戦隊ジュウオウジャー#13―14
人造人間キカイダー#29―30
美少女戦士セーラームーン
SuperS#21―22
はぐれ刑事純情派
（第14シリーズ）#2―3
網走番外地
続網走番外地
はぐれ刑事純情派
（第14シリーズ）#4―5
キカイダー01#31―32
　仮面ライダーエグゼイド#1―2
美少女戦士セーラームーンS#9―10
今日から俺は!! ガッツだぜ17才
やくざ戦争 日本の首領
日本統一 エピソード集Ⅴ
夫婦専用シェアハウス 後編［R15+］
放送終了


4:00


6:00


7:00


8:00


9:00


11:00


13:00


15:00


17:00


18:00


19:00


20:00


22:00


0:00


1:30


3:00


プレイガール#189―190
　ジャイアントロボ#1―2
デビルマン#15―16
魔女っ子メグちゃん#51―52
Gメン’75#51―52
鉄道員
ゴルゴ13
Gメン’75#53―54
バトルフィーバーJ#33―34
刑事くん第二部#21―22
SF西遊記 スタージンガー
#33―34
今日から俺は!! 電撃の17才
女が見ていた
日本極道戦争 第十一章
妖美伝奇新説　
牡丹灯籠　弐［R15+］
放送終了


プレイガール#159―160
燃えろアタック#61―62
ザ・カゲスター#19―20
ゲゲゲの鬼太郎（第5期）
#29―30
赤穂浪士（1979・TV）
#29―30
傑作推理劇場 異人館の遺言書
傑作推理劇場 暗い穴の底で
博徒斬り込み隊
特別機動捜査隊#777―778
ながぐつ三銃士
関東兄弟仁義 仁俠
今日から俺は!! 劇場版（1994）
極東黒社会［R15+］
レイプハンター 通り魔[R15+版］
たわわなときめき［R15+］
放送終了


4:00


6:00
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9:00


11:00


12:30


13:30


15:00


16:30


18:00


19:30


21:00


1:00


3:00


はぐれ刑事純情派
(第11シリーズ)#11―12
サイボーグ009（1968）#13―14
電子戦隊デンジマン#17―18
仮面ライダービルド#11―12
キイハンター#207―208
長靴をはいた猫 
80日間世界一周
警視庁物語 ウラ付け捜査
警視庁物語 全国縦断捜査
御存じ快傑黒頭巾 マグナの瞳
御存じ快傑黒頭巾（第二話） 
御存じ快傑黒頭巾 危機一発
御存じ快傑黒頭巾 神出鬼没
　列島制覇 
非道のうさぎ#1―4
近藤みやび Fabulous
放送終了


4:00


6:00


8:00


10:00


11:00


11:30


12:00


13:30


14:30


15:00


16:30


18:00


19:30


21:00


1:00


3:00


キイハンター#153―154
燃えよ剣#9―10
ザ・スーパーガール#13―14
『機界戦隊ゼンカイジャー』スピンオフ
電撃戦隊チェンジマン（劇場版）
電撃戦隊チェンジマン 
シャトルベース!
仮面ライダージオウVSディケイド
仮面ライダーディケイドVSジオウ
シネマ☆チョップ！
快傑黒頭巾
快傑黒頭巾 爆発篇
危うし!! 快傑黒頭巾
おしどり道中
列島制覇 
非道のうさぎ#5―8
痴漢日記6［R15+］
放送終了
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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


1:30


3:00


徳川の女たち#17―20
デジモンフロンティア#19―20
　仮面ライダースーパー1
#1―2
バビル2世#33―34
影同心#7―8
忍者武芸帖 百地三太夫
ボクサー
影同心#9―10
燃えろアタック#65―66
ザ・カゲスター#23―24
ゲゲゲの鬼太郎（第5期）
#33―34
兄弟仁義 関東兄貴分
悪魔が忍び込む
XXエクスクロス 魔境伝説
痴漢透明人間Part4［R15+］
放送終了
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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


さすらい刑事旅情編 Ⅱ#17―18
イナズマンF#11―12
宇宙戦隊キュウレンジャー
#19―20
仮面の忍者 赤影#41―42
もっとあぶない刑事（TV）#3―4
旗本やくざ
血まみれの決闘
もっとあぶない刑事（TV）#5―6
サイボーグ009（1968）#17―18
電子戦隊デンジマン#21―22
仮面ライダービルド#15―16
兄弟仁義 逆縁の盃
どついたるねん
極道の紋章 レジェンド 第四章
謝国権「愛」より 
㊙性と生活［R15+］
放送終了


©東映
13（月）深夜1：30より放送ほか
「謝国権「愛」より ㊙性と生活［R15+］」


ラブ


※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。


人を幸せにする｢愛」の教科書
あの手この手で…
性の悩みをズバッと快決！


日本の性医学のパイ
オニア謝国権のベス
トセラーが原作。性
にまつわる奇妙な生
態を赤裸々に描いた
エロチシズム大作！
チュ～もく‼（む）


©東映©2021 スターコーポレーション21
4（土）20：00より放送ほか1（水）22：00より放送ほか


純烈主演
『スーパー戦闘 
純烈ジャー』
TV初放送!


さすらい刑事旅情編 Ⅱ#15―16
イナズマンF#9―10
宇宙戦隊キュウレンジャー#17―18
仮面の忍者 赤影#39―40
　もっとあぶない刑事
（TV）#1―2
俠客列伝
遊俠列伝
もっとあぶない刑事（TV）#3―4
サイボーグ009（1968）#15―16
電子戦隊デンジマン#19―20
仮面ライダービルド#13―14
今日から俺は!! 嵐を呼ぶ17才
海底大戦争
飛びだす冒険映画 赤影
日本統一 エピソード集Ⅳ
夫婦専用シェアハウス 前編［R15+］
放送終了


東京で見つかった焼死体
を巡って、秋田、四日市、沖
縄へと捜査が展開される。


本宮泰風主演の人気任侠
シリーズの総集篇第4弾。


チャンネル
初


ラブ
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木 金 土 日 月 火水


（J SPORTS 3）※都合により、番組内容や放送時間が変更になる場合があります。


６.00　我ら⑤◇30 マジェスティ
６.45　MLBミュージック�
７.00　プロ野球
	 「オリックス×楽天


（6/29）」
	 ～ほっともっとフィールド


神戸
10.30★XBMLB中継
	 「エンジェルス×ホワイト


ソックス」（延長あり）
２.30AFIA ETCR HL　第3戦
３.00BDTMドイツツーリング


カー選手権2022
	 ▽第3戦	決勝「イモラ」
５.00★バドミントン ワールド


ツアー マレーシアオー
プン 2022


	 ▽2回戦
０.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022
	 ▽リード	第1戦	男女決勝	


「インスブルック」
３.00　ラグビー わんだほー！�


（〜4.00）


６.00　MOTOR#426◇30 情報
７.00　新極真魂#341
８.00★XBMLB中継
	 「ヤンキース×エンジェルス」
	 （延長の場合あり）
０.00Bジロ・デ・イタリア
	 ▽休息日TV「第10～15S」
１.00　WRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.5「プレビュー」
１.30Kフリースタイルスキー 


FIS W杯		男女	モーグル
/デュアルモーグル「アルプ
・デュエズ（12/17-18）」


４.30　Bリーグ CS 2021-22
	 ▽決勝	第3試合（変更あり）
７.00BMLB中継「ヤンキース×


エンジェルス（6/2）」
10.30AThis Week in WWE#696
11.00Bニュルブルクリンク24


時間耐久レース 2022
	 ▽［Part2］	FINISH
２.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022		ボル
ダリング	第5戦	男女決勝


５.30　ラグビー 一人語り⑥
６.00BDTMドイツツーリング


カー 2022		第2戦	決勝
８.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「広島×オリックス（6/3）」
11.30　情報
０.00Bジロ・デ・イタリア		休息日
	 「第16～21S」◇MLB音楽�
１.15　スーパーフォーミュラ		第4戦
１.30★XBFIA フォーミュラE


世界選手権		第9戦・予選
３.30Kスーパーフォーミュラ 


2022　第4戦「決勝」
５.30★XBFIA フォーミュラE


世界選手権		第9戦・決勝
８.00　Bリーグ CS 2021-22
	 ▽決勝	第3試合（変更あり）
10.30　WRC世界ラリー選手権'22
11.00★XKWRC世界ラリー		Rd.5	


「速報	Day1+ライブステージ」
０.15　スーパーフォーミュラ		第4戦
０.30BFIA フォーミュラE世界


選手権'22		第9戦・予選	
▽２.00 第9戦・決勝


４.00　ダンス！華麗なる闘い
５.00　【ダーツ】'16 Tokyo Masters
６.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「広島×オリックス（6/4）」
９.30　情報
10.00Kセレクション
４.00★AFIA ETCR HL		第1・2戦
５.00　WRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.5「プレビュー」	


▽５.30K「速報	Day1+	
ライブステージ」


６.30★KWRC世界ラリー'22
	 ▽Rd.5「速報	Day2」
７.00★XKWRC世界ラリー'22
	 ▽Rd.5「パワーステージ」
８.45　FIM スーパースポーツ300
９.00★第7回全日本フルコンタ


クト空手道選手権大会
０.00　新極真魂#341
１.00AFIA ETCR HL		第1・2戦
２.00　HOOP!～学生バスケ情報⑤
２.30★XBMLB中継
	 「フィリーズ×エンジェルス」
	 （延長の場合あり）


６.30　The REAL		サーフィン
７.30　結束！侍ジャパン�
８.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「広島×オリックス（6/5）」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	


スタジアム広島
11.30　情報
０.00Kセレクション


６.00KWRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.5「速報	Day2」	


▽６.30 「パワーステージ」
８.00　MLBイッキ見！⑨
８.45　MLBミュージック�
９.00★MOTOR#427◇30 HOOP!⑤
10.00AThis Week in WWE#696
10.30Kセレクション


１.30Kセレクション


７.30　Bリーグ チャンピオンシ
ップ 2021-22


	 ▽準々決勝	第1試合
10.00　HOOP!～学生バスケ情報⑤
10.30★XBMLB中継
	 「エンジェルス×レッド


ソックス」（延長あり）
２.30　結束！侍ジャパン�
３.00Kフリースタイルスキー 


FIS W杯		男女	モーグル	
「トランブラン（1/7）」


５.00　MOTOR GAMES#427
５.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「オリックス×ヤクルト」
	 ～京セラドーム大阪
	 （試合終了まで放送、	


以降の番組変更あり）
10.00BFIA フォーミュラE世界


選手権 2022
	 ▽第9戦・予選	


▽11.30 第9戦・決勝	
「ジャカルタ」


１.30AFIA ETCR HL　第1戦
（2.00〜7.00放送休止）


６.00　The REAL		アメフトw
７.00BFIA 世界耐久選手権


（WEC） 2022
	 ▽第3戦	ル・マン24時間


レース（フランス）	
「Part2【サンセット】」


10.30　情報
11.00KWRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.5「パワーステージ」
０.30　結束！侍ジャパン�
１.00Kセレクション
４.00Kフリースタイルスキー 


FIS W杯		男女	モーグル
「ディアバレー（1/14）」


６.00　ダンス！華麗なる闘い
７.00BMLB中継
	 「対戦カード未定（6/13）」
10.30BFIM スーパーバイク世界


選手権2022　第4戦
１.30AFIA WTCR HL　第2戦
２.00Kフリースタイルスキー 


FIS W杯		男女	モーグル
「ディアバレー/アメリカ
（1/14）」	 （〜4.00）


６.00　The REAL		アメフトw
７.00　Bリーグ CS 2021-22
	 ▽準決勝	第3試合
	 （変更の場合あり）
９.30　【ダーツ】'13 ワールドマッ


チプレー　セミファイナル
10.30★XBMLB中継
	 「エンジェルス×ロイヤルズ」
	 （延長の場合あり）
２.30　結束！侍ジャパン�
３.00Kフリースタイルスキー 


FIS W杯		男女	デュアル
モーグル（3/19）


５.00　MOTOR GAMES#429
５.30★Xプロ野球
	 「オリックス×ソフトバンク」
	 （試合終了まで放送）
10.00　プロ野球
	 「オリックス×ソフトバンク


（6/21）」
１.30　結束！侍ジャパン�
２.00Kフリースタイルスキー 


FIS W杯		男女	デュアル	
モーグル（3/19）（〜4.00）


６.00　The REAL
７.00　新極真魂#342
８.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022
	 ▽リード	第1戦	男女決勝


「インスブルック」
11.00BFIM スーパーバイク世界


選手権2022　第4戦
２.00BFIM スーパースポーツ世


界選手権2022　第4戦
４.30AFIA ETCR HL　第3戦
５.00　MOTOR GAMES#430
５.30★Xプロ野球
	 「オリックス×楽天」
	 ～ほっともっとフィールド


神戸
	 （試合終了まで放送）
10.00AFIM 世界耐久（EWC）'22
	 ▽第2戦	ダイジェスト
11.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022
	 ▽ボルダリング	第7戦	


男子決勝「インスブルック」
（1.00〜7.00放送休止）


６.00　MOTOR#427◇30 情報
７.00KWRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.5「速報	Day2」	


▽７.30 「パワーステージ」
９.00BFIA フォーミュラE世界


選手権 2022　第9戦・
決勝「ジャカルタ」


11.00　Bリーグ チャンピオンシ
ップ 2021-22　準々
決勝	第3試合（変更あり）


１.30　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「オリックス×ヤクルト（6/9）」
５.00　情報
５.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「オリックス×阪神」
	 （試合終了まで放送）
10.00　2021 ル・マン24時間


レースの舞台裏
11.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「オリックス×阪神（6/10）」
２.30AThis Week in WWE#697
３.00Kフリースタイルスキー 


FIS W杯		男女	モーグル	
「トランブラン（1/8）」


５.00　ラグビー 一人語り⑥
５.30BMLB中継「エンジェルス	


×レッドソックス（6/9）」
９.00　MLBイッキ見！⑩
９.45　ベスト4決定！全日本大学野球
10.00　情報
10.30★XBMLB中継
	 「エンジェルス×メッツ」
	 （延長の場合あり）
２.30　結束！侍ジャパン�
３.00　The REAL◇４.00 我ら⑤
４.30　スーパーフォーミュラ		第4戦
４.45★SUPER GT ダイジェスト
５.00★AFIA WTCR HL		第2戦
５.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「オリックス×阪神」
	 （試合終了まで放送）
10.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「オリックス×阪神（6/11）」
１.30　SUPER GT ダイジェスト
１.45　The REAL		クライミング
２.45★XIFSC クライミングW杯 


2022　ボルダリング	
第6戦	女子決勝


５.30　MLB音楽�◇45 一人語り⑥
６.15Kラグビーチャリティーマッチ
	 「エマージング	ブロッサムズ×	


トンガ	サムライ	フィフティーン」
９.00　クライミングW杯　ボル


ダリング	第6戦	女子決勝
11.00★XBMLB中継「エンジェ


ルス×メッツ」（延長なし）
１.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「オリックス×阪神」
	 （試合終了まで）
６.00AFIA WTCR HL◇30 GT
６.45AFIM EWC '22　第1戦
７.45★BFIM スーパーバイク'22
	 ▽第4戦	決勝レース1
８.45★XBFIM スーパーバイク'22
	 ▽第4戦	決勝レース2
10.00★KWRC世界ラリー'22
	 ▽Rd.5「レビュー」
11.00★REAL◇０.00 HOOP!⑤
０.30　GT ダイジェスト◇REAL
１.45★XIFSC クライミングW杯 


2022　ボルダリング	
第6戦	男子決勝（〜4.30）


６.00　【ダーツ】'16 Tokyo Masters
７.00BFIA 世界耐久（WEC）'22
	 ▽第3戦	ル・マン24時間	


レース（フランス）「Part1
【スタート】」◇10.30 情報


11.00KWRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.5「速報	Day1+	


ライブステージ」	
▽０.00 「速報	Day2」


０.30　スーパーフォーミュラ		第4戦
０.45　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「オリックス×阪神（6/12）」
４.15　結束！�◇GT ダイジェスト
５.00　The REAL		アメフトw
６.00Kフリースタイルスキー 


FIS W杯		男女	モーグル
「ディアバレー（1/13）」


８.00　MLBイッキ見⑩◇マジェスティ
９.00★MOTOR GAMES#428
９.30★AMobil 1 The Grid④
10.00AThis Week in WWE#697
10.30Kセレクション
２.30★BFIM スーパースポーツ


2022　第4戦	（〜5.00）


６.00　MOTOR#428◇30 情報
７.00BFIA 世界耐久（WEC）'22
	 ▽第3戦	ル・マン24時間


レース（フランス）	
「Part5【サンライズ】」


９.30AMobil 1④◇10.00 情報
10.30　マジェスティ
10.45　MLBミュージック�
11.05★XBMLB中継
	 「マリナーズ×エンジェルス」
	 （延長の場合あり）
３.00BFIM スーパーバイク世界


選手権2022　第4戦
６.00　情報
６.30BMLB中継
	 「マリナーズ×エンジェルス


（6/16）」
10.00AThis Week in WWE#698
10.30BFIM スーパースポーツ世


界選手権2022　第4戦
１.00BFIA 世界耐久（WEC）'22
	 ▽第3戦	ル・マン24時間


レース（フランス）	
「Part6【サバイバル】」


４.00BFIA 世界耐久選手権
（WEC） 2022　第3戦	
「Part7【クライマックス】」	
▽７.00 「Part8【ゴール】」


10.00Kスーパーフォーミュラ 
2022　第4戦「予選」	
▽11.30 「決勝」


１.30★XKスーパーフォーミュラ 
2022　第5戦「予選」


	 （放送開始時刻変更あり）
３.30　スーパーフォーミュラ		第4戦
３.45　GT ダイジェスト◇REAL
５.00BMLB中継「マリナーズ×


エンジェルス（6/17）」
８.30　MLB音楽�◇マジェスティ
９.00　ダンス！華麗なる闘い
10.00AFIA ETCR HL　第1戦
10.30Kスーパーフォーミュラ 


2022　第5戦「予選」
０.00AFIA ETCR HL　第2戦
０.30　クライミングW杯　ボル


ダリング	第6戦	男子決勝
２.30　The REAL		クライミング
３.30Kセレクション


６.30BFIM スーパースポーツ世
界選手権2022　第4戦


９.00BFIM スーパーバイク世界
選手権2022　第4戦


０.00　スーパーフォーミュラ		第4戦
０.15★FIM スーパースポーツ300
	 ▽第4戦
０.30Kスーパーフォーミュラ 


2022　第5戦「予選」
２.00★XKスーパーフォーミュラ 


2022　第5戦「決勝」
４.30AFIA WTCR HL　第2戦
５.00　第7回全日本フルコンタ


クト空手道選手権大会
８.00★XBDTMドイツツーリン


グカー '22		第3戦	決勝
10.30Kスーパーフォーミュラ 


2022　第5戦「決勝」
０.30AFIA ETCR HL　第1戦
１.00KWRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.5「レビュー」
２.00BDTMドイツツーリング


カー選手権2022		第3戦	
決勝「イモラ」	（〜4.00）


５.05★XBMLB中継
	 「マリナーズ×エンジェルス」
	 （延長の場合あり）
９.00　ダンス！華麗なる闘い
10.00　Bリーグ CS 2021-22
	 ▽準決勝	第1試合	


▽０.30 準決勝	第2試合
３.00Kフリースタイルスキー 


FIS W杯		男女	モーグル
「メジェーブ（3/18）」


５.00BMLB中継
	 「マリナーズ×エンジェルス


（6/19）」
８.30　結束！�◇★MOTOR#429
９.30　MLBイッキ見！⑪
10.15　マジェスティ◇AWWE#698
11.00Kスーパーフォーミュラ 


2022　第5戦	スポーツ
ランドSUGO「予選」	
▽０.30 「決勝」


２.30KWRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.5「レビュー」
３.30AFIA ETCR 2022HL
	 ▽第2戦	 （〜4.00）


５.15　The REAL		クライミング
６.15　スーパースポーツ300		第4戦
６.30BMLB中継
	 「対戦カード未定（6/23）」
10.00　情報
10.30★XBMLB中継
	 「エンジェルス×マリナーズ」
	 （延長の場合あり）
２.30　HOOP!～学生バスケ情報⑤
３.00BDTMドイツツーリング


カー2022　第3戦	決勝
５.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022		ボル
ダリング	第7戦	女子決勝


７.00AMobil 1 The Grid④
７.30AFIA WTCR HL　第2戦
８.00★AFIA WTCR HL		第3戦
８.30　WRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.6「プレビュー」
９.00★XKWRC世界ラリー'22
	 ▽Rd.6「速報	Day1+	


ライブステージ」
10.15　SUPER GT ダイジェスト
10.30Kセレクション


４.30　The REAL		クライミング
５.30BDTMドイツツーリング


カー2022　第3戦	決勝
７.30BMLB中継「エンジェルス


×マリナーズ（6/24）」
11.00★XBMLB中継「エンジェルス


×マリナーズ」（延長あり）
３.00Kスーパーフォーミュラ 


2022　第5戦「決勝」
５.00AFIA ETCR HL　第2戦
５.30★AFIA ETCR HL		第3戦
６.00　WRC世界ラリー選手権'22
６.30KWRC世界ラリー選手権'22
７.30★KWRC世界ラリー'22
	 ▽Rd.6「速報	Day2」
８.00★XKWRC世界ラリー'22
	 ▽Rd.6「パワーステージ」
９.45　SUPER GT ダイジェスト
10.00★AFIA WEC '22HL		第3戦
11.00★REAL◇０.00AFIA WTCR
０.30　MLB音楽�◇45 REAL
１.45★XIFSC クライミングW杯 


2022　リード	第1戦	
男女決勝	 （〜5.00）


６.00　Cycle*2022 月チャリ
７.00　我ら⑤◇30 マジェスティ
７.45　MLBミュージック�
８.00　Bリーグ CS 2021-22
	 ▽決勝	第3試合（変更あり）
10.30　SAIL GP '22/23		第2戦
11.00　第7回全日本フルコンタ


クト空手道選手権大会
２.00　新極真魂#341◇３.00 情報
３.30　WRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.6「プレビュー」	


▽４.00K「速報	Day1+
ライブステージ」	
▽５.00K「速報	Day2」	
▽５.30K「パワーステージ」


７.00★新極真魂#342
８.00★HOOP!⑥◇30 結束！�
９.00★MOTOR GAMES#430
９.30　MLBイッキ見！⑫
10.15　マジェスティ◇30 HOOP!⑥
11.00AThis Week in WWE#699
11.30AFIA WEC '22HL		第3戦
０.30Kセレクション


（〜4.30）


６.00　結束！�◇30 情報
７.00　Bリーグ CS 2021-22
	 ▽決勝	第1試合
９.30　【ダーツ】'16 Tokyo Masters
	 ▽クウォーターファイナル
10.30★XBMLB中継
	 「エンジェルス×ロイヤルズ」
	 （延長の場合あり）
２.30　我ら⑤◇３.00 ダンス！
４.00KWRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.5「レビュー」
５.00　情報
５.30★Xプロ野球
	 「オリックス×ソフトバンク」
	 （試合終了まで放送）
10.00　結束！侍ジャパン�
10.30★WRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.6「プレビュー」
11.00AMobil 1 The Grid④
11.30　MOTOR GAMES#429
０.00★AThis Week in WWE#699
０.30　プロ野球
	 「オリックス×ソフトバンク


（6/22）」	 （〜4.00）


６.00　我らワールド観戦塾⑤
６.30　WRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.6「プレビュー」
７.00　Bリーグ CS 2021-22
	 ▽決勝	第2試合
９.30BDTMドイツツーリング


カー2022　第3戦	決勝
11.30Kスーパーフォーミュラ 


2022　第5戦「予選」
１.00　Cycle*2022 月チャリ
２.00　プロ野球「オリックス×


ソフトバンク（6/22）」
５.30　情報◇６.00AMobil 1④
６.30　MOTOR GAMES#429
７.00BMLB中継「エンジェルス


×ロイヤルズ（6/22）」
10.30　結束！侍ジャパン�
11.00★AFIM 世界耐久（EWC）'22
	 ▽第2戦	ダイジェスト
０.00　スーパースポーツ300		第4戦
０.15　クライミングW杯　ボル


ダリング	第6戦	男子決勝
２.15★XクライミングW杯		ボル


ダリング	第7戦	男子決勝


５.15　The REAL		クライミング
６.15　MLB音楽�◇30 情報
７.00　Bリーグ CS 2021-22
	 ▽決勝	第3試合（変更あり）
９.30　新極真魂#341
10.30　ダンス！華麗なる闘い
11.30　FIM スーパースポーツ300
	 ▽第4戦◇45 情報
０.00Kスーパーフォーミュラ 


2022　第5戦「決勝」
２.00AFIA WTCR HL　第2戦
２.30　情報◇３.00 セレクション
４.00　ラグビー 一人語り⑥
４.30　マジェスティ◇45 情報
５.00　クライミングW杯　ボル


ダリング	第7戦	男子決勝
７.00BMLB中継
	 「対戦カード未定（6/23）」
10.30AWWE#699◇11.00 REAL
０.00　SUPER GT ダイジェスト
０.15　クライミングW杯　ボル


ダリング	第7戦	男子決勝
２.15★XクライミングW杯		ボル


ダリング	第7戦	女子決勝


７.00　【ダーツ】'13 ワールドマッ
チプレー　セミファイナル


８.00★XBMLB中継
	 「ヤンキース×エンジェルス」
	 （延長の場合あり）
０.00　Bリーグ チャンピオンシ


ップ 2021-22
	 ▽決勝	第3試合（変更あり）
２.30　HOOP!～学生バスケ情報⑤
３.00　SAIL GP '22/23		第1戦
３.30BFIA 世界耐久選手権


（WEC） 2022　第2戦	
「スパ・フランコルシャン
6時間レース（ベルギー）」


10.30★WRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.5「プレビュー」
11.00★スーパーフォーミュラ		第4戦
11.15　FIM スーパースポーツ300
	 ▽第3戦◇30 MOTOR#426
０.00★AWWE#696
０.30　Bリーグ CS 2021-22
	 ▽決勝	第3試合（変更あり）
３.00　HOOP!～学生バスケ情報⑤
３.30　結束！�	 （〜4.00）


６.00　我ら④◇30 情報
７.00　【ダーツ】'16 Tokyo Masters
８.00★XBMLB中継
	 「ヤンキース×エンジェルス」
	 （延長の場合あり）
０.00Bジロ・デ・イタリア
	 ▽休息日TV「第1～9S」
１.00　ラグビー 一人語り⑥
１.30Kフリースタイルスキー 


FIS W杯		男女	モーグル	
「ルカ（12/4）」	
▽３.30 男女	モーグル/
デュアルモーグル	
「イドレ（12/11-12）」


６.15　情報◇30AMobil 1③
７.00BMLB中継「ヤンキース×


エンジェルス（6/1）」
10.30AFIA WEC '22HL		第2戦
11.30Bニュルブルクリンク24


時間耐久レース 2022
	 ▽［Part1］	START
２.30Kフリースタイルスキー 


FIS W杯		男女	モーグル
「ルカ（12/4）」	（〜4.30）


７.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「オリックス×ヤクルト


（6/7）」
10.30★XBMLB中継
	 「エンジェルス×レッド


ソックス」（延長あり）
２.30　HOOP!～学生バスケ情報⑤
３.00Kフリースタイルスキー 


FIS W杯		男女	モーグル	
「トランブラン（1/8）」


５.00　情報
５.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「オリックス×ヤクルト」
	 （試合終了まで放送）
10.00AFIA WEC '22HL		第2戦
11.00　SAIL GP '22/23		第1戦
11.30　MOTOR GAMES#427
０.00★AWWE#697
０.30　2021 ル・マン24時間


レースの舞台裏
１.30AFIA ETCR HL　第2戦
２.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「オリックス×ヤクルト


（6/8）」	 （〜5.30）


６.00　我ら④◇30 情報
７.00　セレクション
８.00　WRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.5「プレビュー」	


▽８.30K「速報	Day1+
ライブステージ」


９.30BFIA フォーミュラE世界
選手権 '22		第9戦・予選


11.00　Bリーグ CS 2021-22
	 ▽準々決勝	第2試合
１.30　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「オリックス×ヤクルト（6/8）」
５.00　情報
５.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「オリックス×ヤクルト」
	 （試合終了まで放送）
10.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「オリックス×ヤクルト（6/9）」
１.30★ベスト4決定！全日本大学野球
１.45　MLBミュージック�
２.00Kフリースタイルスキー 


FIS W杯		男女	モーグル	
「トランブラン/カナダ
（1/7）」	 （〜4.00）


６.00　結束！�◇30 情報
７.00BFIA 世界耐久選手権


（WEC） 2022　第3戦	
「Part3【ミッドナイト】」


10.30　マジェスティ◇MLB音楽�
11.05★XBMLB中継「ドジャース


×エンジェルス」（延長あり）
３.00Kフリースタイルスキー 


FIS W杯		男女	デュアル
モーグル（3/12）


５.00KWRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.5「レビュー」◇情報
６.30AFIA WTCR HL　第2戦
７.00BMLB中継「ドジャース×


エンジェルス（6/14）」
10.30AMobil 1 The Grid④
11.00AFIA WTCR HL　第2戦
11.30　MOTOR#428◇★AWWE#698
０.30　マジェスティ◇MLB音楽�
１.00Kフリースタイルスキー 


FIS W杯		男女	デュアル
モーグル（3/12）


３.00　【ダーツ】'13 Wマッチプレー
	 ▽セミファイナル（〜4.00）


６.00　我ら⑤◇30 情報
７.00BFIA 世界耐久選手権


（WEC） 2022
	 ▽第3戦	ル・マン24時間


レース（フランス）	
「Part4【トワイライト】」


10.30　情報
10.45　スーパーフォーミュラ		第4戦
11.05★XBMLB中継
	 「ドジャース×エンジェルス」
	 （延長の場合、以降の番組


変更あり）
３.00BFIM スーパースポーツ世


界選手権2022
	 ▽第4戦「ミサノ」
５.30　我らワールド観戦塾⑤
６.00　情報◇30 MOTOR#428
７.00BMLB中継
	 「ドジャース×エンジェルス


（6/15）」
10.30AFIA WTCR HL　第2戦
11.00Kセレクション


（〜5.00）


７.00　プロ野球
	 「オリックス×楽天


（6/28）」
10.30★XBMLB中継
	 「エンジェルス×ホワイト


ソックス」（延長あり）
２.30　結束！侍ジャパン�
３.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022		ボル
ダリング	第7戦	女子決勝


５.00　情報
５.30★Xプロ野球
	 「オリックス×楽天」
	 （試合終了まで放送）
10.00★FIS W杯 2021/22  


モーグル 特別編
10.30　ラグビー わんだほー！�
11.30　SAIL GP '22/23		第2戦
０.00★AWWE#700
０.30　新極真魂#342
１.30BDTMドイツツーリング


カー選手権2022
	 ▽第3戦	決勝「イモラ」
３.30　MOTOR#430	（〜4.00）
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株式会社ジェイ・スポーツ
〒135-8668　東京都江東区青海2-5-10
カスタマーセンター：TEL.0570-099-333
 （ナビダイヤル/毎日10:00～20:00）


2022年6月放送スケジュール
2022.6.1 ▶ 6.30　J SPORTS 36


★新内容登場番組　X生放送・生中継　B二カ国語　K音声多重　A字幕


最新の番組情報はJ SPORTS ホームページでご確認下さい。








（5/16 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。


5月30日(月) 5月31日(火) 6月1日(水) 6月2日(木) 6月3日(金) 6月4日(土) 6月5日(日)


20 CSテレ朝ナビ！！


50 [字]タイ版「花より男子」『F4 Thailand/BOYS OVER
FLOWERS』 #9（～5:00まで）


50 [字]タイ版「花より男子」『F4 Thailand/BOYS OVER
FLOWERS』 #10（～5:00まで）


50 [字]タイ版「花より男子」『F4 Thailand/BOYS OVER
FLOWERS』 #11（～5:00まで）


5月30日(月) 5月31日(火) 6月1日(水) 6月2日(木) 6月3日(金) 6月4日(土) 6月5日(日)


（～引き続き）  SUPER SHIRO
#1-15


30 あたしンち #60


10 [字]韓国ドラマ
「王は愛する」


#15


#16


10 おにぎりあたためますか #734


40 ★おにぎりあたためますか #735


00 リーマンズクラブ #7


30 カッコウの許嫁 #7


00 電脳少女シロのアレコレ挑戦バラエティ 超サイキ道
DX #25 [スカパー！無料除外]


30 ゲキレア珍百景 #74


00 囲碁将棋の島はなんでも知ってい
る
#3-6[終]


（～引き続き）  SUPER SHIRO
#16-30


00 奪い愛、冬 #2


00 奪い愛、冬 #3


00 にじいろカルテ #2


00 にじいろカルテ #3


00 リーマンズクラブ
#5


#6


00 警視庁・捜査一課長Season4
#2


00 警視庁・捜査一課長Season4
#3


00 相棒Season12 #9
「かもめが死んだ日」


00 ユニコーンLIVE "ドライブしようよ"
スピンオフツアー「EBI ＆ UNICORN
"狙ったエモノは逃さねぇ"」


30 DJ KOOのココDO KOO!?
#15ｰ18


30 相棒Season16 #12
「暗数」


30 [終]奪い愛、冬 #7


30 [新]黒革の手帖（2017） #1


00 相棒Season12 #10
元日SP
「ボマー」


15 ネタポン
#1-9


00 番組未定


[スカパー！無料除外]


00 ドラえもん #412


30 ドラえもん #413


00 クレヨンしんちゃん #615


00 Free! -Eternal Summer-


#10


30 RE-MAIN #3


00 ドラえもん #80


30 あたしンち #61


00 [新][字]タイ「The Gifted
Graduation」 #1


50 [字]タイ「The Gifted
Graduation」 #2


40 [字]タイ「The Gifted
Graduation」 #3


00 テレビ朝日開局60周年
ドラマスペシャル『逃亡者』
（第2夜）


[スカパー！無料除外]


30 SUPER SHIRO #31-45


（～5:00まで）


30 ★カッコウの許嫁 #7


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#7 #8


30 SUPER SHIRO #16-30


（～5:00まで）
30 SUPER SHIRO #1-15


（～5:00まで）


00 ★「Little Fandango」もうすぐ開
幕！
DisGOONie Presents


『PSY・S』
『DECADANCE』
一挙放送


10 番組未定


10 DJ KOOのココDO KOO!? #8


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #276


00 警視庁･捜査一課長Season1
#8


50 警視庁･捜査一課長Season1
#9


40 警視庁･捜査一課長Season1
#10


30 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


20 警視庁・捜査一課長Season4
#6


10 遺留捜査（2021）#2


00 先生を消す方程式。 #5


30 先生を消す方程式。 #6


00 [副]バトルアスリーテス大運動会
ReSTART!


#5


#6


00 ★都市伝説の女 #6


30 DJ KOOのココDO KOO!? #10


（～引き続き）[字]タイ版「花より男
子」『F4 Thailand/BOYS OVER
FLOWERS』 #10


00 奪い愛、冬 #3


00 あたしンち #101


30 ★機界戦隊ゼンカイジャー #36


00 クレヨンしんちゃん #583


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #275


00 [新]科捜研の女（2013-
2014）#1


50 [終]相棒Season6 #19
最終回SP
「黙示録」


30 警視庁・捜査一課長1
～ヒラから成り上がった最強の刑事！


主婦達の4億円強奪トリック…血液型を自
在に変える少女!!


20 警視庁・捜査一課長Season4
#5


10 [新]遺留捜査（2021）#1
初回SP


40 [字]韓国ドラマ「ハンムラビ法廷～
初恋はツンデレ判事!?～」


#6


#7


00 美味しんぼ #41


30 ★仮面ライダーセイバー #32


10 [終]BORDER #9


00 [字]韓国ドラマ「ハンムラビ法廷～
初恋はツンデレ判事!?～」


#4


#5


00 美味しんぼ #39


30 ★仮面ライダーセイバー #31


00 ドラえもん #76


30 リーマンズクラブ #2


00 クレヨンしんちゃん #584


00 SUPER SHIRO


#16-25


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#3 #4


30 DJ KOOのココDO KOO!? #11 2727


00 奪い愛、冬 #2


00 あたしンち #100


30 ★機界戦隊ゼンカイジャー #35


00 クレヨンしんちゃん #582


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #274


00 [終]新・科捜研の女（2004）
#9


50 相棒Season6 #18
「白い声」


40 ドクターX～外科医・大門未知子
～（2019）#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!?


24


26


24


25 25


26
30 SUPER SHIRO


#11-15


20 [終]リーガルV～元弁護士・小鳥
遊翔子～ #9 最終回SP


40 DJ KOOのココDO KOO!? #8


21


22


23


00 [新]リーマンズクラブ #1


30 リーマンズクラブ #2


00 [新]RE-MAIN #1


30 RE-MAIN #2


00 相棒Season16 #13
「いわんや悪人をや（前篇）」


00 奪い愛、冬 #3


20


00 奪い愛、冬 #4


30 クレヨンしんちゃん #616


00 囲碁将棋の山はなんでも知っている
#1 #2


00 クレヨンしんちゃん #316


30 ★[字]タイ「The Gifted
Graduation」 #9


20 ★[字]タイ「The Gifted
Graduation」 #10


10 ★[字]タイ「The Gifted
Graduation」 #11


30 ドラえもん #123


00 上田ちゃんネル #352


00 ドラえもん #122


1818


19


30 ドラえもん #77


00 クレヨンしんちゃん #58


30 クレヨンしんちゃん #59


00 ドラえもん #78


30 ドラえもん #79


00 クレヨンしんちゃん #60


30 クレヨンしんちゃん #61 30 ゲキレア珍百景 #18


30 ドラえもん #82


00 ゲキレア珍百景 #17


30 ドラえもん #121


30 ★＜愛蔵版＞大阪☆春夏秋冬
2022 TOUR Thanks for 10th～
歌い続ける僕らの唄～


[スカパー！無料除外]


00 ドラえもん #120


9
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12 12


10
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【CSテレ朝チャンネル1 】2022年6月第1週


4


（～引き続き）[字]タイ版「花より男
子」『F4 Thailand/BOYS OVER
FLOWERS』 #9


6


20 DJ KOOのココDO KOO!?
#8 #9


50 ネタポン #10-13


7


9


20 警視庁・捜査一課長Season4
#4


13


30 クレヨンしんちゃん #317


19


00 [字]韓国ドラマ
「王は愛する」


#17


#18


10 DJ KOOのココDO KOO!? #8


22


23


20


21


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#1 #2


（～引き続き）[字]タイ版「花より男
子」『F4 Thailand/BOYS OVER
FLOWERS』 #11


00 奪い愛、冬 #4


00 あたしンち #102


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#5 #6


00 上田ちゃんネル #368







（5/16 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。


6月6日(月) 6月7日(火) 6月8日(水) 6月9日(木) 6月10日(金) 6月11日(土) 6月12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！！ 20 CSテレ朝ナビ！！


50 CSテレ朝ナビ！！ 50 [字]タイ版「花より男子」『F4 Thailand/BOYS OVER
FLOWERS』 #13（～5:00まで）


50 [字]タイ版「花より男子」『F4 Thailand/BOYS OVER
FLOWERS』 #14（～5:00まで）


50 [字]タイ版「花より男子」『F4 Thailand/BOYS OVER
FLOWERS』 #15（～5:00まで）


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


（～引き続き）  SUPER SHIRO
#31-45


10 奪い愛、冬 #6


00 [字]タイ版「花より男子」『F4
Thailand/BOYS OVER


FLOWERS』 #12


00 ゲキレア珍百景 #19


30 ゲキレア珍百景 #20


00 奪い愛、冬 #5


00 相棒Season16 #15
「事故物件」


30 ★仮面ライダーセイバー #36


00 ドラえもん #89


30 ドラえもん #90


00 クレヨンしんちゃん #68


30 クレヨンしんちゃん #6930 クレヨンしんちゃん #67


00 ★【アリス九號.ライブ完全版】
ALICE NINE. ONEMAN TOUR


「Brutal Revelation」


20 警視庁・捜査一課長Season4
#9


10 遺留捜査（2021）#5


00 [字]韓国ドラマ「ハンムラビ法廷～
初恋はツンデレ判事!?～」


#8


#9


30 あたしンち #63


00 美味しんぼ #44


30 ★仮面ライダーセイバー #34


00 ドラえもん #85


30 ドラえもん #86


30 [新]BORDER #1
初回SP


30 BORDER #2


30 ★カッコウの許嫁 #8


（～引き続き）  SUPER SHIRO
#1-15


30 あたしンち #64


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#9 #10


00 番組未定


00 おっさんずラブ #2
＜副音声あり＞


45 CSテレ朝ナビ！！


00 美味しんぼ #45


30 ★仮面ライダーセイバー #35


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #279


00 科捜研の女（2013-2014）#4


50 相棒Season16 #3
「銀婚式」


40 ドクターX～外科医・大門未知子
～（2019）#5


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


（～引き続き）[字]タイ版「花より男
子」『F4 Thailand/BOYS OVER
FLOWERS』 #13


00 [終]奪い愛、冬 #7


00 あたしンち #105


30 ★機界戦隊ゼンカイジャー #39


00 クレヨンしんちゃん #587


00 [終]警視庁･捜査一課長
Season1 #11


最終回SP


00 [新][字]タイ版「花より男子」『F4
Thailand/BOYS OVER


FLOWERS』


#1


#2


10 [字]タイ版「花より男子」『F4
Thailand/BOYS OVER FLOWERS』
＜エピソード0＞


00 [字]タイ「The Gifted
Graduation」 #4


50 [字]タイ「The Gifted
Graduation」 #5


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#7 #8


30 SUPER SHIRO #1-5


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#5 #6


30 SUPER SHIRO #1-15


（～5:00まで）


00 リーマンズクラブ
#7


#8


00 [副]バトルアスリーテス大運動会
ReSTART!


#7


#8


00 警視庁・捜査一課長Season4
#4


00 警視庁・捜査一課長Season4
#5


00 相棒Season12 #11
「デイドリーム」


00 ★都市伝説の女 #7


00 先生を消す方程式。 #7


30 [終]先生を消す方程式。 #8


30 DJ KOOのココDO KOO!?
#17 #18


00 ドラえもん #414


30 ドラえもん #415


00 クレヨンしんちゃん #617


30 クレヨンしんちゃん #618


00 奪い愛、冬 #6


00 上田ちゃんネル #353


00 おにぎりあたためますか #735


30 ★おにぎりあたためますか #736


00 [終][字]韓国ドラマ
「王は愛する」


#19


#20


00 ドラえもん #91


30 ドラえもん #92


30 DJ KOOのココDO KOO!? #15


（～引き続き）[字]タイ版「花より男
子」『F4 Thailand/BOYS OVER
FLOWERS』 #15


00 あたしンち #107


30 リーマンズクラブ #3


00 クレヨンしんちゃん #589


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #281


10 遺留捜査（2021）#7


30 あたしンち #66


00 Free! -Eternal Summer-


#11


30 RE-MAIN #4


00 [新]ホリデイラブ #1


00 ホリデイラブ #2


00 ★上田ちゃんネル #371


30 DJ KOOのココDO KOO!?
#15 #16


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#3 #4


00 リーマンズクラブ #3


30 リーマンズクラブ #4


00 RE-MAIN #3


30 RE-MAIN #4


40 [字]タイ「The Gifted
Graduation」 #6


30 DJ KOOのココDO KOO!? #14


（～引き続き）[字]タイ版「花より男
子」『F4 Thailand/BOYS OVER
FLOWERS』 #14


00 [新]おっさんずラブ #1


00 あたしンち #106


30 ★機界戦隊ゼンカイジャー #40


00 クレヨンしんちゃん #588


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #280


00 科捜研の女（2013-2014）#5


50 相棒Season16 #4
「ケンちゃん」
 


40 ドクターX～外科医・大門未知子
～（2019）#6


30 ドクター彦次郎3～塀の中から来た
名医！


雷を自在に操る殺人犯VS触診で嘘を
暴く医師


20 警視庁・捜査一課長Season4
#10


10 遺留捜査（2021）#6


00 [字]韓国ドラマ「ハンムラビ法廷～
初恋はツンデレ判事!?～」


#10


#11


30 あたしンち #65


00 美味しんぼ #46


00 相棒Season16 #14
「いわんや悪人をや（後篇）」


10 黒革の手帖（2017） #2


10 黒革の手帖（2017） #3


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10


#1-8


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#9 #10


00 ドラえもん #87


30 ドラえもん #88


00 クレヨンしんちゃん #66


00 おぼっちゃまくん #136


30 DJ KOOのココDO KOO!? #12


00 あたしンち #104


30 ★機界戦隊ゼンカイジャー #38


00 クレヨンしんちゃん #586


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #278


00 科捜研の女（2013-2014）#3


00 相棒Season16 #2
「検察捜査～反撃」


10 DJ KOOのココDO KOO!? #8


30 おかしな刑事23


有名マジシャン生舞台仰天殺人!!
芥川龍之介ゆかりの田端～王子～板橋！
東京城北大捜査疑惑の文学散歩の男…
ネットの罠に嵌った女父娘豪邸救出作戦!!


20 警視庁・捜査一課長Season4
#8


10 遺留捜査（2021）#4


00 [字]タイ版「花より男子」『F4
Thailand/BOYS OVER


FLOWERS』


#6


#7


00 [字] F4 Thailand 日本限定特別番組


00 科捜研の女（2002） #4


00 相棒Season12 #5
「エントリーシート」


00 ドクターX～外科医・大門未知子
～(2016）#8


00 [終]ホリデイラブ #8


00 舞台「もののふ 白き虎」（2016）


00 [新]先生を消す方程式。 #1


30 先生を消す方程式。 #2


00 舞台「もののふ 瞑るおおかみ黒き
鴨」（2017）


00 おぼっちゃまくん #137


30 DJ KOOのココDO KOO!? #13


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#9 #10


30 SUPER SHIRO #31-45


（～5:00まで）


00 にじいろカルテ #5


（～引き続き）  SUPER SHIRO
#16-30


00 奪い愛、冬 #4


00 奪い愛、冬 #5


30 ドラえもん #127


00 クレヨンしんちゃん #318


30 クレヨンしんちゃん #319


00 リーマンズクラブ #8


30 カッコウの許嫁 #8


00 相棒Season12 #12
「崖っぷちの女」


00 ★都市伝説の女 #8


00 [新]アリバイ崩し承ります #1


00 ドラえもん #124


30 ドラえもん #125


00 ドラえもん #126


00 DJ KOOのココDO KOO!?
#8-10


00 [新]時効警察 #1


00 時効警察 #2


30 ゲキレア珍百景 #75


00 にじいろカルテ #4


【CSテレ朝チャンネル1 】2022年6月第2週


4


12


16


11


5


6


7


14


15


10


8


13


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #277


00 科捜研の女（2013-2014）#2


00 [新]相棒Season16 #1
初回SP
「検察捜査」


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


20 警視庁・捜査一課長Season4
#7


00 奪い愛、冬 #5


00 あたしンち #103


30 ★機界戦隊ゼンカイジャー #37


00 クレヨンしんちゃん #585


10 遺留捜査（2021）#3


00 [字]タイ版「花より男子」『F4
Thailand/BOYS OVER


FLOWERS』


#4


#5


24


30 SUPER SHIRO #16-30


（～5:00まで）


26


4


11


9


27


24


25


17


18


19


27


19


20


26


23


18


20


5


6


7


25


12


9


10


15


16


17


21


23


13


14


8


30 ドラマスペシャル 白日の鴉1


えん罪にはまった男 交番巡査、老弁護士～
3人の男たちが挑む！有罪率99.9％の
壁!!真実は検体検査報告書の中にあっ
た!?


30 ★[字]タイ「The Gifted
Graduation」 #12


00 DJ KOOのココDO KOO!?
#15 #16


20 ★[終][字]タイ「The Gifted
Graduation」 #13


00 番組未定 00 番組未定


22


21


22


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#1 #2


30 ★仮面ライダーセイバー #33


00 ドラえもん #83


30 ドラえもん #84


00 クレヨンしんちゃん #62


30 クレヨンしんちゃん #63


00 ★[字]F4ロングインタビュー


30 あたしンち #62


00 美味しんぼ #43


00 クレヨンしんちゃん #64


30 クレヨンしんちゃん #65


00 科捜研の女（2002） #5


00 相棒Season12 #6
「右京の腕時計」


00 ドクターX～外科医・大門未知子
～(2016）#9
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 ●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。


6月13日(月) 6月14日(火) 6月15日(水) 6月16日(木) 6月17日(金) 6月18日(土) 6月19日(日)
（～引き続き）CSテレ朝ナビ！！ （～引き続き）CSテレ朝ナビ！！ （～引き続き）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！！（～4:10まで） 50 CSテレ朝ナビ！！（～4:10まで） 50 CSテレ朝ナビ！！（～4:10まで）


6月13日(月) 6月14日(火) 6月15日(水) 6月16日(木) 6月17日(金) 6月18日(土) 6月19日(日)


（～引き続き）  SUPER SHIRO
#31-45


00 おっさんずラブ #3


30 ドラマスペシャル 遺留捜査6


あの風変わりな刑事が再び！美人ソリスト
に始まるオーケストラ連続殺人と強奪された
3億円のダイヤの謎!?京友禅の折り鶴とド
ロップ缶の中の真実!!


20 警視庁・捜査一課長Season4
#12


10 遺留捜査（2021）#9


00 あたしンち #111


00 科捜研の女（2013-2014）#7


50 相棒Season16 #6
「ジョーカー」


20 警視庁・捜査一課長Season4
#11


10 遺留捜査（2021）#8 10 [新]にじいろカルテ #1


40 [終]ドクターX～外科医・大門未
知子～（2019）#10


50 おかしな刑事25


鴨さんVS敏腕弁護士!! リモートお見合い
大騒動!!地元名物社長の死…裏の顔！勝
ち目ゼロからの法廷大逆転!!


20 警視庁・捜査一課長Season4
#14


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #283


40 ドクターX～外科医・大門未知子
～（2019）#8


00 [字]タイ版「花より男子」『F4
Thailand/BOYS OVER


FLOWERS』


#10


#11


10 [字]タイ「The Gifted」#2


30 ★機界戦隊ゼンカイジャー #43


10 [新][字]タイ「The Gifted」#1


40 ドクターX～外科医・大門未知子
～（2019）#7


50 相棒Season16 #7
「倫敦からの客人」


40 ドクターX～外科医・大門未知子
～（2019）#9


30 テレビ朝日開局60周年
ドラマスペシャル『逃亡者』
（第1夜）


（～引き続き）  SUPER SHIRO
#1-15


30 あたしンち #69


10 おっさんずラブ #4


00 [終][字]タイ版「花より男子」『F4
Thailand/BOYS OVER


FLOWERS』 #16


00 おっさんずラブ #6
＜副音声あり＞


45 CSテレ朝ナビ！！


10 [字]韓国ドラマ「ハンムラビ法廷～
初恋はツンデレ判事!?～」


#14


#15


30 あたしンち #71


30 RE-MAIN #6


30 ★機界戦隊ゼンカイジャー #44


00 クレヨンしんちゃん #593


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #285


00 科捜研の女（2013-2014）#9


50 相棒Season16 #8
「ドグマ」


10 にじいろカルテ #2


10 [字]タイ「The Gifted」#3


00 [字]タイ「The Gifted
Graduation」 #7


50 [字]タイ「The Gifted
Graduation」 #8


40 [字]タイ「The Gifted
Graduation」 #9


30 クレヨンしんちゃん #77


00 リーマンズクラブ #5


00 クレヨンしんちゃん #592


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #284


00 科捜研の女（2013-2014）#8


30 SUPER SHIRO #1-15


（～5:00まで）


00 リーマンズクラブ
#9


#10


00 [副]バトルアスリーテス大運動会
ReSTART!


#9


#10


00 警視庁・捜査一課長Season4
#6


00 警視庁・捜査一課長Season4
#7


00 相棒Season12 #13
「右京さんの友達」


00 ★[終]都市伝説の女 #9


00 アリバイ崩し承ります #2


30 RE-MAIN #5


00 ドラえもん #101


30 ドラえもん #102


00 ゲキレア珍百景 #21


30 ゲキレア珍百景 #22


00 上田ちゃんネル #354


00 おにぎりあたためますか #736


30 ★おにぎりあたためますか #737


30 [字]タイ版「花より男子」『F4
Thailand/BOYS OVER


FLOWERS』


#6


#7


#8


#9


30 [字]F4 Thailand 日本限定特別番組


50 DJ KOOのココDO KOO!?
#8 #9


00 [終]奪い愛、冬 #7


00 [新]東京独身男子 #1


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#5 #6


00 [字]タイ版「花より男子」『F4
Thailand/BOYS OVER


FLOWERS』


#3


#4


#5


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#7 #8


20 警視庁・捜査一課長Season4
#13


10 [終]遺留捜査（2021）#10


00 [字]韓国ドラマ「ハンムラビ法廷～
初恋はツンデレ判事!?～」


#12


#13


00 美味しんぼ #47


30 ★仮面ライダーセイバー #37


00 ドラえもん #93


30 ドラえもん #94


00 クレヨンしんちゃん #70


30 あたしンち #70


00 美味しんぼ #50


30 ★仮面ライダーセイバー #40


00 ドラえもん #99


30 ドラえもん #100


00 クレヨンしんちゃん #7600 クレヨンしんちゃん #72


00 おぼっちゃまくん #138


00 ドクターX～外科医・大門未知子
～(2016）#10


00 先生を消す方程式。 #3


30 先生を消す方程式。 #4


00 舞台「もののふ 駆けはやぶさひと大
和」（2018）


30 クレヨンしんちゃん #73


00 先生を消す方程式。 #5


30 囲碁将棋の山はなんでも知ってい
る


#1-6[終]


30 DJ KOOのココDO KOO!? #19


00 相棒Season16 #17
「騙し討ち」


00 ホリデイラブ #3


00 上田ちゃんネル #371


00 ホリデイラブ #4


00 囲碁将棋の島はなんでも知ってい
る
#3-6[終]


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#3 #4


30 DJ KOOのココDO KOO!? #18


30 先生を消す方程式。 #6


30 相棒Season16 #16
「さっちゃん」


30 黒革の手帖（2017） #4


30 黒革の手帖（2017） #5


00 番組未定


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#1 #2


00 [終]ドクターX～外科医・大門未
知子～（2016）#11
最終回SP


00 おぼっちゃまくん #139


27


24


13


00 にじいろカルテ #7


00 相棒Season12 #14
「顔」


18


17


15


16


14


23


24


22


23


22


21


30 SUPER SHIRO #16-30


（～5:00まで）


00 [字]タイ版「花より男子」『F4
Thailand/BOYS OVER


FLOWERS』


#8


#9


30 あたしンち #67


10


00 相棒Season12 #7
「目撃証言」


00 ★[新]都市伝説の女 Part.2 #1


30 DJ KOOのココDO KOO!? #16 30 DJ KOOのココDO KOO!? #17


4


5 5


9 9


88


6


00 あたしンち #110


00 おっさんずラブ #5


7


（～引き続き）  SUPER SHIRO
#16-30


00 [終]奪い愛、冬 #7


00 にじいろカルテ #6


00 [終]おっさんずラブ #7


00 あたしンち #112


30 リーマンズクラブ #4


00 奪い愛、冬 #6


00 BORDER #3


50 BORDER #4


40 BORDER #5


00 あたしンち #109


30 ★機界戦隊ゼンカイジャー #42


00 クレヨンしんちゃん #591


26


25


30 ★カッコウの許嫁 #9


20


【CSテレ朝チャンネル1 】2022年6月第3週


4


6


7


11


00 あたしンち #108


30 ★機界戦隊ゼンカイジャー #41


00 クレヨンしんちゃん #590


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #282


00 クレヨンしんちゃん #594


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #286


12


10


00 科捜研の女（2013-2014）#6


50 相棒Season16 #5
「手巾（ハンケチ）」


14


15


13


19


00 美味しんぼ #48


18


17


16


30 ドラマスペシャル 検事・佐方～裁きを望
む～


資産家一家の骨肉の相続争いに驚きの遺
言状!! 事件の夜開いた金庫の謎…窃盗
犯が狙う法律のトリック!?逆転無罪の罠に
落ちた検事に辞職の危機!!


00 科捜研の女（2002） #6


30 ドラマスペシャル 未解決の女 警視庁文
書捜査官～緋色のシグナル～


熱血＆頭脳派刑事コンビが復活!!
東京～京都…3つの赤い難読文字が結ぶ
連続殺人!!文書改ざん!?4千億の社長…
空白5年


20 警視庁・捜査一課長Season4
#15


00 Free! -Eternal Summer-


#12


00 美味しんぼ #49


30 ★仮面ライダーセイバー #39


00 ドラえもん #97


30 ドラえもん #98


00 クレヨンしんちゃん #74


30 クレヨンしんちゃん #75


00 ★SUPER★DRAGON LIVE
TOUR 2022 -F2F-


【完全版】


30 あたしンち #68


00 科捜研の女（2002） #7


00 相棒Season12 #8
「最後の淑女」


30 クレヨンしんちゃん #71


00 RE-MAIN #5


30 リーマンズクラブ #6


30 ★仮面ライダーセイバー #38


00 ドラえもん #95


30 ドラえもん #96


00 囲碁将棋の山はなんでも知っている
#3 #4


00 リーマンズクラブ #9


00 アリバイ崩し承ります #3


00 ドラえもん #128


30 ドラえもん #129


00 番組未定


00 ドラえもん #130


30 ドラえもん #131


00 ドクターX～外科医・大門未知子
～(2016）


#1-7


30 DJ KOOのココDO KOO!?
#15 #16


27


25


20


00 クレヨンしんちゃん #320


30 クレヨンしんちゃん #321


00 時効警察 #4


00 番組未定


19


11


21


26


30 カッコウの許嫁 #9


12


00 時効警察 #3
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 ●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。


6月20日(月) 6月21日(火) 6月22日(水) 6月23日(木) 6月24日(金) 6月25日(土) 6月26日(日)
（～引き続き）CSテレ朝ナビ！！ （～引き続き）CSテレ朝ナビ！！ （～引き続き）CSテレ朝ナビ！！ （～引き続き）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 ネタポン #22 #23


50 CSテレ朝ナビ！！


50 CSテレ朝ナビ！！（～4:10まで） 50 CSテレ朝ナビ！！（～4:10まで） 50 CSテレ朝ナビ！！（～4:10まで） 50 CSテレ朝ナビ！！（～4:10まで）


6月20日(月) 6月21日(火) 6月22日(水) 6月23日(木) 6月24日(金) 6月25日(土) 6月26日(日)


00 [新]遺留捜査（2021）#1
初回SP


40 [新]ドクターX～外科医・大門未
知子～（2013）#1
初回SP


45 ドラマスペシャル 検事・佐方～恨みを刻む～


獄中で無実を叫ぶ女！犯罪証拠は捏造だ…死
者から届く告発状と捜査員拳銃自殺の謎!?真
相を巡る検察VS警察組織の対立!!


20 [終]警視庁・捜査一課長
Season4 #16


00 クレヨンしんちゃん #598


00 [字]タイ版「花より男子」『F4
Thailand/BOYS OVER


FLOWERS』


#10


#11


#12


30 [終][字]タイ版「花より男子」『F4
Thailand/BOYS OVER


FLOWERS』


#13


#14


#15


#16


50 DJ KOOのココDO KOO!?
#10 #11


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #288


00 黒革の手帖（2017） #6


00 相棒Season16 #18
「ロスト~真相喪失」


50 相棒Season16 #11
「ダメージグッズ」


40 ドクターX～外科医・大門未知子
～（2013）#2


30 ★仮面ライダーセイバー #41


00 [字]タイ「The Gifted
Graduation」 #10


50 [字]タイ「The Gifted
Graduation」 #11


40 [字]タイ「The Gifted
Graduation」 #12


00 ドクターX～外科医・大門未知子
～(2016）


#8-11[終]


30 番組未定


00 時効警察 #6


00 遺留捜査（2021）#5


00 BORDER #6


50 BORDER #7


00 [字]韓国ドラマ
「あなたが眠っている間に」


#2


#3


00 黒革の手帖（2017） #7


40 BORDER #8


30 ★科捜研の女スペシャル（2018）


マリコVS謎の誘拐犯…身代金は五重の
塔!?人質殺害まで24時間、決死の救出作
戦！完全密室の盲点を透視するレーザーと
海ブドウ


00 科捜研の女（2013-2014）
#12


50 相棒Season16 #12
「暗数」


00 番組未定


30 あたしンち #74


00 美味しんぼ #56


00 クレヨンしんちゃん #82 00 ゲキレア珍百景 #23


20 警視庁･捜査一課長Season1
#4


00 科捜研の女（2013-2014）
#13


50 相棒Season16 #13
「いわんや悪人をや（前篇）」


00 ドクターX～外科医・大門未知子
～（2013）#4


00 ★電脳少女シロのアレコレ挑戦バラエティ
超サイキ道DX #26


（～引き続き）  SUPER SHIRO
#16-30


01 [終]にじいろカルテ #9


00 ドラえもん #132


30 ドラえもん #133


00 ドラえもん #134


30 ドラえもん #135


00 リーマンズクラブ
#11


#12[終]


00 [副]バトルアスリーテス大運動会
ReSTART!


#11


#12[終]


00 警視庁・捜査一課長Season4
#8


30 クレヨンしんちゃん #620


00 ★都市伝説の女 Part.2
#3


00 アリバイ崩し承ります #500 アリバイ崩し承ります #4


00 ★都市伝説の女 Part.2
#2


00 番組未定


15 にじいろカルテ #8


00 [新]遺留捜査（2021）#1
初回SP


30 遺留捜査（2021）#2


【CSテレ朝チャンネル1 】2022年6月第4週


4


6


5


30 RE-MAIN #6


30 ドラえもん #108


13


14


15


00 遺留捜査（2021）#3


00 あたしンち #114


30 ★機界戦隊ゼンカイジャー #47


00 クレヨンしんちゃん #597


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #289


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #291


00 遺留捜査（2021）#4


00 あたしンち #115


30 ★機界戦隊ゼンカイジャー #48


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #287


30 ドラえもん #104


17


11


12


00 ドラえもん #105


11


12


13


30 あたしンち #75


18


15


16


14


1730  ★仮面ライダーセイバー #43


30 あたしンち #76


00 [終]Free! -Eternal
Summer- #13


00 美味しんぼ #57


50 ドクター彦次郎4


人気病院ランキング連続殺人!?何でも治す
大病院VS薬も出さない町の医院…衝撃
の医療トリックを元たこ焼き職人の名医が
解く!!


20 警視庁･捜査一課長Season1
#3


10 にじいろカルテ #5 10 にじいろカルテ #6


00 ドラえもん #109


30 ドラえもん #110


00 ドラえもん #107


20


19


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#5 #6


00 ドラえもん #416


30 ドラえもん #417


30 カッコウの許嫁 #10


30 ゲキレア珍百景 #76


00 リーマンズクラブ #7


30 リーマンズクラブ #8


00 RE-MAIN #7


00 クレヨンしんちゃん #619


00 ホリデイラブ #6


00 東京独身男子 #3 00 囲碁将棋の山はなんでも知っている
#5 #6[終]


21


23


25


24


00 クレヨンしんちゃん #322


30 クレヨンしんちゃん #32330 RE-MAIN #8


30 ゲキレア珍百景 #24


00 東京独身男子 #2


30 クレヨンしんちゃん #83


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#1 #2


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#3 #4


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#7 #8


00 おにぎりあたためますか #737


30 ★おにぎりあたためますか #738


27


26


22


30 SUPER SHIRO #16-30


（～5:00まで）


30 ★カッコウの許嫁 #10


30 SUPER SHIRO #31-45


（～5:00まで）


00 DJ KOOのココDO KOO!?


#8ｰ10


30 SUPER SHIRO #1-15


（～5:00まで）


00 上田ちゃんネル #355


30 DJ KOOのココDO KOO!? #10 30 DJ KOOのココDO KOO!? #11


00 相棒Season16 #19
「少年A」


00 ホリデイラブ #5


00 ネタポン


#1-29


#31ｰ36[終]


00 ★上田ちゃんネル #372


00 リーマンズクラブ #10


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#9 #10


00 DJ KOOのココDO KOO!?
#14-16


00 時効警察 #5


27


26


25


23


22


24


00 おぼっちゃまくん #141


30 DJ KOOのココDO KOO!? #930 DJ KOOのココDO KOO!? #8


00 [新][字]香港版「おっさんずラブ」


#1


#2


#3	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


00 おぼっちゃまくん #140


00 先生を消す方程式。 #7


30 [終]先生を消す方程式。 #8


00 [新]奪い愛、冬 #1


00 [字]香港版「おっさんずラブ」


#4


#5


#6


19


21


30 ドラマスペシャル BORDER 贖罪


衝撃のラストから3年 最後の決断!!死者と
話す刑事VS完全犯罪の悪“本当は生きて
いる時に救いたかった…”


00 ドラえもん #103


30 あたしンち #72


00 美味しんぼ #52


16


20


18


00 クレヨンしんちゃん #78


30 クレヨンしんちゃん #79


30 あたしンち #73


00 美味しんぼ #53


00 [字]タイ版「花より男子」『F4
Thailand/BOYS OVER


FLOWERS』


#14


#15


10 にじいろカルテ #3


00 [字]タイ版「花より男子」『F4
Thailand/BOYS OVER


FLOWERS』


#12


#13


20 [新]警視庁･捜査一課長
Season1 #1


初回SP


4


5


77


88


9 9


10 10


6


（～引き続き）  SUPER SHIRO
#1-15


00 あたしンち #116


30 リーマンズクラブ #5


00 クレヨンしんちゃん #599


00 警視庁・捜査一課長Season4
#9


30 ★機界戦隊ゼンカイジャー #45


00 相棒Season12 #16
「聞きすぎた男」


00 相棒Season12 #15
「見知らぬ共犯者」


00 遺留捜査（2021）#2


00 あたしンち #113


40 ドクターX～外科医・大門未知子
～（2013）#3


00 SUPER SHIRO


#36-45


00 科捜研の女（2013-2014）
#11


10 [字]タイ「The Gifted」#4 10 [字]タイ「The Gifted」#5 10 [字]タイ「The Gifted」#6 10 [字]タイ「The Gifted」#7


40 番組未定


00 相棒Season12 #9
「かもめが死んだ日」


00 [新]ドクターX～外科医・大門未
知子～（2017）#1
初回SP


00 ドクターX～外科医・大門未知子
～（2017）#2


00 [終]科捜研の女（2002）#8
＜最終回SP＞


00 クレヨンしんちゃん #595


00 科捜研の女（2013-2014）
#10


30 ★仮面ライダーセイバー #42


30 ドラえもん #106


50 相棒Season16 #9
「目撃しない女」


20 警視庁･捜査一課長Season1
#2


10 にじいろカルテ #4


30 クレヨンしんちゃん #81


00 クレヨンしんちゃん #80


30 テレビ朝日開局60周年
ドラマスペシャル『逃亡者』
（第2夜）


00 [終][字]韓国ドラマ「ハンムラビ法
廷～初恋はツンデレ判事!?～」 #16


15 [新][字]韓国ドラマ
「あなたが眠っている間に」 #1


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #290


30 ★機界戦隊ゼンカイジャー #46


00 クレヨンしんちゃん #596







（5/16 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。


6月27日(月) 6月28日(火) 6月29日(水) 6月30日(木) 7月1日(金) 7月2日(土) 7月3日(日)
（～引き続き）CSテレ朝ナビ！！ （～引き続き）CSテレ朝ナビ！！ （～引き続き）CSテレ朝ナビ！！ （～引き続き）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！！（～4:10まで） 50 CSテレ朝ナビ！！（～4:10まで） 50 CSテレ朝ナビ！！（～4:10まで） 50 CSテレ朝ナビ！！（～4:10まで）


5月16日(月) 6月28日(火) 6月29日(水) 6月30日(木) 7月1日(金) 7月2日(土) 7月3日(日)


00 [新]科捜研の女（2002）#1


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#1 #2


10 [字]韓国ドラマ
「あなたが眠っている間に」


#4


#5


10 [字]韓国ドラマ
「あなたが眠っている間に」


#6


#7


10 [終]にじいろカルテ #9


00 [終]ホリデイラブ #8


50 相棒Season16 #17
「騙し討ち」


30 クレヨンしんちゃん #91


00 リーマンズクラブ #9


30 リーマンズクラブ #10


00 RE-MAIN #9


00 DJ KOOのココDO KOO!?


#13ｰ19


00 美味しんぼ #62


30 ★仮面ライダーセイバー #45


00 ドラえもん #115


30 ドラえもん #116


00 クレヨンしんちゃん #90


00 [終]黒革の手帖（2017） #8


00 上田ちゃんネル #372


30 あたしンち #80


00 美味しんぼ #63


15


16


30 ★仮面ライダーセイバー #46


00 ドラえもん #117


30 あたしンち #79


00 相棒Season12 #11
「デイドリーム」


00 ドクターX～外科医・大門未知子
～（2017）#3


14


00 [字]香港版「おっさんずラブ」


#10


#11


#12	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


00 奪い愛、冬 #3


00 番組未定


00 [終]相棒Season16 #20
容疑者六人～アンユージュアル・サスペ
クツ


00 ＜一挙放送＞
[字]Play2gether


#1-4


25 ネタポン


#11-23


27


16


24


23


21
30 RE-MAIN #10


25


26


21


00 おぼっちゃまくん #142


30 DJ KOOのココDO KOO!? #12


00 おぼっちゃまくん #143


30 DJ KOOのココDO KOO!? #13 30 DJ KOOのココDO KOO!? #15


00 ネタポン #24-27


30 ドラえもん #112


00 クレヨンしんちゃん #84


30 クレヨンしんちゃん #85


00  [新]科捜研の女（2014）#1


30 DJ KOOのココDO KOO!? #14


15


30 あたしンち #78


14


18


17


30 あたしンち #77


00 美味しんぼ #58


30 ★仮面ライダーセイバー
 「映画公開記念合体SP」


00 科捜研の女（2014）#2


00 ドラえもん #111


30 クレヨンしんちゃん #87


00 [終][字]タイ版「花より男子」『F4
Thailand/BOYS OVER


FLOWERS』 #16


10 ネタポン #1-10


8


10


18


17


9
40 ドクターX～外科医・大門未知子
～（2013）#7


11


12


30 おかしな刑事15
居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査


消えた遺言書・内縁の夫が次々と死ぬ…
疑惑の女と娘の遺産争い・婚活パーティー
潜入捜査！


27


19


26


13


24


22


23


20


4


25


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#3 #4


00 SUPER SHIRO


#1-10


00 [新]ドクターX～外科医・大門未
知子～（2019）#1


7


6


00 遺留捜査（2021）#9


00 あたしンち #120


30 仮面ライダーセイバー #3


00 クレヨンしんちゃん #603


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #295


5


50 相棒Season16 #14
「いわんや悪人をや（後篇）」


00 遺留捜査（2021）#7


50 相棒Season16 #15
「事故物件」


00 科捜研の女（2013-2014）
#15


00 科捜研の女（2013-2014）
#14


10 [字]タイ「The Gifted」#8 10 [字]タイ「The Gifted」#9 10 [字]タイ「The Gifted」#10


00 相棒Season12 #10
元日SP
「ボマー」


20 奪い愛、冬 #2


10 [字]香港版「おっさんずラブ」


#7


#8


#9		


	


	


	


	


	


	


	


	


	


20 警視庁･捜査一課長Season1
#8


30 ドラえもん #118


00 ホリデイラブ #7


10 [新]黒革の手帖（2017） #1


20 警視庁･捜査一課長Season1
#7


【CSテレ朝チャンネル1 】2022年6月第5週


4


5


7


00 [終]科捜研の女（2013-
2014）#16


50 相棒Season16 #16
「さっちゃん」


（～引き続き）  SUPER SHIRO
#31-45


00 遺留捜査（2021）#6 00 遺留捜査（2021）#8


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #294


22


20


00 クレヨンしんちゃん #88


30 クレヨンしんちゃん #8919


00 美味しんぼ #59


30 ★仮面ライダーセイバー #44


00 ドラえもん #113


30 ドラえもん #114


00 クレヨンしんちゃん #86


40 ドクターX～外科医・大門未知子
～（2013）#6


30 科捜研の女スペシャル(2014)


白骨死体は30年前に夜逃げした親友!?涙
と執念のDNA型鑑定！東京~大阪1100
ｷﾛの大捜査！繁華街の大爆破迫る女探
偵の罠～マリコの過去が明白に!!


12


8


30 ★[終]機界戦隊ゼンカイジャー
#49


00 クレヨンしんちゃん #600


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #292


00 あたしンち #117 00 あたしンち #119


30 仮面ライダーセイバー #2


00 クレヨンしんちゃん #602


6


00 あたしンち #118


30 [新]仮面ライダーセイバー #1


00 クレヨンしんちゃん #601


30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #293


9


13


10


11


00 ドクターX～外科医・大門未知子
～（2013）#5


50 ドラマスペシャル 黒革の手帖～拐帯行～


あの女帝が復活…!! VS資産1千億ＩＴ社長
狙いは3億円の料亭!?負けるもんか！金沢～
銀座…奇跡の逃避行


00 カミナリのトーク番組 カミナリ／10
#7 #8


30 おかしな刑事24


父娘捜査再び古都へ!鴨さん映画出演！
娘は運命の出会い!?山間の静かな村で連
続殺人…能面の下の激情！夏旅気分の
娯楽作 特別編


20 警視庁･捜査一課長Season1
#6


10 にじいろカルテ #8


20 警視庁･捜査一課長Season1
#5


10 にじいろカルテ #7








6 [JUNE] 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


3 5
韓チャン！ #173
魔女食堂にいらっしゃい #7
第3の魅力～終わらない恋の始まり～  #14
狼殿下‐Fate of Love‐ #42
かりそめの唇 
温泉巡査 
釣りバカ日誌 
週刊K-POPアイドル #551
この空のある限り 
権三と助十 
三人吉三巴白浪  大川端庚申塚の場 
番組案内 
クレージーの花嫁と七人の仲間 
ザ・スパイダースのゴーゴー・向う見ず作戦 
映画『ONLY SILVER FISH』 
番組案内 
MIRACLE／ミラクル#8 
週刊K-POPアイドル #552
韓流スタージャックＳ★
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#108
暴行！ 
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 #576


背後の人 
冬すぎて桜 #3・#4
Friendship with Krist and 
Singto #3・#4
番組案内 
男はつらいよ 寅次郎恋愛塾 
三遊亭兼好「三方一両損」
番組案内 
はばたけ！真理ちゃん #25・#26
狂言 ござる乃座 64th
～野村万作卒寿記念『唐人相撲』～
立川龍志「らくだ」 
韓音 
2022 SF9 LIVE FANTASY 
#3 IMPERFECT
ウナ・セラ・ディ東京 
＜シネマ歌舞伎＞『喜撰／棒しばり』 
仄暗い水の底から 
週刊K-POPアイドル #553
～崩壊シリーズ～『リメンバーミー』 
グラビアアイドル最前線！ 
みうらじゅんのグレイト余生映画ショー 
in 日活ロマンポルノ#108
東京チャタレー夫人  


5:00
5:15
6:15
7:30
8:30
10:30
11:45
1:30
2:30
4:00
5:15
6:00
6:15
7:45
9:15
10:45
11:00
0:00
1:00
1:15


1:30
3:00
3:15


4:00
5:45
7:00


8:05
8:15
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韓チャン！#172 
魔女食堂にいらっしゃい #5
第3の魅力～終わらない恋の始まり～ #12
狼殿下‐Fate of Love‐ #40
真赤な恋の物語 
学園祭の夜　甘い経験 
無理心中 日本の夏 
ザ・ロード：1の悲劇（原題）#9 
友情ズの“インサ”ツアーLike it #9
仮名手本忠臣蔵　祗園一力茶屋の場
番組案内 ［歌舞伎］ 
三羽烏再会す
番組案内 
花吹雪はしご一家   #24
有翡（ゆうひ） -Legend of 
Love-（原題：有翡）#41・#42 
SKYキャッスル～上流階級の
妻たち～ #17・#18 
韓流スタージャックＳ★
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♯１０８
尻肉ライダー ぶっかけて青春
銀嶺の王者   
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2 4
魔女食堂にいらっしゃい #6
第3の魅力～終わらない恋の始まり～ #13
狼殿下‐Fate of Love‐ #41
昨日のあいつ今日のおれ 
新しき天 
花のいのちを 
MIRACLE／ミラクル #7
週刊K-POPアイドル #550
三遊亭兼好「館林」
仮名手本忠臣蔵  十一段目
夕霧名残の正月  由縁の月 
春興鏡獅子 
恋とのれん 
ザ・スパイダースの大進撃 
アルプススタンドのはしの方 
韓チャン！ #172
ザ・ロード：1の悲劇（原題） #10
友情ズの“インサ”ツアーLike it #10
韓チャン！ #173
美容室へイクっ！～童貞卒業物語～ 
グラビアアイドル最前線！ 
ぜったい多数 


韓チャン！#173 
週刊K-POPアイドル  #535
人形佐七捕物帖 めくら狼 
番組案内 
柳家三三「湯屋番」 
図夢歌舞伎『弥次喜多』
花吹雪はしご一家 #23・#24
となりの真理ちゃん＜ゲスト：ザ・ドリフターズ＞
（1973年4月5日放送）   
恋心は玉の如き（原題：錦心似玉） #5・#6 
国子監は花ざかり～ロマンス
は最高学府で～#9・#10 
＜シネマ歌舞伎＞『身替座禅』 
太陽を抱く女 
番組案内 
中川晃教　MUSICAL WEEK 2021 DAY2 
with 昆 夏美 
リアルファイティング「はじめの一歩」
The Glorious Stage!!
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#108
令嬢肉奴隷 
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6　
懷しの歌合戦  
韓チャン！ #173
魔女食堂にいらっしゃい #8
第3の魅力～終わらない恋の始まり～#15 
狼殿下‐Fate of Love‐ #43
さそり 
駆逐艦雪風 
笑福亭松枝「高津の富」 
有翡（ゆうひ） -Legend of Love-
（原題：有翡） #41
火の鳥－運命のいたずら－ #101～104 
恋飛脚大和往来　封印切 
仮名手本忠臣蔵　十一段目
番組案内 ［歌舞伎］ 
男はつらいよ 奮闘篇 
番組案内 
となりの真理ちゃん＜ゲスト：沢田研二＞
（1973年4月12日放送）
恋心は玉の如き（原題：錦心似玉）  #7・ #8
冬すぎて桜 #5・#6
Friendship with Krist and
Singto #5・#6
体操しようよ 
ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン #559
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太陽を抱く女
冬すぎて桜#5・#6
Friendship with Krist and 
Singto #5#6
韓音 
釣りバカ日誌
桂宮治「初日天神」
＜シネマ歌舞伎＞『東海道中膝栗毛』 
＜シネマ歌舞伎＞『東海道中膝栗毛
歌舞伎座捕物帖』
SF9 2019 1st Hall Tour in 
Japan - RPM -
TAKAYUKI SUZUI 
PROJECT OOPARTS vol.6 
「D-river」（ドライバー）
桂福團治「ねずみ穴」 
スペシャルアクターズ  
天国にいちばん近い島 
韓流スタージャックＳ★ 
週刊K-POPアイドル#555 
En Of Love～TOSSARA～#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#109 
キャバレー日記
白い炎 
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10
熱血弁護士 パク・テヨン
～飛べ、小川の竜～#5・#6 
狼殿下‐Fate of Love‐ #47
天保水滸伝　大原幽学 
笑福亭銀瓶「阿弥陀池」
男はつらいよ 寅次郎真実一路 
週刊K-POPアイドル#553
ザ・スパイダースの大進撃 
名月八幡祭 
＜シネマ歌舞伎＞『大江戸りびんぐでっど』


舞台「魔界転生」（2021年公演）
MIRACLE／ミラクル #9
週刊K-POPアイドル #554   
韓チャン！ #172
グラビアアイドル最前線！ 
喪服妻の不貞　乱れた黒髪 
監督は語る「森﨑東」
ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン #164
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8
熱血弁護士 パク・テヨン
～飛べ、小川の竜～#1・#2 
狼殿下‐Fate of Love‐ #45
母と子の窓 
恋とのれん 
映画『ONLY SILVER FISH』 
ザ・ロード：1の悲劇（原題） #10 
友情ズの“インサ”ツアーLike it #10 
江戸城総攻  麟太郎と吉之助
蜘蛛の絲宿直噺 
番組案内 
暗殺の街　極道捜査線 
花吹雪はしご一家   #26
有翡（ゆうひ） -Legend of Love-
（原題：有翡） #43・#44
SKYキャッスル～上流階級の妻たち～
 #19・#20 
グラビアアイドル最前線！ 
痴漢電車  聖子のお尻
クレージーの花嫁と七人の仲間 


5:00


7:30
8:30
10:30
0:00
1:30
3:00
4:00
5:15
6:00
6:15
8:00
9:00


11:00


2:00
2:15
3:30


11
週刊K-POPアイドル #536   
韓チャン！ #173
三遊亭兼好「館林」 
昨日のあいつ今日のおれ 
三羽烏再会す 
柳家喬太郎「擬宝珠」
花吹雪はしご一家   #25・#26
となりの真理ちゃん＜ゲスト：沢田研二＞
（1973年4月12日放送）
恋心は玉の如き（原題：錦心似玉） #7・#8 
国子監は花ざかり～ロマンスは最高学府で～  
#11・#12 
韓国ミュージカル「ウェルテル」
（主演：キュヒョン） 
ベイビーレイズJAPAN 「THE LAST SCENE」


アルプススタンドのはしの方 
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#109 
セミドキュメント 悶絶キャバレー 
温泉巡査  
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熱血弁護士 パク・テヨン
～飛べ、小川の竜～#3・#4 
狼殿下‐Fate of Love‐ #46
無理心中 日本の夏
抱かれた花嫁 
ウナ・セラ・ディ東京
MIRACLE／ミラクル #8
週刊K-POPアイドル #552 
韓音 
韓流スタージャックＳ★
絵本太功記　尼ヶ崎閑居の場 
六歌仙容彩　業平小町・文屋
平安群盗傳 袴だれ保輔 
人形佐七捕物帖 めくら狼 
ザ・タイガース ハーイ！ロンドン 
ザ・ロード：1の悲劇（原題） #11
友情ズの“インサ”ツアーLike it #11
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#108
クライマックス・レイプ　剥ぐ！ 
グラビアアイドル最前線！ 
坊っちゃん（1958年） 


5:00


7:30
8:30
10:15
0:00
1:30
2:30
3:30
3:45
4:00
5:15
6:00
7:45
9:30
11:00
0:30
1:30


1:45
3:00
3:15


7
駄 ッ々子社長
第3の魅力～終わらない恋の始まり～#16 
狼殿下‐Fate of Love‐ #44
宮本武蔵　第一部・草分の人々　
第二部・栄達の門
釣りバカ日誌２０  ファイナル 
有翡（ゆうひ） -Legend of Love-
（原題：有翡） #42
SKYキャッスル～上流階級の妻たち～
#17・#18
極付幡随長兵衛 
近江のお兼
人形佐七捕物帖 鮮血の乳房 
花吹雪はしご一家   #25
国子監は花ざかり～ロマンスは最高学府で～  
#11・ #12
火の鳥－運命のいたずら－ #105～108
シベリア超特急３
あの丘越えて 
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火の鳥－運命のいたずら－ #7・8 
油っこいロマンス#4
斗羅大陸 ～７つの光と武魂の謎～#11 
クレージーの花嫁と七人の仲間 
番組案内 
抱かれた花嫁 
三遊亭兼好「館林」
韓音 
有翡（ゆうひ） -Legend of Love-
（原題：有翡） #47
火の鳥－運命のいたずら－#113～#116 
平家女護島　俊寛 
月宴紅葉繍 
三遊亭兼好「三方一両損」 
男はつらいよ 寅次郎恋愛塾 
となりの真理ちゃん＜ゲスト：岸田今日子 沢田研二＞
（1973年6月7日放送）
恋心は玉の如き（原題：錦心似玉）  
#13・ #14 
初恋だけ３度目#3#4 
Dear Doctor―死神が愛した医者―#2 
スペシャルアクターズ 
韓流スタージャックＳ★ 
ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン #562
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韓チャン！ #173 
火の鳥－運命のいたずら－ #13・14
油っこいロマンス#7 
斗羅大陸 ～７つの光と武魂の謎～#14 
太陽を抱く女 
＜シネマ歌舞伎＞『女殺油地獄』 
暗殺の街　極道捜査線 
韓音 
MIRACLE／ミラクル #11
週刊K-POPアイドル  #558 
桂宮治「初日天神」 
名月八幡祭 
林家彦いち「長島の満月」 
セーラー服と機関銃　卒業 
天国にいちばん近い島 
韓流スタージャックＳ★ 
MIRACLE／ミラクル #3・#4
シベリア超特急３ 
かりそめの唇 
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韓チャン！ #174
火の鳥－運命のいたずら－ #9・10
油っこいロマンス#5 
斗羅大陸 ～７つの光と武魂の謎～#12 
人形佐七捕物帖 裸姫と謎の熊男
坊っちゃん（1958年） 
立川龍志「らくだ」
韓チャン！ #173
有翡（ゆうひ） -Legend of Love-
（原題：有翡） #48
ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた
#3・#4 
天保遊侠録
近江のお兼
＜シネマ歌舞伎＞『連獅子／らくだ』
桂雀 「々鷺とり」 
韓流スタージャックＳ★ 
国子監は花ざかり～ロマンスは最高学府で～ 
#17・#18  
火の鳥－運命のいたずら－ #117～#120
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#109
尻肉ライダー ぶっかけて青春 
白い炎 
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韓国ドラマ第1話先行放送！


柳家喬太郎「擬宝珠」
熱血弁護士 パク・テヨン
～飛べ、小川の竜～#17・#18 
斗羅大陸 ～７つの光と武魂の謎～#5 
人形佐七捕物帖 裸姫と謎の熊男 
温泉巡査
ザ・スパイダースのゴーゴー・向う見ず作戦 
有翡（ゆうひ） -Legend of Love-
（原題：有翡） #45
火の鳥－運命のいたずら－ #109～112
春興鏡獅子
三人吉三巴白浪　大川端庚申塚の場 
番組案内 ［歌舞伎］ 
笑福亭銀瓶「阿弥陀池」
男はつらいよ 柴又慕情
となりの真理ちゃん＜ゲスト：小柳ルミ子 布施明＞
（1973年5月10日放送）
恋心は玉の如き（原題：錦心似玉）#11・#12 


NEW  初恋だけ３度目#1・#2 


NEW Dear Doctor
―死神が愛した医者―#1 
韓音 
天国にいちばん近い島
韓チャン！ #174
ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン #561
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駄 ッ々子社長 
NEW  初恋だけ３度目#1・#2
NEW Dear Doctor
―死神が愛した医者―#1 
韓チャン！ #174
アルプススタンドのはしの方
手話の部屋 
釣りバカ日誌２０　ファイナル 
番組案内 
柳家三三「湯屋番」
イッツフォーリーズ公演 ミュージカル「魍魎の匣」


M&Oplaysプロデュース「クラッシャー女中」


KERA CROSS第四弾「SLAPSTICKS」


2021 KIM HYUN JOONG Monthly Concert 
‘Prism Time’ - Indigo
韓チャン！ #173
週刊K-POPアイドル #559   
スタート  En Of Love～TOSSARA～
#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#109 
むちむちネオン街 私たべごおろ 
グラビアアイドル最前線！ 
無理心中 日本の夏
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韓音 
火の鳥－運命のいたずら－ #5・6
油っこいロマンス#3 
斗羅大陸 ～７つの光と武魂の謎～
#9
恋とのれん 
銀嶺の王者   
ぜったい多数 
韓流スタージャックＳ★ 
週刊K-POPアイドル #557   
昨日のあいつ今日のおれ 
絵本太功記　尼ヶ崎閑居の場 
六歌仙容彩  業平小町・文屋
橋 
さそり


御史(オサ)とジョイ（原題）
#1
韓チャン！ #173
MIRACLE／ミラクル #11
週刊K-POPアイドル #558   
仄暗い水の底から
桂宮治「初日天神」
ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン #166
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韓チャン！ #173
スタート  火の鳥－運命のいたずら－
#1・2
スタート  油っこいロマンス#1
斗羅大陸 ～７つの光と武魂の謎～
#7
ザ・スパイダースの大進撃
白い炎 
坊っちゃん（1958年） 
韓音 
ザ・ロード：1の悲劇（原題）#12 
友情ズの“インサ”ツアーLike it #12
極付幡随長兵衛 
夕霧名残の正月  由縁の月 
林家彦いち「長島の満月」 
宮本武蔵　第一部・草分の人々　第二部・栄達の門


有翡（ゆうひ） -Legend of Love-
（原題：有翡） #47・#48
ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた
#3・#4 
グラビアアイドル最前線！ 
喪服妻の不貞　乱れた黒髪
この空のある限り  
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週刊K-POPアイドル  #538
En Of Love～TOSSARA～
#3・#4
斗羅大陸 ～７つの光と武魂の謎～
#10
韓チャン！ #174
懷しの歌合戦 
太陽を抱く女 
ウナ・セラ・ディ東京 
となりの真理ちゃん＜ゲスト：小柳ルミ子 布施明＞
（1973年5月10日放送）
恋心は玉の如き（原題：錦心似玉）
 #11・#12
国子監は花ざかり～ロマンスは最高学府で～  
#15・#16
2019 FNC KINGDOM
-WINTER FOREST CAMP- 
音楽劇「銀河鉄道の夜2020」
芝居噺『名人長二』
映画『ONLY SILVER FISH』 
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#109 
ラスト・キャバレー
花のいのちを 
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監督は語る「森﨑東」
火の鳥－運命のいたずら－  #3・4
油っこいロマンス#2
斗羅大陸 ～７つの光と武魂の謎～
#8
あの丘越えて 
駆逐艦雪風
母と子の窓 
MIRACLE／ミラクル #10
週刊K-POPアイドル  #556
韓チャン！ #174
番組案内 ［歌舞伎］ 
恋飛脚大和往来  封印切
月宴紅葉繍
ザ・テンプターズ　涙のあとに微笑みを 
神田川
体操しようよ 
スタート  MIRACLE／ミラクル
#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#109 
キャバレー日記 
グラビアアイドル最前線！ 
三羽烏再会す 
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韓流スタージャックＳ★
熱血弁護士 パク・テヨン
～飛べ、小川の竜～#19・#20
斗羅大陸 ～７つの光と武魂の謎～
#6
武蔵坊辨慶 
かりそめの唇 
桂福團治「ねずみ穴」
有翡（ゆうひ） -Legend of Love-
（原題：有翡） #46
スタート ある日、私の家の玄関に
滅亡が入ってきた#1・#2 
江戸城総攻　麟太郎と吉之助
仮名手本忠臣蔵　十一段目
松尾貴史「はてなの茶碗」
セーラー服と機関銃　卒業 
国子監は花ざかり～ロマンスは最高学府で～  
#15・#16
火の鳥－運命のいたずら－ 
#113～#116
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#109 
痴漢電車　聖子のお尻
抱かれた花嫁 
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毎月第3日曜日はどっぷりステージDAY


中国時代劇 スタート！


熱血弁護士 パク・テヨン
～飛べ、小川の竜～#7・#8 
狼殿下‐Fate of Love‐#48 
花のいのちを
背後の人
柳家㐂三郎「唖の釣」
有翡（ゆうひ） -Legend of Love-
（原題：有翡） #43
火の鳥－運命のいたずら－
#105～108
仮名手本忠臣蔵　祗園一力茶屋の場 
夕霧名残の正月  由縁の月 
番組案内 
男はつらいよ 寅次郎恋歌
となりの真理ちゃん＜ゲスト：沢田研二＞
（1973年5月3日放送）
恋心は玉の如き（原題：錦心似玉）
 #9・#10 
冬すぎて桜 #7・#8
Friendship with Krist and 
Singto スペシャルエピソード1 
韓チャン！ #172
母と子の窓 
韓音 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #560
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釣りバカ日誌 
冬すぎて桜 #7・#8
Friendship with Krist and
Singto  スペシャルエピソード1
笑福亭松枝「高津の富」 


南座新開場記念 OSK SAKURA REVUE
『歌劇 海神別荘』～サクラ大戦より～


花組芝居「天守物語 鏡組」 
舞台「銀河鉄道の父」 
M&Oplaysプロデュース
「二度目の夏」 
パルコ・プロデュース2021
「ジュリアス・シーザー」 
ヘンリー八世 
アルプススタンドのはしの方 
番組案内 
韓チャン！ #173
週刊K-POPアイドル #557   
En Of Love～TOSSARA～
#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#109 
セミドキュメント 悶絶キャバレー 
昨日のあいつ今日のおれ 
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番組案内 
熱血弁護士 パク・テヨン
～飛べ、小川の竜～#15・#16
斗羅大陸 ～７つの光と武魂の謎～
#3 
駄 ッ々子社長 
三羽烏再会す 
男はつらいよ 寅次郎恋愛塾 
週刊K-POPアイドル #555   
あの丘越えて 
平家女護島　俊寛 
近江のお兼
駆逐艦雪風 
無理心中 日本の夏 
インディアン・ピンク 
MIRACLE／ミラクル#10 
週刊K-POPアイドル #556   
韓チャン！ #174
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#109 
尻肉ライダー ぶっかけて青春 
グラビアアイドル最前線！ 
韓流スタージャックＳ★ 
ニュー！日曜日は楽しい　
ランニングマン #165


4:50
5:00


7:30


8:15
9:45
11:30
1:30
2:30
4:00
5:30
6:00
7:45
9:30
11:00
0:00
1:00
1:15


1:30
2:45
3:00
3:15


熱血弁護士 パク・テヨン
～飛べ、小川の竜～#11・#12 


スタート  斗羅大陸
～７つの光と武魂の謎～#1 
ザ・テンプターズ　涙のあとに微笑みを 
ぜったい多数 
人形佐七捕物帖 鮮血の乳房 
番組案内 
韓流スタージャックＳ★
ザ・ロード：1の悲劇（原題） #11
友情ズの“インサ”ツアーLike it #11
権三と助十
春興鏡獅子
番組案内 
妻たちの鹿鳴館
有翡（ゆうひ） -Legend of Love-
（原題：有翡） #45・#46
スタート  ある日、私の家の玄関に
滅亡が入ってきた#1・#2 
さそり
新しき天 
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週刊K-POPアイドル #537 
スタート  En Of Love～TOSSARA～
#1・#2
斗羅大陸 ～７つの光と武魂の謎～
#4 
韓音 
弥次喜多漫才道中 化け姫騒動の巻
恋とのれん
クレージーの花嫁と七人の仲間 
となりの真理ちゃん＜ゲスト：沢田研二＞
（1973年5月3日放送）
恋心は玉の如き（原題：錦心似玉）
#9・#10 
国子監は花ざかり～ロマンスは最高学府で～ 
#13・#14
韓国ミュージカル「メアリー・シェリー」 
Brand New Musical Concert 2020 
舞台「SOULFUL SOUL」
暗殺の街　極道捜査線
桂雀 「々鷺とり」
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#109
むちむちネオン街 私たべごろ
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2:45


熱血弁護士 パク・テヨン
～飛べ、小川の竜～#13・#14 
斗羅大陸 ～７つの光と武魂の謎～
#2 
銀嶺の王者   
この空のある限り  
橋 
韓チャン！ #172
MIRACLE／ミラクル #9
週刊K-POPアイドル #554   
三遊亭兼好「三方一両損」 
天保遊俠録 
蜘蛛の絲宿直噺 
立川龍志「らくだ」 
釣りバカ日誌２０  ファイナル 
箱入り息子の恋 
ザ・ロード：1の悲劇（原題） #12
友情ズの“インサ”ツアーLike it #12
仄暗い水の底から 
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#109 
ラスト・キャバレー
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3:30


韓チャン！#173 
熱血弁護士 パク・テヨン
～飛べ、小川の竜～#9・#10 
狼殿下‐Fate of Love‐ #49
宮本武蔵  第三部  剣心一路 
ザ・タイガース ハーイ！ロンドン 
懷しの歌合戦  
番組案内 
有翡（ゆうひ） -Legend of Love-
（原題：有翡） #44
SKYキャッスル～上流階級の妻たち～
#19・#20 
毛抜 
六歌仙容彩　業平小町・文屋
柳家三三「湯屋番」 
金田一耕助の冒険 
国子監は花ざかり～ロマンスは最高学府で～  
#13・#14 
火の鳥－運命のいたずら－
#109～112
韓チャン！ #172
美容室へイクっ！～童貞卒業物語～ 
グラビアアイドル最前線！ 
真赤な恋の物語 
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韓音 
火の鳥－運命のいたずら－ #11・12
油っこいロマンス#6
斗羅大陸 ～７つの光と武魂の謎～#13
駆逐艦雪風 
金田一耕助の冒険 
釣りバカ日誌 
スタート  MIRACLE／ミラクル
#1・#2
柳家喬太郎「擬宝珠」 
毛抜 
三人吉三巴白浪　大川端庚申塚の場 
柳家㐂三郎「唖の釣」 
武蔵坊辨慶 


男たちの勲章～栄光への旅立ち～
（原題:王牌部隊）#1
有翡（ゆうひ） -Legend of Love-
（原題：有翡） #49・#50
ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた
#5・#6 
仄暗い水の底から 
ウナ・セラ・ディ東京 


中国ドラマ第1話先行放送！
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韓国ドラマ スタート！


タイBL スタート！


20 26


火の鳥－運命のいたずら－ #7・8 
油っこいロマンス#4
斗羅大陸 ～７つの光と武魂の謎～#11 
クレージーの花嫁と七人の仲間 
番組案内 
抱かれた花嫁 
三遊亭兼好「館林」
韓音 
有翡（ゆうひ） -Legend of Love-
（原題：有翡） #47
火の鳥－運命のいたずら－#113～#116 
平家女護島　俊寛 
月宴紅葉繍 
三遊亭兼好「三方一両損」 
男はつらいよ 寅次郎恋愛塾 
となりの真理ちゃん＜ゲスト：岸田今日子 沢田研二＞
（1973年6月7日放送）
恋心は玉の如き（原題：錦心似玉）  
#13・ #14 
初恋だけ３度目#3#4 


スペシャルアクターズ 
韓流スタージャックＳ★ 
ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン #562
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柳家喬太郎「擬宝珠」
熱血弁護士 パク・テヨン
～飛べ、小川の竜～#17・#18 
斗羅大陸 ～７つの光と武魂の謎～
#5 
人形佐七捕物帖 裸姫と謎の熊男 
温泉巡査
ザ・スパイダースのゴーゴー・向う見ず作戦 
有翡（ゆうひ） -Legend of Love-
（原題：有翡） #45
火の鳥－運命のいたずら－ #109～112
春興鏡獅子
三人吉三巴白浪　大川端庚申塚の場 
番組案内 ［歌舞伎］ 
笑福亭銀瓶「阿弥陀池」
男はつらいよ 柴又慕情
となりの真理ちゃん＜ゲスト：小柳ルミ子 布施明＞
（1973年5月10日放送）
恋心は玉の如き（原題：錦心似玉）
#11・#12 


NEW  初恋だけ３度目#1・#2 


韓音 
天国にいちばん近い島
韓チャン！ #174
ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン #561


作品調整中
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駄 ッ々子社長 
NEW  初恋だけ３度目#1・#2


韓チャン！ #174
アルプススタンドのはしの方
手話の部屋 
釣りバカ日誌２０　ファイナル 
番組案内 
柳家三三「湯屋番」
イッツフォーリーズ公演 ミュージカル「魍魎の匣」


M&Oplaysプロデュース「クラッシャー女中」


KERA CROSS第四弾「SLAPSTICKS」


2021 KIM HYUN JOONG Monthly Concert 
‘Prism Time’ - Indigo
韓チャン！ #173
週刊K-POPアイドル #559   
スタート  En Of Love～TOSSARA～
#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#109 
むちむちネオン街 私たべごおろ 
グラビアアイドル最前線！ 
無理心中 日本の夏
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作品調整中7:00


作品調整中0:00


6 [JUNE] 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


韓国ドラマ スタート！


MON WED  THU FRI  SAT  SUN TUE


最新情報はこちらから！


番組に関するお問い合わせ
受付時間10:00～20:00（年中無休）


0570-001-444
衛星劇場カスタマーセンター


IP電話のお客様は


03-6741-7535


SNS・公式アカウント
● Twitter： @EISEI_GEKIJO
● L I N E：韓流LINE：@kvs0241o   
  舞台LINE：@vnq4522t
● インスタグラム、Facebook、youtube
　  eiseigekijo 


衛星劇場
HP


※一部のケーブルテレビはハイビジョン放送ではございま
せん。※都合により番組内容、放送時間を変更させていた
だくことがあります。ご了承ください。※視聴年齢制限が設
けてある作品があります。事前にお手続きください。また視
聴年齢制限が設定されていない受信機器で視聴される場合
は、ご加入者本人の責任による管理をお願いします。


今月のオススメ作品


中国
ドラマ


韓国
ドラマ


29（水）午後8：00～第1話先行放送！  ※7月本放送スタート！ 


15（水）アンコール放送スタート！毎週(月)～(土) 前7：30～ほか


15（水）スタート！ 毎週（水）午後11：00～ほか
ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた  


23 （木）スタート！ 毎週（木）午後11：00～ほか
MIRACLE／ミラクル


20（月）スタート！ 毎週（月）午後11：00～ほか
初恋だけ3度目


男たちの勲章～栄光への旅立ち～
（原題:王牌部隊）


斗
と ら
羅大陸 ～７つの光と武


ぶこん
魂の謎～


24（金） 午後9：30～第1話先行放送！  ※7月本放送スタート！ 
御
オ


史
サ


とジョイ（原題）


Dear Doctor ―死神が愛した医者―
20（月）スタート！ 毎週（月）深夜0：00～ほか


タイ
BL


一挙
放送


最新情報はこちらから！


番組に関するお問い合わせ
受付時間10:00～20:00（年中無休）


0570-001-444
衛星劇場カスタマーセンター


IP電話のお客様は


03-6741-7535


SNS・公式アカウント
● Twitter： @EISEI_GEKIJO
● L I N E：韓流LINE：@kvs0241o   
  舞台LINE：@vnq4522t
● インスタグラム、Facebook、youtube
　  eiseigekijo 


衛星劇場
HP


※一部のケーブルテレビはハイビジョン放送ではございま
せん。※都合により番組内容、放送時間を変更させていた
だくことがあります。ご了承ください。※視聴年齢制限が設
けてある作品があります。事前にお手続きください。また視
聴年齢制限が設定されていない受信機器で視聴される場合
は、ご加入者本人の責任による管理をお願いします。


今月のオススメ作品


中国
ドラマ


韓国
ドラマ


Friendship with Krist and Singto
好評放送中！毎週（月） 深 0：15～　
【再放送】翌（日）午前7：00～


タイ
バラエティ


29（水）午後8：00～第1話先行放送！  ※7月本放送スタート！ 


15（水）アンコール放送スタート！毎週(月)～(土) 前7：30～ほか


15（水）スタート！ 毎週（水）午後11：00～ほか
ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた  


23 （木）スタート！ 毎週（木）後11：00～ほか
MIRACLE／ミラクル


20（月）スタート！ 毎週（月）午後11：00～ほか
初恋だけ3度目


男たちの勲章～栄光への旅立ち～
（原題:王牌部隊）


斗
と ら
羅大陸 ～７つの光と武


ぶこん
魂の謎～


24（金） 午後9：30～第1話先行放送！  ※7月本放送スタート！ 
御
オ


史
サ


とジョイ（原題）


一挙
放送


アンコール放送


テレビ初放送


御
オ


史
サ


とジョイ 


韓国ドラマ


©  STUDIO DRAGON CORPORATION©  STUDIO DRAGON CORPORATION


©  STUDIO DRAGON CORPORATION©  STUDIO DRAGON CORPORATION


ある日、私の家の玄関に
滅亡が入ってきた  


リクエスト放送


韓国ドラマ 中国時代劇


2PMテギョン×キム・ヘユン
主演！


斗
と


羅
ら


大陸
～７つの光と武


ぶこん
魂の謎～


©  New Classics Television 2021©  New Classics Television 2021








AT-X 編成表 2022年5・6月 2022/5/17


5月30日 5月31日 6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日
月 火 水 木 金 土/OPEN 日/OPEN


6:00 ゼーガペイン(3)(4)▲ 6:00 異能バトルは日常系のなかで(1)(2)▲再 6:00 無能なナナ(1)(2)▲再 6:00 海賊王女(7)(8)▲ 6:00 GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(1)(2)▲再 6:00 処刑少女の生きる道（バージンロード）(9)▲ 6:00 このヒーラー、めんどくさい(8)▲


6:30 もやしもん(6) 6:30 くノ一ツバキの胸の内(8)▲


7:00 小林さんちのメイドラゴンS(3)▲ 7:00 小林さんちのメイドラゴンS(4)▲ 7:00 小林さんちのメイドラゴンS(5)▲ 7:00 小林さんちのメイドラゴンS(6)▲ 7:00 小林さんちのメイドラゴンS(7)▲ 7:00 Club AT-X(475) 7:00 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です(9)▲


7:30 ひだまりスケッチ×365(7)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×365(8)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×365(9)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×365(10)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×365(11)▲ 7:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(100) 7:30 現実主義勇者の王国再建記　第二部(17)▲


8:00 アニメ女子部「風が強く吹いている」(6)▲ 8:00 吸血姫美夕 Integral(2) 8:00 妖怪ウォッチ♪(46) 8:00 八月のシンデレラナイン 2022(7)▲ 8:00 ラブオールプレー(9)▲ 8:00 アナログBANBAN ビッグバン(31) 8:00 BEASTARS　第2期(19)▲


8:30 アニメ女子部「7SEEDS」(15)▲ 8:30 BIRDIE WING -Golf Girls' Story-(5)▲ 8:30 promo-X #191 8:30 真・一騎当千(3)終 8:30 トモダチゲーム(5)▲ 8:30 ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～(8)▲ 8:30 群青のファンファーレ(9)▲


9:00 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。(8)▲ 9:00 あずまんが大王(8)▲ 9:00 ようこそ実力至上主義の教室へ(9)▲ 9:00 CUE!(20)▲ 9:00 史上最強の大魔王、村人Aに転生する(9)▲ 9:00 ダロス(1-4) ○ 9:00 太陽の船ソルビアンカ(1-6) ○


9:30 パリピ孔明(8)▲ 9:30 恋は世界征服のあとで(8)▲ 9:30 魔弾の王と戦姫(8) 9:30 まちカドまぞく 2丁目(7)▲ 9:30 RPG不動産(9)▲


10:00 八十亀ちゃんかんさつにっき 4さつめ(7) 10:00 デート・ア・ライブⅣ(8)▲ 10:00 SPY×FAMILY(8)▲ 10:00 かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-(8)▲ 10:00 盾の勇者の成り上がり Season 2(9)▲


10:05 じゃんたま PONG☆(6)


10:10 闇芝居　第10期(8)


10:16 かぎなど　シーズン２(19)


10:22 アサルトリリィ ふるーつ(5)(6)


10:30 ビルディバイド -#FFFFFF-(19)▲ 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(78) 10:30 アクセル・ワールド(11)(12)▲ 10:30 勇者、辞めます(9)▲ 10:30 ダンス・ダンス・ダンスール(8)▲


11:00 本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～第3期(33)▲ 11:00 薔薇王の葬列(13)▲ 11:00 理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ（ハート）(9)▲ 11:00 可愛いだけじゃない式守さん(7)▲


11:20 青の6号　ブルーレイ版(1-4) ○


11:30 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中(8)▲ 11:30 promo-X #190 11:30 阿波連さんははかれない(9)▲ 11:30 ワッチャプリマジ！(32) 11:30 であいもん(9)▲


12:00 NOIR(4) 12:00 NOIR(5) 12:00 NOIR(6) 12:00 NOIR(7) 12:00 NOIR(8)


12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(4) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(5) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(6) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(7) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(8) 12:30 CYBER CITY OEDO 808　HDリマスター版(1-3) ○


13:00 海賊王女(5)(6)▲ 13:00 魔法科高校の優等生(12)(13)▲終 13:00 ゼーガペイン(3)(4)▲ 13:00 異能バトルは日常系のなかで(1)(2)▲再 13:00 無能なナナ(1)(2)▲再


14:00 八月のシンデレラナイン 2022(6)▲ 14:00 ラブオールプレー(8)▲ 14:00 アニメ女子部「風が強く吹いている」(6)▲ 14:00 吸血姫美夕 Integral(2) 14:00 妖怪ウォッチ♪(46)


14:30 真・一騎当千(2) 14:30 トモダチゲーム(4)▲ 14:30 アニメ女子部「7SEEDS」(15)▲ 14:30 BIRDIE WING -Golf Girls' Story-(5)▲ 14:30 promo-X #190


15:00 CUE!(19)▲ 15:00 史上最強の大魔王、村人Aに転生する(8)▲ 15:00 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。(8)▲ 15:00 あずまんが大王(8)▲ 15:00 ようこそ実力至上主義の教室へ(9)▲ 15:00 未定


15:30 promo-X #190 15:30 RPG不動産(8)▲ 15:30 パリピ孔明(8)▲ 15:30 恋は世界征服のあとで(8)▲ 15:30 魔弾の王と戦姫(8)


16:00 かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-(7)▲ 16:00 盾の勇者の成り上がり Season 2(8)▲ 16:00 八十亀ちゃんかんさつにっき 4さつめ(7) 16:00 デート・ア・ライブⅣ(8)▲ 16:00 SPY×FAMILY(8)▲


16:05 じゃんたま PONG☆(6)


16:10 闇芝居　第10期(8)


16:16 かぎなど　シーズン２(19)


16:22 アサルトリリィ ふるーつ(5)(6)


16:30 勇者、辞めます(8)▲ 16:30 ダンス・ダンス・ダンスール(7)▲ 16:30 ビルディバイド -#FFFFFF-(19)▲ 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(78) 16:30 アクセル・ワールド(11)(12)▲


17:00 理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ（ハート）(8)▲ 17:00 可愛いだけじゃない式守さん(特番1) 17:00 本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～第3期(33)▲ 17:00 薔薇王の葬列(13)▲


17:30 ワッチャプリマジ！(31) 17:30 であいもん(8)▲ 17:30 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中(8)▲ 17:30 promo-X #192 17:30 阿波連さんははかれない(9)▲


18:00 無能なナナ(1)(2)▲再 ◎ 18:00 海賊王女(7)(8)▲ ◎ 18:00 GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(1)(2)▲再 ◎ 18:00 ゼーガペイン(5)(6)▲ ◎ 18:00 異能バトルは日常系のなかで(3)(4)▲ ◎


19:00 小林さんちのメイドラゴンS(8)▲ ◎ 19:00 小林さんちのメイドラゴンS(9)▲ ◎ 19:00 小林さんちのメイドラゴンS(10)▲ ◎ 19:00 小林さんちのメイドラゴンS(11)▲ ◎ 19:00 小林さんちのメイドラゴンS(12)▲終 ◎


19:30 ひだまりスケッチ×365(12)▲ ○ 19:30 ひだまりスケッチ×365(EX)▲ ○ 19:30 ひだまりスケッチ×365(13)▲ ○ 19:30 ひだまりスケッチ×365　特別編(前編)▲ ○ 19:30 ひだまりスケッチ×365　特別編(後編)▲終 ○


20:00 妖怪ウォッチ♪(46) ○ 20:00 八月のシンデレラナイン 2022(7)▲ ◎ 20:00 ラブオールプレー(9)▲ ○ 20:00 アニメ女子部「風が強く吹いている」(7)▲ ○ 20:00 吸血姫美夕 Integral(3) ○


20:30 promo-X #191 ○ 20:30 真・一騎当千(3)終 ○ 20:30 トモダチゲーム(5)▲ ○ 20:30 アニメ女子部「7SEEDS」(16)▲ ○ 20:30 BIRDIE WING -Golf Girls' Story-(6)▲ ○


21:00 ようこそ実力至上主義の教室へ(9)▲ ○ 21:00 CUE!(20)▲ ○ 21:00 史上最強の大魔王、村人Aに転生する(9)▲ ○ 21:00 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。(9)▲ ○ 21:00 あずまんが大王(9)▲ ○ 21:00 処刑少女の生きる道（バージンロード）(10)▲ ○ 21:00 このヒーラー、めんどくさい(9)▲ ○


21:30 魔弾の王と戦姫(8) ○ 21:30 まちカドまぞく 2丁目(7)▲ ○ 21:30 RPG不動産(9)▲ ○ 21:30 パリピ孔明(9)▲ ○ 21:30 恋は世界征服のあとで(9)▲ ○ 21:30 もやしもん(7) ○ 21:30 くノ一ツバキの胸の内(9)▲ ○


22:00 SPY×FAMILY(8)▲ ○ 22:00 かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-(8)▲ ○ 22:00 盾の勇者の成り上がり Season 2(9)▲ ○ 22:00 八十亀ちゃんかんさつにっき 4さつめ(8) ○ 22:00 デート・ア・ライブⅣ(9)▲ ○ 22:00 Club AT-X(476) ○ 22:00 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です(10)▲ ○


22:05 じゃんたま PONG☆(7) ○


22:10 闇芝居　第10期(9) ○


22:16 かぎなど　シーズン２(20) ○


22:22 アサルトリリィ ふるーつ(7)(8) ○


22:30 アクセル・ワールド(11)(12)▲ ○ 22:30 勇者、辞めます(9)▲ ○ 22:30 ダンス・ダンス・ダンスール(8)▲ ○ 22:30 ビルディバイド -#FFFFFF-(20)▲ ○ 22:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(79) ○ 22:30 現実主義勇者の王国再建記　第二部(18)▲ ○


23:00 理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ（ハート）(9)▲ ○ 23:00 可愛いだけじゃない式守さん(7)▲ ○ 23:00 本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～第3期(34)▲ ○ 23:00 薔薇王の葬列(14)▲ ○ 23:00 アナログBANBAN ビッグバン(32) ○ 23:00 BEASTARS　第2期(20)▲ ○


23:30 阿波連さんははかれない(9)▲ ○ 23:30 ワッチャプリマジ！(32) ○ 23:30 であいもん(9)▲ ○ 23:30 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中(9)▲ ○ 23:30 東京エンカウント弐(85) ○ 23:30 ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～(9)▲ ○ 23:30 群青のファンファーレ(10)▲ ○


24:00 NOIR(9) ○ 24:00 NOIR(10) ○ 24:00 NOIR(11) ○ 24:00 NOIR(12) ○ 24:00 NOIR(13) ○ 24:00 エルフェンリート(3)(4) ○ 24:00 モブせか！格付けゲームバトル(前編)(後編) ○


24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(9) ○ 24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(10) ○ 24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(11) ○ 24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(12) ○ 24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(13) ○


25:00 月とライカと吸血姫(1-6)▲ ◎ 25:00 月とライカと吸血姫(7-12)▲ ◎ 25:00 あさがおと加瀬さん。　キャストオーディオコメンタリー音声版 ◎ 25:00 フラグタイム　キャストオーディオコメンタリー音声版 ◎ 25:00 それゆけ！宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ(16-26)▲ ◎ 25:00 賭ケグルイ(1-12)▲ ◎ 25:00 賭ケグルイ××(1-12)▲


26:05 ダーティペア（劇場） ○ 26:05 音で聴くAT-X


26:30 テスラノート(1-3)▲ ◎


28:00 月曜日のたわわ2(9) ○ 28:00 Club AT-X(475) 28:00 エルフェンリート(1)再 28:00 エルフェンリート(2)


28:10 音で聴くAT-X


28:30 処刑少女の生きる道（バージンロード）(9)▲ 28:30 諏訪部順一のとびだせ！！のみ仲間(100) 28:30 このヒーラー、めんどくさい(8)▲ 28:30 現実主義勇者の王国再建記　第二部(17)▲


29:00 もやしもん(6) 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(31) 29:00 くノ一ツバキの胸の内(8)▲ 29:00 BEASTARS　第2期(19)▲


29:30 promo-X #192 29:30 ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～(8)▲ 29:30 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です(9)▲ 29:30 群青のファンファーレ(9)▲


29:35 promo-X #192


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 2022年6月 2022/5/19


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


6:00 ゼーガペイン(5)(6)▲ 6:00 異能バトルは日常系のなかで(3)(4)▲ 6:00 無能なナナ(3)(4)▲ 6:00 海賊王女(9)(10)▲ 6:00 GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(3)(4)▲ 6:00 処刑少女の生きる道（バージンロード）(10)▲ 6:00 このヒーラー、めんどくさい(9)▲


6:30 もやしもん(7) 6:30 くノ一ツバキの胸の内(9)▲


7:00 小林さんちのメイドラゴンS(8)▲ 7:00 小林さんちのメイドラゴンS(9)▲ 7:00 小林さんちのメイドラゴンS(10)▲ 7:00 小林さんちのメイドラゴンS(11)▲ 7:00 小林さんちのメイドラゴンS(12)▲終 7:00 Club AT-X(476) 7:00 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です(10)▲


7:30 ひだまりスケッチ×365(12)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×365(EX)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×365(13)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×365　特別編(前編)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×365　特別編(後編)▲終 7:30 現実主義勇者の王国再建記　第二部(18)▲


8:00 アニメ女子部「風が強く吹いている」(7)▲ 8:00 吸血姫美夕 Integral(3) 8:00 妖怪ウォッチ♪(47) 8:00 八月のシンデレラナイン 2022(8)▲ 8:00 ラブオールプレー(10)▲ 8:00 アナログBANBAN ビッグバン(32) 8:00 BEASTARS　第2期(20)▲


8:30 アニメ女子部「7SEEDS」(16)▲ 8:30 BIRDIE WING -Golf Girls' Story-(6)▲ 8:30 平日深呼吸。(29) 8:30 平家物語(1)▲新 8:30 トモダチゲーム(6)▲ 8:30 ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～(9)▲ 8:30 群青のファンファーレ(10)▲


9:00 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。(9)▲ 9:00 あずまんが大王(9)▲ 9:00 ようこそ実力至上主義の教室へ(10)▲ 9:00 CUE!(21)▲ 9:00 史上最強の大魔王、村人Aに転生する(10)▲ 9:00 KEY THE METAL IDOL(1-10) ○ 9:00 KEY THE METAL IDOL(11-15) ○


9:30 パリピ孔明(9)▲ 9:30 恋は世界征服のあとで(9)▲ 9:30 魔弾の王と戦姫(9) 9:30 まちカドまぞく 2丁目(8)▲ 9:30 RPG不動産(10)▲


10:00 八十亀ちゃんかんさつにっき 4さつめ(8) 10:00 デート・ア・ライブⅣ(9)▲ 10:00 SPY×FAMILY(9)▲ 10:00 かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-(9)▲ 10:00 盾の勇者の成り上がり Season 2(10)▲


10:05 じゃんたま PONG☆(7)


10:10 闇芝居　第10期(9)


10:16 かぎなど　シーズン２(20)


10:22 アサルトリリィ ふるーつ(7)(8)


10:30 ビルディバイド -#FFFFFF-(20)▲ 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(79) 10:30 アクセル・ワールド(13)(14)▲ 10:30 勇者、辞めます(10)▲ 10:30 ダンス・ダンス・ダンスール(9)▲


11:00 本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～第3期(34)▲ 11:00 薔薇王の葬列(14)▲ 11:00 理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ（ハート）(10)▲ 11:00 可愛いだけじゃない式守さん(8)▲


11:30 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中(9)▲ 11:30 東京エンカウント弐(85) 11:30 阿波連さんははかれない(10)▲ 11:30 ワッチャプリマジ！(33) 11:30 であいもん(10)▲


12:00 NOIR(9) 12:00 NOIR(10) 12:00 NOIR(11) 12:00 NOIR(12) 12:00 NOIR(13)


12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(9) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(10) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(11) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(12) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(13)


13:00 海賊王女(7)(8)▲ 13:00 GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(1)(2)▲再 13:00 ゼーガペイン(5)(6)▲ 13:00 異能バトルは日常系のなかで(3)(4)▲ 13:00 無能なナナ(3)(4)▲


14:00 八月のシンデレラナイン 2022(7)▲ 14:00 ラブオールプレー(9)▲ 14:00 アニメ女子部「風が強く吹いている」(7)▲ 14:00 吸血姫美夕 Integral(3) 14:00 妖怪ウォッチ♪(47) 14:00 音で聴くAT-X 14:00 マップス(1-4) ○


14:30 真・一騎当千(3)終 14:30 トモダチゲーム(5)▲ 14:30 アニメ女子部「7SEEDS」(16)▲ 14:30 BIRDIE WING -Golf Girls' Story-(6)▲ 14:30 平日深呼吸。(29) 14:30 オーバーロード(1-13)▲ ◎


15:00 CUE!(20)▲ 15:00 史上最強の大魔王、村人Aに転生する(9)▲ 15:00 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。(9)▲ 15:00 あずまんが大王(9)▲ 15:00 ようこそ実力至上主義の教室へ(10)▲


15:30 まちカドまぞく 2丁目(7)▲ 15:30 RPG不動産(9)▲ 15:30 パリピ孔明(9)▲ 15:30 恋は世界征服のあとで(9)▲ 15:30 魔弾の王と戦姫(9)


16:00 かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-(8)▲ 16:00 盾の勇者の成り上がり Season 2(9)▲ 16:00 八十亀ちゃんかんさつにっき 4さつめ(8) 16:00 デート・ア・ライブⅣ(9)▲ 16:00 SPY×FAMILY(9)▲ 16:00 マーズ　HDリマスター版(1)(2) ○


16:05 じゃんたま PONG☆(7)


16:10 闇芝居　第10期(9)


16:16 かぎなど　シーズン２(20)


16:22 アサルトリリィ ふるーつ(7)(8)


16:30 勇者、辞めます(9)▲ 16:30 ダンス・ダンス・ダンスール(8)▲ 16:30 ビルディバイド -#FFFFFF-(20)▲ 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(79) 16:30 アクセル・ワールド(13)(14)▲


17:00 理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ（ハート）(9)▲ 17:00 可愛いだけじゃない式守さん(7)▲ 17:00 本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～第3期(34)▲ 17:00 薔薇王の葬列(14)▲ 17:00 モブせか！格付けゲームバトル(前編)(後編)


17:30 ワッチャプリマジ！(32) 17:30 であいもん(9)▲ 17:30 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中(9)▲ 17:30 東京エンカウント弐(85) 17:30 阿波連さんははかれない(10)▲


18:00 無能なナナ(3)(4)▲ ◎ 18:00 海賊王女(9)(10)▲ ◎ 18:00 GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(3)(4)▲ ◎ 18:00 ゼーガペイン(7)(8)▲ ◎ 18:00 異能バトルは日常系のなかで(5)(6)▲ ◎ 18:00 メイドインアビス(1-7)▲ ◎


19:00 冴えない彼女の育てかた(0)▲再 ◎ 19:00 冴えない彼女の育てかた(1)▲ ◎ 19:00 冴えない彼女の育てかた(2)▲ ◎ 19:00 冴えない彼女の育てかた(3)▲ ◎ 19:00 冴えない彼女の育てかた(4)▲ ◎


19:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(1)▲再 ○ 19:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(2)▲ ○ 19:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(3)▲ ○ 19:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(4)▲ ○ 19:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(5)▲ ○


20:00 妖怪ウォッチ♪(47) ○ 20:00 八月のシンデレラナイン 2022(8)▲ ◎ 20:00 ラブオールプレー(10)▲ ○ 20:00 アニメ女子部「風が強く吹いている」(8)▲ ○ 20:00 吸血姫美夕 Integral(4) ○


20:30 平日深呼吸。(29) ○ 20:30 平家物語(1)▲新 ○ 20:30 トモダチゲーム(6)▲ ○ 20:30 アニメ女子部「7SEEDS」(17)▲ ○ 20:30 BIRDIE WING -Golf Girls' Story-(7)▲ ○


21:00 ようこそ実力至上主義の教室へ(10)▲ ○ 21:00 CUE!(21)▲ ○ 21:00 史上最強の大魔王、村人Aに転生する(10)▲ ○ 21:00 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。(10)▲ ○ 21:00 あずまんが大王(10)▲ ○ 21:00 処刑少女の生きる道（バージンロード）(11)▲ ○ 21:00 このヒーラー、めんどくさい(10)▲ ○


21:30 魔弾の王と戦姫(9) ○ 21:30 まちカドまぞく 2丁目(8)▲ ○ 21:30 RPG不動産(10)▲ ○ 21:30 パリピ孔明(10)▲ ○ 21:30 恋は世界征服のあとで(10)▲ ○ 21:30 もやしもん(8) ○ 21:30 くノ一ツバキの胸の内(10)▲ ○


22:00 SPY×FAMILY(9)▲ ○ 22:00 かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-(9)▲ ○ 22:00 盾の勇者の成り上がり Season 2(10)▲ ○ 22:00 八十亀ちゃんかんさつにっき 4さつめ(9) ○ 22:00 デート・ア・ライブⅣ(10)▲ ○ 22:00 Club AT-X(476) 22:00 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です(11)▲ ○


22:05 じゃんたま PONG☆(8) ○


22:10 闇芝居　第10期(10) ○


22:16 かぎなど　シーズン２(21) ○


22:22 アサルトリリィ ふるーつ(9)(10) ○


22:30 アクセル・ワールド(13)(14)▲ ○ 22:30 勇者、辞めます(10)▲ ○ 22:30 ダンス・ダンス・ダンスール(9)▲ ○ 22:30 ビルディバイド -#FFFFFF-(21)▲ ○ 22:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(80) ○ 22:30 現実主義勇者の王国再建記　第二部(19)▲ ○


23:00 理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ（ハート）(10)▲ ○ 23:00 可愛いだけじゃない式守さん(8)▲ ○ 23:00 本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～第3期(35)▲ ○ 23:00 薔薇王の葬列(15)▲ ○ 23:00 アナログBANBAN ビッグバン(32) 23:00 BEASTARS　第2期(21)▲ ○


23:30 阿波連さんははかれない(10)▲ ○ 23:30 ワッチャプリマジ！(33) ○ 23:30 であいもん(10)▲ ○ 23:30 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中(10)▲ ○ 23:30 東京エンカウント弐(85) 23:30 ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～(10)▲ ○ 23:30 群青のファンファーレ(11)▲ ○


24:00 NOIR(14) ○ 24:00 NOIR(15) ○ 24:00 NOIR(16) ○ 24:00 NOIR(17) ○ 24:00 NOIR(18) ○ 24:00 エルフェンリート(5)(6) ○ 24:00 フリクリ(1-6) ○


24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(14) ○ 24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(15) ○ 24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(16) ○ 24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(17) ○ 24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(18) ○


25:00 BanG Dream! ガルパ☆ピコ ふぃーばー！(1-13) ◎ 25:00 BanG Dream! ガルパ☆ピコ ふぃーばー！(14-26) ◎ 25:00 未定 ◎ 25:00 モブせか！格付けゲームバトル(前編)(後編) 25:00 桜蘭高校ホスト部(1-10)▲ ◎ 25:00 桜蘭高校ホスト部(11-20)▲ ◎


26:00 平日深呼吸。(25-28) ◎ 26:30 テスラノート(10-13)▲ ◎


26:05 promo-X #192 26:05 音で聴くAT-X


26:30 テスラノート(4-6)▲ ◎ 26:30 テスラノート(7-9)▲ ◎


27:00 桜蘭高校ホスト部(21-26)▲ ◎


28:00 月曜日のたわわ2(10) ○ 28:00 Club AT-X(476) 28:00 エルフェンリート(3) 28:00 エルフェンリート(4)


28:10 音で聴くAT-X


28:30 処刑少女の生きる道（バージンロード）(10)▲ 28:30 このヒーラー、めんどくさい(9)▲ 28:30 現実主義勇者の王国再建記　第二部(18)▲


29:00 もやしもん(7) 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(32) 29:00 くノ一ツバキの胸の内(9)▲ 29:00 BEASTARS　第2期(20)▲


29:30 promo-X 29:30 ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～(9)▲ 29:30 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です(10)▲ 29:30 群青のファンファーレ(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 2022年6月 2022/5/19


6月13日 6月14日 6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日
月 火 水 木 金 土 日


6:00 ゼーガペイン(7)(8)▲ 6:00 異能バトルは日常系のなかで(5)(6)▲ 6:00 無能なナナ(5)(6)▲ 6:00 海賊王女(11)(12)▲終 6:00 GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(5)(6)▲ 6:00 処刑少女の生きる道（バージンロード）(11)▲ 6:00 このヒーラー、めんどくさい(10)▲


6:30 もやしもん(8) 6:30 くノ一ツバキの胸の内(10)▲


7:00 冴えない彼女の育てかた(0)▲再 7:00 冴えない彼女の育てかた(1)▲ 7:00 冴えない彼女の育てかた(2)▲ 7:00 冴えない彼女の育てかた(3)▲ 7:00 冴えない彼女の育てかた(4)▲ 7:00 Club AT-X(476) 7:00 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です(11)▲


7:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(1)▲再 7:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(2)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(3)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(4)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(5)▲ 7:30 現実主義勇者の王国再建記　第二部(19)▲


8:00 アニメ女子部「風が強く吹いている」(8)▲ 8:00 吸血姫美夕 Integral(4) 8:00 妖怪ウォッチ♪(48) 8:00 八月のシンデレラナイン 2022(9)▲ 8:00 ラブオールプレー(11)▲ 8:00 アナログBANBAN ビッグバン(32) 8:00 BEASTARS　第2期(21)▲


8:30 アニメ女子部「7SEEDS」(17)▲ 8:30 BIRDIE WING -Golf Girls' Story-(7)▲ 8:30 平日深呼吸。(29) 8:30 平家物語(2)▲ 8:30 トモダチゲーム(7)▲ 8:30 ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～(10)▲ 8:30 群青のファンファーレ(11)▲


9:00 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。(10)▲ 9:00 あずまんが大王(10)▲ 9:00 ようこそ実力至上主義の教室へ(11)▲ 9:00 CUE!(22)▲ 9:00 史上最強の大魔王、村人Aに転生する(11)▲ 9:00 ARMITAGEⅢ(1-4) ◎ 9:00 敵は海賊～猫たちの饗宴～　AIリマスタリング版(1-6) ○


9:30 パリピ孔明(10)▲ 9:30 恋は世界征服のあとで(10)▲ 9:30 魔弾の王と戦姫(10) 9:30 まちカドまぞく 2丁目(9)▲ 9:30 RPG不動産(11)▲


10:00 八十亀ちゃんかんさつにっき 4さつめ(9) 10:00 デート・ア・ライブⅣ(10)▲ 10:00 SPY×FAMILY(10)▲ 10:00 かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-(10)▲ 10:00 盾の勇者の成り上がり Season 2(11)▲


10:05 じゃんたま PONG☆(8)


10:10 闇芝居　第10期(10)


10:16 かぎなど　シーズン２(21)


10:22 アサルトリリィ ふるーつ(9)(10)


10:30 ビルディバイド -#FFFFFF-(21)▲ 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(80) 10:30 アクセル・ワールド(15)(16)▲ 10:30 勇者、辞めます(11)▲ 10:30 ダンス・ダンス・ダンスール(10)▲


11:00 本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～第3期(35)▲ 11:00 薔薇王の葬列(15)▲ 11:00 理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ（ハート）(11)▲ 11:00 可愛いだけじゃない式守さん(特番2)


11:25 ARMITAGE DUAL-MATRIX ○


11:30 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中(10)▲ 11:30 東京エンカウント弐(85) 11:30 阿波連さんははかれない(11)▲ 11:30 ワッチャプリマジ！(34) 11:30 であいもん(11)▲


12:00 NOIR(14) 12:00 NOIR(15) 12:00 NOIR(16) 12:00 NOIR(17) 12:00 NOIR(18) 12:00 戦闘妖精雪風　ブルーレイ版(1-5)


12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(14) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(15) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(16) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(17) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(18)


13:00 海賊王女(9)(10)▲ 13:00 GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(3)(4)▲ 13:00 ゼーガペイン(7)(8)▲ 13:00 異能バトルは日常系のなかで(5)(6)▲ 13:00 無能なナナ(5)(6)▲ 13:00 おいら宇宙の探鉱夫　HDリマスター版(1)(2) ○


14:00 八月のシンデレラナイン 2022(8)▲ 14:00 ラブオールプレー(10)▲ 14:00 アニメ女子部「風が強く吹いている」(8)▲ 14:00 吸血姫美夕 Integral(4) 14:00 妖怪ウォッチ♪(48) 14:00 promo-X


14:30 平家物語(1)▲新 14:30 トモダチゲーム(6)▲ 14:30 アニメ女子部「7SEEDS」(17)▲ 14:30 BIRDIE WING -Golf Girls' Story-(7)▲ 14:30 平日深呼吸。(29) 14:30 オーバーロードⅡ(1-13)▲ ◎


15:00 CUE!(21)▲ 15:00 史上最強の大魔王、村人Aに転生する(10)▲ 15:00 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。(10)▲ 15:00 あずまんが大王(10)▲ 15:00 ようこそ実力至上主義の教室へ(11)▲


15:30 まちカドまぞく 2丁目(8)▲ 15:30 RPG不動産(10)▲ 15:30 パリピ孔明(10)▲ 15:30 恋は世界征服のあとで(10)▲ 15:30 魔弾の王と戦姫(10) 15:30 戦闘妖精少女 たすけて！メイヴちゃん ○


16:00 かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-(9)▲ 16:00 盾の勇者の成り上がり Season 2(10)▲ 16:00 八十亀ちゃんかんさつにっき 4さつめ(9) 16:00 デート・ア・ライブⅣ(10)▲ 16:00 SPY×FAMILY(10)▲ 16:00 音で聴くAT-X


16:05 じゃんたま PONG☆(8)


16:10 闇芝居　第10期(10)


16:16 かぎなど　シーズン２(21)


16:22 アサルトリリィ ふるーつ(9)(10)


16:30 勇者、辞めます(10)▲ 16:30 ダンス・ダンス・ダンスール(9)▲ 16:30 ビルディバイド -#FFFFFF-(21)▲ 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(80) 16:30 アクセル・ワールド(15)(16)▲ 16:30 SMガールズ セイバーマリオネットR(1-3) ○


17:00 理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ（ハート）(10)▲ 17:00 可愛いだけじゃない式守さん(8)▲ 17:00 本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～第3期(35)▲ 17:00 薔薇王の葬列(15)▲


17:30 ワッチャプリマジ！(33) 17:30 であいもん(10)▲ 17:30 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中(10)▲ 17:30 東京エンカウント弐(85) 17:30 阿波連さんははかれない(11)▲


18:00 無能なナナ(5)(6)▲ ◎ 18:00 海賊王女(11)(12)▲終 ◎ 18:00 GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(5)(6)▲ ◎ 18:00 ゼーガペイン(9)(10)▲ ◎ 18:00 異能バトルは日常系のなかで(7)(8)▲ ◎ 18:00 メイドインアビス(8-13)▲ ◎


19:00 冴えない彼女の育てかた(5)▲ ◎ 19:00 冴えない彼女の育てかた(6)▲ ◎ 19:00 冴えない彼女の育てかた(7)▲ ◎ 19:00 冴えない彼女の育てかた(8)▲ ◎ 19:00 冴えない彼女の育てかた(9)▲ ◎


19:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(6)▲ ○ 19:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(7)▲ ○ 19:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(8)▲ ○ 19:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(9)▲ ○ 19:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(10)▲ ○


20:00 妖怪ウォッチ♪(48) ○ 20:00 八月のシンデレラナイン 2022(9)▲ ◎ 20:00 ラブオールプレー(11)▲ ○ 20:00 アニメ女子部「風が強く吹いている」(9)▲ ○ 20:00 吸血姫美夕 Integral(5) ○


20:30 平日深呼吸。(29) 20:30 平家物語(2)▲ ○ 20:30 トモダチゲーム(7)▲ ○ 20:30 アニメ女子部「7SEEDS」(18)▲ ○ 20:30 BIRDIE WING -Golf Girls' Story-(8)▲ ○


21:00 ようこそ実力至上主義の教室へ(11)▲ ○ 21:00 CUE!(22)▲ ○ 21:00 史上最強の大魔王、村人Aに転生する(11)▲ ○ 21:00 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。(11)▲ ○ 21:00 あずまんが大王(11)▲ ○ 21:00 処刑少女の生きる道（バージンロード）(12)▲終 ○ 21:00 このヒーラー、めんどくさい(11)▲ ○


21:30 魔弾の王と戦姫(10) ○ 21:30 まちカドまぞく 2丁目(9)▲ ○ 21:30 RPG不動産(11)▲ ○ 21:30 パリピ孔明(11)▲ ○ 21:30 恋は世界征服のあとで(11)▲ ○ 21:30 もやしもん(9) ○ 21:30 くノ一ツバキの胸の内(11)▲ ○


22:00 SPY×FAMILY(10)▲ ○ 22:00 かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-(10)▲ ○ 22:00 盾の勇者の成り上がり Season 2(11)▲ ○ 22:00 八十亀ちゃんかんさつにっき 4さつめ(10)終 ○ 22:00 デート・ア・ライブⅣ(11)▲ ○ 22:00 Club AT-X(477) ○ 22:00 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です(12)▲終 ○


22:05 じゃんたま PONG☆(9) ○


22:10 闇芝居　第10期(11) ○


22:16 かぎなど　シーズン２(22) ○


22:22 アサルトリリィ ふるーつ(11)(12) ○


22:30 アクセル・ワールド(15)(16)▲ ○ 22:30 勇者、辞めます(11)▲ ○ 22:30 ダンス・ダンス・ダンスール(10)▲ ○ 22:30 ビルディバイド -#FFFFFF-(22)▲ ○ 22:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(81) ○ 22:30 現実主義勇者の王国再建記　第二部(20)▲ ○


23:00 理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ（ハート）(11)▲ ○ 23:00 可愛いだけじゃない式守さん(特番2) ○ 23:00 本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～第3期(36)▲終 ○ 23:00 薔薇王の葬列(16)▲ ○ 23:00 アナログBANBAN ビッグバン(33) ○ 23:00 BEASTARS　第2期(22)▲ ○


23:30 阿波連さんははかれない(11)▲ ○ 23:30 ワッチャプリマジ！(34) ○ 23:30 であいもん(11)▲ ○ 23:30 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中(11)▲ ○ 23:30 東京エンカウント弐(86) ○ 23:30 ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～(11)▲ ○ 23:30 群青のファンファーレ(12)▲ ○


24:00 NOIR(19) ○ 24:00 NOIR(20) ○ 24:00 NOIR(21) ○ 24:00 NOIR(22) ○ 24:00 NOIR(23) ○ 24:00 エルフェンリート(7)(8) ○ 24:00 未定 ◎


24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(19) ○ 24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(20) ○ 24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(21) ○ 24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(22) ○ 24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(23) ○


25:00 継つぐもも　リミッター解除版(1-7) ◎ 25:00 継つぐもも　リミッター解除版(8-13) ◎ 25:00 デカダンス(1-6)▲ ◎ 25:00 デカダンス(7-12)▲ ◎ 25:00 桜Trick(1-12)▲ ◎ 25:00 ユリ熊嵐(1-12) ◎


27:30 つぐもも　ちょっとHなOVA ◎


28:00 月曜日のたわわ2(11) ○ 28:00 Club AT-X(476) 28:00 エルフェンリート(5) 28:00 エルフェンリート(6)


28:10 音で聴くAT-X


28:30 処刑少女の生きる道（バージンロード）(11)▲ 28:30 このヒーラー、めんどくさい(10)▲ 28:30 現実主義勇者の王国再建記　第二部(19)▲


29:00 もやしもん(8) 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(32) 29:00 くノ一ツバキの胸の内(10)▲ 29:00 BEASTARS　第2期(21)▲


29:30 promo-X 29:30 ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～(10)▲ 29:30 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です(11)▲ 29:30 群青のファンファーレ(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 2022年6月 2022/5/19


6月20日 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日 6月25日 6月26日
月 火 水 木 金 土 日


6:00 ゼーガペイン(9)(10)▲ 6:00 異能バトルは日常系のなかで(7)(8)▲ 6:00 無能なナナ(7)(8)▲ 6:00 ありふれた職業で世界最強 2nd season(1)(2)▲再 6:00 GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(7)(8)▲ 6:00 処刑少女の生きる道（バージンロード）(12)▲終 6:00 このヒーラー、めんどくさい(11)▲


6:30 もやしもん(9) 6:30 くノ一ツバキの胸の内(11)▲


7:00 冴えない彼女の育てかた(5)▲ 7:00 冴えない彼女の育てかた(6)▲ 7:00 冴えない彼女の育てかた(7)▲ 7:00 冴えない彼女の育てかた(8)▲ 7:00 冴えない彼女の育てかた(9)▲ 7:00 Club AT-X(477) 7:00 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です(12)▲終


7:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(6)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(7)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(8)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(9)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(10)▲ 7:30 現実主義勇者の王国再建記　第二部(20)▲


8:00 アニメ女子部「風が強く吹いている」(9)▲ 8:00 吸血姫美夕 Integral(5) 8:00 妖怪ウォッチ♪(49) 8:00 八月のシンデレラナイン 2022(10)▲ 8:00 ラブオールプレー(12)▲ 8:00 アナログBANBAN ビッグバン(33) 8:00 BEASTARS　第2期(22)▲


8:30 アニメ女子部「7SEEDS」(18)▲ 8:30 BIRDIE WING -Golf Girls' Story-(8)▲ 8:30 平日深呼吸。(30) 8:30 平家物語(3)▲ 8:30 トモダチゲーム(8)▲ 8:30 ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～(11)▲ 8:30 群青のファンファーレ(12)▲


9:00 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。(11)▲ 9:00 あずまんが大王(11)▲ 9:00 ようこそ実力至上主義の教室へ(12)▲終 9:00 CUE!(23)▲ 9:00 史上最強の大魔王、村人Aに転生する(12)▲終 9:00 未定 ◎ 9:00 未定 ◎


9:30 パリピ孔明(11)▲ 9:30 恋は世界征服のあとで(11)▲ 9:30 魔弾の王と戦姫(11) 9:30 まちカドまぞく 2丁目(10)▲ 9:30 RPG不動産(12)▲終


10:00 八十亀ちゃんかんさつにっき 4さつめ(10)終 10:00 デート・ア・ライブⅣ(11)▲ 10:00 SPY×FAMILY(11)▲ 10:00 かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-(11)▲ 10:00 盾の勇者の成り上がり Season 2(12)▲


10:05 じゃんたま PONG☆(9)


10:10 闇芝居　第10期(11)


10:16 かぎなど　シーズン２(22)


10:22 アサルトリリィ ふるーつ(11)(12)


10:30 ビルディバイド -#FFFFFF-(22)▲ 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(81) 10:30 アクセル・ワールド(17)(18)▲ 10:30 勇者、辞めます(12)▲終 10:30 ダンス・ダンス・ダンスール(11)▲終


11:00 本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～第3期(36)▲終 11:00 薔薇王の葬列(16)▲ 11:00 理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ（ハート）(12)▲終 11:00 可愛いだけじゃない式守さん(9)▲


11:30 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中(11)▲ 11:30 東京エンカウント弐(86) 11:30 阿波連さんははかれない(12)▲終 11:30 ワッチャプリマジ！(35) 11:30 であいもん(12)▲終


12:00 NOIR(19) 12:00 NOIR(20) 12:00 NOIR(21) 12:00 NOIR(22) 12:00 NOIR(23) 12:00 モブせか！格付けゲームバトル(前編)(後編)


12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(19) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(20) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(21) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(22) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(23) 12:30 未定


13:00 海賊王女(11)(12)▲終 13:00 GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(5)(6)▲ 13:00 ゼーガペイン(9)(10)▲ 13:00 異能バトルは日常系のなかで(7)(8)▲ 13:00 無能なナナ(7)(8)▲ 13:00 未定


13:25 未定 ○


13:30 オーバーロードⅢ(1-13)▲ ◎


14:00 八月のシンデレラナイン 2022(9)▲ 14:00 ラブオールプレー(11)▲ 14:00 アニメ女子部「風が強く吹いている」(9)▲ 14:00 吸血姫美夕 Integral(5) 14:00 妖怪ウォッチ♪(49)


14:30 平家物語(2)▲ 14:30 トモダチゲーム(7)▲ 14:30 アニメ女子部「7SEEDS」(18)▲ 14:30 BIRDIE WING -Golf Girls' Story-(8)▲ 14:30 平日深呼吸。(30) 14:30 劇場版総集編 メイドインアビス 【前編】 旅立ちの夜明け　▲ ◎


15:00 CUE!(22)▲ 15:00 史上最強の大魔王、村人Aに転生する(11)▲ 15:00 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。(11)▲ 15:00 あずまんが大王(11)▲ 15:00 ようこそ実力至上主義の教室へ(12)▲終


15:30 まちカドまぞく 2丁目(9)▲ 15:30 RPG不動産(11)▲ 15:30 パリピ孔明(11)▲ 15:30 恋は世界征服のあとで(11)▲ 15:30 魔弾の王と戦姫(11)


16:00 かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-(10)▲ 16:00 盾の勇者の成り上がり Season 2(11)▲ 16:00 八十亀ちゃんかんさつにっき 4さつめ(10)終 16:00 デート・ア・ライブⅣ(11)▲ 16:00 SPY×FAMILY(11)▲


16:05 じゃんたま PONG☆(9)


16:10 闇芝居　第10期(11)


16:16 かぎなど　シーズン２(22)


16:22 アサルトリリィ ふるーつ(11)(12)


16:30 勇者、辞めます(11)▲ 16:30 ダンス・ダンス・ダンスール(10)▲ 16:30 ビルディバイド -#FFFFFF-(22)▲ 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(81) 16:30 アクセル・ワールド(17)(18)▲


16:35 劇場版総集編 メイドインアビス 【後編】 放浪する黄昏　▲ ◎


17:00 理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ（ハート）(11)▲ 17:00 可愛いだけじゃない式守さん(特番2) 17:00 本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～第3期(36)▲終 17:00 薔薇王の葬列(16)▲


17:30 ワッチャプリマジ！(34) 17:30 であいもん(11)▲ 17:30 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中(11)▲ 17:30 東京エンカウント弐(86) 17:30 阿波連さんははかれない(12)▲終


18:00 無能なナナ(7)(8)▲ ◎ 18:00 ありふれた職業で世界最強 2nd season(1)(2)▲再 ◎ 18:00 GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(7)(8)▲ ◎ 18:00 ゼーガペイン(11)(12)▲ ◎ 18:00 異能バトルは日常系のなかで(9)(10)▲ ◎


18:25 promo-X #192


18:50 劇場版メイドインアビス 深き魂の黎明　▲ ◎


19:00 冴えない彼女の育てかた(10)▲ ◎ 19:00 冴えない彼女の育てかた(11)▲ ◎ 19:00 冴えない彼女の育てかた(12)▲終 ◎ 19:00 冴えない彼女の育てかた♭(0)▲再 ◎ 19:00 冴えない彼女の育てかた♭(1)▲ ◎


19:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(11)▲ ○ 19:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(12)▲ ○ 19:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(特別編1)▲ ○ 19:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(特別編2)▲終 ○ 19:30 ひだまりスケッチ×SP(1)▲再 ○


20:00 妖怪ウォッチ♪(49) ○ 20:00 八月のシンデレラナイン 2022(10)▲ ◎ 20:00 ラブオールプレー(12)▲ ○ 20:00 アニメ女子部「風が強く吹いている」(10)▲ ○ 20:00 吸血姫美夕 Integral(6) ○ 20:00 未定 ○


20:30 平日深呼吸。(30) ○ 20:30 平家物語(3)▲ ○ 20:30 トモダチゲーム(8)▲ ○ 20:30 アニメ女子部「7SEEDS」(19)▲ ○ 20:30 BIRDIE WING -Golf Girls' Story-(9)▲ ○


21:00 ようこそ実力至上主義の教室へ(12)▲終 ○ 21:00 CUE!(23)▲ ○ 21:00 史上最強の大魔王、村人Aに転生する(12)▲終 ○ 21:00 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。(12)▲終 ○ 21:00 あずまんが大王(12)▲ ○ 21:00 未定 ○ 21:00 このヒーラー、めんどくさい(12)▲終 ○


21:30 魔弾の王と戦姫(11) ○ 21:30 まちカドまぞく 2丁目(10)▲ ○ 21:30 RPG不動産(12)▲終 ○ 21:30 パリピ孔明(12)▲終 ○ 21:30 恋は世界征服のあとで(12)▲終 ○ 21:30 もやしもん(10) ○ 21:30 くノ一ツバキの胸の内(12)▲ ○


22:00 SPY×FAMILY(11)▲ ○ 22:00 かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-(11)▲ ○ 22:00 盾の勇者の成り上がり Season 2(12)▲ ○ 22:00 未定 ○ 22:00 デート・ア・ライブⅣ(12)▲終 ○ 22:00 Club AT-X(477) 22:00 未定 ○


22:05 じゃんたま PONG☆(10) ○


22:10 闇芝居　第10期(12) ○


22:16 かぎなど　シーズン２(23) ○


22:22 アサルトリリィ ふるーつ(13)終 ○


22:30 アクセル・ワールド(17)(18)▲ ○ 22:30 勇者、辞めます(12)▲終 ○ 22:30 ダンス・ダンス・ダンスール(11)▲終 ○ 22:30 ビルディバイド -#FFFFFF-(23)▲ ○ 22:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(82) ○ 22:30 現実主義勇者の王国再建記　第二部(21)▲ ○


23:00 理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ（ハート）(12)▲終 ○ 23:00 可愛いだけじゃない式守さん(9)▲ ○ 23:00 未定 ○ 23:00 薔薇王の葬列(17)▲ ○ 23:00 アナログBANBAN ビッグバン(33) 23:00 BEASTARS　第2期(23)▲ ○


23:30 阿波連さんははかれない(12)▲終 ○ 23:30 ワッチャプリマジ！(35) ○ 23:30 であいもん(12)▲終 ○ 23:30 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中(12)▲終 ○ 23:30 東京エンカウント弐(86) 23:30 ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～(12)▲終 ○ 23:30 群青のファンファーレ(13)▲終 ○


24:00 NOIR(24) ○ 24:00 NOIR(25) ○ 24:00 NOIR(26)終 ○ 24:00 MADLAX(1)再 ○ 24:00 MADLAX(2) ○ 24:00 エルフェンリート(9)(10) ○ 24:00 未定 ◎


24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(24) ○ 24:30 うたわれるもの 偽りの仮面(25)終 ○ 24:30 六神合体ゴッドマーズ(1)新 ○ 24:30 六神合体ゴッドマーズ(2) ○ 24:30 六神合体ゴッドマーズ(3) ○


25:00 Strawberry Panic(1-6) ◎ 25:00 Strawberry Panic(7-12) ◎ 25:00 Strawberry Panic(13-19) ◎ 25:00 Strawberry Panic(20-26) ◎ 25:00 球詠(1-12)▲ ◎ 25:00 くまクマ熊ベアー(1-12) ◎


28:00 月曜日のたわわ2(12)終 ○ 28:00 Club AT-X(477) 28:00 エルフェンリート(7) 28:00 エルフェンリート(8)


28:10 音で聴くAT-X


28:30 処刑少女の生きる道（バージンロード）(12)▲終 28:30 このヒーラー、めんどくさい(11)▲ 28:30 現実主義勇者の王国再建記　第二部(20)▲


29:00 もやしもん(9) 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(33) 29:00 くノ一ツバキの胸の内(11)▲ 29:00 BEASTARS　第2期(22)▲


29:30 promo-X 29:30 ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～(11)▲ 29:30 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です(12)▲終 29:30 群青のファンファーレ(12)▲


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 2022年6月 2022/5/19


6月27日 6月28日 6月29日 6月30日 7月1日 7月2日 7月3日
月 火 水 木 金 土 日


6:00 ゼーガペイン(11)(12)▲ 6:00 異能バトルは日常系のなかで(9)(10)▲ 6:00 無能なナナ(9)(10)▲ 6:00 ありふれた職業で世界最強 2nd season(3)(4)▲


7:00 冴えない彼女の育てかた(10)▲ 7:00 冴えない彼女の育てかた(11)▲ 7:00 冴えない彼女の育てかた(12)▲終 7:00 冴えない彼女の育てかた♭(0)▲再


7:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(11)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(12)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(特別編1)▲ 7:30 ひだまりスケッチ×☆☆☆(特別編2)▲終


8:00 アニメ女子部「風が強く吹いている」(10)▲ 8:00 吸血姫美夕 Integral(6) 8:00 妖怪ウォッチ♪(50) 8:00 八月のシンデレラナイン 2022(11)▲


8:30 アニメ女子部「7SEEDS」(19)▲ 8:30 BIRDIE WING -Golf Girls' Story-(9)▲ 8:30 平日深呼吸。(30) 8:30 平家物語(4)▲


9:00 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。(12)▲終 9:00 あずまんが大王(12)▲ 9:00 未定 9:00 CUE!(24)▲終 ◎


9:30 パリピ孔明(12)▲終 9:30 恋は世界征服のあとで(12)▲終 9:30 魔弾の王と戦姫(12) 9:30 まちカドまぞく 2丁目(11)▲


10:00 未定 10:00 デート・ア・ライブⅣ(12)▲終 10:00 SPY×FAMILY(12)▲ 10:00 かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-(12)


10:05 じゃんたま PONG☆(10)


10:10 闇芝居　第10期(12)


10:16 かぎなど　シーズン２(23)


10:22 アサルトリリィ ふるーつ(13)終


10:30 ビルディバイド -#FFFFFF-(23)▲ 10:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(82) 10:30 アクセル・ワールド(19)(20)▲ 10:30 未定


11:00 未定 ○ 11:00 薔薇王の葬列(17)▲ 11:00 未定


11:30 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中(12)▲終 11:30 東京エンカウント弐(86) 11:30 未定 11:30 ワッチャプリマジ！(36)


12:00 NOIR(24) 12:00 NOIR(25) 12:00 NOIR(26)終 12:00 MADLAX(1)再


12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(24) 12:30 うたわれるもの 偽りの仮面(25)終 12:30 六神合体ゴッドマーズ(1)新 12:30 六神合体ゴッドマーズ(2)


13:00 ありふれた職業で世界最強 2nd season(1)(2)▲再 13:00 GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(7)(8)▲ 13:00 ゼーガペイン(11)(12)▲ 13:00 異能バトルは日常系のなかで(9)(10)▲


14:00 八月のシンデレラナイン 2022(10)▲ 14:00 ラブオールプレー(12)▲ 14:00 アニメ女子部「風が強く吹いている」(10)▲ 14:00 吸血姫美夕 Integral(6)


14:30 平家物語(3)▲ 14:30 トモダチゲーム(8)▲ 14:30 アニメ女子部「7SEEDS」(19)▲ 14:30 BIRDIE WING -Golf Girls' Story-(9)▲


15:00 CUE!(23)▲ 15:00 史上最強の大魔王、村人Aに転生する(12)▲終 15:00 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。(12)▲終 15:00 あずまんが大王(12)▲


15:30 まちカドまぞく 2丁目(10)▲ 15:30 RPG不動産(12)▲終 15:30 パリピ孔明(12)▲終 15:30 恋は世界征服のあとで(12)▲終


16:00 かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-(11)▲ 16:00 盾の勇者の成り上がり Season 2(12)▲ 16:00 未定 16:00 デート・ア・ライブⅣ(12)▲終


16:05 じゃんたま PONG☆(10)


16:10 闇芝居　第10期(12)


16:16 かぎなど　シーズン２(23)


16:22 アサルトリリィ ふるーつ(13)終


16:30 勇者、辞めます(12)▲終 16:30 ダンス・ダンス・ダンスール(11)▲終 16:30 ビルディバイド -#FFFFFF-(23)▲ 16:30 ドラゴンクエスト ダイの大冒険(82)


17:00 理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ（ハート）(12)▲終 17:00 可愛いだけじゃない式守さん(9)▲ 17:00 未定 17:00 薔薇王の葬列(17)▲


17:30 ワッチャプリマジ！(35) 17:30 であいもん(12)▲終 17:30 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中(12)▲終 17:30 東京エンカウント弐(86)


18:00 無能なナナ(9)(10)▲ ◎ 18:00 ありふれた職業で世界最強 2nd season(3)(4)▲ ◎ 18:00 GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(9)(10)▲ ◎ 18:00 ゼーガペイン(13)(14)▲ ◎


19:00 冴えない彼女の育てかた♭(2)▲ ◎ 19:00 冴えない彼女の育てかた♭(3)▲ ◎ 19:00 冴えない彼女の育てかた♭(4)▲ ◎ 19:00 冴えない彼女の育てかた♭(5)▲ ◎


19:30 ひだまりスケッチ×SP(2)▲終 ○ 19:30 ひだまりスケッチ×ハニカム(1)▲再 ○ 19:30 ひだまりスケッチ×ハニカム(2)▲ ○ 19:30 ひだまりスケッチ×ハニカム(3)▲ ○


20:00 妖怪ウォッチ♪(50) ○ 20:00 八月のシンデレラナイン 2022(11)▲ ◎ 20:00 ラブオールプレー(13)▲ ○ 20:00 アニメ女子部「風が強く吹いている」(11)▲ ○


20:30 平日深呼吸。(30) 20:30 平家物語(4)▲ ○ 20:30 トモダチゲーム(9)▲ ○ 20:30 アニメ女子部「7SEEDS」(20)▲ ○


21:00 未定 ○ 21:00 CUE!(24)▲終 ○ 21:00 未定 ○ 21:00 未定 ○ ○


21:30 魔弾の王と戦姫(12) ○ 21:30 まちカドまぞく 2丁目(11)▲ ○ 21:30 未定 ○ 21:30 未定 ○ ○


22:00 SPY×FAMILY(12)▲ ○ 22:00 かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-(12) ○ 22:00 盾の勇者の成り上がり Season 2(13)▲終 ○ 22:00 未定 ○


22:05 じゃんたま PONG☆(11)終 ○


22:10 闇芝居　第10期(13)終 ○


22:16 かぎなど　シーズン２(24)終 ○


22:22 未定


22:30 アクセル・ワールド(19)(20)▲ ○ 22:30 未定 22:30 未定 ○ 22:30 ビルディバイド -#FFFFFF-(24)▲終 ○ ○


23:00 未定 ○ 23:00 可愛いだけじゃない式守さん(10)▲ ○ 23:00 未定 ○ ○


23:30 未定 ○ 23:30 ワッチャプリマジ！(36) ○ 23:30 未定 ○ 23:30 未定 ○ ○


24:00 MADLAX(3) ○ 24:00 MADLAX(4) ○ 24:00 MADLAX(5) ○ 24:00 MADLAX(6) ○ ◎


24:30 六神合体ゴッドマーズ(4) ○ 24:30 六神合体ゴッドマーズ(5) ○ 24:30 六神合体ゴッドマーズ(6) ○ 24:30 六神合体ゴッドマーズ(7) ○


25:00 まえせつ！(1-6)▲ ◎ 25:00 まえせつ！(7-12)▲ ◎ 25:00 takt op.Destiny(1-6)▲ ◎ 25:00 takt op.Destiny(7-12)▲ ◎


28:00 promo-X 28:00 Club AT-X(477) 28:00 エルフェンリート(9) 28:00 エルフェンリート(10)


28:30 未定 28:30 このヒーラー、めんどくさい(12)▲終 28:30 現実主義勇者の王国再建記　第二部(21)▲


29:00 もやしもん(10) 29:00 アナログBANBAN ビッグバン(33) 29:00 くノ一ツバキの胸の内(12)▲ 29:00 BEASTARS　第2期(23)▲


29:30 promo-X 29:30 ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～(12)▲終 29:30 未定 29:30 群青のファンファーレ(13)▲終


新・再放送作品 1話目 p romo-X ・ 音で聴く AT-X 一挙放送・集中放送 劇 場 版・O V A 停 波 赤文字 視聴年齢制限有 ▲ 字幕あり（一部プラットフォーム）


最終話 声優・実写番組 総集編・特番等イレギュラーな放送 枠移動/時間変更など 未 定 青時間 無料放送 ○◎ 初回放送
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５月、新曲「いずこ ～ふたたび
歌を空に翔ばそう～」をリリー
ス。林部智史が作詞家 阿久
悠の詞の世界に迫る！


真田ナオキが本気で挑むアドリブ系演技
バラエティ！ 初挑戦のカバー曲や最新曲
「渋谷で・・・どう？」も披露します。


4月29日に日比谷野外音楽堂で開催
された華麗なステージを全3時間のボ
リュームでお届けします！


1980年に世界七ヵ国を渡ったワールドツアー「YELLOW MAGIC ORCHESTRA


’80 WORLD TOUR」から、ロサンゼルス公演の模様をお届け。


＜出演＞ SHOW-YA／大黒摩季
杏子／中村あゆみ／相川七瀬
CHAI／NEMOPHILA ほか


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～


＜前編＞ ＃232 6/10（金） 午後6時 ほか
＜後編＞ ＃233 6/24（金） 午後6時 ほか


坂本冬美「～歌の夢 歌の旅～ 
Fuyumi Sakamoto 25th Anniversary Live
-My Favorite Songs-」
6/26（日） 午後4時30分


坂本冬美特集 ベストヒット演歌
6/26（日） 午後6時30分


デビュー36年目、通算33回のNHK紅白歌合戦出場を果たした
日本を代表する演歌歌手・坂本冬美。


5月25日新曲「酔中花」リリースを記念した特集放送！


坂本冬美特集


「NHK歌謡コンサート」「演歌の花道」坂本冬美出演回を放送！


「真田ナオキ特集 ベストヒット演歌」も放送！


6/25（土） 午後5時


6/26（日） 午後3時 ほか


6/12（日） 
よる9時


H A Y A S H I B E  S A T O S H I 女性アーティストだけのロックの祭典！


心、響く詞
う た


いずこへ
～林部智史


　音楽の旅～
＜前編＞ 
6/19（日） よる7時 ほか
＜後編＞ 
6/19（日） よる8時30分 ほか


独占放
送


YELLOW MAGIC ORCHESTRA


’80 WORLD TOUR IN AMERICA


(C)フジテレビジョン







番組表


さらに詳しい情報は
歌謡ポップスチャンネル
公式ホームページへ！
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2022


月
6・13・20・27


火
7・14・21・28


水
1・8・15・22・29


木
2・9・16・23・30


金
3・10・17・24


土
4・11・18・25


日
5・12・19・26


よろずや平四郎活人剣
⑮～銭形平次


OKINAWA MONDE W・ALKER
政経マネジメント塾さつま狂句 6:40～南九州グルメ便り


6:50～世界ローカルナビ


オリコン
演歌＆歌謡


TOP30
カラオケ人気ソング


◇歌謡決定版


時代を映す名曲アルバム
知里のミュージックエッセンスPartII ミュージック・シャワー 若っ人ランド


宮本隆治の歌謡ポップス☆
一番星 ⑤8:00～演歌の花道 
⑫鉄道歌浪漫３ 8:30～演歌
の花道  ⑲8:00～ 時代劇主
題歌コレクション 
㉖歌謡決定版


わが心の演歌


USEN
演歌ベスト20


歌謡決定版
②激しく切ない


「ドラマティック歌謡」
⑨「感謝」特集 ⑯「港」演歌


㉓2022年上半期新曲おさらい
㉚リクエスト特集


演歌新曲ファイル
歌謡決定版


③「花」特集
⑰「君想う」歌特集


宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星 
④歌謡決定版 ⑱歌謡ポップス芸
能ニュース 8:30～演歌の花道


インフォメーション


長崎犯科帳
⑪11:30～ 右門捕物帖
⑱㉕右門捕物帖


オリコン
演歌＆歌謡


TOP30


インフォメーション ベストヒット演歌
⑦㉘川中美幸 ⑭三山ひろし


㉑杉良太郎
歌謡パレード


ベストヒット演歌
③㉔福田こうへい


⑩天童よしみ ⑰山内惠介昭和青春歌謡 コレクション
㉗真田ナオキの
本気演技・・・どう？ NHK歌謡コンサート演歌の花道
⑥歌謡ポップス芸能ニュース


銭形平次 インフォメーション
インフォメーション


オリコン
演歌＆歌謡


TOP30


USEN
演歌ベスト20演歌新曲ファイル


歌謡決定版
⑬「花」特集


㉗2022年上半期新曲おさらい


USEN
演歌ベスト20 オリコン


演歌＆歌謡
TOP30


カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版


歌謡決定版
③「君想う」歌
⑩「港」演歌


⑰「人情演歌」傑作選
㉔リクエスト特集


演歌新曲ファイル
⑫歌謡決定版
㉖真田ナオキの
本気演技・・・どう？
4:00～真田ナオキ特集  
ベストヒット演歌 
4:30～坂本冬美 「～歌の夢 
歌の旅～ Fuyumi Sakamoto 
25th Anniversary Live」


（～6:30）


インフォメーション インフォメーション


オリコン
演歌＆歌謡
TOP 30


カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版


USEN
演歌ベスト20


④⑪歌謡パレード
4:45～NHK歌謡コンサート
④5:30～ごごナマ ごごウタ


（～7:30）
⑪5:30～吉幾三 45年間、
ありがとう～ファイナルコン
サート～（～7:30）
⑱演歌の花道
5:00～川中美幸 45周年記
念公演
6:30～宮本隆治の歌謡ポップ
ス☆一番星コンサート（～7:45） 
㉕BS歌謡最前線
5:00～心、響く詞いずこへ
～林部智史 音楽の旅～
6:00～阿久悠コレクション


インフォメーション


歌謡決定版
①「感謝」特集


⑧「人情演歌」傑作選
⑮リクエスト特集


㉒歌謡ポップス芸能ニュース 
5:30～鉄道歌浪漫２
㉙鉄道歌浪漫３
6:30～青春ソングス


歌謡決定版
②㉓出会いと別れの「港」演歌


⑨激しく切ない
「ドラマティック歌謡」


⑯2022年上半期新曲おさらい
㉚「感謝」特集


⑤⑫NHK歌謡コンサート
⑤6:30～音楽・夢くらぶ　
中村雅俊×さだまさし
⑫5:45～青春ソングス ミニ
6:00～ビッグショー 布施明
⑲市川由紀乃コンサート2021
6:30～青春ソングス
㉖6:30～坂本冬美特集　
ベストヒット演歌（～7:30）


宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星


③真田ナオキ特集 ベストヒッ
ト演歌 6:30～青春ソングス
⑰歌謡決定版


列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY MUSIC ④7:30～鉄道歌浪漫３


9:00～映画主題歌コレクション
⑪7:30～鉄道歌浪漫２
9:00～筒美京平コレクション
⑱7:45～レッツゴーヤング
8:30～林部智史スペシャル
リクエストLIVE ～音と言
の葉のしらべ。～ 特別編
㉕MV特集
9:00～NAONのYAON 
2021 第一部（～10:30）


⑤MV特集 ⑫昌子・淳子・
百恵 涙の卒業式　出発
8:00～ビッグショー 桜田淳子
9:00～YELLOW MAGIC 
ORCHESTRA ’80 
WORLD TOUR IN 
AMERICA（～10:15）
⑲SHOW-YA PRODUCE  
NAONのYAON 2022 
前編 8:30～後編
㉖7:30～懐メロ♪ドライブ
8:00～飯尾和樹とコムアイ
の音楽クエスト 8:53～コム
アイのこれが知りたい！
9:00～ NAONのYAON 
2022 前編（～10:30）


MV特集
⑥㉗カラオケ人気曲


⑬平成のスーパーヒットソング
⑳定番＆人気のJ-POP


名曲選


MV特集
⑦HAPPY！ラブソング


⑭泣けるバラード
㉑心潤す癒しの歌


㉘爽やか青春ソング
MV特集


①90年代究極のラブソング
⑧３時間まるごと！青春ヒッツ


⑮ジャパニーズ・ロック
㉒愛しのベストヒット90's
㉙愛しのベストヒット80's


MV特集
②愛するあの人に贈る歌


⑨勇気をくれる歌
⑯鉄板！カラオケ人気曲
㉓HAPPY！ラブソング


㉚オフコース 1982・
6・30 武道館 コンサート
9:45～青春ソングス ミニ


③アウトロー歌謡コレク
ション
9:00～蘇える金狼


（1979）
11:15～ジャストポップアップ
⑩70's80's JUKEBOX
9:00～野獣死すべし


（1980）
11:00～J-POP ライブラリー
⑰ビッグショー 勝新太郎
9:00～座頭市（1989）
11:00～J-POP ライブラリー
㉔ゴルゴ13（1983）
9:45～SPACE 
ADVENTURE コブラ
11:30～懐メロ♪ ドライブ
ミュージック


MV特集
⑥出会いと別れの歌
⑬爽やか青春ソング
⑳泣けるバラード


㉗愛するあの人に贈る歌


MV特集
⑦気分の上がる歌
⑭勇気をくれる歌


㉑爽やか青春ソング
㉘出会いと別れの歌 MV特集


②⑨鉄板！カラオケ人気曲
⑯HAPPY！ラブソング


㉓定番＆人気のJ-POP名曲選
㉚心潤す癒しの歌


MV特集
④愛しのベストヒット80's


⑪90年代究極のラブソング
⑱３時間まるごと！


青春ヒッツSP
㉕10:30～NAONのYAON 
2021 第二部
0:00～WORLD GUITAR 
GIRLS COLLECTION 
－女子メタルの響宴－


⑤ザ・トップテン
11:00～音楽でたどる流行
～昭和50年代コレクション～
⑫10:15～歌のトップテン
11:00～アウトロー歌謡コレ
クション
⑲増田惠子 ソロ40周年記念
ドキュメンタリー『そして、ここ
から・・・』
11:00～70/80年代アイドル
ソング イントロ大辞典
㉖10:30～ NAONのYAON 
2022 後編


70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～


70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～ ツメ折り！カセットソング


CAR and DRIVE 
MUSIC 懐メロ♪ ドライブミュージック


③⑩ジャストポップアップ
⑰㉔ポップジャム


⑤レッツゴーヤング
0:45～70/80年代アイドルソ
ング イントロ大辞典
1:45～青春ソングス ミニ
⑫ねらわれた学園
1:30～青春ソングス
⑲メイン・テーマ
1:45～青春ソングス ミニ
㉖レッツゴーヤング
0:45～MV特集


MV特集
ぐっ！ジョブ ナンデモ特命係 


発見らくちゃく！
政経マネジメント塾


1:30～ 絶景ニッポン
～四季彩パレット～


⑧㉒郷土劇場「芸能の広場」


きらり九州 絶景ニッポン～四季彩パレット～
昭和アニメソングコレクション
㉕アメフラっシ◇WOW!iSM雨ニモマケズ、 OKINAWA 


MONDE W・ALKER Ｕ字工事の旅！発見
さつま狂句 
1:40～世界ローカルナビ
1:50～南九州グルメ便


J-POP ライブラリー
70/80年代 


シティ・ポップの名曲 
ベスト100


70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～ ツメ折り！カセットソング


女性アイドルソング
③桜田淳子⑩石野真子


⑰山口百恵㉔河合奈保子
MV特集


④平成のスーパーヒットソング
⑪泣けるバラード
⑱勇気をくれる歌


㉕鉄板！カラオケ人気曲


MV特集
⑤2000-2020年 
究極のラブソング


⑫愛するあの人に贈る歌
⑲鉄板！カラオケ人気曲


㉖勇気をくれる歌
僕たちの青春ソングス 永遠のロッカーたち


～名曲プレイリスト～ 70's80's JUKEBOXシリーズ 
Ｂ面コレクション


70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～


MUSIC JUNCTION　
LOVERS NOTE歩きながらソング フォークの風景


※番組内容・放送スケジュールは都合により変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 マークは同時に複数の音声を放送している音声多重の番組です。特番・新番組
時代劇横丁 昭和カルチャー・コレクション 【停波】6月9日（水） 深夜1:00～翌6:00 J:COM※港新宿




















木 曜 日 金 曜 日 土 曜 日 日 曜 日


	 4:00	●厳選棋譜解説
	 5:00	●�囲碁まるナビ
	 .18	●挑戦!テレビ囲碁認定
	 .34	●次の一手TVミニ（×2）
	 .46	●詰碁TVプラス
	 6:00	●記憶の一局セレクション
	 7:00	 	●	第31期�竜星戦


	 9:00	 ●	囲碁上級講座（×3）
	 .35	 ●囲碁上級講座（×2）
	10:00	●�囲碁AIアナリシス
	11:00	●囲碁上級講座（×3）
	 	 	 （6日は「囲碁特番」）
	 .45	●挑戦！テレビ囲碁認定
	 0:00	ａ�将棋講座（×3）
	 .35	ａ�将棋中級講座（×2）
	 1:00	ａ�第44期�霧島酒造杯�女流王将戦


	 2:40	ａ�めざせプロ棋士
	 3:40	ａ5手詰
	 .45	ａ挑戦！テレビ将棋認定
	 4:00	ａ�将棋やさしい番組
	 .55	ａ7手詰
	 5:00	ａ�初将棋熱戦�徹底解説
	 .48	ａ将棋中級講座
	 6:00	●	初第12期�中国竜星戦（6・20日）
	 	 ●初第5期�韓国竜星戦（13・27日）


	 8:00	●囲碁まるナビ
	 .20	●Let'sチャレンジ詰碁
	 .35	●囲碁上級講座（×2）
	 9:00	●初第31期�竜星戦


	11:00	●棋力向上委員会�The�PASSION!!
	 0:00	ａ第30期�銀河戦


	 1:38	ａ7手詰
	 .46	ａ挑戦！テレビ将棋認定
	 2:00	●�第25期�ドコモ杯女流棋聖戦


	 4:00	ａ�銀河戦AIガイド
	 5:38	ａ�将棋まるナビ�


（1日は「将棋講座」（×2））
	 .55	ａ�5手詰
	 6:00	●�囲碁上級講座（×3）
	 	 	 （1日は「日本囲碁連盟囲碁講座」）
	 .32	●挑戦！テレビ�囲碁認定
	 .47	●Let'sチャレンジ詰碁
	 7:00	●�第31期�竜星戦
	 9:00	●パンダネット囲碁講座（×3）
	 	 	 （22・29日は「竜星の素顔」）
	 .35	●パンダネット囲碁講座（×2）
	10:00	●�囲碁特番セレクション
	 0:00	ａ将棋特番セレクション（22・29日）
	 .30	ａ将棋講座（×3）
	 1:00	ａ	第28期�銀河戦
	 	 	 （29日からは「第29期�銀河戦」）
	 2:38	ａ女流棋戦
	 	 	 （22日からは「将棋熱戦�徹底解説」）
	 3:28	ａ�将棋講座（×3）
	 4:00	ａ�将棋やさしい番組
	 .10	ａ挑戦！テレビ将棋認定
	 .25	ａ第71期�ALSOK杯王将戦
	 	 	 （29日は4:24 〜「銀河戦セレクション」）
	 6:00	●�棋力向上委員会�The�PASSION!!�


セレクション
	 7:00	●囲碁まるナビ
	 .20	●挑戦！テレビ囲碁認定
		 .35	●詰碁TVプラス
	 .48	●囲碁初級講座
	 8:00	●�竜星の素顔
	 	 	 （22日からは「囲碁特番」）
	 .35	●囲碁初級講座（×2）
	 9:00	●�初第31期�竜星戦


	11:00	●記憶の一局セレクション
	 0:00	ａ初銀河戦AIガイド
	 1:38	ａ�将棋講座（×2）
	 2:00	●�囲碁�名局の解説
	 3:48	●囲碁初級講座


	 4:00	●囲碁AIアナリシス
	 5:00	●日本囲碁連盟囲碁講座
	 	 	 （2日は「パンダネット囲碁講座」（×2））
	 .35	 ●囲碁初級講座（×2）
	 6:00	ａ将棋講座（×3）
	 .35	ａ将棋中級講座（×2）
	 7:00	ａ�第30期�銀河戦
	 8:38	ａ将棋講座（×2）
	 9:00	ａ将棋講座（×2）
	 .25	ａ第44期�霧島酒造杯�女流王将戦
	 	 	 	（2日は「将棋特番」）
	11:01	ａ将棋特番（30日）
	 .30	ａ将棋まるナビ
	 .47	ａ将棋中級講座
	 0:00	●囲碁初級講座
	 .13	●囲碁まるナビ
	 .30	●パンダネット囲碁講座（×2）
� � � （2・9日は「囲碁上級講座」（×2））
	 .53	●詰碁コーナー
	 1:00	●第30期�竜星戦　
	 3:00	●記憶の一局セレクション
	 4:00	●囲碁やさしい番組
	 .45	●挑戦！テレビ囲碁認定
	 5:00	●棋力向上委員会�The�PASSION!!
	 6:00	ａめざせプロ棋士セレクション
	 7:00	ａ将棋番組セレクション
	 8:00	ａ将棋講座（×2）
	 .25	ａ将棋まるナビ
	 .45	ａ挑戦！テレビ将棋認定
	 9:00	ａ初第30期�銀河戦


	10:38	ａ将棋講座（×2）
	11:00	ａ将棋熱戦�徹底解説
	 .48	ａ将棋初級講座
	 0:00	●初竜星戦AIガイド


	 1:47	●Let'sチャレンジ詰碁
	 2:00	ａ�タイトル戦�徹底解説
	 .48	ａ将棋中級講座
	 3:00	ａめざせプロ棋士


月 曜 日 火 曜 日 水 曜 日


6月


基本編成表


	 4:00	ａ将棋熱戦�徹底解説
	 .46	ａ挑戦！テレビ将棋認定
	 5:00	ａ�将棋講座（×3）
	 .35	ａ将棋講座（×2）
	 6:00	 ●パンダネット囲碁講座（×3）
	 .35	 ●囲碁初級講座（×2）
	 7:00	 ●第5期�韓国竜星戦（3・17日）
	 	 ●第12期�中国竜星戦（10・24日）


	 9:00	 ●日本囲碁連盟囲碁講座
	 .32	 ●囲碁初級講座
	 .44	 ●挑戦！テレビ囲碁認定
	10:00	 ●	棋士特集
� � � �（6月は「仲邑　菫特集」）
	 0:30	ａ将棋講座（×3）
	 1:00	ａ	第28期�銀河戦
� � � （24日は「将棋特番」）
	 2:40	ａ第71期�ALSOK杯王将戦


	 4:00	ａ将棋やさしい番組
	 .28	 ●�第1期�新竜星戦（×2）
	 5:48	 ●囲碁初級講座
	 6:00	 ●初囲碁AIアナリシス


	 7:00	 ●パンダネット囲碁講座（×3）
	 .32	 ●挑戦！テレビ囲碁認定
	 .47	●Let'sチャレンジ詰碁
	 8:00	 ●	お好み置碁道場


	 9:48	 ●囲碁初級講座
	10:00	 � �初第3回�囲碁・将棋チャンネル杯��


麻雀王決定戦


	11:38	ａ将棋講座（×2）
	 0:00	ａ�第30期�銀河戦


	 1:38	ａ将棋講座（×2）
	 2:00	ａお好み将棋道場


	 3:40	ａ将棋まるナビ
※6月22日（水）深夜3:48 〜 4:00、28日（火）深夜3:46 〜 4:00はメンテナンスのため放送休止


	 4:00	ａめざせプロ棋士セレクション
	 5:00	ａ将棋初級講座（×2）
	 .22	ａ将棋講座（×3）
	 .55	ａ5手詰
	 6:00	 ●第1期�新竜星戦
	 .40	 ●囲碁まるナビ
	 7:00	 ●囲碁やさしい番組
	 .32	 ●初挑戦！テレビ囲碁認定
	 .48	 ●囲碁初級講座
	 8:00	 ●�囲碁特番セレクション


	10:00	 ●お好み置碁道場


	 0:00	 ●	初ミセン－未生－
	 .48	ａタイトル戦�徹底解説
	 1:38	ａ3手詰
	 .40	ａ将棋特番セレクション


	 3:20	ａ挑戦！テレビ将棋認定
	 .35	ａ将棋講座（×2）
	 4:00	ａ棋士特集
� � � �（6月は「渡辺　明特集」）
	 5:38	ａ将棋講座（×2）
	 6:00	 ●棋力向上委員会�The�PASSION!!


	 7:00	 ●日本囲碁連盟囲碁講座
	 .32	 ●挑戦！テレビ囲碁認定
	 .47	 ●次の一手ＴＶ
	 8:00	 ●	竜星戦セレクション


	10:00	ａお好み将棋道場


	11:40	ａ将棋まるナビ
	 0:00	 � �第3回�囲碁・将棋チャンネル杯��


麻雀王決定戦


	 1:38	ａ将棋講座（×2）
	 2:00	 ●竜星戦AIガイド


	 4:00	 ●竜星戦AIガイド


	 5:47	 ●次の一手TV
	 6:00	ａ将棋熱戦�徹底解説
	 .48	ａ将棋中級講座
	 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��めざせプロ棋士自戦解説セレクション
	 9:00	ａ�第69期�大阪王将杯王将戦


	10:15	ａ�将棋特番セレクション�
（4・25日、25日は10:31 〜）


	 .45	ａ�タイトル戦�徹底解説セレクション
	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）
	 .45	 ●挑戦！テレビ囲碁認定
	 1:00	 ●第5期�韓国竜星戦（4・18日）
	 	 ●第12期�中国竜星戦（11・25日）
	 3:00	 ●囲碁特番セレクション


	 4:00	 ●	日本囲碁連盟囲碁講座
	 .35	 ●パンダネット囲碁講座（×2）
	 5:00	 ●記憶の一局セレクション
	 6:00	ａ�初第44期�霧島酒造杯�女流王将戦


	 7:38	ａ7手詰
	 .46	ａ挑戦！テレビ将棋認定
	 8:00	ａ銀河戦セレクション


	 9:38	ａ将棋講座（×2）
	10:00	 ●ミセン－未生－
	 .47	 ●Let'sチャレンジ詰碁
	11:00	 ●囲碁AIアナリシス
	 0:00	 ●	第31期�竜星戦


	 2:00	ａ	銀河戦AIガイド


	 3:38	ａ	将棋講座（×2）


	 4:00	●厳選棋譜解説
	 5:00	●�囲碁初級講座（×2）
	 .22	●囲碁上級講座（×2）
	 .44	●挑戦！テレビ囲碁認定
	 6:00	ａ�将棋講座（×2）
	 .22	ａ�将棋講座（×3）
	 .55	ａ�5手詰
	 7:00	ａ	第30期�銀河戦


	 8:45	ａ将棋中級講座
	 9:00	ａ将棋中級講座（×2）
	 .22	ａ将棋講座（×3）
	 .55	ａ�5手詰
	10:00	ａ挑戦！テレビ将棋認定	＆	3手詰
	 .20	ａ�戦法特集
� � � （6月は「横歩取り特集」）
	 0:00	●囲碁初級講座（×3）
	 .30	●囲碁上級講座（×3）
	 1:00	●第30期�竜星戦


	 3:00	●囲碁AIアナリシス
	 4:00	●囲碁やさしい番組
	 .25	●Let'sチャレンジ詰碁
	 .40	●囲碁まるナビ
	 5:00	●初棋力向上委員会�The�PASSION！！
	 6:00	ａ�棋士特集
	 	 	 （6月は「阿部光瑠特集」）
	 7:38	ａ将棋講座（×2）
	 8:00	ａ�対局番組セレクション
	 9:00	ａ�初第30期�銀河戦


	10:38	ａ�将棋講座（×2）
	11:00	ａ�めざせプロ棋士セレクション
	 0:00	●�第31期�竜星戦


	 2:00	ａ��将棋講座（×3）
	 .32	ａ将棋講座（×2）
	 .55	ａ7手詰
	 3:00	ａ�女流棋戦
	 .46	ａ�	挑戦！テレビ将棋認定


◆�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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WED THU FRI SAT SUN
06:00 カンパニー・マン 06:00 いとこ同志 06:00 スパイクス・ギャング 06:00 卒業 06:00 ドライブ・アングリー［R15+］
08:00 スニーカーズ 08:00 スケート・キッチン［R15+］ 08:00 ゴージャス 08:00 ウインド・リバー 08:00 レスラー（2008）［R-15］
10:30 アパッチ（1954） 10:00 ダイバージェント 10:15 ダイバージェントNEO 10:00 ダイバージェントFINAL 10:00 西部の人
12:30 星の王子ニューヨークへ行く 12:30 ハンター（1980） 12:30 ウエスト・サイド物語 12:15 情報番組 12:00 ハンナ
14:45 インターベンション 【ゴールデン洋画劇場版】 【水曜ロードショー 補完版】 12:45 ユージュアル・サスペクツ 14:00 情報番組
16:30 パッセンジャーズ 14:30 ブルーサンダー 15:15 ペギー・スーの結婚 14:45 ザ・シネマ流　レコメン道場　#8 14:30 ソルジャー・ストーリー
18:30 ターミネーター２ 16:45 ゲット・ショーティ 17:15 ブレイン・ゲーム 15:15 メン・イン・ブラック 16:30 ザ・シネマ　ラインナップ紹介
21:00 星の王子ニューヨークへ行く 18:45 SUPER ８／スーパーエイト 19:15 閉ざされた森 17:15 メン・イン・ブラック２ 16:45 殺したいほどアイ・ラブ・ユー
23:15 永遠の門　ゴッホの見た未来 21:00 ポップスター 21:00 ウエスト・サイド物語 19:00 メン・イン・ブラック３ 18:45 マグノリアの花たち
01:15 フィフス・エレメント 23:15 カラヴァッジオ 23:45 燃ゆる女の肖像［PG12］ 21:00 メン・イン・ブラック： 21:00 ハンナ
03:30 ドーン・オブ・ザ・デッド［R-15］ 01:00 ウェイバック　－脱出6500km－ 02:00 ハウスメイド［R15+］ インターナショナル 23:00 ダイバージェント
05:30 情報番組 03:30 ハンター（1980） 04:00 チャーリー・ウィルソンズ・ウォー 23:15 ノーカントリー［R-15］ 01:30 ダイバージェントNEO


05:30 情報番組 01:30 トレンチコートの女［PG12相当］ 03:45 ダイバージェントFINAL
03:30 アメリカン・ハッスル


MON TUE WED THU FRI SAT SUN
06:00 アラバマ物語 06:00 メンテナンスのため休止します 06:00 アーニャは、きっと来る 06:00 シンプルメン 06:00 ジョニー・ノックスヴィル   アクション・ポイント／ 06:00 クレイジー・パーティー 06:00 フェアウェル
08:30 エイス・グレード 07:00 Ray／レイ［PG-12］ 08:00 セブン・サイコパス［R15+］ 08:00 ザ・シネマ　ラインナップ紹介 ゲスの極みオトナの遊園地［R15相当］ 08:00 チャーリー・ウィルソンズ・ウォー 08:00 ロング・グッドバイ


世界でいちばんクールな私へ 09:45 13時間　ベンガジの秘密の兵士 10:00 情報番組 08:15 FLIRT／フラート 07:45 ドゥ・ザ・ライト・シング 10:00 恋は邪魔者 10:00 西部悪人伝
10:15 情報番組 ［PG12相当］ 10:30 西部の人 10:00 情報番組 10:00 アメリカン・ハッスル 12:00 アメリカン・ギャングスター［R-15］ 12:00 イコライザー［PG12］
10:45 ザ・ドライバー 12:30 メン・イン・ブラック 12:30 メン・イン・ブラック２ 10:30 ファーストフード・ネイション 12:30 メン・イン・ブラック： 15:00 フェンス 14:30 イコライザー２［PG12］
12:30 マリー・アントワネット（2006） 14:30 アクシデンタル・スパイ 14:15 セブン・イヤーズ・イン・チベット 12:30 ディア・ハンター インターナショナル 17:30 ゲッタウェイ　スーパースネーク 17:00 ライラの冒険　黄金の羅針盤
14:45 ザ・ヘラクレス 16:30 情報番組 16:45 情報番組 【ゴールデン洋画劇場版】 14:45 情報番組 19:15 インターベンション 19:15 閉ざされた森
16:45 レイニーデイ・イン・ニューヨーク 17:00 トゥ・ヘル［R15+］ 17:15 “アイデンティティー”［PG-12］ 15:00 メン・イン・ブラック３ 15:15 レ・ミゼラブル（2012） 21:00 ゴーン・ガール［R15+］ 21:00 イコライザー［PG12］


［PG12］ 18:45 シークレット ウインドウ 19:00 トゥモロー・ワールド 17:00 パッセンジャーズ 18:15 ザ・シネマ　ラインナップ紹介 23:45 トゥームレイダー 23:30 イコライザー２［PG12］
18:45 ポップスター 20:30 ザ・シネマ流　レコメン道場　#8 21:00 メン・イン・ブラック２ 18:45 S.W.A.T.（2003） 18:30 ロマンシング・アドベンチャー／ ファースト・ミッション 01:45 セブン・サイコパス［R15+］
21:00 メジャーリーグ 21:00 メン・イン・ブラック 22:45 グロリア（1980） 21:00 メン・イン・ブラック３ キング・ソロモンの秘宝 02:00 ハウスメイド［R15+］ 03:45 マチェーテ・キルズ［R15+］
23:00 ナイト＆デイ 23:00 スパイ・ゲーム 01:00 ハンニバル（2001）［R-15］ 23:00 処刑人［PG-12］ 20:30 ザ・シネマ流　レコメン道場　#8 04:00 コズモポリス［R15+］
01:00 メンテナンスのため休止します 01:15 ユニバーサル・ソルジャー 03:30 トラスト・ミー 01:00 ザ・シネマ　ラインナップ紹介 21:00 メン・イン・ブラック：


殺戮の黙示録［R15相当］ 05:30 情報番組 01:15 ディア・ハンター［PG12］ インターナショナル
03:30 残酷ドラゴン　血斗竜門の宿 04:30 モンスター・パニック［R15相当］ 23:15 ブルース・ブラザース
05:30 情報番組 01:45 フットルース


03:45 ドク・ホリデイ
05:30 情報番組


MON TUE WED THU FRI SAT SUN
06:00 アラモ（1960） 06:00 紹介、またはシャルロットとステーキ 06:00 獅子座 06:00 フェイ・グリム 06:00 カラヴァッジオ 06:00 愛を読むひと［PG-12］ 06:00 パッセンジャーズ
09:00 コレクションする女 06:30 ベレニス 08:00 ヘンリー・フール［R15相当］ 08:15 ネッド・ライフル［R15相当］ 07:45 ゲットバック 08:15 フィフス・エレメント 08:00 ザ・ドライバー
10:45 愛の昼下がり 07:00 ヴェロニクと怠慢な生徒 10:30 西部悪人伝 10:00 イコライザー［PG12］ 09:30 情報番組 10:30 ワイルド・スピード 10:00 荒野のストレンジャー
12:30 マグノリアの花たち 07:30 パリのナジャ 12:30 ライラの冒険　黄金の羅針盤 12:30 アラモ（1960）【日曜洋画劇場版】 10:00 イコライザー２［PG12］ 12:30 ワイルド・スピードX2 12:00 ターミネーター２
14:45 トランスポーター 08:00 ある現代の女子学生 14:45 トランスポーター３　アンリミテッド 15:00 恋のゆくえ／ 12:30 ゴーン・ガール［R15+］ 14:30 ワイルド・スピードX3　TOKYO DRIFT 14:30 情報番組
16:45 情報番組 08:30 モンフォーコンの農婦 16:45 情報番組 ファビュラス・ベイカー・ボーイズ 15:15 トゥームレイダー 16:30 ワイルド・スピード　MAX 15:00 ナイト＆デイ
17:15 シャンドライの恋 09:00 アメリカン・ギャングスター［R-15］ 17:15 ヴァージン・スーサイズ 17:15 トゥモロー・ワールド ファースト・ミッション 18:30 ワイルド・スピード　MEGA MAX 17:00 ゲット・ショーティ
19:00 ウォーク・トゥ・リメンバー 12:00 情報番組 19:00 ブルーサンダー 19:15 殺したいほどアイ・ラブ・ユー 17:30 ゲッタウェイ　スーパースネーク 21:00 47RONIN 19:00 処刑人［PG-12］
21:00 メメント 12:30 SOMEWHERE 21:00 シークレット ウインドウ 21:00 閉ざされた森 19:15 ザ・ヘラクレス 23:15 S.W.A.T.（2003） 21:00 ターミネーター２
23:15 ブレイン・ゲーム 14:30 トランスポーター２ 23:00 ライラの冒険　黄金の羅針盤 23:00 バニラ・スカイ 21:00 ゴーン・ガール［R15+］ 01:30 ミッドサマー［R15+］ 23:30 羊たちの沈黙［PG12］
01:15 アメリカの影 16:15 情報番組 01:15 チャイニーズ・ブッキーを殺した男 01:30 オープニング・ナイト 23:45 “アイデンティティー”［PG-12］ 04:15 トゥ・ヘル［R15+］ 01:45 ハンニバル（2001）［R-15］
03:00 フェイシズ（1968） 16:45 リディック 【オリジナル版】 04:15 ザ・ウォード／監禁病棟［R15+］ 01:30 グロリア（1980） 04:15 レイニーデイ・イン・ニューヨーク
05:30 情報番組 19:00 永遠の門　ゴッホの見た未来 03:45 ミッドナイト・アフター［R15+］ 03:45 真夜中のカーボーイ［PG12］ ［PG12］


21:00 ユージュアル・サスペクツ
23:00 悪魔のような女（1955）
01:15 こわれゆく女
04:00 トレンチコートの女［PG12相当］


MON TUE WED THU FRI SAT SUN
06:00 突撃隊 06:00 メンテナンスのため休止します 06:00 春のソナタ 06:00 夏物語（1996） 06:00 ロング・グッドバイ 06:00 シャンドライの恋 06:00 フットルース
07:45 フェアウェル 07:00 ワンス・アポン・ア・タイム・ 08:00 冬物語 08:00 恋の秋 08:00 マチェーテ・キルズ［R15+］ 07:45 ザ・ヘラクレス 08:00 かちこみ！
09:45 愛と追憶の日々 イン・ハリウッド［PG12］ 10:00 情報番組 10:00 情報番組 10:00 情報番組 09:30 ゴージャス ドラゴン・タイガー・ゲート
12:30 ノーカントリー［R-15］ 10:00 ザ・シネマ　ラインナップ紹介 10:30 荒野のストレンジャー 10:30 ハンナ 10:30 SUPER ８／スーパーエイト 11:45 アクシデンタル・スパイ 10:00 荒野のガンマン
14:45 ゲッタウェイ　スーパースネーク 10:15 マリー・アントワネット（2006） 12:30 トゥームレイダー 12:30 メジャーリーグ 【金曜ロードショー版】 12:30 47RONIN 13:45 リディック 12:00 トランスポーター３　アンリミテッド
16:30 情報番組 12:30 恋は邪魔者 ファースト・ミッション 14:30 クレイジー・パーティー 14:45 ザ・シネマ流　レコメン道場　#8 16:00 ワイルド・スピード　EURO MISSION 14:00 情報番組
17:00 レスラー（2008）［R-15］ 14:30 セブン・サイコパス［R15+］ 14:45 S.W.A.T.（2003） 16:30 情報番組 15:15 メン・イン・ブラック 18:30 ワイルド・スピード　SKY MISSION 14:30 13時間　ベンガジの秘密の兵士
19:00 トゥモロー・ワールド 16:30 情報番組 17:00 SOMEWHERE 17:00 ドライブ・アングリー［R15+］ 17:15 メン・イン・ブラック２ 21:00 ロスト・イン・トランスレーション ［PG12相当］
21:00 殺したいほどアイ・ラブ・ユー 17:00 ブレイン・ゲーム 19:00 処刑人［PG-12］ 19:00 ハンナ 19:00 メン・イン・ブラック３ 23:00 セブン・イヤーズ・イン・チベット 17:15 トランスポーター
23:00 ブルーサンダー 19:00 ウインド・リバー 21:00 ゲット・ショーティ 21:00 ブルース・ブラザース 21:00 47RONIN 01:30 ウェイバック　－脱出6500km－ 19:15 トランスポーター２
01:00 メンテナンスのため休止します 21:00 マグノリアの花たち 23:00 トゥームレイダー 23:30 ペギー・スーの結婚 23:15 メン・イン・ブラック： 04:00 ドーン・オブ・ザ・デッド［R-15］ 21:00 トランスポーター３　アンリミテッド


23:15 ソルジャー・ストーリー ファースト・ミッション 01:30 メジャーリーグ インターナショナル 23:00 シークレット ウインドウ
01:15 ザ・ウォード／監禁病棟［R15+］ 01:15 アバウト・タイム 03:30 フェンス 01:30 世紀の謎・空飛ぶ円盤地球を襲撃す 01:00 ワンス・アポン・ア・タイム・
03:00 Ｕ・ボート【日本公開版】 ～愛おしい時間について～ 03:15 ゼロ地帯［PG12相当］ イン・ハリウッド［PG12］
05:30 情報番組 03:30 チャーリー・ウィルソンズ・ウォー 05:30 情報番組 04:00 アーニャは、きっと来る


05:30 情報番組


MON TUE WED THU
06:00 シャイアン 06:00 モンソーのパン屋の女の子 06:00 モード家の一夜 06:00 世紀の謎・空飛ぶ円盤地球を襲撃す
08:45 トゥ・ヘル［R15+］ 06:45 シュザンヌの生き方 08:00 クレールの膝 07:45 ドク・ホリデイ
10:30 ドライブ・アングリー［R15+］ 08:15 ジョニー・ノックスヴィル   アクション・ポイント／ 10:00 情報番組 09:45 情報番組
12:30 ロマンシング・アドベンチャー／ ゲスの極みオトナの遊園地［R15相当］ 10:30 荒野のガンマン 10:15 聖杯たちの騎士


キング・ソロモンの秘宝 10:00 情報番組 12:30 羊たちの沈黙［PG12］ 12:30 ノーマンズ・ランド【日曜洋画劇場版】
14:30 SUPER ８／スーパーエイト 10:30 トランスポーター 14:45 ソルジャー・ストーリー 14:30 かちこみ！
16:30 情報番組 12:30 トランスポーター２ 16:45 ウインド・リバー ドラゴン・タイガー・ゲート
17:00 アクシデンタル・スパイ 14:30 トランスポーター３　アンリミテッド 18:45 恋のゆくえ／ 16:15 “アイデンティティー”［PG-12］
19:00 ユージュアル・サスペクツ 16:30 情報番組 ファビュラス・ベイカー・ボーイズ 18:00 レ・ミゼラブル（2012）
21:00 恋は邪魔者 17:00 ブリット＝マリーの幸せなひとりだち 21:00 ブルース・ブラザース 21:00 Ray／レイ［PG-12］
23:00 ヴァージン・スーサイズ 18:45 星の王子ニューヨークへ行く 23:30 マリー・アントワネット（2006） 00:00 SOMEWHERE
01:00 卒業 21:00 ポップスター 01:45 羊たちの沈黙［PG12］ 02:00 ノーマンズ・ランド
03:00 ローズマリーの赤ちゃん 23:15 ロスト・イン・トランスレーション 04:00 ウォーク・トゥ・リメンバー 04:00 カンパニー・マン
05:30 情報番組 01:15 BUNRAKU


03:30 コズモポリス［R15+］
05:30 情報番組


　 　 1 2 3 4 5
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都合により一部番組を変更する場合がございます。 また天候不良などの受信障害のため一部画像が乱れる場合があります。ご了承ください。
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6:00


6:20


7:45


10:00


12:30


14:30


16:50


18:55


21:00


23:35


0:15


1:35


2:45


4:10


着脱図鑑⑥【モン族編】
新・ミナミの帝王18
神弓-KAMIYUMI-
旅行作家 茶屋次郎2
おばさんデカ 桜乙女の事件帖5
おばさんデカ 桜乙女の事件帖6
おばさんデカ 桜乙女の事件帖7
おばさんデカ 桜乙女の事件帖8
永遠の０
ハイパーハードボイルドグルメ 人種対立飯
午後の奥様
カテキョのセンセ。
高レート裏麻雀列伝 むこうぶち15
グラグラ


6:00


7:50


10:00


12:30


14:30


16:50


19:10


21:00


23:00


0:20


1:45


3:10


4:30


新・ミナミの帝王20


スキップ・トレース


十津川警部の事件簿 危険な賞金


ドクター小石の事件カルテ4劇薬


刑事吉永誠一 涙の事件簿7 


横山秀夫特別企画 永遠の時効


黒星警部の密室捜査


悪い奴ほどよく眠る（ドラマ）


寺門ジモンの取材拒否の店2016秋


幼なじみ 発情てんこ盛り


エロス秘宝 貴方だけに～淫と恥～


高レート裏麻雀列伝 むこうぶち13


魔性の女前篇


6:00


6:20


7:50


10:00


12:30


14:30


16:50


19:00


21:00


23:35


0:10


1:20


1:50


3:10


4:30


着脱図鑑⑤【チャイナドレス＆アオザイ編】
新・ミナミの帝王17
EXIT
旅行作家 茶屋次郎1
ドクター小石の事件カルテ5毒炎
刑事吉永誠一 涙の事件簿8
ミナミの帝王2 計画倒産
大阪密着24時5
サイレント・ヴォイス①～③
桃色探訪～伝説の風俗～①
ブラコン！僕と妹のノゾミ
失われた意識の中で
つや女房
高レート裏麻雀列伝 むこうぶち14
魔性の女後篇


6:00


8:25


10:25


12:45


15:00


23:55


1:40


3:05


3:40


江戸小紋殺人事件


ミナミの帝王1 トイチの萬田銀次郎


越境捜査


今野敏サスペンス 機捜235


連続ドラマW コールドケース①～⑩（完）


葵ちゃんはやらせてくれない


農家に嫁いだ女 熟れた果実


禁断の秘め事


人妻花園劇場「不倫初夜」他


6:00


7:30


8:35


10:00


12:30


14:30


16:50


18:55


21:00


23:00


0:50


1:55


3:20


3:50


続高校三年生
舟木一夫が選ぶマイベスト・総集編
新・ミナミの帝王12
旅行作家 茶屋次郎3
ドクター小石の事件カルテ6異物
刑事吉永誠一 涙の事件簿9
奥田英朗クライムサスペンス 邪魔
激録・警察密着２４時!２１春
今野敏サスペンス 機捜235Ⅱ
闇稼業 詐欺道
メビウスの悪女 赤い部屋
武田くノ一忍法伝 千代女
快感キャリアウーマン
若妻悶々物語 ～さくら色に染めて～


6:00


7:15


10:00


12:30


14:30


16:50


19:00


21:30


22:30


23:45


0:15


1:50


2:55


4:10


未解決事件 グリコ・森永事件（ドキュメンタリー）
激録・警察密着２４時!２０秋
旅行作家 茶屋次郎7
越境捜査
おんな風来マジシャン マリコの殺人事件簿
引っ越し大名！
罪の声
未解決事件 グリコ・森永事件（ドラマ前編）
未解決事件 グリコ・森永事件（ドラマ後編）
桃色探訪～伝説の風俗～②
「ダメ…」禁断欲情秘話～団地妻 他～
令和エロス噺20
純情ホステス 谷間で歌う♪
エロス秘宝 貴方だけに～悶と蜜～


6:00


7:25


10:00


12:30


14:30


16:35


18:50


21:00


23:00


0:30


1:00


1:30


2:50


4:10


4:25


続･女の警察
猟奇的な彼女
旅行作家 茶屋次郎5
ハマの子宝先生24時
刑事吉永誠一 涙の事件簿11
宮部みゆきスペシャル 魔術はささやく
白い巨塔（03年版）③④
京都・源氏物語殺人絵巻
新・ミナミの帝王13
Ｗ不倫
背徳奉仕
午後の奥様～初めてのアロママッサージ～
わたしのヒモ男 本能のままに
着脱図鑑③【ネイティブアメリカン編】
下宿屋女将の愛欲


6:00


8:00


9:00


11:00


13:10


20:10


22:15


0:10


1:35


2:55


4:30


高校三年生


水もれ甲介⑱


ハマの静香は事件がお好き1


ハマの静香は事件がお好き2


行列の女神～らーめん才遊記～①～⑧（完）


鬼刑事 米田耕作1


鬼刑事 米田耕作2


令和エロス噺17


白肌を覆う女～弁当工場・沙夜子～


高レート裏麻雀列伝 むこうぶち16


息子の為に抱かれる女


6:00


7:30


10:00


12:30


14:30


16:50


18:50


21:00


23:00


0:55


2:20


3:45


女の警察


溺れるナイフ　


旅行作家 茶屋次郎4


マトリの女 厚生労働省 麻薬取締官


刑事吉永誠一 涙の事件簿10


信州山岳刑事 道原伝吉3


白い巨塔（03年版）①②
あぶない刑事


ミナミの帝王 劇場版12 逆転相続


友達のお母さん 魅惑の香り


農家に嫁いだ女


ナチュラル・ウーマン2010


6:00


7:35


10:00


12:30


14:30


16:50


18:50


20:50


23:25


0:00


1:20


2:40


3:10


4:30


女の警察 国際線待合室
三度目の殺人
旅行作家 茶屋次郎6
逆転弁護士ヤブハラ1 証言拒否
刑事吉永誠一 涙の事件簿12
ミナミの帝王 劇場版13 リストラの代償
白い巨塔（03年版）⑤⑥
サイレント・ヴォイス④～⑥
旧車探して、地元めし①
令和エロス噺16
淫ら温泉 揉みがえりの湯
狙われる若妻
後妻業の悪女 幸せ芝居
愛欲の背徳妻


6:00


7:45


9:45


12:00


17:40


21:00


23:10


0:00


1:05


2:15


3:40


女の警察 乱れ蝶


ミナミの帝王2 計画倒産


警察庁特別監察官 氷の女・氷室透子


ワカコ酒①～⑫（完）


激録・警察密着２４時!２０冬


バクマン。


ハイパーハードボイルドグルメ 短命炭焼村飯


令和エロス噺21


ツンデレ娘 奥手な初体験


台風に疼く女～港の葬儀社・澪～


人妻花園劇場「隣の若奥さん」他


6:00


7:50


10:00


12:30


14:30


16:40


18:50


21:00


23:00


23:35


1:00


2:10


3:25


新ハングマン③④
フォルトゥナの瞳


旅行作家 茶屋次郎8


逆転弁護士ヤブハラ2


花の罠 奈良・大和路殺人事件


ソタイ 組織犯罪対策課1


白い巨塔（03年版）⑦⑧
冤罪犯


桃色探訪～伝説の風俗～③
グラグラ


令和エロス噺19


新・夜王誕生


幼なじみ 発情てんこ盛り


6:00


7:50


10:00


12:30


14:30


16:40


19:00


21:00


23:05


23:30


0:05


1:25


2:40


4:10


新ハングマン⑪⑫
明日の食卓
旅行作家 茶屋次郎12
人情刑事 宮本清四郎
ドクター小石の事件カルテ4劇薬
ドクター小石の事件カルテ5毒炎
ドクター小石の事件カルテ6異物
ヒノマルソウル～舞台裏の英雄たち～
『ヒノマルソウル』特別番組
桃色探訪～伝説の風俗～④
メゾン・ド・エロスへようこそ！
午後の奥様 若妻のおシゴト
エロス秘宝 貴方だけに～淫と恥～
チワワちゃん


6:00


7:45


10:00


12:30


14:30


16:35


18:50


21:00


23:00


1:00


1:30


3:35


新ハングマン⑦⑧
ヒミズ


旅行作家 茶屋次郎10


不倫調査員 片山由美2


推理作家・池加代子1


あやしい彼女


白い巨塔（03年版）⑪
刑事吉永誠一 涙の事件簿13


高レート裏麻雀列伝 むこうぶち13


快感キャリアウーマン


アララト


令和エロス噺17


6:00


8:00


9:00


11:15


12:50


14:40


16:20


17:50


20:10


22:00


23:55


1:05


2:45


4:00


新ハングマン①②
水もれ甲介⑲
ハマの静香は事件がお好き3
高レート裏麻雀列伝 むこうぶち13
高レート裏麻雀列伝 むこうぶち14
高レート裏麻雀列伝 むこうぶち15
高レート裏麻雀列伝 むこうぶち16
本能寺ホテル
ガンリキ1 警部補・鬼島弥一
ガンリキ2 警部補・鬼島弥一
オトナのしおり とじて、ひらいて
熟女ヴァージン 誘惑ふたり旅
エクスタシー・キャットメイドRINKO
女ゆうれい 美乳の怨み


6:00


7:50


10:00


12:30


14:30


16:40


18:50


21:00


23:00


1:00


2:15


2:45


3:00


新ハングマン⑤⑥
ニッポンの荒稼ぎ漁師2013冬


旅行作家 茶屋次郎9


不倫調査員 片山由美1


逆光 保護司・笹本邦明の奔走


ソタイ 組織犯罪対策課2


白い巨塔（03年版）⑨⑩
またまたあぶない刑事


ミナミの帝王 劇場版13 リストラの代償


嬢王夜曲2


禁断の秘め事


着脱図鑑⑦【ドイツ・ディアンドル編】
あざみさんのこと


6:00


8:00


10:00


12:30


14:30


16:50


18:50


20:50


23:30


0:45


2:00


3:25


3:55


新ハングマン⑨⑩
石原さとみのすっぴん旅ｉｎスペイン


旅行作家 茶屋次郎11


不倫調査員 片山由美3


推理作家・池加代子2


ミナミの帝王1 トイチの萬田銀次郎


白い巨塔（03年版）⑫⑬
サイレント・ヴォイス⑦～⑨
高レート裏麻雀列伝 むこうぶち14


揉めよドラゴン 炎の爆乳三番勝負


農家に嫁いだ女-禁断の収穫-


背徳奉仕


悲しき天使


6:00


7:50


9:50


11:50


14:00


0:10


1:25


1:55


3:30


新ハングマン⑬⑭


ミナミの帝王 劇場版12 逆転相続


信州山岳刑事 道原伝吉3


産科医・和泉凛－生と死のカルテ－


医龍①～⑪（完）


セクシータイム・リバース


囲われた美熟女


蒼い経験 禁断SPECIAL


ナチュラル・ウーマン2010


6:00


7:45


10:00


12:30


14:30


16:50


18:50


21:00


23:00


0:30


1:55


3:05


4:15


4:30


新ハングマン⑰⑱
三度目の殺人
新・旅行作家 茶屋次郎
不倫調査員 片山由美4
駐在刑事1
高レート裏麻雀列伝 むこうぶち13
白い巨塔（03年版）⑭⑮
空白
高レート裏麻雀列伝 むこうぶち15
揺れる胸元 求め合うぬくもり
純情ホステス 谷間で歌う♪
ブラコン！僕と妹のノゾミ
着脱図鑑⑧【ペルー・チョリータ編】
失われた意識の中で


6:00


7:50


10:00


12:30


14:30


16:40


18:50


21:00


23:00


23:35


0:10


1:25


2:50


4:35


新ハングマン㉕㉖（完）
おばさんデカ 桜乙女の事件帖5
保険調査員 蒲田吟子1
旅行作家 茶屋次郎1
旅行作家 茶屋次郎2
旅行作家 茶屋次郎3　
旅行作家 茶屋次郎4
旅行作家 茶屋次郎5
旧車探して、地元めし②
桃色探訪～伝説の風俗～⑤
午後の奥様～初めてのアロママッサージ～
友達のお母さん 魅惑の香り
ナチュラル・ウーマン2010
農家に嫁いだ女


6:00


7:45


8:00


10:00


12:30


14:30


16:50


18:50


21:00


23:00


0:35


1:45


3:10


4:30


新ハングマン㉑㉒
着脱図鑑⑩【沖縄・琉装編】
新・ミナミの帝王14
更生人 土門恭介の再犯ファイル
不倫調査員 片山由美6
小早川警視正1 京都羅生門殺人旅情
内田康夫ミステリー湯布院殺人事件
白い巨塔（03年版）⑱⑲
刑事吉永誠一ファイナル【第14作】
高レート裏麻雀列伝 むこうぶち16
優しいおしおき おやすみ、ご主人様
武田くノ一忍法伝 千代女
闇稼業 詐欺道
禁断の秘め事


6:00


8:00


9:00


11:10


13:10


15:30


21:10


0:15


1:35


2:05


3:25


4:45


新ハングマン⑮⑯
水もれ甲介⑳
ハマの静香は事件がお好き4


超高速！参勤交代


超高速！参勤交代 リターンズ


今夜はコの字で①～⑫（完）
激録・警察密着２４時 !２１夏


闇の女手配師-リオ-


Ｗ不倫


深夜の人妻 お色気ナマ配信


滴る女～牛乳配達人・めぐみ～


着脱図鑑④【ブルガリア・スクマン編】


6:00


7:20


9:10


11:00


12:30


23:30


0:05


1:25


2:35


4:50


新・ミナミの帝王11


ミナミの帝王 劇場版13 リストラの代償


麻雀破壊神 むこうぶち傀1


麻雀破壊神 むこうぶち傀2


医龍2①～⑪（完）


旧車探して、地元めし③


キラー・テナント 迷宮の宴


バージン協奏曲 それゆけ純白パンツ！


あざみさんのこと


カテキョのセンセ。


6:00


7:25


8:25


10:15


12:30


14:30


16:50


19:30


21:00


23:05


0:25


1:45


2:50


4:05


女の警察
舟木一夫が選ぶマイベスト・総集編
おばさんデカ 桜乙女の事件帖6
保険調査員 蒲田吟子2
不倫調査員 片山由美8
密会の宿1 
洋上の激闘！巨大マグロ戦争2021
高校三年生
舟木一夫コンサート2021
新・ミナミの帝王17
令和エロス噺16
妄想する女～マッサージ師・瑛子～
夜王誕生 女を喰らう男たち
農家に嫁いだ女-禁断の収穫-


6:00


8:00


8:55


10:55


13:10


14:50


16:40


18:20


20:05


22:10


23:40


0:15


1:45


3:10


累 -かさね-
水もれ甲介㉑
ハマの静香は事件がお好き5
ハマの静香は事件がお好き6
ミナミの帝王1 トイチの萬田銀次郎
ミナミの帝王2 計画倒産
ミナミの帝王 劇場版12 逆転相続
ミナミの帝王 劇場版13 リストラの代償
越境捜査
激撮！愛知県警密着24時 大追跡SP
桃色探訪～伝説の風俗～⑥
女流作家 官能のまん・なか
ミッドナイト・シンデレラ
チワワちゃん


6:00


7:45


8:00


10:00


12:30


14:30


16:50


18:50


21:00


23:00


0:55


2:00


2:30


3:00


新ハングマン⑲⑳
着脱図鑑⑨【バリ島・レゴンダンス編】
新・ミナミの帝王15
再雇用警察官1
不倫調査員 片山由美5
共犯 元刑事 永井耕作の誘拐捜査
駐在刑事2
白い巨塔（03年版）⑯⑰
もっともあぶない刑事
ミナミの帝王1 トイチの萬田銀次郎
令和エロス噺21
魔性の女前篇
魔性の女後篇
アララト


6:00


7:45


10:00


12:30


14:30


16:50


18:50


21:00


21:50


23:40


0:15


1:30


2:50


新ハングマン㉓㉔
あやしい彼女


秋葉京介探偵事務所～狙われた男～


不倫調査員 片山由美7


小早川警視正2 函館五稜郭殺人旅情


ミナミの帝王 劇場版12 逆転相続


白い巨塔（03年版）⑳㉑（完）
サイレント・ヴォイス⑩（完）
サイレント・ヴォイス 特別篇「悪魔の学問」


タベホの女②【招福門編】
恋するオヤジ


令和エロス噺18


人妻花園劇場「隣人の男」他


6:00


7:50


10:00


12:30


14:30


16:35


19:15


21:00


23:05


0:30


1:45


3:20


3:40


女の警察 国際線待合室


おばさんデカ 桜乙女の事件帖8


奥田英朗クライムサスペンス 邪魔


不倫調査員 片山由美10


密会の宿4


宮部みゆきサスペンス 模倣犯 【後篇】


激撮！犯罪捜査24時2019


銭の捜査官 西カネ子2


新・ミナミの帝王12


ツンデレ娘 奥手な初体験


「ダメ…」禁断欲情秘話～団地妻 他～


着脱図鑑①【十二単編】
女闇金－ユリ－


6:00


7:50


10:00


12:30


14:30


16:35


19:00


21:00


23:00


1:10


2:30


3:55


続･女の警察


おばさんデカ 桜乙女の事件帖7


保険調査員 蒲田吟子3


不倫調査員 片山由美9


密会の宿2


宮部みゆきサスペンス 模倣犯 【前篇】


まだまだあぶない刑事


さらば あぶない刑事


ミナミの帝王2 計画倒産


後妻業の悪女 幸せ芝居


台風に疼く女～港の葬儀社・澪～


悲しき天使


6:00


7:50


10:00


12:30


14:30


16:30


18:05


20:50


23:30


0:05


1:20


2:55


3:25


3:40


5:00


女の警察 乱れ蝶
逆光 保護司・笹本邦明の奔走
ボディーガード
不倫調査員 片山由美11
密会の宿5
激闘！松方弘樹VS巨大マグロ
激録・警察密着２４時!２０秋
サイレント・ヴォイスSeason2①～③
ラーメン刑事⑥
オトナのしおり とじて、ひらいて
熟女ヴァージン 誘惑ふたり旅
囲われた美熟女
着脱図鑑②【サリー編】
グラグラ
息子の為に抱かれる女
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©日活・チャンネルNECO


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！　
行列の女神～らーめん才遊記～（全8話） 6/5（日）13：10～20：10


ワカコ酒Season1（全12話） 6/11（土）12：00～17：40


今夜はコの字で（全12話） 6/19（日）15：30～21：10


旅行作家 茶屋次郎1～5 6/24（金）12：30～23：00


ミナミの帝王 劇場 6/26（日）13：10～20：05


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


プログラムガイドは
今月号で


 最終号となります。


今後は通年版での
発行を予定しており
ます。
長い間ご愛読いただ
き、誠にありがとうご
ざいました。













6 月 の 企 画 番 組


前夜版SPEED展望
翌日放送する日中の開催
を中心に、毎晩レース展
望をお送りします。解説
者や専門紙記者の推奨
レース等、翌日の車券攻
略に役立つ情報が盛り沢
山です。
放送日・時間　▲


６９０ｃｈ　後９：００～/深０：００～▲


６９１ｃｈ　後１０：００～
※翌日朝に６９０ｃｈと６９２ｃｈで再放送致
します。
※高松宮記念杯競輪開催中の展望については番
組表・ＥＰＧをご確認ください。


新番組新番組　ほんきートークガールズ
ガールズ選手をゲストに
迎え、女優の伊藤かず
えさんが様々なことにつ
いて、じっくりとお話を
伺います。ガールズたち
の気取らないホンネトークを引き出しながら、
ガールズケイリンの魅力をお届けします。
出演：伊藤かずえ
ゲスト：中村由香里、石井寛子
初回放送日・時間　６月１１日（土）▲


６９０ｃｈ　後９：００～▲


６９３ｃｈ　後５：００～
同期のチカラ＃５
今回は102期の小林莉
子、田中麻衣美と引退さ
れた中山麗敏さんによる
ガールズトーク！当時、
半世紀振りに復活するこ
ととなった女子競輪。そ
の第１期生として華々しくデビューし、戦いに
挑んだ彼女達の喜びや苦悩とは？
初回放送日・時間　６月１０日（金）▲


６９０ｃｈ　後９：００～▲


６９３ｃｈ　後５：００～


月刊 松浦悠士～今月も日々感謝～　＃７
２ヶ月の充電期間を経て
帰ってきた編集長の松浦
悠士。直近のビッグレー
スを自己分析、㊙プライ
ベート等、松浦悠士をま
るごと一冊お届けします。
初回放送日・時間　６月５日（日）▲


６９０ｃｈ　後１１：００～▲


６９３ｃｈ　後５：００～
U字工事の真券国盗り合戦　＃３
いざ出陣！北日本から九
州まで、郡雄割拠の競輪
８地区を全て治めて全国
制覇を目指せ。U字工事
が全国の競輪場を巡り、
各地区代表の番組視聴者と車券勝負で対戦し
ます。
出演：U字工事、桑原愛海
初回放送日・時間　６月１９日（日）▲


６９０ｃｈ　深０：３０～▲


６９３ｃｈ　後５：００～


ミッドナイトコロシアム＃３
“新”競輪バラエティー「ミッ
ドナイトコロシアム」舞台
はコロシアム。ここで催さ
れるのは、山口幸二と加藤
慎平チームに分かれての白
熱した車券勝負。毎回２名、腕に覚えのあるチャ
レンジャーも参戦！さらに勝負の結果次第で、
視聴者の皆さまに現金キャッシュバックのチャ
ンスが？！お見逃しなく！
出演：山口幸二・加藤慎平
初回放送日・時間　６月３０日（木）▲


６９０ｃｈ　後１１：３０～▲


６９３ｃｈ　後５：００～
The Road to PARIS
2022年UCIネーションズカップ第２戦 カナ
ダ・ミルトン大会
新生ジャパンの２０２４年パリ五輪に向けた戦
い、UCIネーションズカップ。今年は全３戦が
行われ、各大会の成績が１０月に開催される世
界大会へとつながります。今月は第２戦カナダ・
ミルトン大会の模様を、日本人選手出場レース
を中心にハイライトでお送りします。
初回放送日・時間　６月１日（水）▲


６９０ｃｈ　後１０：４５～▲


６９２ｃｈ　後５：３０～


高木真備　引退特番
今年４月、突如引退を
表明した高木真備さん。
ガールズGPを制し新
女王となった矢先の衝
撃的な出来事でした。
早過ぎる引退の理由と
は・・・本人へのインタビューを交えなが
ら、駆け抜けた８年間の競輪人生を振り返り
ます。
初回放送日・時間　６月２５日（土）
６９０ｃｈ　後１１：１５～
６９３ｃｈ　後６：００～


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 広 島 ＦⅡ ① 川　崎 ＦⅠ 第１日 玉 野 ＦⅠ ① 和歌山 ＦⅠ 第３日 広島 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


玉野 ＦⅠ ①
(後3:00～後5:00) ♥名古屋 ＦⅡ ① 京都向日町 ＦⅡ ①


2 木 広 島 ＦⅡ ② 川　崎 ＦⅠ 第２日 玉 野 ＦⅠ ② 武　雄 ＦⅠ 第１日 広島 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


玉野 ＦⅠ ②
(後3:00～後5:00) ♥名古屋 ＦⅡ ② 京都向日町 ＦⅡ ②


3 金 広 島 ＦⅡ ③ 川　崎 ＦⅠ 第３日 玉 野 ＦⅠ ③ モーニング競輪


♥立川 ＦⅡ ① 武　雄 ＦⅠ 第２日 松阪 ＦⅠ ① 広島 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


ナイター競輪
函　館 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後7:45)


♥名古屋 ＦⅡ ③ ♥立川 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


玉野 ＦⅠ ③
(後3:00～後5:00) 京都向日町 ＦⅡ ③


ナイター競輪
函　館 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後9:00)


4 土 ♥立川 ＦⅡ ② 取　手 ＧⅢ 第１日 松 阪 ＦⅠ ② 武　雄 ＦⅠ 第３日 函 館 ＦⅡ ② ♥立川 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


松阪 ＦⅠ ②
(後3:00～後5:00) 青 森 ＦⅡ ① 取手 ＧⅢ(オッズ) 第１日 ♥松山 ＦⅡ ① 函　館 ＦⅡ 第２日


(後3:00～後5:00)


5 日 ♥立川 ＦⅡ ③ 取　手 ＧⅢ 第２日 松 阪 ＦⅠ ③ ♥立川 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


函　館 ＦⅡ 第３日
(後3:00～後9:00) 取手 ＧⅢ(オッズ) 第２日 青 森 ＦⅡ ② 松　阪 ＦⅠ 第３日


(後3:00～後5:00) ♥松山 ＦⅡ ②


6 月 取　手 ＧⅢ 第３日 別 府 ＦⅠ ① 広　島 ＦⅠ 第１日 ♥川崎 ＦⅡ ① 取手 ＧⅢ(オッズ) 第３日 青 森 ＦⅡ ③ 別　府 ＦⅠ 第１日
(後3:00～後5:00) ♥松山 ＦⅡ ③ ♥川崎 ＦⅡ 第１日


(後3:00～後5:00)


7 火 取　手 ＧⅢ 第４日 別 府 ＦⅠ ② 広　島 ＦⅠ 第２日 ♥川崎 ＦⅡ ② 取手 ＧⅢ(オッズ) 第４日 ♥久留米 ＦⅡ ① 別　府 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 宇都宮 ＦⅡ ① ♥川崎 ＦⅡ 第２日


(後3:00～後5:00)


8 水 佐世保 ＦⅡ ① 広　島 ＦⅠ 第３日 別 府 ＦⅠ ③ 富　山 ＦⅠ 第１日 ♥川崎 ＦⅡ ③ 佐世保 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


別府 ＦⅠ ③
(後3:00～後5:00) ♥久留米 ＦⅡ ②


♥川崎 ＦⅡ 第３日
(後3:00～後5:00) 宇都宮 ＦⅡ ②


9 木 佐世保 ＦⅡ ② 富山 ＦⅠ ②
(前10:00～後3:00)


♥松戸 ＧⅢ 第１日
(後3:00～後9:00) 富　山 ＦⅠ 第２日 ♥松戸 ＧⅢ


(オッズ) ① 和歌山 ＦⅠ 第１日 ♥久留米 ＦⅡ ③ 佐世保 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


♥松戸 ＧⅢ(オッズ) ①
(後3:00～後5:00) 宇都宮 ＦⅡ ③


10 金 佐世保 ＦⅡ ③ 富山 ＦⅠ ③
(前10:00～後3:00)


♥松戸 ＧⅢ 第２日
(後3:00～後9:00) 富　山 ＦⅠ 第３日 ♥松戸 ＧⅢ


(オッズ) ② 和歌山 ＦⅠ 第２日 松 山 ＦⅡ ① 佐世保 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


♥松戸 ＧⅢ(オッズ) ②
(後3:00～後5:00) 函 館 ＦⅡ ①


11 土 奈 良 ＦⅡ ① 和歌山 ＦⅠ ③
(前10:00～後3:00)


♥松戸 ＧⅢ 第３日
(後3:00～後9:00) 和歌山 ＦⅠ 第３日 ♥松戸 ＧⅢ


(オッズ) ③ ♥大宮 ＦⅡ 第１日 松 山 ＦⅡ ② 奈良 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


♥松戸 ＧⅢ(オッズ) ③
(後3:00～後5:00) 函 館 ＦⅡ ②


12 日 奈 良 ＦⅡ ② 防府 ＦⅠ ①
(前10:00～後3:00)


♥松戸 ＧⅢ 第４日
(後3:00～後9:00) 防　府 ＦⅠ 第１日 ♥松戸 ＧⅢ


(オッズ) ④ ♥大宮 ＦⅡ 第２日 松 山 ＦⅡ ③ 奈良 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


♥松戸 ＧⅢ(オッズ) ④
(後3:00～後5:00) 函 館 ＦⅡ ③


13 月 奈 良 ＦⅡ ③ 岐　阜 ＦⅠ 第１日 佐世保 ＦⅠ ① 取　手 ＦⅠ 第１日 防　府 ＦⅠ 第２日 ♥弥彦 ＦⅡ ① ♥大宮 ＦⅡ 第３日 豊 橋 ＦⅡ ① 奈良 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


佐世保 ＦⅠ ①
(後3:00～後5:00)


14 火 岐　阜 ＦⅠ 第２日 佐世保 ＦⅠ ② 取　手 ＦⅠ 第２日 川 崎 ＦⅠ ① 防　府 ＦⅠ 第３日 ♥弥彦 ＦⅡ ② 佐世保 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 豊 橋 ＦⅡ ② 川　崎 ＦⅠ 第１日


(後3:00～後5:00)


15 水 岐　阜 ＦⅠ 第３日 佐世保 ＦⅠ ③ 取　手 ＦⅠ 第３日 川 崎 ＦⅠ ② 佐世保 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) ♥弥彦 ＦⅡ ③ 川　崎 ＦⅠ 第２日


(後3:00～後5:00) 豊 橋 ＦⅡ ③


16 木 ♥広島 ＦⅡ ① 岸和田 ＧⅠ(高松宮記念杯) 第１日 川 崎 ＦⅠ ③ 岸和田 ＧⅠ(オッズ) 第１日 ♥四日市 ＦⅡ ① ♥広島 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


川崎 ＦⅠ ③
(後3:00～後5:00) 別 府 ＦⅡ ①


♥四日市 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後5:00) ♥高知 ＦⅡ ①


17 金 ♥広島 ＦⅡ ② 岸和田 ＧⅠ(高松宮記念杯) 第２日 ♥四日市 ＦⅡ ② 岸和田 ＧⅠ(オッズ) 第２日 京王閣 ＦⅡ ① いわき平 ＦⅠ 第１日 別 府 ＦⅡ ② ♥青森 ＦⅡ 第１日 ♥高知 ＦⅡ ② ♥広島 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


♥四日市 ＦⅡ ②
(後3:00～後5:00)


18 土 ♥広島 ＦⅡ ③ 岸和田 ＧⅠ(高松宮記念杯) 第３日 ♥四日市 ＦⅡ ③ モーニング競輪


宇都宮 ＦⅡ ① 岸和田 ＧⅠ(オッズ) 第３日 京王閣 ＦⅡ ② いわき平 ＦⅠ 第２日 別 府 ＦⅡ ③ ♥青森 ＦⅡ 第２日 ♥高知 ＦⅡ ③ ♥広島 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


♥四日市 ＦⅡ ③
(後3:00～後5:00)


19 日 宇都宮 ＦⅡ ② 岸和田 ＧⅠ(高松宮記念杯) 第４日 ♥武雄 ＦⅡ ① 岸和田 ＧⅠ(オッズ )第４日 京王閣 ＦⅡ ③ いわき平 ＦⅠ 第３日 ♥松阪 ＦⅡ ① ♥青森 ＦⅡ 第３日 ♥川崎 ＦⅡ ① 宇都宮 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


♥武雄 ＦⅡ ①
(後3:00～後5:00)


20 月 宇都宮 ＦⅡ ③ 伊東温泉 ＦⅠ 第１日 弥 彦 ＦⅠ ① 高　松 ＦⅠ 第１日 ♥武雄 ＦⅡ ② 宇都宮 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


弥彦 ＦⅠ ①
(後3:00～後5:00) ♥松阪 ＦⅡ ②


♥武雄 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後5:00) ♥川崎 ＦⅡ ②


21 火 ♥西武園 ＦⅡ ① 伊東温泉 ＦⅠ 第２日 弥 彦 ＦⅠ ② 高　松 ＦⅠ 第２日 ♥武雄 ＦⅡ ③ ♥西武園 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


弥彦 ＦⅠ ②
(後3:00～後5:00) ♥松阪 ＦⅡ ③


♥武雄 ＦⅡ 第３日
(後3:00～後5:00) ♥川崎 ＦⅡ ③


22 水 ♥西武園 ＦⅡ ② 伊東温泉 ＦⅠ 第３日 弥 彦 ＦⅠ ③ 高　松 ＦⅠ 第３日 函 館 ＦⅠ ① 福　井 ＦⅠ 第１日
ナイター競輪
四日市 ＦⅡ ①
(後5:00～後8:00)


♥高知 ＦⅡ ① ♥西武園 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


弥彦 ＦⅠ ③
(後3:00～後5:00) 豊 橋 ＦⅡ ①


ナイター競輪
四日市 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後9:00)


23 木 ♥西武園 ＦⅡ ③ 福　井 ＦⅠ 第２日 函 館 ＦⅠ ② モーニング競輪


♥別府 ＦⅡ ①
♥西武園 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


四日市 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後9:00)


♥別府 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


ナイター競輪
松　山 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後7:45)


♥高知 ＦⅡ ② 函　館 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 豊 橋 ＦⅡ ②


ナイター競輪
松　山 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後9:00)


24 金 ♥別府 ＦⅡ ② 福　井 ＦⅠ 第３日 函 館 ＦⅠ ③ ♥別府 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


四日市 ＦⅡ 第３日
(後3:00～後9:00)


ナイター競輪
松　山 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後7:45)


♥高知 ＦⅡ ③ 函　館 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) 豊 橋 ＦⅡ ③


ナイター競輪
松　山 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後9:00)


25 土 ♥別府 ＦⅡ ③ 久留米 ＧⅢ 第１日 青 森 ＦⅠ ① 立　川 ＦⅠ 第１日 松 山 ＦⅡ ③ ♥別府 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


青森 ＦⅠ ①
(後3:00～後5:00) 京都向日町 ＦⅡ ① 松　山 ＦⅡ 第３日


(後3:00～後5:00) 玉 野 ＦⅡ ①


26 日 久留米 ＧⅢ 第２日 青 森 ＦⅠ ② 立　川 ＦⅠ 第２日 青　森 ＦⅠ 第２日
(後3:00～後5:00) 京都向日町 ＦⅡ ② 玉 野 ＦⅡ ②


27 月 久留米 ＧⅢ 第３日 青 森 ＦⅠ ③ 立　川 ＦⅠ 第３日 四日市 ＦⅠ ① 青　森 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) 京都向日町 ＦⅡ ③ 四日市 ＦⅠ 第１日


(後3:00～後5:00) 玉 野 ＦⅡ ③


28 火 西武園 ＦⅡ ① 久留米 ＧⅢ 第４日 四日市 ＦⅠ ② 西武園 ＦⅡ ①
(前10:00～後3:00)


四日市 ＦⅠ ②
(後3:00～後5:00) 弥 彦 ＦⅡ ① 伊東温泉 ＦⅡ ①


29 水 西武園 ＦⅡ ② 取　手 ＦⅠ 第１日 四日市 ＦⅠ ③ 西武園 ＦⅡ ②
(前10:00～後3:00)


♥平塚 ＦⅡ 第１日
(後3:00～後9:00)


四日市 ＦⅠ 第３日
(後3:00～後5:00) 弥 彦 ＦⅡ ② 伊東温泉 ＦⅡ ②


30 木 西武園 ＦⅡ ③ 小松島 ＧⅢ 第１日 奈 良 ＦⅠ ① 取　手 ＦⅠ 第２日 ♥平塚 ＦⅡ ② 西武園 ＦⅡ ③
(前10:00～後3:00)


奈良 ＦⅠ ①
(後3:00～後5:00) 弥 彦 ＦⅡ ③


♥平塚 ＦⅡ 第２日
(後3:00～後5:00) 伊東温泉 ＦⅡ ③


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。


6/3（金） 松　阪 ＦⅠ 第1日
（後3:00～後5:00） 6/19（日） 京王閣 ＦⅡ 第3日


（後3:00～後5:00）


6/17（金） 京王閣 ＦⅡ 第1日
（後3:00～後5:00） 6/22（水） 函　館 ＦⅠ 第1日


（後3:00～後5:00）


6/18（土） 宇都宮 ＦⅡ ①(前10:00～後3:00)
京王閣 ＦⅡ ②
(後3:00～後5:00)


注）1.   ♥印は、ガールズケイリンを含む開催です。
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。広島ＦⅡ＜6/1～3、6/16～18＞、立川ＦⅡ＜6/3～5＞、宇都宮Ｆ
Ⅱ＜6/18～20＞、別府ＦⅡ＜6/23～25＞、西武園ＦⅡ＜6/28～30＞は７レース制です。


注）3.   ナイター競輪の放送時間は後5：00～後9：00です｡　尚、ナイターは昼間場の中継終了直後より放送開
始となりますので通常、後5：00からの放送が早まる場合もございます。また、後3：00からのナイター
も放送開始が早まる場合がございます。


注）4.   ミッドナイト競輪の放送時間は後8：00～深0：00です｡
注）5.   番組の内容は都合により変更となる場合があります。ご了承ください。


番組内容についてのお問い合わせ


0120-344-864
スピードチャンネルカスタマーセンタースピードチャンネル番組表スピードチャンネル番組表 https：//www.speedchannel.co.jp2022年　6月2022年　6月
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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。


5月30日(月) 5月31日(火) 6月1日(水) 6月2日(木) 6月3日(金) 6月4日(土) 6月5日(日)


55 ★[新]The Taiso #1 55 ★The Taiso #2 55 ★The Taiso #3 55 ★The Taiso #4 55 ★The Taiso #5


55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS


54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS


25 DJ KOOのココDO KOO!? #20


55 フランスラグビーリーグTOP14(21/22)第
26節 6/5 クレルモン×モンペリエ＜生中継＞
presented byヒト・コミュニケーションズ（～
6:30まで）


5月30日(月) 5月31日(火) 6月1日(水) 6月2日(木) 6月3日(金) 6月4日(土) 6月5日(日)
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【テレ朝チャンネル2】2022年6月第1週
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00 昭和・平成 鉄道の時代
蒸気機関車の魅力3
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


00 京都迷宮案内（2001）
#10


00 ショッピング情報


30 おかずのクッキング #504


00 ショッピング情報


30 ★激論！クロスファイア
（2022年4月10日放送分録画）


30 ショッピング情報


00 ★テレメンタリー2022
（4月23日放送分）


30 ショッピング情報


00 ワールドプロレスリング
オレの激闘ベスト5 アブドーラ・ザ・ブッチャー編


55 スポーツセレクション


9


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5
女流プロ予選4組目
【対局者】東城りお・大亀あすか・山脇千文美・都美（～
6:00まで）


00 水曜どうでしょう Classic #2


30 ★おにぎりあたためますか #424


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5
女流プロ準決勝2組目


【対局者】高宮まり・宮内こずえ・山脇千文美・都
美


00 再捜査刑事・片岡悠介
死者が書き続ける！？岐阜～美濃和紙の秘密
23年前の毛筆に隠された美女連続殺人の謎


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5
女流アマ予選1組目


【対局者】浅香唯・宮城舞・松本圭世・長澤茉里
奈


30 ギャラリーフェイク #32


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5
女流アマ予選2組目


【対局者】及川奈央・椿彩奈・水崎綾女・天木
じゅん


00 ★ワールドプロレスリング完全版 #195
HYPER BATTLE '22


(2022年4月9日 東京・両国国技館)
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00 終活、はじめました


00 水曜どうでしょう Classic #3


30 ★おにぎりあたためますか #425


00 トリック（2000）
#4-6


55 スポーツセレクション


00 ワールドプロレスリング
永田裕志 大特集！！


59 サッカー 第48回モーリスレベロトーナメント
（旧トゥーロン国際大会）
第2戦 U-19日本代表×U-23コモロ代表


＜生中継＞


※延長の場合あり


00 ★ワールドプロレスリングLIVE2022 BEST
OF THE SUPER Jr.29


（東京・日本武道館）


＜生中継＞


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5
決勝


【対局者】岡田紗佳・山脇千文美・丸山奏子・松
本圭世


25 ギャラリーフェイク #35


（～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5
女流プロ予選4組目
【対局者】東城りお・大亀あすか・山脇千文美・都
美


00 ★人生の楽園 #1064


25 ショッピング情報


00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol16
「造作家具が可能性を広げる家」
#1232・#1234・#1250・#1258・
#1274・#1276・#1281・#1288・
#1295・#1332


00 再捜査刑事・片岡悠介
函館～横浜・同窓会不倫殺人!ホスト殺しと迷宮
入り事件を結ぶネイルの傷とバターの謎！！


30 ★渡辺篤史の建もの探訪
#1659


00 [終]水曜どうでしょう Classic #243


30 ★おにぎりあたためますか #422


00 [新]トリック（2000）
#1-3


00 再捜査刑事・片岡悠介
東京～金沢、未解決誘拐殺人ルート！加賀老
舗旅館の嫁姑争い！12年前の黒百合に隠され
た密室トリック！！


00 麻雀最強戦2021
女流プロ最強新世代
【B卓】一瀬由梨・駒田真子・相川まりえ・上平茉
実


30 [終]松本清張 けものみち
#9


20 [新]はみだし刑事情熱系（1996）
#1・2


00 水曜どうでしょう Classic #242


30 松本清張 けものみち
#5-8


00 麻雀最強戦2021
女流プロ最強新世代
【A卓】中里春奈・松山由希・中月裕子・蒼井ゆ
りか


30 ★おにぎりあたためますか #421


00 [終]匿名探偵（2012）
#7-9


00 再捜査刑事・片岡悠介
ワイナリー連続殺人 赤い死体は甘く香る!!ウソつ
き老人の証言と踏みつけられたブドウの謎!!


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
懐かしの車両1


00 ★人生の楽園 #1069


25 ショッピング情報


00 【クレヨンしんちゃん1997年一挙放送】
#199-206


00 ワールドプロレスリング
ケニーオメガ 大特集！！


30 ギャラリーフェイク #33


00 昭和・平成 鉄道の時代
ジョイフルトレインへの系譜
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


00 ★人生の楽園 #1068


25 ショッピング情報


00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol18
「理想のデザインを追求した建築家自邸」
#1219・#1224・#1233・#1236・
#1246・#1261・#1264・#1269・
#1280・#1286


00 再捜査刑事・片岡悠介
打ち上げ花火と同時に転落死！？脳指紋が暴く
10年前のパティシエ殺人…真犯人はオクラ好
き！？コンブが隠し味のケーキの謎


00 再捜査刑事・片岡悠介
未解決事件の死者が復讐殺人!?美女の口元に
現れた5年分の嘘…静電気で見える暗号文と、
絶対に指紋が残るペンの謎


00 麻雀最強戦2021
女流プロ最強新世代
【決勝卓】


30 [新]美味しんぼ
#1-3


10 DJ KOOのココDO KOO!? #15


40 [新]水曜どうでしょう Classic #1


05 ★おにぎりあたためますか #423


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5
女流プロ準決勝1組目


【対局者】和泉由希子・日向藍子・古川彩乃・丸
山奏子


30 ギャラリーフェイク #34


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5
女流アマ準決勝


【対局者】水崎綾女・天木じゅん・松本圭世・長
澤茉里奈


00 昭和・平成 鉄道の時代
東北・上越新幹線の発展
蒸気機関車の魅力1
上野駅物語
蒸気機関車の魅力2


00 ★人生の楽園 #1067


25 ショッピング情報


00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol17
「フロア毎に表情がある多層空間の家」
#1225・#1226・#1242・#1259・
#1260・#1262・#1263・#1268・
#1298・#1322
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　●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。


6月6日(月) 6月7日(火) 6月8日(水) 6月9日(木) 6月10日(金) 6月11日(土) 6月12日(日)
（～引き続き）フィギュアレジェンドプログラム▽アン
ナ・シェルバコワ（グランプリシリーズ2021イタリア大
会）


55 ★The Taiso #7 55 ★The Taiso #8 55 ★The Taiso #9 55 ★The Taiso #10 55 ★The Taiso #11 55 ★[終]The Taiso #12


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


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


25 フィギュアレジェンドプログラム▽アンナ・シェルバコ
ワ（世界フィギュア国別対抗戦2021）


55 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2021）


55 フィギュアレジェンドプログラム▽カミラ・ワリエワ
（グランプリシリーズ2021ロシア大会）


25 フィギュアレジェンドプログラム▽三浦璃来＆木原
龍一（グランプリシリーズ2021アメリカ大会）


25 フィギュアレジェンドプログラム▽アリーナ・ザギトワ
（ジュニアグランプリファイナル2016金メダル）


40 フィギュアレジェンドプログラム▽ビンセント・ジョウ
（グランプリシリーズ2021アメリカ大会）


40 フィギュアレジェンドプログラム▽アリーナ・ザギトワ
（グランプリシリーズ2017フランス大会優勝）


25 テレ朝チャンネルからのお知らせ
25 フィギュアレジェンドプログラム▽カミラ・ワリエワ
（グランプリシリーズ2021カナダ大会）


25 フィギュアレジェンドプログラム▽アリーナ・ザギトワ
（グランプリシリーズ2017中国大会優勝）


40 フィギュアレジェンドプログラム▽鍵山優真（グラ
ンプリシリーズ2021イタリア大会）


40 フィギュアレジェンドプログラム▽アンナ・シェルバコ
ワ（グランプリシリーズ2019アメリカ大会）


55 フィギュアレジェンドプログラム▽アンナ・シェルバコ
ワ（グランプリシリーズ2021イタリア大会）


55 ★フランスラグビーリーグTOP14(21/22)
プレーオフ1回戦1
＜生中継＞
presented byヒト・コミュニケーションズ
（～6:30まで）


55 ★フランスラグビーリーグTOP14(21/22)
プレーオフ1回戦2
＜生中継＞
presented byヒト・コミュニケーションズ
（～6:30まで）


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


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7
女流プロ予選2組目


【対局者】中田花奈・二階堂亜樹・山脇千文美・水
口美香


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7
女流プロ予選3組目


【対局者】日向藍子・宮内こずえ・和泉由希子・伊達
朱里紗


30 DJ KOOの ココDO KOO!? #18


24 24


10 フィギュアレジェンドプログラム▽坂本花織（世界
フィギュア国別対抗戦2021）


30 ギャラリーフェイク #2


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7
女流アマ予選1組目


【対局者】日野麻衣・松本圭世・植田佳奈・阿部暁
燿子


00 トリック（2000）
#7-9


40 フィギュアレジェンドプログラム▽アンナ・シェルバコ
ワ（グランプリシリーズ2021フランス大会）


10 フィギュアレジェンドプログラム▽トゥクタミシェワ
（グランプリファイナル2014金メダル）


10 フィギュアレジェンドプログラム▽ランビエール（グ
ランプリファイナル2005金メダル）


25 スポーツセレクション


40 フィギュアレジェンドプログラム▽エリザベータ・トゥ
クタミシェワ（世界フィギュア国別対抗戦2021）


25 25


26 26


21 21


22


23


27


30 ギャラリーフェイク #36


00 水曜どうでしょう Classic #6


30 ★おにぎりあたためますか #428


00 [終]トリック（2000）
#10


50 [新]特命係長 只野仁（1stシーズン）
#1・2


00 水曜どうでしょう Classic #10


25 スポーツセレクション


55 スポーツセレクション


30 [終]ギャラリーフェイク #37 30 [新]ギャラリーフェイク #1


10 フィギュアレジェンドプログラム▽ネイサン・チェン
（グランプリシリーズ2021カナダ大会）


10 フィギュアレジェンドプログラム▽ネイサン・チェン
（世界フィギュア国別対抗戦2021）


40 水曜どうでしょう Classic #4


05 ★おにぎりあたためますか #426


55 スポーツセレクション


00 水曜どうでしょう Classic #8


30 ★おにぎりあたためますか #429


00 特命係長 只野仁（1stシーズン）
#3-5


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7
女流プロ予選4組目


【対局者】丸山奏子・黒沢咲・安藤りな・川原舞子


00 水曜どうでしょう Classic #9


30 ★おにぎりあたためますか #430


00 特命係長 只野仁（1stシーズン）
#6-8


23


16


00 麻雀最強戦2021
全日本プロ選手権
【A卓】麻生ゆり・小川稜太・古本和宏・忍田幸夫
【B卓】小宮悠・渡邉浩史郎・原佑典・高口和之
【決勝卓】


16


17 17


11 11


12 12


00 再捜査刑事・片岡悠介
死を呼ぶプロポーズ～結婚詐欺連続殺人！美人容
疑者が刑事をナンパ！？マフラーを絶対外さない女
の謎をＸ線と野沢菜が解く！！


18 18


30 はみだし刑事情熱系（1996）
#3・4


30 はみだし刑事情熱系（1996）
#5-8


30 スポーツセレクション


55 サッカー 第48回モーリスレベロトーナメント（旧
トゥーロン国際大会）
第3戦 U-19日本代表×U-23コロンビア代表


＜生中継＞


※延長の場合あり


10 フランスラグビーリーグTOP14(21/22)第26
節 6/5
クレルモン×モンペリエ
＜録画＞


presented byヒト・コミュニケーションズ


00 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


00 西村京太郎サスペンス
鉄道捜査官
愛と哀しみの飯田線～諏訪湖、名古屋、三本の列車
の時刻表トリック！一人旅OLの完全犯罪


00 水曜どうでしょう Classic #7


22


00 水曜どうでしょう Classic #5


30 ★おにぎりあたためますか #427


13 13


30 はみだし刑事情熱系（1996）
#9-11


00 麻雀最強戦2021
著名人異能決戦
【B卓】瀬川瑛子・徳井健太・佐藤哲夫・近藤くみこ


30 美味しんぼ #5・6


30 スポーツセレクション


00 ★ワールドプロレスリングLIVE2022  
DOMINION 6.12 in OSAKA-JO HALL
（大阪・大阪城ホール）


＜生中継＞


※延長の場合あり


19 19


20 20


14 14


15 15


00 ★再捜査刑事・片岡悠介
死を呼ぶお忍び旅行！？妻と愛人を同伴する男


00 麻雀最強戦2021
男子プロ鋭気集中
【A卓】井出康平・山田独歩・松ヶ瀬隆弥・前原雄大


00 鉄道捜査官
津和野トンネル殺人！


00 麻雀最強戦2021
男子プロ鋭気集中
【B卓】水巻渉・齋藤豪・安部颯斗・猿川真寿


00 麻雀最強戦2021
男子プロ鋭気集中
【決勝卓】


00 美味しんぼ #4


00 西村京太郎サスペンス
鉄道捜査官
殺意の函館本線


15 ★ドラマスペシャル
ヘヤチョウ


00 西村京太郎サスペンス
鉄道捜査官
大井川SL急行 密室展望車の殺意！


00 麻雀最強戦2021
著名人異能決戦
【A卓】松本圭世・福本伸行・加賀まりこ・宮内悠介


8


9 9


00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol19「趣
味・仕事に集中できる場所のある家」
#1218・#1223・#1227・#1235・#1248・
#1272・#1279・#1293・#1299・#1307


00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol20「大胆
な工法・構造を採用した家」
#1221・#1228・#1229・#1247・#1265・
#1270・#1285・#1291・#1301・#1315


00 ★路線バスで寄り道の旅
「荻窪～阿佐ヶ谷～中野坂上で中央線沿線を巡る
旅！」
（2020年11月22日放送分）


「秋の九十九里浜で旬の味覚満喫旅！」
（2020年11月29日放送分）


「埼玉・長瀞～秩父の自然を味わう旅！」
（2020年12月6日放送分）


「志村けんさんの故郷・東村山～青梅を巡る旅！」
（2020年12月13日放送分）


25 ぶらぶら町中華 #61


30 ★激論！クロスファイア
（2022年4月17日放送分録画）


30 ショッピング情報


00 ★テレメンタリー2022
（4月30日放送分）


30 ショッピング情報10 10


7 7


8


00 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 後藤洋央紀編


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
オレの激闘ベスト5 天龍源一郎編


00 西村京太郎サスペンス
鉄道捜査官
死体が線路を歩いた！？山形鉄道フラワー長井線、
狙われた終着駅！密室列車内の泥だらけ毒殺トリッ
ク


00 ワールドプロレスリング
外道 大特集！！


55 ★渡辺篤史の建もの探訪
#1614・1615・1660


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
「北斗星」その軌跡～ラストランまで


00 人生の楽園 #1045


25 ショッピング情報


00 ★路線バスで寄り道の旅
「葛飾・立石～柴又～金町で東京の下町を徳さんが
ご案内！」
（2021年1月10日放送分）


「目黒～浅草～日本橋人生で一度はやってみたい体
験ツアー！」
（2021年1月17日放送分）


「芝公園～虎ノ門～品川で港区の“老舗”を巡る
旅！」
（2021年1月24日放送分）


「横浜(秘)穴場スポットを巡る旅！」
（2021年1月31日放送分）


00 西村京太郎サスペンス
鉄道捜査官
岡山発特急スーパーやくも・殺人を予告された社長
先頭グリーン車、密室トリックの謎


00 ★路線バスで寄り道の旅
「二子玉川～武蔵小杉で多摩川沿いのマダム人気の
街を巡る旅！」
（2021年2月7日放送分）


「有楽町～人形町～月島で中央区を巡る旅！」
（2021年2月14日放送分）


「綱島～日吉～お台場で人気の東横線沿いを巡る
旅！」
（2021年2月21日放送分）


「デヴィ夫人を怒らせた徳さんが、お詫びに夫人を“接
待”する旅！」
（2021年2月28日放送分）


00 ショッピング情報


30 おかずのクッキング #505


00 ショッピング情報


25 ショッピング情報


00 【クレヨンしんちゃん1997年一挙放送】
#207-214


00 西村京太郎サスペンス
鉄道捜査官
凶器がトロッコ列車に乗ってきた！？会津鉄道、車窓
に広がる殺人風景！湖の上に隠された時刻表


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7
女流プロ予選1組目


【対局者】岡田紗佳・都美・東城りお・高宮まり


30 ショッピング情報


（～引き続き）
フランスラグビーリーグTOP14(21/22)
第26節 6/5
クレルモン×モンペリエ


＜生中継＞


presented byヒト・コミュニケーションズ


6 6


【テレ朝チャンネル2】2022年6月第2週


4 4


5 5


00 昭和・平成 鉄道の時代
大宮工場特集(2)
新線の開通2
新線の開通3
碓氷峠鉄道文化むら1


00 人生の楽園 #1043


25 ショッピング情報


00 昭和・平成 鉄道の時代
碓氷峠鉄道文化むら2
新幹線0系特集
懐かしの車両2
さよなら運転特集


00 人生の楽園 #1044


25 ショッピング情報


10 フィギュアレジェンドプログラム▽鍵山優真（グラ
ンプリシリーズ2021フランス大会）
30 昭和・平成 鉄道の時代
【特別編】鉄道の日特集（2017年）
新型車両デビュー2


00 人生の楽園 #1046


25 ショッピング情報


（～引き続き）
★フランスラグビーリーグTOP14(21/22)
プレーオフ1回戦1
＜生中継＞


presented byヒト・コミュニケーションズ


30 女流プロが教える 麻雀虎の穴
#1・2


00 昭和・平成 鉄道の時代
蒸気機関車の魅力4
【特別編】 鉄道博物館特集
大宮工場特集(1)


00 人生の楽園 #919







(5/16 ver.6)


　●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。


6月13日(月) 6月14日(火) 6月15日(水) 6月16日(木) 6月17日(金) 6月18日(土) 6月19日(日)


55 [新]The Taiso #1 55 The Taiso #2 55 The Taiso #3 55 The Taiso #4 55 The Taiso #5 55 ★The Taiso #6 55 The Taiso #7


55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS


54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS


55 ★フランスラグビーリーグTOP14(21/22)
準決勝1
＜生中継＞
presented byヒト・コミュニケーションズ
（～6:30まで）


55 ★フランスラグビーリーグTOP14(21/22)
準決勝2
＜生中継＞
presented byヒト・コミュニケーションズ
（～6:30まで）


55 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7 女流プロ準決勝2組目【対局
者】安藤りな・日向藍子・伊達朱里紗・丸山奏子
（～6:55まで）


6月13日(月) 6月14日(火) 6月15日(水) 6月16日(木) 6月17日(金) 6月18日(土) 6月19日(日)


30 DJ KOOの ココDO KOO!? #8


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 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 石森太二編


00 ★バドミントン インドネシアオープン2022
1回戦
＜生中継＆録画＞


※延長の場合あり


22


23 23


00 ★世界水泳ブダペスト2022
アーティスティックスイミング
ソロ テクニカル
＜生中継＞


00 南くんの恋人
#4


24 24


00 [終]特命係長 只野仁（1stシーズン）
#9-11


30 【ドラえもん1984-85年一挙放送】
やくよけシール
ハリーのしっぽ
力電池
地球下車マシン
アドベン茶
いたずらオモチャ化機
なんでもぬいぐるみセット ほか


00 [新]南くんの恋人
#1-3


30 【ドラえもん1985年一挙放送】
自動返送荷札
友だちの輪
ドラマチックガス
トビレットペーパー
カムカムキャットフード
ドラえもんに休日を
そんざいかん ほか


00 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト SHO編


30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト YOH編


00 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト エル・デスペラード編


30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト トーア・ヘナーレ編


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7
女流アマ予選2組目


【対局者】板野成美・小田あさ美・水崎綾女・及
川奈央


（～5:00まで）


00 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 天山広吉編


25 25


26 26


27 27


00 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


10 フランスラグビーリーグTOP14(21/22) プ
レーオフ1回戦
＜録画＞


presented byヒト・コミュニケーションズ


10 水曜どうでしょう Classic #11


35 ★おにぎりあたためますか #431


00 水曜どうでしょう Classic #12


30 ★おにぎりあたためますか #432


00 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト BUSHI編


30 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


22


30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト ザック・セイバーJr.編


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7
女流プロ準決勝1組目


【対局者】東城りお・岡田紗佳・山脇千文美・中
田花奈


（～5:00まで）
00 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 後藤洋央紀編


30 DJ KOOの ココDO KOO!? #9


30 ★バドミントン インドネシアオープン2022
準決勝
＜生中継＆録画＞


※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 高橋ヒロム編


30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 棚橋弘至編


00 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト オカダ・カズチカ編


00 ★世界水泳ブダペスト2022
アーティスティックスイミング
デュエット テクニカル
＜生中継＞


30 ★【ドラえもん2001-2002年一挙放送】
のび太はアンラッキー
ガンバレ うらなりくん
ぽかり＝100円
空気ピストル
バンジーカタパルト
のび太 独立宣言
家がクニャクニャ！！ ほか


30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト SANADA編


00 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 矢野通編


16 16


17 17


18 18


30 美味しんぼ #7・8


30 はみだし刑事情熱系（1996）
#12・13


30 はみだし刑事情熱系（1996）
#18


30 DJ KOOの ココDO KOO!?
#15・16


30 はみだし刑事情熱系（1996）
#19


30 DJ KOOの ココDO KOO!?
#17・18


00 ★バドミントン インドネシアオープン2022
2回戦
＜生中継＆録画＞


※延長の場合あり


00 ★バドミントン インドネシアオープン2022
準決勝
＜生中継＆録画＞


19 19


20 20


21 21


30 DJ KOOの ココDO KOO!?
#20・21


30 はみだし刑事情熱系（1996）
#20・21


00 ★バドミントン インドネシアオープン2022
決勝
＜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 小島聡編


11 11


12 12


00 おかしな刑事
叩き上げ刑事とキャリア警視の父娘が挑む連続
殺人！伊勢志摩の真珠に秘められた謎の連鎖


00 おかしな刑事
居眠り刑事とエリート女警視が、高級エステに父
娘潜入捜査！美人モデル殺人・伊香保温泉に金
と愛欲の罠！


00 おかしな刑事
居眠り刑事とエリート女警視 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！


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 フィギュアスケート セレクション


13 13


00 棟居刑事シリーズ
棟居刑事のラブアフェア


00 棟居刑事シリーズ
棟居刑事の情熱


00 フィギュアスケート セレクション


14 14


15 15


00 おかしな刑事
居眠り刑事とエリート女警視の父娘捜査対決！
飛騨高山～郡上八幡殺人ルート・つぶれたタバ
コが暴いた殺意


00 麻雀最強戦2021
著名人異能決戦
【決勝卓】


00 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


54 麻雀最強戦2021
男子プロ超技能バトル
【A卓】松本吉弘・石橋伸洋・西川淳・三浦智博


00 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 麻雀最強戦2021
男子プロ超技能バトル
【B卓】園田賢・山田浩之・勝又健志・仲林圭


7 7


8 8


9 9


00 秘湯ロマン 一挙放送
vol16「渓流美のある露天風呂」
#450


静岡県 大滝温泉
#453


山梨県 甲府温泉
#454


栃木県 塩の湯温泉
#459


神奈川県 箱根湯本温泉
vol17「濁り湯のお風呂」
#431


福島県 高湯温泉
#444


秋田県 露天温泉
vol18「歴史的建造物の宿」
#447


長野県 渋温泉
#448


群馬県 御所平温泉


00 秘湯ロマン 一挙放送
vol19「混浴風呂がある宿」
#422


岩手県 藤七温泉
#428


群馬県 法師温泉
#432


栃木県 高雄温泉
#455


栃木県 奥鬼怒温泉郷
vol20「群馬県特集」
#406


沢渡温泉
#418


猿ヶ京温泉
#419


老神温泉
#449


金島温泉


00 秘湯ロマン一挙放送vol11
「雪見の露天風呂」
#336


山形県 銀山温泉
#411


山形県 瀬見温泉
#412


山形県 肘折温泉
#413


福島県 岳温泉
#430


福島県 湯野上温泉
#445


秋田県 小安峡温泉 ほか


00 ぶらぶら町中華 #46


30 ぶらぶら町中華 #48


30 ★激論！クロスファイア
（2022年5月1日放送分録画）


30 ショッピング情報


00 ★テレメンタリー2022
（5月16日放送分）


30 ショッピング情報10 10


00 ぶらぶら町中華 #49


30 ぶらぶら町中華 #50


00 【クレヨンしんちゃん1997年一挙放送】
#215-222


00 秘湯ロマン一挙放送vol14
「東海特集」
#316


静岡県 桜田温泉
#317


静岡県 稲取温泉
#320


岐阜県 下呂温泉
#327


静岡県 修善寺温泉
#328


静岡県 土肥温泉
#355


静岡県 湯ヶ島温泉
#407


三重県 赤目温泉 ほか
	


	


	


30 ぶらぶら町中華 #53


30 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


00 人生の楽園 #1050


25 ショッピング情報


00 秘湯ロマン一挙放送vol12
「西日本特集」
#230


奈良県 十津川温泉
#292


愛媛県 道後温泉
#308


和歌山県 渡瀬温泉
#323


熊本県 黒川温泉
#324


熊本県 弓ヶ浜温泉
#332


佐賀県 古湯温泉
#391


和歌山県 湯の峰温泉
#333


佐賀県 太良嶽温泉 ほか


6 6


【テレ朝チャンネル2】2022年6月第3週


4 4


5 5


（～引き続き）
★フランスラグビーリーグTOP14(21/22)
プレーオフ1回戦2
＜生中継＞


presented byヒト・コミュニケーションズ


30 人生の楽園 #1047


00 昭和・平成 鉄道の時代
新線の開通2
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


00 人生の楽園 #1048


25 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
新線の開通4


00 人生の楽園 #1049


25 ショッピング情報


00 昭和・平成 鉄道の時代
地方の私鉄
大江戸線全通にむけて


（～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7
女流アマ予選2組目
【対局者】板野成美・小田あさ美・水崎綾女・及
川奈央


（～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7
女流プロ準決勝1組目
【対局者】東城りお・岡田紗佳・山脇千文美・中
田花奈


（～引き続き）
★フランスラグビーリーグTOP14(21/22)
準決勝1
＜生中継＞


presented byヒト・コミュニケーションズ


30 はみだし刑事情熱系（1996）
#14-17


00 美味しんぼ #9


00 麻雀最強戦2021
男子プロ超技能バトル
【決勝卓】


00 セレクション


30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 永田裕志編


00 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 飯伏幸太編


30 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


（～引き続き）
★フランスラグビーリーグTOP14(21/22)
準決勝2
＜生中継＞


presented byヒト・コミュニケーションズ


30 女流プロが教える 麻雀虎の穴
#3・4


00 ショッピング情報


30 おかずのクッキング #506


00 ショッピング情報


00 棟居刑事シリーズ
棟居刑事の復讐


00 麻雀最強戦2021
著名人最強決戦
【A卓】
森川ジョージ・亀田大毅・新川帆立・香川愛生


00 ★バドミントン インドネシアオープン2022
準々決勝
＜生中継＆録画＞


※延長の場合あり


30 女流プロが教える 麻雀虎の穴
#5・6


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


00 人生の楽園 #1051


25 ショッピング情報







(5/16 ver.6)


　●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。


6月20日(月) 6月21日(火) 6月22日(水) 6月23日(木) 6月24日(金) 6月25日(土) 6月26日(日)


55 The Taiso #8 55 The Taiso #9 55 The Taiso #10 55 The Taiso #11 55 [終]The Taiso #12 55 [新]The Taiso #1 55 The Taiso #2


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


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


20 東京の空の下 #50・51


45 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2021）


6月20日(月) 6月21日(火) 6月22日(水) 6月23日(木) 6月24日(金) 6月25日(土) 6月26日(日)


25


00 ★麻雀最強戦2022
女流最強スター決戦
【B卓】
丸山奏子・茅森早香・岡田紗佳・二階堂亜樹


【決勝卓】


30 ★【ドラえもん2002年一挙放送】
ハートすっきりシート
根も葉もあるウワサ
ドラミ江戸を斬る
ハイポンプで水泳大会
スーパーウグイス嬢
ミニドラUFO大作戦
ミニドラ レンタル中 ほか


23 23


30 フィギュアレジェンドプログラム▽エリザベータ・
トゥクタミシェワ（世界フィギュア国別対抗戦


00 ★世界水泳ブダペスト2022
アーティスティックスイミング
フリーコンビネーション
＜生中継＞


30 ★おにぎりあたためますか #437


00 ★神田伯山の“真”日本プロレス シーズン2
#3


26 26


27 27
35 ★フランスラグビーリーグTOP14(21/22)決勝＜
生中継＞presented byヒト・コミュニケーションズ（～
6:30まで）


00 ★世界水泳ブダペスト2022
アーティスティックスイミング
チーム フリー
＜生中継＞


30 ★麻雀最強戦2022
女流最強スター決戦
【A卓】高宮まり・伊達朱里紗・日向藍子・瑞原
明奈


30 ★【ドラえもん2002年一挙放送】
ミニドラと猫の手
ボクのライバル！ ほか


30 ★【ドラえもん2002年一挙放送】
どっちがラッキー？
職業テストカード
タイムバンク
しずかちゃん、大ピンチ！
そうじ機スーパーカー
天才エッグ
スケッチバック ほか


00 ★世界水泳ブダペスト2022
アーティスティックスイミング
チームテクニカル
＜生中継＞


30 ★【ドラえもん2002年一挙放送】
スネ夫のロマンス
タヌ機で化かそう
バキューム蚊
ジャイアンが結婚！？
ミニドラたすけ隊出動！
ニヒキメドジョウ
ドラミのハッピーハウス ほか


00 ★世界水泳ブダペスト2022
アーティスティックスイミング
ソロ フリー
＜生中継＞


30 ★【ドラえもん2002年一挙放送】
ドラミの兄妹ゲンカ
ドラミのヒミツ！？
オマモリクン
だれでも体験機
王国エキス
地図世界入りこみ機
スペースイーター ほか


24 24


30 ★世界水泳ブダペスト2022
飛込
女子10m 準決勝
＜生中継＞


05 ギャラリーフェイク
#3・4


25


11


12 12


00 事件
私、夫を殺しました…妻はなぜ嘘の自白をした
か？ W不倫のワナ！使われなかった片道切符に
謎が


16


00 フィギュアスケート セレクション


21 21


10 フランスラグビーリーグTOP14(21/22) 準
決勝
＜録画＞


presented byヒト・コミュニケーションズ


00 ★世界水泳ブダペスト2022
アーティスティックスイミング
ミックスデュエット テクニカル
＜生中継＞


00 水曜どうでしょう Classic #13


30 ★おにぎりあたためますか #433


00 南くんの恋人
#5


00 水曜どうでしょう Classic #14


30 ★おにぎりあたためますか #434


00 南くんの恋人
#6


00 水曜どうでしょう Classic #15


30 ★おにぎりあたためますか #435


22 22


30 ★おにぎりあたためますか #436


00 神田伯山の“真”日本プロレス シーズン2
#2


30 ★おにぎりあたためますか #438


00 [終]南くんの恋人
#8-10


00 麻雀最強戦2021
著名人最強決戦
【決勝卓】


00 広域警察
奪われた身代金！タイムリミットは3日間！？東
京～神戸～広島、誘拐犯を追え！！泥で汚れ
た浴衣美人の悲劇？刑事の執念が真実を暴く


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


00 おとり捜査官・北見志穂
停電の夜、連続美女絞殺！東京タワーからのぞ
かれた現場…真犯人が待つ炎の海で絶対絶命
の女刑事


00 麻雀最強戦2021
タイトルホルダー頂上決戦
【B卓】河野高志・柴田吉和・白鳥翔・浅井堂岐


50 美味しんぼ #11


19


20 20


15 ワールドプロレスリング 完全版 #159
G1 CLIMAX 29 開幕戦
（2019年7月6日 アメリカ・アメリカン・エ
アラインズ・センター）


00 フィギュアスケート セレクション


13 13


14 14


15 15


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


00 麻雀最強戦2021
著名人最強決戦
【B卓】
鈴木大介・広瀬章人・本郷奏多・やべきょうすけ


16


17 17


00 麻雀最強戦2021
タイトルホルダー頂上決戦
【決勝卓】


11


00 美味しんぼ #10


7 7


8 8


9 9


00 女子ゴルフペアマッチ選手権
シーズン1
1回戦 マッチ1-4


00 女子ゴルフペアマッチ選手権
シーズン1
1回戦 マッチ5-8


00 女子ゴルフペアマッチ選手権
シーズン1
2回戦 マッチ9-12


10 10


00 ショッピング情報


30 おかずのクッキング #507


00 ショッピング情報


30 ★激論！クロスファイア
（2022年5月8日放送分録画）


30 ショッピング情報


00 ★テレメンタリー2022
（5月21日放送分）


20 ぶらぶら町中華 #55


00 おかしな刑事
居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 東京タ
ワーは見ていた！消えた少女の秘密・血痕が描く
謎のルート


00 おかしな刑事
居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 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 広域警察・ふたりの刑事
～遷都1300年奈良、飛鳥、平城京をめぐる連
続殺人事件!!阿修羅と美少女に秘められた驚愕
の真実!!


00 広域警察
東京～札幌～登別温泉、殺人犯は何処へ消え
たのか？凶器は25年前に海に沈んだはずの拳
銃！？美人ホステスを苦しめた驚愕の真実と
は？


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？


30 [終]はみだし刑事情熱系（1996）
#22


6 6


【テレ朝チャンネル2】2022年6月第4週


4 4


5 5


00 昭和・平成 鉄道の時代
ジョイフルトレインへの系譜
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


00 人生の楽園 #1029


25 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
新線の開通4


00 人生の楽園 #1030


25 ショッピング情報


00 昭和・平成 鉄道の時代
地方の私鉄
大江戸線全通にむけて
「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


00 人生の楽園 #1031


25 ショッピング情報


（～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7
女流プロ準決勝2組目


【対局者】安藤りな・日向藍子・伊達朱里紗・丸
山奏子


18


30 ★[新]警視庁失踪人捜査課
#1-4


30 ★警視庁失踪人捜査課
#5-8


55 フィギュアスケート セレクション


19


18


55 ★渡辺篤史の建もの探訪
#1616・1617・1661


00 昭和・平成 鉄道の時代
【特別編】鉄道の日特集（2017年）
鉄道の日特集（2018年）


00 人生の楽園 #1032


25 ショッピング情報


00 女子ゴルフペアマッチ選手権
シーズン2
1回戦 マッチ1-4


00 おとり捜査官・北見志穂
深夜の首都高速でバラバラ連続殺人！銀座高
級クラブに潜入した美人女刑事


00 南くんの恋人
#7


00 ★世界水泳ブダペスト2022
アーティスティックスイミング
デュエット フリー
＜生中継＞


30 ★[終]警視庁失踪人捜査課
#9


20 [新]科捜研の女（2014）
#1・2


00 女子ゴルフペアマッチ選手権
シーズン1
準決勝 マッチ13・14
決勝 マッチ15


00 ぶらぶら町中華 #56


30 ぶらぶら町中華 #57


00 水曜どうでしょう Classic #17


（～引き続き）
★フランスラグビーリーグTOP14(21/22)
決勝
＜生中継＞


presented byヒト・コミュニケーションズ


30 人生の楽園 #1064


00 【クレヨンしんちゃん1997年一挙放送】
#223-230


00 水曜どうでしょう Classic #16


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
路面電車特集


00 京都迷宮案内（2001）
#11


30 ★世界水泳ブダペスト2022
アーティスティックスイミング
ミックスデュエット フリー
＜生中継＞


30 ドラマスペシャル
ママが生きた証


30 ショッピング情報
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　●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。


6月27日(月) 6月28日(火) 6月29日(水) 6月30日(木) 7月1日(金) 7月2日(土) 7月3日(日)


55 The Taiso #3 55 The Taiso #4 55 The Taiso #5 55 The Taiso #6


55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS


54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS


6月27日(月) 6月28日(火) 6月29日(水) 6月30日(木) 7月1日(金) 7月2日(土) 7月3日(日)


25 25


26 26


27 27


00 ★世界水泳ブダペスト2022
飛込
女子10m 決勝
＜生中継＞


24


00 [新]トリック（2003）
#1


00 世界水泳ブダペスト2022
飛込
女子10m 準決勝
＜録画＞


30 ★【ドラえもん2002年一挙放送】
月のウサギを探そう
ドッキリ流れ星
決め技スーツ ほか


00 トリック（2003）
#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7
女流アマ準決勝


【対局者】水崎綾女・松本圭世・阿部暁燿子・
板野成美


00 トリック（2003）
#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7
決勝


【対局者】日當ひな・山脇千文美・日向藍子・松
本圭世


00 [終]トリック（2003）
#8-10


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4
女流プロ予選1組目


【対局者】二階堂亜樹・二階堂瑠美・古川彩
乃・大島麻美


20 20


55 ★渡辺篤史の建もの探訪
#1618・1619・1662


05 ギャラリーフェイク
#5・6


30 ギャラリーフェイク #7


21 21


10 フランスラグビーリーグTOP14(21/22)
決勝
＜録画＞


presented byヒト・コミュニケーションズ


10 水曜どうでしょう Classic #18


35 ★おにぎりあたためますか #439


30 世界水泳ブダペスト2022
飛込
女子10m 決勝
＜録画＞


00 水曜どうでしょう Classic #19


30 ★おにぎりあたためますか #440


00 水曜どうでしょう Classic #20


30 ★おにぎりあたためますか #441


00 水曜どうでしょう Classic #21


30 ★おにぎりあたためますか #442


30 ギャラリーフェイク #8 30 ギャラリーフェイク #9


22 22


23 23


24


14 14


15 15


00 新・法医学教室の事件ファイル
（1995/7/22）
死斑が2度動く!?女医が視た連続通り魔の秘密


00 麻雀最強戦2021
女流プロMの城壁
【A卓】宮内こずえ・瑞原明奈・高宮まり・丸山奏
子


00 法医学教室の事件ファイル
（1996/10/26）
北海道登別の水族館に死体が漂う！女医が暴
いた偽装鑑定の謎…


00 麻雀最強戦2021
女流プロMの城壁
【B卓】仲田加南・日向藍子・和久津晶・ 茅森
早香


00 美味しんぼ #12


00 法医学教室の事件ファイル
（1998年1月3日）
女医を愛した男は元日に殺される！


00 麻雀最強戦2021
女流プロMの城壁
【決勝卓】


30 美味しんぼ
#13・14


00 美味しんぼ
#16-18


16 16


17 1730 7人の女弁護士（2006）
#2-4


18 18


30 科捜研の女（2014）
#3・4


30 科捜研の女（2014）
#5・6


19 19


【テレ朝チャンネル2】2022年6月第5週


4 4


5 5


00 昭和・平成 鉄道の時代
東北・上越新幹線の発展
蒸気機関車の魅力1
上野駅物語
蒸気機関車の魅力2


00 人生の楽園 #1067


25 ショッピング情報


00 昭和・平成 鉄道の時代
ジョイフルトレインへの系譜
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


00 人生の楽園 #1068


25 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
新線の開通4


00 人生の楽園 #1069


25 ショッピング情報


10 10


11 11


12 12


00 100の資格を持つ女～ふたりのバツイチ殺
人捜査～
特命潜入！美人シングルマザー転落死の謎を
暴け！


30 [終]科捜研の女（2014）
#7-9


00 [新]7人の女弁護士（2006）
#1


00 昭和・平成 鉄道の時代
地方の私鉄
大江戸線全通にむけて
「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


00 ★人生の楽園 #1070


25 ショッピング情報


00 ★資生堂 レディスオープン2022
初日 午前
＜生中継>


00 ★資生堂 レディスオープン2022
初日 午後
＜生中継>


6 6


7 7


8 8


9 9


00 女子ゴルフペアマッチ選手権
シーズン2
1回戦 マッチ5-8


00 女子ゴルフペアマッチ選手権
シーズン2
2回戦 マッチ9-12


00 女子ゴルフペアマッチ選手権
シーズン2
準決勝 マッチ13・14
決勝 マッチ15


00 ぶらぶら町中華 #59


30 ぶらぶら町中華 #60


00 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 法医学教室の事件ファイル
（1997年4月5日）
妻は自殺した翌日に夫を殺した…！？女医が
暴いた東京湾漂流死体の謎


13 13








00


プロ野球ニュース
2022


#68-2【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
交流戦


東京ヤクルト
vs


千葉ロッテ


～神宮球場
#27-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2022


#68-3【HD】


10


パチスロ(旅)
▽13:10 #341-18【HD】


青森編⑤
▽13:40 #342-18【HD】


青森編⑥


35


純喫茶に恋をして ～神保町・さ
ぼうる #1-67【HD】【字】 


35


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:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･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 #14-25【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 
30 第7ゲーム


【出演】波岡一喜／阿部哲子／藤田恵名／醍
醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）


【実況】松嶋桃
【解説】古久根英孝


【極雀ｶﾞｰﾙ】火将ロシエル #7-11【HD】 


35


プロ野球ニュース
2022


#68-4【HD】


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
交流戦


東京ヤクルト
vs


千葉ロッテ


～神宮球場
生 #28-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


生 #69-1【HD】


00


ノブゴルフクラシッ
ク


#3-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#69-1【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「那須高原温泉編」前篇 #71-14【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「那須高原温泉編」後篇 #72-14【HD】【字】 


00


よゐこ風呂 2022
#1-4【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、中岡創一（ロッチ）、堂
島孝平


ｹﾞｽﾄ：山岸逢花、石原希望、伊藤舞
雪、小倉由菜、唯井まひろ、小島みな


み #24-14【HD】 


00


オールナイトe!
season11 ～1時間版 


Part1
#62-5【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「一畑電気鉄道」
#23-8【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#69-2【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
交流戦


東京ヤクルト
vs


千葉ロッテ


～神宮球場
#28-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2022


#69-3【HD】


20


タカトシ温水の路線
バスで!


#58-1【HD】


35
ラーメンWalker TV2 「のどぐろ」と「真鯛」のセンス溢れる贅沢創作麺!


大塚「Nii」
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、伊藤かりん #302-24【HD】【字】 


35


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:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･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 #15-26【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 
30 最終ゲーム


【出演】波岡一喜／阿部哲子／藤田恵名／醍
醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）


【実況】松嶋桃
【解説】古久根英孝


【極雀ｶﾞｰﾙ】火将ロシエル #8-11【HD】 


35


プロ野球ニュース
2022


#69-4【HD】


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
交流戦


東京ヤクルト
vs


千葉ロッテ


～神宮球場
生 #29-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


生 #70-1【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
戦え!時代ごとに…
「ゲイングランド」
#321-10【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2022


#70-1【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・ 「奥日光湯元


温泉編」前篇 #73-14【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・ 「奥日光湯元


温泉編」後篇 #74-14【HD】【字】 


00


鎧美女
甲冑:榊原康政 美女:桜りん
#83-11【HD】【字】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、堂島孝平、狩野英
孝


ｹﾞｽﾄ：楪カレン、MINAMO、桂正
和 #30-13【HD】 


30


恐怖の百物語 #1
出演者：畑中フー／稲川淳二／
佐原衣唆往／三宅敦俊 #1-3 


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
 #40-18【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


#70-2【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
交流戦


東京ヤクルト
vs


千葉ロッテ


～神宮球場
#29-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2022


#70-3【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】 #36-7【HD】 


35
ラーメンWalker TV2 懐かしくも新しい毎日食べたい中華そば! 
糀谷「中華ソバ ちゃるめ」at ラーメンWalkerキッチン
出演：田中貴 日比野芽奈 #304-20【HD】【字】 


35


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:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･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 #16-25【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 
31 第1ゲーム


【出演】見栄晴／森川ジョージ／内山信二／
醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）


【実況】小林未沙
【解説】鈴木たろう


【極雀ｶﾞｰﾙ】竹川由華 #1-6【HD】 


25


『ゴリパラ見聞録』
「那珂川市・現人神社を参拝す


る旅」
(テレビ西日本放送日


2021/2/19,26) #240-1【HD】 
35PR 2022年6月 #32-11【HD】 


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
交流戦


東京ヤクルト
vs


埼玉西武


～神宮球場
Ｓ二 生 #30-1
【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


生 #71-1【HD】


30


実話怪談倶楽部
The Secret～第四十八怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：高梨瑞樹


怪員：田中俊行／早瀬康広
／植松創
#48-1【HD】


30


プロ野球ニュース
2022


#71-1【HD】


00


鎧美女
甲冑:徳川秀忠 美女:美月絢音


#78-26【HD】【字】


00


オールナイトe!
season11 ～1時間版 


Part2
#63-5【HD】


00


いいすぽ！
異色のハイスピード
将棋対戦「リアルタ
イムバトル将棋」最
強決定トーナメント
Ｓ二 #73-6【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#71-2【HD】


00


パチンコLAB～11th 
season～


▽07:00 #2-2【HD】
▽08:00 #3-1【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#30-21【HD】【字】


20


有吉くんの正直さんぽ 北千住：
春日俊彰(オードリー)、近藤春


菜（ハリセンボン）
【地上波放送：2021年10月30


日】 #240-2【HD】 


45


純喫茶に恋をして ～藤沢・ジュ
リアン #19-37【HD】【字】 


00


有吉くんの正直さんぽ
下北沢：三四郎、さくらま


や
【地上波放送：2021年11月


13日】
#241-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#71-3【HD】


20
純喫茶に恋をして ～名古屋 大高町・
珈琲ポプリ #22-6【HD】【字】 


35
ラーメンWalker TV2 現代ラーメンのレベルを引き上げた至高の名店!


戸塚「支那そばや」in ラーメンWalkerキッチン
出演：田中貴 伊藤かりん #310-22【HD】【字】 


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
交流戦


東京ヤクルト
vs


埼玉西武


～神宮球場
Ｓ二 生 #31-1
【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
タテもヨコも…「ア
クスレイ」


#330-4【HD】【字】


00


競馬予想TV!
安田記念(GⅠ)ほか
生 #1119-1【HD】


00


競馬魂 春の特別版
小籔さん奇跡の逆襲!!!念願の帯封


ゲットなるか!?
出演：小籔千豊、アントニー、倉持由


香
講師：佐藤ゆきあき、TARO


 #1-9【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


生 #72-1【HD】


00


競馬予想TV!
安田記念(GⅠ)ほか
#1119-2【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#72-2【HD】


30


あなたと温泉に行ったら・・・  27:00 #75-
14【HD】【字】 「湯西川温泉編」前篇 27:15 
#76-14【HD】【字】 「湯西川温泉編」後篇 


30


いいすぽ！
最新作!対戦格闘
ゲーム『THE KING 
OF FIGHTERS XV』最


強決定戦!
Ｓ二 #74-5【HD】


00


プロ野球ニュース
2022 #72-3【HD】 


30


プロ野球ニュース
2022 #72-3【HD】 


30


競馬予想TV!
安田記念(GⅠ)ほか
#1119-3【HD】


00


武豊TV!Ⅱ
大阪杯プレイバック
#131-3【HD】


00


競馬予想TV!
安田記念(GⅠ)ほか
#1119-4【HD】


25


かまいたちの机上の空論城 ノスタル
ジックモノボケ法を使えば誰だって爆
笑を取れる!…ハズ #25-2【HD】 


35つば九郎のカンペDEトーク 「スワローズ史上一番ファンが多かった選手は?」


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
交流戦


東京ヤクルト
vs


埼玉西武


～神宮球場
Ｓ二 生 #32-1
【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
指輪物語的…「ファ
ザナドゥ」


#324-8【HD】【字】


00


仲村宗悟 2nd LIVE TOUR ～
+ING～ 完全生中継


人気声優でシンガーソング
ライター・仲村宗悟の2ndラ
イブツアーファイナルの完
全生中継が決定！


仲村宗悟ライブ初のテレビ
生中継！
#1-2【HD】


50


めちゃ2イケてるッ!
完全密着!広瀬すず企画の裏側 


ほか
【地上波 2017年9月2日放送】


#280-4【HD】
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #23-2【HD】 


00


ノブゴルフクラシック 世界的な名門
コース『川奈』を徹底攻略!


出演：ノブ(千鳥)
対戦ゲスト：大江香織プロ
キャディ：佐藤賢和
解説：戸張捷


実況：谷岡慎一 #1-4【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


生 #73-1【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 #117-5【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


#73-2【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：水川スミレ、小島みなみ
#31-10【HD】


00


オールナイトe!
season11 ～1時間版 


Part3
#64-5【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 #64-19【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#73-3【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
交流戦


東京ヤクルト
vs


埼玉西武


～神宮球場
Ｓ二 #32-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2022


#73-4【HD】


10


パチンコLAB～10th season
～


「ぱちんこAKB48 桜 LIGHT 
ver.」前編
#1-12【HD】


35


純喫茶に恋をして ～阿佐ヶ谷・
gion #2-68【HD】【字】 


35


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:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･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 #17-25【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 
31 第2ゲーム


【出演】見栄晴／森川ジョージ／内山信二／
醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）


【実況】小林未沙
【解説】鈴木たろう


【極雀ｶﾞｰﾙ】竹川由華 #2-6【HD】 


35


プロ野球ニュース
2022


#73-5【HD】


50
ラーメンWalker TV2 懐かしくも新しい毎日食べたい中華そば! 
糀谷「中華ソバ ちゃるめ」at ラーメンWalkerキッチン
出演：田中貴 日比野芽奈 #304-21【HD】【字】 


00PR 2022年6月 #32-23【HD】 


30


2022 F1 GPニュース
第6戦ｽﾍﾟｲﾝGP･第7戦ﾓﾅｺGP特


集
FORMULA 1 PIRELLI GRAN 
PREMIO DE ESPANA 


2022/FORMULA 1 GRAND PRIX 
DE MONACO 2022
#6-5【HD】


00


2022 F1 GPニュース
+ONE #3-1【HD】 


00


お笑いライブセレク
ション9


第10回 東京03単独
公演「自分、自分、


自分。」
#3-5【HD】


00


千鳥のクセがスゴい
ネタGP 地上波放
送:2020年10月29日 
#5-1【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


※生放送の場合あり
#73-6【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
破壊&脱出「エアー・
フォートレス」


#322-11【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2022


#73-7【HD】


30


有吉ベース 「キングオブリアクション2021」
～太田プロの伝統芸「リアクション」の賞
レースを開催してみた～（後編） #152-3


【HD】 


00


THEわれめDEポン 生
スペシャル プレイ


バック
【雀士】


児嶋一哉
堺正章
柴田英嗣
ワッキー


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介
 2007年1月1日OA 
#46-2【字】 


00


プロ野球ニュース
2022


#73-8【HD】


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第1ゲー
ム #1-10【HD】 


30


ウルトラ怪獣散歩
#31-19【HD】【字】


30


パチスロ(旅)
▽08:30 #369-4【HD】
2021年度総集編①
▽09:00 #370-4【HD】
2021年度総集編②
▽09:30 #371-5【HD】
2021年度総集編③
▽10:00 #372-5【HD】
2021年度総集編④


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


#14-6【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「銀座梅林」
#93-27【HD】


00


ラーメンWalker TV2  11:30 #295-42【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 11:45 #296-39【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） 


10ミニ豆ちゃん #2-1【HD】 


10


プロ野球ニュース
2022


#73-9【HD】


10


パチンコLAB～10th season
～


「ぱちんこAKB48 桜 LIGHT 
ver.」後編
#2-12【HD】


35


純喫茶に恋をして ～上野・
丘 #3-65【HD】【字】 


35


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:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･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 #18-25【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 
31 第3ゲーム


【出演】見栄晴／森川ジョージ／内山信二／
醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）


【実況】小林未沙
【解説】鈴木たろう


【極雀ｶﾞｰﾙ】竹川由華 #3-6【HD】 


35


プロ野球ニュース
2022


#73-10【HD】


50
ラーメンWalker TV2 「のどぐろ」と「真鯛」のセンス溢れる贅沢創作麺!


大塚「Nii」
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、伊藤かりん #302-26【HD】【字】 


00PR 2022年6月 #32-27【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


#41-17【HD】


00


恐怖の百物語 #2
出演者：畑中フー／稲川淳二／
佐原衣唆往／三宅敦俊 #2-4 


00


ゲームセンターＣＸ
破壊&脱出「エアー・
フォートレス」


#322-12【HD】【字】


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) #213-7【HD】 
00 つば九郎のカンペDEトーク 「引退を決めた日」


【ゲスト】上田剛史


00


野性爆弾のヴィンテージ王国
元ヤンカリスマ芸人佐田の激レアヴィ
ンテージ満載の秘密基地訪問!


出演：野性爆弾・佐田正樹（バッド
ボーイズ）・本郷杏奈


#8-9【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


生 #74-1【HD】


50


全力!脱力タイムズ
#10-1【HD】


00PR 2022年6月 #32-29【HD】 


50


めちゃ2イケてるッ!
地上波【2006年08月
26日放送】 #4-1 


00 つば九郎のカンペDEトーク 思い出の助っ人（投手へ）
【ゲスト】川崎憲次郎、真中満、館山昌平


00


プロ野球ニュース
2022


#74-2【HD】


00


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-
5 


00


プロ野球ニュース
2022


#74-3【HD】


30


ラーメンWalker TV2  07:00 #300-28【HD】【字】 第300話記念SP!
サニーデイ・サービス田中貴のツアーラーメン日記


出演：田中貴（サニーデイ・サービス） 07:15 #301-26【HD】【字】 
「ラーメンWalkerグランプリ東京2021」第1位!


早稲田「ラーメン巌哲」
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、田中真琴 


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ヤウメイ」


#89-29【HD】【字】


50


めちゃ2イケてるッ!
ヤベンジャーズ 矢部&敦士
ニューヨーク二人旅


【地上波 2018年2月10日放送】
#287-2【HD】


40


めちゃ2イケてるッ!
爆烈お父さん 27歳の時から48歳
だった俺の最終回スペシャル!!
【地上波 2018年2月17日放送】


#288-2【HD】


30


めちゃ2イケてるッ!
格闘女神MECHA FINAL


【地上波 2018年3月17日放
送】 #289-2【HD】 


20


めちゃ2イケてるッ!
地上波【2006年08月
26日放送】 #4-2 


40


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 #297-33【HD】【字】 


10


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


#85-38【HD】【字】


10


プロ野球ニュース
2022


#74-4【HD】


10


パチスロ(旅)
▽13:10 #343-15【HD】


青森編⑦
▽13:40 #344-15【HD】


青森編⑧


35


純喫茶に恋をして
～五反田・トゥジュール デビュテ


#4-61【HD】【字】


35


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:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･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 #19-23【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 
31 第4ゲーム


【出演】見栄晴／森川ジョージ／内山信二／
醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）


【実況】小林未沙
【解説】鈴木たろう


【極雀ｶﾞｰﾙ】竹川由華 #4-6【HD】 


35


プロ野球ニュース
2022


#74-5【HD】


50
ラーメンWalker TV2 待望の復活を果たした超人気店の最新作を徹底レポ!


南町田「超純水採麺 天国屋」
出演：田中貴 山本剛志 伊藤えみ #306-19【HD】【字】 


00PR 2022年6月 #32-33【HD】 


20


全力!脱力タイムズ  18:00 #9-2
【HD】 地上波放送:2016年3月11


日
【出演者】


ｹﾞｽﾄ：斎藤司(ﾄﾚﾝﾃﾞｨｴﾝｼﾞｪﾙ)/山
本舞香


全力解説員：出口保行/五箇公
一/木村好珠 18:30 #10-2【HD】 
30PR 2022年6月 #32-34【HD】 


00


ラーメンWalker TV2  19:30 #298-30【HD】【字】 「つけめんTETSU」創業
者が新たに挑む新感覚ラーメン!
西日暮里『伊蔵八本店』


出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、日比野芽奈 19:45 #299-25【HD】
【字】 創業20周年!ミスターラーメンが放つ極上の塩ラーメン!


駒沢大学『ひるがお』
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、伊藤かりん 


00


ゲームセンターＣＸ
5年ぶり3回目「スー
パーワギャンランド」
#323-8【HD】【字】


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)
#215-7【HD】


00 つば九郎のカンペDEトーク 「２０１５年の優勝」
【ゲスト】真中満、上田剛史


00


漫道コバヤシ
祝!『グラゼニ』連載10周
年!森高夕次先生・足立金太


郎先生降臨!
#82-5【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2022


生 #75-1【HD】


30


かまいたちの机上の空論城
第4回激レアエピソード選手権


#30-1【HD】


00


恐怖の百物語 #6
出演者：畑中フー／稲川淳二／
佐原衣唆往／三宅敦俊 #6-1 


00


プロ野球ニュース
2022


#75-2【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「亀山温泉編」前篇 #79-12【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「亀山温泉編」後篇 #80-12【HD】【字】 


00


よゐこ風呂 2022
#2-3【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、堂島孝平
ｹﾞｽﾄ：MINAMO、小島みなみ


#25-14【HD】


00


オールナイトe!
season11 ～1時間版 


Part4
#65-5【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ 鹿島鉄道・鹿
島鉄道線 #37-4
【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2022


#75-3【HD】


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第2ゲー
ム #2-10【HD】 


30


ウルトラ怪獣散歩
#32-20【HD】【字】


30


パチンコLAB～10th season
～


「P大工の源さん 超韋駄天
LIGHT」前編
#3-13【HD】


30


パチンコLAB～10th season
～


「P大工の源さん 超韋駄天
LIGHT」後編
#4-13【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
第4回激レアエピソード選手権


#30-2【HD】


45


ラーメンWalker TV2


11:00 #316-8【HD】
「宮城の春の香り」を満喫できるSP限定麺!


秋葉原「饗 くろ?」in ラーメンWalkerキッチン ※見逃し配信 11:15 #317-
5【HD】【字】


ラーメンを語り尽くす特別編 前編!
「田中貴&田中真琴のラーメン狂走曲」in 福寿 ※見逃し配信 11:30 #318-5


【HD】【字】
ラーメンを語り尽くす特別編 後編!


「田中貴&田中真琴のラーメン狂走曲」in 福寿 ※見逃し配信 


10


純喫茶に恋をして ～八王子・パ
ペルブルグ #16-48【HD】【字】 


10


プロ野球ニュース
2022


#75-4【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!
房総!黒アワビ祭り
ゲスト：橋本マナミ


【地上波：2019年8月31日放
送】


#39-5【HD】


30


タカトシ温水の路線バスで!
勝浦・旬まつり
ゲスト：木村祐一


【地上波：2016年4月23日放
送】


#40-6【HD】


30


調整中


00


ラーメンWalker TV2  17:30 #298-31【HD】【字】 「つけめんTETSU」創業
者が新たに挑む新感覚ラーメン!
西日暮里『伊蔵八本店』


出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、日比野芽奈 17:45 #299-26【HD】
【字】 創業20周年!ミスターラーメンが放つ極上の塩ラーメン!


駒沢大学『ひるがお』
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、伊藤かりん 


30


千原ジュニアの座王
#18-4【HD】


00


千原ジュニアの座王
#19-4【HD】


00


ゲームセンターＣＸ


19:00 #331-4【HD】
雪兄弟「スノーブラ
ザーズ」 20:00 


#332-4【HD】【字】
今、旅立つ「スペー
スハリアー」 


10


お笑いライブセレク
ション9 ザ・ギース 
コントセレクション
「ニューオールド」 


#8-4【HD】 


00


お笑いライブセレクション9
バイきんぐ単独ライブ
「クィーン」
#4-5【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


生 #76-1【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
統一せよ…「独眼竜


政宗」
#333-4【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#76-2【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「畑毛温泉編」前篇 #81-10【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「畑毛温泉編」後篇 #82-10【HD】【字】 


00


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
#42-19【HD】


30


恐怖の百物語 #6
出演者：畑中フー／稲川淳二／
佐原衣唆往／三宅敦俊 #6-2 


00


鎧美女
甲冑:浅井長政 美女:山田南実


#84-11【HD】【字】


30


かまいたちの机上の空論城
机上の空論ワケあり映像SP!


#23-3【HD】


00


かまいたちの机上の空論城 世界各国
の癒やしを受ければ柔らかい表情の写
真が撮れる!…ハズ #24-3【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


#76-3【HD】


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第3ゲー
ム #3-10【HD】 


30


ウルトラ怪獣散歩
#33-16【HD】【字】


30


パチンコLAB～10th 
season～ 「Pベルセ
ルク無双」前編 #5-


13【HD】 


30


パチンコLAB～10th 
season～ 「Pベルセ
ルク無双」後編 #6-


13【HD】 


00


かまいたちの机上の空論城
城主山内様・子どもの「机上の空論」
に白黒つけてください! #15-5【HD】 


45


ラーメンWalker TV2


11:00 #300-29【HD】【字】 第300話記念SP!
サニーデイ・サービス田中貴のツアーラーメン日記


出演：田中貴（サニーデイ・サービス） 11:15 #301-27【HD】【字】 
「ラーメンWalkerグランプリ東京2021」第1位!


早稲田「ラーメン巌哲」
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、田中真琴 11:30 #302-27【HD】


【字】 「のどぐろ」と「真鯛」のセンス溢れる贅沢創作麺!
大塚「Nii」


出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、伊藤かりん 


10


純喫茶に恋をして ～大和・フロ
リダ #17-37【HD】【字】 


10


プロ野球ニュース
2022


#76-4【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!
秋の高尾山～裏高尾から奥


高尾～
ゲスト：比企理恵


【地上波：2018年11月10日
放送】 #41-7【HD】 


30


タカトシ温水の路線バスで!
夜の川越・老舗の革命フレンチ
×おやじの聖地で『五郎さん定


食』
ゲスト：遼河はるひ


【地上波：2017年11月18日放
送】 #42-6【HD】 


30


調整中


00


ラーメンWalker TV2  17:30 #303-26【HD】【字】 新世代の旗手が挑む「手
打ち麺 & 辛いらぁめん」!
大岡山「なるめん」


出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、日比野芽奈 17:45 #304-22【HD】
【字】 懐かしくも新しい毎日食べたい中華そば! 


糀谷「中華ソバ ちゃるめ」at ラーメンWalkerキッチン
出演：田中貴 日比野芽奈 


30


千原ジュニアの座王
#15-5【HD】


00


千原ジュニアの座王
#16-4【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
転がせ!「スーパー
モンキーボール」
#329-4【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
タテもヨコも…「ア


クスレイ」
#330-5【HD】【字】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「フリーマン食堂」/「矢澤臓物


販売」 #95-8【HD】 
40PR 2022年6月 #32-44【HD】 


00


『ゴリパラ見聞録』
「篠栗四国八十八箇所霊場


巡り⑦⑧⑨」
(テレビ西日本放送日
2020/9/18,25,10/2)
#226-4【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


生 #77-1【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』 「糸島
市トトロの森を訪ねる旅」
(テレビ西日本放送日


2021/3/5,12) #241-1【HD】 
00PR 2022年6月 #32-45【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


#77-2【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、堂島孝平
ｹﾞｽﾄ：ジューン・ラブジョイ、
桂正和、三宮つばき、小島みな


み #26-16【HD】 


00


オールナイトe!
season11 ～1時間版 


Part5
#66-5【HD】


00


いいすぽ！
新世代サッカーゲー
ムの最新版!


『eFootball 2022』
Ｓ二 #75-5【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#77-3【HD】


30


パチスロ(旅) 鹿児島
編3③ #375-2【HD】 


00


パチスロ(旅) 鹿児島
編3④ #376-2【HD】 


30


パチスロ(旅) 宮崎
編3① #377-1【HD】 


00


パチスロ(旅) 宮崎
編3② #378-1【HD】 


30


ウルトラ怪獣散歩
#34-17【HD】【字】


45


有吉くんの正直さん
ぽ 虎ノ門・新橋・
神谷町：藤田二コル
【2021年6月12日】 
#231-7【HD】【字】 


00


有吉くんの正直さんぽ
奥渋谷VS巣鴨：春日俊彰
(オードリー)、磯山さやか
【地上波放送：6月26日】
#232-7【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2022


#77-4【HD】


55


調整中


50


ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾚﾃﾞｨｽｸﾗｼｯｸ
ﾊｲﾗｲﾄ


14:55 #1-70【HD】 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 15:25 #6-53


【HD】 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! 


00


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


ﾌﾟﾚｰｵﾌｽﾃｰｼﾞ第2戦
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島


vs
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌
生 #54-1【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
やっぱり君だ!「ロックマン
5 ブルースの罠!?」
#337-3【HD】【字】


00


いいすぽ!ダンスバ
トルSP


#1-1【HD】


00


調整中


00


プロ野球ニュース
2022


生 #78-1【HD】


00


競馬予想TV!
エプソムC(GⅢ)、函
館スプリントS(GⅢ)


ほか
#1120-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#78-2【HD】


00


競馬予想TV!
エプソムC(GⅢ)、函
館スプリントS(GⅢ)


ほか
#1120-2【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・ 「より道の湯


温泉編」前篇 #83-14【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・ 「より道の湯


温泉編」後篇 #84-14【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2022 #78-3【HD】 


30


プロ野球ニュース
2022 #78-3【HD】 


30


競馬予想TV!
エプソムC(GⅢ)、函
館スプリントS(GⅢ)


ほか
#1120-3【HD】


40 つば九郎のカンペDEトーク 引退試合
【ゲスト】真中満、館山昌平、今浪隆博


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! #2-37【HD】 


30


調整中


00


武豊TV!Ⅱ
#132-2【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#78-4【HD】


30


キリンチャレンジ
カップ２０２２


日本
vs


パラグアイ
#1-4【HD】


00


全力!脱力タイムズ
地上波放送：2015年12月11日


【出演者】
ｹﾞｽﾄ:井上裕介（NON STYLE）/ﾛｰﾗ


全力解説員:出口保行/五箇公一/BeBe #2-4【HD】 


00


千鳥のクセがスゴい
ネタGP 地上波放
送:2020年10月29日 
#5-2【HD】 


00


ゲームセンターＣＸ


17:00 #338-4【HD】
きっちり決めろ!!
「ロックマン5 ブ
ルースの罠!?」
18:00 #339-3【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #96-2【HD】 


30


ノブゴルフクラシック


19:30 #2-4【HD】 話題沸
騰!千鳥ノブのゴルフ番組第
二弾!世界的評価の高い川奈
ホテルGCを徹底攻略！


出演：ノブ(千鳥)・大江香
織（プロゴルファー）・佐
藤賢和（プロキャディ）
解説：戸張捷 実況：谷岡
慎一 20:30 #3-2【HD】 


00


調整中


00


プロ野球ニュース
2022


生 #79-1【HD】


00


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス


「バトルトード」に挑戦(後
編) #124-3【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


#79-2【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：天宮花南、百永さりな、
小島みなみ #32-8【HD】 


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「箱根湯本温泉編」前篇 #85-11【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・ 「箱根湯本温
泉温泉編」後篇 #86-11【HD】【字】 


00


鎧美女
甲冑:井伊直政 美女:東雲うみ


#80-21【HD】【字】


00


いいすぽ!ダンスバ
トルSP


#1-2【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#79-3【HD】


00


新・みんなの鉄道
北海道旅客鉄道・江


差線
#35-18【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


「五能線」
#43-15【HD】【字】


30


パチスロ(旅) 青森
編⑤ #341-20【HD】 


00


パチスロ(旅) 青森
編⑥ #342-19【HD】 


30


パチスロ(旅) 青森
編⑦ #343-16【HD】 


00


パチスロ(旅) 青森
編⑧ #344-16【HD】 


10


タカトシ温水の路線バスで!
あなたの知らない小江戸


裏川越
ゲスト：西川史子


【地上波：2018年9月15日放
送】 #43-7【HD】 


10


プロ野球ニュース
2022


#79-4【HD】


10


パチンコLAB～10th 
season～ 「P蒼天の
拳 天刻」前編 #7-


12【HD】 


35


純喫茶に恋をして ～向島・
カド #5-59【HD】【字】 


35


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:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･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 #20-25【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 
31 第5ゲーム


【出演】見栄晴／森川ジョージ／内山信二／
醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）


【実況】小林未沙
【解説】鈴木たろう


【極雀ｶﾞｰﾙ】竹川由華 #5-6【HD】 


35


プロ野球ニュース
2022


#79-5【HD】


50
ラーメンWalker TV2 鴨とフォアグラのラーメンを贅沢に連食!
錦糸町「中華そば 満鶏軒」in ラーメンWalkerキッチン


出演：田中貴 田中真琴 #313-20【HD】【字】 


00


2022 FORMULA1
【第8戦アゼルバイ
ジャンGP】
FORMULA 1 


AZERBAIJAN GRAND 
PRIX 2022
決勝


開催地：バクー市街
地コース


Ｓ二 #40-2【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
「福岡県新宮町相島をアンバサ


ダー」
(テレビ西日本放送日


2020/10/30,11/6) #229-7【HD】 
00 つば九郎のカンペDEトーク ２０２１年のヤクルト


【ゲスト】川崎憲次郎、館山昌平、今浪隆博


00


プロ野球ニュース
2022


※生放送の場合あり
#79-6【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
指輪物語的…「ファ


ザナドゥ」
#324-9【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2022


#79-7【HD】


30


有吉ベース 「無法松 BATTLE AUDITION」
～2代目無法松を決める大規模オーディション


を開催してみた～
 #153-3【HD】 


00


よゐこ風呂 2022
#2-4【HD】


50


THEわれめDEポン 生スペ
シャル プレイバック


【雀士】


加賀まりこ
堺正章
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


2006年1月6日OA
#45-3【字】


00PR 2022年6月 #32-58【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


#79-8【HD】


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第4ゲー
ム #4-10【HD】 


30


ウルトラ怪獣散歩
#35-19【HD】【字】


30


パチスロ(旅)


08:30 #345-16【HD】 
群馬編2① 09:00 #346
-16【HD】 群馬編2② 
09:30 #347-18【HD】 
群馬編2③ 10:00 #348
-18【HD】 群馬編2④ 


00


かまいたちの机上の空論城
ラニーノーズ&島田珠代・1日100ツイートすれ


ばどれか1つはバズる!…ハズ(前編)
#16-4【HD】


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「東京豚饅」/「馬場南海」


#94-16【HD】


00


ラーメンWalker TV2  11:30 #305-17【HD】【字】 塩のスペシャリストが放
つ日本最高峰の塩ラーメン!


町田「町田汁場 しおらーめん進化 本店」
出演：田中貴 田中真琴 11:45 #306-20【HD】【字】 待望の復活を果たした


超人気店の最新作を徹底レポ!
南町田「超純水採麺 天国屋」
出演：田中貴 山本剛志 伊藤えみ 


10ミニ豆ちゃん #3-2【HD】 


10


プロ野球ニュース
2022


#79-9【HD】


10


パチンコLAB～10th 
season～ 「P蒼天の
拳 天刻」後編 #8-


12【HD】 


35


純喫茶に恋をして
～秋葉原・フルーフ・デゥ・セゾン


#6-58【HD】【字】


35


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:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･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 #21-24【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 
31 第6ゲーム


【出演】見栄晴／森川ジョージ／内山信二／
醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）


【実況】小林未沙
【解説】鈴木たろう


【極雀ｶﾞｰﾙ】竹川由華 #6-6【HD】 


35


プロ野球ニュース
2022


#79-10【HD】


50
ラーメンWalker TV2 青竹手打ちの佐野ラーメンを牽引する大行列店!


栃木県佐野市「麺屋ようすけ」in 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 #307-20【HD】【字】 


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #21-13【HD】 


30


実話怪談倶楽部
The LIVE!～第四十三怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：松嶋えいみ


怪員：ＢＢゴロー／Apsu 
Shusei／クダマツヒロシ


#43-19【HD】


00


恐怖の百物語 #6
出演者：畑中フー／稲川淳二／
佐原衣唆往／三宅敦俊 #6-3 


00


ゲームセンターＣＸ
祝！PS2解禁！「THE 
地球防衛軍」


#325-6【HD】【字】


50


『ゴリパラ見聞録』
「志賀海神社を参拝する旅」
(テレビ西日本放送日
2020/11/13,20)
#231-5【HD】


00つば九郎のカンペDEトーク 「2021年リーグ優勝のMVPは?」【ゲスト】ギャオス内藤、真中満


00


野性爆弾のヴィンテージ王国
超マニアックショップに潜入！くっ
きー歓喜の英国バイクアイテム＆超


マッチョなアメ車発見！
出演：野性爆弾・本郷杏奈


#9-10【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


※変更の場合あり


20
全力!脱力タイムズ
#11-1【HD】


30つば九郎のカンペDEトーク 「2021年リーグ優勝のMVPは?」【ゲスト】ギャオス内藤、真中満


20


めちゃ2イケてるッ!
地上波【2006年09月
09日放送】 #5-1 


30PR 2022年6月 #32-60【HD】 


30


プロ野球ニュース
2022


※変更の場合あり


00


THEわれめDEポン 生
スペシャル プレイ


バック
【雀士】


児嶋一哉
堺正章
柴田英嗣
ワッキー


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介
 2007年1月1日OA 
#46-3【字】 


00


プロ野球ニュース
2022


※変更の場合あり


30


ラーメンWalker TV2  07:00 #302-29【HD】【字】 「のどぐろ」と「真鯛」
のセンス溢れる贅沢創作麺!


大塚「Nii」
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、伊藤かりん 07:15 #303-27【HD】


【字】 新世代の旗手が挑む「手打ち麺 & 辛いらぁめん」!
大岡山「なるめん」


出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、日比野芽奈 


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「三宿 六甲園」
#90-33【HD】【字】


50


めちゃ2イケてるッ!
爆烈お父さん 27歳の時から48歳
だった俺の最終回スペシャル!!
【地上波 2018年2月17日放送】


#288-3【HD】


40


めちゃ2イケてるッ!
格闘女神MECHA FINAL


【地上波 2018年3月17日放
送】 #289-3【HD】 


30


めちゃ2イケてるッ!
地上波【2006年08月
26日放送】 #4-3 


20


めちゃ2イケてるッ!
地上波【2006年09月
09日放送】 #5-2 


40


ラーメンWalker TV2
ラーメンの常識を覆すモッチリ極太麺の衝撃!


浜松町「MENクライ」
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、日比野芽奈 #308-20【HD】【字】 


10


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「BAKERY&BURGER JB'S TOKYO」/
「MOKUBAZA」 #87-47【HD】【字】 


10


プロ野球ニュース
2022


※変更の場合あり


10


パチスロ(旅)  13:10 
#345-18【HD】 群馬編
2① 13:40 #346-17
【HD】 群馬編2② 


35


純喫茶に恋をして ～本郷・
金魚坂 #7-56【HD】【字】 


35


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:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･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 #22-25【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 
31 第7ゲーム


【出演】見栄晴／森川ジョージ／内山信二／
醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）


【実況】小林未沙
【解説】鈴木たろう


【極雀ｶﾞｰﾙ】竹川由華 #7-6【HD】 


35


プロ野球ニュース
2022


※変更の場合あり


50
ラーメンWalker TV2 タンドール窯で焼き上げる極上のチャーシューメン!


巣鴨「まるえ中華そば」
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、伊藤かりん #309-20【HD】【字】 


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #23-3【HD】 


50


全力!脱力タイムズ
#10-3【HD】


00PR 2022年6月 #32-64【HD】 


20
全力!脱力タイムズ
#11-2【HD】


30つば九郎のカンペDEトーク 「2021年ポストシーズンのMVPは?」【ゲスト】ギャオス内藤、真中満


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「フリーマン食堂」/「矢澤臓物


販売」 #95-9【HD】 


00


ゲームセンターＣＸ
バックトゥ1999「東京バス
案内 今日からキミも運転


手」
#326-6【HD】【字】


50


『ゴリパラ見聞録』
「福岡大学周辺を巡る旅」
(テレビ西日本放送日
2020/11/27,12/4)
#232-4【HD】


00つば九郎のカンペDEトーク 「2021年ポストシーズンのMVPは?」【ゲスト】ギャオス内藤、真中満


00


漫道コバヤシ
漫道コバヤシ漫画大


賞2021
#83-5【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2022


※変更の場合あり


30


かまいたちの机上の空論城
競馬の達人3人の予想にのれば必
ず勝てる！ #29-2【HD】 


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「焼肉ホドリ用賀店」
#88-37【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2022


※変更の場合あり


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「下賀茂温泉編」前篇 #87-11【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「下賀茂温泉編」後篇 #88-11【HD】【字】 


00


よゐこ風呂 2022
#1-5【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、堂島孝平
ｹﾞｽﾄ：森沢かな、高橋さなえ、


伊藤舞雪、小島みなみ
#27-16【HD】


00


オールナイトe!
season12 ～1時間版 


Part2～
#69-2【HD】


00


新・みんなの鉄道
富士急行・富士急行


線
#29-16【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


※変更の場合あり


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第5ゲー
ム #5-10【HD】 


30


ウルトラ怪獣散歩
#36-19【HD】【字】


30


パチンコLAB～10th 
season～ 「PF機動戦
士ガンダムユニコー
ン」前編 #9-10【HD】 


30


パチンコLAB～10th 
season～ 「PF機動戦
士ガンダムユニコー
ン」後編 #10-9【HD】 


00


かまいたちの机上の空論城
ラニーノーズ&島田珠代・1日100ツイートすれ


ばどれか1つはバズる!…ハズ(後編)
#17-4【HD】


45


ラーメンWalker TV2


11:00 #319-8【HD】
熊本ラーメン特集①!


豚骨とニンニクの最強タッグ!
熊本「ラーメン天外天」 11:15 #320-7【HD】


熊本ラーメン特集②!
1957年創業の老舗に密着!


熊本「熊本ラーメン黒亭」 11:30 #321-4【HD】
東京味噌ラーメン界を牽引するトップランナー!
京橋「東京スタイルみそらーめん ど・みそ」 


10


純喫茶に恋をして ～江古田・林
檎 #18-41【HD】【字】 


10


プロ野球ニュース
2022


※変更の場合あり


20


タカトシ温水の路線
バスで!
#59-1【HD】


35
ラーメンWalker TV2 待望の復活を果たした超人気店の最新作を徹底レポ!


南町田「超純水採麺 天国屋」
出演：田中貴 山本剛志 伊藤えみ #306-21【HD】【字】 


35


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:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･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 #1-26【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 
31 最終ゲーム


【出演】見栄晴／森川ジョージ／内山信二／
醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）


【実況】小林未沙
【解説】鈴木たろう


【極雀ｶﾞｰﾙ】竹川由華 #8-6【HD】 


00


純喫茶に恋をして
～名古屋 大高町・珈琲ポプリ


#22-8【HD】【字】


00


芸能界麻雀最強位決
定戦


THEわれめDEポン
【出演】見栄晴/岩
井勇気(ハライチ)/
鈴木もぐら(空気階
段)/ヒコロヒー
#148-8【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


※変更の場合あり


00


ゲームセンターＣＸ
おのれ龍骨鬼!!「月


風魔伝」
#327-5【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2022


※変更の場合あり


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「湯野上温泉編」前篇 #89-10【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「湯野上温泉編」後篇 #90-10【HD】【字】 


00


実話怪談倶楽部
The Secret～第四十四怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：益田アンナ


怪員：北極ジロ／ヌ・ヒカ
ル／黒戌


#44-10【HD】


30


恐怖の百物語 #3
出演者：畑中フー／稲川淳二／
佐原衣唆往／三宅敦俊 #3-3 


00


鎧美女
甲冑:直江兼続 美女:竹川由華


#85-8【HD】【字】


30


かまいたちの机上の空論城 ノスタル
ジックモノボケ法を使えば誰だって爆
笑を取れる!…ハズ #25-3【HD】 


00


かまいたちの机上の空論城
ラニーノーズ&島田珠代・1日100ツイートすれ


ばどれか1つはバズる!…ハズ(前編)
#16-5【HD】
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2022/05/20 17:36


（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
2022


※変更の場合あり


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第6ゲー
ム #6-10【HD】 


30


ウルトラ怪獣散歩
#37-18【HD】【字】


30


パチンコLAB～10th 
season～ 「P神・天才
バカボン～神SPEC～」
前編 #11-8【HD】 


30


パチンコLAB～10th 
season～ 「P神・天才
バカボン～神SPEC～」
後編 #12-8【HD】 


00


かまいたちの机上の空論城 輪ゴムが
あれば時速160キロの剛速球でプロ野
球選手に勝てる!…ハズ #18-4【HD】 


45


ラーメンWalker TV2


11:00 #310-23【HD】【字】
現代ラーメンのレベルを引き上げた至高の名店!
戸塚「支那そばや」in ラーメンWalkerキッチン


出演：田中貴 伊藤かりん 11:15 #311-21【HD】【字】
祝10周年!笑顔を届け続ける無敵の煮干ラーメン!


国分寺「中華そばムタヒロ 本店」
出演：田中貴 伊藤かりん 11:30 #312-25【HD】【字】


2021年女性ゲストと振り返りSP!
出演：伊藤かりん 田中真琴 日比野芽奈 


10


純喫茶に恋をして ～藤沢・ジュ
リアン #19-39【HD】【字】 


10


プロ野球ニュース
2022


※変更の場合あり


20


タカトシ温水の路線バスで!
秋の日光 パワースポット


街道巡り
ゲスト：川合俊一


【地上波：2016年10月22日
放送】 #45-6【HD】 


35
つば九郎のカンペDEトーク タイトル


【ゲスト】川崎憲次郎、真中満、館山昌平
【MC】つば九郎、西山喜久恵 #35-7【HD】 


35


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:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･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 #2-25【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 32
第1ゲーム


【出演】御徒町凧／志名坂高次／近藤くみこ（ニッ
チェ）／醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】松嶋桃
【解説】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】近藤みやび


#1-4【HD】


45PR 2022年6月 #32-73【HD】 


35


『ゴリパラ見聞録』 フジテレビ
ONEセレクション「三重県・四日
市のお兄さんを訪ねる旅」
(テレビ西日本放送日


2016/4/1,8) #242-1【HD】 


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
東京ヤクルト


vs
広島


～神宮球場
生 #33-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


生 #80-1【HD】


00


プロ野球中継2022
中日
vs
巨人


～バンテリンドーム
#2-2【HD】


10 プロ野球中継2022 中日
vs


30


ラーメンWalker TV2
「宮城の春の香り」を満喫できるSP限定麺!


秋葉原「饗 くろ?」in ラーメンWalkerキッチン
#316-11【HD】


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「東京豚饅」/「馬場南海」


#94-17【HD】


00


パチンコLAB～11th 
season～
#3-2【HD】


00


パチンコLAB～11th 
season～
#4-1【HD】


30


ウルトラ怪獣散歩
#38-18【HD】【字】


45


有吉くんの正直さんぽ
下北沢：三四郎、さくらま


や
【地上波放送：2021年11月


13日】
#241-2【HD】


00


有吉くんの正直さんぽ
用賀：磯山さやか、田中卓
志（アンガールズ）


【地上波放送：2021年11月
27日】


#242-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#80-1【HD】
10 つば九郎のカンペDEトーク 思い出の助っ人（野手編）


【ゲスト】川崎憲次郎、真中満、今浪隆博


35


全力!脱力タイムズ 地上波放送:2016年2月19日
【出演者】


ｹﾞｽﾄ：濱口優（よゐこ）/吉木りさ
全力解説員：岸博幸/五箇公一/江藤史朗 #7-3【HD】 


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
東京ヤクルト


vs
広島


～神宮球場
生 #34-1【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
「広島県・大久野島のうさぎを


激写する旅」
(テレビ西日本放送日


2020/6/5,12) #216-7【HD】 
00PR 2022年6月 #32-78【HD】 


00


競馬予想TV!
ユニコーンS(GⅢ)、
マーメイドS(GⅢ)ほ


か
生 #1121-1【HD】


00


競馬魂 遂にミュージシャン参
戦!函館競馬で大勝負!


出演：小籔千豊・SEAMO・雪平莉
左


講師：メシ馬
 #20-5【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


生 #81-1【HD】


00


競馬予想TV!
ユニコーンS(GⅢ)、
マーメイドS(GⅢ)ほ


か
#1121-2【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#81-2【HD】


30


あなたと温泉に行ったら・・・  27:00 #91-9
【HD】【字】 「平潟港温泉編」前篇 27:15 
#92-9【HD】【字】 「平潟港温泉編」後篇 


00


鎧美女 ～熱波乃章壱～
甲冑:島津義弘 美女:RaMu #81-


16【HD】【字】 


00


競馬予想TV!
ユニコーンS(GⅢ)、
マーメイドS(GⅢ)ほ


か
#1121-3【HD】


10


プロ野球中継2022
中日
vs
巨人


～バンテリンドーム
#3-1【HD】


10


プロ野球ニュース
2022


#81-3【HD】


35


純喫茶に恋をして ～藤沢・ジュ
リアン #19-40【HD】【字】 


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
東京ヤクルト


vs
広島


～神宮球場
生 #35-1【HD】


30


千原ジュニアの座王
#21-3【HD】


00


千原ジュニアの座王
#22-3【HD】


30


かまいたちの机上の空論城 リアク
ション勉強法を使って暗記すればテス
トで100点取れる!…ハズ #22-3【HD】 


00


かまいたちの机上の空論城
机上の空論ワケあり映像SP!


#23-4【HD】


30


かまいたちの机上の空論城 ノスタル
ジックモノボケ法を使えば誰だって爆
笑を取れる!…ハズ #25-4【HD】 


20


『ゴリパラ見聞録』
「那珂川市・現人神社を参拝す


る旅」
(テレビ西日本放送日


2021/2/19,26) #240-2【HD】 


10


『ゴリパラ見聞録』 「糸島
市トトロの森を訪ねる旅」
(テレビ西日本放送日


2021/3/5,12) #241-2【HD】 


00


『ゴリパラ見聞録』 フジテレビ
ONEセレクション「三重県・四日
市のお兄さんを訪ねる旅」
(テレビ西日本放送日


2016/4/1,8) #242-2【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


生 #82-1【HD】


00


ゲームセンターCX
有野の挑戦
アーカイブス
#127-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#82-2【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：七ツ森りり、楓ふうあ、
桂正和 #33-6【HD】 


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「塩原温泉篇」前篇 #93-9【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「塩原温泉篇」後篇 #94-9【HD】【字】 


00


鎧美女 ～熱波乃章弐～ 甲冑:上
杉謙信 美女:片岡沙耶 #82-17


【HD】【字】 


00


オールナイトe!
season12 ～1時間版 


Part3～
#70-2【HD】


00


新・みんなの鉄道
えちごトキめき鉄
道・観光列車「雪月
花」 #48-7【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


#82-3【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
東京ヤクルト


vs
広島


～神宮球場
#35-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2022


#82-4【HD】


10


パチンコLAB～11th 
season～
#1-3【HD】


35


純喫茶に恋をして ～平井・ワン
モア #8-59【HD】【字】 


35


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:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･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 #3-26【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 32
第2ゲーム


【出演】御徒町凧／志名坂高次／近藤くみこ（ニッ
チェ）／醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】松嶋桃


【解説】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】近藤みやび


#2-4【HD】


35


プロ野球ニュース
2022


#82-5【HD】


50
ラーメンWalker TV2


「宮城の春の香り」を満喫できるSP限定麺!
秋葉原「饗 くろ?」in ラーメンWalkerキッチン #316-12【HD】 


00


2022 FORMULA1
【第9戦カナダGP】
FORMULA 1 GRAND 
PRIX DU CANADA 


2022
決勝


開催地：ジル・ヴィ
ルヌーヴ・サーキッ


ト
Ｓ二 #45-2【HD】


00


千鳥のクセがスゴい
ネタGP


地上波放送:2020年
11月5日 #6-1【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


#82-6【HD】


00


よゐこらぼ2
#38-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#82-7【HD】


30


有吉ベース
「つまらない王座決定戦」


～有吉から“つまらない”と言われた芸人を
集めてNo.1を決めてみた～ #149-3【HD】 


00


鎧美女 初夏の特別版
甲冑：加藤清正 美女：藤井マ


リー #2-3【HD】 


40


THEわれめDEポン 生スペ
シャル プレイバック


【雀士】


加賀まりこ
堺正章
萩原聖人
保坂尚樹


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介


2005年1月1日OA
#44-3【字】


00
純喫茶に恋をして
#21-12【HD】【字】


00


プロ野球ニュース
2022


#82-8【HD】


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第7ゲー
ム #7-10【HD】 


30


ウルトラ怪獣散歩
#39-17【HD】【字】


00


パチスロ(旅) 神奈川観光編
① #349-19【HD】 


30


パチスロ(旅) 神奈川観光編
② #350-19【HD】 


00


パチスロ(旅) 神奈川観光編
③ #351-16【HD】 


30


パチスロ(旅) 神奈川観光編
④ #352-15【HD】 


00


かまいたちの机上の空論城 輪ゴムが
あれば時速160キロの剛速球でプロ野
球選手に勝てる!…ハズ #19-4【HD】 


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「フリーマン食堂」/「矢澤臓物


販売」 #95-11【HD】 


00


ラーメンWalker TV2  11:30 #298-32【HD】【字】 「つけめんTETSU」創業
者が新たに挑む新感覚ラーメン!
西日暮里『伊蔵八本店』


出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、日比野芽奈 11:45 #299-27【HD】
【字】 創業20周年!ミスターラーメンが放つ極上の塩ラーメン!


駒沢大学『ひるがお』
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、伊藤かりん 


10ミニ豆ちゃん #1-3【HD】 


10


プロ野球ニュース
2022


#82-9【HD】


10


パチンコLAB～11th 
season～
#2-3【HD】


35


純喫茶に恋をして ～西荻窪・ダ
ンテ #9-68【HD】【字】 


35


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:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･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 #4-26【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 32
第3ゲーム


【出演】御徒町凧／志名坂高次／近藤くみこ（ニッ
チェ）／醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】松嶋桃
【解説】古久根英孝


【極雀ｶﾞｰﾙ】近藤みやび
#3-4【HD】


35


プロ野球ニュース
2022


#82-10【HD】


50
ラーメンWalker TV2 熊本ラーメン特集②!


1957年創業の老舗に密着!
熊本「熊本ラーメン黒亭」 #320-8【HD】 


00 つば九郎のカンペDEトーク タイトル
【ゲスト】川崎憲次郎、真中満、館山昌平


30


実話怪談倶楽部
The LIVE!～第四十怪～
主宰：兵動大樹


ゲスト：小室瑛莉子（ﾌｼﾞﾃﾚ
ﾋﾞｱﾅｳﾝｻｰ）


怪員：松原タニシ／深津さ
くら／じゅん院長
 #40-19【HD】 


00


恐怖の百物語 #4
出演者：畑中フー／稲川淳二／
佐原衣唆往／三宅敦俊 #4-3 


00


ゲームセンターＣＸ
武器をキープせよ
「ラスタンサーガ
Ⅱ」 #328-6【HD】 


50


『ゴリパラ見聞録』
「北九州・極楽寺を訪ねる旅」


(テレビ西日本放送日
2021/1/22,29)
#237-3【HD】


00PR 2022年6月 #32-88【HD】 


00


野性爆弾のヴィンテージ王国
くっきー！思い出のギターをヴィン
テージギターに買い替え！？さらにカ


スタムベスパがついに納車！
出演：野性爆弾・仲村美海


#11-9【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


生 #83-1【HD】


30


全力!脱力タイムズ
#12-1【HD】


30


めちゃ2イケてるッ!
地上波【2006年10月
07日放送】


ピンチこそチャンス
だ 目標は20周年ス
ペシャル!!
※志村けん出演


#6-1


30


プロ野球ニュース
2022


#83-2【HD】


00


鎧美女 春の特別版
甲冑：本多忠勝 美女：葉月愛梨 


#1-5【HD】 


00


THEわれめDEポン 生スペシャル 
プレイバック
【雀士】


加藤茶
川合俊一
草野仁
清水アキラ


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介


 2004年10月16日OA #43-5【字】 


00


プロ野球ニュース
2022


#83-3【HD】


30


ラーメンWalker TV2  07:00 #304-23【HD】【字】 懐かしくも新しい毎日食
べたい中華そば! 


糀谷「中華ソバ ちゃるめ」at ラーメンWalkerキッチン
出演：田中貴 日比野芽奈 07:15 #305-18【HD】【字】 塩のスペシャリスト


が放つ日本最高峰の塩ラーメン!
町田「町田汁場 しおらーめん進化 本店」


出演：田中貴 田中真琴 


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ホルモン人生タロちゃん」
#91-32【HD】【字】


50


めちゃ2イケてるッ!
地上波【2006年08月
26日放送】 #4-4 


40


めちゃ2イケてるッ!
地上波【2006年09月
09日放送】 #5-3 


40


めちゃ2イケてるッ!
地上波【2006年10月


07日放送】
ピンチこそチャンス
だ 目標は20周年ス


ペシャル!!
※志村けん出演


#6-2


10


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「とんかつ まい泉 青山本店」


#92-29【HD】【字】


10


プロ野球ニュース
2022


#83-4【HD】


10


パチスロ(旅)  13:10 
#347-20【HD】 群馬編
2③ 13:40 #348-20
【HD】 群馬編2④ 


35


純喫茶に恋をして ～蔵前・
らい #10-58【HD】【字】 


35


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:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･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 #5-26【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 32
第4ゲーム


【出演】御徒町凧／志名坂高次／近藤くみこ（ニッ
チェ）／醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】松嶋桃


【解説】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】近藤みやび


#4-4【HD】


35


プロ野球ニュース
2022


#83-5【HD】


50
ラーメンWalker TV2


東京味噌ラーメン界を牽引するトップランナー!
京橋「東京スタイルみそらーめん ど・みそ」 #321-5【HD】 


00 つば九郎のカンペDEトーク ２０２１年のヤクルト
【ゲスト】川崎憲次郎、館山昌平、今浪隆博


20
全力!脱力タイムズ
#11-3【HD】


30PR 2022年6月 #32-92【HD】 


00


全力!脱力タイムズ
#12-2【HD】


00


よゐこらぼ2
スポーツアニメで
パーリナイッ!
#37-9【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
転がせ!「スーパー
モンキーボール」
#329-5【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
「柳川市・うなぎを食べる旅」


(テレビ西日本放送日
2021/2/5,2021/2/12)
#238-3【HD】


00PR 2022年6月 #32-93【HD】 


30


かまいたちの机上の空論城
石焼きでサツマイモを超える食
材がある！ #31-1【HD】 


00


恐怖の百物語 #7
出演者：畑中フー／稲川淳二／
佐原衣唆往／三宅敦俊 #7-1 


00


プロ野球ニュース
2022


生 #84-1【HD】


00


漫道コバヤシ
#86-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#84-2【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「小鹿野温泉編」前篇 #95-8【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「小鹿野温泉編」後篇 #96-8【HD】【字】 


00


よゐこ風呂 2022
#2-5【HD】


00


もう!バカリズムさんの超H!
【出演】


バカリズム、堂島孝平、狩野英
孝


ｹﾞｽﾄ：安藤もあ、小島みなみ
#28-16【HD】


00


オールナイトe!
season12 ～1時間版 


Part4～
#71-2【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


小田急電鉄・小田原
線 #85-6【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


#84-3【HD】


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 最終ゲー
ム #8-10【HD】 


30


ウルトラ怪獣散歩
#40-16【HD】【字】


30


パチンコLAB～10th 
season～  08:30 
#13-8【HD】 「P
ゴッドイーター究極
一閃」前編 09:30 
#14-8【HD】 「P
ゴッドイーター究極


一閃」後編 


00


かまいたちの机上の空論城
石焼きでサツマイモを超える食
材がある！ #31-2【HD】 


15ラーメンWalker TV2 #322-3【HD】 


30ラーメンWalker TV2 #323-3【HD】 


45ラーメンWalker TV2 #324-2【HD】 


10


純喫茶に恋をして ～蕨・ク
ラウン #20-39【HD】【字】 


10


プロ野球ニュース
2022


#84-4【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!
大人の隠れ家みーつけた!小


田原～茅ヶ崎
ゲスト：篠原ともえ


【地上波：2018年7月7日放
送】 #46-5【HD】 


35
純喫茶に恋をして(10分だけver.)


#22-9【HD】


35


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:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･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 #6-25【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 32
第5ゲーム


【出演】御徒町凧／志名坂高次／近藤くみこ（ニッ
チェ）／醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】松嶋桃
【解説】古久根英孝


【極雀ｶﾞｰﾙ】近藤みやび
#5-4【HD】


50ラーメンWalker TV2 #322-4【HD】 


00PR 2022年6月 #32-99【HD】 


00


芸能界麻雀最強位決
定戦


THEわれめDEポン
【出演】鈴木大介/
宮川一朗太/武藤敬
司/佐藤哲夫(パンク


ブーブー)
#150-5【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


生 #85-1【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
#340-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#85-2【HD】


30


あなたと温泉に行ったら・・・  26:00 #97-5
【HD】【字】 「河口湖温泉編」前篇 26:15 
#98-5【HD】【字】 「河口湖温泉編」後篇 


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


#41-18【HD】


30


恐怖の百物語 #7
出演者：畑中フー／稲川淳二／
佐原衣唆往／三宅敦俊 #7-2 


00


鎧美女 甲冑:藤堂高虎 美
女:赤羽もも #86-8【HD】 


00


かまいたちの机上の空論城  29:00 
#27-2【HD】 山内様が信頼する競馬の
達人・3人の予想に乗れば必ず勝て
る！…ハズ 29:30 #17-5【HD】 ラ
ニーノーズ&島田珠代・1日100ツイー
トすればどれか1つはバズる!…ハズ


(後編) 


00


プロ野球ニュース
2022


#85-3【HD】


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第1ゲー
ム #1-11【HD】 


30


ウルトラ怪獣散歩
#41-16【HD】【字】


30


パチンコLAB～10th season
～


「新世紀エヴァンゲリオン
未来への咆哮」前編
#15-7【HD】


30


パチンコLAB～10th season
～


「新世紀エヴァンゲリオン
未来への咆哮」後編
#16-7【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
無水調理でラーメンを作ればめちゃく
ちゃウマくなる!…ハズ #20-4【HD】 


45


ラーメンWalker TV2


11:00 #300-30【HD】【字】 第300話記念SP!
サニーデイ・サービス田中貴のツアーラーメン日記


出演：田中貴（サニーデイ・サービス） 11:15 #301-28【HD】【字】 
「ラーメンWalkerグランプリ東京2021」第1位!


早稲田「ラーメン巌哲」
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、田中真琴 11:30 #302-30【HD】


【字】 「のどぐろ」と「真鯛」のセンス溢れる贅沢創作麺!
大塚「Nii」


出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、伊藤かりん 


10


純喫茶に恋をして
#21-15【HD】【字】


10


プロ野球ニュース
2022


#85-4【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!
あなたの知らない神秘の世
界 江の島～鎌倉～横浜
ゲスト：椿鬼奴


【地上波：2017年10月7日放
送】 #47-5【HD】 


35
純喫茶に恋をして(10分だけver.)


#23-4【HD】


35


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:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･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 #7-26【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 32
第6ゲーム


【出演】御徒町凧／志名坂高次／近藤くみこ（ニッ
チェ）／醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】松嶋桃


【解説】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】近藤みやび


#6-4【HD】


35


プロ野球ニュース
2022


#85-5【HD】


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
東京ヤクルト


vs
巨人


～神宮球場
生 #36-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


生 #86-1【HD】


00


芸能界麻雀最強位決
定戦


THEわれめDEポン
生 #153-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#86-1【HD】


30


パチスロ(旅) 宮崎
編3① #377-2【HD】 


00


パチスロ(旅) 宮崎
編3② #378-2【HD】 


30


パチスロ(旅) 宮崎
編3③ #379-1【HD】 


00


パチスロ(旅) 宮崎
編3④ #380-1【HD】 


30


ウルトラ怪獣散歩
#42-15【HD】


45


有吉くんの正直さんぽ
日本橋・茅場町：坂下千里
子、吉村崇(平成ノブシコブ


シ)
【地上波放送：7月10日】
#233-4【HD】【字】


00


有吉くんの正直さんぽ
表参道：井戸田潤(スピード
ワゴン)、河北麻友子


【地上波放送：2021年8月7
日】


#234-5【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#86-2【HD】


35


全力!脱力タイムズ
地上波放送:2016年3月11日


【出演者】
ｹﾞｽﾄ：斎藤司(ﾄﾚﾝﾃﾞｨｴﾝｼﾞｪﾙ)/山本舞香
全力解説員：出口保行/五箇公一/木村好珠


#9-3【HD】


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
東京ヤクルト


vs
巨人


～神宮球場
生 #37-1【HD】


30


千原ジュニアの座王
#16-5【HD】


00


かまいたちの机上の空論城 輪ゴムが
あれば時速160キロの剛速球でプロ野
球選手に勝てる!…ハズ #18-5【HD】 


00


競馬予想TV!
宝塚記念(GⅠ)ほか
生 #1122-1【HD】


00


競馬魂
#27-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


生 #87-1【HD】


00


競馬予想TV!
宝塚記念(GⅠ)ほか
#1122-2【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#87-2【HD】


00


競馬予想TV!
宝塚記念(GⅠ)ほか
#1122-3【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


「和銅鉱泉編」前篇 #99-6【HD】【字】 


30
あなたと温泉に行ったら・・・


「和銅鉱泉編」後篇 #100-6【HD】【字】 


00


プロ野球ニュース
2022 #87-3【HD】 


30


プロ野球ニュース
2022 #87-3【HD】 


30


競馬予想TV!
宝塚記念(GⅠ)ほか
#1122-4【HD】


00


武豊TV!Ⅱ
#133-1【HD】


00


競馬予想TV!
宝塚記念(GⅠ)ほか
#1122-5【HD】


25


全力!脱力タイムズ 地上波放送：2015年12月11日
【出演者】


ｹﾞｽﾄ:井上裕介（NON STYLE）/ﾛｰﾗ
全力解説員:出口保行/五箇公一/BeBe #2-5【HD】 


35 つば九郎のカンペDEトーク 引退試合
【ゲスト】真中満、館山昌平、今浪隆博


50 おトクな情報


00


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
東京ヤクルト


vs
巨人


～神宮球場
生 #38-1【HD】


30


千原ジュニアの座王
#17-5【HD】


00


かまいたちの机上の空論城
競馬の達人3人の予想にのれば必
ず勝てる！ #29-3【HD】 


00


ゲームセンターＣＸ
戦え!時代ごとに…
「ゲイングランド」
#321-11【HD】【字】


30


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #96-3【HD】 


00


『ゴリパラ見聞録』  20:30 
#233-4【HD】 フジテレビONEセ
レクション「茨城県・竜神大吊
橋からバンジージャンプをする


旅」
(テレビ西日本放送日


2016/2/5,12) 21:20 #234-3
【HD】 「山中渓谷を激写する


旅」
(テレビ西日本放送日


2020/12/11,18) 22:10 #235-3
【HD】 「うきは市重岡豆腐本舗


を訪ねる旅」
(テレビ西日本放送日
2020/12/25,2021/1/15) 


00


プロ野球ニュース
2022


生 #88-1【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 #117-6【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


#88-2【HD】


00


もう!バカリズムさ
んの超H!
#34-1【HD】


30


あなたと温泉に行ったら・・・  27:00 #101-
6【HD】【字】 「三ケ日温泉編」前篇 27:15 
#102-6【HD】【字】 「三ケ日温泉編」後篇 


00


鎧美女
甲冑:榊原康政 美女:桜りん
#83-12【HD】【字】


00


オールナイトe!
season12 ～1時間版 


Part4～
#71-3【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


富山港線
#39-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#88-3【HD】


10


SWALLOWS BASEBALL 
L!VE 2022
東京ヤクルト


vs
巨人


～神宮球場
#38-2【HD】


10


プロ野球ニュース
2022


#88-4【HD】


10


パチンコLAB～11th 
season～
#3-3【HD】


35


純喫茶に恋をして
～吉祥寺・ウッドストック
#11-64【HD】【字】


35


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part8
【出演】


MC:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #8-25【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 32
第7ゲーム


【出演】御徒町凧／志名坂高次／近藤くみこ（ニッ
チェ）／醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】松嶋桃


【解説】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】近藤みやび


#7-4【HD】


35


プロ野球ニュース
2022


#88-5【HD】


50
ラーメンWalker TV2 ラーメン魔術師が全国ご当地ラーメンを再現!


本八幡「魂麺」
出演：田中貴 日比野芽奈 #315-20【HD】【字】 


00PR 2022年6月 #32-108【HD】 


30


2022 F1 GPニュース
第8戦アゼルバイジャンGP・
第9戦カナダGP特集
FORMULA 1 AZERBAIJAN 


GRAND PRIX 2022/FORMULA 1 
GRAND PRIX DU CANADA 2022


#7-5【HD】


00


2022 F1 GPニュース
+ONE #4-1【HD】 


00


めちゃ2イケてるッ!
岡村オファーシリー
ズ20周年記念作品 
三浦大知ライブで史
上最高難易度ダンス
【地上波 2017年10
月14日放送】
#281-3【HD】


40


めちゃ2イケてるッ! 岡村×三浦大知
完全版奇跡の裏にダメ事件簿


【地上波 2017年10月28日放送】 #282
-5【HD】 


00


ラーメンWalker TV2
「宮城の春の香り」を満喫できるSP限定麺!
秋葉原「饗 くろ?」in ラーメンWalkerキッチン


#316-13【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


生 #89-1【HD】


30


よゐこ風呂 2022
#3-1【HD】


00


鎧美女
#87-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#89-2【HD】


30


有吉ベース
「ウダウダ芸人進路指導室」


～コンビ解散から3年。和賀の進路指導をして
みた～ #154-2【HD】 


00


あなたと温泉に行ったら・・・  26:30 #103-
5【HD】【字】 「蒲郡温泉編」前篇 26:45 
#104-5【HD】【字】 「蒲郡温泉編」後篇 


50


THEわれめDEポン 生スペ
シャル プレイバック


【雀士】


加賀まりこ
堺正章
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


2006年1月6日OA
#45-4【字】


00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #21-15【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


#89-3【HD】


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第2ゲー
ム #2-11【HD】 


30


ウルトラ怪獣散歩
#43-14【HD】


00


パチスロ(旅) 東京実
戦編① #353-12【HD】 


30


パチスロ(旅) 東京実
戦編② #354-12【HD】 


00


パチスロ(旅) 千葉観
光編① #355-11【HD】 


30


パチスロ(旅) 千葉観
光編② #356-11【HD】 


00


かまいたちの机上の空論城
女芸人がお酒を飲みながら人生を振り返った
末朝5時に"自分を解き放つダンス"をすれば絶


対にバズる!…ハズ #21-3【HD】 


30


寺門ジモンの肉専門チャン
ネル #96-4【HD】 


00


ラーメンWalker TV2  11:30 #304-24【HD】【字】 懐かしくも新しい毎日食
べたい中華そば! 


糀谷「中華ソバ ちゃるめ」at ラーメンWalkerキッチン
出演：田中貴 日比野芽奈 11:45 #305-19【HD】【字】 塩のスペシャリスト


が放つ日本最高峰の塩ラーメン!
町田「町田汁場 しおらーめん進化 本店」


出演：田中貴 田中真琴 


10ミニ豆ちゃん #2-4【HD】 


10


プロ野球ニュース
2022


#89-4【HD】


10


パチンコLAB～11th 
season～
#4-2【HD】


35


純喫茶に恋をして ～町屋・はま
ゆう #12-58【HD】【字】 


35


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part9
【出演】


MC:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #9-26【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 32
最終ゲーム


【出演】御徒町凧／志名坂高次／近藤くみこ（ニッ
チェ）／醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）


【MC】柴田英嗣（ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ）
【実況】松嶋桃
【解説】古久根英孝


【極雀ｶﾞｰﾙ】近藤みやび
#8-4【HD】


35


プロ野球ニュース
2022


#89-5【HD】


50
ラーメンWalker TV2 鴨とフォアグラのラーメンを贅沢に連食!
錦糸町「中華そば 満鶏軒」in ラーメンWalkerキッチン


出演：田中貴 田中真琴 #313-22【HD】【字】 


00PR 2022年6月 #32-114【HD】 


30


実話怪談倶楽部
The LIVE!～第四十七怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：森田涼花


怪員：三木大雲／村上ロッ
ク／伊山亮吉
#47-4【HD】


00


恐怖の百物語 #7
出演者：畑中フー／稲川淳二／
佐原衣唆往／三宅敦俊 #7-3 


00


ゲームセンターＣＸ
祝!50歳「おわらいよゐこの
げえむ道～オヤジ探して3丁


目～」
#334-5【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
フジテレビONEセレクション「さ
ぬき映画祭に参加する特別編」


(テレビ西日本放送日
2016/3/4,11) #239-3【HD】 


00 つば九郎のカンペDEトーク 思い出の助っ人（投手へ）
【ゲスト】川崎憲次郎、真中満、館山昌平


00


野性爆弾のヴィンテージ王国
ロッシーがヴィンテージ王国の


歴史を辿る旅！
聖地中野ブロードウェイでお宝


探し！
出演：野性爆弾 #12-2【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


生 #90-1【HD】


20
全力!脱力タイムズ
#13-1【HD】


30PR 2022年6月 #32-115【HD】 


20


めちゃ2イケてるッ!
秋の中間テスト完全版 地
上波【2006年10月21日放


送】 #8-1 
30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #22-10【HD】 


30


プロ野球ニュース
2022


#90-2【HD】


00


THEわれめDEポン 生
スペシャル プレイ


バック
【雀士】


児嶋一哉
堺正章
柴田英嗣
ワッキー


司会／ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
解説／井出洋介
 2007年1月1日OA 
#46-4【字】 


00


プロ野球ニュース
2022


#90-3【HD】


30


ラーメンWalker TV2  07:00 #306-23【HD】【字】 待望の復活を果たした超
人気店の最新作を徹底レポ!
南町田「超純水採麺 天国屋」


出演：田中貴 山本剛志 伊藤えみ 07:15 #307-21【HD】【字】 青竹手打ち
の佐野ラーメンを牽引する大行列店!


栃木県佐野市「麺屋ようすけ」in ラーメンWalkerキッチン
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、伊藤かりん 


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「銀座梅林」
#93-32【HD】


50


めちゃ2イケてるッ!
地上波【2006年09月
09日放送】 #5-4 


50


めちゃ2イケてるッ!
地上波【2006年10月


07日放送】
ピンチこそチャンス
だ 目標は20周年ス


ペシャル!!
※志村けん出演


#6-3


40


めちゃ2イケてるッ!
秋の中間テスト完全版 地
上波【2006年10月21日放


送】 #8-2 


10


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「東京豚饅」/「馬場南海」


#94-20【HD】


10


プロ野球ニュース
2022


#90-4【HD】


40


パチスロ(旅) 神奈川観光編
① #349-20【HD】 


10


パチスロ(旅) 神奈川観光編
② #350-20【HD】 


35


純喫茶に恋をして ～築地・
マコ #13-60【HD】【字】 


35


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part10
【出演】


MC:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #10-26【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 33
第1ｹﾞｰﾑ


【出演】御徒町凧／金子昇／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿﾝ）／
瑞原明奈（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】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】高梨瑞樹


#1-2【HD】


35


プロ野球ニュース
2022


#90-5【HD】


50
ラーメンWalker TV2 懐かしくも新しい毎日食べたい中華そば! 
糀谷「中華ソバ ちゃるめ」at ラーメンWalkerキッチン
出演：田中貴 日比野芽奈 #304-25【HD】【字】 


00PR 2022年6月 #32-117【HD】 


50


全力!脱力タイムズ  
18:00 #12-3【HD】 
18:30 #13-2【HD】 
00つば九郎のカンペDEトーク 「2015年優勝の投手のMVPは?」【ゲスト】真中満、館山昌平、久古健太郎


00


よゐこらぼ2
#38-2【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
ゴッサム・シティを
守れ「バットマン」
#335-6【HD】


50


『ゴリパラ見聞録』
「山中渓谷を激写する旅」
(テレビ西日本放送日
2020/12/11,18)
#234-4【HD】


00 つば九郎のカンペDEトーク 引退試合
【ゲスト】真中満、館山昌平、今浪隆博


00


寺門ジモンの肉専門
チャンネル  22:00 
#96-5【HD】 22:30 
#97-1【HD】 


00


プロ野球ニュース
2022


生 #91-1【HD】


00


野性爆弾のヴィン
テージ王国
#13-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#91-2【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


#117-1【HD】


30
あなたと温泉に行ったら・・・


#118-1【HD】


00


よゐこ風呂 2022
#3-2【HD】


00


もう!バカリズムさ
んの超H!
#34-2【HD】


00


オールナイトe!
season12 ～1時間版 


Part5～
#72-2【HD】


00


みんなの鉄道リター
ンズ


富山地方鉄道
#29-1【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#91-3【HD】


00


麻雀最極決定戦!サ
バイバルバトル極雀
season 29 第3ゲー
ム #3-11【HD】 


30


ウルトラ怪獣散歩
#44-11【HD】


30


パチンコLAB～10th 
season～


「2021年度総集編」
前編 #17-7【HD】 


30


パチンコLAB～10th 
season～


「2021年度総集編」
後編 #18-6【HD】 


00


かまいたちの机上の空論城 リアク
ション勉強法を使って暗記すればテス
トで100点取れる!…ハズ #22-4【HD】 


15ラーメンWalker TV2 #325-1【HD】 


30ラーメンWalker TV2 #326-1【HD】 


45ラーメンWalker TV2 #327-1【HD】 


10


純喫茶に恋をして
～名古屋 大高町・珈琲ポプリ


#22-11【HD】【字】


10


プロ野球ニュース
2022


#91-4【HD】


20


タカトシ温水の路線バスで!
神戸～丹波 秋の味覚!丹波の特


級栗
ゲスト：坂田利夫、ハイヒール


モモコ
【地上波：2014年10月18日】


#48-4【HD】


35
純喫茶に恋をして(10分だけver.)


#23-5【HD】


35


芸能界麻雀最強位決定戦
THEわれめDEポン


24時間頂上決戦生スペシャル2019
～令和もお先に牌が地球を救う～


(1時間版)
Part11
【出演】


MC:ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ･ﾀｶ
ｱｼｽﾀﾝﾄ:橘ゆりか/横山ルリカ


雀士:中野浩一/小柳ルミ子/見栄晴/萩原聖人/金子昇/梶
原雄太(ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ)/内山信二/宮川一朗太 #11-26【HD】 


35


麻雀最極決定戦!サバイバルバトル極雀season 33
第2ｹﾞｰﾑ


【出演】御徒町凧／金子昇／じゃい（ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾞｮﾝｿﾝ）／
瑞原明奈（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】古久根英孝
【極雀ｶﾞｰﾙ】高梨瑞樹


#2-2【HD】


45 つば九郎のカンペDEトーク 思い出の助っ人（投手へ）
【ゲスト】川崎憲次郎、真中満、館山昌平


00
ラーメンWalker TV2


2021年女性ゲストと振り返りSP!
出演：伊藤かりん 田中真琴 日比野芽奈 #312-26【HD】【字】 


00


芸能界麻雀最強位決
定戦


THEわれめDEポン
【出演】清水アキ
ラ/海堂尊/内山信
二/中田花奈
#151-3【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


生 #92-1【HD】


00


ゲームセンターＣＸ
シーズンラスト!!ほな
「ICO」か!「ICO」
#336-5【HD】


00


プロ野球ニュース
2022


#92-2【HD】


15
あなたと温泉に行ったら・・・


#119-1【HD】


30
あなたと温泉に行ったら・・・


#120-1【HD】


00


実話怪談倶楽部
The Secret～第四十八怪～


主宰：兵動大樹
ゲスト：高梨瑞樹


怪員：田中俊行／早瀬康広
／植松創
#48-3【HD】


30


恐怖の百物語 #5
出演者：畑中フー／稲川淳二／
佐原衣唆往／三宅敦俊 #5-3 


00


鎧美女
#87-2【HD】


30


かまいたちの机上の空論城
競馬の達人3人の予想にのれば必
ず勝てる！ #29-4【HD】 


00


かまいたちの机上の空論城
第4回激レアエピソード選手権


#30-3【HD】


6


7


8


9
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27


28


29


6


7


8
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10


11
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2022/05/20 17:36


（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。








時代劇専門チャンネル　2022年6月編成表


【編成に関する注意】


■無料放送
・スカパー！サービス(ch.292)
・スカパー！プレミアムサービス(ch.662)
・スカパー！プレミアムサービス光(ch.662)
では、以下の番組を無料放送でお楽しみいただけます。


・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネル「東映ヤクザ映画傑作選」の作品紹介 #3
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents「東映ヤクザ映画傑作選」のすべて #3
・生活情報の時間
・おひるの生活情報の時間
・ますおか増田＆はるな愛のおうちDEしあわせ便～お宝アイテム！試すよねぇ～
・感謝×還元！産直グルメ旅 in 北海道
・インフォメーション


・6/5(日)13:45～19:00の番組 …


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


■解説放送
・スカパー！サービス(ch.292)
・スカパー！プレミアムサービス(ch.662)
・スカパー！プレミアムサービス光(ch.662)
では、[解]のついた作品は副音声にて解説放送をお楽しみいただけます。


・6/1(水)23:00 ～ ｢傘次郎・新子捕物日記 夫婦河童」
・6/2(木)23:00 ～ ｢傘次郎・新子捕物日記 夫婦十手」
・6/5(日)15:20 ～ ｢お庭番秘聞 暗殺者」
・6/12(日)深夜2:00 ～ ｢姫四郎流れ旅」
・6/19(日)深夜2:00 ～ ｢傘次郎・新子捕物日記 夫婦河童」
・6/22(水)14:00 ～ ｢風車の浜吉捕物綴１」
・6/25(土)深夜2:00 ～ ｢人形佐七捕物帖 死をよぶ猫は金の爪」
・6/26(日)深夜1:30 ～ ｢傘次郎・新子捕物日記 夫婦十手」
・6/27(月)14:00 ～ ｢姫四郎流れ旅」
・6/29(水)14:00 ～ ｢風車の浜吉捕物綴２―秘剣―」


■番組情報マーク
[新]:新シリーズスタート
[終]:シリーズ終了


…
・6/23(木)深夜2:00～6/24(金)5:00 (3時間)


放送機器メンテナンスのため、
オプテージ[eo光]停波


編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。







時代劇専門チャンネル　2022年6月編成表


06/01(水) 06/02(木) 06/03(金) 06/04(土) 06/05(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00


大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 ［新］　秘太刀　馬の骨 ［新］　家康が最も恐れた男
#10 #1 真田幸村　#1


主演：加藤剛 #11 #12 主演：内野聖陽 主演：松方弘樹
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00


吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 秘太刀　馬の骨 家康が最も恐れた男
#194 真田幸村


主演：松平健 #195 #196 #2 #2
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00


江戸の激斗 江戸の激斗 江戸の激斗 秘太刀　馬の骨 家康が最も恐れた男
#21 真田幸村


主演：小林桂樹 #22 #23 #3 #3
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】


隠密奉行　朝比奈１ 隠密奉行　朝比奈１ ［終］　隠密奉行　朝比奈１ 斬り捨て御免！３ 国盗り物語
#8 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


主演：北大路欣也 #9 #10 #3　主演：中村吉右衛門 #7
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 


鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 斬り捨て御免！３ 国盗り物語
#18  8:30 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


主演：丹波哲郎 #19  8:45日本の城 中国・四国編2 #4 #8
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】


八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 斬り捨て御免！３ 鬼平犯科帳'69
#21 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ #55


主演：里見浩太朗 #22 #23 #5 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】


暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳８
#14 引き込み女 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#5


主演：松平健 #15 #16 主演：中村吉右衛門
11:00 11:00 11:00 11:00 主演：中村吉右衛門 11:00


続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ 剣客商売５
#12 #8


主演：高橋英樹 #13 #14 11:45 生活情報の時間 主演：藤田まこと
12:00 12:00 12:00 12:00　感謝×還元！ 12:00 12:00


おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 産直グルメ旅 in 北海道 大岡越前 第3部 (映画)
12:30　変身忍者 嵐　#24 12:30 12:30 #4 大魔神逆襲


主演：南城竜也 変身忍者 嵐　#25 変身忍者 嵐　#26 主演：加藤剛  ＜4Kデジタル修復版>
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


13:00 悪党狩り ［終］　陽炎の辻２～居眠り磐音 大岡越前 第3部 主演：二宮秀樹
剣客商売４　#6 #2  江戸双紙～ #12 主演：山本耕史


主演：藤田まこと 主演：尾上菊五郎 13:45 生活情報の時間 #5 13:45
14:00 14:00 必殺スペシャル ㊙必殺現代版


14:00 14:00 14:00 大岡越前 第3部 主水の子孫が京都に現われた


仇討選手 怪盗夢吉忍び控 鬼平犯科帳スペシャル  仕事人VS暴走族
 山吹屋お勝 #6


15:00 15:00 【北大路欣也劇場】 主演：藤田まこと
主演：堺正章 主演：堺正章 国盗り物語　#9 15:20


主演：中村吉右衛門 主演：北大路欣也 ［解］　お庭番秘聞　暗殺者
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 ［終］　国盗り物語
必殺仕事人Ⅴ旋風編 必殺仕事人Ⅴ旋風編 必殺仕事人Ⅴ旋風編 #10 主演：平幹二朗


#6
主演：藤田まこと #7 #8 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1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳７


見張りの糸 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#23 #24 #25 #14


18:00 18:00 18:00 18:00 主演：中村吉右衛門 18:00
暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 剣客商売５


#43
#42 18:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて #44 18:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて #3


19:00 19:00 19:00 19:00 19:00【特集・加藤剛】 19:00【特集・西郷輝彦】
また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ 源九郎旅日記　葵の暴れん坊


#13 上意討ち　拝領妻始末 【セレクション放送】　#1
主演：高橋英樹 #14 #15 主演：西郷輝彦


20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 主演：加藤剛 あばれ医者　嵐山


【セレクション放送】　#1
#31 #32 #33 主演：西郷輝彦


21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 【佐伯泰英劇場】 21:00
新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 陽炎の辻スペシャル (映画)


#7 ～居眠り磐音　江戸双紙～ 影の軍団 服部半蔵
主演：沢口靖子 #8 #9 夢の通い路


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 悪党狩り ［新］　陽炎の辻３～居眠り磐音 主演：山本耕史 出演：渡瀬恒彦／西郷輝彦


剣客商売４  江戸双紙～ #1 主演：山本耕史


#7 #3 22:45 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介 22:45 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介


23:00 23:00
23:00 23:00 23:00 必殺スペシャル 23:20 BS・CS初放送！
［解］　傘次郎・新子捕物日記 ［解］　傘次郎・新子捕物日記 (映画) 恐怖の大仕事 どてらい男


夫婦河童 夫婦十手 桜田門外ノ変 水戸・尾張・紀伊 【セレクション放送】 #1
0:00 主演：西郷輝彦


主演：渡瀬恒彦 主演：渡瀬恒彦 主演：大沢たかお 主演：藤田まこと  0:20 BS・CS初放送！
どてらい男


【セレクション放送】
1:00  1:00  1:00  1:00 #3


必殺仕切人 必殺仕切人 子連れ狼３  1:20 BS・CS初放送！
#8  1:30 #19 どてらい男


主演：京マチ子 #9 必殺仕切人 主演：萬屋錦之介 【セレクション放送】
2:00  2:00  2:00  2:00 #16


将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ #10 子連れ狼３  2:20 BS・CS初放送！
#15  2:30 どてらい男


主演：三田村邦彦 #16 将軍家光忍び旅Ⅱ #20 【セレクション放送】
3:00  3:00  3:00  3:00 #18


インフォメーション インフォメーション #17 子連れ狼３  3:20
 3:30 インフォメーション


インフォメーション #21
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00


【午後のスペシャルアワー】


【時代劇プレミアム23】


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。







時代劇専門チャンネル　2022年6月編成表


06/06(月) 06/07(火) 06/08(水) 06/09(木) 06/10(金) 06/11(土) 06/12(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00


大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 秘太刀　馬の骨 家康が最も恐れた男
真田幸村


#13 #14 #15 #16 #17 #4 #4
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00


吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 秘太刀　馬の骨 家康が最も恐れた男
真田幸村


#197 #198 #199 #200 #201 #5 #5
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00【特集・西郷輝彦】  6:00  6:00  6:00


江戸の激斗 江戸の激斗 ［終］　江戸の激斗 ［新］　あばれ医者　嵐山 あばれ医者　嵐山 ［終］　秘太刀　馬の骨 家康が最も恐れた男
#1 真田幸村


#24 #25 #26 主演：西郷輝彦 #2 #6 #6
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】


［新］　隠密奉行　朝比奈２ 隠密奉行　朝比奈２ 隠密奉行　朝比奈２ 隠密奉行　朝比奈２ 隠密奉行　朝比奈２ 斬り捨て御免！３ 国盗り物語
#1 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


主演：北大路欣也 #2 #3 #4 #5 #6 #9
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 


鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 斬り捨て御免！３ ［終］　国盗り物語
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#20 #21 #22 #23 #24 #7 #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】


八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 斬り捨て御免！３ 鬼平犯科帳'69
#27 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#24 #25 #26  9:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて #28 #8 #56
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】


暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳８
雨引の文五郎 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#17 #18 #19 #20 #21 #6
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：中村吉右衛門 11:00


続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ ［終］　続続・三匹が斬る！ 剣客商売５


#15 #16 #17 #18 #19 11:45 生活情報の時間 #9
12:00 12:00　ますおか増田＆ 12:00 12:00 12:00 12:00　感謝×還元！ 12:00 12:00


はるな愛のおうちDEしあわせ便 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 産直グルメ旅 in 北海道 大岡越前 第3部 (映画)
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 桜田門外ノ変


変身忍者 嵐　#27 変身忍者 嵐　#28 変身忍者 嵐　#29 変身忍者 嵐　#30 変身忍者 嵐　#31 #7
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　#53 13:00 13:00 悪党狩り ［新］　陽炎の辻３～居眠り磐音 大岡越前 第3部 主演：大沢たかお
主演：初代 松本白鸚 将軍の隠密！影十八 剣客商売４ 江戸双紙～ #1 主演：山本耕史


13:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて #8　主演：三田村邦彦 #7 #3 13:45 生活情報の時間 #8
14:00 14:00


14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 大岡越前 第3部
御金蔵破り 新・御金蔵破り 御金蔵破り　家康の首 御金蔵破り 鬼平犯科帳スペシャル 14:30 生活情報の時間


佐渡の金山を狙え 兇賊 #9 14:45 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介


15:00 15:00 【北大路欣也劇場】 15:00
主演：若山富三郎 主演：若山富三郎 主演：若山富三郎 主演：若山富三郎 主演：中村吉右衛門 ［新］　徳川風雲録　御三家の野望 必殺スペシャル


#1　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 15:45 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 16:00 16:00 徳川風雲録　御三家の野望
必殺仕事人Ⅴ旋風編 必殺仕事人Ⅴ旋風編 必殺仕事人Ⅴ旋風編 必殺仕事人Ⅴ旋風編 必殺仕事人Ⅴ旋風編 #2 主演：藤田まこと


#11
#9 #10 16:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて #12 #13 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1部 大岡越前 第1部 ［終］　大岡越前 第1部 ［新］　大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 鬼平犯科帳スペシャル ［終］　鬼平犯科帳７


#1 密告 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#26 #27 #28 主演：加藤剛 #2 #15


18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：中村吉右衛門 18:00
暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 剣客商売５


#45 #46 #47 #48 #49 18:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて #4
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00【特集・加藤剛】 19:00


また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ 健さんに逢いたい
荒木又右衛門 ～映画俳優・高倉健


#16 #17 #18 #19 #20 男たちの修羅  歌の世界～
20:00 20:00 20:00【特集・西郷輝彦】 20:00 20:00 20:00 20:00


［終］　八百八町夢日記２ ［新］　源九郎旅日記 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 主演：加藤剛 日本犯科帳　隠密奉行
葵の暴れん坊　#1


#34 主演：西郷輝彦 #2 #3 #4
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 主演：萬屋錦之介


新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ
21:30 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介


#10 #11 #12 #13 #14 21:45 日本の城 中国・四国編3 21:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて


22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】 22:00 22:00
22:00 22:00 22:00 悪党狩り 陽炎の辻３～居眠り磐音 七衛門の首 裏切りの報酬


熱血！周作がゆく　#8 将軍の隠密！影十八 剣客商売４ 江戸双紙～　#2
主演：中村俊介 #9 #8 #4 22:45 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介 主演：南原清隆


23:00 23:00 23:00 主演：露口茂
［終］　熱血！周作がゆく 必殺スペシャル


23:00 23:00 23:00 23:00 仕事人大集合
#9 清水次郎長１ 清水次郎長２ 清水次郎長３ 清水次郎長４


0:00  0:00 勢揃い清水港 風雪流れ旅 男の涙 石松の最后 筑波おろし 義俠の仇討 主演：藤田まこと  0:00
荒木又右衛門　伊賀の決闘 仇討選手


主演：西郷輝彦 主演：西郷輝彦 主演：西郷輝彦 主演：西郷輝彦
主演：里見浩太朗  0:45 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介


1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 主演：堺正章
必殺仕切人 必殺仕切人 必殺仕切人 必殺仕切人 必殺仕切人 子連れ狼３


#11 #12 #13 #14 #15 #22
2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00


将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ ［終］　将軍家光忍び旅Ⅱ 子連れ狼３ ［解］　姫四郎流れ旅


#18 #19 #20 #21 #22 #23
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 主演：古谷一行


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 インフォメーション インフォメーション 子連れ狼３


#24
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00


【特選！日替り時代劇】


【時代劇プレミアム23】


【午後のスペシャルアワー】


【特集・西郷輝彦～輝きの“二刀流”スター～】


【特選！日替り時代劇】


編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。







時代劇専門チャンネル　2022年6月編成表


06/13(月) 06/14(火) 06/15(水) 06/16(木) 06/17(金) 06/18(土) 06/19(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  BS・CS初放送！  4:00


大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 どてらい男 家康が最も恐れた男
【セレクション放送】 真田幸村


#18 #19 #20 #21 #22 #3 #7
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  BS・CS初放送！  5:00


吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 どてらい男 家康が最も恐れた男
【セレクション放送】 真田幸村


#202 #203 #204 #205 #206 #16 #8
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  BS・CS初放送！  6:00


あばれ医者　嵐山 あばれ医者　嵐山 あばれ医者　嵐山 あばれ医者　嵐山 あばれ医者　嵐山 どてらい男 家康が最も恐れた男
【セレクション放送】 真田幸村


#3 #4 #5 #6 #7 #18 #9
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】


隠密奉行　朝比奈２ 隠密奉行　朝比奈２ 隠密奉行　朝比奈２ 隠密奉行　朝比奈２ ［終］　隠密奉行　朝比奈２ 斬り捨て御免！３ ［新］　徳川風雲録
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 　御三家の野望　#1


#6 #7 #8 #9 #10 #9 主演：北大路欣也
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 


鬼平犯科帳'75 ［終］　鬼平犯科帳'75 ［新］　新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 斬り捨て御免！３ 徳川風雲録　御三家の野望
#1 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#25 #26 主演：沢口靖子 #2 #3 #10 #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】


八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 斬り捨て御免！３ 鬼平犯科帳'69
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#29 #30 #31 #32 #33 #11 #57
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】


暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳８
高萩の捨五郎 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#22 #23 #24 #25 #26 #7
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：中村吉右衛門 11:00


［新］　また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ ［終］　剣客商売５
#1


主演：高橋英樹 #2 #3 #4 #5 11:45 生活情報の時間 #10
12:00 12:00　感謝×還元！ 12:00 12:00 12:00 12:00　感謝×還元！ 12:00 12:00


産直グルメ旅 in 北海道 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 産直グルメ旅 in 北海道 大岡越前 第3部 (映画)
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 雷桜


変身忍者 嵐　#32 変身忍者 嵐　#33 変身忍者 嵐　#34 変身忍者 嵐　#35 変身忍者 嵐　#36 #10
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 悪党狩り 陽炎の辻３～居眠り磐音 大岡越前 第3部 出演：岡田将生／蒼井優
将軍の隠密！影十八 剣客商売４ #4 江戸双紙～　#2


#54 #9 #8 13:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて 13:45 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介 #11
14:00 14:00


14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 大岡越前 第3部
(映画) (映画) (映画) (映画) 鬼平犯科帳スペシャル 14:30 生活情報の時間
大魔神 大魔神怒る 大魔神逆襲 夜叉ヶ池 一本眉 #12 14:45


15:00  ＜4Kデジタル修復版>  ＜4Kデジタル修復版>  ＜4Kデジタル修復版> ＜4Kデジタルリマスター版＞ 15:00 【北大路欣也劇場】 (映画)
主演：本郷功次郎 主演：中村吉右衛門 徳川風雲録　御三家の野望 伊能忠敬


主演：高田美和 15:40 生活情報の時間 主演：二宮秀樹 #3  ―子午線の夢―
15:45 生活情報の時間 15:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて 15:45 生活情報の時間 出演：坂東玉三郎／加藤剛 15:45 生活情報の時間 15:50


16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 徳川風雲録　御三家の野望 主演：加藤剛
［終］　必殺仕事人Ⅴ旋風編 ［新］　翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 16:10 翔べ！必殺うらごろし #4


#1 翔べ！必殺うらごろし
#14 主演：中村敦夫 #2 #3 #4 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2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 鬼平犯科帳スペシャル ［新］　鬼平犯科帳８


浅草・御厩河岸 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#3 #4 #5 #6 #7 #1


18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：中村吉右衛門 主演：中村吉右衛門
暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ


18:30
#50 #51 #52 #53 #54 18:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて 剣客商売５


19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 チャンネル初放送！
［終］　また又・三匹が斬る！ ［新］　新・三匹が斬る！ 新・三匹が斬る！ 新・三匹が斬る！ 新・三匹が斬る！ ［新］　黒書院の六兵衛 #5


#1 #1 19:30
#21 #2 #3 #4 主演：吉川晃司 日本犯科帳　隠密奉行


20:00 20:00 主演：高橋英樹 20:00 20:00 20:00 20:00 金沢篇
源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 黒書院の六兵衛


20:30 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介 主演：萬屋錦之介
#5 20:45 日本の城 中国・四国編4 #6 #7 #8 #2


21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ ［終］　新・御宿かわせみ 樅ノ木は残った 21:15 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介


21:30
#15 #16 #17 #18 #19 （映画）


22:00 22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】 主演：里見浩太朗 写楽
(舞台) 22:00 22:00 悪党狩り 陽炎の辻３～居眠り磐音


令和千本桜～義経と弁慶 将軍の隠密！影十八 剣客商売４ 江戸双紙～　#3
スペシャルエディション #10 #9 #5 22:35 日本の城 中国・四国編 主演：真田広之


23:00
出演：コロッケ／七海ひろき 23:00 23:00 23:00 23:00


(映画) 江戸の用心棒スペシャル 喧嘩安兵衛 ひらり又四郎危機一髪！
雷桜 汝懐妊われ覚えあり 決闘高田ノ馬場 23:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて


0:00  0:00  0:00  0:00
平手造酒　利根の決闘 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 怪盗夢吉忍び控 彫師伊之助捕物覚え


出演：岡田将生／蒼井優 消えた女
 主演：古谷一行  0:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて


1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 主演：堺正章
必殺仕切人 ［終］　必殺仕切人 ［新］　必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 主演：中村梅之助


 1:30 風雲竜虎編　#1
#16 必殺仕切人 #18 主演：藤田まこと #2


2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00
［新］　密命　寒月霞斬り　#1 #17 密命　寒月霞斬り 密命　寒月霞斬り 密命　寒月霞斬り 子連れ狼３ ［解］　傘次郎・新子捕物日記


主演：榎木孝明  2:30 #3 #4 #5 夫婦河童
 2:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会 密命　寒月霞斬り  2:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会  2:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会  2:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会 #25


3:00  3:00 #2  3:00  3:00  3:00【特集・西郷輝彦】  3:00
インフォメーション  3:27 日本映画放送株式会社　番組審議委員会 インフォメーション インフォメーション BS・CS初放送！ ［終］　子連れ狼３ 主演：渡瀬恒彦


 3:30 どてらい男【ｾﾚｸｼｮﾝ放送】
インフォメーション #1　主演：西郷輝彦 #26


 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00


【午後のスペシャルアワー】


【特選！日替り時代劇】


【時代劇プレミアム23】


【特選！日替り時代劇】


編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。







時代劇専門チャンネル　2022年6月編成表


06/20(月) 06/21(火) 06/22(水) 06/23(木) 06/24(金) 06/25(土) 06/26(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15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 ［終］　大岡越前 第15部 荒木又右衛門　伊賀の決闘 家康が最も恐れた男
主演：堤大二郎 真田幸村


#23 #24 #25 #26 主演：里見浩太朗 #10
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00


［終］　吉宗評判記　暴れん坊将軍 ［新］　暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 大岡越前　２時間スペシャル 家康が最も恐れた男
#1 真田幸村


#207 主演：松平健 #2 #3 #4 #11
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00 主演：加藤剛  6:00


あばれ医者　嵐山 あばれ医者　嵐山 あばれ医者　嵐山 あばれ医者　嵐山 ［終］　あばれ医者　嵐山 家康が最も恐れた男
真田幸村


#8 #9 #10 #11 #12 #12
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】


［新］　大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 斬り捨て御免！３ 徳川風雲録　御三家の野望
#1 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


主演：加藤剛 #2 #3 #4 #5 #12 #3
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 


新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 斬り捨て御免！３ 徳川風雲録　御三家の野望
#4 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


 8:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて #5 #6 #7 #8 #13 #4
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】


［終］　八百八町夢日記２ ［新］　秘太刀　馬の骨 秘太刀　馬の骨 秘太刀　馬の骨 秘太刀　馬の骨 斬り捨て御免！３ 鬼平犯科帳'69
#1 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#34 主演：内野聖陽 #2 #3 #4 #14 #58
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】


暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳８
一寸の虫 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#27 #28 #29 #30 #31 #8
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：中村吉右衛門 11:00


また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ ［新］　剣客商売１
#1


#6 #7 #8 #9 #10 11:45 生活情報の時間
12:00 12:00　感謝×還元！ 12:00 12:00 12:00 12:00　ますおか増田＆ 12:00 主演：藤田まこと


産直グルメ旅 in 北海道 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 はるな愛のおうちDEしあわせ便 大岡越前 第3部
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30【特集・西郷輝彦】


変身忍者 嵐　#37 変身忍者 嵐　#38 変身忍者 嵐　#39 変身忍者 嵐　#40 変身忍者 嵐　#41 #13 (映画)
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 影の軍団 服部半蔵


鬼平犯科帳'69 13:00 13:00 悪党狩り 陽炎の辻３～居眠り磐音 大岡越前 第3部
将軍の隠密！影十八 剣客商売４ 江戸双紙～　#3


#55 #10 #9 #5 13:45 生活情報の時間 #14 出演：渡瀬恒彦／西郷輝彦
14:00 14:00


14:00 14:00 14:00 14:00 チャンネル初放送！ 14:00 大岡越前 第3部
大江戸無頼　河内山宗俊 騎馬奉行がゆく ［解］　風車の浜吉捕物綴１ ［新］　黒書院の六兵衛 鬼平犯科帳スペシャル


　#1　主演：吉川晃司 　引き込み女 #15
15:00 15:00 15:00 【北大路欣也劇場】 15:00


主演：丹波哲郎 主演：高橋英樹 主演：平幹二朗 黒書院の六兵衛 徳川風雲録　御三家の野望 (映画)
15:40 生活情報の時間 主演：中村吉右衛門 #5 雨あがる


15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて #2 15:50
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 徳川風雲録　御三家の野望


翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし #6 主演：寺尾聰


#5 #6 #7 #8 #9 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2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 鬼平犯科帳 THE FINAL 鬼平犯科帳８
#9 前編 五年目の客 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞


#8 17:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて #10 #11 #12 #2
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：中村吉右衛門 18:00


暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 剣客商売５


#55 #56 #57 #58 #59 18:50 日本の城 現存天守編3 #6
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00


新・三匹が斬る！ 新・三匹が斬る！ 新・三匹が斬る！ 新・三匹が斬る！ 新・三匹が斬る！ 黒書院の六兵衛 日本犯科帳　隠密奉行
久留米篇


#5 #6 #7 #8 #9 #3
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 主演：萬屋錦之介


源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 黒書院の六兵衛


#9 #10 #11 #12 #13 #4 20:45 日本の城 現存天守編2


21:00 21:00【特集・加藤剛】 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
［新］　剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 寛永風雲録 （映画）


＜サウンド・リビルド版＞ #1 ＜サウンド・リビルド版＞ ＜サウンド・リビルド版＞ ＜サウンド・リビルド版＞ ＜サウンド・リビルド版＞ 激突！知恵伊豆対由比正雪 桜田門外ノ変
主演：加藤剛 #2 #3 #4 #5


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】
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00 22:00 悪党狩り 陽炎の辻３～居眠り磐音 主演：大沢たかお


～Season4～】 将軍の隠密！影十八 剣客商売４ 江戸双紙～　#4
(舞台) #11 #10 #6 22:35 日本の城 北陸・東海編 主演：里見浩太朗


23:00 星影の人
23:00【特集・加藤剛】


出演：早霧せいな 23:00 23:00 23:00 チャンネル初放送！ 上意討ち　拝領妻始末 23:30
／咲妃みゆ ほか （映画） （映画） （舞台） 江戸の用心棒スペシャル


0:00 ※前後解説付き 座頭市物語 座頭市(1989) 夫婦善哉　東男京女  0:00 汝懐妊われ覚えあり
ゲスト:彩凪翔 勝新太郎ディレクターズカット 主演：加藤剛 【没後25年　生涯豪傑・


 0:30　歴史を訪ねて 主演：勝新太郎 ＜4Kデジタルリマスター版＞ 勝新太郎の仕事】
日本の城 九州・沖縄編 主演：勝新太郎 （映画） 主演：高橋英樹


1:00  1:00  1:00  1:00 主演：勝新太郎  1:00 座頭市物語
必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編


主演：勝新太郎  1:30
#3 #4 #5 #6 ［解］　傘次郎・新子捕物日記


2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 夫婦十手
密命　寒月霞斬り 密命　寒月霞斬り 密命　寒月霞斬り 人形佐七捕物帳 ［終］　密命　寒月霞斬り ［解］　人形佐七捕物帖


佐七一番手柄 死をよぶ猫は金の爪
#6 #7 #8 #9 主演：渡瀬恒彦


3:00  3:00  3:00  3:00 主演：堤大二郎  3:00 主演：片岡孝夫
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 人形佐七捕物帳 （現・片岡仁左衛門）


凶悪のけものを追え！  3:30
インフォメーション


 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00


【没後25年　生涯豪傑・勝新太郎の仕事】


【特選！日替り時代劇】


【午後のスペシャルアワー】


【時代劇プレミアム23】


【特選！日替り時代劇】


編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。







時代劇専門チャンネル　2022年6月編成表


06/27(月) 06/28(火) 06/29(水) 06/30(木)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00


［新］　名奉行 大岡越前 名奉行 大岡越前 名奉行 大岡越前 名奉行 大岡越前
#1


主演：北大路欣也 #2 #3 #4
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00


暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ


#5 #6 #7 #8
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00


［新］　八百八町夢日記 八百八町夢日記 八百八町夢日記 八百八町夢日記
#1


主演：里見浩太朗 #2 #3 #4
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00


大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部


#6 #7 #8 #9
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00


新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ


#9 #10 #11 #12
9:00  9:00  9:00  9:00【特集・西郷輝彦】  9:00


秘太刀　馬の骨 ［終］　秘太刀　馬の骨 ［新］　源九郎旅日記 源九郎旅日記　葵の暴れん坊


葵の暴れん坊　#1
#5 #6 主演：西郷輝彦 #2


10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ


#32 #33 #34 #35
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00


また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！


#11 #12 #13 #14
12:00 12:00　感謝×還元！ 12:00 12:00 12:00


産直グルメ旅 in 北海道 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
12:30 12:30 12:30 12:30


変身忍者 嵐　#42 変身忍者 嵐　#43 変身忍者 嵐　#44 変身忍者 嵐　#45
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 悪党狩り
将軍の隠密！影十八 剣客商売４


#56 #11 #10 #6
14:00


14:00 14:00 14:00 14:00
［解］　姫四郎流れ旅 影狩り ［解］　風車の浜吉捕物綴２ 黒書院の六兵衛


―秘剣― #3
15:00 15:00


主演：古谷一行 主演：村上弘明 黒書院の六兵衛
主演：平幹二朗


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 #4
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00


翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし


#10 #11 #12 #13
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00


大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部


#13 #14 #15 #16
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00


暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ


#60 #61 #62 #63
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00


新・三匹が斬る！ 新・三匹が斬る！ 新・三匹が斬る！ 新・三匹が斬る！


#10 #11 #12 #13
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00


源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊


#14 #15 #16 #17
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00


剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73
＜サウンド・リビルド版＞ ＜サウンド・リビルド版＞ ＜サウンド・リビルド版＞ ＜サウンド・リビルド版＞


#6 #7 #8 #9
22:00 22:00 チャンネル初放送！ 22:00 【新・藤沢周平劇場】


【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00 22:00 悪党狩り
～Season4～】 将軍の隠密！影十八 ［終］　剣客商売４


(舞台) #12 #11 #7
23:00 小さな花がひらいた


23:00 23:00 23:00【特集・加藤剛】
出演：蘭寿とむ 仕掛人・藤枝梅安 怪談津の国屋　半七捕物帳 荒木又右衛門


／蘭乃はな ほか 梅安蟻地獄 男たちの修羅
0:00 ※前後解説付き


 0:15 主演：小林桂樹 主演：露口茂
七衛門の首 主演：加藤剛


1:00 主演：南原清隆  1:00  1:00
 1:05 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編
必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編  1:30


#7 #8 #9 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編
2:00  2:00  2:00  2:00


［新］　宮本武蔵 宮本武蔵 宮本武蔵 #10
#1  2:30


主演：北大路欣也 #2 #3 宮本武蔵
3:00  3:00  3:00  3:00


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 #4
 3:30


インフォメーション
 4:00  4:00  4:00  4:00


【特選！日替り時代劇】


【午後のスペシャルアワー】


【時代劇プレミアム23】


【特選！日替り時代劇】


編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。








20


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)


第3話「不適切な関係」
#3-2【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


30


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#31-2【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


50


韓国ドラマ
『優雅な一族』


日本語字幕版(全16話)
第11話「1人の人間の歴史」


#11-4【HD】


＜出演＞
イム・スヒャン／イ・ジャンウ／
ぺ・ジョンオク／キム・ジヌ ほか


00PR 2022年6月 #32-1【HD】 


20
純喫茶に恋をして 


～蔵前・らい #10-57【HD】【字】 


10


「出張鑑定人・宝来伝吉」
シリーズ


凶器は時価1億円?砕け散った国
宝が招く愛と欲望の連続殺人!


＜出演＞
伊東四朗／東幹久／福田沙紀／
猫背椿／奥山佳恵／飯田基祐／
今井雅之／佐藤Ｂ作 ほか


 #1-1【HD】 


30


監察医朝顔(第二期)＜全２０話＞ 
法医の娘と刑事の父と夫がつむぐ命の
物語 歩道橋事故に隠された真実と


は…(第1話) 
＜出演＞


上野樹里／時任三郎／風間俊介／志田
未来／中尾明慶／森本慎太郎


（SixTONES） ほか
 #1-1【HD】 


00


スパイストラベラー
第9話「やっぱり猫が好き」
名店紹介：Spice BAR 猫六


ゲスト：田中真琴 #9-16【HD】【字】 


00


リーガル・ハイ
（全１１話）


最高でもサイテーの弁護士愛も法も嘘をつく


＜出演＞
堺雅人／新垣結衣 ／田口淳之介／生瀬勝久
／小池栄子／里見浩太朗 ほか #1-2【HD】 


10PR 2022年6月 #32-2【HD】 


00


『ワンピース』
シャボンディ諸島編


▽15:10 #15-4【HD】
第396話「鉄拳炸裂!オークショ


ンをぶっつぶせ」
から


▽16:31 #18-4【HD】
第399話「包囲網を突破せよ!海


軍VS三人の船長」
まで


30


『ワンピース』 
第976話「再び現在! 二十年の時
をこえて」 #831-5【HD】【字】 


30


『デート
～恋とはどんなものかしら～』


（全１０話）


 ▽17:30 #1-4【HD】【字】 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!? 


▽18:28 #2-4【HD】【字】 第2話 あ
なたに寄生したい!!高等遊民に恋出来


ますか?


▽19:15 #3-4【HD】【字】 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!! 


▽20:02 #4-4【HD】【字】 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。 


▽20:49 #5-4【HD】【字】 第5話 無
理して実行お泊り計画!!初キスは波乱


の幕開け!? 


▽21:36 #6-4【HD】【字】 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／和久井


映見／風吹ジュン／松重豊 
ほか


00


スパイストラベラー
第10話「I am me.」
名店紹介：生駒


ゲスト：田中真琴 #10-15【HD】【字】 


50


郷ひろみ特集 夜のヒットスタジオ
#16(1979年12月24日放送回)


西城秀樹／ジュディ・オング／郷ひろ
み／大橋純子／新沼謙治／高田みづえ
／布施明／八代亜紀／横山みゆき


#16-1
00PR 2022年6月 #32-3【HD】 


20


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
第4話「死よりも恐ろしい秘密」


#4-1【HD】


＜出演＞
ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


30


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#32-1【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


40


韓国ドラマ
『シークレット・ブティック』
日本語字幕版(全16話) 


第7話「箱の中の贈り物」 #7-4【HD】 
＜出演＞


キム･ソナ／チャン･ミヒ／
キム･テフン／パク･ヒボン／


キム･ジェヨン／コ・ミンシ ほか


30


『ガリレオ』


▽27:40 #1-4【HD】【字】
第1話 燃える!変人天才科学者 
▽28:40 #2-4【HD】【字】


第2話 離脱る(ぬける) OL殺人と
空を飛ぶ少年の謎! 


＜出演＞
福山雅治／柴咲コウ／北村一輝
／品川祐／渡辺いっけい／真矢


みき ほか


00
『おトクな時間』


20


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
第4話「死よりも恐ろしい秘密」


#4-2【HD】


＜出演＞
ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


30


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#32-2【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


50


韓国ドラマ
『優雅な一族』


日本語字幕版(全16話)
第12話「思わぬ訪問者」


#12-4【HD】


＜出演＞
イム・スヒャン／イ・ジャンウ／
ぺ・ジョンオク／キム・ジヌ ほか


00PR 2022年6月 #32-4【HD】 


20


純喫茶に恋をして


～吉祥寺・ウッドストック #11-63【HD】【字】 


00


「出張鑑定人・宝来伝吉」
シリーズ


伊東四朗演じる出張鑑定人・宝来伝吉
シリーズ第二弾 抜群の審美眼を持つ
国選鑑定人が美術品が絡む殺人事件に


挑む!


＜出演＞
伊東四朗／東幹久／福田沙紀／猫背椿
／山口良一／櫻井淳子／今井雅之／佐


藤Ｂ作 ほか #2-1【HD】 
10PR 2022年6月 #32-5【HD】 


00


監察医朝顔(第二期)  


▽12:10 #2-1【HD】 
双子の少年が突然死!2人が隠した悲し


い秘密とは 


▽13:10 #3-1【HD】 
ミイラ化遺体は20年前の凶悪犯!? 


＜出演＞
上野樹里／時任三郎／風間俊介／志田
未来／中尾明慶／森本慎太郎


（SixTONES） ほか


50


リーガル・ハイ
（全１１話）


著作権裁判はカネになる 
＜出演＞


堺雅／新垣結衣／田口淳之介／生瀬勝久／小
池栄子／里見浩太朗 ほか #2-2【HD】 


10
純喫茶に恋をして 


～町屋・はまゆう #12-56【HD】【字】 


00


『ワンピース』
シャボンディ諸島編


▽15:10 #19-4【HD】 第400話
「ロジャーとレイリー 海賊王と


その右腕」 
から


▽16:31 #22-4【HD】 第403話
「さらなる強敵現る!鉞かついだ


戦桃丸」
まで 


30


『ワンピース』 
第977話「海は海賊! 討入り!い
ざ鬼ヶ島」 #832-4【HD】【字】 


00


『デート
～恋とはどんなものかしら～』


（全１０話）


▽17:30 #7-4【HD】【字】
第7話 親の気持ちを子は知らず!?母の


終活決め手は結婚!!


▽18:17 #8-4【HD】【字】
第8話 ついに結納!!涙の真相告白～本


当の恋がしてみたい


▽19:04 #9-4【HD】【字】
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


▽20:02 #10-4【HD】【字】
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


＜出演＞
杏／長谷川博己／国仲涼子／中島裕翔
（Hey! Say! JUMP）／松尾諭／和久井
映見／風吹ジュン／松重豊 ほか


00


翔太さまと執事西山のオタワムレ超


▽21:00 #1-7【HD】
超人気声優×2.5次元俳優の神番組ｵﾀﾜ


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


▽22:00 #2-7【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 #3-6【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


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
第5話「自白」
#5-1【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


30


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話） #33-1【HD】 


＜出演＞
イ・ジャンウ／チン・ギジュ／


チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


40


韓国ドラマ
『シークレット・ブティック』
日本語字幕版(全16話) 


第8話「母親の男」 #8-4【HD】 
＜出演＞


キム･ソナ／チャン･ミヒ／
キム･テフン／パク･ヒボン／


キム･ジェヨン／コ・ミンシ ほか


20


『ガリレオ』


▽27:40 #3-4【HD】【字】
第3話 騒霊ぐ(さわぐ) 消えた夫と幽


霊の棲む黒い家! 
▽28:30 #5-4【HD】【字】


第5話 絞殺る(しめる)火の玉の謎と完
全なる密室殺人 
＜出演＞


福山雅治／柴咲コウ／北村一輝／
品川祐／渡辺いっけい／真矢みき 


ほか
30PR 2022年6月 #32-7【HD】 


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
第5話「自白」
#5-2【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


30


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話） #33-2【HD】 


＜出演＞
イ・ジャンウ／チン・ギジュ／


チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


50


韓国ドラマ
『優雅な一族』


日本語字幕版(全16話)
第13話「甘い誘惑」
#13-4【HD】


＜出演＞
イム・スヒャン／イ・ジャンウ／
ぺ・ジョンオク／キム・ジヌ ほか


00PR 2022年6月 #32-8【HD】 


20
純喫茶に恋をして 


～築地・マコ #13-58【HD】【字】 


10


『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


#1-6【HD】【字】


50


監察医朝顔(第二期)  


▽12:10 #4-1【HD】 
密室殺人の謎!朝顔秘密を知る 


▽13:00 #5-1【HD】 
朝顔東北で解剖!?桑原夫妻は… 


＜出演＞
上野樹里／時任三郎／風間俊介／志田


未来／中尾明慶／森本慎太郎
（SixTONES） ほか


00PR 2022年6月 #32-9【HD】 


50


リーガル・ハイ
（全１１話）


初恋かストーカーか?号泣の恋愛裁判!? 
＜出演＞


堺雅人／新垣結衣 田口淳之介／生瀬勝久／
小池栄子／里見浩太朗 ほか #3-2【HD】 


10
純喫茶に恋をして 


～大森・ルアン #14-56【HD】【字】 


04


『ワンピース』
シャボンディ諸島編


▽15:10 #23-4【HD】第404話
▽15:37 #24-4【HD】第405話


00


『ワンピース』
時代劇特別編


▽16:04 #1-3【HD】 第406話
▽16:31 #2-3【HD】 第407話


30


『ワンピース』 
第978話「最悪の世代進撃! 嵐の
海の戦い」 #833-3【HD】【字】 


10


『松本清張スペシャル
一年半待て』


#1-4【HD】【字】


＜出演＞
菊川怜／雛形あきこ／石田ひかり／
ジュディ・オング／戸次重幸／前川泰
之／宮瀬茉祐子／鴇田蒼太郎／椎名泰
三／藤森太介／関野昌敏／森川恵古／
高橋修／ふせえり／松澤一之／寺田農


ほか


40


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


#85-37【HD】【字】
50純喫茶に恋をして(10分だけver.) #1-111【HD】 
00PR 2022年6月 #32-11【HD】 


00


SHINJIRO ATAE ARENA TOUR
-THIS IS WHERE WE PROMISE


- 


AAAの與真司郎によるｱｰﾃｨｽﾄ
活動休止前最後のｿﾛﾗﾌｲﾌﾞﾂ
ｱｰの神奈川公演の模様を独
占初放送!番組でしか観られ
ないｿﾛｲﾝﾀﾋﾞｭｰを追加した特
別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとしてお届け!


#1-4【HD】


00


Tune LIVE 2022


＜出演＞
Dai-CE/DOBERMAN 
INFINITY/原因は自
分にある。ほか
#1-2【HD】


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
第6話「ウソ」
#6-1【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#34-1【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


30


韓国ドラマ
『シークレット・ブティック』


日本語字幕版(全16話) 
第9話「碁を打つ女」 #9-4【HD】 


＜出演＞
キム･ソナ／チャン･ミヒ／
キム･テフン／パク･ヒボン／


キム･ジェヨン／コ・ミンシ ほか


40PR 2022年6月 #32-12【HD】 


20


『ガリレオ』


▽27:40 #7-4【HD】【字】
第7話 予知る(しる)美しき妻の愛した


恐怖の殺人装置 
▽28:30 #8-4【HD】【字】


第8話 霊視る(みえる)殺人事件を知ら
せた姉の幽霊! 
＜出演＞


福山雅治／柴咲コウ／北村一輝／
品川祐／渡辺いっけい／真矢みき 


ほか
30PR 2022年6月 #32-13【HD】 


00
『おトクな時間』


30


スパイストラベラー名店FILE
▽06:00 #1-8【HD】第1話
▽06:15 #2-11【HD】第2話


00


トニセンロード
～とりあえず行ってみよ～


#4-4【HD】


20


韓国ドラマ
『マッド・ドッグ


～失われた愛を求めて～』
日本語字幕版(全16話)


▽07:00 #9-4【HD】
第9話「裏切り者」


▽08:10 #10-4【HD】
第10話「蜀犬 日に吠ゆ」


＜出演＞
ユ･ジテ／ウ･ドファン／


リュ･ファヨン／チョ･ジェユン


30ミニ豆ちゃん #1-1【HD】 


30


『ワンピース』 
▽09:30 #844-2【HD】


第989話「漢の誓い! 激闘ブラキオタ
ンク」


▽10:00 #845-1【HD】
第990話「雷鳴八卦! 登場カイドウの


息子」


50『男おばさん！！』
00PR 2022年6月 #32-14【HD】 


30


スパイストラベラー
第11話「夜王子と月の姫」


名店紹介：ダルバートShanti神田鍛冶町
ゲスト：モモコグミカンパニー(BiSH)/ハシヤスメ・アツ


コ(BiSH) #11-16【HD】【字】 


00
『おトクな時間』


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」 #86-34【HD】【字】 


50


ラーメンWalker TV2
「のどぐろ」と「真鯛」のセンス溢れる贅沢創作麺!


大塚「Nii」
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、伊藤かりん #302-25【HD】【字】 


20


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


30PR 2022年6月 #32-15【HD】 


00


仲村宗悟 1st LIVE TOUR
～NATURAL～


フジテレビ特別版


人気声優ｱｰﾃｨｽﾄ仲村宗悟の記念
すべき初ﾂｱｰを初放送!


ﾗｲﾌﾞの模様にこの番組でしか観
られない特別映像を追加した特
別ﾊﾞｰｼﾞｮﾝでお届け! #1-7【HD】 


30


何するカトゥーン？
#14-1【HD】


50
純喫茶に恋をして
#15-44【HD】【字】


00PR 2022年6月 #32-17【HD】 


00


韓国ドラマ
『黄金の庭


～奪われた運命～』
日本語字幕版(全30話)


▽24:00 #1-3【HD】
▽25:00 #2-3【HD】
▽26:00 #3-3【HD】
▽27:00 #4-3【HD】
▽28:00 #5-3【HD】


＜出演＞
ハン・ジヘ／オ・ジウ
ン／イ・サンウ／イ・
テソン／チョン・ヨン


ジェ ほか


30


スパイストラベラー名店FILE
▽29:00 #3-14【HD】 第3話
▽29:15 #4-13【HD】 第4話


00
『おトクな時間』


50


『ザ・ノンフィク
ション』


#186-1【HD】
00PR 2022年6月 #32-18【HD】 


00


韓国ドラマ
『ラブシーン・ナンバー#』(全8話)


日本語字幕


第5話 「手が届かない相手」 #5-3【HD】 
＜出演＞


キム・ボラ／シム・ウヌ／
リュ・ファヨン／パク・チニ ほか


20
純喫茶に恋をして(10分だけver.


▽08:00 #2-104【HD】


40


韓国ドラマ
『マッド・ドッグ


～失われた愛を求めて～』
日本語字幕版(全16話)


▽08:20 #11-3【HD】
第11話「助けて」


▽09:30 #12-3【HD】
第12話「毒」


＜出演＞
ユ･ジテ／ウ･ドファン／


リュ･ファヨン／チョ･ジェユン


10
『おトクな時間』


30


ラーメンWalker TV2
東京で味わえる青森煮干ラーメンの進化系!


中野「煮干し中華そば 小松屋」
出演：田中貴 田中真琴 #314-17【HD】【字】 


00


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「BAKERY&BURGER JB'S TOKYO」/
「MOKUBAZA」 #87-46【HD】【字】 


30


超特急の撮れ高足りてますか?
「モノマネで撮れ高足りてますか？」後半
戦！ﾒﾝﾊﾞｰ渾身のﾓﾉﾏﾈの完成度に一同驚愕!


#111-5【HD】


50
純喫茶に恋をして 


～名古屋 錦・珈琲にしき #23-1【HD】 


00PR 2022年6月 #32-19【HD】 


30


スパイストラベラー 
第12話「団地と伝書鳩」


名店紹介：スープカレー鳩時計
ゲスト：モモコグミカンパニー(BiSH)/ハシヤスメ・アツ


コ(BiSH) #12-15【HD】【字】 


30


TOKYO IDOL FESTIVAL 2021
▽13:30 #11-4【HD】 
DAY3 AKB48 ステージ
＜出演＞AKB48


 ▽14:00 #12-4【HD】 
DAY3 =LOVE ステージ
＜出演＞=LOVE


00


スカパー！アイドルフェ
ス！～2021クリスマス～
フジテレビ完全版


＜MC＞
岸本ゆめの（つばきファク
トリー）／山本杏奈


（=LOVE）


＜出演＞
ukka／AKB48（スカパー！ア
イドルフェス選抜）／OCHA 
NORMA（ハロプロ新グルー


プ）／
TEAM SHACHI／≠ME／わーす


た


#1-5【HD】


30


スカパー！アイドルフェ
ス！～Think of SDGs～
フジテレビ完全版


ライブの模様に未公開の舞
台裏を追加！


＜出演＞
OCHA NORMA／≠ME／
ラストアイドル


#2-3【HD】


00


私立恵比寿中学
大学芸会2021～Reboot～


エビ中2021年の集大成「大学芸
会2021」を独占放送。9人体制新
生エビ中が歌って踊るパフォー
マンスはこのライブで初披露。
この番組だけのオリジナル映像
もお見逃しなく！ #1-4【HD】 


00


IDOL SQUARE


▽22:00 #1-1【HD】
1部


＜出演＞
私立恵比寿中学ほか


▽23:00 #2-1【HD】
2部


＜出演＞
SKE48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)


▽24:00 #93-2【HD】
▽24:30 #94-2【HD】
▽25:00 #95-2【HD】
▽25:30 #96-2【HD】
▽26:00 #97-2【HD】
▽26:30 #98-2【HD】
▽27:00 #99-2【HD】
▽27:30 #100-2【HD】
▽28:00 #101-2【HD】
▽28:30 #102-2【HD】
▽29:00 #103-2【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
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
第6話「ウソ」
#6-2【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#34-2【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


30


韓国ドラマ
『優雅な一族』


日本語字幕版(全16話)


第14話「突然の逮捕」 #14-4【HD】 
＜出演＞


イム・スヒャン、イ・ジャンウ、
ぺ・ジョンオク、キム・ジヌ ほか


40PR 2022年6月 #32-21【HD】 


00
純喫茶に恋をして 


～八王子・パペルブルグ #16-47【HD】【字】 


20『男おばさん！！』


10


「鍵師」シリーズ


「愛する人のために天才鍵
師が立ち上がった!」 


＜出演＞
渡辺謙／萬田久子／石橋蓮
司／小林聡美／岸田今日子
／中尾彬 ほか #1-1 


50


監察医朝顔(第二期)＜全２０話＞


▽12:10 #6-1【HD】
桑原射殺事件!朝顔が知る残酷な真実


(第6話)
▽13:00 #7-1【HD】


桑原射殺事件解決編!朝顔第1章ここに
完結!(第7話)
＜出演＞


上野樹里／時任三郎／風間俊介／志田
未来／中尾明慶／森本慎太郎


（SixTONES） ほか
00PR 2022年6月 #32-22【HD】 


50


リーガル・ハイ（全１１話）


太陽を返せ!マンション裁判仁義なき戦い


＜出演＞
堺雅人／新垣結衣 田口淳之介／生瀬勝久／
小池栄子／里見浩太朗 ほか #4-2【HD】 


10
純喫茶に恋をして 


～大和・フロリダ #17-36【HD】【字】 


00


『ワンピース』
女ヶ島編


▽15:10 #1-5【HD】 第408話「上陸!
男子禁制の島 アマゾン・リリー」 
▽15:37 #2-5【HD】 第409話「急げ!
仲間たちのもとへ 女ヶ島の冒険」 
▽16:04 #3-5【HD】 第410話「みんな
メロメロ!海賊女帝ハンコック」 


▽16:31 #4-5【HD】 第411話「背中に
隠された秘密 遭遇ルフィと蛇姫」 


30


『ワンピース』 
第975話「燃える城! 光月の一族
の運命!」 #830-7【HD】【字】 


30


『ワンピース』
魚人島編


▽17:30 #52-1【HD】
第568話


「未来へ!タイヨウへと続く
道!」


から


▽20:00 #58-1【HD】
第574話


「新世界へ!最強の海をめざ
して」


まで


50


『ワンピース』
パンクハザード編


▽20:30 #1-3【HD】
第579話


「上陸!燃える島パンクハ
ザード」


から


▽23:25 #8-3【HD】
第586話


「大ピンチ ルフィ極寒の湖
に沈む」


まで


00PR 2022年6月 #32-24【HD】 


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
第7話「初恋」
#7-1【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


30


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話） #35-1【HD】 


＜出演＞
イ・ジャンウ／チン・ギジュ／


チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


40


韓国ドラマ
『シークレット・ブティック』


日本語字幕版(全16話)
第10話「偽りの真実」 #10-4【HD】 


＜出演＞
キム･ソナ／チャン･ミヒ／
キム･テフン／パク･ヒボン／


キム･ジェヨン／コ・ミンシ ほか


30


『ガリレオ』  


▽27:40 #9-4【HD】【字】 
第9話 爆ぜる(はぜる)前編・悪


魔が仕掛けた連続殺人 
▽28:30 #10-4【HD】【字】 
第10話 爆ぜる(はぜる)後編・聖


夜にKISSして!  
＜出演＞


福山雅治／柴咲コウ／北村一輝
／品川祐／渡辺いっけい／真矢


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
第7話「初恋」
#7-2【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


30


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話） #35-2【HD】 


＜出演＞
イ・ジャンウ／チン・ギジュ／


チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


50


韓国ドラマ
『優雅な一族』


日本語字幕版(全16話)
第15話「大逆転」
#15-4【HD】


＜出演＞
イム・スヒャン、イ・ジャンウ、
ぺ・ジョンオク、キム・ジヌ ほか


00PR 2022年6月 #32-25【HD】 


20
純喫茶に恋をして ～江古田・林


檎 #18-40【HD】【字】 


10


「鍵師」シリーズ


「ターゲットは史上最強の
中国金庫!秘密の壷をめぐる


磐梯山の決闘」


＜出演＞
渡辺謙／かとうかずこ／小
林聡美／西村雅彦／岸田今


日子 ほか #2-1 


00


監察医朝顔(第二期)＜全２０話＞
新章スタート!朝顔、娘と2人暮らし…30年前


の事件が(第8話)
＜出演＞


上野樹里／時任三郎／風間俊介／志田未来／
中尾明慶／森本慎太郎（SixTONES） ほか


 #8-1【HD】 


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「焼肉ホドリ用賀店」
#88-36【HD】【字】


00


スパイストラベラー 第13話「Anything Goes」
名店紹介：SPICE FORCE
ゲスト：北村匠海


講師：稲田俊輔(エリックサウス総料理長) #13-14【HD】
【字】 


50


リーガル・ハイ（全１１話）


期限は7日!金か命か!?悪徳政治家を守れ


＜出演＞
堺雅人／新垣結衣 田口淳之介／生瀬勝久／
小池栄子／里見浩太朗 ほか #5-2【HD】 


10
純喫茶に恋をして 


～藤沢・ジュリアン #19-37【HD】【字】 


00


『ワンピース』
女ヶ島編


▽15:10 #5-5【HD】 第412話「非情の
裁き!石にされたマーガレット!!」 
▽15:37 #6-5【HD】 第413話「ルフィ
大苦戦!ヘビ姉妹の覇気の力!!」 


▽16:04 #7-5【HD】 第414話「能力全
開バトル!!ゴムゴムVSヘビヘビ」 
▽16:31 #8-5【HD】 第415話「ハン
コックの告白 姉妹の忌わしき過去」 


25


『ワンピース』 
第976話「再び現在! 二十年の時をこ


えて」 #831-6【HD】【字】 
35PR 2022年6月 #32-26【HD】 


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2022
交流戦
埼玉西武
vs
巨人


～ベルーナドーム
生 #28-1【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～ #150-6【HD】 


00PR 2022年6月 #32-28【HD】 


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)


第8話「亀裂の始まり」 #8-1【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


30


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話） #36-1【HD】 


＜出演＞
イ・ジャンウ／チン・ギジュ／


チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


40


韓国ドラマ
『シークレット・ブティック』
日本語字幕版(全16話)


第11話「深い泥沼」 #11-4【HD】 
＜出演＞


キム･ソナ／チャン･ミヒ／
キム･テフン／パク･ヒボン／


キム･ジェヨン／コ・ミンシ ほか


30


『ガリレオφ』


＜出演＞
福山雅治／北村一輝／長澤
まさみ／三浦春馬／佐野和
真／品川祐／香里奈／渡辺
いっけい／真矢みき／蟹江


敬三
ほか #1-4【HD】【字】 


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)


第8話「亀裂の始まり」 #8-2【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


30


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話） #36-2【HD】 


＜出演＞
イ・ジャンウ／チン・ギジュ／


チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


20


韓国ドラマ
『優雅な一族』


日本語字幕版(全16話)
第16話「運命の日」
#16-4【HD】 
＜出演＞


イム・スヒャン、
イ・ジャンウ、
ぺ・ジョンオク、
キム・ジヌ ほか


10


「鍵師」シリーズ 


「サギ師VS金貸しVS天才鍵
師!!ダマされた母を救え、
ゴールドフィンガー!!」 


＜出演＞
渡辺謙／岸田今日子／小林
聡美／ガダルカナル・タカ
／菅井きん ほか #3-1 


50


監察医朝顔(第二期)
＜全２０話＞ 


女子大生連続刺殺事件にSNSの暴
走!(第9話) 


＜出演＞
上野樹里／時任三郎／風間俊介
／志田未来／中尾明慶／森本慎
太郎（SixTONES） ほか


 #9-1【HD】 
00PR 2022年6月 #32-30【HD】 


50


リーガル・ハイ（全１１話）
DV?二股?流血の結婚裁判刺客は元妻 


＜出演＞
堺雅人／新垣結衣 ／田口淳之介／生
瀬勝久／小池栄子／里見浩太朗 ほか 


#6-2【HD】 


10
純喫茶に恋をして 


～蕨・クラウン #20-38【HD】【字】 


00


『ワンピース』
女ヶ島編


▽15:10 #9-5【HD】 第416話「エース
を救え!新たな目的地は大監獄」 


▽15:37 #10-5【HD】 第417話「恋は
ハリケーン!メロメロハンコック」 
▽16:04 #11-5【HD】 第418話「仲間
達の行方 天候の科学とからくり島」 
▽16:31 #12-5【HD】 第419話「仲間
達の行方 巨鳥の島と桃色の楽園!」 


25


『ワンピース』 
第977話「海は海賊! 討入り!いざ鬼ヶ


島」 #832-5【HD】【字】 
35PR 2022年6月 #32-32【HD】 


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2022
交流戦
埼玉西武
vs
巨人


～ベルーナドーム
生 #29-1【HD】


50


郷ひろみ特集
夜のヒットスタジオ


#16(1979年12月24日放送回)西城秀樹
／ジュディ・オング／郷ひろみ／大橋
純子／新沼謙治／高田みづえ／布施明
／八代亜紀／横山みゆき #16-2 


00PR 2022年6月 #32-35【HD】 


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)


第9話「パンドラの箱」 #9-1【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#37-1【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


30


韓国ドラマ
『シークレット・ブティック』
日本語字幕版(全16話)


第12話「堀の中の叫び」 #12-4【HD】 
＜出演＞


キム･ソナ／チャン･ミヒ／
キム･テフン／パク･ヒボン／


キム･ジェヨン／コ・ミンシ ほか


40PR 2022年6月 #32-36【HD】 


50


『ガリレオⅡ』（全１１話）
第1話 幻惑す(まどわす)帰って
きた変人! #1-4【HD】【字】 


＜出演＞
福山雅治／吉高由里子／澤部佑
／柴咲コウ／北村一輝／渡辺


いっけい ほか


10『男おばさん！！』
20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #4-84【HD】 
30PR 2022年6月 #32-37【HD】 


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)


第9話「パンドラの箱」 #9-2【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#37-2【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


20


韓国ドラマ
『逆転のマーメイド』
日本語字幕版(全120話)


▽08:20 #1-1【HD】 
第1話 新居への引っ越し 
▽09:00 #2-1【HD】 
第2話 夫のウソ 


▽09:40 #3-1【HD】 
第3話 姑が2人


＜出演＞
シム・イヨン／ハニョン／オ・デギュ
／カン・ソジュン／イ・シガン ほか


10


「鍵師」シリーズ 


「盗まれた高額宝石を追
え!!」 


＜出演＞
渡辺謙／小林聡美／岸田今
日子／伊藤俊人／高橋かお
り／千石規子／小野武彦／
西岡徳馬 ほか #4-1 


00


監察医朝顔(第二期)
＜全２０話＞


新春SP 
＜出演＞


上野樹里／時任三郎／風間
俊介／志田未来／中尾明慶
／森本慎太郎（SixTONES） 


ほか
 #10-1【HD】 


50


リーガル・ハイ（全１１話）
骨肉の相続争い!醤油一族に潜む秘密


と嘘 ＜出演＞
堺雅人／新垣結衣 ／田口淳之介／生
瀬勝久／小池栄子／里見浩太朗 ほか 


#7-2【HD】 


10
純喫茶に恋をして
#21-10【HD】【字】


04


『ワンピース』
女ヶ島編


▽15:10 #13-5【HD】第420
話


▽15:37 #14-5【HD】第421


00


『ワンピース』
インペルダウン編


▽16:04 #1-4【HD】第422話
▽16:31 #2-4【HD】第423話


25


『ワンピース』 
第978話「最悪の世代進撃! 嵐の海の
戦い」 #833-4【HD】【字】 


35PR 2022年6月 #32-38【HD】 


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2022
交流戦
埼玉西武
vs
巨人


～ベルーナドーム
生 #30-1【HD】


50


『ザ・ノンフィクション』
シフォンケーキを売るふたり
～リヤカーを引く夫と妻の10年


～
<語り>池脇 千鶴 #156-5【HD】 
00PR 2022年6月 #32-39【HD】 


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
第10話「芝居が終わったあと」


#10-1【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


30


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話） #38-1【HD】 


＜出演＞
イ・ジャンウ／チン・ギジュ／


チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


40


韓国ドラマ
『シークレット・ブティック』
日本語字幕版(全16話)


第13話「悲しい復讐心」 #13-4【HD】 
＜出演＞


キム･ソナ／チャン･ミヒ／
キム･テフン／パク･ヒボン／


キム･ジェヨン／コ・ミンシ ほか


20


『ガリレオⅡ』（全１１話）


▽27:40 #2-4【HD】【字】 
第2話 指標す(しめす)死を呼ぶ水晶振


り子!変人VS美少女 
▽28:30 #3-4【HD】【字】 


第3話 心聴る(きこえる)復讐する亡霊
社内連続怪死事件!  


＜出演＞
福山雅治／吉高由里子／澤部佑／柴咲
コウ／北村一輝／渡辺いっけい ほか


30PR 2022年6月 #32-40【HD】 


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
第10話「芝居が終わったあと」


#10-2【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


30


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話） #38-2【HD】 


＜出演＞
イ・ジャンウ／チン・ギジュ／


チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


30


韓国ドラマ
『逆転のマーメイド』
日本語字幕版(全120話)


▽08:30 #4-1【HD】 
第4話 寒空の下で 
▽09:10 #5-1【HD】 
第5話 息子の帰国 
▽09:50 #6-1【HD】 
第6話 冷や汗 


＜出演＞
シム・イヨン／ハニョン／オ・デギュ
／カン・ソジュン／イ・シガン ほか


10


「鍵師」シリーズ 


「完全無欠、鍵のプロ!悩め
る者の救世主」 


＜出演＞
渡辺謙／小林聡美／岸田今
日子／渡辺徹／鶴田忍／中
村久美 ほか #5-1 


50


監察医朝顔(第二期)＜全２０話＞


▽12:10 #11-1【HD】
解剖で怪我…感染症と懸命に闘う法医


の苦しみ(第10話) 
▽13:00 #12-1【HD】


トンネル崩落事故!朝顔と桑原に衝撃
のラスト(第11話)
＜出演＞


上野樹里／時任三郎／風間俊介／志田
未来／中尾明慶／森本慎太郎


（SixTONES） ほか
00PR 2022年6月 #32-41【HD】 


50


リーガル・ハイ（全１１話） 親権を
奪え!天才子役と母の縁切り裁判 


＜出演＞
堺雅人／新垣結衣／田口淳之介／生瀬
勝久／小池栄子／里見浩太朗 ほか 


#8-2【HD】 


10


純喫茶に恋をして


～名古屋 大高町・珈琲ポプリ #22-6【HD】【字】 


00


『ワンピース』
インペルダウン編


▽15:10 #3-4【HD】
第424話「破れ!紅蓮地獄 バギーのド


派手大作戦」
から


▽16:31 #6-4【HD】
第427話「映画連動特別編 狙われた小


さな東の海」
まで


25


『ワンピース』 
第979話「強運!? リーダー錦えもんの


一計」 #834-3【HD】【字】 
35PR 2022年6月 #32-43【HD】 


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2022
交流戦
埼玉西武
vs
広島


～ベルーナドーム
生 #31-1【HD】


30


スパイストラベラー
第14話「伝えたいことがあるんだ」


名店紹介：インディアンレストラン アールティ和泉町店
ゲスト：北村匠海
#14-13【HD】【字】


00


トニセンロード
～とりあえず行ってみよ～


#5-1【HD】


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)


第11話「完全な他人」 #11-1【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#39-1【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


30


韓国ドラマ
『シークレット・ブティック』


日本語字幕版(全16話)


第14話「負けられない戦い」
#14-4【HD】 
＜出演＞


キム･ソナ／チャン･ミヒ／
キム･テフン／パク･ヒボン／


キム･ジェヨン／コ・ミンシ ほか


40PR 2022年6月 #32-46【HD】 


20


『ガリレオⅡ』（全１１話）


▽27:40 #4-4【HD】【字】 
第4話 曲球る(まがる)姿なき侵入者と


魔球の謎!遠隔放火 
▽28:30 #5-4【HD】【字】 


第5話 念波る(おくる)距離200キロの
目撃者!双子の神秘  


＜出演＞
福山雅治／吉高由里子／澤部佑／柴咲
コウ／北村一輝／渡辺いっけい ほか


30PR 2022年6月 #32-47【HD】 


00
『おトクな時間』


30


スパイストラベラー名店FILE
▽06:00 #5-13【HD】第5話
▽06:15 #6-13【HD】第6話


00


トニセンロード
～とりあえず行ってみよ～


#5-2【HD】


20


韓国ドラマ
『マッド・ドッグ


～失われた愛を求めて～』
日本語字幕版(全16話)


▽07:00 #11-4【HD】
第11話「助けて」
▽08:10 #12-4【HD】
第12話「毒」


＜出演＞
ユ･ジテ／ウ･ドファン／


リュ･ファヨン／チョ･ジェユン／
キム･ヘソン ほか


30ミニ豆ちゃん #2-2【HD】 


30


『ワンピース』 
▽09:30 #845-2【HD】


第990話「雷鳴八卦! 登場カイドウの
息子」


▽10:00 #846-1【HD】
第991話「敵か?味方か? ルフィとヤマ


ト」


50『男おばさん！！』
00PR 2022年6月 #32-48【HD】 


30


スパイストラベラー


第15話「始まりの呼吸」
名店紹介：新宿中村屋Manna


ゲスト：大木伸夫(ACIDMAN) #15-13【HD】【字】 


00
『おトクな時間』


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ヤウメイ」


#89-29【HD】【字】


20


『ザ・ノンフィクション』
渋谷黄昏ぱらだいす
<語り>宮﨑あおい
#172-3【HD】


35
スパイストラベラー名店FILE


第7話「新宿中村屋Manna」 #7-14【HD】 


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2022
交流戦
埼玉西武
vs
広島


～ベルーナドーム
生 #32-1【HD】


20
純喫茶に恋をして 


～名古屋 錦・珈琲にしき #23-2【HD】 


50


2022 JリーグYBCル
ヴァンカップ


30


ENHYPEN TV


ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾎﾞｰｲｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ"ENHYPEN"のﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ初の
冠番組にCS版でしか観られない未公開映像を


追加した完全版! #1-2【HD】 


00


KiramuneカンパニーL
大河模型の大河元気社長ｹﾞｽﾄ回の未公開映像＆反省会ﾄｰ


ｸ！大河社長のちょっとｸｾつよﾄｰｸ全開！
MC：Uncle Bomb（浪川大輔・吉野裕行）


ｹﾞｽﾄ:大河元気 #73-2【HD】 


00


韓国ドラマ
『黄金の庭


～奪われた運命～』
日本語字幕版(全30話)


▽24:00 #6-3【HD】
▽25:00 #7-3【HD】
▽26:00 #8-3【HD】
▽27:00 #9-3【HD】
▽28:00 #10-3【HD】


＜出演＞
ハン・ジヘ／オ・ジウ
ン／イ・サンウ／イ・
テソン／チョン・ヨン


ジェ ほか


30


スパイストラベラー名店FILE
▽29:00 #8-11【HD】第8話
▽29:15 #9-10【HD】第9話


00
『おトクな時間』


50


『ザ・ノンフィク
ション』


#187-1【HD】
00PR 2022年6月 #32-50【HD】 


10


韓国ドラマ
『ラブシーン・ナンバー#』(全8話)


日本語字幕
第6話 「隠された事実」


#6-3【HD】
＜出演＞


キム・ボラ／シム・ウヌ／
リュ・ファヨン／パク・チニ ほか


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #5-81【HD】 


40


韓国ドラマ
『マッド・ドッグ


～失われた愛を求めて～』
日本語字幕版(全16話)


▽08:20 #13-3【HD】
第13話「ショータイム」
▽09:30 #14-3【HD】


第14話「犬とオオカミの間」


＜出演＞
ユ･ジテ／ウ･ドファン／


リュ･ファヨン／チョ･ジェユン／
キム･ヘソン ほか


10
『おトクな時間』


00


『ザ・ノンフィクション』
渋谷黄昏ぱらだいす2
～円山芸者の心意気～
<語り>谷原章介
#173-3【HD】


20
純喫茶に恋をして 


～神保町・さぼうる #1-68【HD】【字】 


35
スパイストラベラー名店FILE


第10話「カレーノトリコ」 #10-8【HD】 


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2022
交流戦
埼玉西武
vs
広島


～ベルーナドーム
生 #33-1【HD】


50


『ザ・ノンフィクション』
渋谷黄昏ぱらだいすその後
<語り>宮崎あおい
#174-3【HD】


00PR 2022年6月 #32-52【HD】 


00


松本清張
没後20年特別企画シリーズ


市長死す


＜出演＞
反町隆史／木村多江 ／石黒
賢／白石美帆 ／升毅／きた
ろう／京本政樹／イッセー
尾形／倍賞美津子 ほか


#2-2【HD】


00


オダイバ!!超次元音楽祭
－ヨコハマからハッピーバレン


タインフェス2022－
ディレクターズカット版


▽21:00 #1-4【HD】
<DAY1>


MC:バナナマン
angela/上坂すみれ/鬼頭明
里/ClariS/CHiKO with 
HoneyWorks/水樹奈々


▽22:30 #2-4【HD】
<DAY2>


MC:バナナマン
内田雄馬/ウマ娘/GRANRODEO/花
澤香菜/ミュージカル『刀剣乱
舞』刀剣男士/Liella!


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)


▽24:00 #104-2【HD】
▽24:30 #105-2【HD】
▽25:00 #106-2【HD】
▽25:30 #107-2【HD】
▽26:00 #108-2【HD】
▽26:30 #109-2【HD】
▽27:00 #110-2【HD】
▽27:30 #111-2【HD】
▽28:00 #112-2【HD】
▽28:30 #113-2【HD】
▽29:00 #114-2【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
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)


第11話「完全な他人」 #11-2【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#39-2【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


20


韓国ドラマ
『逆転のマーメイド』
日本語字幕版(全120話)


▽08:20 #7-1【HD】 
第7話 思わぬ事故 
▽09:00 #8-1【HD】 
第8話 昨晩の記憶 
▽09:40 #9-1【HD】 
第9話 妻の信頼 


＜出演＞
シム・イヨン／ハニョン／オ・デギュ
／カン・ソジュン／イ・シガン ほか


10


医療捜査官財前一二三
シリーズ


医療捜査官 財前一二三


＜出演＞
高島礼子／床嶋佳子／升毅
／北村総一朗／西村雅彦／
薄井伸一／坂本直季 ほか


#1-2【HD】


50


監察医朝顔(第二期)＜全２０話＞


12:10 #13-1【HD】
つぐみはどこに!?娘の家出に涙…あの人が


帰ってくる!?(第12話) ＜出演＞
上野樹里／時任三郎／風間俊介／志田未来／
中尾明慶／森本慎太郎（SixTONES） ほか


 13:00 #14-1【HD】
茶子先生が帰ってきた!そしてあの男も…?(第


13話) ＜出演＞
上野樹里／時任三郎／風間俊介／志田未来／
中尾明慶／森本慎太郎（SixTONES） ほか


00PR 2022年6月 #32-54【HD】 


50


リーガル・ハイ（全１１話）


恩讐の村人よ…美しき故郷を取り戻せ!!


＜出演＞
堺雅人／新垣結衣 田口淳之介／生瀬勝久／
小池栄子／里見浩太朗 ほか #9-2【HD】 


10
純喫茶に恋をして ～阿佐ヶ谷・
gion #2-69【HD】【字】 


00


『ワンピース』
インペルダウン編


▽15:10 #7-4【HD】
第428話「映画連動特別編 ア
ミーゴ海賊団の猛攻」


から
▽16:31 #10-4【HD】


第431話「牢番長サルデスの罠 
LV3・飢餓地獄」


まで


30


『ワンピース』 
第976話「再び現在! 二十年の時
をこえて」 #831-7【HD】【字】 


20


『ワンピース』
パンクハザード編


▽17:30 #9-3【HD】
第587話


「激突! ローVSスモー
カー中将」


から


▽22:55 #22-3【HD】
第600話


「子供達を守れ!迫るM
の魔の手」


まで


30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #6-76【HD】 


00


超特急の撮れ高足りて
ますか? #144-1【HD】 


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
第12話「事件の真相 その1」


#12-1【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#40-1【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


30


韓国ドラマ
『シークレット・ブティック』
日本語字幕版(全16話)


第15話「愛しい人との別れ」
#15-4【HD】 
＜出演＞


キム･ソナ／チャン･ミヒ／
キム･テフン／パク･ヒボン／


キム･ジェヨン／コ・ミンシ ほか


40PR 2022年6月 #32-56【HD】 


30


『ガリレオⅡ』（全１１話）


▽27:40 #6-4【HD】【字】
第6話 密室る(とじる)VS女性科学者!!


空白の20分の殺人術 
▽28:30 #7-4【HD】【字】


第7話 偽装う(よそおう)壁を抜ける!?
天狗伝説殺人事件! 


＜出演＞
福山雅治／吉高由里子／澤部佑／柴咲
コウ／北村一輝／渡辺いっけい ほか


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
第12話「事件の真相 その1」


#12-2【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#40-2【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


20


韓国ドラマ
『逆転のマーメイド』
日本語字幕版(全120話)


▽08:20 #10-1【HD】 
第10話 愛人のイタズラ 
▽09:00 #11-1【HD】 
第11話 夫婦の誓い 
▽09:40 #12-1【HD】 
第12話 初夜  


＜出演＞
シム・イヨン／ハニョン／オ・デギュ
／カン・ソジュン／イ・シガン ほか


10


医療捜査官財前一二三
シリーズ


医療捜査官 財前一二三②


＜出演＞
高島礼子／中原丈雄／伊藤
かずえ／螢雪次朗／池内万
作／井村空美／阿南敦子／
西村雅彦／北村総一朗 ほ


か #2-2【HD】 


50


監察医朝顔(第二期)＜全２０話＞


12:10 #15-1【HD】
孤独編ついに完結!家族が集うクリスマスに涙


(第14話) ＜出演＞
上野樹里／時任三郎／風間俊介／志田未来／
中尾明慶／森本慎太郎（SixTONES） ほか


 13:00 #16-1【HD】
最終章 家族の時間編!万木家のお正月・・・


(第15話) ＜出演＞
上野樹里／時任三郎／風間俊介／志田未来／
中尾明慶／森本慎太郎（SixTONES） ほか


00PR 2022年6月 #32-58【HD】 


50


リーガル・ハイ（全１１話）
破産か5億か さらば誇り高き絆の里


＜出演＞
堺雅人／新垣結衣 ／田口淳之介／生
瀬勝久／小池栄子／里見浩太朗 ほか


#10-2【HD】


10
純喫茶に恋をして


～上野・丘 #3-66【HD】【字】 


00


『ワンピース』
インペルダウン編


▽15:10 #11-4【HD】
第432話「解き放たれた白鳥!再


会!ボン・クレー」
から


▽16:31 #14-4【HD】
第435話「マゼラン強し!ボン・


クレー敵前逃亡」
まで


30


『ワンピース』 
第977話「海は海賊! 討入り!い
ざ鬼ヶ島」 #832-6【HD】【字】 


20


『僕のヤバイ妻』
（全9話）


▽17:30 #1-6【HD】【字】
Episode1「僕の殺したい


妻」


▽19:10 #2-6【HD】【字】
Episode2「仮面の魔女」


▽20:00 #3-6【HD】【字】
Episode3「殺意ある夫婦生


活」


▽20:50 #4-6【HD】【字】
Episode4「完璧な妻」


▽21:40 #5-6【HD】【字】
Episode5「復讐の毒」


▽22:30 #6-6【HD】【字】
Episode6「私の殺したい


夫」


＜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


30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #7-77【HD】 


00


トニセンロード
～とりあえず行ってみよ～


#5-3【HD】


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)


第13話「取り戻せない」 #13-1【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#41-1【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


30


韓国ドラマ
『シークレット・ブティック』
日本語字幕版(全16話)


第16話「帰りたい場所」 #16-4【HD】 
＜出演＞


キム･ソナ／チャン･ミヒ／
キム･テフン／パク･ヒボン／


キム･ジェヨン／コ・ミンシ ほか


40PR 2022年6月 #32-60【HD】 


30


『ガリレオⅡ』（全１１話）


▽27:40 #8-4【HD】【字】 
第8話 演技る(えんじる)VS狂気の女優 
夜空に舞う花火の下で殺人劇場の幕が


開く 
▽28:40 #9-4【HD】【字】 


第9話 攪乱す(みだす)狙われた湯川!!
悪魔の手の恐怖実験  


＜出演＞
福山雅治／吉高由里子／澤部佑／柴咲
コウ／北村一輝／渡辺いっけい ほか


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)


第13話「取り戻せない」 #13-2【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#41-2【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


20


韓国ドラマ
『逆転のマーメイド』
日本語字幕版(全120話)


▽08:20 #13-1【HD】 
第13話 言い訳 


▽09:00 #14-1【HD】 
第14話 話し合い 


▽09:40 #15-1【HD】 
第15話 よい妻 


＜出演＞
シム・イヨン／ハニョン／オ・デギュ
／カン・ソジュン／イ・シガン ほか


10


医療捜査官財前一二三
シリーズ


医療捜査官 財前一二三③


＜出演＞
高島礼子／中村橋之助／神
保悟志／相島一之／菊田大
輔／石倉三郎／大西武志／
大後寿々花／北村総一朗
ほか #3-2【HD】 


50


監察医朝顔(第二期)＜全２０話＞


12:10 #17-1【HD】
史上最凶の殺人!祖父に語る朝顔の嘘(第16話)


＜出演＞
上野樹里／時任三郎／風間俊介／志田未来／
中尾明慶／森本慎太郎（SixTONES） ほか


13:00 #18-1【HD】
みんな、おかえり…母との再会(第17話)


＜出演＞
上野樹里／時任三郎／風間俊介／志田未来／
中尾明慶／森本慎太郎（SixTONES） ほか


00PR 2022年6月 #32-61【HD】 


50


リーガル・ハイ（全１１話）
内部告発者を不当解雇から救え!最強の弁護士


がついに敗北!?真実は常に喜劇だ
＜出演＞


堺雅人／新垣結衣 ／田口淳之介／生瀬勝久
／小池栄子／里見浩太朗 ほか


#11-2【HD】


10
純喫茶に恋をして ～五反田・トゥジュール 


デビュテ #4-62【HD】【字】 


00


『ワンピース』
インペルダウン編


▽15:10 #15-4【HD】
第436話「雌雄決す!捨て身のル


フィ最後の一撃」
から


▽16:31 #18-4【HD】
第439話「ルフィ治療開始 イワ


さん奇跡の能力!」
まで


30


『ワンピース』 
第978話「最悪の世代進撃! 嵐の
海の戦い」 #833-5【HD】【字】 


00


『僕のヤバイ妻』
（全9話）


▽17:30 #7-6【HD】【字】
Episode7「殺しの晩餐会」


▽18:20 #8-6【HD】【字】
Episode8「魔女の誤算」


▽19:10 #9-6【HD】【字】
Episode9「死が二人を別つま


で」


＜出演＞
伊藤英明／木村佳乃／相武紗季


30


ラブライブ！
虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 
UNIT LIVE & FAN MEETING vol.1 
DiverDiva ～Big Bang～


ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイ
ドル同好会で初のユニットイベントと
なるDiverDivaのライブ&ファンミー
ティングを独占初放送！新メンバーに


よる終演後突撃企画も！
#1-4【HD】


00


ﾗﾌﾞﾗｲﾌﾞ!
虹ヶ咲学園ｽｸｰﾙｱｲﾄﾞﾙ同好会 
UNIT LIVE & FAN MEETING vol.2 


QU4RTZ ～Sweet Cafe～ 
ﾗﾌﾞﾗｲﾌﾞ!虹ヶ咲学園ｽｸｰﾙｱｲﾄﾞﾙ同


好会のﾕﾆｯﾄｲﾍﾞﾝﾄ第2
弾、"QU4RTZ"のﾗｲﾌﾞ&ﾌｧﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
を独占初放送!新ﾕﾆｯﾄﾒﾝﾊﾞｰによ
る突撃企画も! #1-4【HD】 


50


郷ひろみ特集 夜の
ヒットスタジオ


#17-1
00PR 2022年6月 #32-63【HD】 


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)


第14話「ひざまずく男」 #14-1【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


25


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話） #42-1【HD】 


＜出演＞
イ・ジャンウ／チン・ギジュ／


チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


30


韓国ドラマ
『ソロモンの偽証』日本語字幕版(全12話)


第1話「クラスメイトの死」
#1-4【HD】 
＜出演＞


キム・ヒョンス／チャン・ドンユン／
チョ・ジェヒョン／ソ・ジフン／
シン・セフィ／ペク・チョルミン／
シン・ウンジョン／アン・ネサン ほか


40PR 2022年6月 #32-64【HD】 


30


『ガリレオⅡ』（全１１話）


第10話 最終章・聖女の救済-前編-愛という名
の完全犯罪!! #10-4【HD】【字】 


＜出演＞
福山雅治／吉高由里子／澤部佑／柴咲コウ／


北村一輝／渡辺いっけい ほか


20


『ザ・ノンフィクション』
渋谷黄昏ぱらだいす
～2013愛と想い出の街～
<語り>安藤サクラ
#175-2【HD】


30PR 2022年6月 #32-65【HD】 


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)


第14話「ひざまずく男」 #14-2【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


25


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話） #42-2【HD】 


＜出演＞
イ・ジャンウ／チン・ギジュ／


チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


30


韓国ドラマ『逆転のマーメ
イド』日本語字幕版(全120
話)  08:25 #16-1【HD】 第
16話 寝言で呼んだ名前 
09:05 #17-1【HD】 第17話 
結婚記念日 09:45 #18-1
【HD】 第18話 テレビ出演  


＜出演＞
シム・イヨン／ハニョン／
オ・デギュ／カン・ソジュ
ン／イ・シガン ほか


20


医療捜査官財前一二三
シリーズ


医療捜査官 財前一二三④


＜出演＞
高島礼子／高橋和也／山田
純大／岡まゆみ／木内晶子
／土屋櫻子／石倉三郎／北
村総一朗／中村橋之助 ほ


か #4-2【HD】 


10


監察医朝顔(第二期)＜全２０話＞
残された時間は少ない…父、忘れる(第18話)


＜出演＞
上野樹里／時任三郎／風間俊介／志田未来／
中尾明慶／森本慎太郎（SixTONES） ほか


#19-1【HD】


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #8-75【HD】 


10


土曜プレミアム特別企画
『リーガル・ハイ』


（全１話）


＜出演＞
堺雅人／新垣結衣／生瀬勝
久／小池栄子／田口淳之介
／矢野聖人／里見浩太朗／
榮倉奈々／広末涼子／北大
路欣也 ほか #1-2【HD】 


00


『ワンピース
インペルダウン編


▽15:10 #19-4【HD】
第440話「奇跡を信じて!ボン・


クレー魂の声援」
から


▽16:31 #22-4【HD】
第443話「最強チーム結成 震撼!


インペルダウン」
まで


30


『ワンピース』  
第979話「強運!? リーダー錦えもんの


一計」 #834-4【HD】【字】 


30


GRANRODEO 15th 
ANNIVERSARY LIVE 
2022 G15 ROCK☆SHOW 
“Being Late Rush 
Rush Rush”


恒例のGナンバーライ
ブとしては3年以上ぶ
りの記念すべきライブ
となるが、そんな特別
な一夜をフジテレビ
TWOで放送！
#1-5【HD】


00


2021 AB6IX FANMEETING 
<ABBI SCHOOL> 
フジテレビ特別版 


人気K-POPグループAB6IXの
最新ファンミーティングを
フジテレビTWOオリジナル
バージョンとして初放送！ 


#1-5【HD】 


00


INIミッドナイト
INI初の地上波冠番組にCSで
しか観られない未公開映像
を追加したMINIに向けた完


全版 #1-3【HD】 


50


めざましライブ 
JO1


 #6-6【HD】 仮
00PR 2022年6月 #32-67【HD】 


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
第15話「劇的などんでん返し」


#15-1【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#43-1【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


30


韓国ドラマ
『ソロモンの偽証』日本語字幕版(全12話)


第2話「告発状の波紋」
#2-4【HD】


＜出演＞
キム・ヒョンス／チャン・ドンユン／
チョ・ジェヒョン／ソ・ジフン／
シン・セフィ／ペク・チョルミン／
シン・ウンジョン／アン・ネサン ほか


40PR 2022年6月 #32-68【HD】 


50


『ガリレオⅡ』（全１１話）


第11話 遂に最終回!!聖女の救済-後編
-実に、実に、面白い!!さよなら!湯川


先生 #11-4【HD】【字】 
＜出演＞


福山雅治／吉高由里子／澤部佑／柴咲
コウ／北村一輝／渡辺いっけい ほか


10『男おばさん！！』
20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #9-43【HD】 
30PR 2022年6月 #32-69【HD】 


00
『おトクな時間』
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（1／2）


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







10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
第15話「劇的などんでん返し」


#15-2【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#43-2【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


20


韓国ドラマ
『逆転のマーメイド』
日本語字幕版(全120話)


▽08:20 #19-1【HD】 
第19話 大雨の降る夜 
▽09:00 #20-1【HD】 
第20話 妊娠の知らせ 
▽09:40 #21-1【HD】 
第21話 妻として嫁として  


＜出演＞
シム・イヨン／ハニョン／オ・デギュ
／カン・ソジュン／イ・シガン ほか


10


医療捜査官財前一二三
シリーズ


医療捜査官 財前一二三⑤


＜出演＞
高島礼子／戸田恵子／矢島
健一／比企理恵／津田寛治


／猫背椿 ほか
#5-2【HD】


20


監察医朝顔(第二期)＜全２０話
＞ 最後の事件に立ち向かう…!


(第19話) ＜出演＞
上野樹里／時任三郎／風間俊介
／志田未来／中尾明慶／森本慎
太郎（SixTONES） ほか


 #20-1【HD】 


50


スパイストラベラー
第16話「スプーンおじさん」
名店紹介：カシュク


ゲスト：大木伸夫(ACIDMAN)
#16-13【HD】【字】


10


『リーガルハイ』
（全１０話） 完全復活・古美門研介!
すべては依頼人のために無敗の弁護士


が非道の悪人に立ち向かう! 
＜出演＞


堺雅人／新垣結衣／岡田将生／黒木華
／小雪／田口淳之介／古舘寛治／生瀬
勝久／小池栄子／矢野聖人／松平健／
里見浩太朗 ほか #1-2【HD】 


00


『ワンピース』
インペルダウン編


▽15:10 #23-4【HD】
第444話「さらなる混乱!黒ひ


げ・ティーチ襲来」
から


▽16:31 #26-4【HD】
第447話「怒りのJETピストル ル


フィVS黒ひげ」
まで


25


『ワンピース』 
第980話「涙の約束! さらわれたモモ
の助」 #835-3【HD】【字】 


35PR 2022年6月 #32-72【HD】 


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2022
埼玉西武
vs


オリックス


～ベルーナドーム
生 #34-1【HD】


00


ラブライブ！シリーズ特別番組～Aqoursオダ
イバ！！超次元音楽祭ライブ完全版&ニジガク
ユニットライブ＆ファンミーティング潜入ス


ペシャル～
Aqoursの神ｾｯﾄﾘｽﾄのﾗｲﾌﾞ映像完全版と


DiverDiva の UNIT LIVE&FANMEETINGに潜入す
る新撮映像を加えたﾗﾌﾞﾗｲﾌﾞ!特別番組


#1-4【HD】


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
第16話「最も輝いていた時代」


#16-1【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#44-1【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


20


韓国ドラマ
『ソロモンの偽証』日本語字幕版(全12話)


第3話「番人の助言」 #3-4【HD】 
＜出演＞


キム・ヒョンス／チャン・ドンユン／
チョ・ジェヒョン／ソ・ジフン／
シン・セフィ／ペク・チョルミン／


シン・ウンジョン／アン・ネサン ほか


40『男おばさん！！』


00


『ラジエーションハウス
～放射線科の診断レポート～』（全１２話）


第1話 視えない病を見つけ出せ!命をかけた新
たな医療ドラマが今始まる!


#1-5【HD】【字】


＜出演＞
窪田正孝／本田翼／広瀬アリス／浜野謙太／
丸山智己／矢野聖人／山口紗弥加／遠藤憲一
／鈴木伸之／浅野和之／和久井映見 ほか


30


スパイストラベラー


第17話「未知との遭遇」
名店紹介：Curry Spice Gelateria KALPASI


ゲスト：黒沢薫(ゴスペラーズ) #17-13【HD】【字】 


00
『おトクな時間』


30


スパイストラベラー名店FILE
▽06:00 #1-10【HD】
▽06:15 #2-12【HD】


00


トニセンロード
～とりあえず行ってみよ～


#5-4【HD】


20


韓国ドラマ
『マッド・ドッグ


～失われた愛を求めて～』
日本語字幕版(全16話)


▽07:00 #13-4【HD】
第13話「ショータイム」
▽08:10 #14-4【HD】


第14話「犬とオオカミの間」


＜出演＞
ユ･ジテ／ウ･ドファン／


リュ･ファヨン／チョ･ジェユン／
キム･ヘソン ほか


30ミニ豆ちゃん #3-3【HD】 


30


『ワンピース』 
▽09:30 #846-2【HD】


第991話「敵か?味方か? ルフィとヤマ
ト」


▽10:00 #847-1【HD】
第992話「おでんになりたい ヤマトの


思い」


50『男おばさん！！』
00PR 2022年6月 #32-74【HD】 


30
『おトクな時間』


10


『屋台弁護士』
Ⅱ～ 検察側の証人～


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


ほか
#2-5【HD】【字】


20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #10-48【HD】 


35
スパイストラベラー名店FILE


第3話「カラチの空」 #3-15【HD】 


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2022
埼玉西武
vs


オリックス


～ベルーナドーム
生 #35-1【HD】


40


『屋台弁護士』


＜出演＞
中村雅俊／伊東四朗／大島
さと子／すほうれいこ／草
村礼子／俵木藤汰／飯田基
祐／岩橋道子／春田純一／


涼風真世 ほか
#1-5【HD】【字】


00


ラーメンWalker TV2
新世代の旗手が挑む「手打ち麺 & 辛いらぁめん」!


大岡山「なるめん」
出演：田中貴（サニーデイ・サービス）、日比野芽奈 #303-28【HD】【字】 


00


キミは=LOVEを愛せるか!!!


▽21:00 #14-2【HD】
「ｲｺﾗﾌﾞ」こと「＝LOVE」冠「王
道ｱｲﾄﾞﾙ」ﾊﾞﾗｴﾃｨ番組ﾚｷﾞｭﾗｰ化2


年目突入!
無敵カワイイ!体育大学実技試験


を実施!
ｽﾀｼﾞｵﾗｲﾌﾞはあの新曲をﾌﾙｺｰﾗｽで


披露!


▽22:00 #15-1【HD】


40


めざましライブ 
=LOVE


 #5-6【HD】 仮
50純喫茶に恋をして(10分だけver.) #11-46【HD】 
00PR 2022年6月 #32-77【HD】 


00


韓国ドラマ
『黄金の庭


～奪われた運命～』
日本語字幕版(全30話)


▽24:00 #11-3【HD】
▽25:00 #12-3【HD】
▽26:00 #13-3【HD】
▽27:00 #14-3【HD】
▽28:00 #15-3【HD】


＜出演＞
ハン・ジヘ／オ・ジウ
ン／イ・サンウ／イ・
テソン／チョン・ヨン


ジェ ほか


30


スパイストラベラー
第18話「路地裏のランタン」


名店紹介：SOI 7
ゲスト：黒沢薫(ゴスペラーズ)


#18-11【HD】【字】


00
『おトクな時間』


50


『ザ・ノンフィク
ション』


#188-1【HD】
00PR 2022年6月 #32-78【HD】 


50


韓国ドラマ
『ラブシーン・ナンバー#』(全8話)


日本語字幕
第7話 「私の日常」 #7-3【HD】 


＜出演＞
キム・ボラ／シム・ウヌ／


リュ・ファヨン／パク・チニ ほか


20


スパイストラベラー
第19話「プロミスザスター」


名店紹介：Curry & Cafe Afterglow
ゲスト：松隈ケンタ


リポーター：田中真琴 #19-13【HD】【字】 


20


韓国ドラマ
『マッド・ドッグ


～失われた愛を求めて～』
日本語字幕版(全16話)


▽08:20 #15-3【HD】 
第15話「主語がない」 
▽09:20 #16-3【HD】 


第16話「キム博士 イン」  


＜出演＞
ユ･ジテ／ウ･ドファン／


リュ･ファヨン／チョ･ジェユン／
キム･ヘソン ほか


50
『おトクな時間』


00PR 2022年6月 #32-79【HD】 


50


『世にも奇妙な物語』
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


#4-4【字】


20


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「銀座梅林」
#93-30【HD】


35
スパイストラベラー名店FILE


第4話「ケニックカレー」 #4-14【HD】 


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2022
埼玉西武
vs


オリックス


～ベルーナドーム
生 #36-1【HD】


50


『ザ・ノンフィクション』 
生きて


～天野貴元30歳～ #179-2
【HD】 


00PR 2022年6月 #32-80【HD】 


00


STREET PIANO
in 日本武道館


～ハラミちゃん947日
目のキセキ～ 


生中継の映像とは違っ
たカメラカットでお届
けするスペシャルバー
ジョン! #1-2【HD】 


30


調整中


50
純喫茶に恋をして ～向島・カド 


#5-60【HD】【字】 
00PR 2022年6月 #32-81【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)


▽24:00 #115-2【HD】
▽24:30 #116-2【HD】
▽25:00 #117-2【HD】
▽25:30 #118-2【HD】
▽26:00 #119-2【HD】
▽26:30 #120-2【HD】
▽27:00 #121-2【HD】
▽27:30 #122-2【HD】
▽28:00 #123-2【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


30


韓国ドラマ
『素晴らしい遺産』
日本語字幕版(全122話)


28:30 #1-2【HD】
29:00 #2-2【HD】


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
第16話「最も輝いていた時代」


#16-2【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#44-2【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


20


韓国ドラマ
『逆転のマーメイド』
日本語字幕版(全120話)


▽08:20 #22-1【HD】 
第22話 妹の帰国祝い 
▽09:00 #23-1【HD】 
第23話 セクシーな下着 
▽09:40 #24-1【HD】 
第24話 捨てないで  


＜出演＞
シム・イヨン／ハニョン／オ・デギュ
／カン・ソジュン／イ・シガン ほか


10


医療捜査官財前一二三
シリーズ


医療捜査官 財前一二三⑥


＜出演＞
高島礼子／長谷川初範／斉
木しげる／香寿たつき／山


口美也子 ほか
#6-2【HD】


10


ディア・シスター
「世界一愛される妹と世界一不器用な姉…幸


せを掴むのは!?」 
＜出演＞


石原さとみ／松下奈緒／岩田剛典（EXILE ／
三代目J Soul Brothers)／平山浩行／森カン
ナ／田辺誠一／堀内敬子／片平なぎさ ほか


 #1-1【HD】 


40


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「ホルモン人生タロちゃん」


#91-31【HD】【字】
50純喫茶に恋をして(10分だけver.) #12-44【HD】 
00PR 2022年6月 #32-82【HD】 


50


『リーガルハイ』（全１０話）


逆ギレ天才起業家～“つぶやいたら"名誉毀損?


＜出演＞
堺雅人／新垣結衣 岡田将生／黒木華／小雪／田口淳之
介 ／古舘寛治／生瀬勝久／小池栄子／矢野聖人／松平


健／里見浩太朗 ほか
#2-2【HD】


10
純喫茶に恋をして ～秋葉原・フルー
フ・デゥ・セゾン #6-59【HD】【字】 


00


『ワンピース』
インペルダウン編


▽15:10 #27-4【HD】
第448話「マゼランを止めろ!イ


ワさん奥義炸裂」
から


▽16:31 #30-4【HD】
第451話「起こせ最後の奇跡 正


義の門を突破せよ」
まで


30


『ワンピース』 
第977話「海は海賊! 討入り!い
ざ鬼ヶ島」 #832-7【HD】【字】 


50


『ワンピース』
パンクハザード編


▽17:30 #23-3【HD】
第601話


「新世界激震 シー
ザー悪夢の実験」


から


▽23:20 #37-3【HD】
第615話


「茶ひげ悲痛!ルフィ
怒りの一撃」


まで


00PR 2022年6月 #32-83【HD】 


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
最終話「事件の真相 その2」


#17-1【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#45-1【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


30


韓国ドラマ
『ソロモンの偽証』日本語字幕版(全12話)


第4話「裁判クラブ誕生」
#4-4【HD】


＜出演＞
キム・ヒョンス／チャン・ドンユン／
チョ・ジェヒョン／ソ・ジフン／
シン・セフィ／ペク・チョルミン／


シン・ウンジョン／アン・ネサン ほか


40PR 2022年6月 #32-84【HD】 


30


『ラジエーションハウス
～放射線科の診断レポート～』


（全１２話）  
▽27:40 #2-5【HD】【字】 


第2話 天才技師が救う命!彼の秘密が
今夜、明かされる!? 


▽28:40 #3-5【HD】【字】 
第3話 仲間に迫る、乳がんの危機!?  


＜出演＞
窪田正孝／本田翼／広瀬アリス／浜野
謙太／丸山智己／矢野聖人／山口紗弥
加／遠藤憲一／鈴木伸之／浅野和之／


和久井映見 ほか


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『優雅な友達』


日本語字幕版(全17話)
最終話「事件の真相 その2」


#17-2【HD】 
＜出演＞


ユ・ジュンサン／ソン・ユナ／
ペ・スビン／キム・ソンオ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#45-2【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


20


韓国ドラマ
『逆転のマーメイド』
日本語字幕版(全120話)


▽08:20 #25-1【HD】 
第25話 高熱を出した娘 
▽09:00 #26-1【HD】 
第26話 家出 


▽09:40 #27-1【HD】 
第27話 早朝の訪問  


＜出演＞
シム・イヨン／ハニョン／オ・デギュ
／カン・ソジュン／イ・シガン ほか


10


『外科医鳩村周五郎』
シリーズ
⑧


＜出演＞
船越英一郎／内藤剛志／星
野真里／内田朝陽／井坂俊
哉／弓削智久／松澤一之／
小倉一郎／坂口良子 ほか
#1-2【HD】【字】


50


ディア・シスター


▽12:10 #2-1【HD】
「絶対言えないキス」 
▽13:00 #3-1【HD】
「初めての朝帰り!?」 


＜出演＞
石原さとみ／松下奈緒／岩田剛典
（EXILE ／三代目J Soul Brothers)／
平山浩行／森カンナ／田辺誠一／堀内


敬子／片平なぎさ ほか 
00PR 2022年6月 #32-85【HD】 


50


『リーガルハイ』（全１０話）
顔か?心か?どちらを選ぶ?前代未聞の整形裁判


＜出演＞
堺雅人／新垣結衣 岡田将生／黒木華／小雪
／田口淳之介 ／古舘寛治／生瀬勝久／小池
栄子／矢野聖人／松平健／里見浩太朗 ほか


#3-2【HD】


10
純喫茶に恋をして ～本郷・金魚


坂 #7-57【HD】【字】 


00


『ワンピース』
インペルダウン編


▽15:10 #31-4【HD】
第452話「目指せ海軍本部 エー


ス救出への船出!」
から


▽16:31 #34-4【HD】
第455話「仲間達の行方 革命軍


と暴食の森の罠!」
まで


30


『ワンピース』 
第978話「最悪の世代進撃! 嵐の
海の戦い」 #833-6【HD】【字】 


20


ひとつ屋根の下 
（全12話）


▽17:30 #1-4【字】
第1話「苦い再会」


▽18:20 #2-4【字】
第2話「弟を捨てるのか!」


▽19:10 #3-4【字】
第3話「兄チャンと妹の涙」


▽20:00 #4-4【字】
第4話「チィ兄ちゃん帰る」


▽20:50 #5-4【字】
第5話「車椅子の弟へ」


▽21:40 #6-4【字】
第6話「結婚宣言」


▽22:30 #7-4【字】
第7話「裏切られた純情」


＜出演＞
江口洋介／福山雅治／酒井
法子／いしだ壱成／大路恵
美／山本耕史／内田有紀／


山本圭 ほか


30PR 2022年6月 #32-87【HD】 


00


超特急の撮れ高足りて
ますか? #144-2【HD】 


20


韓国ドラマ
『誰も知らない』


日本語字幕版(全16話)
第1話 聖痕殺人事件 #1-1【HD】 


＜出演＞
キム･ソヒョン／


リュ･ドックァン／パク･フン／
アン･ジホ ほか


30


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#46-1【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


40


韓国ドラマ
『ソロモンの偽証』日本語字幕版(全12話)


第5話「開廷」
#5-4【HD】


＜出演＞
キム・ヒョンス／チャン・ドンユン／
チョ・ジェヒョン／ソ・ジフン／
シン・セフィ／ペク・チョルミン／
シン・ウンジョン／アン・ネサン ほか


20


『ラジエーションハウス～放射線科の
診断レポート～』（全１２話）  
▽27:40 #4-5【HD】【字】 


第4話 夢を追いかける患者を救え!! 
▽28:30 #5-5【HD】【字】 


第5話 絶世の美少年が死亡 犯人は
誰!?  
＜出演＞


窪田正孝／本田翼／広瀬アリス／浜野
謙太／丸山智己／矢野聖人／山口紗弥
加／遠藤憲一／鈴木伸之／浅野和之／


和久井映見 ほか
30PR 2022年6月 #32-88【HD】 


00
『おトクな時間』


15


韓国ドラマ
『誰も知らない』
日本語字幕版(全16話)
第1話 聖痕殺人事件
#1-2【HD】 
＜出演＞


キム･ソヒョン／
リュ･ドックァン／パク･フン／


アン･ジホ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話） #46-2【HD】 


＜出演＞
イ・ジャンウ／チン・ギジュ／


チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


20


韓国ドラマ
『逆転のマーメイド』
日本語字幕版(全120話)


▽08:20 #28-1【HD】 
第28話 ケリをつける 
▽09:00 #29-1【HD】 
第29話 父の怒り 
▽09:40 #30-1【HD】 


第30話 イヤリングの行方  


＜出演＞
シム・イヨン／ハニョン／オ・デギュ
／カン・ソジュン／イ・シガン ほか


10


『外科医鳩村周五郎』
シリーズ
⑨


＜出演＞
船越英一郎／内藤剛志／国
生さゆり／山田純大／吉井
怜／相島一之／金山一彦／
深水三章／藤田弓子 ほか


#2-2【HD】【字】


50


ディア・シスター


▽12:10 #4-1【HD】
「お前は俺が守る!」 
 ▽13:00 #5-1【HD】
「暴かれたヒミツ」 


＜出演＞
石原さとみ／松下奈緒／岩田剛典
（EXILE ／三代目J Soul Brothers)／
平山浩行／森カンナ／田辺誠一／堀内


敬子／片平なぎさ ほか
00PR 2022年6月 #32-89【HD】 


50


『リーガルハイ』（全１０話）
お隣り付き合いは蜜の味!?嫉妬渦巻く隣人裁


判!! ＜出演＞
堺雅人／新垣結衣 岡田将生／黒木華／小雪
／田口淳之介 ／古舘寛治／生瀬勝久／小池
栄子／矢野聖人／松平健／里見浩太朗 ほか 


#4-2【HD】 


10
純喫茶に恋をして ～平井・ワン
モア #8-60【HD】【字】 


31


『ワンピース』
インペルダウン編
▽15:10 #35-4【HD】


第456話「仲間達の行方 巨大な墓標と
パンツの恩」


から
▽16:04 #37-4【HD】


第458話「海軍本部直前回想特別編 集
結!三大将」
まで


00


『ワンピース』
マリンフォード編


第459話「決戦の刻迫る!海軍最強の布陣完
成!」 #1-4【HD】 


30


『ワンピース』  第979話「強
運!? リーダー錦えもんの一計」 


#834-5【HD】【字】 


40


ひとつ屋根の下 
（全12話）


▽17:30 #8-4【字】
第8話「長女の悲しい家出」


▽18:20 #9-4【字】
第9話「そこには愛がある」
▽19:10 #10-4【字】


第10話「弟よ、夢を抱け!」


▽20:00 #11-4【字】
第11話「引き裂かれた絆」


▽20:50 #12-4【字】
最終話「上を向いて歩こ


う」


＜出演＞
江口洋介／福山雅治／酒井
法子／いしだ壱成／大路恵
美／山本耕史／内田有紀／


山本圭 ほか


00『男おばさん！！』


50


『世にも奇妙な物語』 
右手の復讐/城/ネチラ
タ事件 #6-4【字】 


00PR 2022年6月 #32-92【HD】 


50


郷ひろみ特集 夜の
ヒットスタジオ


#17-2
00PR 2022年6月 #32-93【HD】 


10


韓国ドラマ
『誰も知らない』
日本語字幕版(全16話)


第2話 ごめんなさい #2-1【HD】 
＜出演＞


キム･ソヒョン／
リュ･ドックァン／パク･フン／


アン･ジホ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#47-1【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


30


韓国ドラマ
『ソロモンの偽証』日本語字幕版(全12話)


第6話「アリバイ」
#6-4【HD】


＜出演＞
キム・ヒョンス／チャン・ドンユン／
チョ・ジェヒョン／ソ・ジフン／
シン・セフィ／ペク・チョルミン／
シン・ウンジョン／アン・ネサン ほか


40PR 2022年6月 #32-94【HD】 


20


『ラジエーションハウス～放射線科の
診断レポート～』（全１２話）  
▽27:40 #6-5【HD】【字】 


第6話 運命の緊急手術!!この命を守れ 
▽28:30 #7-5【HD】【字】 


第7話 命を救う者達の選択 誇りの行
方  


＜出演＞
窪田正孝／本田翼／広瀬アリス／浜野
謙太／丸山智己／矢野聖人／山口紗弥
加／遠藤憲一／鈴木伸之／浅野和之／


和久井映見 ほか
30PR 2022年6月 #32-95【HD】 


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『誰も知らない』
日本語字幕版(全16話)


第2話 ごめんなさい #2-2【HD】 
＜出演＞


キム･ソヒョン／
リュ･ドックァン／パク･フン／


アン･ジホ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#47-2【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


20


韓国ドラマ
『逆転のマーメイド』
日本語字幕版(全120話)


▽08:20 #31-1【HD】 
第31話 離婚までの期限 
▽09:00 #32-1【HD】 
第32話 出所した男 
▽09:40 #33-1【HD】 
第33話 離婚の条件  


＜出演＞
シム・イヨン／ハニョン／オ・デギュ
／カン・ソジュン／イ・シガン ほか


10


『外科医鳩村周五郎』
シリーズ


⑩ 


＜出演＞
船越英一郎／内藤剛志／東ちづ
る／美保純／渡辺典子／中島ひ
ろ子／黒坂真美／島かおり／井
田國彦／川野太郎 ほか #3-2


【HD】【字】 


50


ディア・シスター


▽12:10 #6-1【HD】
「心も体もハダカに」
▽13:00 #7-1【HD】
「命がけの愛情」 


＜出演＞
石原さとみ／松下奈緒／岩田剛典
（EXILE ／三代目J Soul Brothers)／
平山浩行／森カンナ／田辺誠一／堀内


敬子／片平なぎさ ほか
00PR 2022年6月 #32-96【HD】 


50


『リーガルハイ』（全１０話）
権利は誰のもの?窓際社員のキャラクター裁


判!! ＜出演＞
堺雅人／新垣結衣 岡田将生／黒木華／小雪
／田口淳之介 ／古舘寛治／生瀬勝久／小池
栄子／矢野聖人／松平健／里見浩太朗 ほか 


#5-2【HD】 


10
純喫茶に恋をして ～西荻窪・ダ
ンテ #9-69【HD】【字】 


00


『ワンピース』
マリンフォード編


▽15:10 #2-4【HD】
第460話「巨大艦隊あらわる 襲


来!白ひげ海賊団」
から


▽16:31 #5-4【HD】
第463話「すべてを焼き尽くす!!


大将赤犬の能力」
まで


30


『ワンピース』 
第980話「涙の約束! さらわれた
モモの助」 #835-4【HD】【字】 


40


ひとつ屋根の下2
（全12話）


▽17:30 #1-4【字】
第1話 さよならチィ兄ちゃ


ん


▽18:41 #2-4【字】
第2話 下宿人は美少女?


▽19:30 #3-4【字】
第3話 心の貧しき者へ


▽20:20 #4-4【字】
第4話 腐った時代の青春


▽21:10 #5-4【字】
第5話 車椅子の悲しき恋


▽22:00 #6-4【字】
第6話 車椅子の弟へ


▽22:50 #7-4【字】
第7話 心にはダムがある


<出演>
江口洋介/福山雅治/酒井法
子/いしだ壱成/大路恵美/山
本耕史/松たか子/山本圭


ほか


50純喫茶に恋をして(10分だけver.) #13-43【HD】 
00PR 2022年6月 #32-98【HD】 


10


韓国ドラマ
『誰も知らない』
日本語字幕版(全16話)


第3話 不可解な墜落 #3-1【HD】 
＜出演＞


キム･ソヒョン／
リュ･ドックァン／パク･フン／


アン･ジホ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#48-1【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


30


韓国ドラマ
『ソロモンの偽証』日本語字幕版(全12話)


第7話「交錯する証言」
#7-4【HD】


＜出演＞
キム・ヒョンス／チャン・ドンユン／
チョ・ジェヒョン／ソ・ジフン／
シン・セフィ／ペク・チョルミン／
シン・ウンジョン／アン・ネサン ほか


40PR 2022年6月 #32-99【HD】 


20


『ラジエーションハウス～放射線科の
診断レポート～』（全１２話）  
▽27:40 #8-5【HD】【字】 


第8話 二人の約束と暴かれる秘密!! 
▽28:30 #9-5【HD】【字】 


第9話 最強の対決!!彼女は俺が守る!!  
＜出演＞


窪田正孝／本田翼／広瀬アリス／浜野
謙太／丸山智己／矢野聖人／山口紗弥
加／遠藤憲一／鈴木伸之／浅野和之／


和久井映見 ほか


30PR 2022年6月 #32-100【HD】 


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『誰も知らない』
日本語字幕版(全16話)


第3話 不可解な墜落 #3-2【HD】 
＜出演＞


キム･ソヒョン／
リュ･ドックァン／パク･フン／


アン･ジホ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#48-2【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


20


韓国ドラマ
『逆転のマーメイド』
日本語字幕版(全120話)


▽08:20 #34-1【HD】 
第34話 姉の気持ち 
▽09:00 #35-1【HD】 
第35話 愛などない 
▽09:40 #36-1【HD】 
第36話 大人気の夫  


＜出演＞
シム・イヨン／ハニョン／オ・デギュ
／カン・ソジュン／イ・シガン ほか


10


『外科医鳩村周五郎』
シリーズ


⑪ 


＜出演＞
船越英一郎／内藤剛志／中田喜
子／かとうかず子／羽場裕一／
佐藤祐基／美山加恋／黒部進／
高杉亘／阿南敦子 ほか #4-2


【HD】【字】 


50


ディア・シスター


▽12:10 #8-1【HD】
「秘密のラブレター」
▽13:00 #9-1【HD】
「最後の約束」


＜出演＞
石原さとみ／松下奈緒／岩田剛典


（EXILE ／三代目J Soul Brothers)／
平山浩行／森カンナ／田辺誠一／堀内


敬子／片平なぎさ ほか
00PR 2022年6月 #32-102【HD】 


50


『リーガルハイ』（全１０話）
新しい愛の形か重婚か!?訴えられた妻は夫が3


人 ＜出演＞
堺雅人／新垣結衣 岡田将生／黒木華／小雪
／田口淳之介 ／古舘寛治／生瀬勝久／小池
栄子／矢野聖人／松平健／里見浩太朗 ほか 


#6-2【HD】 


10
純喫茶に恋をして ～蔵前・らい 


#10-59【HD】【字】 


00


『ワンピース』
マリンフォード編


▽15:10 #6-4【HD】
第464話「魔人の子孫!リトル


オーズJr.驀進!」
から


▽16:31 #9-4【HD】
第467話「死んでも助ける ル
フィVS海軍戦闘開始」


まで


30


『ワンピース』 
第981話「新たな仲間! 海侠のジ
ンベエ!」 #836-3【HD】【字】 


10


ひとつ屋根の下2
（全12話）


▽17:30 #8-4【字】
第8話 雅也よ、帰れ!


▽18:20 #9-4【字】
第9話 愛する兄の帰国


▽19:10 #10-4【【字】
第10話 小雪の命、雅也の


愛、達也の叫び


▽20:00 #11-4【字】
第11話 地球より重き愛情-


兄弟の絆


▽21:00 #12-4【字】
第12話 さよなら柏木兄弟-6


月の花嫁


<出演>
江口洋介/福山雅治/酒井法
子/いしだ壱成/大路恵美/山
本耕史/松たか子/山本圭


30


斉藤朱夏レコ発ワンマンライブ
「セカイノハテ」


特別版


ﾗﾌﾞﾗｲﾌﾞ!ｻﾝｼｬｲﾝ!!のAqoursとし
ても活躍中の彼女の自身最大規
模のﾜﾝﾏﾝﾗｲﾌﾞに番組ｵﾘｼﾞﾅﾙ映像
を加えた特別版 #1-7【HD】 


00


トニセンロード
～とりあえず行ってみよ～


#6-1【HD】


10


韓国ドラマ
『誰も知らない』
日本語字幕版(全16話)


第4話 見えないトラブル #4-1【HD】 
＜出演＞


キム･ソヒョン／
リュ･ドックァン／パク･フン／


アン･ジホ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#49-1【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


30


韓国ドラマ
『ソロモンの偽証』日本語字幕版(全12話)


第8話「VIPリスト」
#8-4【HD】


＜出演＞
キム・ヒョンス／チャン・ドンユン／
チョ・ジェヒョン／ソ・ジフン／
シン・セフィ／ペク・チョルミン／
シン・ウンジョン／アン・ネサン ほか


40PR 2022年6月 #32-103【HD】 


30


『ラジエーションハウス～放射線科の
診断レポート～』（全１２話）  
▽27:40 #10-5【HD】【字】 


第10話 もう一人の天才、現れる!? 
▽28:30 #11-5【HD】【字】 


第11話 命懸けで守りたい約束!!最後
の選択と決断とは!?  


＜出演＞
窪田正孝／本田翼／広瀬アリス／浜野
謙太／丸山智己／矢野聖人／山口紗弥
加／遠藤憲一／鈴木伸之／浅野和之／


和久井映見 ほか


00
『おトクな時間』


30


スパイストラベラー名店FILE  06:00 #5-14
【HD】 第5話「Spice BAR 猫六」 06:15 #6-
14【HD】 第6話「ダルバートShanti」 


00


トニセンロード
～とりあえず行ってみよ～


#6-2【HD】


00


韓国ドラマ
『マッド・ドッグ


～失われた愛を求めて～』
日本語字幕版(全16話)


▽07:00 #15-4【HD】 
第15話「主語がない」 
▽08:00 #16-4【HD】 
第16話「キム博士 イン」  


＜出演＞
ユ･ジテ／ウ･ドファン／リュ･ファヨ


ン／チョ･ジェユン／
キム･ヘソン ほか


30
『おトクな時間』


30


『ワンピース』 
▽09:30 #847-2【HD】


第992話「おでんになりたい ヤマトの
思い」


▽10:00 #848-1【HD】
第993話「爆発!? ヤマトの自由を縛る


錠!」


50『男おばさん！！』
00ミニ豆ちゃん #1-5【HD】 


30


『ワンピース』
ゾウ編


▽11:00 #15-4
【HD】【字】
第765話


「ネコマムシの旦那
に会いに行こう」


から


▽18:05 #32-4
【HD】【字】
第782話


「悪魔の拳 決戦! 
ルフィVSグラント」


まで


00


『ワンピース』
ホールケーキアイランド編


▽18:30 #1-4【HD】【字】
第783話


「サンジ帰郷 ビッグ・マムの海
域へ!」


から


▽20:35 #6-4【HD】【字】
第788話


「大進撃! 食いわずらいのマ
ム」


00


マサラーフェス2022 スパイ
ストラベラーpresents
マサラーフェス2022


＜出演＞
Dragon Ash
BiSH
10-FEET


サンボマスター
SPiCE TRAVELERS #2-1


【HD】 


30


Kiramuneカンパニー シーズン7直前スペシャル
祝!前人未到のｼｰｽﾞﾝ7突入!


社長&秘書が顧客の皆様の悩み相談にお答えします!


#1-3【HD】


00


Kiramuneカンパニー
L #74-1【HD】 


00


韓国ドラマ
『黄金の庭


～奪われた運命～』
日本語字幕版(全30話)


▽24:00 #16-3【HD】
▽25:00 #17-3【HD】
▽26:00 #18-3【HD】
▽27:00 #19-3【HD】
▽28:00 #20-3【HD】


＜出演＞
ハン・ジヘ／オ・ジウ
ン／イ・サンウ／イ・
テソン／チョン・ヨン


ジェ ほか


30


スパイストラベラー
第20話「6つのスパイス」


名店紹介：Spice & Dining KALA
ゲスト：松隈ケンタ #20-13【HD】【字】 


00
『おトクな時間』


50


『ザ・ノンフィクション』
負けるな!泣き虫三姉弟2
～楽屋は人生の教室だ～
<語り>貫地谷しほり
#177-2【HD】


00PR 2022年6月 #32-104【HD】 


00


韓国ドラマ
『ラブシーン・ナンバー#』(全8話)


日本語字幕
第8話 「夫婦の均衡」 #8-3【HD】 


＜出演＞
キム・ボラ／シム・ウヌ／


リュ・ファヨン／パク・チニ ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #14-39【HD】 
20PR 2022年6月 #32-105【HD】 


40


韓国ドラマ
『昼と夜』


日本語字幕版(全16話)  


▽08:20 #1-3【HD】 
第1話『死の予告状』 
▽09:30 #2-3【HD】 


第2話『ミスディレクション』  


＜出演＞
ナムグン・ミン／ソリョン／
イ・チョンア／ユン・ソヌ


ほか


10
『おトクな時間』


00


『世にも奇妙な物語』
ホームドラマ/まだ恋は始ま
らない/佐藤、求む
#5-4【字】


00


『ワンピース』
ホールケーキアイラン


ド編


▽12:00 #7-4【HD】
【字】
第789話


「首都崩壊!? ビッ
グ・マムとジンベエ」


から


▽21:35 #30-4【HD】
【字】
第812話


「城内潜入 奪え!ロー
ド歴史の本文」


まで


30


SUPER JUNIOR Japan Special Event 
2022


～Return of the KING～


約2年ぶりの来日となる"SUPER 
JUNIOR"の最新イベントを独占初放


送！
久々のライブパフォーマンスと彼らな
らではの楽しいトークコーナーでお届
けするスペシャルイベント！


#1-1【HD】


00


スパイストラベラー
第21話「これが私の生きる道」
名店紹介:kitchen and CURRY


ゲスト:小宮山雄飛(ホフディラン)
#21-11【HD】


30


韓国ドラマ
『素晴らしい遺産』
日本語字幕版(全122話)


▽24:00 #3-2【HD】
▽24:30 #4-2【HD】
▽25:00 #5-2【HD】
▽25:30 #6-2【HD】
▽26:00 #7-2【HD】
▽26:30 #8-2【HD】
▽27:00 #9-2【HD】
▽27:30 #10-2【HD】
▽28:00 #11-2【HD】
▽28:30 #12-2【HD】
▽29:00 #13-2【HD】


＜出演＞
パク・インファン／
カン・セジョン／
シン・ジョンユン／
カン・シンジョ／
ナム・ソンジン／
パク・シヌ／


パク・スンチョン／
キム・ナンジュ ほか


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『誰も知らない』


日本語字幕版(全16話)
第4話 見えないトラブル #4-2【HD】 


＜出演＞
キム･ソヒョン／


リュ･ドックァン／パク･フン／
アン･ジホ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#49-2【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


20


韓国ドラマ
『逆転のマーメイド』
日本語字幕版(全120話)


▽08:20 #37-1【HD】 
第37話 それぞれの思惑 
▽09:00 #38-1【HD】 
第38話 絶対に譲らない 
▽09:40 #39-1【HD】 
第39話 残酷な知らせ  


＜出演＞
シム・イヨン／ハニョン／オ・デギュ
／カン・ソジュン／イ・シガン ほか


10


『外科医鳩村周五郎』
シリーズ


⑫ 


＜出演＞
船越英一郎／内藤剛志／多岐川
裕美／西岡德馬／姜暢雄／大浦
龍宇一／木内晶子／乃木涼介／
湯江健幸／春木みさよ ほか #5


-2【HD】【字】 


00


ディア・シスター
「星に願いを」
＜出演＞


石原さとみ／松下奈緒／岩田剛典（EXILE ／
三代目J Soul Brothers)／平山浩行／森カン
ナ／田辺誠一／堀内敬子／片平なぎさ ほか


 #10-1【HD】 


30


寺門ジモンの肉専門チャンネル
「とんかつ まい泉 青山本店」


#92-31【HD】【字】


00


スパイストラベラー 第22話「君の虜に」
名店紹介:カレーノトリコ


ゲスト:小宮山雄飛(ホフディラン) #22-9
【HD】 


50


『リーガルハイ』（全１０話）


天才か暴君か!?世界的アニメ監督パワハラ裁判!!


＜出演＞
堺雅人／新垣結衣 岡田将生／黒木華／小雪／田口淳之
介 ／古舘寛治／生瀬勝久／小池栄子／矢野聖人／松平


健／里見浩太朗 ほか
#7-2【HD】


10
純喫茶に恋をして ～吉祥寺・ウッド
ストック #11-65【HD】【字】 


00


『ワンピース』
マリンフォード編


▽15:10 #10-4【HD】
第468話「激戦の連続!能力者軍


団VS能力者軍団」
から


▽16:31 #13-4【HD】
第471話「殲滅作戦始動 パシ
フィスタ軍団の威力」


まで


30


『ワンピース』 
第978話「最悪の世代進撃! 嵐の
海の戦い」 #833-7【HD】【字】 


00


『ワンピース』
パンクハザード編


▽17:30 #38-3【HD】
第616話


「衝撃の決着!白猟VSヴェル
ゴ!」


から


▽19:35 #43-3【HD】
第621話


「シーザーを捕獲せよ 将軍砲炸
裂」


20


『ワンピース』
ドレスローザ編


▽20:00 #1-5【HD】
第629話


「激震! 新世界動かす大
ニュース」


から


▽22:55 #8-5【HD】
第636話


「超新星! 人食いのバルト
ロメオ」


まで


30PR 2022年6月 #32-108【HD】 


00


超特急の撮れ高足りて
ますか? #145-1【HD】 


10


韓国ドラマ
『誰も知らない』


日本語字幕版(全16話)
第5話 少年たちの秘密 #5-1【HD】 


＜出演＞
キム･ソヒョン／


リュ･ドックァン／パク･フン／
アン･ジホ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#50-1【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


30


韓国ドラマ
『ソロモンの偽証』日本語字幕版(全12話)


第9話「秘密の友達」
#9-4【HD】


＜出演＞
キム・ヒョンス／チャン・ドンユン／
チョ・ジェヒョン／ソ・ジフン／
シン・セフィ／ペク・チョルミン／


シン・ウンジョン／アン・ネサン ほか


40PR 2022年6月 #32-109【HD】 


10


『ラジエーションハウス～放射線科の
診断レポート～』
（全１２話） 
特別編


～旅立ち～ #12-5【HD】【字】 


＜出演＞
窪田正孝／本田翼／広瀬アリス／浜野
謙太／丸山智己／矢野聖人／山口紗弥
加／遠藤憲一／鈴木伸之／浅野和之／


和久井映見 ほか


30
純喫茶に恋をして ～町屋・はま
ゆう #12-57【HD】【字】 


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『誰も知らない』


日本語字幕版(全16話)
第5話 少年たちの秘密 #5-2【HD】 


＜出演＞
キム･ソヒョン／


リュ･ドックァン／パク･フン／
アン･ジホ ほか


20


韓国ドラマ
『人生最高の贈り物


～ようこそ、サムグァンハウスへ～』
日本語字幕版（全50話）


#50-2【HD】 
＜出演＞


イ・ジャンウ／チン・ギジュ／
チョン・インファ／チョン・ボソク／
チン・ギョン／ファン・シネ／ボナ／


リョウン／ほか


20


韓国ドラマ
『逆転のマーメイド』
日本語字幕版(全120話)


▽08:20 #40-1【HD】 
第40話 流産の危機 
▽09:00 #41-1【HD】 
第41話 姑の手料理 
▽09:40 #42-1【HD】 
第42話 新しい嫁  


＜出演＞
シム・イヨン／ハニョン／オ・デギュ
／カン・ソジュン／イ・シガン ほか


10


『外科医鳩村周五郎』
シリーズ
⑬


＜出演＞
船越英一郎／内藤剛志／櫻
井淳子／小沢真珠／佐伯日
菜子／野間口徹／冨家規政
／緑友利恵／田代さやか
ほか #6-2【HD】【字】 


00


ラストクリスマス(全11話)


▽12:10 #1-3【HD】【字】
秘密の二人 


▽13:10 #2-3【HD】【字】
奇跡の夜 


＜出演＞
織田裕二／矢田亜希子／玉木宏／森山
未來／片瀬那奈／MEGUMI／田丸麻紀／
坂下千里子／坂本雄吾／りょう／桜井
幸子／伊原剛志／加賀まりこ／児玉清 


ほか 


50


『リーガルハイ』（全１０話）


世界に誇る自然遺産を守れ!!住民訴訟驚きの真実


＜出演＞
堺雅人／新垣結衣 岡田将生／黒木華／小雪／田口淳之
介 ／古舘寛治／生瀬勝久／小池栄子／矢野聖人／松平


健／里見浩太朗 ほか
#8-2【HD】


10
純喫茶に恋をして ～築地・マコ 


#13-59【HD】【字】 


00


『ワンピース』
マリンフォード編


▽15:10 #14-4【HD】
第472話「赤犬の謀略!おとしい


れられた白ひげ」
から


▽16:31 #17-4【HD】
第475話「最終局面突入!白ひげ


起死回生の一手」
まで


25


『ワンピース』 
第979話「強運!? リーダー錦えもんの


一計」 #834-6【HD】【字】 
35PR 2022年6月 #32-111【HD】 


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2022
埼玉西武
vs


北海道日本ハム


～ベルーナドーム
生 #37-1【HD】


30


スパイストラベラー
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 #23-13【HD】【字】 


00


トニセンロード
～とりあえず行ってみよ～


#6-3【HD】


10


韓国ドラマ
『誰も知らない』


日本語字幕版(全16話)
第6話 チャン･ギホの行方 #6-1【HD】 


＜出演＞
キム･ソヒョン／


リュ･ドックァン／パク･フン／
アン･ジホ ほか


30


韓国ドラマ
『僕のヤバイ妻』


日本語字幕版(全16話)
#1-1【HD】
＜出演＞


キム・ジョンウン／
チェ・ウォニョン／チェ・ユファ／
ユン・ジョンソク／シム・ヘジン 


ほか


40


韓国ドラマ
『ソロモンの偽証』日本語字幕版(全12話)


第10話「深まる愛」
#10-4【HD】


＜出演＞
キム・ヒョンス／チャン・ドンユン／
チョ・ジェヒョン／ソ・ジフン／
シン・セフィ／ペク・チョルミン／
シン・ウンジョン／アン・ネサン ほか


40


『大切なことはすべて君が教えてくれ
た』（全１０話）


第1話 始まりの朝 #1-5【HD】【字】 
＜出演＞


戸田恵梨香／三浦春馬／武井咲／菅田
将暉／篠田麻里子／内田有紀／西村雅


彦／風間杜夫 ほか


30


『ザ・ノンフィクション』
負けるな!泣き虫三姉弟3
～新スター誕生～
<語り>冨永み～な
#178-2【HD】


00
『おトクな時間』


05


韓国ドラマ
『誰も知らない』
日本語字幕版(全16話)


第6話 チャン･ギホの行方 #6-2【HD】 
＜出演＞


キム･ソヒョン／
リュ･ドックァン／パク･フン／


アン･ジホ ほか


20


韓国ドラマ
『僕のヤバイ妻』
日本語字幕版(全16話)


#1-2【HD】
＜出演＞


キム・ジョンウン／
チェ・ウォニョン／チェ・ユファ／
ユン・ジョンソク／シム・ヘジン 


ほか


20


韓国ドラマ
『逆転のマーメイド』
日本語字幕版(全120話)


▽08:20 #43-1【HD】 
第43話 離婚後の生活 
▽09:00 #44-1【HD】 


第44話 止められない気持ち 
▽09:40 #45-1【HD】 
第45話 男友達  


＜出演＞
シム・イヨン／ハニョン／オ・デギュ
／カン・ソジュン／イ・シガン ほか


10


『外科医鳩村周五郎』
シリーズ
⑭


＜出演＞
船越英一郎／内藤剛志／三
倉茉奈／石垣佑磨／美山加
恋／東風万智子／大河内
奈々子／神保悟志／西村和
彦 ほか #7-2【HD】【字】 


00


ラストクリスマス(全11話)


▽12:10 #3-3【HD】【字】
涙の抱擁 


▽13:05 #4-3【HD】【字】
幸せの絆 


＜出演＞
織田裕二／矢田亜希子／玉木宏／森山
未來／片瀬那奈／MEGUMI／田丸麻紀／
坂下千里子／坂本雄吾／りょう／桜井
幸子／伊原剛志／加賀まりこ／児玉清 


ほか 


50


『リーガルハイ』（全１０話）


ついに最高裁!例え全国民が敵でも必ず命を救う


＜出演＞
堺雅人／新垣結衣 岡田将生／黒木華／小雪／田口淳之
介 ／古舘寛治／生瀬勝久／小池栄子／矢野聖人／松平


健／里見浩太朗 ほか
#9-2【HD】


10
純喫茶に恋をして ～大森・ルア


ン #14-57【HD】【字】 


00


『ワンピース』
マリンフォード編


▽15:10 #18-4【HD】
第476話「ルフィ力尽く!オリス


広場の総力戦!!」
から


▽16:31 #21-4【HD】
第479話「処刑台目前!開かれた


エースへの道!!」
まで


25


『ワンピース』 
第980話「涙の約束! さらわれたモモ
の助」 #835-5【HD】【字】 


35PR 2022年6月 #32-114【HD】 


50 おトクな情報


00


LIONS BASEBALL L!
VE 2022
埼玉西武
vs


北海道日本ハム


～ベルーナドーム
生 #38-1【HD】


50


郷ひろみ特集 夜の
ヒットスタジオ


#18-1
00PR 2022年6月 #32-116【HD】 


10


韓国ドラマ
『誰も知らない』
日本語字幕版(全16話)


第7話 選択の特権 #7-1【HD】 
＜出演＞


キム･ソヒョン／
リュ･ドックァン／パク･フン／


アン･ジホ ほか


20


韓国ドラマ
『僕のヤバイ妻』


日本語字幕版(全16話) #2-1【HD】 
＜出演＞


キム・ジョンウン／
チェ・ウォニョン／チェ・ユファ／
ユン・ジョンソク／シム・ヘジン 


ほか


30


韓国ドラマ
『ソロモンの偽証』日本語字幕版(全12話)


第11話「『番人』の秘密」
#11-4【HD】


＜出演＞
キム・ヒョンス／チャン・ドンユン／
チョ・ジェヒョン／ソ・ジフン／
シン・セフィ／ペク・チョルミン／
シン・ウンジョン／アン・ネサン ほか


40PR 2022年6月 #32-117【HD】 


10


『大切なことはすべて君が教えてくれ
た』（全１０話）


▽27:40 #2-5【HD】【字】 
第2話 女の闘い 


▽28:25 #3-5【HD】【字】 
第3話 男の答え  
＜出演＞


戸田恵梨香／三浦春馬／武井咲／菅田
将暉／篠田麻里子／内田有紀／西村雅


彦／風間杜夫 ほか


30
純喫茶に恋をして
#15-45【HD】【字】


00
『おトクな時間』


10


韓国ドラマ
『誰も知らない』


日本語字幕版(全16話)
第7話 選択の特権 #7-2【HD】 


＜出演＞
キム･ソヒョン／


リュ･ドックァン／パク･フン／
アン･ジホ ほか


20


韓国ドラマ
『僕のヤバイ妻』


日本語字幕版(全16話) #2-2【HD】 
＜出演＞


キム・ジョンウン／
チェ・ウォニョン／チェ・ユファ／
ユン・ジョンソク／シム・ヘジン 


ほか


20


韓国ドラマ
『逆転のマーメイド』
日本語字幕版(全120話)


▽08:20 #46-1【HD】 
第46話 鉢合わせ 
▽09:00 #47-1【HD】 
第47話 偽の父親 
▽09:40 #48-1【HD】 
第48話 罵り合い 


＜出演＞
シム・イヨン／ハニョン／オ・デギュ
／カン・ソジュン／イ・シガン ほか


10


『屋台弁護士』
Ⅱ～検察側の証人～


＜出演＞
中村雅俊／伊東四朗／佐藤
仁美／東根作寿英／半海一
晃／小林隆／伊東孝明／す
ほうれいこ／大島さと子／
江波杏子／田中健 ほか
#2-6【HD】【字】


00


ラストクリスマス(全11話)


▽12:10 #5-3【HD】【字】
輝くキス 


▽13:05 #6-3【HD】【字】
もう一度 


＜出演＞
織田裕二／矢田亜希子／玉木宏／森山
未來／片瀬那奈／MEGUMI／田丸麻紀／
坂下千里子／坂本雄吾／りょう／桜井
幸子／伊原剛志／加賀まりこ／児玉清 


ほか 


10


『リーガルハイ』（全１０話） 
二転三転する最後の法廷!!執念で救え
依頼人!!真実は悲劇か喜劇か!? 


＜出演＞
堺雅人／新垣結衣 岡田将生／黒木華
／小雪／田口淳之介 ／古舘寛治／生
瀬勝久／小池栄子／矢野聖人／松平健
／里見浩太朗 ほか #10-2【HD】 


00


『ワンピース』
マリンフォード編


▽15:10 #22-4【HD】 第480話
「それぞれの選んだ道 ルフィVS


ガープ!」
から


▽16:31 #25-4【HD】 第483話
「答えを探して 火拳のエース戦


場に死す」
まで


25


『ワンピース』 
第981話「新たな仲間! 海侠のジンベ


エ!」 #836-4【HD】【字】 


00


『屋台弁護士』
Ⅲ～ 燃える屋台！村雨父子絶体


絶命！～


＜出演＞
中村雅俊／伊東四朗／羽田美智
子／大島さと子／佐藤二朗／伊
東孝明／すほうれいこ／市毛良


枝／彦摩呂 ほか
#3-4【HD】【字】


30


オールナイト声優フ
ジ5夜 未公開映像付


完全版
MC：森久保祥太郎
秋谷啓斗/阿部大樹/
五十嵐雅/石井孝英/
岩崎諒太/狩野翔/小
林大紀/笹翼/佐藤


元/
住谷哲栄/堂島颯人/
中澤まさとも/永塚
拓馬/野津山幸宏/林
勇/葉山翔太/広瀬裕


也/
帆世雄一/宮﨑雅也/
森嶋秀太/森永彩斗
#1-2【HD】


00


スパイストラベラー
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 #24-11【HD】 


10


韓国ドラマ
『誰も知らない』


日本語字幕版(全16話)
第8話 心の変化 #8-1【HD】 


＜出演＞
キム･ソヒョン／


リュ･ドックァン／パク･フン／
アン･ジホ ほか


30


韓国ドラマ
『僕のヤバイ妻』


日本語字幕版(全16話)
#3-1【HD】
＜出演＞


キム・ジョンウン／
チェ・ウォニョン／チェ・ユファ／
ユン・ジョンソク／シム・ヘジン 


ほか


40


韓国ドラマ
『ソロモンの偽証』日本語字幕版(全12話)


第12話「判決」
#12-4【HD】


＜出演＞
キム・ヒョンス／チャン・ドンユン／
チョ・ジェヒョン／ソ・ジフン／
シン・セフィ／ペク・チョルミン／
シン・ウンジョン／アン・ネサン ほか


10


『大切なことはすべて君が教えてくれ
た』（全１０話）


▽27:40 #4-5【HD】【字】 
第4話 暴露 


▽28:25 #5-5【HD】【字】 
第5話 真相  
＜出演＞


戸田恵梨香／三浦春馬／武井咲／菅田
将暉／篠田麻里子／内田有紀／西村雅


彦／風間杜夫 ほか


30
純喫茶に恋をして ～八王子・パ
ペルブルグ #16-49【HD】【字】 


00
『おトクな時間』


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


2022/05/12 17:31


（2／2）


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








スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2022年6月


スーパー！ドラマＴＶ 2022.06.01-2022.06.05
2022.05.30 2022.05.31 2022.06.01 2022.06.02 2022.06.03 2022.06.04 2022.06.05


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、オプテージ、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。


45★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4


00[HD]


インフォメーション
29:00


29:30 29:30 29:30


29:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #3
『仮面夫婦』


00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #4
『巧妙な罠』


00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #5
『アビーの格闘』


29:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#20


『差し伸べる手』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #17
『砂時計』


27:00


27:30 27:30 27:30


28:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
バティスト～ブダペストに消えた影～ #6
『真の英雄』


00★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン1 00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン 
#18


『消える仲間』


28:00


27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #19
『嵐の海』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #22
『敵討ち』


00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #1
『迫りくる魔の手』


27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#18


『3人の法の道』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#19


『消えない傷』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #18
『美しき惨事』


28:00


15★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン2


28:30 30★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン3 28:30 28:30


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#17


『過ちの償い方』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #16
『デレク』


26:00


26:30 26:30 26:30


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #15
『バッジと拳銃』


25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #18
『前進』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #21
『モサドの騒乱』


00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #24
『ギブスの選択』


26:00


25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #17
『バラの切り裂き魔』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #20
『亡霊を追って』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #23
『監視者』


25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#16


『封鎖された裁判所』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#15


『疑惑の集団訴訟』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #14
『地下室の少女たち』


24:00


24:30 24:30 24:30


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #13
『歪んだ絆』


23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #5
『アビーの格闘』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#15


『デートのあと』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #7
『親子の距離』


24:00


23:00 00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #4
『悪魔の昼食』


00[二][HD][新]
ブラックリスト シーズン9 #1
『スキナー（前編）』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #5
『アビーの格闘』


23:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#14


『痛みの解放』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #12
『あいのり』


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[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #5
『アビーの格闘』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#15


『デートのあと』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #7
『親子の距離』


22:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#13


『ローラのジレンマ』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#12


『法と倫理の狭間』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #11
『エントロピー』


21:00


21:30 21:30 21:30


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #10
『完璧な未来』


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #3
『恐怖の研究』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #4
『赤いドレスの記憶』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #5
『トリップ』


21:00


20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
1 #12


『リアルの極限』


00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
2 #1


『眠り姫事件』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
2 #3


『消えた少年』


20:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#11


『裁かれるローラ』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#10


『情けと正義』


00[5.1][HD][字][新]
ブラックリスト シーズン9 #1
『スキナー（前編）』


19:00


19:30 19:30 19:30


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #18
『美しき惨事』


18:00


18:30 18:30 18:30


19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
1 #11


『夢の代償』


00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
1 #13


『同族の結束』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
2 #2


『孤独な音楽家』


19:00


18:00 00[二]★[HD]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン 
#18


『消える仲間』


00[5.1][HD][字][新]
ブラックリスト シーズン9 #1
『スキナー（前編）』


00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #5
『アビーの格闘』


18:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#9


『過去との対決』


16:30


17:00 17:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#8


『親子の絆』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #17
『砂時計』


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 17:30


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #15
『バッジと拳銃』


15:00


15:30 30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
1 #20


『宙を舞ったクラブ男の謎』


30★[終][HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
1 #22


『商店発砲事件の謎』


30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #2


『孤独な病人の謎』


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[5.1]★[HD][字]


【スパドラ！イッキ見】
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]
【スパドラ！イッキ見】
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]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #16
『デレク』


16:00


16:30 30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
1 #21


『プロム殺人の謎』


30★[HD][字][新]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #1


『さらわれた少年の謎』


30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #3


『若き大富豪の謎』


16:30


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#5


『結婚の日』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #14
『地下室の少女たち』


14:00


14:30 14:30 14:30


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #13
『歪んだ絆』


13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #3
『恐怖の研究』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #4
『赤いドレスの記憶』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #5
『トリップ』


14:00


13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #19
『嵐の海』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #22
『敵討ち』


00[二]★[HD][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #1
『迫りくる魔の手』


13:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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 10:30


11:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #17
『バラの切り裂き魔』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #20
『亡霊を追って』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #23
『監視者』


11:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #12
『あいのり』


12:00


12:30 12:30 12:30


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #11
『エントロピー』


11:00


11:30 11:30 11:30


12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #18
『前進』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #21
『モサドの騒乱』


00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #24
『ギブスの選択』


12:00


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
09:00 09:00


09:30 30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン 
#18


『消える仲間』


30[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #4
『悪魔の昼食』


30[二][HD][新]
ブラックリスト シーズン9 #1
『スキナー（前編）』


09:30 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 00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
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]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #10
『完璧な未来』


10:00


10:30 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


00[HD]


インフォメーション
07:00


07:30 07:30 30[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1 HD
版 #9
『悪魔島から来た男』


30[二/一部字]★[CC][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #8
『タイムを追え！』


07:30


08:00 00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
1 #12


『リアルの極限』


00[二]★[HD][新]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
2 #1


『眠り姫事件』


07:00 00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
1 #11


『夢の代償』


00[二]★[終][HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
1 #13


『同族の結束』


00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
2 #2


『孤独な音楽家』


07:00 00[HD]


インフォメーション


00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
2 #3


『消えた少年』


08:00 08:00


15[HD]インフォメーション


08:30 08:30 30[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1 HD
版 #10
『謎の球体』


30[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #4
『悪魔の昼食』


00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#21


『初のリモート裁判』


06:00


06:30 30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #2
『ゴースト・シップ』


30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #4
『潜水艇で家族旅行』


30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #6
『パパのTV-21(前編)』


06:30 30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #8
『失われた王国』


06:30


06:00 00[二]★[HD][新]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #1
『新たなる敵　ザ・メカニック』


00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #3
『氷の星　エウロパ』


00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #5
『火星移住計画』


06:00 00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #7
『パパのTV-21(後編)』







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2022年6月


スーパー！ドラマＴＶ 2022.06.06-2022.06.12
2022.06.06 2022.06.07 2022.06.08 2022.06.09 2022.06.10 2022.06.11 2022.06.12


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、オプテージ、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[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #2
『ラ・ラ・ロックト』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #4
『キッズ・アーント・オールライト』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #6
『グッバイボーイ』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #8
『ベイビー・ストーク』


00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #10
『新たな道へ』


29:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #8
『正義とは』


00[HD]


インフォメーション


27:00


27:30 27:30 27:30


28:00 00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #1
『プレイヤーズ』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #3
『衝撃スキャンダル』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #5
『リアリティ・バイツ・バック』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #7
『サンダンスの招かれざる客』


00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #9
『フルメンタル・ジャケット』


28:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #7
『対決』


00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン 
#19


『世界のゆくえ』


28:00


28:30 28:30 28:30


27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #4
『古き友の遺志』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #7
『固い友情』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #10
『魔の三重奏』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #13
『報復の犠牲』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #16
『将校に化けた男』


27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #6
『暴かれた正体』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #3
『パイロット志願兵』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #6
『ボーリンの信念』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #9
『分析官ビショップ』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #12
『殺しの連鎖』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #15
『偽りの防弾』


26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #5
『模造品』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


26:00


26:30 26:30 26:30


25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #2
『過去 現在 未来』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #5
『苦い記憶』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #8
『アリバイを崩せ』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #11
『クリスマスの訪問者』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #14
『勝負の分かれ目』


25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】【クロスオーバースペ
シャル】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン22 
#13


『モーテル連続怪死事件』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #5
『野生の本能』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
ブラックリスト シーズン9 #2
『スキナー（後編）』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #6
『盗撮の代償』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#16


『家族のもとに』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #8
『誕生と再生』


24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #4
『夢の材料』


00★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
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』


24:00


24:30 24:30 24:30


23:00 00[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#15


『デートのあと』


00[二][CC][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 #7
『親子の距離』


00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #5
『野生の本能』


00[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #2
『スキナー（後編）』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #6
『盗撮の代償』


23:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #3
『世界はあなたのもの』


00★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #22
『嵐』


21:00


21:30 21:30 21:30


22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #5
『野生の本能』


00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #2
『スキナー（後編）』


00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #6
『盗撮の代償』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#16


『家族のもとに』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #8
『誕生と再生』


22:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #2
『父の跡目』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #21
『悪魔の背骨』


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！


21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #6
『サディストを追え』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #7
『危険なインタビュー』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #8
『過去を知る男』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #9
『いびつな欲望』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #10
『聖夜の殺人』


21:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #1
『プーリアでの一件』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #20
『内なる輝き』


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 #5


『拷問は蜜の味』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
2 #7


『危険な遊戯』


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[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #2
『最後の一刺し』


20:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】【クロスオーバースペ
シャル】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン22 
#9


『再会』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #19
『模倣犯』


20:00


20:30 20:30 20:30


19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
2 #4


『おとぎ話の結末』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
2 #6


『殺人は芸術？』


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[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #1
『就任1周年』


19:00 00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #8
『正義とは』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #2
『スキナー（後編）』


17:30


18:00 00[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#15


『デートのあと』


00[5.1][HD][字]
トランスプラント 戦場から来た救命医 #7
『親子の距離』


00[二]★[HD]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン 
#19


『世界のゆくえ』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #2
『スキナー（後編）』


00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #6
『盗撮の代償』


18:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #7
『対決』


18:00


18:30 18:30 30★[HD][字]
ブラックリストの舞台裏 シーズン9


18:30


16:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #5
『模造品』


16:00


16:30 30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #5


『水中の墓標の謎』


30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #7


『外国から来た妊婦の謎』


30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #9


『３人婚の謎』


30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #11


『招かれざる客の謎』


30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #13


『バレンタイン殺人の謎』


16:30 30[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


16:30


17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #6
『暴かれた正体』


17:00


17:30 30[HD]


インフォメーション
30[HD]


インフォメーション
30[HD]


インフォメーション
30[HD]


インフォメーション
30[HD]


インフォメーション
17:30 30[二]★[CC][HD]


【スパドラ！イッキ見】
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』


14:00


14:30 14:30 30[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！イッキ見】
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』


14:30


15:00 00[HD]


インフォメーション
00[HD]


インフォメーション
00[HD]


インフォメーション
00[HD]


インフォメーション
00[HD]


インフォメーション
15:00 00[二]★[CC][HD]


【スパドラ！イッキ見】【クロスオーバースペシャ
ル】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン22 #13
『モーテル連続怪死事件』


15:00


15:30 30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #4


『元警部の暗号の謎』


30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #6


『サウナ殺人の謎』


30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #8


『正体不明の黒幕の謎』


30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #10


『不運な男の謎』


30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #12


『ランナーの死の謎』


15:30 30[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


15:30


16:00


14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #6
『サディストを追え』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #7
『危険なインタビュー』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #8
『過去を知る男』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #9
『いびつな欲望』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #10
『聖夜の殺人』


14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #4
『夢の材料』


00[HD]


インフォメーション


12:00


12:30 12:30 12:30


13:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #4
『古き友の遺志』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #7
『固い友情』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #10
『魔の三重奏』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #13
『報復の犠牲』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #16
『将校に化けた男』


13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #3
『世界はあなたのもの』


00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #22
『嵐』


13:00


13:30 13:30 13:30


12:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #3
『パイロット志願兵』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #6
『ボーリンの信念』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #9
『分析官ビショップ』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #12
『殺しの連鎖』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #15
『偽りの防弾』


12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #2
『父の跡目』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #21
『悪魔の背骨』


30[HD]


インフォメーション
10:30 10:30


11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #2
『過去 現在 未来』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #5
『苦い記憶』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #8
『アリバイを崩せ』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #11
『クリスマスの訪問者』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #14
『勝負の分かれ目』


11:00 00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #1
『プーリアでの一件』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #20
『内なる輝き』


11:00


11:30 11:30 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 09:00


09:30 30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #5
『アビーの格闘』


30[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#15


『デートのあと』


30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン 
#19


『世界のゆくえ』


30[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #5
『野生の本能』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #2
『スキナー（後編）』


09:30 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 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】【クロスオーバースペシャ
ル】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン22 #9
『再会』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #19
『模倣犯』


10:00


10:30 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


07:00


07:30 07:30 30[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1 HD版 
#11


『タロス星の幻怪人(まぼろし)（前編）』


30[二/一部字]★[CC][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #9
『ミステロン探知機を出せ！』


07:30


08:00 00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
2 #5


『拷問は蜜の味』


00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
2 #7


『危険な遊戯』


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】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #2
『最後の一刺し』


08:00 08:00


15[HD]インフォメーション


08:30 08:30 30[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1 HD版 
#12


『タロス星の幻怪人(まぼろし)（後編）』


30[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #5
『野生の本能』


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


07:00 00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
2 #4


『おとぎ話の結末』


00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
2 #6


『殺人は芸術？』


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】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #1
『就任1周年』


07:00 00[HD]


インフォメーション
00[HD]


インフォメーション


06:00


06:30 30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #10
『R.A.D.』


30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #12
『クレーンの反乱』


30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #14
『大噴火！』


30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #16
『制御不能！プラズマボルト』


30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #18
『おばあちゃんの大冒険』


06:30 30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #20
『謎のヒーロー TB5』


30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #22
『クリスタル・インフェルノ』


06:30


06:00 00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #9
『彗星　直撃の危機！』


00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #11
『嵐を呼ぶドローン』


00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #13
『巨大アリジゴク』


00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #15
『狙われた水力発電ダム』


00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #17
『大トカゲの襲撃』


06:00 00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #19
『規則破りのレスキュー』


00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #21
『ママの牧場』







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2022年6月


スーパー！ドラマＴＶ 2022.06.13-2022.06.19
2022.06.13 2022.06.14 2022.06.15 2022.06.16 2022.06.17 2022.06.18 2022.06.19


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、オプテージ、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


05[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #6
『トリガー警告』


15★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン6


29:30 30★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン7 29:30 29:30


45★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン8


27:00


27:30 27:30 27:30


28:00 00[二]★[HD][新]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィジー
編 #1
『運命の出会いへの第一歩』


00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィジー
編 #2
『「超過手荷物」大作戦』


00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィジー
編 #3
『イケメン参入で大波乱』


00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィジー
編 #4
『ガールパワー全開』


00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィジー
編 #5
『「ボートを浮かべて」大作戦』


28:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #9
『いびつな欲望』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


28:00


28:30 28:30 28:30


29:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #7
『親子の距離』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #8
『誕生と再生』


00★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン5 00[5.1][終][HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン 
#20


『キャリー・オン 前へ進め』


29:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #10
『聖夜の殺人』


27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #19
『ニューオーリンズ支局 (後編)』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
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][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #1
『深い森』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #4
『追われる科学者』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #7
『帰還兵の悲願』


27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #8
『過去を知る男』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #18
『ニューオーリンズ支局 (前編)』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #21
『正義の行方』


00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #24
『父への思い』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #3
『ダッキーの帰郷』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #6
『隠れた悪意』


26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #7
『危険なインタビュー』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


26:00


26:30 26:30 26:30


25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #17
『男の覚悟』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
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]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
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]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #2
『途絶えた伝言』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #5
『乗っ取られた貨物船』


25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #6
『サディストを追え』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #6
『ほんのイタズラ』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
ブラックリスト シーズン9 #3
『SPK』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #7
『シャーロックたちの推理』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#17


『真実の追求』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #9
『ひずみ』


24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #5
『トリップ』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


24:00


24:30 24:30 24:30


23:00 00[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#16


『家族のもとに』


00[二][CC][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 #8
『誕生と再生』


00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #6
『ほんのイタズラ』


00[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #3
『SPK』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #7
『シャーロックたちの推理』


23:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #4
『赤いドレスの記憶』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


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]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #6
『ほんのイタズラ』


00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #3
『SPK』


00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #7
『シャーロックたちの推理』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#17


『真実の追求』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #9
『ひずみ』


22:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #3
『恐怖の研究』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #11
『始まりの場所』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #12
『ディプログラマー』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #13
『モンテ・クリスト伯の正体』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #14
『針の穴』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #15
『死の扉』


21:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #2
『家族殺し』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


21:00


21:30 21:30 21:30


20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #4
『均衡の崩れ』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #6
『2隻の船』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #8
『帰る場所』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #10
『集中砲火』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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』


20:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #1
『シリアルキラーの息子』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


18:00


18:30 18:30 18:30


19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #3
『感染症の勃発』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #5
『寄生虫』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #7
『家族の絆』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #9
『3通の手紙』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #11
『深い悲しみ』


19:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #10
『聖夜の殺人』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #3
『SPK』


19:00


19:30 19:30 19:30


18:00 00[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#16


『家族のもとに』


00[5.1][HD][字]
トランスプラント 戦場から来た救命医 #8
『誕生と再生』


00[二]★[終][HD]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン 
#20


『キャリー・オン 前へ進め』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #3
『SPK』


00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #7
『シャーロックたちの推理』


18:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #9
『いびつな欲望』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #7
『危険なインタビュー』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


16:00


16:30 30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #15


『不穏な留守電の謎』


30[二]★[CC][HD][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #1
『母の復活』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #3
『憑依の代償』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #5
『トゥーレ再び』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #7
『ルシファー　ザ・ロックスター』


16:30 16:30


17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #8
『過去を知る男』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


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


14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 00[HD]


インフォメーション
00[HD]


インフォメーション
00[HD]


インフォメーション
00[HD]


インフォメーション
00[HD]


インフォメーション
15:00 00[二]★[CC][HD]


【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #6
『サディストを追え』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


15:00


15:30 30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #14


『要人警護の謎』


30★[終][HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #16


『別れの無線コールの謎』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #2
『マンマ・ミーヤ』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #4
『呪われた家族』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #6
『エイサのお葬式』


15:30 15:30


16:00 16:00


14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #11
『始まりの場所』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #12
『ディプログラマー』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #13
『モンテ・クリスト伯の正体』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #14
『針の穴』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #15
『死の扉』


14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #5
『トリップ』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #6
『隠れた悪意』


12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #3
『恐怖の研究』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


12:00


12:30 12:30 12:30


13:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #19
『ニューオーリンズ支局 (後編)』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
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][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #1
『深い森』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #4
『追われる科学者』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #7
『帰還兵の悲願』


13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #4
『赤いドレスの記憶』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


13:00


13:30 13:30 13:30


10:30 10:30


11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #17
『男の覚悟』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
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]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
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]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #2
『途絶えた伝言』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #5
『乗っ取られた貨物船』


11:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #2
『家族殺し』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


11:00


11:30 11:30 11:30


00[HD]


インフォメーション
09:00 09:00


09:30 30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #6
『盗撮の代償』


30[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#16


『家族のもとに』


30[5.1]★[終][HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン 
#20


『キャリー・オン 前へ進め』


30[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #6
『ほんのイタズラ』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #3
『SPK』


09:30 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 00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #1
『シリアルキラーの息子』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


10:00


10:30 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


00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #11
『深い悲しみ』


07:00 00[HD]


インフォメーション
00[HD]


インフォメーション
07:00


07:30 07:30 30[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1 HD
版 #13
『殺人鬼コドス』


30[二/一部字]★[CC][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #10
『アメリカ大陸を救え！』


07:30


08:00 00[二]★[HD]
【帯】
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]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #6
『2隻の船』


00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #8
『帰る場所』


00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #10
『集中砲火』


00[二]★[HD]
【帯】
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』


08:00 08:00


15[HD]インフォメーション


08:30 08:30 30[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1 HD
版 #14
『宇宙基地SOS』


30[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #6
『ほんのイタズラ』


08:30


00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #5
『世界種子貯蔵庫』


06:00 00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #7
『ＦＡＢ-１ レース参戦』


00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #9
『炎と戦う伝説の男』


06:00


06:30 30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #24
『海上ステーションからの脱出』


30[二]★[終][HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #26
『始動！プロジェクト・センチネル』


30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #2
『混乱の襲来（後編）』


30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #4
『水星の夜明け』


30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #6
『火星からのＳＯＳ』


06:30 30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #8
『宇宙船衝突』


30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #10
『人工珊瑚礁』


06:30


06:00 00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #23
『サンダーバード2号 宇宙へ』


00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #25
『ハイパースピード』


00[二]★[HD][新]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #1
『混乱の襲来（前編）』


00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #3
『トレーラー危機一髪』


07:00 00[二]★[HD]
【帯】
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]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #5
『寄生虫』


00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #7
『家族の絆』


00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #9
『3通の手紙』


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


12:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #18
『ニューオーリンズ支局 (前編)』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #21
『正義の行方』


00[二]★[終][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #24
『父への思い』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #3
『ダッキーの帰郷』







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2022年6月


スーパー！ドラマＴＶ 2022.06.20-2022.06.26
2022.06.20 2022.06.21 2022.06.22 2022.06.23 2022.06.24 2022.06.25 2022.06.26


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、オプテージ、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 30[HD]


インフォメーション
29:30 29:30


29:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
ブラックリスト シーズン9 #1
『スキナー（前編）』


00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
ブラックリスト シーズン9 #2
『スキナー（後編）』


00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
ブラックリスト シーズン9 #3
『SPK』


00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
ブラックリスト シーズン9 #4
『復讐の天使』


00[HD][字]
ブラックリストの舞台裏 シーズン9


29:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #20
『父のように…』


00[HD]


インフォメーション


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


27:00


27:30 27:30 27:30


28:00 00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィジー
編 #6
『ニューフェイスが選んだのは…』


00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィジー
編 #7
『女の子２人のハイダウェイ』


00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィジー
編 #8
『セクシー・ダンス・パーティー』


00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィジー
編 #9
『相性の悪いカップルは…』


28:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #19
『怪物と怪物』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


28:00


28:30 28:30 28:30


25:00


25:30 25:30 25:30


26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #9
『吹雪の感謝祭』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #12
『自国民テロリスト』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #15
『敵討ち』


00


メンテナンスのため休止
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #18
『狙われた留守宅』


26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #17
『女の秘密』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


26:00


26:30 26:30 26:30


27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #10
『父への手紙』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #13
『名誉勲章の行方』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #16
『偽名の足跡』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #19
『積年の思い』


27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #18
『シェヘラザード』


25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #8
『法の落とし穴』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #11
『繰り返された悲劇』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #14
『規範と校訓』


00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ 
『スパイク・リー』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #17
『華麗なるペテン師』


25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #16
『不確かな信用』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


23:00


23:30 23:30 23:30


24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #7
『ここはロシア』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
ブラックリスト シーズン9 #4
『復讐の天使』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #8
『想い出の人』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#18


『試される愛』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #10
『ビル爆発』


24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #15
『死の扉』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


24:00


24:30 24:30 24:30


23:00 00[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#17


『真実の追求』


00[二][CC][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 #9
『ひずみ』


00[二]★[HD][新]
WALKER／ウォーカー #1
『再出発』


00[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #4
『復讐の天使』


00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #8
『想い出の人』


23:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #14
『針の穴』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


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]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #7
『ここはロシア』


00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #4
『復讐の天使』


00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #8
『想い出の人』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#18


『試される愛』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #10
『ビル爆発』


22:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #13
『モンテ・クリスト伯の正体』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


20:00


20:30 20:30 20:30


21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #16
『不確かな信用』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #17
『女の秘密』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #18
『シェヘラザード』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #19
『怪物と怪物』


00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #20
『父のように…』


21:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #12
『ディプログラマー』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


21:00


21:30 21:30 21:30


20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #14
『暗闇の中で』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #16
『核の脅威』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #18
『闘士カークマン』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #20
『宴の悲劇』


00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #22
『挑戦状』


20:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #11
『始まりの場所』


00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』


18:00


18:30 18:30 18:30


19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #13
『過去の過ち』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #15
『首脳会談』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #17
『過剰報復』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #19
『職務遂行能力』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #21
『標的』


19:00 00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #20
『父のように…』


00[5.1]★[HD][字][新]
WALKER／ウォーカー #1
『再出発』


19:00


19:30 19:30 19:30


18:00 00[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#17


『真実の追求』


00[5.1][HD][字]
トランスプラント 戦場から来た救命医 #9
『ひずみ』


00[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #7
『ここはロシア』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #4
『復讐の天使』


00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #8
『想い出の人』


18:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #19
『怪物と怪物』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #17
『女の秘密』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


16:00


16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #9
『脱獄の代償』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #11
『忘却の呪い』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #13
『さまよえる息子たち』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #15
『天使と悪魔の計画』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #17
『ミックのトラウマ』


16:30 16:30


17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #18
『シェヘラザード』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


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


14:00


14:30 14:30 14:30


15:00 00[HD]


インフォメーション
00[HD]


インフォメーション
00[HD]


インフォメーション
00[HD]


インフォメーション
00[HD]


インフォメーション
15:00 00[二]★[CC][HD]


【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #16
『不確かな信用』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


15:00


15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #8
『大統領ルシファー』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #10
『古き日の遺恨』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #12
『レザボア・ハンターズ』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #14
『バンパイアの反撃』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #16
『奇跡の少女』


15:30 15:30


16:00 16:00


14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #16
『不確かな信用』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #17
『女の秘密』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #18
『シェヘラザード』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #19
『怪物と怪物』


00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #20
『父のように…』


14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #15
『死の扉』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


12:00


12:30 12:30 12:30


13:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #10
『父への手紙』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #13
『名誉勲章の行方』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #16
『偽名の足跡』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #3
『SPK』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #19
『積年の思い』


13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #14
『針の穴』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


13:00


13:30 13:30 13:30


12:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #9
『吹雪の感謝祭』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #12
『自国民テロリスト』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #15
『敵討ち』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #2
『スキナー（後編）』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #18
『狙われた留守宅』


12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #13
『モンテ・クリスト伯の正体』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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[HD]


インフォメーション
10:30 10:30


11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #8
『法の落とし穴』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #11
『繰り返された悲劇』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #14
『規範と校訓』


00[5.1][HD][字][新]
ブラックリスト シーズン9 #1
『スキナー（前編）』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #17
『華麗なるペテン師』


11:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #12
『ディプログラマー』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


11:00


11:30 11:30 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 09:00


09:30 30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #7
『シャーロックたちの推理』


30[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#17


『真実の追求』


30[二][CC][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 #9
『ひずみ』


30[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #7
『ここはロシア』


30[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #4
『復讐の天使』


09:30 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 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #11
『始まりの場所』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』


10:00


10:30 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


07:00


07:30 07:30 30[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1 HD版 
#15


『おかしなおかしな遊園惑星』


30[二/一部字]★[CC][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #11
『にせミステロンあらわる！』


07:30


08:00 00[二]★[HD]
【帯】
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]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #16
『核の脅威』


00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #18
『闘士カークマン』


00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #20
『宴の悲劇』


00[二]★[終][HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #22
『挑戦状』


08:00 08:00


15[HD]インフォメーション


08:30 08:30 30[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1 HD版 
#16


『ゴリラの惑星』


30[二][HD][新]
WALKER／ウォーカー #1
『再出発』


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


07:00 00[二]★[HD]
【帯】
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]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #15
『首脳会談』


00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #17
『過剰報復』


00[二]★[HD]
【帯】
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】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #21
『標的』


07:00 00[HD]


インフォメーション
00[HD]


インフォメーション


06:00


06:30 30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #12
『ＳＯＳ（前編）』


30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #14
『シグナル（前編）』


30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #16
『シャクルトン・ビースト』


30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #18
『雪崩』


30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #20
『ザ・ワールド・エアー・ショー』


06:30 30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #22
『トレジャー・ハンター』


30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #24
『レスキュー・スカウト』


06:30


06:00 00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #11
『岩窟クエスト』


00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #13
『ＳＯＳ（後編）』


00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #15
『シグナル（後編）』


00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #17
『乗っ取られたＦＡＢ‐１』


00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #19
『大型タンカー転覆！』


06:00 00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #21
『宇宙刑務所 ヘックス』


00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #23
『猛毒の恐怖』







スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2022年6月


スーパー！ドラマＴＶ 2022.06.27-2022.06.30
2022.06.27 2022.06.28 2022.06.29 2022.06.30 2022.07.01 2022.07.02 2022.07.03


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、オプテージ、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[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実の物語
～ シーズン2 #4
『悪魔の昼食』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実の物語
～ シーズン2 #5
『野生の本能』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実の物語
～ シーズン2 #6
『ほんのイタズラ』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実の物語
～ シーズン2 #7
『ここはロシア』


29:00 29:00


29:30 29:30 29:30


28:00 00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィジー編 #10
『ラブアイランドは定員オーバー』


00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィジー編 #11
『「真実か挑戦か」で急接近』


00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィジー編 #12
『念願の初デート』


00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィジー編 #13
『ソーシャルビンゴで仲間割れ？』


28:00 28:00


28:30 28:30 28:30


27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #22
『疑惑のチャットルーム』


00★[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(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]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #4
『無垢なるもの』


00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』


27:00 27:00


27:30 27:30 27:30


26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #21
『戦場の通訳者』


00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #24
『幼き使者たち』


00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』


00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』


26:00 26:00


26:30 26:30 26:30


24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実の物語
～ シーズン2 #8
『7日間』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
ブラックリスト シーズン9 #5
『ベンジャミン・T・オカーラ』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #9
『着せられた汚名』


00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 #19
『ソーホーのヒーロー』


24:00 24:00


24:30 24:30 24:30


25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #23
『迷える若者』


00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』


00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』


25:00 25:00
05[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #20
『行方不明の拳銃』25:30 25:30 25:30


22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #8
『7日間』


00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #5
『ベンジャミン・T・オカーラ』


00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #9
『着せられた汚名』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#19


『ソーホーのヒーロー』


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！


23:00 00[二][CC][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 #10
『ビル爆発』


00[二]★[HD]
WALKER／ウォーカー #2
『復帰への道のり』


00[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #5
『ベンジャミン・T・オカーラ』


23:00 23:00
05[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#18


『試される愛』23:30 23:30 23:30


21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】【クロスオーバースペシャル】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン22 
#9


『再会』


00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #1
『プーリアでの一件』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #2
『父の跡目』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #3
『世界はあなたのもの』


21:00 21:00


21:30 21:30 21:30


19:30 19:30 19:30


20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #2
『#予測不能な事態』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #4
『#歴史的偉業』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #6
『#医療と移民』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #8
『#耐え難い恐怖』


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][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#18


『試される愛』


00[5.1][HD][字]
トランスプラント 戦場から来た救命医 #10
『ビル爆発』


00[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #8
『7日間』


00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #5
『ベンジャミン・T・オカーラ』


18:00 18:00


18:30 18:30 18:30


19:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #1
『#制度破綻』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #3
『#プライバシーはどこへ』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #7
『#アイデンティティ/危機』


19:00 19:00
05[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #5
『#公私の境』


16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #19
『ケリーの選択』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #21
『メアリーの暴走』


30[二]★[終][CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #23
『捧げられた命』


30[HD]


インフォメーション
16:30 16:30


17:00 00[HD][字]
ブラックリストの舞台裏 シーズン9


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】
スーパーナチュラル シーズン12 #18
『それぞれの遺産』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #20
『人形の館』


30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #22
『ハンターたちの逆襲』


30[二][HD]
WALKER／ウォーカー #2
『復帰への道のり』


15:30 15:30


16:00 16:00 16:00


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(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]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』


13:00 13:00


13:30 13:30 13:30


14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】【クロスオー
バースペシャル】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン22 #9
『再会』


00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #1
『プーリアでの一件』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #2
『父の跡目』


00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #3
『世界はあなたのもの』


14:00 14:00


14:30 14:30 14:30


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』


11:00 11:00


11:30 11:30 11:30


12:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #21
『戦場の通訳者』


00[二]★[終][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #24
『幼き使者たち』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』


12:00 12:00


12:30 12:30 12:30


30[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #8
『7日間』


09:30 09:30


10:00 10:00 10:00


10:30 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
10:30 10:30


00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #8
『#耐え難い恐怖』


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


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
刑事カーディナル 過去からの報せ #3
『ジャック』


06:00 06:00


06:30 30[二]★[終][HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #26
『はるかなる宇宙（後編）』


06:30 06:30


07:00 00[二]★[HD][新]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #1
『#制度破綻』


00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #3
『#プライバシーはどこへ』


00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #5
『#公私の境』


00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #7
『#アイデンティティ/危機』


07:00 07:00


07:30 07:30 07:30


06:00 00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #25
『はるかなる宇宙（前編）』


00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
刑事カーディナル 過去からの報せ #1
『サム』


00[5.1]★[HD][字]
【帯】
刑事カーディナル 過去からの報せ #2
『ローマンとイリーナ』


08:00 00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #2
『#予測不能な事態』


00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #4
『#歴史的偉業』


00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #6
『#医療と移民』


09:30 30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #8
『想い出の人』


30[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 
#18


『試される愛』


30[二][CC][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 #10
『ビル爆発』


11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #20
『行方不明の拳銃』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #23
『迷える若者』


00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』


13:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #22
『疑惑のチャットルーム』


00[二]★[HD][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』








5:00 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #35


5:55 新作ステーション ～「国家が破産する日」 #1


6:00 韓国ドラマ「王女の男」 #15


7:25 新作ステーション ～「国家が破産する日」 #1


7:30 お役立ち生活情報


8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #43


9:00 お役立ち生活情報


9:30 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #1


11:01 お役立ち生活情報・お知らせ 


11:30 韓国ドラマ「オー・マイ・ゴッド ～私が突然ご令嬢！？～」 #11


12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 


13:30 韓国ドラマ「ブラック～恋する死神～＜カット版＞」 #21


14:27 お役立ち生活情報・お知らせ 


15:10 韓国ドラマ「ザ・ミラクル ～姉⇔妹!!??～」 #9


15:30 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #4


16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 


※外国語放送は字幕放送です。 17:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #27
※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。 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 


19:00 お役立ち生活情報


19:30 韓国ドラマ「逆流」 #41


20:15 お役立ち生活情報


20:45 韓国ドラマ「逆流」 #42


21:30 お役立ち生活情報


22:00 韓国ドラマ「フォレスト」 #16


23:14 お役立ち生活情報・お知らせ 


0:00 韓国ドラマ「オー・マイ・ゴッド ～私が突然ご令嬢！？～」 #7


1:30 タイドラマ「TharnType2 -7Years of Love-」 #9


2:30 中国ドラマ「親愛なる君主様」 #33


3:25 新作ステーション ～「国家が破産する日」 #1


3:30 韓国ドラマ「花より男子～Boys Over Flowers」 #14


5:00 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #36 5:00 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #37 5:00 タイドラマ「LeoとFiatの（愛の）秘密」 #1 5:00 韓国映画「工作 黒金星（ブラック・ヴィーナス）と呼ばれた男」 #1


5:55 アジドラ・ミュージック #9 5:55 新作ステーション ～「今日よりもっと!!」 #1 6:17 お役立ち生活情報・お知らせ 7:30 お役立ち生活情報


6:00 韓国ドラマ「王女の男」 #16 6:00 韓国ドラマ「王女の男」 #17 7:00 お役立ち生活情報 8:00 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #4


7:25 アジドラ・ミュージック #9 7:25 新作ステーション ～「今日よりもっと!!」 #1 7:30 お役立ち生活情報 9:30 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #5


7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 8:00 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #1 11:00 お役立ち生活情報


8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #44 8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #45 9:30 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #2 11:30 韓国ドラマ「黄金の私の人生」 #19


9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報 11:00 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #3 13:00 お役立ち生活情報


9:30 韓国ドラマ「女神降臨」 #6 9:30 韓国ドラマ「女神降臨」 #7 12:30 お役立ち生活情報 13:30 韓国ドラマ「黄金の私の人生」 #20


11:01 お役立ち生活情報・お知らせ 11:01 お役立ち生活情報・お知らせ 13:00 韓国ドラマ「黄金の私の人生」 #17 15:00 お役立ち生活情報


11:30 韓国ドラマ「オー・マイ・ゴッド ～私が突然ご令嬢！？～」 #12 11:30 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #1 14:30 お役立ち生活情報 15:30 お役立ち生活情報


12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 15:00 お役立ち生活情報 16:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #8


13:30 韓国ドラマ「ブラック～恋する死神～＜カット版＞」 #22 13:30 韓国ドラマ「ブラック～恋する死神～＜カット版＞」 #23 15:30 韓国ドラマ「黄金の私の人生」 #18 17:17 お役立ち生活情報・お知らせ 


14:27 お役立ち生活情報・お知らせ 14:27 お役立ち生活情報・お知らせ 17:00 お役立ち生活情報 18:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #9


15:10 韓国ドラマ「ザ・ミラクル ～姉⇔妹!!??～」 #10 15:10 韓国ドラマ「ザ・ミラクル ～姉⇔妹!!??～」 #11 17:30 お役立ち生活情報 19:17 お役立ち生活情報・お知らせ 


15:30 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #5 15:30 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #6 18:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #6 20:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #10


16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 19:17 お役立ち生活情報・お知らせ 21:17 お役立ち生活情報・お知らせ 


17:30 中国ドラマ「明月記～夢うつつの皇女～」 #27 17:30 中国ドラマ「明月記～夢うつつの皇女～」 #28 20:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #7 22:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #41


18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 21:17 お役立ち生活情報・お知らせ 22:45 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #42


19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報 22:00 お役立ち生活情報 23:30 お役立ち生活情報


19:30 韓国ドラマ「逆流」 #43 19:30 韓国ドラマ「逆流」 #45 22:30 韓国映画「今日よりもっと!!」 #1 0:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #43


20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報 0:20 韓国映画「国家が破産する日」 #1 0:45 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #44


20:45 韓国ドラマ「逆流」 #44 20:45 韓国ドラマ「逆流」 #46 2:30 韓国映画「戦場のメロディ」 #1 1:30 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #45


21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報 4:50 アジドラ・ミュージック #7 2:15 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #25


22:00 韓国ドラマ「女神降臨」 #4 22:00 韓国ドラマ「女神降臨」 #5 4:55 アジドラ・ミュージック #8 3:05 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #26


23:31 お役立ち生活情報・お知らせ 23:31 お役立ち生活情報・お知らせ 3:55 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #27


0:00 韓国ドラマ「オー・マイ・ゴッド ～私が突然ご令嬢！？～」 #8 0:00 韓国ドラマ「オー・マイ・ゴッド ～私が突然ご令嬢！？～」 #9 4:45 お役立ち生活情報


1:30 タイドラマ「TharnType2 -7Years of Love-」 #10 1:30 タイドラマ「TharnType2 -7Years of Love-」 #11


3:00 ほっとひといき♪～癒しの時間 by miro #20 3:00 ほっとひといき♪～癒しの時間 by miro #21


3:25 アジドラ・ミュージック #9 3:25 新作ステーション ～「今日よりもっと!!」 #1


3:30 韓国ドラマ「花より男子～Boys Over Flowers」 #15 3:30 韓国ドラマ「花より男子～Boys Over Flowers」 #16


　　　　


2022/5/30（月） 2022/5/31（火） 2022/6/1（水）


2022/6/2（木） 2022/6/3（金） 2022/6/4（土） 2022/6/5（日）


公式Twitter


番組情報をお届け♪


韓国ドラマ
「ボイス2 ～112の奇跡～」


イ・ジヌク×イ・ハナ主演で、
あのゴールデンタイムが帰っ
てきた！その3分は、誰かの
人生――


★6/3(金) 11:30〜スタート
©  STUDIO DRAGON CORPORATION


韓国ドラマ
「ファイティン♡ガール！～Miss Lee～」


倒産寸前の中小企業の社員た
ちが様々な危機を乗り越え、
共に成長していくヒューマン
オフィスドラマ！


★6/1(水) 9:30〜スタート
© STUDIO DRAGON CORPORATION


6月
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表







5:00 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #38 5:00 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #39 5:00 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #40


5:55 新作ステーション ～「毒戦 BELIEVER」 #1 5:55 アジクリさんの里山繁盛記 #14 5:55 新作ステーション ～「完璧な他人」 #1


6:00 韓国ドラマ「王女の男」 #18 6:00 韓国ドラマ「王女の男」 #19 6:00 韓国ドラマ「王女の男」 #20


7:25 新作ステーション ～「毒戦 BELIEVER」 #1 7:25 アジクリさんの里山繁盛記 #14 7:25 新作ステーション ～「完璧な他人」 #1


7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報


8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #46 8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #47 8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #48


9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報


9:30 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #2 9:30 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #3 9:30 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #4


11:01 お役立ち生活情報・お知らせ 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 


11:30 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #2 11:30 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #3 11:30 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #4


12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 


13:30 韓国ドラマ「ブラック～恋する死神～＜カット版＞」 #24 13:30 韓国ドラマ「ブラック～恋する死神～＜カット版＞」 #25 13:30 韓国ドラマ「ブラック～恋する死神～＜カット版＞」 #26


14:27 お役立ち生活情報・お知らせ 14:27 お役立ち生活情報・お知らせ 14:27 お役立ち生活情報・お知らせ 


15:10 韓国ドラマ「ザ・ミラクル ～姉⇔妹!!??～」 #12 15:10 ほっとひといき♪～癒しの時間 by miro #23 15:10 ほっとひといき♪～癒しの時間 by miro #25


15:30 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #7 15:30 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #8 15:30 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #9


16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 


※外国語放送は字幕放送です。 17:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #28 17:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #29 17:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #30
※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。 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 


19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報


19:30 韓国ドラマ「逆流」 #47 19:30 韓国ドラマ「逆流」 #49 19:30 韓国ドラマ「逆流」 #51


20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報


20:45 韓国ドラマ「逆流」 #48 20:45 韓国ドラマ「逆流」 #50 20:45 韓国ドラマ「逆流」 #52


21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報


22:00 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #1 22:00 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #2 22:00 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #3


23:31 お役立ち生活情報・お知らせ 23:31 お役立ち生活情報・お知らせ 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 


0:00 韓国ドラマ「オー・マイ・ゴッド ～私が突然ご令嬢！？～」 #10 0:00 韓国ドラマ「オー・マイ・ゴッド ～私が突然ご令嬢！？～」 #11 0:00 韓国ドラマ「オー・マイ・ゴッド ～私が突然ご令嬢！？～」 #12


1:30 タイドラマ「TharnType2 -7Years of Love-」 #12 1:30 タイドラマ「TharnType2 -7Years of Love-」スペシャルエピソード #1 1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #1


3:00 ほっとひといき♪～癒しの時間 by miro #22 3:00 ほっとひといき♪～癒しの時間 by miro #24 2:30 中国ドラマ「親愛なる君主様」 #34


3:25 新作ステーション ～「毒戦 BELIEVER」 #1 3:25 アジクリさんの里山繁盛記 #14 3:25 新作ステーション ～「完璧な他人」 #1
3:30 韓国ドラマ「花より男子～Boys Over Flowers」 #17 3:30 韓国ドラマ「花より男子～Boys Over Flowers」 #18 3:30 韓国ドラマ「花より男子～Boys Over Flowers」 #19


5:00 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #41 5:00 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #42 5:00 タイドラマ「Don’t Say No -心が近づくとき-」 #1 5:00 韓国映画「最も普通の恋愛」 #1


5:55 アジドラ・ミュージック #9 5:55 新作ステーション ～「毒戦 BELIEVER」 #1 6:00 タイドラマ「Don’t Say No -心が近づくとき-」 #2 7:00 お役立ち生活情報


6:00 韓国ドラマ「王女の男」 #21 6:00 韓国ドラマ「王女の男」 #22 7:00 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報


7:25 アジドラ・ミュージック #9 7:25 新作ステーション ～「毒戦 BELIEVER」 #1 7:30 お役立ち生活情報 8:00 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #9


7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 8:00 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #6 9:30 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #10


8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #49 8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #50 9:30 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #7 11:00 お役立ち生活情報


9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報 11:00 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #8 11:30 韓国ドラマ「黄金の私の人生」 #21


9:30 韓国ドラマ「女神降臨」 #8 9:30 韓国ドラマ「女神降臨」 #9 12:30 お役立ち生活情報 13:00 お役立ち生活情報


10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 11:01 お役立ち生活情報・お知らせ 13:00 韓国ドラマ「黄金の私の人生」 #19 13:30 韓国ドラマ「黄金の私の人生」 #22


11:30 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #5 11:30 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #6 14:30 お役立ち生活情報 15:00 お役立ち生活情報


12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 15:00 お役立ち生活情報 15:30 お役立ち生活情報


13:30 韓国ドラマ「ブラック～恋する死神～＜カット版＞」 #27 13:30 韓国ドラマ「ブラック～恋する死神～＜カット版＞」 #28 15:30 韓国ドラマ「黄金の私の人生」 #20 16:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #13


14:27 お役立ち生活情報・お知らせ 14:27 お役立ち生活情報・お知らせ 17:00 お役立ち生活情報 17:17 お役立ち生活情報・お知らせ 


15:10 ほっとひといき♪～癒しの時間 by miro #26 15:10 ほっとひといき♪～癒しの時間 by miro #27 17:30 お役立ち生活情報 18:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #14


15:30 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #10 15:30 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #11 18:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #11 19:17 お役立ち生活情報・お知らせ 


16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 19:17 お役立ち生活情報・お知らせ 20:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #15


17:30 中国ドラマ「明月記～夢うつつの皇女～」 #29 17:30 中国ドラマ「明月記～夢うつつの皇女～」 #30 20:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #12 21:17 お役立ち生活情報・お知らせ 


18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 21:17 お役立ち生活情報・お知らせ 22:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #46


19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報 22:00 お役立ち生活情報 22:45 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #47


19:30 韓国ドラマ「逆流」 #53 19:30 韓国ドラマ「逆流」 #55 22:30 韓国映画「毒戦 BELIEVER」 #1 23:30 お役立ち生活情報


20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報 0:50 韓国映画「完璧な他人」 #1 0:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #48


20:45 韓国ドラマ「逆流」 #54 20:45 韓国ドラマ「逆流」 #56 3:00 韓中合作映画「もっと猟奇的な彼女」 #1 0:45 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #49


21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報 4:55 韓国＆タイエンタメ #4 1:30 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #50


22:00 韓国ドラマ「女神降臨」 #6 22:00 韓国ドラマ「女神降臨」 #7 2:15 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #28


23:31 お役立ち生活情報・お知らせ 23:31 お役立ち生活情報・お知らせ 3:05 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #29


0:00 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #1 0:00 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #2 3:55 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #30


1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #2 1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #3 4:45 お役立ち生活情報


2:30 中国ドラマ「明月記～夢うつつの皇女～」 #21 2:30 中国ドラマ「明月記～夢うつつの皇女～」 #22


3:25 アジドラ・ミュージック #9 3:25 新作ステーション ～「毒戦 BELIEVER」 #1


3:30 韓国ドラマ「花より男子～Boys Over Flowers」 #20 3:30 韓国ドラマ「花より男子～Boys Over Flowers」 #21


　　　　


2022/6/6（月） 2022/6/7（火） 2022/6/8（水）


2022/6/9（木） 2022/6/10（金） 2022/6/11（土） 2022/6/12（日）


公式Twitter


番組情報をお届け♪


タイドラマ
「LeoとFiatの（愛の）秘密」


「TharnType2」のサブカッ
プルが主演！「Don ' t  Say  
No」に繋がる特別編！


★6/4(土) 5:00〜放送
Me Mind Y Co.,Ltd. ©all rights reserved


韓国ドラマ
「ボイス3 ～112の奇跡～」


イ・ジヌク×イ・ハナ主演 日
本ドラマでもリメイクされた
大人気ドラマがスケールアッ
プして帰ってきた


★6/21(火) 11:30〜スタート
© STUDIO DRAGON CORPORATION


6月
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表







5:00 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #43 5:00 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #44 5:00 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #45


5:55 新作ステーション ～「工作 黒金星（ブラック・ヴィーナス）と呼ばれた男」 #1 5:55 アジクリさんの里山繁盛記 #15 5:55 新作ステーション ～「今日よりもっと!!」 #1


6:00 韓国ドラマ「王女の男」 #23 6:00 韓国ドラマ「王女の男」 #24 6:00 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #1


7:25 新作ステーション ～「工作 黒金星（ブラック・ヴィーナス）と呼ばれた男」 #1 7:25 アジクリさんの里山繁盛記 #15 7:25 新作ステーション ～「今日よりもっと!!」 #1


7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報


8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #51 8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #52 8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #53


9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報


9:30 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #5 9:30 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #6 9:30 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #7


10:44 お役立ち生活情報・お知らせ 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 10:44 お役立ち生活情報・お知らせ 


11:30 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #7 11:30 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #8 11:30 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #9


12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 13:01 お役立ち生活情報・お知らせ 12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 


13:30 韓国ドラマ「ゾンビ探偵」 #1 13:30 韓国ドラマ「ゾンビ探偵」 #2 13:30 韓国ドラマ「ゾンビ探偵」 #3


14:44 お役立ち生活情報・お知らせ 14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 


15:30 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #12 15:30 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #13 15:30 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #14


16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 


17:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #31 17:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #32 17:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #33


※外国語放送は字幕放送です。 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 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。 19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報


19:30 韓国ドラマ「逆流」 #57 19:30 韓国ドラマ「逆流」 #59 19:30 韓国ドラマ「逆流」 #61


20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報


20:45 韓国ドラマ「逆流」 #58 20:45 韓国ドラマ「逆流」 #60 20:45 韓国ドラマ「逆流」 #62


21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報


22:00 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #4 22:00 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #5 22:00 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #6


23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 23:14 お役立ち生活情報・お知らせ 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 


0:00 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #3 0:00 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #4 0:00 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #5


1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #4 1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #5 1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #6


2:30 中国ドラマ「親愛なる君主様」 #35 2:30 中国ドラマ「親愛なる君主様」 #36 2:30 「ソウルドラマアワード2020授与式」 #1


3:25 新作ステーション ～「工作 黒金星（ブラック・ヴィーナス）と呼ばれた男」 #1 3:25 アジクリさんの里山繁盛記 #15 3:30 韓国ドラマ「花より男子～Boys Over Flowers」 #24


3:30 韓国ドラマ「花より男子～Boys Over Flowers」 #22 3:30 韓国ドラマ「花より男子～Boys Over Flowers」 #23


5:00 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #46 5:00 中国ドラマ「美人心計～一人の妃と二人の皇帝～」 #1 5:00 タイドラマ「Don’t Say No -心が近づくとき-」 #3 5:00 韓国映画「アンティーク ～西洋骨董洋菓子店～」 #1


5:55 アジドラ・ミュージック #10 5:55 新作ステーション ～「工作 黒金星（ブラック・ヴィーナス）と呼ばれた男」 #1 6:30 タイドラマ「Don’t Say No -心が近づくとき-」 #4 7:00 お役立ち生活情報


6:00 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #2 6:00 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #3 7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報


7:25 アジドラ・ミュージック #10 7:25 新作ステーション ～「工作 黒金星（ブラック・ヴィーナス）と呼ばれた男」 #1 8:00 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #11 8:00 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #14


7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 9:30 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #12 9:30 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #15


8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #54 8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #55 11:00 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #13 11:00 お役立ち生活情報


9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報 12:30 お役立ち生活情報 11:30 韓国ドラマ「黄金の私の人生」 #23


9:30 韓国ドラマ「女神降臨」 #10 9:30 韓国ドラマ「女神降臨」 #11 13:00 韓国ドラマ「黄金の私の人生」 #21 13:00 お役立ち生活情報


11:01 お役立ち生活情報・お知らせ 11:01 お役立ち生活情報・お知らせ 14:30 お役立ち生活情報 13:30 韓国ドラマ「黄金の私の人生」 #24


11:30 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #10 11:30 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #11 15:00 お役立ち生活情報 15:00 お役立ち生活情報


12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 15:30 韓国ドラマ「黄金の私の人生」 #22 15:30 お役立ち生活情報


13:30 韓国ドラマ「ゾンビ探偵」 #4 13:30 韓国ドラマ「ゾンビ探偵」 #5 17:00 お役立ち生活情報 16:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #18


14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 14:44 お役立ち生活情報・お知らせ 17:30 お役立ち生活情報 17:17 お役立ち生活情報・お知らせ 


15:30 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #15 15:30 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #16 18:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #16 18:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #19


16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 19:17 お役立ち生活情報・お知らせ 19:17 お役立ち生活情報・お知らせ 


17:30 中国ドラマ「明月記～夢うつつの皇女～」 #31 17:30 中国ドラマ「明月記～夢うつつの皇女～」 #32 20:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #17 20:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #20


18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 21:17 お役立ち生活情報・お知らせ 21:17 お役立ち生活情報・お知らせ 


19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報 22:00 お役立ち生活情報 22:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #51


19:30 韓国ドラマ「逆流」 #63 19:30 韓国ドラマ「逆流」 #65 22:30 韓国映画「工作 黒金星（ブラック・ヴィーナス）と呼ばれた男」 #1 22:45 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #52


20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報 1:05 韓国映画「今日よりもっと!!」 #1 23:30 お役立ち生活情報


20:45 韓国ドラマ「逆流」 #64 20:45 韓国ドラマ「逆流」 #66 2:55 韓国映画「コードネーム：ジャッカル」 #1 0:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #53


21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報 0:45 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #54


22:00 韓国ドラマ「女神降臨」 #8 22:00 韓国ドラマ「女神降臨」 #9 1:30 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #55


23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 23:31 お役立ち生活情報・お知らせ 2:15 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #31


0:00 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #6 0:00 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #7 3:05 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #32


1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #7 1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #8 3:55 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #33


2:30 中国ドラマ「明月記～夢うつつの皇女～」 #23 2:30 中国ドラマ「明月記～夢うつつの皇女～」 #24 4:45 お役立ち生活情報


3:25 アジドラ・ミュージック #10 3:25 新作ステーション ～「工作 黒金星（ブラック・ヴィーナス）と呼ばれた男」 #1


3:30 韓国ドラマ「花より男子～Boys Over Flowers」 #25 3:30 韓国ドラマ「時間が止まるその時」 #1


4:31 お役立ち生活情報・お知らせ 


　　　　


2022/6/13（月） 2022/6/14（火） 2022/6/15（水）


2022/6/16（木） 2022/6/17（金） 2022/6/18（土） 2022/6/19（日）


公式Twitter


番組情報をお届け♪


韓国映画
「今日よりもっと‼」


日本アカデミー賞・最優秀主
演女優賞シム・ウンギョン主
演作 マイペース女子が己の道
を信じて突き進む ! ?


★6/4(土) 22:30〜放送
© 2016 CJ CGV Co., Ltd., INDIESTORY INC.


タイドラマ
「Don't Say No -心が近づくとき-」


「TharnType2」の制作陣が
再集結！ 人気シリーズのその
後を描いた話題作が誕生！


★6/11(土) 5:00〜スタート
Me Mind Y Co.,Ltd. ©all rights reserved


6月
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表







5:00 中国ドラマ「美人心計～一人の妃と二人の皇帝～」 #2 5:00 中国ドラマ「美人心計～一人の妃と二人の皇帝～」 #3 5:00 中国ドラマ「美人心計～一人の妃と二人の皇帝～」 #4


5:55 新作ステーション ～「最も普通の恋愛」 #1 5:55 アジクリさんの里山繁盛記 #16 5:55 新作ステーション ～「毒戦 BELIEVER」 #1


6:00 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #4 6:00 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #5 6:00 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #6


7:25 新作ステーション ～「最も普通の恋愛」 #1 7:25 アジクリさんの里山繁盛記 #16 7:25 新作ステーション ～「毒戦 BELIEVER」 #1


7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報


8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #56 8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #57 8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #58


9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報


9:30 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #8 9:30 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #9 9:30 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #10


10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 


11:30 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #12 11:30 韓国ドラマ「ボイス3 ～112の奇跡～」 #1 11:30 韓国ドラマ「ボイス3 ～112の奇跡～」 #2


13:01 お役立ち生活情報・お知らせ 12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 


13:30 韓国ドラマ「ゾンビ探偵」 #6 13:30 韓国ドラマ「ゾンビ探偵」 #7 13:30 韓国ドラマ「ゾンビ探偵」 #8


14:44 お役立ち生活情報・お知らせ 14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 


15:30 韓国ドラマ「力の強い女 ト・ボンスン」 #1 15:30 韓国ドラマ「力の強い女 ト・ボンスン」 #2 15:30 韓国ドラマ「力の強い女 ト・ボンスン」 #3


16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 


17:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #34 17:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #35 17:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #36


※外国語放送は字幕放送です。 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 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。 19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報


19:30 韓国ドラマ「逆流」 #67 19:30 韓国ドラマ「逆流」 #69 19:30 韓国ドラマ「逆流」 #71


20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報


20:45 韓国ドラマ「逆流」 #68 20:45 韓国ドラマ「逆流」 #70 20:45 韓国ドラマ「逆流」 #72


21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報


22:00 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #7 22:00 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #8 22:00 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #9


23:14 お役立ち生活情報・お知らせ 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 


0:00 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #8 0:00 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #9 0:00 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #10


1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #9 1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #10 1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #11


2:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #1 2:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #2 2:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #3


3:25 新作ステーション ～「最も普通の恋愛」 #1 3:25 アジクリさんの里山繁盛記 #16 3:25 新作ステーション ～「毒戦 BELIEVER」 #1


3:30 韓国ドラマ「時間が止まるその時」 #2 3:30 韓国ドラマ「時間が止まるその時」 #3 3:30 韓国ドラマ「時間が止まるその時」 #4


4:31 お役立ち生活情報・お知らせ 4:31 お役立ち生活情報・お知らせ 4:31 お役立ち生活情報・お知らせ 


5:00 中国ドラマ「美人心計～一人の妃と二人の皇帝～」 #5 5:00 中国ドラマ「美人心計～一人の妃と二人の皇帝～」 #6 5:00 タイドラマ「Don’t Say No -心が近づくとき-」 #5 5:00 韓中合作映画「もっと猟奇的な彼女」 #1


5:55 アジドラ・ミュージック #10 5:55 新作ステーション ～「最も普通の恋愛」 #1 6:00 タイドラマ「Don’t Say No -心が近づくとき-」 #6 7:00 お役立ち生活情報


6:00 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #7 6:00 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #8 7:00 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報


7:25 アジドラ・ミュージック #10 7:25 新作ステーション ～「最も普通の恋愛」 #1 7:30 お役立ち生活情報 8:00 韓国ドラマ「胸部外科」 #3


7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 8:00 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #16 9:30 韓国ドラマ「胸部外科」 #4


8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #59 8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #60 9:30 韓国ドラマ「胸部外科」 #1 11:00 お役立ち生活情報


9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報 11:00 韓国ドラマ「胸部外科」 #2 11:30 韓国ドラマ「黄金の私の人生」 #25


9:30 韓国ドラマ「女神降臨」 #12 9:30 韓国ドラマ「女神降臨」 #13 12:30 お役立ち生活情報 13:00 お役立ち生活情報


11:01 お役立ち生活情報・お知らせ 11:01 お役立ち生活情報・お知らせ 13:00 韓国ドラマ「黄金の私の人生」 #23 13:30 韓国ドラマ「黄金の私の人生」 #26


11:30 韓国ドラマ「ボイス3 ～112の奇跡～」 #3 11:30 韓国ドラマ「ボイス3 ～112の奇跡～」 #4 14:30 お役立ち生活情報 15:00 お役立ち生活情報


12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 15:00 お役立ち生活情報 15:30 お役立ち生活情報


13:30 韓国ドラマ「ゾンビ探偵」 #9 13:30 韓国ドラマ「ゾンビ探偵」 #10 15:30 韓国ドラマ「黄金の私の人生」 #24 16:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #23


14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 17:00 お役立ち生活情報 17:17 お役立ち生活情報・お知らせ 


15:30 韓国ドラマ「力の強い女 ト・ボンスン」 #4 15:30 韓国ドラマ「力の強い女 ト・ボンスン」 #5 17:30 お役立ち生活情報 18:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #24


16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 18:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #21 19:17 お役立ち生活情報・お知らせ 


17:30 中国ドラマ「明月記～夢うつつの皇女～」 #33 17:30 中国ドラマ「明月記～夢うつつの皇女～」 #34 19:17 お役立ち生活情報・お知らせ 20:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #25


18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 20:00 韓国ドラマ「火の女神ジョンイ」 #22 21:17 お役立ち生活情報・お知らせ 


19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報 21:17 お役立ち生活情報・お知らせ 22:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #56


19:30 韓国ドラマ「逆流」 #73 19:30 韓国ドラマ「逆流」 #75 22:00 お役立ち生活情報 22:45 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #57


20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報 22:30 韓国映画「最も普通の恋愛」 #1 23:30 お役立ち生活情報


20:45 韓国ドラマ「逆流」 #74 20:45 韓国ドラマ「逆流」 #76 0:35 韓国映画「アンティーク ～西洋骨董洋菓子店～」 #1 0:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #58


21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報 2:40 韓国映画「毒戦 BELIEVER」 #1 0:45 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #59


22:00 韓国ドラマ「女神降臨」 #10 22:00 韓国ドラマ「女神降臨」 #11 1:30 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #60


23:31 お役立ち生活情報・お知らせ 23:31 お役立ち生活情報・お知らせ 2:15 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #34


0:00 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #11 0:00 韓国ドラマ「ボイス2 ～112の奇跡～」 #12 3:05 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #35


1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #12 1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #13 3:55 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #36


2:30 中国ドラマ「明月記～夢うつつの皇女～」 #25 2:30 中国ドラマ「明月記～夢うつつの皇女～」 #26 4:45 お役立ち生活情報


3:25 アジドラ・ミュージック #10 3:25 新作ステーション ～「最も普通の恋愛」 #1


3:30 韓国ドラマ「時間が止まるその時」 #5 3:30 韓国ドラマ「時間が止まるその時」 #6


4:31 お役立ち生活情報・お知らせ 4:31 お役立ち生活情報・お知らせ 


　　　　


2022/6/20（月） 2022/6/21（火） 2022/6/22（水）


2022/6/23（木） 2022/6/24（金） 2022/6/25（土） 2022/6/26（日）


公式Twitter


番組情報をお届け♪


韓国ドラマ
「ボイス2 ～112の奇跡～」


イ・ジヌク×イ・ハナ主演で、
あのゴールデンタイムが帰っ
てきた！その3分は、誰かの
人生――


★6/3(金) 11:30〜スタート
©  STUDIO DRAGON CORPORATION


韓国映画
「毒戦 BELIEVER」


韓国観客動員数500万人突破
の大ヒット！緻密な伏線に息
を飲む極上のクライム・アク
ション！


★6/11(土) 22:30〜放送
© 2018 CINEGURU KIDARIENT & YONG FILM. All Rights 


Reserved.


6月
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表







5:00 中国ドラマ「美人心計～一人の妃と二人の皇帝～」 #7 5:00 中国ドラマ「美人心計～一人の妃と二人の皇帝～」 #8 5:00 中国ドラマ「美人心計～一人の妃と二人の皇帝～」 #9


5:55 新作ステーション ～「ザ・バッド・ガイズ」 #1 5:55 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #1 5:55 新作ステーション ～「ザ・バッド・ガイズ」 #1


6:00 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #9 6:00 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #10 6:00 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #11


7:25 新作ステーション ～「ザ・バッド・ガイズ」 #1 7:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #1 7:25 新作ステーション ～「ザ・バッド・ガイズ」 #1


7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報


8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #61 8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #62 8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #63


9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報


9:30 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #11 9:30 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #12 9:30 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #13


10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 


11:30 韓国ドラマ「ボイス3 ～112の奇跡～」 #5 11:30 韓国ドラマ「ボイス3 ～112の奇跡～」 #6 11:30 韓国ドラマ「ボイス3 ～112の奇跡～」 #7


12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 


13:30 韓国ドラマ「ゾンビ探偵」 #11 13:30 韓国ドラマ「ゾンビ探偵」 #12 13:30 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #1


14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 15:01 お役立ち生活情報・お知らせ 


15:30 韓国ドラマ「力の強い女 ト・ボンスン」 #6 15:30 韓国ドラマ「力の強い女 ト・ボンスン」 #7 15:30 韓国ドラマ「力の強い女 ト・ボンスン」 #8


16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 


17:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #37 17:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #38 17:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #39


※外国語放送は字幕放送です。 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 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。 19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報


19:30 韓国ドラマ「逆流」 #77 19:30 韓国ドラマ「逆流」 #79 19:30 韓国ドラマ「逆流」 #81


20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報


20:45 韓国ドラマ「逆流」 #78 20:45 韓国ドラマ「逆流」 #80 20:45 韓国ドラマ「逆流」 #82


21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報


22:00 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #10 22:00 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #11 22:00 韓国ドラマ「ファイティンガール！～Miss Lee～」 #12


23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 


0:00 韓国ドラマ「ボイス3 ～112の奇跡～」 #1 0:00 韓国ドラマ「ボイス3 ～112の奇跡～」 #2 0:00 韓国ドラマ「ボイス3 ～112の奇跡～」 #3


1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #14 1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #15 1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #16


2:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #4 2:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #5 2:30 中国ドラマ「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 #6


3:25 新作ステーション ～「ザ・バッド・ガイズ」 #1 3:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #1 3:25 新作ステーション ～「ザ・バッド・ガイズ」 #1


3:30 韓国ドラマ「時間が止まるその時」 #7 3:30 韓国ドラマ「時間が止まるその時」 #8 3:30 韓国ドラマ「時間が止まるその時」 #9


4:31 お役立ち生活情報・お知らせ 4:31 お役立ち生活情報・お知らせ 4:31 お役立ち生活情報・お知らせ 


5:00 中国ドラマ「美人心計～一人の妃と二人の皇帝～」 #10


5:55 アジドラ・ミュージック #10


6:00 韓国ドラマ「夕食、一緒に食べませんか？」 #12


7:25 アジドラ・ミュージック #10


7:30 お役立ち生活情報


8:00 韓国ドラマ「明日も晴れ」 #64


9:00 お役立ち生活情報


9:30 韓国ドラマ「女神降臨」 #14


11:01 お役立ち生活情報・お知らせ 


11:30 韓国ドラマ「ボイス3 ～112の奇跡～」 #8


12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 


13:30 韓国ドラマ「私を愛したスパイ」 #2


14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 


15:30 韓国ドラマ「力の強い女 ト・ボンスン」 #9


16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 


17:30 中国ドラマ「明月記～夢うつつの皇女～」 #35


18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 


19:00 お役立ち生活情報


19:30 韓国ドラマ「逆流」 #83


20:15 お役立ち生活情報


20:45 韓国ドラマ「逆流」 #84


21:30 お役立ち生活情報


22:00 韓国ドラマ「女神降臨」 #12


23:31 お役立ち生活情報・お知らせ 


0:00 韓国ドラマ「ボイス3 ～112の奇跡～」 #4


1:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #17


2:30 中国ドラマ「明月記～夢うつつの皇女～」 #27


3:25 アジドラ・ミュージック #10


3:30 韓国ドラマ「時間が止まるその時」 #10


4:31 お役立ち生活情報・お知らせ 


2022/6/27（月） 2022/6/28（火） 2022/6/29（水）


2022/6/30（木） 2022/7/1（金） 2022/7/2（土） 2022/7/3（日）


タイドラマ
「LeoとFiatの（愛の）秘密」


「TharnType2」のサブカッ
プルが主演！「Don ' t  Say  
No」に繋がる特別編！


★6/4(土) 5:00〜放送
Me Mind Y Co.,Ltd. ©all rights reserved


公式Twitter


番組情報をお届け♪


韓国ドラマ
「ファイティン♡ガール！～Miss Lee～」


倒産寸前の中小企業の社員た
ちが様々な危機を乗り越え、
共に成長していくヒューマン
オフィスドラマ！


★6/1(水) 9:30〜スタート
© STUDIO DRAGON CORPORATION


6月
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表
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LIVE 生中継　 NEAR LIVE  ニアライブ
二   二カ国語　多   音声多重


＊都合により番組を変更させていただくことがあります。
＊スポーツ中継延長の場合、以降の番組を繰り下げ、または休止させていただくことがあります。


株式会社GAORA
https://www.gaora.co.jp/
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1 1


2 2
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4 4


#20


#26


#21


#27


ゴルフ女子  
ヒロインバトル #15


ゴルフ女子 
ヒロインバトル #16


#19


GAORA
プロ野球中継


 


阪神 
vs 


北海道日本ハム 
 


（6.3甲子園）
  


#20 タケ式ゴルフ道場 #4


インディカー・
シリーズ 
2022


デトロイト・グランプリ
#7


ファイターズ 
キャンプ 


インタビュー 
総集編 


～2時間ぶっ通しで
暴れまっせ！～


#28
インフォメーション


#22


#29


#23


#30


#24


GAORA
プロ野球中継


 


阪神 
vs 


中日
 


（6.24甲子園）
 


#17


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


北海道日本ハム  
vs 


巨人
 


（6.25鎌スタ）
 


#18
佐渡裕となみきの 
カバフルゴ ！ #1


里崎智也の 
ゴルフ直球勝負 ！ #25


佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #5 #31 #32


#21


インフォメーション


the Golf ザ★ゴルフ 
#26


インフォメーション


#22


#23


諸見里しのぶ  
実践ゴルフテク ！ #18


諸見里しのぶ 
実践ゴルフテク ！ #19


里崎智也の 
ゴルフ直球勝負 ！ #5


インフォメーション


#24 #25 #3 #4 #1


#23


インフォメーション


#2


#24


諸見里しのぶ 
実践ゴルフテク ！ #26


#20 #21 #22
佐渡裕となみきの 
カバフルゴ ！ #2 佐渡裕となみきの 


ゴルフ虎の穴 
#9・1


the Golf ザ★ゴルフ 
#25


インフォメーション


#27


インフォメーション


#28 #3


インフォメーション


#4


～女子～
JT vs KUROBE


インフォメーション


Vリーグ
2021-22 レビュー


～男子～ 
パナソニック vs 堺 


（11.14パナソニック 
アリーナ）


インフォメーション インフォメーション


～男子～
サントリー vs ジェイテクト


こんなところに釣り人 
#3・4


川崎漁業組合 
#54～56


インフォメーション
トレーニングラボ 


#44・45 インフォメーション
SUNDAYスマイルGOLF


#131・132 #144・145


インフォメーション


生田衣梨奈のVSゴルフ 
シーズン2 


#9・10


#8


生田衣梨奈のVSスポーツ
#9 川崎憲次郎の 


釣りつり日記 
#5～8


川崎漁業組合
#57・58


関西学生 
アメリカンフット
ボール 2021


＜第3節＞
関西学院大学  
vs 関西大学


（10.31王子スタジアム）
#11


元気めしキッチン ！ 3 #6


関西学生 
アメリカンフット
ボール 2021


＜第3節＞
近畿大学 vs  
桃山学院大学


（10.30EXPO  
FLASH FIELD）


#9


～女子～ 
東レ vs 久光


～女子～
JT vs KUROBE
（10.31丸善インテックアリーナ大阪）


インフォメーション


～男子～ 
東レ vs FC東京


～男子～
サントリー vs ジェイテクト


こんなところに釣り人 
#5・6


こんなところに釣り人 
#1・2


#6 #7


#13


インフォメーション


川崎憲次郎の 
釣りつり日記 


#9～12


インフォメーション


川崎憲次郎の 
釣りつり日記 


#1～4
ATPテニスマガジン


2022 #22
トレーニングラボ


#47・48


関西学生 
アメリカンフット
ボール 2021


＜第3節＞
神戸大学 vs  
立命館大学


（10.31王子スタジアム）
#12


関西学生 
アメリカンフット
ボール 2021


＜第3節＞
京都大学 vs 同志社大学


（10.30EXPO FLASH 
FIELD） #10


～女子～ 
東レ vs 久光


Vリーグ
2021-22
レビュー


～男子～ 
パナソニック vs 堺 


（11.13パナソニック 
アリーナ）


～男子～ 
東レ vs FC東京インフォメーション


トレーニングラボ 
#46・47


#2・3


インフォメーション


#4・5 ATPテニスマガジン
2022 #23


島RUN #50


ATPテニスマガジン
2022 #21


トレーニングラボ
#46・47


シモ’Sキッチン ！ #21・22


インフォメーション
トレーニングラボ 


#47・48
SUNDAYスマイル
GOLF #134・135


インフォメーション
トレーニングラボ


#45・46


#11・12


インフォメーション


生田衣梨奈の 
VSスポーツ #1


ATPテニスマガジン
2022 #24


島RUN #51 シモ’Sキッチン ！ #23・24


インフォメーション


佐渡裕となみきの 
カバフルゴ ！ #3


インフォメーション


SUNDAYスマイルGOLF
#133・134 #146・147


お願い ！ 釣り神様 
#2


タケ式ゴルフ道場 #3


佐渡裕となみきの 
カバフルゴ ！ #5


朝日奈央の 
キラめきスポーツ #18


佐渡裕となみきの 
カバフルゴ ！ #3
トレーニングラボ 


#46・47


タケ式ゴルフ道場 #3


インフォメーション インフォメーション


タケ式ゴルフ道場 #1


インフォメーション


佐渡裕となみきの 
カバフルゴ ！ #4


眼で触れる 
東海道五拾三次


島RUN #50


佐渡裕となみきの 
カバフルゴ ！ #1


SUNDAYスマイルGOLF
#132・133


#5


#145・146


#6


佐渡裕となみきの 
カバフルゴ ！ #4
トレーニングラボ


#47・48タケ式ゴルフ道場 #4


タケ式ゴルフ道場 #4


タケ式ゴルフ道場 #2


インフォメーション


佐渡裕となみきの 
カバフルゴ ！ #2
佐渡裕となみきの 
ゴルフ虎の穴 #2


佐渡裕となみきの 
カバフルゴ ！ #5


インフォメーション
元気めしキッチン！3 #3


お願い ！ 釣り神様 
#3


#460


ごぶごぶ
#446


#444


よしもと新喜劇
スローライフは 
苦労ライフ!?


よしもと新喜劇
すっちー座長の傑作選！
「すち子のハッスル 
ホームヘルパー！」


6.18札幌ドーム


GAORA 
SPORTS 


セレクション


6.19札幌ドーム


ドッグスポーツ 
アジリティー


#2


ろくでなしミトリズ 
#75・76 ｢最終回｣


#468


#466


#463


#461


#447


#445


よしもと新喜劇
すち子の、 


ゴミ屋敷はじめました。


よしもと新喜劇
酒井座長の傑作選！ 


「藍ちゃんと、 
お婆ちゃんの夏」


かまいたちの知らんけど
#7・8


6.11札幌ドーム


ファイターズ 
試合直前LIVE


#9・10


6.12札幌ドーム


朝日奈央の 
キラめきスポーツ 


#17・18


島RUN #50
朝日奈央の 


キラめきスポーツ #17


#469


#467


#464
ごぶごぶ


#462


#448


インフォメーション


阪神 
vs 


埼玉西武
 


（5.31甲子園） 


インフォメーション


ろくでなしミトリズ 
#75・76 ｢最終回｣


阪神 
vs 


埼玉西武
 


（6.1甲子園） 


ファイターズ 
プレイバック


田中賢介 劇的同点弾


よしもと新喜劇
夏休み！ 


すち子の2時間SP


 


インフォメーション


GAORA
プロ野球中継


 


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ
 
 


（6.19札幌ドーム）
  


インフォメーション


直前SP ！ インディ500


#22


さんまとマッチングしたい
中堅芸人3組が参戦！


インフォメーション


#23


月収6万芸人夫と 
女優妻の恋


#24


若手芸人がド緊張!? 
さんまにエピソードトーク


ファイターズ 
プレイバック
4番ピッチャー 


大谷翔平


ファイターズ 
プレイバック


大谷翔平 
リアル二刀流


島RUN #51 がおら寄席 #26 #5


インフォメーション


#6


ろくでなしミトリズ


北海道日本ハム 
vs 


巨人
 


（6.24鎌スタ）
 


北海道日本ハム 
vs 


巨人
 


（6.25鎌スタ）
 


インフォメーション


本田真凜のクッキング 
#5


お願い ！ 釣り神様 
#3


よしもと新喜劇
再会！誤解？芸能界!?


インディカー・
シリーズ 
2022


第106回インディ500


 
～インディアナポリス～


#6


BNPパリバ・オープン 
～インディアンウェルズ～


R.ナダル 
vs 


T.フリッツ


インフォメーション


マイアミ・オープン 


C.アルカラス 
vs 


C.ルード


ロレックス・モンテカルロ・ 
マスターズ


A.ダビドビッチ フォキナ 
vs 


S.チチパス


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


（鳴尾浜）


 


本田真凜のクッキング 
#6


元気めしキッチン ！ 
Round 3 #7・8


こんなところに釣り人 
#6


お願い ！ 釣り神様 
#2


よしもと新喜劇
迷門!? 花月女子高物語


よしもと新喜劇
商店街大計画!?


ムチュア・マドリード・ 
オープン


#69・70


インフォメーション


BNLイタリア国際 
～ローマ～


#71・72 #73・74


第70回 
黒鷲旗全日本


男女選抜 
バレーボール


大会
～準々決勝～ 
セレクション④ 


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


北海道日本ハム 
vs 


楽天


（鎌スタ）


 


ろくでなしミトリズ
#76 ｢最終回｣


インフォメーション


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（札幌ドーム）


阪神 
vs 


北海道日本ハム


（甲子園） 


北海道日本ハム 
vs 


千葉ロッテ


（札幌ドーム）


阪神 
vs 


北海道日本ハム


（甲子園） 


北海道日本ハム 
vs 


横浜DeNA
 


（鎌スタ）
 


北海道日本ハム 
vs 


横浜DeNA
 


（鎌スタ）
 


北海道日本ハム 
vs 


横浜DeNA
 


（鎌スタ）
 


元気めしキッチン ！ 
Round 3 #6・7


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


北海道日本ハム 
vs 


巨人


（鎌スタ）
 


K-1 
WORLD


GP 
2022 


JAPAN


～RING OF VENUS～


6.25 
国立代々木競技場 


第二体育館


インフォメーション


北海道日本ハム 
vs 


中日


（札幌ドーム）


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


北海道日本ハム 
vs 


巨人


（鎌スタ）


 


北海道日本ハム 
vs 


中日


（札幌ドーム）


～準々決勝～
 


セレクション①


～準々決勝～
 


セレクション②


～準々決勝～
 


セレクション③GAORA 
SPORTS 


セレクション


シモ’Sキッチン ！ #23


インフォメーション


シモ’Sキッチン ！ #20
インフォメーション


#1 #2
インフォメーション


マッチングさんまアワード
2021


痛快！明石家電視台
アキナ山名 


結婚R話にダメ出し!?


禁断の恋愛ランキング
SP！


よしもと新喜劇NEXT 
#77・78


川崎漁業組合 #56


モノマネ芸人同士のたむたむ 
・沙羅夫妻が登場！


レモン料理専門店の 
レモンが邪魔!?


さんま絶賛！ 
SNS恋愛必勝講座


ろくでなしミトリズ 
#76 ｢最終回｣


ぼちぼちストレンジャーズ 
#1


ドッグスポーツ 
アジリティー


#2


番組史上最強キャラの
店主が登場！


アンガールズ山根 
おすすめ芸人大集合！


さんまとマッチングしたい
中堅芸人3組が参戦！


マッチングさんま 
フリーアナウンサーSP


恐怖！日本で唯一の 
スイーツ店＆ロックな歯医者


インフォメーション
シモ’Sキッチン ！ #20・21


GAORA
プロ野球中継


 


阪神 
vs 


埼玉西武
 


 
（甲子園）


  


インフォメーション
元気めしキッチン ！ 
Round 3 #4・5


元気めしキッチン ！ 
Round 3 #1・2


DRAGONGATE  
無限大～infinity～


2022.6.2 
後楽園ホール


#585
 


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）


  


GAORA
プロ野球中継


 


阪神 
vs 


北海道日本ハム
 


 
（甲子園）


  


インフォメーション
最先端バトル  


ドラゴンゲート!! #143


がおら寄席 #25
最先端バトル  


ドラゴンゲート!! #141


K-1 
WORLD


GP 
2022 


JAPAN


～K'FESTA.5～


4.3 
国立代々木競技場 


第一体育館


北海道日本ハム 
vs 


横浜DeNA


（札幌ドーム）


～男子準決勝1～


北海道日本ハム 
vs 


横浜DeNA


（札幌ドーム）


～男子準決勝2～


北海道日本ハム 
vs 


横浜DeNA


（札幌ドーム）


GAORA
プロ野球中継


 


阪神 
vs 


中日
 


 
（甲子園）


  


インフォメーション


北海道日本ハム 
vs 


中日


（札幌ドーム）


インフォメーション


インフォメーション


大阪プロレス #4


インフォメーション
最先端バトル  


ドラゴンゲート!! #142


こんなところに釣り人 
#5・6


島RUN #50


K-1 
WORLD


GP 
2022 


JAPAN


～RING OF VENUS～


6.25 
国立代々木競技場 


第二体育館


こんなところに釣り人 
#5・6


大阪プロレス 
#3・4眼で触れる 


東海道五拾三次


全日本プロレス
ALL JAPAN 
B-Banquet


2022 SUPER 
POWER SERIES


5.15 
ホテルエミシア札幌


#444
阪神 
vs 


横浜DeNA
 


（6.18甲子園） 


ヒーローインタビューで 
まさかの引退宣言


阪神 
vs 


横浜DeNA
 


（6.19甲子園） 


ファイターズ  
リーグ1位通過決定


第64回 
アメリカン 


フットボール 
双青戦


京都大学 vs 東京大学
（2022.5.15 
宝が池球技場）


ドッグスポーツ 
アジリティー 


#1・2 札幌元年ラストゲームで
逆転劇


GAORA
プロ野球中継


 


阪神 
vs 


中日
 
 


（6.26甲子園）
  


ダルビッシュ 
初先発初勝利


DRAGONGATE  
無限大～infinity～


闘龍門、再会。vol.2


2022.6.3 
後楽園ホール


#586


こんなところに釣り人 
#4


インディカー・
シリーズ 
2022


ロードアメリカ・ 
グランプリ


#8


直前SP！インディ500


DEAD or ALIVE  
2022


5.5 
愛知県体育館


2022.6.2 
後楽園ホール


#585


全日本プロレス
ALL JAPAN 
B-Banquet


Champions Night4 
～50th Anniversary 


Tour～


2022.6.19 
大田区総合体育館


#445


2022.6.2 
後楽園ホール


#585


闘龍門、再会。vol.2


2022.6.3 
後楽園ホール


#586


#ガオラジオ
～ガンちゃん＆


UGKのテレビでは 
話せないハナシ～ 


#2


北海道日本ハム 
vs 


中日
 


（6.11札幌ドーム） 


北海道日本ハム 
vs 


中日
 


（6.12札幌ドーム） 


インディカー・
シリーズ 
2022


第106回インディ500


 
～インディアナポリス～


#6


大阪プロレス 
#3・4


～女子準決勝1～ ～女子準決勝2～
お願い ！ 釣り神様 


#1・2


ATPテニスマガジン
2022 #24


ATPテニスマガジン
2022 #22


ATPテニスマガジン
2022 #25


ATPテニスマガジン
2022 #23


佐渡裕となみきの 
カバフルゴ ！ #2


全日本プロレス 
バトルライブラリー


ゼウス編


最先端バトル 
 ドラゴンゲート!! #141


GAORA
プロ野球中継


 


阪神 
vs 


埼玉西武
 
 


（6.2甲子園）
  


ぼちぼちストレンジャーズ 
#1


DRAGONGATE  
無限大～infinity～


闘龍門、再会。vol.2


2022.6.3 
後楽園ホール


#586


よしもと新喜劇
すち子の、駅前広場で 


夢を買おう！


朝日奈央の 
キラめきスポーツ #17


インディカー・
シリーズ 
2022


デトロイト・グランプリ


#7 北海道日本ハム 
vs 


横浜DeNA
 


（6.7札幌ドーム） 


北海道日本ハム 
vs 


横浜DeNA
 


（6.8札幌ドーム） 


北海道日本ハム 
vs 


横浜DeNA
 


（6.9札幌ドーム） 


お願い ！ 釣り神様 
#2・3


北海道日本ハム 
vs 


中日
 


（6.10札幌ドーム） 


スサノオノミカタ #3


GAORA
プロ野球中継


 


阪神 
vs 


中日
 
 


（6.25甲子園）
  


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! 


#142・143


よしもと新喜劇
娘の勝手は、許せんねん！


よしもと新喜劇
おつとめ、ごくどうさん！


2022.5.11 
後楽園ホール


#584


闘龍門、再会。vol.2


2022.6.3 
後楽園ホール


#586


#ガオラジオ
～ガンちゃん＆


UGKのテレビでは 
話せないハナシ～ 


#3


最先端バトル 
ドラゴンゲート!! 


#140・141


#ガオラジオ
～ガンちゃん＆


UGKのテレビでは 
話せないハナシ～ 


#2


GAORA
プロ野球中継


 


阪神 
vs 


横浜DeNA
 
 


（6.17甲子園）
  


スサノオノミカタ #3


北海道日本ハム 
vs 


楽天
 


（6.18鎌スタ）
 


スサノオノミカタ #3


阪神 
vs 


北海道日本ハム
 


（6.4甲子園） 


ぶらり探訪 珍湯たび 
#16


北海道日本ハム 
vs 


楽天
 


（6.19鎌スタ）
 


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! #141


阪神 
vs 


北海道日本ハム
 


（6.5甲子園） 


GAORAプロレス
ミュージアム
全日本プロレス 


2003スーパーパワー 
シリーズ②


#8 近畿大学 
vs 


立命館大学
 


関西学院大学 
vs 


関西大学
 


同志社大学 
vs 


甲南大学
（2022.5.29EXPO 


FLASH FIELD）


関西学生 
アメリカン 


フットボール大会
京都大学 


vs 
神戸大学


（2022.5.29EXPO 
FLASH FIELD）


GAORAプロレス
ミュージアム


OZアカデミー 
女子プロレス 


2006.7.29&30 
名古屋CBC夏祭り


#9


GAORAプロレス
ミュージアム
全日本プロレス 


2003スーパーパワー 
シリーズ①


#7


最先端バトル  
ドラゴンゲート!! 


#142・143


DRAGONGATE  
無限大～infinity～


2022.5.11 
後楽園ホール


#584 


スサノオノミカタ #3


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


 


阪神 
vs 


福岡ソフトバンク
 


（6.10鳴尾浜）
 


ぶらり探訪 珍湯たび 
#16


こんなところに釣り人 
#6


インディカー・
シリーズ 
2022


デトロイト・グランプリ


#7


インディカー・
シリーズ 
2022


ロードアメリカ・ 
グランプリ


#8


GAORA 
プロレスミュージアム


OZアカデミー 
女子プロレス 


第11回主催興行
2005.6.26後楽園 #6


ぶらり探訪 珍湯たび 
#14・15


全日本プロレス
ALL JAPAN 
B-Banquet


2022 SUPER 
POWER SERIES


5.15 
ホテルエミシア札幌


#444


お願い ！ 釣り神様 
#2


インディカー・
シリーズ 
2022


ロードアメリカ・ 
グランプリ


#8


大阪プロレス #3


ウルティモ・ドラゴン・ 
ジム闘龍門 


1997.5.11メキシコ・ 
アレナ・ナウカルパン 


旗揚げ戦他
#4


OZアカデミー
女子プロレス


2022.4.3 
後楽園ホール


全日本プロレス 
2003チャンピオン 


カーニバル③


#5


GAORAプロレス
ミュージアム


ウルティモ・ドラゴン・ 
ジム闘龍門 


1997.5.11メキシコ・ 
アレナ・ナウカルパン 


旗揚げ戦他 #4


大阪プロレス #3


関東学生 
アメリカンフット
ボール 2021


＜第2節＞
中央大学 vs 日本大学


（10.23）
#3


関東学生 
アメリカンフット
ボール 2021


＜第2節＞
明治大学 vs 桜美林大学 


（10.24）
#4


 早慶アメリカン
フットボール 


対校戦（高校戦）
早稲田大学高等学院 
vs 慶應義塾高等学校


（2022.4.29）


佐渡裕となみきのゴルフ虎の穴


おうちでワークアウト 
#1・2


#139 #140 #141 #142


田中幸雄 
22年間の現役生活に幕


坪井智哉 
劇的サヨナラ打


7点差の大逆転劇で 
9人お立ち台


稲葉篤紀 
3打席連続本塁打


スレッジ奇跡の 
逆転サヨナラ満塁弾


川崎漁業組合 
#52～58


#2


#137


タケ式ゴルフ道場
#3


#138


#4


#1～4


#8・9


#5～8


ぶらり探訪 珍湯たび
#10・11


GAORA 
プロ野球中継


#12・13


佐渡裕となみきの 
カバフルゴ ！ 


#1・2


#14・15


インディカー・ 
シリーズ 2022


佐渡裕となみきのゴルフ虎の穴
#1・2


川崎漁業組合
#48・49


#3・4


おうちでワークアウト #3


#50・51


#5・6 #7・8


GAORA 
プロ野球中継


おうちでワークアウト #4


眼で触れる 
東海道五拾三次


#9 佐渡裕となみきの 
カバフルゴ ！ #3


ぼちぼちストレンジャーズ 
#1


タケ式ゴルフ道場 #1


佐渡裕となみきのカバフルゴ ！
#1・2


ぶらり探訪 珍湯たび
#4・5


#3・4


#6・7


#5・6


62022 2022.4.26 発行


里崎智也のゴルフ直球勝負 ！


the Golf ザ★ゴルフ


Vリーグ
2021-22 レビュー


（10.30丸善インテックアリーナ大阪）


ごぶごぶ


痛快！明石家電視台


多


多


多


多


多


多


多


多


多


多


多


多


多


多


多


多 多 多 多


多


多


多


多


多


二
二


多


二


二 二


多 多


多


多 多


多


多


多


多


多


GAORA
プロ野球中継


LIVE


LIVE


LIVE


LIVE


LIVE


LIVE


LIVE


LIVE


LIVE


LIVE LIVE


LIVE


LIVE LIVE LIVE


LIVE


LIVE


LIVE


LIVE


LIVE


LIVE


LIVE


LIVE


LIVE


LIVELIVE


GAORA
プロ野球中継


ファイターズプレイバック


DRAGONGATE 
無限大～infinity～


GAORA
プロ野球中継


50


25 25 25 25


50


里崎智也のゴルフ直球勝負 ！ ゴルフ女子 ヒロインバトル


the Golf ザ★ゴルフ 諸見里しのぶ 実践ゴルフテク ！


生田衣梨奈のVSゴルフ シーズン2


里崎智也のゴルフ直球勝負 ！


ごぶごぶ


痛快！明石家電視台


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


LIVE LIVE LIVE


LIVE


55 55 55


GAORA
プロ野球中継


GAORA
プロ野球中継


GAORA
プロ野球中継


ファイターズプレイバック


GAORA
プロ野球中継


ファイターズプレイバック


20


ごぶごぶ


痛快！明石家電視台


最先端バトル ドラゴンゲート!!


GAORAプロレスミュージアム


DRAGONGATE 
無限大～infinity～


第70回黒鷲旗全日本男女選抜 
バレーボール大会


Vリーグ 2021-22 
レビュー


里崎智也のゴルフ直球勝負 ！ ゴルフ女子 ヒロインバトル


諸見里しのぶ 実践ゴルフテク ！ 佐渡裕となみきのゴルフ虎の穴 生田衣梨奈のVSゴルフ シーズン1


里崎智也のゴルフ直球勝負 ！ 里崎智也のゴルフ直球勝負 ！


諸見里しのぶ 実践ゴルフテク ！ 生田衣梨奈のVSゴルフ シーズン1


里崎智也のゴルフ直球勝負 ！


25


55


40


10


50


20


GAORA
プロ野球中継


GAORA
プロ野球中継


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～


ファイターズ 
試合直前LIVE


最先端バトル ドラゴンゲート!!


20


（11.27このはなアリーナ）


Vリーグ 2021-22 
レビュー


佐渡裕となみきのカバフルゴ ！


ごぶごぶ


タケ式ゴルフ道場


痛快！明石家電視台


ATPテニスマガジン2022


（2022.5.28EXPO FLASH FIELD）


関西学生アメリカンフットボール大会


第70回黒鷲旗 
全日本男女選抜 


バレーボール大会


20


10


40


25


55 55


男子テニスATPツアー2022 
決勝一挙放送


（11.28このはなアリーナ）


Vリーグ 2021-22 
レビュー


本田真凜のすべらないクッキング


痛快！明石家電視台


男子テニス 
ATPツアー2022 


決勝一挙放送


GAORA
プロ野球中継
～ファーム～
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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 スタジオK(再)
7:35 大王の夢～王たちの戦争 #23 7:35 千秋太后 #22 7:35 夫婦クリニック2 #17 7:35 夫婦クリニック2 #18 7:35 屋根部屋の問題児たち 7:30 国家代表ワイフ #121,122(再)(終) 7:30 愛のクァベギ #33,34,35,36(再)
8:45 私の男の秘密 #45 8:45 人形の家 #14 8:55 人形の家 #76 8:55 人形の家 #77 8:35 スタジオK 8:45 君を守りたい～ONE MORE TIME～ 10:30 霊魂修繕工 #10(再)
9:40 だまされても夢心地 #104(再) 9:40 国家代表ワイフ #56(再) 9:45 国家代表ワイフ #122(再)(終) 9:45 君を守りたい～ONE MORE TIME～ 8:55 人形の家 #78 #1,2,3(再)(新) 11:50 スーパーマンが帰ってきた


10:15 インフォメーション 10:15 インフォメーション 10:20 インフォメーション #1(再)(新) 9:45 君を守りたい～ONE MORE TIME～ 10:30 霊魂修繕工 #9(再) 13:25 不朽の名曲2
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) 10:50 新商品発売～コンビニレストラン(再) 10:20 インフォメーション #2(再) 11:50 1泊2日 シーズン4(再) 15:05 むやみに切なく #13,14(再)
12:25 オーケー、グァン姉妹 #37(再) 12:10 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー 12:30 霊魂修繕工 #7(再) 10:50 ゴッドファーザー 新家族関係証明書(再) 10:20 インフォメーション 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 17:30 家事をする男たち　シーズン2
13:45 人間劇場(再) 12:25 紳士とお嬢さん #21(再) 13:50 人間劇場(再) 12:30 霊魂修繕工 #8(再) 10:50 芸能ライブ(再) 15:00 浮気したら死ぬ #13,14(再) 18:35 Guide map K-ROAD シーズン2(新)
14:25 TV小説　花を咲かせろ！ダルスン #2 13:45 人間劇場(再) 14:25 TV小説　波よ 波よ #25 13:50 人間劇場(再) 11:55 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 19:50 紳士とお嬢さん #50(再)
15:15 赤い靴 #9,10(再) 14:25 TV小説　花を咲かせろ！ダルスン #88 15:15 紳士とお嬢さん #46(再) 14:25 TV小説　波よ 波よ #26 12:25 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 セレクト 21:10 紳士とお嬢さん #51
16:30 インフォメーション 15:15 赤い靴 #79,80(再) 16:30 不朽の名曲2(再) 15:15 紳士とお嬢さん #47(再) 13:50 人間劇場(再) 19:50 紳士とお嬢さん #49(再) 22:30 ミュージックバンク（字幕付き）(再)
17:00 グッド・ドクター #11(再) 16:30 インフォメーション 18:10 生き生き情報 16:30 スーパーマンが帰ってきた(再) 14:25 TV小説　波よ 波よ #27 21:10 紳士とお嬢さん #50 0:10 ヒーラー　～最高の恋人～ #14
18:10 韓国人の食卓 17:00 キミはロボット #7,8(再) 19:00 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #2 18:10 となりのチャルス 15:15 お父さんが変 #41,42 22:30 1泊2日 シーズン4 1:20 社長の耳はロバの耳(再)
19:00 ドリームハイ2 #2 18:10 キム・ヨンチョルの街歩き 20:15 君を守りたい～ONE MORE TIME～ 19:00 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #3 17:40 料理バラエティ～ペク・ジョンウォン クラス 0:10 ヒーラー　～最高の恋人～ #13 2:50 キミはロボット #27,28,29,30(再)
20:15 だまされても夢心地 #105 19:00 剣と花 #1(新) #1(新) 20:15 君を守りたい～ONE MORE TIME～ #2 18:35 ミュージックバンク（字幕付き） 1:20 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再) 5:10 キム・ヨンチョルの街歩き(再)
21:00 生放送 KBSニュース9 20:15 国家代表ワイフ #57 21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 20:15 君を守りたい～ONE MORE TIME～ #3 2:50 恋の始まりは出馬から！？
22:00 優雅な友達 #15 21:00 生放送 KBSニュース9 22:00 愛のクァベギ #33,34 22:00 愛のクァベギ #35,36 21:00 生放送 KBSニュース9 ～すべき就職はしないで出師表～ #9,10(再)
23:20 恋にチアアップ！ #1(新) 22:00 おかえり～ただいまのキスは屋根の上で！？～ 23:20 むやみに切なく #13 23:20 むやみに切なく #14 22:00 芸能ライブ 5:10 となりのチャルス(再)
0:30 ユ・ヒヨルのスケッチブック #12(終) 0:30 新商品発売～コンビニレストラン 0:30 ゴッドファーザー 新家族関係証明書 23:00 K-シアター「ザ・ソウルメイト」(新)
2:00 ミス・マンマミーア #2 23:20 恋の始まりは出馬から！？ 2:00 キミはロボット #27,28 2:00 キミはロボット #29,30 0:40 ミュージックバンク inメキシコ(新)
3:10 ドリームハイ #16(再)(終) ～すべき就職はしないで出師表～ #4 3:10 【DS】記憶の海角(ヘガク)(再)(終) 3:10 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 2:35 2015 KBS歌謡祭(新)
4:20 家族を守れ #81 0:30 社長の耳はロバの耳 4:20 コミックミステリー　猫は見た #70 #1(再)(新)
5:00 屋根部屋の問題児たち(再) 2:00 ボーンアゲイン～運命のトライアングル～ #2 5:00 開かれた音楽会 セレクト(再) 4:20 コミックミステリー　猫は見た #71


3:15 スパイ～愛を守るもの～ #15(再) 5:00 生き生き情報(再)
4:20 コミックミステリー　猫は見た #21
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 スタジオK(再)
7:35 千秋太后 #59 7:35 千秋太后 #60 7:35 夫婦クリニック2 #19 7:35 夫婦クリニック2 #20 7:35 屋根部屋の問題児たち 7:30 君を守りたい～ONE MORE TIME～ 7:30 愛のクァベギ #37,38,39,40(再)
8:55 人形の家 #79 8:55 人形の家 #80 8:55 人形の家 #81 8:55 人形の家 #82 8:35 スタジオK #4,5,6,7,8(再)(終) 10:30 霊魂修繕工 #12(再)
9:45 君を守りたい～ONE MORE TIME～ 9:45 君を守りたい～ONE MORE TIME～ 9:45 君を守りたい～ONE MORE TIME～ 9:45 君を守りたい～ONE MORE TIME～ 8:55 人形の家 #83 10:30 霊魂修繕工 #11(再) 11:50 スーパーマンが帰ってきた


#3(再) #4(再) #5(再) #6(再) 9:45 君を守りたい～ONE MORE TIME～ 11:50 1泊2日 シーズン4(再) 13:25 ミュージックバンク inブラジル(新)
10:20 インフォメーション 10:20 インフォメーション 10:20 インフォメーション 10:20 インフォメーション #7(再) 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 15:05 むやみに切なく #15,16(再)
10:50 スーパーマンが帰ってきた プレイバック 10:50 1泊2日シーズン4 プレイバック 10:50 新商品発売～コンビニレストラン(再) 10:50 ゴッドファーザー 新家族関係証明書(再) 10:20 インフォメーション 15:00 浮気したら死ぬ #15,16(再)(終) 17:30 家事をする男たち　シーズン2
12:30 紳士とお嬢さん #48(再) 12:15 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー 12:30 霊魂修繕工 #9(再) 12:30 霊魂修繕工 #10(再) 10:50 芸能ライブ(再) 17:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい 18:35 Guide map K-ROAD シーズン2
13:50 人間劇場(再) 12:30 紳士とお嬢さん #49(再) 13:50 人間劇場(再) 13:50 人間劇場(再) 11:55 韓国　八道（はちどう）の食事 18:45 開かれた音楽会 セレクト 19:50 紳士とお嬢さん #52(再)(終)
14:25 TV小説　波よ 波よ #28 13:50 人間劇場(再) 14:25 TV小説　波よ 波よ #30 14:25 TV小説　波よ 波よ #31 12:25 ペットバラエティ～犬は素晴らしい(再) 19:50 紳士とお嬢さん #51(再) 21:10 ヒョンジェは美しい 制作発表会＆見どころSP
15:15 愛のクァベギ #33,34(再) 14:25 TV小説　波よ 波よ #29 15:15 紳士とお嬢さん #48(再) 15:15 紳士とお嬢さん #49(再) 13:50 人間劇場(再) 21:10 紳士とお嬢さん #52(終) (新)
16:30 インフォメーション 15:15 愛のクァベギ #35,36(再) 16:30 不朽の名曲2(再) 16:30 スーパーマンが帰ってきた(再) 14:25 TV小説　波よ 波よ #32 22:30 1泊2日 シーズン4 22:30 ミュージックバンク（字幕付き）(再)
17:00 ヒーラー　～最高の恋人～ #13(再) 16:30 インフォメーション 18:10 生き生き情報 18:10 となりのチャルス 15:15 お父さんが変 #43,44 0:10 ヒーラー　～最高の恋人～ #15 0:10 ヒーラー　～最高の恋人～ #16
18:10 韓国人の食卓 17:00 ヒーラー　～最高の恋人～ #14(再) 19:00 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #4 19:00 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #5 17:40 料理バラエティ～ペク・ジョンウォン クラス 1:20 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再) 1:20 社長の耳はロバの耳(再)
19:00 ただひとつの愛 #11,12 18:10 キム・ヨンチョルの街歩き 20:15 君を守りたい～ONE MORE TIME～ #6 20:15 君を守りたい～ONE MORE TIME～ #7 18:35 ミュージックバンク（字幕付き） 2:50 恋の始まりは出馬から！？ 2:50 キミはロボット #31,32,33,34(再)
20:15 君を守りたい～ONE MORE TIME～ #4 19:00 ただひとつの愛 #13,14 21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 20:15 君を守りたい～ONE MORE TIME～ ～すべき就職はしないで出師表～ 5:10 キム・ヨンチョルの街歩き(再)
21:00 生放送 KBSニュース9 20:15 君を守りたい～ONE MORE TIME～ #5 22:00 愛のクァベギ #37,38 22:00 愛のクァベギ #39,40 #8(終) #11,12(再)
22:00 霊魂修繕工 #11 21:00 生放送 KBSニュース9 23:20 むやみに切なく #15 23:20 むやみに切なく #16 21:00 生放送 KBSニュース9 5:10 となりのチャルス(再)
23:20 浮気したら死ぬ #15 22:00 霊魂修繕工 #12 0:30 新商品発売～コンビニレストラン 0:30 ゴッドファーザー 新家族関係証明書 22:00 芸能ライブ
0:30 ユ・ヒヨルのスケッチブック 23:20 浮気したら死ぬ #16(終) 2:00 キミはロボット #31,32 2:00 キミはロボット #33,34 23:00 K-シアター「シークレット・ミッション」(再)
2:00 恋の始まりは出馬から！？ 0:30 社長の耳はロバの耳 3:10 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #2(再) 3:10 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #3(再) 1:15 バトル・トリップ～スター達のおすすめスポット


～すべき就職はしないで出師表～ #11 2:00 恋の始まりは出馬から！？ 4:20 コミックミステリー　猫は見た #74 4:20 コミックミステリー　猫は見た #75 2:35 家事をする男たち　シーズン2(再)
3:10 ただひとつの愛 #7,8(再) ～すべき就職はしないで出師表～ #12 5:00 開かれた音楽会 セレクト(再) 5:00 生き生き情報(再) 3:40 結婚できない男 #11,12
4:20 コミックミステリー　猫は見た #72 3:10 ただひとつの愛 #9,10(再)
5:00 屋根部屋の問題児たち(再) 4:20 コミックミステリー　猫は見た #73


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 スタジオK(再)
7:35 千秋太后 #61 7:35 千秋太后 #62 7:35 夫婦クリニック2 #21 7:35 夫婦クリニック2 #22 7:35 屋根部屋の問題児たち 7:30 ウラチャチャ私の人生 #1,2,3,4,5(再)(新) 7:30 愛のクァベギ #41,42,43,44(再)
8:55 人形の家 #84 8:55 人形の家 #85 8:55 人形の家 #86 8:55 人形の家 #87 8:35 スタジオK 10:30 霊魂修繕工 #13(再) 10:30 霊魂修繕工 #14(再)
9:45 君を守りたい～ONE MORE TIME～ 9:45 ウラチャチャ私の人生 #1(再)(新) 9:45 ウラチャチャ私の人生 #2(再) 9:45 ウラチャチャ私の人生 #3(再) 8:55 人形の家 #88 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


#8(再)(終) 10:20 インフォメーション 10:20 インフォメーション 10:20 インフォメーション 9:45 ウラチャチャ私の人生 #4(再) 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 13:25 不朽の名曲2
10:20 インフォメーション 10:50 1泊2日シーズン4 プレイバック 10:50 新商品発売～コンビニレストラン(再) 10:50 ゴッドファーザー 新家族関係証明書(再) 10:20 インフォメーション 15:00 99億の女 #1,2(再)(新) 15:05 むやみに切なく #17,18(再)
10:50 スーパーマンが帰ってきた プレイバック 12:15 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー 12:30 霊魂修繕工 #11(再) 12:30 霊魂修繕工 #12(再) 10:50 芸能ライブ(再) 17:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい 17:30 家事をする男たち　シーズン2
12:30 紳士とお嬢さん #50(再) 12:30 紳士とお嬢さん #51(再) 13:50 人間劇場(再) 13:50 人間劇場(再) 11:55 韓国　八道（はちどう）の食事 18:45 開かれた音楽会 セレクト 18:35 恋愛のおせっかい シーズン3(新)
13:50 人間劇場(再) 13:50 人間劇場(再) 14:25 TV小説　波よ 波よ #35 14:25 TV小説　波よ 波よ #36 12:25 ペットバラエティ～犬は素晴らしい(再) 19:50 ヒョンジェは美しい 制作発表会＆見どころSP 19:50 ヒョンジェは美しい #1(再)(新)
14:25 TV小説　波よ 波よ #33 14:25 TV小説　波よ 波よ #34 15:15 紳士とお嬢さん #50(再) 15:15 紳士とお嬢さん #51(再) 13:50 人間劇場(再) (再)(新) 21:10 ヒョンジェは美しい #2
15:15 愛のクァベギ #37,38(再) 15:10 愛のクァベギ #39,40(再) 16:30 ミュージックバンク inブラジル(再)(新) 16:35 スーパーマンが帰ってきた(再) 14:25 TV小説　波よ 波よ #37 21:10 ヒョンジェは美しい #1(新) 22:30 ミュージックバンク（字幕付き）(再)
16:30 インフォメーション 16:30 インフォメーション 18:10 生き生き情報 18:10 となりのチャルス 15:15 お父さんが変 #45,46 22:30 1泊2日 シーズン4 0:10 ヒーラー　～最高の恋人～ #18
17:00 ヒーラー　～最高の恋人～ #15(再) 17:00 ヒーラー　～最高の恋人～ #16(再) 19:00 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #6 19:00 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #7 17:40 料理バラエティ～ペク・ジョンウォン クラス 0:10 ヒーラー　～最高の恋人～ #17 1:20 社長の耳はロバの耳(再)
18:10 韓国人の食卓 18:10 キム・ヨンチョルの街歩き 20:15 ウラチャチャ私の人生 #3 20:15 ウラチャチャ私の人生 #4 18:35 ミュージックバンク（字幕付き） 1:20 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再) 2:50 キミはロボット #35,36(再)(終)
19:00 ただひとつの愛 #15,16 19:00 ただひとつの愛 #17,18 21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 20:15 ウラチャチャ私の人生 #5 2:50 恋の始まりは出馬から！？ 4:00 浮気したら死ぬ #1(再)(新)
20:15 ウラチャチャ私の人生 #1(新) 20:15 ウラチャチャ私の人生 #2 22:00 愛のクァベギ #41,42 22:00 愛のクァベギ #43,44 21:00 生放送 KBSニュース9 ～すべき就職はしないで出師表～ 5:10 キム・ヨンチョルの街歩き(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 むやみに切なく #17 23:20 むやみに切なく #18 22:00 芸能ライブ #13,14(再)
22:00 霊魂修繕工 #13 22:00 霊魂修繕工 #14 0:30 新商品発売～コンビニレストラン 0:30 ゴッドファーザー 新家族関係証明書 23:00 K-シアター「MASTER／マスター」(再) 5:10 となりのチャルス(再)
23:20 99億の女 #1(新) 23:20 99億の女 #2 2:00 キミはロボット #35,36(終) 2:00 浮気したら死ぬ #1(新) 1:25 バトル・トリップ～スター達のおすすめスポット
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 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #4(再) 3:10 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #5(再) 2:35 家事をする男たち　シーズン2(再)
2:00 恋の始まりは出馬から！？ 2:00 恋の始まりは出馬から！？ 4:20 コミックミステリー　猫は見た #78 4:20 コミックミステリー　猫は見た #79 3:40 結婚できない男 #13,14


～すべき就職はしないで出師表～ #13 ～すべき就職はしないで出師表～ #14 5:00 開かれた音楽会 セレクト(再) 5:00 生き生き情報(再)
3:10 ただひとつの愛 #11,12(再) 3:10 ただひとつの愛 #13,14(再)
4:20 コミックミステリー　猫は見た #76 4:20 コミックミステリー　猫は見た #77
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 スタジオK(再)
7:35 千秋太后 #63 7:35 千秋太后 #64 7:35 夫婦クリニック2 #23 7:35 夫婦クリニック2 #24 7:35 屋根部屋の問題児たち 7:30 ウラチャチャ私の人生 #6,7,8,9,10(再) 7:30 愛のクァベギ #45,46,47,48(再)
8:55 人形の家 #89 8:55 人形の家 #90 8:55 人形の家 #91 8:55 人形の家 #92 8:35 スタジオK 10:30 霊魂修繕工 #15(再) 10:30 霊魂修繕工 #16(再)(終)
9:45 ウラチャチャ私の人生 #5(再) 9:45 ウラチャチャ私の人生 #6(再) 9:45 ウラチャチャ私の人生 #7(再) 9:45 ウラチャチャ私の人生 #8(再) 8:55 人形の家 #93 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


10:20 インフォメーション 10:20 インフォメーション 10:20 インフォメーション 10:20 インフォメーション 9:45 ウラチャチャ私の人生 #9(再) 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 13:25 不朽の名曲2
10:50 スーパーマンが帰ってきた プレイバック 10:50 1泊2日シーズン4 プレイバック 10:50 新商品発売～コンビニレストラン(再) 10:50 ゴッドファーザー 新家族関係証明書(再) 10:20 インフォメーション 15:00 99億の女 #3,4(再) 15:05 むやみに切なく #19,20(再)(終)
12:30 紳士とお嬢さん #52(再)(終) 12:15 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー 12:30 霊魂修繕工 #13(再) 12:30 霊魂修繕工 #14(再) 10:50 芸能ライブ(再) 17:15 ペットバラエティ～犬は素晴らしい 17:30 家事をする男たち　シーズン2
13:50 人間劇場(再) 12:30 ヒョンジェは美しい 制作発表会＆見どころSP 13:50 人間劇場(再) 13:50 人間劇場(再) 11:55 韓国　八道（はちどう）の食事 18:45 開かれた音楽会 セレクト 18:35 恋愛のおせっかい シーズン3
14:25 TV小説　波よ 波よ #38 (再)(新) 14:25 TV小説　波よ 波よ #40 14:25 TV小説　波よ 波よ #41 12:25 ペットバラエティ～犬は素晴らしい(再) 19:50 ヒョンジェは美しい #2(再) 19:50 ヒョンジェは美しい #3(再)
15:15 愛のクァベギ #41,42(再) 13:50 人間劇場(再) 15:15 紳士とお嬢さん #52(再)(終) 15:15 ヒョンジェは美しい 制作発表会＆見どころSP 13:50 人間劇場(再) 21:10 ヒョンジェは美しい #3 21:10 ヒョンジェは美しい #4
16:30 インフォメーション 14:25 TV小説　波よ 波よ #39 16:35 不朽の名曲2(再) (再)(新) 14:25 TV小説　波よ 波よ #42 22:30 1泊2日 シーズン4 22:30 ミュージックバンク（字幕付き）(再)
17:00 ヒーラー　～最高の恋人～ #17(再) 15:15 愛のクァベギ #43,44(再) 18:10 生き生き情報 16:30 スーパーマンが帰ってきた(再) 15:15 お父さんが変 #47,48 0:10 ヒーラー　～最高の恋人～ #19 0:10 ヒーラー　～最高の恋人～ #20(終)
18:10 韓国人の食卓 16:30 インフォメーション 19:00 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #8 18:10 となりのチャルス 17:40 料理バラエティ～ペク・ジョンウォン クラス 1:20 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再) 1:20 社長の耳はロバの耳(再)
19:00 ただひとつの愛 #19,20 17:00 ヒーラー　～最高の恋人～ #18(再) 20:15 ウラチャチャ私の人生 #8 19:00 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #9 18:35 ミュージックバンク（字幕付き） 2:50 恋の始まりは出馬から！？ 2:50 浮気したら死ぬ #2,3(再)
20:15 ウラチャチャ私の人生 #6 18:10 キム・ヨンチョルの街歩き 21:00 生放送 KBSニュース9 20:15 ウラチャチャ私の人生 #9 20:15 ウラチャチャ私の人生 #10 ～すべき就職はしないで出師表～ 5:10 キム・ヨンチョルの街歩き(再)
21:00 生放送 KBSニュース9 19:00 ただひとつの愛 #21,22 22:00 愛のクァベギ #45,46 21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 #15,16(再)(終)
22:00 霊魂修繕工 #15 20:15 ウラチャチャ私の人生 #7 23:20 むやみに切なく #19 22:00 愛のクァベギ #47,48 22:00 芸能ライブ 5:10 となりのチャルス(再)
23:20 99億の女 #3 21:00 生放送 KBSニュース9 0:30 STAGE W(新) 23:20 むやみに切なく #20(終) 23:00 K-シアター「ザ・ソウルメイト」(再)
0:30 ユ・ヒヨルのスケッチブック 22:00 霊魂修繕工 #16(終) 1:35 浮気したら死ぬ #2 0:30 ゴッドファーザー 新家族関係証明書 1:15 バトル・トリップ～スター達のおすすめスポット
2:00 恋の始まりは出馬から！？ 23:20 99億の女 #4 2:45 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #6(再) 2:00 浮気したら死ぬ #3 2:35 家事をする男たち　シーズン2(再)


～すべき就職はしないで出師表～ #15 0:30 社長の耳はロバの耳 4:20 コミックミステリー　猫は見た #82 3:10 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #7(再) 3:40 結婚できない男 #15,16(終)
3:10 ただひとつの愛 #15,16(再) 2:00 恋の始まりは出馬から！？ 5:00 開かれた音楽会 セレクト(再) 4:20 コミックミステリー　猫は見た #83
4:20 コミックミステリー　猫は見た #80 ～すべき就職はしないで出師表～ #16(終) 5:00 生き生き情報(再)
5:00 屋根部屋の問題児たち(再) 3:10 ただひとつの愛 #17,18(再)


4:20 コミックミステリー　猫は見た #81
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 スタジオK(再)
7:35 千秋太后 #65 7:35 千秋太后 #66 7:35 夫婦クリニック2 #25 7:35 夫婦クリニック2 #26 7:35 屋根部屋の問題児たち 7:30 国家代表ワイフ 7:30 愛のクァベギ #29,30,31,32(再)
8:55 人形の家 #94 8:55 人形の家 #95 8:55 人形の家 #96 8:55 人形の家 #97 8:35 スタジオK #116,117,118,119,120(再) 10:30 霊魂修繕工 #8(再)
9:45 ウラチャチャ私の人生 #10(再) 9:45 ウラチャチャ私の人生 #11(再) 9:45 ウラチャチャ私の人生 #12(再)　 9:45 ウラチャチャ私の人生 #13(再) 8:55 人形の家 #73 10:30 霊魂修繕工 #7(再) 11:50 スーパーマンが帰ってきた


10:20 インフォメーション 10:20 インフォメーション 10:20 インフォメーション 10:20 インフォメーション 9:45 国家代表ワイフ #119(再) 11:50 1泊2日 シーズン4(再) 13:25 不朽の名曲2
10:50 スーパーマンが帰ってきた プレイバック 10:50 1泊2日シーズン4 プレイバック 10:50 STAGE W(再)(新) 10:50 ゴッドファーザー 新家族関係証明書(再) 10:20 インフォメーション 13:20 ミュージックバンク（字幕なし） 15:05 むやみに切なく #11,12(再)
12:30 ヒョンジェは美しい #1(再)(新) 12:15 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー 12:00 ミュージックバンクダイジェスト 12:30 霊魂修繕工 #16(再)(終) 10:50 芸能ライブ(再) 15:00 浮気したら死ぬ #11,12(再) 17:30 ミュージックバンク inブラジル(新)
13:50 人間劇場(再) 12:30 ヒョンジェは美しい #2(再) ～THE BOYZ出演回 13:50 人間劇場(再) 11:55 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 19:10 天女がいなきゃ?! #100(終)
14:25 TV小説　波よ 波よ #43 13:50 人間劇場(再) 12:30 霊魂修繕工 #15(再) 14:25 TV小説　波よ 波よ #46 12:25 ペットバラエティ～犬は素晴らしい(再) 18:30 ヒョンジェは美しい　1話先行放送(新) 19:50 紳士とお嬢さん #48(再)
15:15 愛のクァベギ #45,46(再) 14:25 TV小説　波よ 波よ #44 13:50 人間劇場(再) 15:15 ヒョンジェは美しい #2(再) 13:50 人間劇場(再) 19:50 紳士とお嬢さん #47(再) 21:10 紳士とお嬢さん #49
16:30 インフォメーション 15:15 愛のクァベギ #47,48(再) 14:25 TV小説　波よ 波よ #45 16:30 スーパーマンが帰ってきた(再) 14:25 TV小説　波よ 波よ #22 21:10 紳士とお嬢さん #48 22:30 ミュージックバンク（字幕付き）(再)
17:00 ヒーラー　～最高の恋人～ #19(再) 16:30 インフォメーション 15:15 ヒョンジェは美しい #1(再)(新) 18:10 となりのチャルス 15:15 お父さんが変 #39,40 22:30 1泊2日 シーズン4 0:10 ヒーラー　～最高の恋人～ #12
18:10 韓国人の食卓 17:00 ヒーラー　～最高の恋人～ #20(再)(終) 16:30 不朽の名曲2(再) 19:00 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #11 17:40 料理バラエティ～ペク・ジョンウォン クラス 0:10 ヒーラー　～最高の恋人～ #11 1:20 社長の耳はロバの耳(再)
19:00 ただひとつの愛 #23,24 18:10 キム・ヨンチョルの街歩き 18:10 生き生き情報 20:15 ウラチャチャ私の人生 #14 18:35 ミュージックバンク（字幕付き） 1:20 ユ・ヒヨルのスケッチブック(再) 2:50 キミはロボット #23,24,25,26(再)
20:15 ウラチャチャ私の人生 #11 19:00 ただひとつの愛 #25,26 19:00 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #10 21:00 生放送 KBSニュース9 20:15 国家代表ワイフ #120 2:50 恋の始まりは出馬から！？ 5:10 キム・ヨンチョルの街歩き(再)
21:00 生放送 KBSニュース9 20:15 ウラチャチャ私の人生 #12 20:15 ウラチャチャ私の人生 #13 22:00 愛のクァベギ #51,52 21:00 生放送 KBSニュース9 ～すべき就職はしないで出師表～ #7,8(再)
22:00 【DS】BE;TWIN 21:00 生放送 KBSニュース9 21:00 生放送 KBSニュース9 23:20 製パン王 キム・タック #2 22:00 芸能ライブ 5:10 となりのチャルス(再)
23:20 99億の女 #5 22:00 【DS】デコピン一発が別れに及ぼす影響 22:00 愛のクァベギ #49,50 0:30 ゴッドファーザー 新家族関係証明書 23:00 K-シアター「神と共に　第二章：因と縁」(再)
0:30 ユ・ヒヨルのスケッチブック 23:20 99億の女 #6 23:20 製パン王 キム・タック #1(新) 2:00 浮気したら死ぬ #5 1:25 バトル・トリップ～スター達のおすすめスポット
2:00 霊魂修繕工 #1(新) 0:30 社長の耳はロバの耳 0:30 新商品発売～コンビニレストラン 3:10 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #9(再) 2:35 家事をする男たち　シーズン2(再)
3:10 ただひとつの愛 #19,20(再) 1:40 霊魂修繕工 #2 2:00 浮気したら死ぬ #4 4:20 コミックミステリー　猫は見た #87 3:40 結婚できない男 #9,10
4:20 コミックミステリー　猫は見た #84 2:45 ただひとつの愛 #21,22(再) 3:10 国家が呼ぶ～恋する国家情報局 #8(再) 5:00 生き生き情報(再)
5:00 屋根部屋の問題児たち(再) 4:20 コミックミステリー　猫は見た #85 4:20 コミックミステリー　猫は見た #86


5:00 韓国人の食卓(再) 5:00 開かれた音楽会 セレクト(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 千秋太后 #57 7:35 千秋太后 #58 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
8:55 人形の家 #74 8:55 人形の家 #75 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)
9:45 国家代表ワイフ #120(再) 9:45 国家代表ワイフ #121(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)


10:20 インフォメーション 10:20 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
10:50 スーパーマンが帰ってきた プレイバック 10:50 1泊2日シーズン4 プレイバック 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
12:30 紳士とお嬢さん #46(再) 12:15 KBS Worldおすすめ～メガネズビュー 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)
13:50 人間劇場(再) 12:30 紳士とお嬢さん #47(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　波よ 波よ #23 13:50 人間劇場(再) 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 愛のクァベギ #29,30(再) 14:25 TV小説　波よ 波よ #24 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 15:15 愛のクァベギ #31,32(再) 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 ヒーラー　～最高の恋人～ #11(再) 16:30 インフォメーション 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
18:10 韓国人の食卓 17:00 ヒーラー　～最高の恋人～ #12(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)
19:00 ただひとつの愛 #7,8 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
20:15 国家代表ワイフ #121 19:00 ただひとつの愛 #9,10 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
21:00 生放送 KBSニュース9 20:15 国家代表ワイフ #122(終) 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)
22:00 霊魂修繕工 #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)
23:20 浮気したら死ぬ #13 22:00 霊魂修繕工 #10 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)
0:30 ユ・ヒヨルのスケッチブック 23:20 浮気したら死ぬ #14 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)
2:00 恋の始まりは出馬から！？ 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)


～すべき就職はしないで出師表～ #9 2:00 恋の始まりは出馬から！？ 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 ただひとつの愛 #3,4(再) ～すべき就職はしないで出師表～ #10 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 コミックミステリー　猫は見た #68 3:10 ただひとつの愛 #5,6(再) 5:00 生き生き情報(再)
5:00 屋根部屋の問題児たち(再) 4:20 コミックミステリー　猫は見た #69


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。


KBS World初放送！
『新感染 ファイナル・エクスプレス』、『神と共に』のマ・ドンソク×


「ウチに住むオトコ」のキム・ヨングァン主演！
正義感０％の怪力王愛するものを守るため、封印した拳を解き放て！


アクション・クライム・エンターテイメント！


「ザ・ソウルメイト』
6/13
スタート


日本初放送！
甥の母になることにしたシングルマザー ドンヒが


デザイナーとして成功するために奮闘する波乱万丈で
心温まるラブコメ ホームドラマ！


「ウラチャチャ私の人生（原題）』


日本初放送！XIA (JUNSU)＆ソン・ジュノ＆
イム・ジフンやCLCのスンヒ＆SORNなど


韓国のスターたちが韓国の各地の名所を紹介する
KBS Worldオリジナル旅行バラエティ！


6/5、12
放送


「Guide map K-ROAD シーズン2』
日本初日本初


6月の日本初放送＆KBS World初放送番組
6/13
スタート


KBS World初放送！『パラサイト 半地下の家族』のチョ・ヨジョン、
「ゴールデンクロス 愛と欲望の帝国」のキム・ガンウ、
「王女ピョンガン 月が浮かぶ川」のイ・ジフン出演！


人生のどん底にいた主婦が偶然99億の大金を手にしたことから
始まるサスペンス・ラブストーリー！


「99億の女』
KW初 6/3


放送 KW初


© 2018 JOY N CINEMA, DAYDREAM ENTERTAINMENT, ALL RIGHTS RESERVED








木 金 土 日 月 火水


（J SPORTS 4）※都合により、番組内容や放送時間が変更になる場合があります。


５.30Kレイクカップ2022フィ
ギュアスケート競技会


	 「ジュニア女子シングル」
	 ～滋賀県立アイスアリーナ


３.00KISUフィギュアスケート
アーカイブ⑥


	 ▽2011年	世界ジュニ
ア選手権	男子シングル


６.00KCycle*2022  
ツール・ド・フランス


	 ▽チームプレゼンテーション
８.00BCycle*2022  


ジロ・デ・イタリア
	 ▽第20ステージ


２.15　セレクション


（〜4.15）


６.00Kジャパンラグビー リーグ
ワン2022　D1	プレー
オフ	3位決定戦	
▽８.45 D1	プレーオフ	決勝


11.45　セレクション
０.45　ラグビー わんだほー！⑳
１.45　スーパーフォーミュラ		第4戦
２.00　The REAL		サーフィン
３.00KSUPER GT 2022
	 ▽第3戦「予選」	


▽４.30 第3戦「決勝」
７.30BCycle*2022 ジロ・デ


・イタリア　休息日TV	
「第16～21ステージ」


８.30　我らワールド観戦塾④
９.00★Cycle*2022 ツール・


ド・ハンガリー HL
10.00KISU世界ジュニアフィギュ


アスケート選手権2022
	 「男子シングル」
２.00　高円宮杯 JFA U-18 サッ


カープレミアリーグ2022
	 ▽EAST	第8節-2	


「川崎FU-18×市立船橋」


４.00　高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2022


	 ▽EAST	第8節-1	
「柏U-18×FC東京U-18」


６.00BSAIL GP 2022/23
	 ▽第1戦	バミューダ


「Day1」
８.00★XBMLB中継
	 「フィリーズ×エンジェルス」
	 （延長の場合あり）
０.00BFIM スーパースポーツ世


界選手権2022
	 ▽第3戦「エストリル」
２.00AMobil 1 The Grid③
２.30Kセレクション


８.30　結束！侍ジャパン�
９.00BMLB中継
	 「フィリーズ×エンジェルス


（6/3）」
０.30BCycle*2022 ジロ・デ


・イタリア　休息日TV
	 「第1～21ステージ」
３.30　我らワールド観戦塾④


４.00　高円宮杯 U-18 プレミア
リーグ		EAST	第8節-2	
「川崎FU-18×市立船橋」


６.00BSAIL GP 2022/23
	 ▽第1戦「Day2」
８.00　スーパーフォーミュラ		第4戦
８.10★XBMLB中継「フィリーズ


×エンジェルス」（延長あり）
０.00　The REAL		サーフィン	


▽１.00 クライミング
２.00BFIA フォーミュラE世界


選手権'22		第9戦・予選	
▽３.30 第9戦・決勝


５.30　MLBイッキ見！⑨
６.15　MLB音楽�◇30 我ら④
７.00　ツール・ド・ハンガリー HL
８.05★XBクリテリウム・デュ・


ドーフィネ　第1ステージ
10.45　スーパースポーツ300		第3戦
11.00BFIA フォーミュラE世界


選手権'22		第9戦・予選	
▽０.30 第9戦・決勝


２.30AFIA ETCR HL		第1・2戦
３.30　HOOP!⑤	 （〜4.00）


６.00BCycle*2022  
クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第1ステージ


８.40　スーパーフォーミュラ		第4戦
８.50★X第71回 全日本大学野


球選手権大会⑥～⑨
	 ▽1回戦
	 ～東京ドーム
	 （延長の場合、以降の番組


変更あり）


９.00　ラグビー 一人語り⑥
９.25　我らワールド観戦塾④
９.55★XBCycle*2022  


クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第2ステージ


０.30　Cycle*2022 ツール・
ド・ハンガリー HL


１.30　結束！侍ジャパン�
２.00BFIM スーパースポーツ世


界選手権2022　第3戦	
「エストリル」	（〜4.00）


６.00BCycle*2022  
クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第2ステージ


８.35　MLBミュージック�
８.50★X第71回 全日本大学野


球選手権大会⑩⑪⑯
	 ▽1回戦/2回戦
	 ～東京ドーム
	 （延長の場合、以降の番組


変更あり）


６.00　スーパーフォーミュラ		第4戦
６.20　The REAL
	 ▽サイクルロードレース
７.20BCycle*2022  


クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第2ステージ


９.55★XBCycle*2022  
クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第3ステージ


０.30　HOOP!～学生バスケ情報⑤
１.00　The REAL		サーフィン


（2.00〜7.00放送休止）


６.00AMobil 1 The Grid④
６.30AFIA WTCR HL　第2戦
７.00　The REAL		アメフトw
８.00★XBMLB中継
	 「放送開始時刻/	


対戦カード未定」
	 （延長の場合、以降の番組


変更あり）
３.00　Cycle*2022 ツール・


ド・ハンガリー HL
４.00　ダンス！華麗なる闘い
５.00★KISUフィギュアスケー


トアーカイブ④
	 ▽2016年	四大陸選手権	


女子シングル


９.00BCycle*2022  
ジロ・デ・イタリア


	 ▽第3ステージ
１.15BCycle*2022  


クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ


	 ▽第1ステージ	（〜4.00）


６.00Kラグビー日本代表テスト
マッチ2022


	 「日本×ウルグアイ（6/18）」
８.45　Cycle*2022 月チャリ
９.45　マジェスティ
10.00BFIM スーパースポーツ世


界選手権2022
	 ▽第4戦「ミサノ」
０.30BCycle*2022  


ジロ・デ・イタリア
	 ▽第11ステージ
４.30　マジェスティ
４.45　Cycle*2022 月チャリ
５.45★Xプロ野球
	 「楽天×日本ハム」
	 ～こまちスタジアム
	 （試合終了まで放送）
10.00BMLB中継
	 「エンジェルス×ロイヤルズ


（6/20）」
１.30BCycle*2022  


クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ


	 ▽第7ステージ	（〜4.05）


６.00Kラグビー日本代表テスト
マッチ2022


	 「日本×ウルグアイ（6/25）」
８.45　ラグビー わんだほー！�
９.45　マジェスティ
10.00　結束！侍ジャパン�
10.30★XBMLB中継
	 「エンジェルス×ホワイト


ソックス」
	 （延長の場合あり）
２.30　セレクション


４.30BCycle*2022  
ジロ・デ・イタリア


	 ▽第17ステージ


８.45BCycle*2022  
ジロ・デ・イタリア


	 ▽第18ステージ


（1.00〜7.00放送休止）


６.00　ベスト4決定！全日本大学野球
６.15　結束！侍ジャパン�
６.45　スーパーフォーミュラ		第4戦
６.55　サニックスワールドラグビ


ーユース交流大会 2022
７.55Bクリテリウム・デュ・ド


ーフィネ　第5ステージ
10.30★XBMLB中継
	 「エンジェルス×レッド


ソックス」（延長あり）
２.30　ベスト4決定！全日本大学野球
２.50　HOOP!～学生バスケ情報⑤
３.20AFIA ETCR HL　第1戦
３.50Kセレクション
６.50Bクリテリウム・デュ・ド


ーフィネ　第5ステージ
９.25★我らワールド観戦塾⑤
９.55★XBCycle*2022  


クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第6ステージ


０.30　ツール・ド・ハンガリー HL
１.30　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022		ボル
ダリング	第5戦	男女決勝


５.00　【ダーツ】'16 Tokyo Masters
	 ▽クウォーターファイナル
５.55BCycle*2022  


クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第6ステージ


８.30　第71回 全日本大学野球
選手権�　準々決勝-4


11.30　ベスト4決定！全日本大学野球
11.45★X第71回 全日本大学野


球選手権大会��
	 ▽準決勝～神宮球場
	 （延長の場合あり）
６.30　我らワールド観戦塾⑤
７.00　ラグビー 一人語り⑥
７.25Kジャパンラグビーチャリ


ティーマッチ 2022
	 「エマージング	ブロッサムズ×	


トンガ	サムライ	フィフティーン」
10.10★XBCycle*2022  


クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第7ステージ


０.45BMLB中継
	 「エンジェルス×メッツ


（6/10）」


４.15　スーパーフォーミュラ		第4戦
４.30　我らワールド観戦塾⑤
５.00　The REAL		サーフィン
６.00　MLB音楽�◇15 結束！�
６.45　第71回 全日本大学野球


選手権��　準決勝-1	
▽９.45 準決勝-2


０.45★X第71回 全日本大学野
球選手権大会�


	 ▽決勝（延長の場合あり）
５.00　結束！�◇30 HOOP!⑤
６.00　ツール・ド・ハンガリー HL
７.00　我らワールド観戦塾⑤
７.35Bクリテリウム・デュ・ド


ーフィネ　第7ステージ
10.10★XBCycle*2022  


クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第8ステージ


０.45　SUPER GT ダイジェスト
１.00AFIA WTCR HL　第2戦
１.30　The REAL		アメフトw	


▽２.30 アメフトv
３.30　SAIL GP '22/23HL
	 ▽第1戦	 （〜4.00）


６.00Kジャパンラグビーチャリ
ティーマッチ 2022


	 「エマージング	ブロッサムズ×	
トンガ	サムライ	フィフティーン」


８.45　MLBミュージック�
９.00　ラグビー 一人語り⑥
９.25KSUPER GT 2022
	 ▽第3戦	鈴鹿サーキット


「決勝」
０.25BCycle*2022  


クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第8ステージ


３.00BCycle*2022  
ジロ・デ・イタリア


	 ▽第1ステージ


９.05BCycle*2022  
ジロ・デ・イタリア


	 ▽第2ステージ


１.30BMLB中継
	 「エンジェルス×メッツ


（6/12）」	 （〜5.00）


６.00　The REAL		アメフトv	
▽７.00 アメフトw


８.00　【ダーツ】'16 Tokyo Masters
	 ▽クウォーターファイナル
９.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022		ボル
ダリング	第6戦	女子決勝


11.00　【ダーツ】'13 ワールドマッ
チプレー　セミファイナル


０.00BFIM スーパースポーツ世
界選手権2022　第4戦


２.30Kセレクション
５.30★Kレイクカップ2022フ


ィギュアスケート競技会
	 「ジュニア男子/	


男女シングル」
	 ～滋賀県立アイスアリーナ
９.00BCycle*2022  


ジロ・デ・イタリア
	 ▽第6ステージ
１.15BCycle*2022  


クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第4ステージ


３.50　ラグビー 一人語り⑥


４.15Kジャパンラグビーチャリ
ティーマッチ 2022


	 「エマージング	ブロッサムズ×	
トンガ	サムライ	フィフティーン」


７.00KISUフィギュアスケート
アーカイブ④


	 ▽2016年	四大陸選手権	
女子シングル


11.05★XBMLB中継
	 「マリナーズ×エンジェルス」
	 （延長の場合あり）
３.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022
	 ▽ボルダリング	第6戦	


女子決勝「ブリクセン」
５.00Kセレクション


９.00BCycle*2022  
ジロ・デ・イタリア


	 ▽第7ステージ
１.15BCycle*2022  


クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第5ステージ


３.50　ツール・ド・ハンガリー HL


４.50　MLBミュージック�
５.05★XBMLB中継
	 ▽GAME1「マリナーズ×


エンジェルス」（延長あり）
９.00　The REAL		アメフトv	


▽10.00 アメフトw
11.05★XBMLB中継
	 ▽GAME2「マリナーズ×


エンジェルス」（延長あり）
３.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022
	 ▽ボルダリング	第6戦	


男子決勝「ブリクセン」
５.00KSUPER GT 2022
	 ▽第3戦	鈴鹿サーキット


「決勝」
８.00　ツール・ド・ハンガリー HL
９.00BCycle*2022  


ジロ・デ・イタリア
	 ▽第8ステージ
１.15　SUPER GT ダイジェスト
１.30　The REAL		アメフトw
２.30　結束！侍ジャパン�
３.00　ダンス！	 （〜4.00）


６.00　The REAL		アメフトw
７.00　ダンス！華麗なる闘い
８.00　スーパースポーツ300  第4戦
８.15　【ダーツ】'13 ワールドマッ


チプレー　セミファイナル
９.10　高円宮杯 JFA U-18 サッ


カープレミアリーグ2022
	 ▽EAST	第9節-1「横浜


FCユース×川崎FU-18」	
▽11.10 EAST	第9節-2	
「大宮U18×柏U-18」


１.10BCycle*2022  
ジロ・デ・イタリア


	 ▽第9ステージ	
▽８.00 休息日TV


	 「第1～9ステージ」
９.00★XCycle*2022 月チャリ
10.00BCycle*2022  


ジロ・デ・イタリア
	 ▽第10ステージ
２.20BCycle*2022  


クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ


	 ▽第6ステージ	（〜4.55）


４.00BSAIL GP 2022/23
	 ▽第2戦	シカゴ「Day1」	


▽６.00 「Day2」
８.00Kセレクション


０.00　IFSC クライミングワー
ルドカップ 2022		ボル
ダリング	第7戦	男子決勝	
▽２.00 ボルダリング		
第7戦	女子決勝	
「インスブルック」


４.00　Cycle*2022 ツール・
ド・ハンガリー HL


５.00　Cycle*2022 月チャリ
６.00　MLBイッキ見！⑫
６.45　マジェスティ
７.00　セレクション


10.00BCycle*2022  
ジロ・デ・イタリア


	 ▽第14ステージ


３.25　我らワールド観戦塾⑤


４.00　クライミングW杯　ボル
ダリング	第7戦	男子決勝	
▽６.00 第7戦	女子決勝


８.00　我ら⑤◇35 マジェスティ
８.50　セレクション
10.50★X高円宮杯 U-18 プレ


ミアリーグ2022「横浜
FMユース×青森山田」


１.15　ダンス！◇２.15 我ら⑤
２.45AFIM 世界耐久（EWC）'22
	 ▽第2戦	ダイジェスト
３.50★X高円宮杯 U-18 プレ


ミアリーグ2022「FC	
東京U-18×川崎FU-18」


６.15　MLBミュージック�
６.30　SAIL GP '22/23		第2戦
７.00KISUフィギュアスケート


アーカイブ⑤
９.00　Cycle*2022 月チャリ
10.00Bジロ・デ・イタリア
	 ▽第15ステージ
２.15AFIA ETCR HL　第3戦
２.45　マジェスティ
３.00　The REAL	 （〜4.00）


５.00★XBMLB中継
	 「エンジェルス×マリナーズ」
	 （延長の場合あり）
９.00　MLBミュージック�
９.15AFIA WTCR HL　第3戦
９.45　The REAL
10.45　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022
	 ▽リード	第1戦	男女決勝	


「インスブルック」
２.00　高円宮杯 JFA U-18 サッ


カープレミアリーグ2022
	 ▽EAST	第10節-2「FC


東京U-18×川崎FU-18」	
▽４.00 EAST	第10節-1	
「横浜FMユース×青森山田」


６.00BCycle*2022  
ジロ・デ・イタリア


	 ▽休息日TV
	 「第10～15ステージ」	


▽７.00 第16ステージ
２.25　セレクション


（〜4.25）


６.00Kレイクカップ2022フィ
ギュアスケート競技会


	 「無級～5級男女シングル」


１.30　IFSC クライミングワー
ルドカップ 2022		ボル
ダリング	第6戦	女子決勝	
▽３.30 ボルダリング		
第6戦	男子決勝	
「ブリクセン」


５.30　マジェスティ
５.45★Xプロ野球
	 「楽天×日本ハム」
	 ～岩手県営野球場
	 （試合終了まで放送、	


以降の番組変更あり）
10.00BMLB中継
	 「エンジェルス×ロイヤルズ


（6/21）」
１.30BCycle*2022  


クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ


	 ▽第8ステージ	（〜4.05）


６.00　高円宮杯 JFA U-18 サッ
カープレミアリーグ2022


	 ▽EAST	第9節-1「横浜
FCユース×川崎FU-18」	
▽８.00 EAST	第9節-2	
「大宮U18×柏U-18」


10.05　マジェスティ
10.20　MLBミュージック�
10.40★XBMLB中継
	 「エンジェルス×ロイヤルズ」
	 （延長の場合あり）
３.00　月チャリ◇４.00 結束！�
４.30BSAIL GP 2022/23
	 ▽第2戦	シカゴ「Day1」
６.30★KISUフィギュアスケー


トアーカイブ⑤
	 ▽GPファイナル'16	HL
８.30BCycle*2022  


ジロ・デ・イタリア
	 ▽第12ステージ
０.45　スーパースポーツ300		第4戦
１.00BFIM スーパーバイク世界


選手権2022　第4戦	
「ミサノ」	 （〜4.00）


６.00　サニックスワールドラグビ
ーユース交流大会 2022


７.00　【ダーツ】'16 Tokyo Masters
	 ▽クウォーターファイナル
８.00★XBMLB中継
	 「放送開始時刻/	


対戦カード未定」
	 （延長の場合あり）
３.00　The REAL		アメフトv
４.00　HOOP!～学生バスケ情報⑤
４.30BSAIL GP 2022/23
	 ▽第2戦	シカゴ「Day2」
６.30　結束！侍ジャパン�
７.00★KISUフィギュアスケー


トアーカイブ⑥
	 ▽2011年	世界ジュニア


選手権	男子シングル
10.00BCycle*2022  


ジロ・デ・イタリア
	 ▽第13ステージ
２.15　The REAL
	 ▽サイクルロードレース
３.15　我らワールド観戦塾⑤
３.45　MLBミュージック�


７.00Kジャパンラグビー リーグ
ワン2022


	 ▽入替戦	第2戦-1	
「開催スケジュール未定」	
▽９.45 入替戦	第2戦-2	
「開催スケジュール未定」	
▽０.30 入替戦	第2戦-3	
「開催スケジュール未定」


３.00　ラグビー わんだほー！⑳
４.00　ダンス！華麗なる闘い
５.00KISU世界ジュニアフィギュ


アスケート選手権2022
	 「アイスダンス」


９.00BMLB中継
	 「ヤンキース×エンジェルス


（5/31）」
０.30　結束！侍ジャパン�
１.00BCycle*2022  


ジロ・デ・イタリア
	 ▽休息日TV「第1～21


ステージ」	 （〜4.00）


６.00Kジャパンラグビー リーグ
ワン2022　D1	プレー
オフ	準決勝-1	
▽８.45 D1	プレーオフ	
準決勝-2


11.30　我らワールド観戦塾④
０.00BFIM スーパーバイク世界


選手権2022
	 ▽第3戦「エストリル」
３.00　The REAL
	 ▽サイクルロードレース
４.00　ラグビー わんだほー！⑳
５.00KISU世界ジュニアフィギュ


アスケート選手権2022
	 「女子シングル」	


▽９.00 「ペア」
11.30　The REAL		サーフィン
０.30　HOOP!～学生バスケ情報⑤
１.00　ダンス！華麗なる闘い
２.00　高円宮杯 JFA U-18 サッ


カープレミアリーグ2022
	 ▽EAST	第8節-1	


「柏U-18×FC東京U-18」
（〜4.00）


７.00　サニックスワールドラグビ
ーユース交流大会 2022


８.00　MLB音楽�◇20 HOOP!⑤
８.50★X第71回 全日本大学野


球選手権大会⑰～⑲
	 ▽2回戦
	 ～東京ドーム
	 （延長の場合あり）
６.00　MLBミュージック�
６.20　ツール・ド・ハンガリー HL
７.20BCycle*2022  


クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第3ステージ


９.55★XBCycle*2022  
クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第4ステージ


０.30　結束！侍ジャパン�
１.00　【ダーツ】'16 Tokyo Masters
	 ▽クウォーターファイナル
２.00　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022		ボル
ダリング	第4戦	男女決勝	
「ソルトレイクシティ」


（〜5.30）


６.00　The REAL		クライミング
７.00　【ダーツ】'13 ワールドマッ


チプレー　セミファイナル
７.55Bクリテリウム・デュ・ド


ーフィネ　第4ステージ
10.30★XBMLB中継
	 「エンジェルス×レッド


ソックス」（延長あり）
２.30　結束！侍ジャパン�
３.00　The REAL		アメフトv
４.00KSUPER GT 2022
	 ▽第3戦	鈴鹿サーキット


「決勝」
７.00　MLBミュージック�
７.20Bクリテリウム・デュ・ド


ーフィネ　第4ステージ
９.55★XBCycle*2022  


クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第5ステージ


０.30　IFSC クライミングワー
ルドカップ 2022		ボル
ダリング	第5戦	男女決勝	
「ソルトレイクシティ」


（〜4.00）


６.00　サニックスワールドラグビ
ーユース交流大会 2022


７.00★Kレイクカップ2022フ
ィギュアスケート競技会


	 「無級～5級男女シングル」
	 ～滋賀県立アイスアリーナ


２.30★K2022全関西ノービス
フィギュアスケート競技会


	 ～滋賀県立アイスアリーナ


９.00BCycle*2022  
ジロ・デ・イタリア


	 ▽第4ステージ


１.15BCycle*2022  
クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第2ステージ


３.50　マジェスティ	（〜4.05）


６.00AMobil 1 The Grid④
６.30BFIM スーパーバイク世界


選手権2022
	 ▽第4戦「ミサノ」
９.30　IFSC クライミングワー


ルドカップ 2022
	 ▽ボルダリング	第6戦	


男子決勝「ブリクセン」
11.30★Kレイクカップ2022フ


ィギュアスケート競技会
	 「ジュニア女子シングル」
	 ～滋賀県立アイスアリーナ


９.00BCycle*2022  
ジロ・デ・イタリア


	 ▽第5ステージ


１.15BCycle*2022  
クリテリウム・デュ・ド
ーフィネ　第3ステージ


３.50　MLB音楽�	 （〜4.05）


７.00K2022全関西ノービスフ
ィギュアスケート競技会


	 ～滋賀県立アイスアリーナ


１.30Kレイクカップ2022フィ
ギュアスケート競技会


	 「ジュニア男子/	
男女シングル」


	 ～滋賀県立アイスアリーナ


５.00AFIA WEC '22HL		第3戦
６.00　マジェスティ
６.15BCycle*2022  


ジロ・デ・イタリア
	 ▽第19ステージ
10.30　我らワールド観戦塾⑤
11.00　Cycle*2022 月チャリ
０.00★XKCycle*2022  


ツール・ド・フランス
	 ▽チームプレゼンテーション
	 （放送開始時刻変更あり）
３.30　HOOP!⑥	 （〜4.00）
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株式会社ジェイ・スポーツ
〒135-8668　東京都江東区青海2-5-10
カスタマーセンター：TEL.0570-099-333
 （ナビダイヤル/毎日10:00～20:00）


2022年6月放送スケジュール
2022.6.1 ▶ 6.30　J SPORTS 46


★新内容登場番組　X生放送・生中継　B二カ国語　K音声多重　A字幕


最新の番組情報はJ SPORTS ホームページでご確認下さい。





