
第14回サマーナイトフェスティバル（松戸・ＧⅡ）関連番組

厳しい世界で敢えて戦うこ
とを選んだ女子選手を密
着取材。価値観や生き方
に迫りながら、ガールズた
ちの“すっぴんな魅力”を徹
底解剖します。
ナビゲーター：水崎綾女
初回放送日・時間 ７月１７日㈫ 後9：00～

競輪大好き芸人玉ちゃん
とビートきよしがミッドナ
イト競輪に参戦！乾杯か？
惨敗か？果たして真夜中の
女神はどちらに微笑む？？
出演：玉袋筋太郎、ビート
きよし、北川果歩
＃３ 初回放送日・時間 ７月１日㈰ 後11：30～
＃４ 初回放送日・時間 ７月19日㈭ 後9：00～

ビッグレース開催前夜よりお送りするスペシャル展望番組。
放送日・時間
７月13日㈮
後9：00～/深0：00～/翌日前7：30～/
翌日前10：40～/翌日後0：20～

７月14日㈯～15日㈰
深0：00～/翌日前7：30～/
翌日前10：45～/翌日後1：00～

Ｓ級Ｓ班選手や地元選手
を中心に今開催にかける
意気込みを伺います。
放送日・時間
７月14日㈯
前10：00～/
前11：40～/
後1：20～

第14回サマーナイトフェスティバル 前夜版まるごと展望 第14回サマーナイトフェスティバル 注目選手インタビュー

第13回サマーナイトフェスティバル決勝ゴール

たまきよのミッドナイトで乾杯！ 

すっぴん。 #28注）1．♥印は、ガールズケイリンを含む開催です。（14日～16日松戸はガールズケイリンフェスティバ
ル2018）

注）2．モーニング競輪の放送時間は前8：30～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下さい。武雄ＦⅡ＜7/6～8、7/21～23＞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．番組の内容は都合により変更となる場合があります。ご了承下さい。
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エリアトラベラーズ 74
TROUT QUEST 6
INCREDIBASS 2
沖釣りギャラリー
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ソルトギャラリー 15
五畳半の狼
つりステーション
伝心伝承 185
ENJOY FISHING 15
鮎2016 YujiStyle
ITT 4
テッペンDASH！ 14
魚種格闘技戦！185
オフショアレボリューションNEXT 123
「スポット イン サセボ」を訪問
バスギャラリー

【7夜連続スモールマウスバス特集】
SUGOIアワー 184
ギアステーション
東北つれつれ団 56
つりステーション
バスギャラリー

トップ道 33
Dz SALT 58
とことんエギパラダイス 125
ソルトギャラリー 15
東北つれつれ団 56
釣りはじめます！ シーズン2 #75
すごかby九州 32
魚種格闘技戦！172
伝心伝承 150
五畳半の狼
とことんエギパラダイス 96
鮎2017 高知県奈半利川
オフショアレボリューションNEXT 123
ギアステーション
INCREDIBASS 6
つりステーション
Fishing Cafe 64
鮎2018
ソルトギャラリー 16

【夏のパワーターゲット！シイラ特集】
「トコチャン」を訪問
ソルトギャラリー 4
テッペンDASH！ 14
バスギャラリー
「スポット イン サセボ」を訪問

5L ton 11
RUN&GUN SALT
Fishing Cafe 64
Dz SALT 105
ハイパーエキスパート
関西発！海釣り派 137
POWER FIGHT 8
釣りはじめます！ シーズン2 #74
鮎2014 広島・江の川の大鮎釣り
五畳半の狼
とことんエギパラダイス 108
楽釣楽磯宣言 35
こちら東海です。 166
ギアステーション
バスギャラリー
つりステーション
オフショアレボリューションNEXT 112
チヌ道一直線 90
ITT 4

【7夜連続スモールマウスバス特集】
本気でオカッパリ 84
5L ton 24
Dz SALT 71
Rock'n Fish 39
JB トップ50 2018 第2戦 茨城県北浦

BinBinソルト 25
RUN＆GUN SALT 2
バスギャラリー
GAN’s GANGS 60 
北海道つり部 3
大漁！関東沖釣り爆釣会 124
鮎2015 梅雨入り直後の大内山川攻略
BASS STUDY 9
ギアステーション
フライギャラリー
つりステーション
5L ton 23
Dz SALT 106
五畳半の狼
こちら東海です。156
関西発！海釣り派 173

【夏休みスタート！2週連続堤防特集】
RUN＆GUN SALT
SUGOIアワー 199
モンドリアンファイター 18
ガチコン 14
楽釣楽磯宣言 17
Counter 10
バスギャラリー
伝心伝承 186

5L ton 17
SUGOIアワー 193
ソルトギャラリー 16
Go for it！ 159
大漁！関東沖釣り爆釣会 160 
オフショアレボリューションNEXT 75
Oh！エド釣り日記
本流のライセンス
伝心伝承 186
ヘラブナギャラリー
Dz SALT 83
魚種格闘技戦！151
すごかby九州 33
釣りたガール！ 5
バスギャラリー
フライギャラリー

【夏休みスタート！2週連続堤防特集】
RUN&GUN SALT
SALT Dreamer 71
ソルトギャラリー 18
RUN＆GUN SALT 3
BIG BITE 130
BASS STUDY 9
鮎2018
SUGOIアワー 199

LURE FREAK 75
モンドリアンファイター 14
フライギャラリー
ソルトギャラリー
沖釣りギャラリー
伝心伝承 174
釣りたガール！ 5
フライギャラリー
鮎2018
SUGOIアワー 199
ソルトギャラリー 18
こちら東海です。156
鮎2015 岐阜県 馬瀬川・高原川釣行
エリアトラベラーズ 92
大漁！関東沖釣り爆釣会 125
BASS STUDY 9

【夏休みスタート！2週連続堤防特集】
釣りはじめます！  53 新潟編
五畳半の狼
こちら東海です。 167
ソルトギャラリー
バスギャラリー
Go for it！141
SALT Dreamer 71
モンドリアンファイター 18

釣り好き芸人・ロンブー亮
が、釣りビジョンのロケに潜
入し、番組ジャックを決行！
並み居る釣り人たちを相手
に芸能界No.1マルチアング
ラーであることを証明する。今回ジャックを仕掛けるのは、「安・
近・短」で楽しめるアジングの魅力とともに周辺地域の名物やグ
ルメ、人とのふれあいを紹介していく番組『アジングへ行こう！』。
数釣りが期待できる夏、アジングのスペシャリスト・家邊克己を相
手にデイアジング対決に挑む。果たしてジャック成功なるか！？

勝手に番組ジャック！35
アジングへ行こう！をジャック

芸能人と磯釣り師、2つの顔を持
つエド山口がおくる軽快でちょっ
と切ない釣り日記。大物が釣れて
いるという情報を聞きつけ、新潟
の直江津港第3東防波堤を訪れた
エド。管理が行き届き、安全に釣りができるこの堤防は魚影も濃
く、ベテランはもちろん、家族やカップルたちで連日大賑わい！サ
ビキやチョイ投げなど手軽に楽しむ人が多い中、磯釣り師らしく
浮きフカセで大型のメジナを狙うエド！夏休みに実戦できる、一
歩踏み込んだ堤防の楽しみ方をご紹介します！

Oh！エド釣り日記
夏の堤防マル秘テクニック
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★８月１日㈬AM1：00～7：00は停波のため放送なし。　★内容は変更する場合がございます。予めご了承ください。

2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29
プラネット イングリッシュ

ワード・ワールド / （6：24）えいごでみよう！ Hi-5

マイルズのトゥモローランドだいさくせん

おたすけマニー

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち

ミッキーマウス クラブハウス

プーさんといっしょ

せいぶのねこキャリー

ロボカーポリー

コアラ・ブラザーズ

きんきゅうしゅつどう隊　OSO

ケイトとミンミン　　23日～（11：00～11：24）チクタク・タウン、（11：24～11：30）ペッパピッグ

ズーとたのしいシマウマかぞく

カリメロ

ちいさなプリンセス ソフィア

ビッケはちいさなバイキング

おとぎのもりのゴールディとベア

ぞうのババール　～バドゥのだいぼうけん～

おたすけマニー

ミッキーマウス クラブハウス

サラとダックン / （16：24）ペッパピッグ

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち

ミッキーマウス クラブハウス

ドックはおもちゃドクター

ちいさなプリンセス　ソフィア

 ロボカーポリー

チャギントン

プーさんといっしょ

マイルズのトゥモローランドだいさくせん

サラとダックン

ケイトとミンミン

動物園通り64番地

ハイ・ホー７D

ズーとたのしいシマウマかぞく

ライオンキングのティモンとプンバァ

ミッキーマウス クラブハウス

おたすけマニー

リトル・アインシュタイン

アート　アタック

せいぶのねこキャリー

ドックはおもちゃドクター

ハイ・ホー７D

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち

みんなヒーロー！～ヒグリータウンのなかまたち～

かわうそファミリー

スタンリー

～マリンアドベンチャー～ せんすいかんウーリー！

ちいさなプリンセス ソフィア

ドックのおもちゃびょういん

キャプテン・ジェイクとネバーランドのかいぞくたち

チャギントン

しゅつどう！パジャマスク　15日～ マイルズのミッション・フォース・ワン

キャプテン・ジェイクとネバーランドのかいぞくたち

しゅつどう！パジャマスク

マイルズのトゥモローランドだいさくせん　15日～ マイルズのミッション・フォース・ワン

ライオン・ガード

ミッキーマウスとロードレーサーズ

ロボカーポリー

ヘンリー・ハグルモンスター

ポンポン ポロロ

ドックのおもちゃびょういん

パグ・パグ・アドベンチャー

ウーナとババの島

バンピリーナとバンパイアかぞく

おとぎのもりのゴールディとベア

ドット

ちいさなプリンセス　ソフィア

ハイ・ホー７D

ミッキーマウスとロードレーサーズ

ライオン・ガード

ロボカーポリー

ドックのおもちゃびょういん

マイルズのトゥモローランドだいさくせん　15日～ しゅつどう！パジャマスク

パグ・パグ・アドベンチャー

バンピリーナとバンパイアかぞく

ウーナとババの島　　21日～ おとぎのもりのゴールディとベア

ドット　　21日～ サラとダックン

おとぎのもりのゴールディとベア　　21日～ 動物園通り64番地

サラとダックン　　21日～ ウーナとババの島

動物園通り64番地　　21日～ ドット

ミッキーマウスとロードレーサーズ

カリメロ

みんなヒーロー！～ヒグリータウンのなかまたち～

ジャングル・ジャンクション

マイ・ディズニージュニア

おたすけマニー

おとぎのもりのゴールディとベア

ハイ・ホー７D

スタンリー

リトル・アインシュタイン

ドックはおもちゃドクター

きんきゅうしゅつどう隊　OSO

せいぶのねこキャリー

　1日 ライオン・ガード/ゆうしゃのでんせつ
　8日 マイルズのトゥモローランドだいさくせん/あたらしい たびだち
15日 ティンカー・ベルと月の石
22日 ティンカー・ベルと妖精の家
29日 ティンカー・ベルと輝く羽の秘密



★８月１日㈬AM1：00～7：00は停波のため放送なし。　
★内容は変更する場合がございます。予めご了承ください。

Doraemonダックテイルズ
（16日は17：00～19：00
ディセンダント～英語歌詞付）

レイブンのウチは
チョー大変！

ハーレーはド真ん中

悪魔バスター★スター・バタフライ
ツムツム

ラプンツェル ザ・シリーズ

世界のディズニーリゾートへGO!
9日～ ディズニートラベラー

モンスター・ホテル ザ・シリーズ

アイカツスターズ！

　1　㈰ ベッドタイム・ストーリー
　2　㈪ シャーペイのファビュラス・

アドベンチャー
　3　㈫ チーター・ガールズ
　4　㈬ チーター・ガールズ２
　5　㈭ チーター・ガールズ３ in インド

　6　㈮ おしゃれキャット
　7　㈯ モンスター・ホテル
　8　㈰ フォーチュン・クッキー
　9　㈪ おさるのジョージ3

/ジャングルへ帰ろう
10　㈫ 奇跡の旅

18　㈬ キャンプ・ロック2 ファイナル・ジャム
19　㈭ キャッツ＆ドッグス
20　㈮ キャッツ＆ドッグス 地球最大の肉球大戦争
21　㈯ メアリーと秘密の王国
22　㈰ シンデレラストーリー2：ドリームダンサー
23　㈪ プリンセス・プロテクション・プログラム
24　㈫ シンデレラ
25　㈬ シンデレラ 戻された時計の針

26　㈭ スチュアート・リトル
27　㈮ スチュアート・リトル２
28　㈯ 森のリトル・ギャング
29　㈰ スティッチ！ザ・ムービー
30　㈪ リロ＆スティッチ２
31　㈫ リロイ＆スティッチ

怪奇ゾーン グラビティフォールズ

オースティン ＆ アリー

フィニアスとファーブ
ディズニー365

アバローのプリンセス エレナ
ツムツム

ディズニー３６５

アバローのプリンセス　エレナ
ミッキーマウス！

かみさまみならい ヒミツのここたま
ディセンダント　キケンな世界

スター・ウォーズ/フォース・オブ・デスティニー

ミッキーマウス！
ダックテイルズ

やりすぎ配信！ ビザードバーク キャンプ・キキワカ

ハーレーはド真ん中
29日～ ティーン・スパイ Ｋ.Ｃ.

いつだってベストフレンド
28日～ レイブン 見えちゃってチョー大変！

ティーン・スパイ Ｋ.Ｃ.
28日～ ミラキュラス　レディバグ＆シャノワール

ラプンツェル ザ・シリーズ

ディズニー・コメディ・タイム

ディズニー３６５

ディズニー３６５
Doraemon　　24日～ アバローのプリンセス　エレナ

怪奇ゾーン グラビティフォールズ　　23日～ かみさまみならい ヒミツのここたま

パグ・パグ・アドベンチャー

ミッキーマウス クラブハウス

ドックのおもちゃびょういん

ドックはおもちゃドクター

ちいさなプリンセス　ソフィア

ライオン・ガード

おとぎのもりのゴールディとベア

おさるのジョージ
（16日は11：30～13：00 リトル・マーメイド III/はじまりの物語）

フィニアスとファーブ

怪奇ゾーン グラビティフォールズ

ガール・ミーツ・ワールド　　18日～ サニー with チャンス
（17日は28：00～29：00 ガール・ミーツ・ワールド/ワールド・ミーツ・ガール）

ザ・ペンギンズ from マダガスカル
（16日は19：00～21：00 ディセンダント２～英語歌詞付）

ひつじのショーン
ミッキーマウス！

フィニアスとファーブ

悪魔バスター★スター・バタフライ
24日～ ザ・ペンギンズ from マダガスカル

マイロ・マーフィーの法則　　23日～  ミラキュラス　レディバグ＆シャノワール

グッドラック・チャーリー

フィニアスとファーブ

レイブン　見えちゃってチョー大変！　　13日～ ハーレーはド真ん中

チャック・チャック　　9日～ リトル・マーメイド

キム・ポッシブル

ザ・ペンギンズ from マダガスカル
モラン

すすめ！　オクトノーツ

ザ・ペンギンズ from マダガスカル
ディズニー365

ミッキーマウスとロードレーサーズ

バンピリーナとバンパイアかぞく

マイルズのミッション・フォース・ワン

おさるのジョージ

ちいさなプリンセス ソフィア

モンスター・ホテル ザ・シリーズ　　28日～ ラプンツェル ザ・シリーズ

ダックテイルズ

ドックのおもちゃびょういん

ラプンツェル ザ・シリーズ　28日～ ミラキュラス レディバグ＆シャノワール

悪魔バスター★スター・バタフライ

悪魔バスター★スター・バタフライ　28日～ 25：30～26：30 悪魔バスター★スター・バタフライ

ザ・ペンギンズ from マダガスカル

やりすぎ配信！ ビザードバーク

ティーン・スパイ K.C.

ブンブン・タカコとブーブー・ヒューバート

ジグとシャーコ

マイロ・マーフィーの法則

怪奇ゾーン グラビティフォールズ

悪魔バスター★スター・バタフライ

ラプンツェル ザ・シリーズ

アバローのプリンセス　エレナ

ザ・ペンギンズ from マダガスカル

チップとデールの大作戦　レスキュー・レンジャーズ　　23日～ モンスター・ホテル ザ・シリーズ

ウェイバリー通りのウィザードたち

スティッチ！
モラン

11　㈬ 奇跡の旅２ サンフランシスコの大冒険
12　㈭ くまのプーさん

クリストファー・ロビンを探せ！
13　㈮ くまのプーさん
14　㈯ モンスター・ホテル2
15　㈰ シンデレラ・ストーリー
16　㈪ リトル・マーメイド /はじまりの物語
17　㈫ キャンプ・ロック

ダックテイルズ
23日～ アバローのプリンセス エレナ

6　㈮、7　㈯、13　㈮、14　㈯、20　㈮、21　㈯、27　㈮、28　㈯ （特別編成）
　1　㈰おしゃれキャット
　8　㈰ モンスター・ホテル
15　㈰ モンスター・ホテル 2
22　㈰ メアリーと秘密の王国
29　㈰ 森のリトル・ギャング（20：30～22：00）

1　㈰ わんわん物語（13：00～14：30）、わんわん物語 （14：30～15：45）
7　㈯、8　㈰、14　㈯、15　㈰、21　㈯、22　㈰、28　㈯、29　㈰ （特別編成）



※7月1日㈰29：00～30：00《7月2日㈪5：00AM～6：00AM》、7月17日㈫25：00～31：00《7月18日㈬1：00AM～7：00AM》は、放送機器メンテナンスのため、放送を休止します。
※番組内容及び放送時間は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
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こちら葛飾区亀有公園前派出所

忍者ハットリくん

～13日 僕のヒーローアカデミア　　16～20日 ちびまる子ちゃん

FAIRY TAIL

FAIRY TAIL

～20日・ねこねこ日本史（8：30～8：52am）・ぼのぼの（8：52～9：00am）

～30日 メジャー 第4シリーズ ※16日 名探偵コナン（9：00～11：00am）　　31日～ メジャー 第5シリーズ

～12日 花田少年史（9：30～10：30am）　23日～ 斉木楠雄のΨ難

～3日 もやしもん リターンズ　4～11日 夏雪ランデブー ※11日のみ（11：00～11：30am） 
11～17日 名探偵コナン　　18日～ ３月のライオン

～4日 金田一少年の事件簿R（リターンズ） ※4日 ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版（0：30～1：00pm）
5～23日 まじっく快斗1412　24日～ ハイキュー!! セカンドシーズン

～2日 もやしもん リターンズ　3～10日 夏雪ランデブー ※10日 こちら葛飾区亀有公園前派出所（8：30～9：00pm）
11～13日 名探偵コナンTVスペシャル　　17日～ ３月のライオン

～11日 花田少年史 ※11日 こちら葛飾区亀有公園前派出所（1：30～2：00am）
12～20日 青の祓魔師 京都不浄王篇　　23日～ ハイキュー!! セカンドシーズン

～2日・こちら葛飾区亀有公園前派出所（2：00～2：30am）・無敵鋼人ダイターン３（2：30～3：00am）
3～11日 プレイボール ※11日のみ（2：00～2：30am）　11～20日 プレイボール2nd　23日～ ワールドトリガー

～12日 ルパン三世（PART1） ※12日のみ（0：00～0：30am）　12～16日 ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版
23日～・ドラゴンボール改（0：00～0：30am）・シティーハンター〈HDリマスター〉（0：30～1：00am）

～3日 金田一少年の事件簿R（リターンズ） ※3日 ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版（5：30～6：00am） 
4～20日 まじっく快斗1412　23日～ ゲゲゲの鬼太郎（第3作） ※31日 名探偵コナンTVスペシャル 黒の組織との接触〈デジタルリマスター特別版〉

シティーハンター
〈HDリマスター〉

～13日 ルパン三世（PART1）※13日のみ（1：00～1：30pm）
13～19日 ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版　24日～ NARUTO-ナルト-〈HDリマスター〉

23日～ 黒子のバスケ（10：00～11：00am）

～19日 DAYS　　23日～ 黒子のバスケ（10：00～11：00am）

～19日 ちびまる子ちゃん

～19日 忍者ハットリくん

～18日 DAYS　　19・20日 名探偵コナン

～27日 メジャー 第4シリーズ　　30日～ メジャー 第5シリーズ

～12日 僕のヒーローアカデミア　　13～20日 こちら葛飾区亀有公園前派出所　　23日～ ドラゴンボール改

名探偵コナン
※31日 こちら葛飾区亀有公園前派出所～THE FINAL 両津勘吉最後の日～

～3日 金田一少年の事件簿R（リターンズ） ※3日 ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版（10：30～11：00pm）
4～20日 まじっく快斗1412　　23日～ NARUTO-ナルト-〈HDリマスター〉

～16日 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST　　23日～ 黒子のバスケ

～12日 僕のヒーローアカデミア　13～20日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 ※18日 僕のヒーローアカデミア　23日～ 食戟のソーマ ※31日 こちら葛飾区亀有公園前派出所

名探偵コナン ※31日 名探偵コナンTVスペシャル 黒の組織との再会〈デジタルリマスター特別版〉

～20日 新あたしンち　　23日～ 斉木楠雄のΨ難

斉木楠雄のΨ難（第2期）

斉木楠雄のΨ難（第2期）

～10日 忍者ハットリくん 
17日～ 僕のヒーローアカデミア 名探偵コナン

～10日 ルパン三世（PART2）デジタルリマスター版
24日～ 僕のヒーローアカデミア 名探偵コナン BORUTO-ボルト-

NARUTO NEXT GENERATIONS

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

～6日 ののちゃん　9～18日 名探偵コナン　19日 新あたしンち（2：00～3：00pm） 

～19日 新あたしンち ※19日のみ（2：00～3：00pm）

ぼのぼの（6：00～6：08am）

名探偵コナン

名探偵コナン

キャプテン翼 
※8・29日 忍者ハットリくん

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

斉木楠雄のΨ難（第2期）

7日～ ドラゴンボール改

～29日 メジャー 第3シリーズ

こちら葛飾区亀有公園前派出所 

こちら葛飾区
亀有公園前派出所

キングダム 第２シリーズ

7日～ 機動戦士ガンダム
〈HDリマスター〉

7日～ 頭文字［イニシャル］Ｄ
〈HDリマスター〉

NARUTO-ナルト-
〈HDリマスター〉

7日～ Dr.スランプ
アラレちゃん

FAIRY TAIL

ワールドトリガー

レイトン ミステリー探偵社 
～カトリーのナゾトキファイル～

ツヨシしっかりしなさい

黒子のバスケ

七つの大罪 戒めの復活

七つの大罪 戒めの復活
※8・29日 ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版

ジョジョの奇妙な冒険 
ダイヤモンドは砕けない

～29日 食戟のソーマ 餐ノ皿 遠月列車篇 
※8日のみ（1：30～2：00am）

1日 名探偵コナン（1：00～2：00am） 
8日～ 小野下野のどこでもクエスト

キャプテン翼

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

ちびまる子ちゃん（第1期）

ゲーム★マニアックス

ルパン三世PART

　7　日 ジョジョの奇妙な冒険
一挙放送① 第1～13話
（0：00～6：00am）

14日 ジョジョの奇妙な冒険
一挙放送② 第14～26話
（0：00～6：00am）

21日 ジョジョの奇妙な冒険
スターダストクルセイダース
一挙放送① 第1～12話
（0：00～6：00am）

28日 ジョジョの奇妙な冒険 
スターダストクルセイダース
一挙放送② 第13～24話
（0：00～6：00am）

7～21日 こちら葛飾区 
亀有公園前派出所

28日～ 七つの大罪

～21日 ゲゲゲの鬼太郎（第3作） 
28日～ こちら葛飾区 

亀有公園前派出所
～20日・ねこねこ日本史（4：00～4：22pm）・ぼのぼの（4：22～4：30pm） 

～9日 モンスターハンター ストーリーズ RIDE ON
16日～ うちの3姉妹 斉木楠雄のΨ難（第2期）レイトン ミステリー探偵社 ～カトリーのナゾトキファイル～ 名探偵コナン

　1　日 アニマックス開局20周年特別番組
ジャンプアニメ大集合スペシャル
（11：00～6：00pm）

　8　日・ワンピース（11：00～0：00pm） 
・ワンピース ねじまき島の冒険 

（0：00～1：05pm）
・ワンピース 珍獣島のチョッパー王国 

（1：05～2：10pm）
・こちら葛飾区亀有公園前派出所
～THE FINAL 両津勘吉最後の日～

（2：10～3：10pm）
・名探偵コナン（3：30～5：00pm）

15日・Dr.スランプ アラレちゃん 
　3時間連続放送 第1～6話 

（11：00～2：00pm）
・ドラゴンボール改 
　3時間連続放送 第1～6話 

（2：00～5：00pm）

22日 ジョジョの奇妙な冒険
スターダストクルセイダース
6時間連続放送 第1～12話
（11：00～5：00pm）

29日・キャプテン翼 3時間半連続放送 
　第1～7話（11：00～2：30pm） 
・アニマックス開局20周年特別番組 
　キャプテン翼スペシャル対談 
　高橋陽一×矢部浩之（ナインティナイン）

（2：30～3：00pm） 
・劇場版「暗殺教室」 
　365日の時間（3：00～4：40pm） 
・アニマックス開局20周年特別番組 
　暗殺教室スペシャル対談 
　松井優征×福山潤（4：40～5：10pm） 

～14日 ハイキュー!! セカンドシーズン 
※14日 名探偵コナン（0：30～1：00pm）

21日～ ハイキュー!! 
烏野高校 VS 白鳥沢学園高校

ブラッククローバー

ブラッククローバー

～11日 花田少年史（9：30～10：30am）
12日 こちら葛飾区亀有公園前派出所（10：00～10：30am）
13日 名探偵コナンTVスペシャル（9：30～10：30am）
16日 名探偵コナン（9：00～11：00am）
17～19日 名探偵コナンTVスペシャル（9：30～10：30am）
20日 名探偵コナンTVスペシャル（9：30～11：00am）

16日 劇場版BLEACH 
MEMORIES OF NOBODY 

（11：00～0：45pm）

劇場版BLEACH 
The DiamondDust Rebellion 
もう一つの氷輪丸（0：45～2：30pm） 

16日 劇場版BLEACH 
Fade to Black 君の名を呼ぶ 

（2：30～4：15pm） 

16日 劇場版BLEACH 地獄篇 
（4：15～6：00pm）

20日 名探偵コナン（1：00～4：00pm）
23日 名探偵コナン（1：00～3：00pm） 
23日～ ブラッククローバー  

（3：00～4：00pm）

24日～ ワールドトリガー（2：00～3：00pm）
23日～ BORUTO-ボルト- NARUTO 

NEXT GENERATIONS  
（4：00～5：00pm）

16日 ワンピース（7：30～8：30pm）
16日 ワンピース ねじまき島の冒険 

（8：30～9：35pm）

16日 ワンピース 
珍獣島のチョッパー王国 

（9：35～10：40pm）

17日 ANIMAX MUSIX 2017 
YOKOHAMA Part 1 

（11：00～1：00am）
18日 ANIMAX MUSIX 2017 
YOKOHAMA Part 2 

（11：00～1：00am）
19日 ANIMAX MUSIX 2018
OSAKA Part 1 

（11：00～1：00am）

20日 ANIMAX MUSIX 2018
OSAKA Part 2 

（11：00～1：00am） 

～21日 少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん（6：08～6：30am） 
28日～ ねこねこ日本史（6：08～6：30am）

ぼのぼの（10：30～10：38am）
～15日 少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん（10：38～11：00am）

22日～ ねこねこ日本史（10：38～11：00am）

23日～ 魔法つかいプリキュア！
（8：00～9：00am）

　1　日 機動戦士ガンダム THE ORIGIN
激突 ルウム会戦（8：00～9：40pm）

15日・DEATH NOTE リライト
　幻視する神
・DEATH NOTE リライト2
　Lを継ぐ者（8：00～0：00am）

22日 劇場版 黒子のバスケ
LAST GAME（8：00～9：45pm）

29日 アニマックス開局20周年特別番組
週刊少年ジャンプ お宝アニメスペシャル
（8：00～11：10ｐm）

　1　日 ガンダム00 Festival 10 "Re：vision"
完全版（9：40～11：40pm）

　8　日・劇場版BLEACH 
　The DiamondDust Rebellion 
　もう一つの氷輪丸（7：45～9：30pm）
・劇場版BLEACH 
　Fade to Black 君の名を呼ぶ 

（9：30～11：15pm）
・劇場版BLEACH 地獄篇 

（11：15～1：00am）
22日 舞台「黒子のバスケ」

THE ENCOUNTER（9：45～0：15am）

31日 名探偵コナン 
（1：00～3：00am）

ちびまる子ちゃん ～15日 モンスターハンター ストーリーズ RIDE ON
22日～ ちびまる子ちゃん（第1期）

～1日 忍者ハットリくん
8日～・おしえて魔法のペンデュラム～リルリルフェアリル～（6：00～6：15am）
・ぼのぼの（6：15～6：30am）

　8日 劇場版BLEACH 
MEMORIES OF NOBODY 

（6：00～7：45pm）
29日 殺せんせーQ!

全12話一挙放送（5：10～7：40pm）

15日 ライブ・スペクタクル「NARUTO-ナルト-」 
～暁の調べ～（3：30～5：55am）

22日 舞台「黒子のバスケ」
OVER-DRIVE（3：30～6：00am）

1日 名探偵コナン（1：00～2：00am） 
8日 食戟のソーマ 餐ノ皿 遠月列車篇 
15日～ 声優だって旅します the 2nd



★＝新登場 ＝映画・劇場版 ＝リマスター版　 ＝二カ国語
＝親子向け　 ＝コロコロアワー（小学生向け） □＝一挙放送　 ＝傑作選

＝「ホビッチョ！」いま話題のおもちゃ・ゲーム・お菓子・イベントなどなど…
イチオシ商品や最新情報を紹介する、キッズ向け情報番組。









　日本時間の16時に始まるイギリス、ドイツ、フランスな
どヨーロッパの主な市場の寄り付きを、CNBCのライブ映
像を交えて速報します。日本、アジアの相場動向を受けて
取り引きを始めるヨーロッパ市場は、その後のアメリカ市
場そして翌日の日本市場の動きを先取りするためにとて
も重要な情報です。ヨーロッパ市場の動向が一目で判る
ＣＮＢＣのロンドンスタ
ジオからの中継と、終
了したアジア主要市場
の終値をお伝えするこ
の番組を、グローバル
マーケットの先読みに
お役立てください。

マーケティング・メディア・マネー
～一流企業のブランド戦略家たち～

ヨーロッパ市場寄り付き速報

　スニッカーズ®やM&M'S®などのチョコレート製品を世界で展開しているマース。
100年以上の歴史を持つ同社は、チョコレート以外にもガムやキャンディー、ドリンク、
そして、シーザー®やペディグリー®などのペットケア商品などを手掛け、世界で350億
ドル以上の売上を達成しています。同社が掲げる五原則のひとつが“メディア出稿のコ
ンプライアンス遵守”。広告主自ら、ウェブ広告の出稿を厳しく制限する取り組みと、適

切な広告出稿を確実に
する方法とは？ ７月23日
放送の番組の後半では
ブランディングの重要な
要素となるキャッチコ
ピーについて街頭インタ
ビューと併せて考えます。

ウォーレン・バフェット 世界が愛する投資家

　長期投資で長年に渡って驚異的な成功を収め、“投資の神様”
と呼ばれているウォーレン・バフェット氏。バフェット氏の発言は

相場に大きな影響を与えること
もあり、何について発言するの
か常に投資家から注目を集めて
います。番組では、バフェット氏
の人生に対する考え方に影響
を受け、自ら大きく変化を遂げ
た人たちへのインタビューをは
じめ、毎年盛り上がりを見せる
バークシャー・ハサウェイの株
主総会の舞台裏にも潜入し、な
ぜ人はバフェット氏に心酔する
のか、その理由を探ります。

●放送日時：毎週月曜～金曜 16：00～16：10
●放送日時：毎週月曜 20：30～21：00 他

●放送日時：７月７日㈯ 20：00～20：55 他

UVERworldUVERworldUVERworldUVERworldUVERworld

V.I.P.―UVERworld―

スペースシャワーTV7月の最重要
アーティスト「V.I.P.」はUVERworld！

滋賀県出身の6人組バンド。バンド名の
UVERworldは、「自分たちの世界を超え
て広がる」ということからドイツ語を変形さ
せたUVER（ウーバー）とworldから名づ
けられた。 その独自のサウンドとTAKUYA
の紡ぐ歌詞だけでなく、彼らの生き様、人
間力が今を生きる若者に届いており、絶大
な支持を得続けている。7/18にメンバー
が選曲するもの、ファン投票を元に選曲さ
れるもの、バラード曲を集めた3枚組のベ
ストアルバムをリリースする。

彼らの熱狂的なライブを、独占映像も交えてオン
エアします！

その独自のサウンドとボーカル・TAKUYA∞
の紡ぐ歌詞、さらにはメンバー自身の生き様、
人間力が今を生きる若者に絶大な支持を
得ているバンド、UVERworld。そんな彼ら
が7/18にベストアルバムをリリース。スペー
スシャワーTVでは、これを記念して今月彼
らを総力特集！撮り下ろしの特別番組をは
じめ、独占映像も交えたライブ映像特集や、
120分にわたるミュージックビデオ特集な
ど、様々な視点で彼らの魅力に迫ります！

UVERworld LIVE
SELECTION

UVERworldのミュージックビデオ特集！
男女問わず熱い支持を受けるUVERworldの魅
力を、ミュージックビデオでご紹介します！

UVERworld MUSIC
VIDEO SPECIAL
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放 送 休 止 ★BIG HITS！

THE PLAYLIST プレイリスト

★THE PLAYLIST プレイリスト

スペシャベストセレクション

★スペシャベストセレクション　　 ★M COUNTDOWN

★BIG HITS！

★歌える♪プレイバックヒッツ！

★NEW CUTS
★Kawaii JAPAN－da!!★BIG HITS！ ★BIG HITS！

放 送 休 止

SUPER HITS
PERFECT
RANKING 50
スーパーヒッツ
総合ランキング50

SPACE SHOWER
COUNTDOWN 50
邦洋カウントダウン50

★
SPACE SHOWER
COUNTDOWN 50
邦洋カウントダウン50

【5時間】
洋楽サマーソング
セレクション
【5時間】
歴代最強
ロックバンド特集
【10時間】 
この夏聴きたい超鉄板
カラオケソング PV特集

歌える♪プレイバック
ヒッツ！ 他
【5時間】
カロリー消費
カラオケ特集

歌える☆歌詞検索
ランキング

ストリーミング
ランキング

カラオケ
RANKING

歌える☆歌詞検索
ランキング

★
カラオケ
RANKING

★

スペシャの
 　 ヨルジュウ♪ 他

レギュラー番組
前月分一挙放送  他

Billboard Japan
カウントダウン

K-POPランキング

★

ストリーミング
ランキング

★

タイムスリップ！
邦洋カウントダウン20

★

Billboard Japan
カウントダウン

★

チュートリアルの
徳ダネ福キタル♪ 他

モンスターロック
他

カラオケ
RANKING
カラオケランキング

★

★
SUPER HITS
PERFECT
RANKING 50
スーパーヒッツ
総合ランキング50

東方神起/ EXO/
RADWIMPS/
FM802 MEET THE WORLD 
　　    BEAT 2018出演者特集/
ローカリズム♪まとめスペシャル

【5時間】J-POP夏
　　   カラオケソング特集/
DREAMS COME TRUE

BIG HITS!/
UVERworld/

BIG HITS!/
ナオト・インティライミ/
宇多田ヒカル

BIG HITS!/ 
歌える♪プレイバックヒッツ!/ 
三浦大知/ 
モンスターロックSPECIAL 

BIG HITS！/
宇多田ヒカル

東方神起/
BTS（防弾少年団）/
SHISHAMO/
BIG HITS!

BIG HITS!/ 
三代目 J Soul Brothers  
from EXILE TRIBE/

[ALEXANDROS] 
　SHISHAMO 

BIG HITS!/ 
　RADWIMPS/ 
菅田将暉/ 
　SEKAI NO OWARI/ 
GREENROOM 
FESTIVAL'18 SPECIAL/
ハンバート ハンバート 

洋楽ポップアイコン特集 
①～②/

洋楽カウントダウン10 

フジロック2018出演
アーティスト特集①～③

Bob Dylan/QUEEN 

スペシャのプレイリスト/
Gorillaz/
洋楽カウントダウン10

放送休止

BIG HITS！

★スポーツ応援ソング特集①～⑤
★洋楽サマーソングセレクション①～⑤
★歴代最強ロックバンド特集①～④

★J-POP夏カラオケソング特集①～⑤
★カロリー消費カラオケ特集①～②

★2018年上半期スーパーヒッツ
　総合ランキング100

【K-POP】M COUNTDOWN
★BIG HITS！
★BIG HITS！
【K-POP】M COUNTDOWN

★BIG HITS！

★BIG HITS！

★BIG HITS！　 　FUJI ROCK FESTIVAL '18 出演アーティスト特集①～③　

★スペシャのプレイリスト

チュートリアルの
徳ダネ福キタル♪ 他 タイムスリップ！

邦洋カウントダウン20

K-POPランキング

【5時間】J-POP夏カラオケ
　　　ソング特集

★BTS（防弾少年団）
★ポルノグラフィティ
★SHINee

miwa/レキシ

LUNA SEA 

LUNA SEA 

BIG HITS！/
BIGBANG

[ALEXANDROS]

湘南乃風

MAN WITH A MISSION

ユニコーン/吉井和哉

UVERworld

グッドモーニングアメリカ/
Polaris/降谷建志
ブラックファイル/
　MUSIC GOLD RUSH2
放送休止
DAX/ 怒髪天/
BIG HITS！
DMZ/ BIG HITS！

椎名林檎 

：00～
　エレファントカシマシ

EXILE

椎名林檎 

エレファントカシマシ/MONGOL800
宇多田ヒカル/EXO
斉藤和義/ 德永英明
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
w-inds.
小室哲哉

SPACE SHOWER 
COUNTDOWN 20
邦洋カウントダウン20

★

★ローカリズム♪ 他 ★
モンスターロック

他

モンスターロック
他

PV特集 他

DAX 他

★DMZ 他★DEEP MUSIC 
ZONE 他

PV特集 他

PV特集 他

★ スペシャの
 　 ヨルジュウ♪ 他

★ スペシャの
 プレイリスト

★ スペシャの
 プレイリスト 他

★ スペシャの
 プレイリスト

★オーラル・ジョブズ

★BIG HITS!
Suchmostyle

★INTERNATIONAL FLASH 他

★チュートリアルの
徳ダネ福キタル♪

★
洋楽カウント
ダウン10

Suchmos/ 
★DREAMS COME TRUE/ 
MONGOL800/ 

★ライジングサン2018 
出演者特集①②

レキシ/★SKY-HI/ 
★SLS2018出演アーティスト 

特集①～③

SEKAI NO OWARI/
　D.A.N./★リンキンパーク/
　hide
★BUMP OF CHICKEN/ 
UVERworld/ 
　SHISHAMO/ 
　ライジングサン2018 

出演者特集①～②/
★BIG HITS！ 

【10時間】
この夏聴きたい超鉄板
カラオケソングPV特集

★2018年上半期
　カラオケランキング

★FM802 MEET
　THE WORLD BEAT
　　　　　　　　　  2018





2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29

旅するシェフの仰天レシピ、宇宙の奇石、クラッシュ！解体！ポルシェの運命、世界最強の怪力ヘリコプター

ナチス・ドイツの巨大建造物 総集編、ナチス政権 最後の日々、カリブ海に沈む海賊都市の謎、世界を動かすマネーの裏側、ダイヤモンドと金塊と銃、
魅惑のフットボールinロシア、ディエゴ・マラドーナ：伝説の素顔、潜入！アメリカ連邦捜査局、密着！ニューヨーク市警 テロ対策特殊部隊、
潜入！NYマフィア捜査、ザ・シークレットサービス：偽造犯逮捕の瞬間、CIAの深い闇、ダイアン･フォッシー：真実は霧のかなたに、

黒人奴隷解放の使徒 ナット・ターナー伝説、ウイルスと人類の終わりなき戦い、解体！F-4ファントム戦闘機、ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍巨大輸送機

都市伝説～超常現象を解明せよ！３～、キリストの墓 ついに解かれた封印、
真相解禁 アポロ計画の裏側、マヤ文明 密林に隠された真実、ボストン絞殺魔の正体、

ルネサンス誕生の地 フィレンツェの秘密

世界の巨大工場２

UFO地球襲来の真実、中国、白人ミイラの謎、アルカトラズに秘められた謎、洗礼者ヨハネの首、天坑～巨大穴の謎に迫る～、
潜入！血まみれバレンタイン、タイタニック号：最後の謎に迫る、コロンブスの呪われた植民地、歴史と伝統の残るアブダビ～21世紀の近代都市へ、

イースター島：祖先の謎、南太平洋の島探検、新 都市伝説～超常現象を解明せよ！～

プリズン・ブレイク 真実の物語、21世紀の最新鋭艦（5日 ～6：00）、レーガン大統領 銃弾の真相（6日 ～6：00）、
オサマ・ビンラディン殺害の真実、激戦！ 硫黄島～星条旗と戦いの記憶、潜入！NYマフィア捜査、黙示録：
カラーで見るヴェルダンの戦い、ナチスのドラムビート作戦、始皇帝陵の暴かれた真実（20日 ～6：00）、
ローマ沈没船の秘密、ロング・ロード・ホーム、完全再現！史上最強の軍隊

（3日～13日） ワイルド・ロシア 雄大な自然と動物たち、ロシア：氷に隠された自然の神秘、世界大自然紀行：シベリア
（17日～31日） ジャイアンツ・オブ・ディープ・ブルー、密着！イルカの家族、クジラたちの深海への旅、海の巨人マンタ
の謎めく生態、ワイルド・ドルフィンズ、赤ちゃんベルーガの呼び声、願いの海：水中に広がる美しき宝、幻の深海
魚 リュウグウノツカイ、ワイルドな一日 2

検証：UFO事件の新事実、魅惑の宝石ハンター、危険な時代に生きる 2

インフォメーション

常識破りの科学者たち、歴史に残る武器・軍用品、デンジャーゾーン！潜入マル秘ルポ ２

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

中国と海洋文化、
イケメン兄弟のチャイナ・ダイアリー、
天坑～巨大穴の謎に迫る～

UFO地球襲来の真実
「日本航空機が遭遇した巨大UFO」

「UFO乱舞事件」
「戦場に現れたUFO」「海に墜落した光」

世界大自然紀行：コンゴ、
世界大自然紀行：フロリダ、

日本縦断
知られざる野生天国

アフガニスタンの英雄 最後の勇士、
THE SS：ナチス親衛隊、
ヒトラー･ユーゲント：
ナチスの子供たち

ロング・ロード・ホーム：真実のヒーロー、
ザ・シークレットサービス：
偽造犯逮捕の瞬間、

海の巨人マンタの謎めく生態、
ミッション・クリティカル

ナチスに残る
都市伝説の真相

世界の巨大工場４、
世界の巨大工場７

生き抜け！原始生活

生き抜け！原始生活２、
キリストの墓

ついに解かれた封印、
UFO地球襲来の真実

一攫千金！
巨大マグロ漁 7

野生に生きる、
野生に生きる２

バ科学、バ科学2

世界の巨大工場７
→世界の巨大工場６

スーパーカー大改造 2
→白州～森とウイスキーの物語～
→マレーシアの旅2

世界の巨大工場２
→世界の巨大工場

密着！ドバイ国際空港 3、衝撃の瞬間４

インフォメーション

インフォメーション

リスクを見抜け！デンジャー解析 新 衝撃の瞬間

PHOTO ARK：
動物の箱舟

→エクスプローラー

一攫千金！
巨大マグロ漁 7

スゴ腕どうぶつドクター
→スゴ腕どうぶつドクター２

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車６
→カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車５

ナチス・ドイツの巨大建造物
→ダイアナ妃の告白
（21日 ～ 16：00）

→新 潜入！北朝鮮

シーザー・ミランの
愛犬レスキュー

→シーザー・ミランの
愛犬レスキュー２

スーパーカー大改造 2
→世界の巨大工場６

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

世界の巨大工場５、
世界の巨大工場２、
世界の巨大工場７

ライバルが暴く 真実と秘密、密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ国際空港、潜入！暗黒産業、潜入！暗黒産業 2、
検証：UFO事件の新事実

アジア 恐怖伝説
→南太平洋の島探検

世界大自然紀行：コンゴ
→世界大自然紀行：フロリダ
→地球滅亡～脱出のシナリオ

ロング・ロード・ホーム、
戦場の記録

潜入！暗黒産業、
ドイツ軍が沈めた客船の謎、
1917年 ロシアを変えた

２つの革命

Dr.K エキゾチック
動物専門医 3、

PHOTO ARK：動物の箱舟

宇宙の奇石
「#6 移住」「#7 変化」
「#8 生命」「#9 覚醒」

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

世界の巨大工場４

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５、カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６、メーデー！１１：航空機事故の真実と真相、
マレーシアの旅2、ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン（31日 ～21：00）

ナチスに残る都市伝説の真相、ナチス・ドイツの巨大建造物、ナチス・ドイツの巨大建造物 2、
ナチス・ドイツの巨大建造物 3

野生動物ビックリ
映像集

イケメン兄弟のチャイナ・ダイアリー
「雲南省 リス族」「氷の都ハルビン」

/天坑～巨大穴の謎に迫る～
/唐時代の宝船

密着！ホルヘ・チャベス空港警察
「#2 コカインと宿る命」
「#3 生活苦から運び屋に」

「#4 黒いコカイン」「#5 ミイラの運び屋」

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

密着！ホルヘ・チャベス
空港警察

ナチス・ドイツの
巨大建造物

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
→白州～森とウイスキーの物語～
→新 衝撃の瞬間

宇宙の奇石
→ジーニアス：ピカソ

ザ・ハプニング 奇術師たちの挑戦
→ハッブル宇宙望遠鏡 25年の軌跡
→検証：UFO事件の新事実
→ロズウェルに堕ちた宇宙人

ハッブル宇宙望遠鏡が魅せる宇宙の絶景
→白州～森とウイスキーの物語～

→ 新 衝撃の瞬間
→ナチスに残る都市伝説の真相

地球滅亡～脱出のシナリオ、
ロズウェルに堕ちた宇宙人、
知られざるUFOの謎、

真相解禁 アポロ計画の裏側

大戦を左右した
伝説の奇襲作戦、
セックスの秘密

今語られる大統領暗殺未遂の真実、
ロックダウン：ギャングの掟、
バイキング大虐殺の謎、
ヒトラー･ユーゲント：
ナチスの子供たち

宇宙の奇石、
ジーニアス：ピカソ

特集：航空機事故と犯罪
メーデー !16：

航空機事故の真実と真相
メーデー !15：航空機事故の真実と真相、
裏偉人伝：時代の反逆者たち、
エアバスA380：世界最大の旅客機、
潜入！シンガポール航空

スーパーカー大改造 2、
白州～森とウイスキーの物語～、

新 衝撃の瞬間

第二次世界大戦の潜水艦
→続 潜入！北朝鮮：
金王朝の真実

大戦を左右した伝説の奇襲作戦
→ヘンリー王子

輝かしき人生の光と影
→潜入！北朝鮮：危険なゲーム

戦場の記録
→クレイジー・ジャーナリスト：
マイケル・ウェアが見た世界

宇宙の奇石

ナショジオ サンデー ストーリー
（1日）ディエゴ・マラドーナ：伝説の素顔

ハイテクのルーツ２
「サッカーの聖地 ウェンブリー･スタジアム」
知って得するサイエンス「サッカーサイエンス」

大国 ロシア
（8日）魅惑のフットボールinロシア

ロシア：氷に隠された自然の神秘
潜入！ロシアの凶悪受刑者たち

米国の特殊機関
（15日）密着！ニューヨーク市警 テロ対策特殊部隊

ザ・シークレットサービス：偽造犯逮捕の瞬間
CIAの深い闇

（22日）THE SS：ナチス親衛隊「#1 罪深きエリートたち」
ナチス絶滅収容所 決死の脱走計画
英国情報部 VS ナチス～極秘盗聴作戦～

（29日）THE SS：ナチス親衛隊「#2 構築された死のシステム」
薬物に溺れたヒトラーの秘密 
ヒトラーの野望～絶滅動物の復活計画～ 
知って得するサイエンス 

密着！ホルヘ・チャベス空港警察
「#1 絶対に見破れない密輸」
「#2 コカインと宿る命」

「#3 生活苦から運び屋に」「#4 黒いコカイン」

戦場の記録「#5 ルールなき戦闘」
「#6 爆発物を踏んだ兵士」

/ザ・シークレットサービス：偽造犯逮捕の瞬間
/CIAの深い闇

メーデー !16：
航空機事故の真実と真相

戦場の記録、CIAの深い闇、
白州～森とウイスキーの物語～、
マレーシアの旅2、

地球の巨大生物TOP10（24日 ～24：00）、
ダ・ヴィンチ 幻の傑作

ロング・ロード・ホーム、
戦場の記録

厳重警備：刑務所内の闇取引、
サッダーム・フセイン 真実の姿、

黙示録：カラーで見るヴェルダンの戦い、
蘇るローマ帝国の殺人、

ノース・ブランチ刑務所：ハイテク巨大施設の全貌

潜入！巨大空母 アイゼンハワー 特別版、
真珠湾に眠る英霊たちへ、

人間ランプシェードと大虐殺の謎、
ロング・ロード・ホーム

解明！バミューダ・
トライアングルの謎、
イースター島：祖先の謎、
Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車５

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

Dr.K エキゾチック
動物専門医 3、

PHOTO ARK：動物の箱舟

密着！密輸阻止の現場：
ＪＦＫ国際空港

世界の巨大工場２
→世界の巨大工場７

メーデー！４：航空機事故の真実と真相、メーデー！５：航空機事故の真実と真相、
メーデー！７：航空機事故の真実と真相、メーデー！９：航空機事故の真実と真相、
メーデー !10：航空機事故の真実と真相、メーデー !11：航空機事故の真実と真相、
メーデー !12：航空機事故の真実と真相、メーデー !13：航空機事故の真実と真相、
メーデー !14：航空機事故の真実と真相、メーデー !15：航空機事故の真実と真相、
メーデー !16：航空機事故の真実と真相

（2日～12日） ワイルド・ロシア 雄大な自然と動物たち、ロシア：氷に隠された自然の神秘、世界大自然紀行：シベリア
（16日～31日） ジャイアンツ・オブ・ディープ・ブルー、密着！イルカの家族、クジラたちの深海への旅、海の巨人マンタ
の謎めく生態、ワイルド・ドルフィンズ、赤ちゃんベルーガの呼び声、願いの海：水中に広がる美しき宝、幻の深海
魚 リュウグウノツカイ、ワイルドな一日 2、グレート･バリア･リーフ 生命の輝き

メーデー !14：航空機事故の真実と真相、メーデー !16：航空機事故の真実と真相、
メーデー !15：航空機事故の真実と真相、メーデー！４：航空機事故の真実と真相、
メーデー！７：航空機事故の真実と真相、メーデー !13：航空機事故の真実と真相、
メーデー !10：航空機事故の真実と真相、メーデー !12：航空機事故の真実と真相、
メーデー！９：航空機事故の真実と真相、メーデー !11：航空機事故の真実と真相、
メーデー！５：航空機事故の真実と真相





水谷豊が、転勤先で起こる事件を解決する新聞記者を演じた
大人気シリーズ（全20作品）を放送！

地方記者 立花陽介シリーズ⑭ 「阿波鳴門通信局」
７／２㈪ 後0：15～2：00 他

■ サスペンス劇場〈地方記者 立花陽介シリーズ〉

☆再放送：７／６㈮ 後0：15～2：00☆再放送：７／７㈯ 深2：00～翌前4：00

四国八十八ヶ所霊場を巡る道で、遍路姿の中道
の変死体が見つかった。解剖の結果、死因は心
不全と断定される。東洋新聞の徳島・鳴門通信
局に赴任した記者・陽介は、中道の仕事が、競売
で落札された家に居座る“占有屋”と知り、取材を
開始。まもなく鳴門沖で、中道ともめていた不動
産業者・上山も変死体で見つかる。陽介は、なん
らかの理由で中道を死なせた上山が、投身自殺
を図ったと推理するが…。

クライミングの途中、滝川は足を踏み外し滑落。同じ
ザイルに結ばれていた妻・彩子も引きずられて転落
する。2人は岩壁の上部に宙吊りになっており、その1
本のザイルを幸田が必死に支えていた。彩子はザイ
ルをナイフで切断。夫は谷間に墜落して死に、彩子だ
けが助かった。検事は彩子が幸田に好意を寄せてい
たことを指摘し、夫の事故死を偽装、さらに夫の加入
していた2億円の生命保険金とともに愛人の幸田も
同時に得ようとしたのだと鋭く告発するが…。 オセロット近藤照男プロダクション

妻は告白する
７／１㈰ 後10：50～深0：45 他

■ リクエスト・ドラマ特集
ヒット作・話題作・懐かしの名作の中から、特にリクエストの多かった

作品をセレクトして一挙にお届け！

脚本：岡本克己　　演出：吉川一義
出演：水谷豊、森口瑤子、小笠原良知、岩本多代、遠藤征慈 他

原作：円山雅也　　脚本：井手雅人　　演出：瀬川昌治
出演：夏目雅子、勝野洋、中井貴惠、江原真二郎、小池朝雄、神山繁 他

04：00 八百八町夢日記#24
05：00 剣客商売２#3
06：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#13
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#69
08：00 TWO WEEKS#11
09：15 インフォメーション
09：45 八百八町夢日記#25
10：45 剣客商売２#4
11：45 インフォメーション
12：15 マン・ツー・マン～君だけのボディーガード～#12
13：45 韓チャン！#79
14：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#14
15：15 TWO WEEKS#12
16：30 インフォメーション
17：00 殺しの女王蜂#7
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#2
19：00 八百八町夢日記#25
20：00 剣客商売２#4
21：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#14
22：15 TWO WEEKS#12
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#70
00：15 殺しの女王蜂#8
01：15 プロポーズ大作戦 中国版#3
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#7

04：00 隠密・奥の細道#6
05：00 必殺仕事人Ⅴ#15
06：00 被告人#10
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#70
08：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#14
09：15 インフォメーション
09：45 隠密・奥の細道#7
10：45 必殺仕事人Ⅴ#16
11：45 インフォメーション
12：15 マン・ツー・マン～君だけのボディーガード～#13
14：00 被告人#11
15：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#15
16：35 インフォメーション
17：05 すべてがＦになる#10（終）
18：00 華麗なるスパイス#8
19：00 隠密・奥の細道#7
20：00 必殺仕事人Ⅴ#16
21：00 被告人#11
22：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#15
23：35 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#71
00：15 心がポキッとね#1
01：15 華麗なるスパイス#9
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#8

04：00 長崎犯科帳#25
05：00 長崎犯科帳#26(終)
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#9
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#68
08：00 TWO WEEKS#10
09：15 インフォメーション
09：45 渡辺謙主演：壬生義士伝#1
10：45 渡辺謙主演：壬生義士伝#2
11：45 インフォメーション
12：15 マン・ツー・マン～君だけのボディーガード～#11
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#10
15：15 TWO WEEKS#11
16：30 インフォメーション
17：00 全力離婚相談#4
18：00 オレ様ロマンス～The ７th Love～#12
19：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#1
20：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#2
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#10
22：15 TWO WEEKS#11
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#69
00：15 全力離婚相談#5
01：15 オレ様ロマンス～The ７th Love～#13
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#6

04：00 隠密・奥の細道#7
05：00 必殺仕事人Ⅴ#16
06：00 被告人#11
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#75
08：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#16
09：20 インフォメーション
09：50 隠密・奥の細道#8
10：45 必殺仕事人Ⅴ#17
11：45 インフォメーション
12：15 マン・ツー・マン～君だけのボディーガード～#16（終）
13：45 韓流スタージャックＳ★ソ・ジフン 後編
14：00 被告人#12
15：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#17
16：35 インフォメーション
17：05 心がポキッとね#1
18：05 華麗なるスパイス#9
19：00 隠密・奥の細道#8
20：00 必殺仕事人Ⅴ#17
21：00 被告人#12
22：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#17
23：35 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#76
00：15 心がポキッとね#2
01：15 華麗なるスパイス#10
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#13

04：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#19
05：00 翔べ！必殺うらごろし#2
06：00 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#9
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#76
08：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#17
09：20 インフォメーション
09：50 鬼平犯科帳第１シリーズ#20
10：45 翔べ！必殺うらごろし#3
11：45 インフォメーション
12：15 地方記者 立花陽介シリーズ⑮
　　　「能登輪島通信局」
14：00 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#10
15：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#18
16：35 インフォメーション
17：05 熱中時代・刑事編#9
18：00 テリー伊藤の世界のタビセツ
　　　　　【兼崎健太郎出演回】#3（終）
18：30 エンカメ#135
19：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#20
20：00 翔べ！必殺うらごろし#3
21：00 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#10
22：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#18
23：35 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#77
00：15 熱中時代・刑事編#10
01：15 エンカメ#136
01：45 歴史漫才ヒストリーズ・ジャパン#1
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#14

04：00 黄金のポケット（原題）#80
04：35 黄金のポケット（原題）#81
05：10 黄金のポケット（原題）#82
05：50 黄金のポケット（原題）#83
06：30 黄金のポケット（原題）#84
07：15 黄金のポケット（原題）#85
08：00 黄金のポケット（原題）#86
08：45 黄金のポケット（原題）#87
09：30 黄金のポケット（原題）#88
10：15 インフォメーション
10：45 ショー!K-POPの中心#134
12：15 食べドラ 第５回「剣客商売」
12：30 インターローカルアワー
14：00 剣客商売#9
15：00 剣客商売#10(終)
16：00 剣客商売２#1
17：00 剣客商売２#2
18：00 13少年漂流記-SEVENTEENのある素敵な日-#4
19：00 アイドル STAR SHOW 360#2
20：00 【B.A.P出演回】K-POPバラエティ「韓♥Chu」#167
20：30 ヒーロー#9
22：00 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#73
22：45 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#74
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#75
00：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#76
01：00 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#77
01：45 食べドラ 第６回
　　　「釣りバカ日誌 Season2 新米社員 浜崎伝助」
02：00 幸福の黄色いハンカチ

04：00 アテンションＬＯＶＥ#18
04：50 アテンションＬＯＶＥ#19
05：40 アテンションＬＯＶＥ#20
06：30 インターローカルアワー
07：30 松平右近事件帳#44
08：30 松平右近事件帳#45
09：30 松平右近事件帳#46
10：30 松平右近事件帳#47
11：30 松平右近事件帳#48
12：30 インフォメーション
13：00 最上の命医#3
14：00 最上の命医#4
15：00 最上の命医#5
16：00 最上の命医#6
17：00 インターローカルアワー
18：00 13少年漂流記-SEVENTEENのある素敵な日-#5
19：00 【B.A.P出演回】ショー!K-POPの中心#124
20：15 2016 Lee Joon Gi SPLENDOR
　　　　　　Family Day【完全版】
22：45 不便な便利屋 2016 初雪
23：40 ミュージカル「わが心のかもめ」
00：45 ショー!K-POPの中心#135
02：00 アイドル STAR SHOW 360#11
03：00 アイドル STAR SHOW 360#12

04：00 黄金のポケット（原題）#89
04：35 黄金のポケット（原題）#90
05：10 黄金のポケット（原題）#91
05：50 黄金のポケット（原題）#92
06：30 黄金のポケット（原題）#93
07：15 黄金のポケット（原題）#94
08：00 黄金のポケット（原題）#95
08：45 黄金のポケット（原題）#96
09：30 黄金のポケット（原題）#97
10：15 インフォメーション
10：45 ショー!K-POPの中心#135
12：15 食べドラ 第１回「鬼平犯科帳」
12：30 インターローカルアワー
14：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#16
15：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#17
16：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#18
17：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#19
18：00 13少年漂流記-SEVENTEENのある素敵な日-#6
19：00 アイドル STAR SHOW 360#3
20：00 VIXXの奇跡～韓国COMEBACK、

そして日本メジャーデビューへ～#1
20：30 ヒーロー#10
22：00 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#78
22：45 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#79
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#80
00：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#81
01：00 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#82
01：45 食べドラ 第６回

「釣りバカ日誌 Season2 新米社員 浜崎伝助」
02：00 たった一度の約束～時代に封印された日本人～
03：45 韓流スタージャックＳ★ソ・ジフン 後編

04：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#7
05：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#8
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#17
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#88
08：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#2
09：15 インフォメーション
09：45 渡辺謙主演：壬生義士伝#9
10：45 渡辺謙主演：壬生義士伝#10（終）
11：45 インフォメーション
12：15 被告人#5
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#18
15：15 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#3
16：30 インフォメーション
17：00 デザイナーベイビー

～速水刑事、産休前の難事件～#1
18：00 オレ様ロマンス～The ７th Love～#15
19：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#9
20：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#10（終）
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#18
22：15 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#3
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#89
00：15 デザイナーベイビー

～速水刑事、産休前の難事件～#2
01：15 オレ様ロマンス～The ７th Love～#16
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#24

04：00 アテンションＬＯＶＥ#21
04：50 アテンションＬＯＶＥ#22
05：40 アテンションＬＯＶＥ#23
06：30 インターローカルアワー
07：30 松平右近事件帳#49
08：30 松平右近事件帳#50
09：30 松平右近事件帳#51(終)
10：30 新・松平右近#1
11：30 新・松平右近#2
12：30 インフォメーション
13：00 最上の命医#7
14：00 最上の命医#8
15：00 最上の命医#9
16：00 最上の命医#10（終）
17：00 インターローカルアワー
18：00 13少年漂流記-SEVENTEENのある素敵な日-#7
19：00 【B.A.P出演回】ショー!K-POPの中心#125
20：15 【VIXX出演回】ショー!K-POPの中心#126
21：30 VIXXの奇跡～韓国COMEBACK、

そして日本メジャーデビューへ～#2（終）
22：00 最上の命医2016
00：00 ショー!K-POPの中心#136
01：15 韓流スタージャックＳ★ソ・ジフン 後編
01：30 私の耳にキャンディ ２#1
02：45 私の耳にキャンディ ２#2

04：00 右門捕物帖#31
05：00 右門捕物帖#32
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#14
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#82
08：00 恋のパスワード#2（終）
09：15 インフォメーション
09：45 右門捕物帖#33
10：45 右門捕物帖#34
11：45 インフォメーション
12：15 地方記者 立花陽介シリーズ⑰
　　　「越中高岡通信局」
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#15
15：15 恋するダイアリー～君と僕をつなぐ時間～#1
16：30 インフォメーション
17：00 あなただけ見えない#3
18：00 桃色つるべ#83
18：30 ＴＡＸＭＥＮ#4
19：00 右門捕物帖#33
20：00 右門捕物帖#34
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#15
22：15 恋するダイアリー～君と僕をつなぐ時間～#1
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#83
00：15 あなただけ見えない#4
01：15 桃色つるべ#84
01：45 ＴＡＸＭＥＮ#5
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#18

04：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#5
05：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#6
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#15
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#83
08：00 恋するダイアリー～君と僕をつなぐ時間～#1
09：15 インフォメーション
09：45 渡辺謙主演：壬生義士伝#7
10：45 渡辺謙主演：壬生義士伝#8
11：45 インフォメーション
12：15 被告人#2
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#16
15：15 恋するダイアリー～君と僕をつなぐ時間～#2（終）
16：30 インフォメーション
17：00 全力離婚相談#7（終）
18：00 食べドラ 第４回「華麗なるスパイス」
18：15 食べドラ 第６回

「釣りバカ日誌 Season2 新米社員 浜崎伝助」
18：30 インターローカルアワー
19：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#7
20：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#8
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#16
22：15 恋するダイアリー～君と僕をつなぐ時間～#2（終）
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#84
00：15 デザイナーベイビー

～速水刑事、産休前の難事件～#1
01：15 オレ様ロマンス～The ７th Love～#15
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#19

04：00 八百八町夢日記#27
05：00 剣客商売２#6
06：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#16
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#84
08：00 恋するダイアリー～君と僕をつなぐ時間～#2（終）
09：15 インフォメーション
09：45 八百八町夢日記#28
10：45 剣客商売２#7
11：45 インフォメーション
12：15 被告人#3
13：45 韓チャン！#80
14：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#17
15：15 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#1
16：30 インフォメーション
17：00 殺しの女王蜂#10
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#5
19：00 八百八町夢日記#28
20：00 剣客商売２#7
21：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#17
22：15 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#1
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#85
00：15 殺しの女王蜂#11
01：15 プロポーズ大作戦 中国版#6
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#20

04：00 八百八町夢日記#25
05：00 剣客商売２#4
06：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#14
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#74
08：00 TWO WEEKS#14
09：15 インフォメーション
09：45 八百八町夢日記#26
10：45 剣客商売２#5
11：45 インフォメーション
12：15 マン・ツー・マン～君だけのボディーガード～#15
14：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#15
15：15 TWO WEEKS#15
16：30 インフォメーション
17：00 殺しの女王蜂#8
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#3
19：00 八百八町夢日記#26
20：00 剣客商売２#5
21：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#15
22：15 TWO WEEKS#15
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#75
00：15 殺しの女王蜂#9
01：15 プロポーズ大作戦 中国版#4
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#12

04：00 右門捕物帖#25
05：00 右門捕物帖#26
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#8
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#67
08：00 TWO WEEKS#9
09：15 インフォメーション
09：45 右門捕物帖#27
10：45 右門捕物帖#28
11：45 インフォメーション
12：15 地方記者 立花陽介シリーズ⑭
　　　「阿波鳴門通信局」
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#9
15：15 TWO WEEKS#10
16：30 インフォメーション
17：00 もう誰も愛さない#12（終）
18：00 桃色つるべ#80
18：30 ＴＡＸＭＥＮ#2
19：00 右門捕物帖#27
20：00 右門捕物帖#28
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#9
22：15 TWO WEEKS#10
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#68
00：15 あなただけ見えない#1
01：15 桃色つるべ#81
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#5

04：00 アテンションＬＯＶＥ#12
04：50 アテンションＬＯＶＥ#13
05：40 アテンションＬＯＶＥ#14
06：30 インターローカルアワー
07：30 松平右近事件帳#34
08：30 松平右近事件帳#35
09：30 松平右近事件帳#36
10：30 松平右近事件帳#37
11：30 松平右近事件帳#38
12：30 インフォメーション
13：00 怪奇恋愛作戦#4
13：40 怪奇恋愛作戦#5
14：20 怪奇恋愛作戦#6
15：00 怪奇恋愛作戦#7
15：40 怪奇恋愛作戦#8
16：20 怪奇恋愛作戦#9
17：00 インターローカルアワー
18：00 13少年漂流記-SEVENTEENのある素敵な日-#1
19：00 【SEVENTEEN出演回】ショー!K-POPの中心#123
20：20 2016 イ・ジュンギ アジアツアー
　　　in ジャパン スペシャル版
22：50 妻は告白する
00：45 ショー!K-POPの中心#133
02：00 アイドル STAR SHOW 360#5
03：00 アイドル STAR SHOW 360#6



2012 Mnet Asian Music Awards
［日本語字幕版］

■ 激アツ！K-POPフェス 2018【決定版】

７／８（日）後7：00～11：00
出演：EXO、SISTAR、 PSY、SHINee、

SUPER JUNIOR、BIGBANG　他
その年を代表する超豪華なスターが香港に集まり開かれた、大規
模な歌の祭典「MAMA」の2012年バージョン！
その年を賑わせた
スターが集結し、
圧巻のステージを
一夜限りで披露！
歌手だけではなく、
受賞発表のプレゼ
ンターとして著名人
や人気俳優が登場
するのもみどころ！

心がポキッとね（全10話）

☆再放送：７／12㈭より 毎週㈭後5：00～6：00
　　　　※７／12㈭は後5：05～6：05

■ 国内ドラマ

７／５㈭スタート！毎週㈭深0：15～1：15 他

演出：宮本理江子、都築淳一、宮脇 亮　　脚本：岡田惠和
出演：阿部サダヲ、水原希子、藤木直人、山口智子 他
阿部サダヲ、水原希子、藤木直人、山口智子共演による、病んでるオトナのラブコメディ！キ
レちゃった男×ストーカー女×悩めない男×いい歳して自分探し女。究極にめんどくさい、4
人の四角関係はどうなる―！？小島春太は、心を病んで勤めていた大手企業を退社。仕事
も家庭も失って、ホームレス生活をしていたが、アンティーク家具店のオーナー、大竹心に
拾われ、その家具店で、一人ひっそりと作業をしな
がら暮らしている。そんな春太の前に突然現れた葉
山みやこは、男にほれるとまわりが全く見えなくな
り、のめりこんでしまうストーカー気質で、そのせい
で以前勤めていた会社を退社していた。偶然街で窮
地を救ってくれた心に惚れ込むも、心には美しく知
的な彼女、鴨田静がいた。しかし静は、実は春太の
元・妻。心には過去を言えないまま…。

渡辺謙主演：壬生義士伝（全10話）

■ 時代劇

７／３㈫スタート！毎週㈫ 前9：45～11：45（２話連続）

原作：浅田次郎
出演：渡辺謙、高島礼子、内藤剛志、伊原剛志、金子賢、

竹中直人、柄本明　他
南部藩随一の文武両道の士といわれた吉村貫一
郎。しかしその生活は困窮していた。妻子を救うた
めやむなく脱藩した貫一郎は、新選組に入隊する。
剣の腕をかわれ、隊の幹部にまでのぼりつめた貫
一郎であったが、金のためと割りきり人を斬る姿に
「人斬り貫一」「守銭奴」などと呼ばれながらも、稼
いだ金全てを妻子に送金し続けた。やがて時代は
薩長の同盟により新たな流れを迎える。新選組、そ
して貫一郎もその激流に翻弄されてゆくが…。 松竹

浅田次郎のベストセラー小説を渡辺謙主演でドラマ化！

☆再放送：７／３㈫より 毎週㈫後7：00～9：00（２話連続）
　　　　　７／10㈫より 毎週㈫前4：00～6：00（２話連続）

共同テレビジョン CJ E&M Corporation, all rights reserved

04：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#18
05：00 翔べ！必殺うらごろし#1
06：00 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#8
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#71
08：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#15
09：20 インフォメーション
09：50 鬼平犯科帳第１シリーズ#19
10：45 翔べ！必殺うらごろし#2
11：45 インフォメーション
12：15 地方記者 立花陽介シリーズ⑭
　　　「阿波鳴門通信局」
14：00 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#9
15：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#16
16：35 インフォメーション
17：05 熱中時代・刑事編#8
18：00 テリー伊藤の世界のタビセツ
　　　　　　　【兼崎健太郎出演回】#2
18：30 エンカメ#134
19：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#19
20：00 翔べ！必殺うらごろし#2
21：00 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#9
22：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#16
23：35 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#72
00：15 熱中時代・刑事編#9
01：15 エンカメ#135
01：45 テリー伊藤の世界のタビセツ
　　　　　【兼崎健太郎出演回】#3（終）
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#9

04：00 黄金のポケット（原題）#71
04：35 黄金のポケット（原題）#72
05：10 黄金のポケット（原題）#73
05：50 黄金のポケット（原題）#74
06：30 黄金のポケット（原題）#75
07：15 黄金のポケット（原題）#76
08：00 黄金のポケット（原題）#77
08：45 黄金のポケット（原題）#78
09：30 黄金のポケット（原題）#79
10：15 インフォメーション
10：45 ショー!K-POPの中心#133
12：15 食べドラ 第６回
　　　「釣りバカ日誌 Season2 新米社員 浜崎伝助」
12：30 インターローカルアワー
14：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#12
15：15 鬼平犯科帳第１シリーズ#13
16：05 鬼平犯科帳第１シリーズ#14
17：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#15
18：00 13少年漂流記-SEVENTEENのある素敵な日-#2
19：00 アイドル STAR SHOW 360#1
20：00 【B.A.P出演回】K-POPバラエティ「韓♥Chu」#166
20：30 ヒーロー#8
22：00 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#68
22：45 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#69
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#70
00：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#71
01：00 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#72
01：45 食べドラ 第６回
　　　「釣りバカ日誌 Season2 新米社員 浜崎伝助」
02：00 妻は告白する

04：00 アテンションＬＯＶＥ#15
04：50 アテンションＬＯＶＥ#16
05：40 アテンションＬＯＶＥ#17
06：30 インターローカルアワー
07：30 松平右近事件帳#39
08：30 松平右近事件帳#40
09：30 松平右近事件帳#41
10：30 松平右近事件帳#42
11：30 松平右近事件帳#43
12：30 インフォメーション
13：00 怪奇恋愛作戦#10
13：40 怪奇恋愛作戦#11
14：20 怪奇恋愛作戦#12（終）
15：00 最上の命医#1
16：00 最上の命医#2
17：00 インターローカルアワー
18：00 13少年漂流記-SEVENTEENのある素敵な日-#3
19：00 2012 Mnet Asian Music Awards
23：00 幸福の黄色いハンカチ
01：00 ショー!K-POPの中心#134
02：15 アイドル STAR SHOW 360#9
03：10 アイドル STAR SHOW 360#10

04：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#1
05：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#2
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#11
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#73
08：00 TWO WEEKS#13
09：15 インフォメーション
09：45 渡辺謙主演：壬生義士伝#3
10：45 渡辺謙主演：壬生義士伝#4
11：45 インフォメーション
12：15 マン・ツー・マン～君だけのボディーガード～#14
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#12
15：15 TWO WEEKS#14
16：30 インフォメーション
17：00 全力離婚相談#5
18：00 オレ様ロマンス～The ７th Love～#13
19：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#3
20：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#4
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#12
22：15 TWO WEEKS#14
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#74
00：15 全力離婚相談#6
01：15 オレ様ロマンス～The ７th Love～#14
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#11

04：00 右門捕物帖#29
05：00 右門捕物帖#30
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#12
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#77
08：00 TWO WEEKS#15
09：15 インフォメーション
09：45 右門捕物帖#31
10：45 右門捕物帖#32
11：45 インフォメーション
12：15 地方記者 立花陽介シリーズ⑯
　　　「別府国東通信局」
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#13
15：15 TWO WEEKS#16（終）
16：30 インフォメーション
17：00 あなただけ見えない#2
18：00 桃色つるべ#82
18：30 ＴＡＸＭＥＮ#3
19：00 右門捕物帖#31
20：00 右門捕物帖#32
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#13
22：15 TWO WEEKS#16（終）
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#78
00：15 あなただけ見えない#3
01：15 桃色つるべ#83
01：45 ＴＡＸＭＥＮ#4
02：15 インターローカルアワー
02：45 韓流スタージャックＳ★ソ・ジフン 後編
03：00 エンカメ#132
03：30 エンカメ#133

04：00 八百八町夢日記#26
05：00 剣客商売２#5
05：55 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#15
07：00 韓チャン！#80
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#79
08：00 恋のパスワード#1
09：15 インフォメーション
09：45 八百八町夢日記#27
10：45 剣客商売２#6
11：45 インフォメーション
12：15 恋するダイアリー～君と僕をつなぐ時間～#2（終）
14：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#16
15：15 恋のパスワード#2（終）
16：30 インフォメーション
17：00 殺しの女王蜂#9
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#4
19：00 八百八町夢日記#27
20：00 剣客商売２#6
21：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#16
22：15 恋のパスワード#2（終）
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#80
00：15 殺しの女王蜂#10
01：15 プロポーズ大作戦 中国版#5
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#15

04：00 隠密・奥の細道#8
05：00 必殺仕事人Ⅴ#17
06：00 被告人#12
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#80
08：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#18
09：20 インフォメーション
09：50 隠密・奥の細道#9
10：45 必殺仕事人Ⅴ#18
11：45 インフォメーション
12：15 被告人#1
14：00 被告人#13
15：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#19
16：30 インフォメーション
17：00 心がポキッとね#2
18：00 華麗なるスパイス#10
19：00 隠密・奥の細道#9
20：00 必殺仕事人Ⅴ#18
21：00 被告人#13
22：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#19
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#81
00：15 心がポキッとね#3
01：15 華麗なるスパイス#11
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#16

04：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#20
05：00 翔べ！必殺うらごろし#3
06：00 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#10
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#81
08：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#19
09：15 インフォメーション
09：45 鬼平犯科帳第１シリーズ#21
10：45 翔べ！必殺うらごろし#4
11：45 インフォメーション
12：15 地方記者 立花陽介シリーズ⑯
　　　「別府国東通信局」
14：00 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#11
15：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#20
16：30 インフォメーション
17：00 熱中時代・刑事編#10
18：00 歴史漫才ヒストリーズ・ジャパン#2
18：30 エンカメ#136
19：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#21
20：00 翔べ！必殺うらごろし#4
21：00 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#11
22：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#20
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#82
00：15 熱中時代・刑事編#11
01：15 エンカメ#137
01：45 歴史漫才ヒストリーズ・ジャパン#3
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#17

04：00 隠密・奥の細道#9
05：00 必殺仕事人Ⅴ#18
06：00 被告人#13
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#85
08：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#20
09：15 インフォメーション
09：45 隠密・奥の細道#10
10：45 必殺仕事人Ⅴ#19
11：45 インフォメーション
12：15 被告人#4
14：00 被告人#14
15：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#21
16：30 インフォメーション
17：00 心がポキッとね#3
18：00 華麗なるスパイス#11
19：00 隠密・奥の細道#10
20：00 必殺仕事人Ⅴ#19
21：00 被告人#14
22：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#21
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#86
00：15 心がポキッとね#4
01：15 華麗なるスパイス#12
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#21

04：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#21
05：00 翔べ！必殺うらごろし#4
06：00 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#11
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#86
08：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#21
09：15 インフォメーション
09：45 鬼平犯科帳第１シリーズ#22
10：45 翔べ！必殺うらごろし#5
11：45 インフォメーション
12：15 地方記者 立花陽介シリーズ⑰
　　　「越中高岡通信局」
14：00 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#12
15：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#22
16：30 インフォメーション
17：00 熱中時代・刑事編#11
18：00 歴史漫才ヒストリーズ・ジャパン#4
18：30 エンカメ#137
19：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#22
20：00 翔べ！必殺うらごろし#5
21：00 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#12
22：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#22
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#87
00：15 熱中時代・刑事編#12
01：15 エンカメ#138
01：45 歴史漫才ヒストリーズ・ジャパン#5
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#22

04：00 黄金のポケット（原題）#98
04：35 黄金のポケット（原題）#99
05：10 黄金のポケット（原題）#100
05：50 黄金のポケット（原題）#101
06：30 黄金のポケット（原題）#102
07：15 黄金のポケット（原題）#103
08：00 黄金のポケット（原題）#104
08：45 黄金のポケット（原題）#105
09：30 黄金のポケット（原題）#106
10：15 インフォメーション
10：45 ショー!K-POPの中心#136
12：15 食べドラ 第５回「剣客商売」
12：30 インターローカルアワー
14：00 剣客商売#9
15：00 剣客商売#10(終)
16：00 剣客商売２#1
17：00 剣客商売２#2
18：00 13少年漂流記-SEVENTEENのある素敵な日-#8
19：00 アイドル STAR SHOW 360#4
20：00 イ・ジュンギ最新作：JG ISLAND#1
20：30 ヒーロー#11
22：00 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#83
22：45 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#84
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#85
00：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#86
01：00 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#87
01：45 食べドラ 第３回「熱中時代・刑事編」
02：00 最上の命医2017

04：00 アテンションＬＯＶＥ#24
04：50 アテンションＬＯＶＥ#25
05：40 アテンションＬＯＶＥ#26
06：30 インターローカルアワー
07：30 新・松平右近#3
08：30 新・松平右近#4
09：30 新・松平右近#5
10：30 新・松平右近#6
11：30 新・松平右近#7
12：30 インフォメーション
13：00 セーラー服と機関銃#1
13：30 セーラー服と機関銃#2
14：00 セーラー服と機関銃#3
14：30 セーラー服と機関銃#4
15：00 セーラー服と機関銃#5
15：30 セーラー服と機関銃#6
16：00 セーラー服と機関銃#7
16：30 セーラー服と機関銃#8
17：00 インターローカルアワー
18：00 13少年漂流記
　　　-SEVENTEENのある素敵な日-#9（終）
19：00 2013 Mnet Asian Music Awards
22：25 わが娘の哀しみが聞こえる
00：15 ショー!K-POPの中心#137
01：30 私の耳にキャンディ ２#3
02：45 私の耳にキャンディ ２#4

04：00 右門捕物帖#33
05：00 右門捕物帖#34
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#16
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#87
08：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#1
09：15 インフォメーション
09：45 右門捕物帖#35
10：45 右門捕物帖#36
11：45 インフォメーション
12：15 地方記者 立花陽介シリーズ⑱
　　　「津軽弘前通信局」
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#17
15：15 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#2
16：30 インフォメーション
17：00 あなただけ見えない#4
18：00 桃色つるべ#84
18：30 ＴＡＸＭＥＮ#5
19：00 右門捕物帖#35
20：00 右門捕物帖#36
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#17
22：15 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#2
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#88
00：15 あなただけ見えない#5
01：15 桃色つるべ#85
01：45 ＴＡＸＭＥＮ#6
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#23

04：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#3
05：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#4
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#13
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#78
08：00 TWO WEEKS#16（終）
09：15 インフォメーション
09：45 渡辺謙主演：壬生義士伝#5
10：45 渡辺謙主演：壬生義士伝#6
11：45 インフォメーション
12：15 恋するダイアリー～君と僕をつなぐ時間～#1
13：45 韓チャン！#79
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#14
15：15 恋のパスワード#1
16：30 インフォメーション
17：00 全力離婚相談#6
18：00 オレ様ロマンス～The ７th Love～#14
19：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#5
20：00 渡辺謙主演：壬生義士伝#6
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#14
22：15 恋のパスワード#1
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#79
00：10 全力離婚相談#7（終）
01：00 トイレの神様
02：40 エンカメ#134
03：10 エンカメ#135
03：35 エンカメ#136

04：00 右門捕物帖#27
05：00 右門捕物帖#28
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#10
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#72
08：00 TWO WEEKS#12
09：15 インフォメーション
09：45 右門捕物帖#29
10：45 右門捕物帖#30
11：45 インフォメーション
12：15 地方記者 立花陽介シリーズ⑮
　　　「能登輪島通信局」
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#11
15：15 TWO WEEKS#13
16：30 インフォメーション
17：00 あなただけ見えない#1
18：00 桃色つるべ#81
19：00 右門捕物帖#29
20：00 右門捕物帖#30
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#11
22：15 TWO WEEKS#13
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#73
00：15 あなただけ見えない#2
01：15 桃色つるべ#82
01：45 ＴＡＸＭＥＮ#3
02：15 インターローカルアワー
02：45 客主#10
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2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29

インフォメーション

フィアー・ザ・ウォーキング
・デッド  シーズン2

16日～フィアー・ザ・ウォーキング・ 
　デッド シーズン3

フィアー・ザ・ウォーキング
・デッド  シーズン2

13日～フィアー・ザ・ウォーキング・ 
　デッド シーズン3

フィアー・ザ・ウォーキング
・デッド  シーズン2

16日～フィアー・ザ・ウォーキング・ 
　デッド シーズン3

フィアー・ザ・ウォーキング
・デッド  シーズン2

10日～フィアー・ザ・ウォーキング・ 
　デッド シーズン3

STAR 夢の代償 シーズン2
新シーズン開始直前！

過去シーズン全話一挙放送
9日（0：00～7：00） 
フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン1

フィアー・ザ・ウォーキング・
デッド シーズン2

13日～ フィアー・ザ・ウォーキング・ 
デッド シーズン3

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 1日、29日 インフォメーション

アメリカズ・ネクスト
・トップ・モデル

シーズン24

LAW&ORDER： 
性犯罪特捜班
シーズン19

NCIS ～ネイビー犯罪
捜査班 シーズン15

19日～ NCIS：LA 
～極秘潜入捜査班 シーズン9

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 日　　新シーズン開始直前！過去シーズン全話一挙放送  9日 フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン2 字（～22：00）

NCIS ～ネイビー
犯罪捜査班 シーズン15

18日～ NCIS：LA ～極秘潜入捜査班  
　シーズン9

NCIS ～ネイビー
犯罪捜査班 シーズン15

13日～ NCIS：LA ～極秘潜入捜査班  
　シーズン9

NCIS ～ネイビー
犯罪捜査班 シーズン15

16日～ NCIS：LA ～極秘潜入捜査班  
　シーズン9

NCIS ～ネイビー
犯罪捜査班 シーズン15
（12日 22：00～）

12日～ NCIS：LA ～極秘潜入捜査班  
　シーズン9

LAW&ORDER： 
性犯罪特捜班
シーズン19

Empire 成功の代償
シーズン4

Empire 成功の代償
シーズン4

LAW&ORDER： 
性犯罪特捜班
シーズン19

9-1-1：
LA救命最前線

9-1-1：
LA救命最前線

9-1-1：
LA救命最前線

9-1-1：
LA救命最前線

BONES
シーズン11

9-1-1：
LA救命最前線

9-1-1：
LA救命最前線

9-1-1：
LA救命最前線

9-1-1：
LA救命最前線

9-1-1：
LA救命最前線

STAR 夢の代償
シーズン2

LAW&ORDER： 
性犯罪特捜班
シーズン19

LAW&ORDER： 
性犯罪特捜班
シーズン19

LAW&ORDER： 
性犯罪特捜班
シーズン19

インフォメーション

FOXイッキ見サンデー6月
1日（3：00～）
　LAW&ORDER：性犯罪特捜班
　シーズン19

全話一挙放送！
8日、15日（3：00～）
　HOMELAND シーズン7
（8日 ～8：30、15日 ～9：00）

FOXイッキ見サンデー7月
22日（3：00～9：00）
　NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
　シーズン15
29日（3：00～）
　LAW&ORDER：性犯罪特捜
　シーズン19

Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン5
31日 ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊

リゾーリ＆アイルズ シーズン4
24日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン5

BONES シーズン10
10日～ BONES シーズン11

Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン5
30日～ ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン12

BONES シーズン10
6日～ BONES シーズン11

BONES シーズン10
6日～ BONES シーズン11

アメリカン・ホラー・
ストーリー：カルト
15日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15

STAR 夢の代償
シーズン2

Empire 成功の代償
シーズン4

STAR 夢の代償
シーズン2

Empire 成功の代償
シーズン4

9-1-1：LA救命最前線
14日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15

9-1-1：LA救命最前線
新シーズン開始直前！過去シーズン全話一挙放送
8日 フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン1（～翌7：00）

リゾーリ＆アイルズ
シーズン4

全話一挙放送！
7日、14日 HOMELAND シーズン7
　（7日 ～翌8：30、14日 ～翌9：00）

FOXイッキ見サンデー6月
21日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15（～翌9：00） 
28日 LAW&ORDER：性犯罪特捜班 シーズン19（～翌8：00）

アメリカズ・ネクスト
・トップ・モデル

シーズン24

ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊
8日 インフォメーション（日）（～9：00）
　 シンプソンズ シーズン27
15日、22日（9：00～）インフォメーション（日） 
29日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15

NCIS：LA
～極秘潜入捜査班 シーズン8
14日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15

NCIS：LA
～極秘潜入捜査班 シーズン8
12日～ LAW&ORDER： 性犯罪特捜班 シーズン19

NCIS：LA
～極秘潜入捜査班 シーズン8
15日～ フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン3

ヴィクトリア・シークレット 
ファッションショー 2017
15日～ ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊

NCIS：LA
～極秘潜入捜査班 シーズン8
14日～ ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊

NCIS：LA ～極秘潜入捜査班 シーズン8
　12日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン11
　30日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12

NCIS：LA ～極秘潜入捜査班 シーズン8
　11日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン11
　27日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12

NCIS：LA ～極秘潜入捜査班 シーズン8
　11日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン11
　27日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12
　   9日    フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン2（～26：00）
         フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン3

リスナー 心を読む青い瞳 シーズン5
16日～ アメリカン・ホラー・ストーリー：カルト
31日　 ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン1

アメリカン・ホラー・
ストーリー：カルト
9日～　（9日 22：00～）
フィアー・ザ・ウォーキング・

デッド シーズン3

FOXイッキ見サンデー7月
15日 NCIS ～ネイビー
　   犯罪捜査班 シーズン15
　　　　　　　　　　　（～19：00）

22日 LAW&ORDER：
　   性犯罪特捜班 シーズン19

29日 9-1-1：LA救命最前線
　　　　　　　　　　　（～17：00）

29日（17：00～）
　   NCIS ～ネイビー
　   犯罪捜査班 シーズン15

Major Crimes
～重大犯罪課 シーズン5
（14日 ～18：00）

14日 LAW&ORDER：
　　性犯罪特捜班 シーズン19

NCIS：LA
～極秘潜入捜査班 シーズン8
14日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン14 
21日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15

夏を先取り！NCIS：LA 一挙放送
1日、8日 NCIS：LA ～極秘潜入捜査班 
　　  シーズン8（～19：00）
15日～ ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊

LAW&ORDER： 
性犯罪特捜班
シーズン19

HAWAII FIVE-0
シーズン2

Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン5
30日～ ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊

NCIS～ネイビー
犯罪捜査班  シーズン15

14日～ NCIS：LA ～極秘潜入捜査班 シーズン9

NCIS～ネイビー
犯罪捜査班  シーズン15

15日～ NCIS：LA ～極秘潜入捜査班 シーズン9

NCIS～ネイビー
犯罪捜査班  シーズン15

15日～ NCIS：LA ～極秘潜入捜査班 シーズン9

NCIS～ネイビー
犯罪捜査班  シーズン15

15日～ LAW&ORDER： 性犯罪特捜班 シーズン19

NCIS～ネイビー
犯罪捜査班  シーズン15

14日～ NCIS：LA ～極秘潜入捜査班 シーズン9

HAWAII FIVE-0
シーズン2

NCIS x NCIS：ニューオーリンズ愛と絆の2時間スペシャル！
19日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン13/ 20日 NCIS： ニューオーリンズ シーズン2
23日 フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン3/ 24日 リゾーリ＆アイルズ シーズン4/ 25日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン5

#FOXSunday

日 字



連続ドラマW

特集 ジャンヌ・モロー 没後1年

英国テレビ文庫 itvコレクション

特集 “男が惚れる男” スティーヴ・マックィーン

荒野と戦場

親子シネマ

吹替偉人伝
特集 “男が惚れる男” スティーヴ・マックィーン

連続ドラマW

連続ドラマW

連続ドラマW

英国テレビ文庫 itvコレクション

特集 “男が惚れる男” スティーヴ・マックィーン

荒野と戦場

親子シネマ

土曜名画劇場

土曜名画劇場

土曜名画劇場

吹替偉人伝
特集 “男が惚れる男” スティーヴ・マックィーン

土曜名画劇場

連続ドラマW

連続ドラマW

連続ドラマW

特集 “男が惚れる男” スティーヴ・マックィーン

荒野と戦場

親子シネマ

吹替偉人伝
特集 “男が惚れる男” スティーヴ・マックィーン

女性のための官能映画

女性のための官能映画

女性のための官能映画

英国テレビ文庫 itvコレクション

『エクスペンダブルズ』シリーズ3作一挙放送

英国テレビ文庫 itvコレクション

特集 70・80年代の傑作ホラー

特集 “男が惚れる男” スティーヴ・マックィーン

荒野と戦場

親子シネマ

連続ドラマW

連続ドラマW　東野圭吾

世界の巨匠

シネフィルプレミアム

シネフィルプレミアム

世界の巨匠

世界の巨匠

シネフィルプレミアム

シネフィルプレミアム

連続ドラマW 沈まぬ太陽 第１・２話 先行放送

連続ドラマW

連続ドラマW

ジャッキー・チェン吹替劇場

女性のための官能映画

特集 “ラングドン教授”シリーズ、
エクステンデッド版

※番組内容・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。

白夜行

ドラキュラ（1992）

沈まぬ太陽 #3
沈まぬ太陽 #4
ボディヒート
リピーテッド
あぁ、結婚生活
暴動/バトル・プリズン

エクスペンダブルズ
エクスペンダブルズ2
エクスペンダブルズ3

ワールドミッション
 
名探偵ポワロ
-エンドハウスの怪事件（吹）

7:00

9:45

12:00
13:00
14:00
15:45
17:30
19:15

21:00
23:00
1:00

3:30

静かなる決闘
るノルシュテインの世界 #1

人生は狂詩曲（ラプソディ）

太陽の帝王

ブリット
Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ.
Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ.　闇の標的

戦場のピアニスト

普通の人々
ドロップ・ゾーン

「カッコウの卵は誰のもの」
#1～6（全6話）

ブルーサンダー
ネイビーシールズ：チーム6 

ベスト・キッド（1984）［吹替版］
ベスト・キッド2［吹替版］
ベスト・キッド3/最後の挑戦［吹替版］
ベスト・キッド4［吹替版］

ベスト・キッド（2010）［吹替版］

沈まぬ太陽 #1～4（全20話）

春香秘伝
柔らかな肌

7:00
9:00

11:00
12:45
14:30
16:30

18:30

21:00

1:00
3:15

薄氷の殺人
リオ・ロボ

ハングリー・ラビット

ホーンブロワー 海の勇者 #8（終）
スウィッチ
ベツレヘム 哀しみの凶弾
ユーリー・ノルシュテイン

霧の中のハリネズミ
ドラキュラ（1992）

五福星［吹替版］
香港発活劇エクスプレス
大福星［吹替版］
七福星［吹替版］
残虐全裸女収容所
あの頃エッフェル塔の下で

5:30
7:45

10:00

12:00
14:00
16:00
18:00

18:30

21:00
23:00

0:45
2:30
4:30

ヒズ・ガール・フライデー
ハンガー

ファントム/開戦前夜

ホーンブロワー 海の勇者 #7
トゥームレイダー
トゥームレイダー2
ユーリー・ノルシュテイン

キツネとウサギ
アオサギとツル

アンツィオ大作戦
ボーン・コレクター

不倫する肉体

フェノミナ/インテグラルハード完全版
シャドー

6:45
8:30

10:15

12:00
14:00
16:00
18:15

18:30
18:45
21:00

23:15

1:15
3:30

アニー・ホール
復讐のガンマン

コリーナ、コリーナ

ホーンブロワー 海の勇者 #6
疑惑に抱かれて
インシディアス
西部戦線異状なし（1979）

メン・イン・ブラック
メン・イン・ブラック2

サスペリア
サスペリアPART2
コンドル（1939）

6:15
8:00

9:45

12:00
14:00
16:00
18:00

21:00
22:45

0:30
2:15
4:30

ハーフ・ア・チャンス
脱走四万キロ

狼の挽歌

ホーンブロワー 海の勇者 #5
若き人妻の秘密
セントアンナの奇跡

クラッシュ（2004）

人生は狂詩曲（ラプソディ）

静かなる決闘

ミッドナイトクロス
暗闇にベルが鳴る
幸福（しあわせ）

6:00
8:00

10:00

12:00
14:00
16:00

19:00

21:00

23:00

1:00
3:00
4:45

5:00
7:00

8:00

10:00

12:00
14:15
16:30

18:15

21:00
23:15

1:15

サムライ［最高画質版］
スウィッチ

ボーン・コレクター

トラウマ：心的外傷 #1
レボリューショナリー・ロード/

燃え尽きるまで
ミッドナイトクロス
チャイルド・プレイ
薄氷の殺人

私の男

羅生門［デジタル完全版］

アガサ/愛の失踪事件
暗殺のオペラ［2Kレストア版］

5:30
7:30

9:30

12:00
13:00

15:15
17:15
19:00

21:00

23:30

1:15
3:00

ノスタルジア［最高画質版］
愛を読むひと

若き人妻の秘密

トラウマ：心的外傷 #2
クラッシュ（2004）
荒野の決闘［4Kレストア版］
赤い河［2Kレストア・米国公開版］

真昼の決闘［4Kレストア版］

ハングリー・ラビット
沈黙の復讐

地獄の黙示録 特別完全版

復讐のガンマン

5:00
7:30

10:00

12:00
13:00
15:00
17:00

19:15

21:00
23:00

0:45

4:30

ファンタスティック・プラネット

Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ.
Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ.　闇の標的

トラウマ：心的外傷 #3
普通の人々
コリーナ、コリーナ
カポーティ

幸福（しあわせ）

エリザベス：ゴールデン・エイジ

チャットレディ 偽りの代償

青い体験［最高画質版］
スキャンダル
アンツィオ大作戦

6:30

8:00
10:15

12:00
13:00
15:15
17:30

19:30

21:00

23:15

1:00
2:45
4:45

母の残像
疑惑に抱かれて

暴動/バトル・プリズン
帰ってきたヒトラー
ハンガー
ブルーサンダー

太陽の帝王

ブリット［吹替版］
2012［吹替版］

ボディヒート
ユーリー・ノルシュテイン 話の話
戦場のピアニスト

7:00
9:00

11:00
12:45
15:00
17:00

19:00

21:00
23:00

1:45
3:30
4:15

復讐のガンマン・ジャンゴ
あぁ、結婚生活

ある愛の詩
続ある愛の詩
メン・イン・ブラック
メン・イン・ブラック2

リオ・ロボ

沈まぬ太陽 #5～8（全20話）

不倫する肉体
リピーテッド

7:00
9:00

11:00
13:00
15:00
17:00

19:00

21:00

1:00
3:00

羅生門［デジタル完全版］

五福星［吹替版］

ダーティ・セブン［米国公開版］

突撃隊
エクスペンダブルズ
エクスペンダブルズ2
エクスペンダブルズ3
ワールドミッション 
地獄の女囚コマンド

ダ・ヴィンチ・コード
［エクステンデッド版］

フィフス・エレメント
少林寺木人拳［吹替版］
龍拳［吹替版］

5:00

7:00

9:00

11:00
13:00
15:00
17:00

19:15

21:00

0:15
2:30
4:15

香港発活劇エクスプレス　
大福星［吹替版］

七福星［吹替版］

沈まぬ太陽 #5～8（全20話）

インシディアス

ペイチェック 消された記憶
レボリューショナリー・ロード/

燃え尽きるまで

天使と悪魔
［エクステンデッド版］

チャタレイ夫人の恋人（1981）
少林サッカー［吹替版］
ハード・パニッシャー

6:00

8:00

10:00

14:00

16:00
18:30

21:00

23:45
1:45
3:45

ファントム/開戦前夜
ロマンシング・アドベンチャー/
キング・ソロモンの秘宝［吹替版］
キング・ソロモンの秘宝2/
幻の黄金都市を求めて［吹替版］

ダ・ヴィンチ・コード
［エクステンデッド/吹替版］
天使と悪魔
［エクステンデッド/吹替版］

トゥームレイダー［吹替版］
トゥームレイダー2［吹替版］
エクスペンダブルズ

乱［4Kデジタル修復版］

スキャンダル（2003）［R-15指定版］

ヒズ・ガール・フライデー

5:45
7:30

9:15

11:00

14:10

16:50
18:50
21:00

23:00

2:00

4:30

コンドル（1939）

ベツレヘム 哀しみの凶弾

薄氷の殺人
君への誓い

ブルースカイ

ある愛の詩

続ある愛の詩
エクスペンダブルズ2
暴動/バトル・プリズン

6:30

9:00

11:00
13:00

15:00

17:00

19:00
21:00
23:00

カリフォルニア
～ジェンマの復讐の用心棒

チャイルド・プレイ
ミッドナイトクロス

神なるオオカミ

ネイビーシールズ：チーム6 

脱走四万キロ

リピーテッド
エクスペンダブルズ3
ワールドミッション 

赤い部屋の恋人
残虐全裸女収容所

ハンガー

7:00

9:00
10:45

12:45

15:00

17:00

19:00
21:00

23:15
1:00

3:00

ポランスキーの欲望の館
黄金のアデーレ 名画の帰還
太陽の帝王

インシディアス
フィフス・エレメント

ダーティ・セブン［米国公開版］

復讐のガンマン
人生は狂詩曲（ラプソディ）

突撃隊［吹替版］
ボーン・コレクター［吹替版］

狼の挽歌［吹替版］

超高層プロフェッショナル［吹替版］
アニー・ホール［吹替版］

5:00
7:00
9:00

11:00
13:00

15:30

17:15
19:00

21:00
22:45

1:00

3:00
4:45

戦場のピアニスト

クラッシュ（2004）

ボディヒート
流されて…

流されて2

若き人妻の秘密

スウィッチ

沈まぬ太陽 #9～12（全20話）

私の男

チャットレディ 偽りの代償

6:30

9:15

11:15
13:00

15:15

17:00

19:00

21:00

0:45

3:00

乱［4Kデジタル修復版］

コリーナ、コリーナ

レッド・サン

ハンター（1980）

ハングリー・ラビット

カジュアリティーズ

リディック

トータル・リコール（1990）
メン・イン・ブラック［吹替版］

闇の伴走者 #1～5（全5話）

5:00

8:00

10:15

12:30

14:30

16:30

18:45

21:00
23:00

0:45

赤い河［吹替版］
ブルーサンダー［吹替版］

沈まぬ太陽 #9～12（全20話）

レ・ミゼラブル（2012）

ドロップ・ゾーン

君への誓い
ニュースの真相
メン・イン・ブラック2［吹替版］
愛の施術 至極の教典ＴＡＯ（タオ）

名探偵ポワロ
-ベールをかけた女（吹）

-消えた廃坑（吹）
柔らかな肌

6:00
8:00

10:00

14:00

17:00

19:00
21:00
23:15
0:45

2:15

3:15
4:15

カポーティ
ブリット

ダーティ・セブン［米国公開版］

第一容疑者 連鎖1
ファントム/開戦前夜
ドラキュラ（1992）

普通の人々

歌声にのった少年
ベスト・キッド（1984）［吹替版］
ベスト・キッド2［吹替版］
ベスト・キッド3/最後の挑戦［吹替版］

ベスト・キッド4［吹替版］

6:00
8:00

10:15

12:00
14:00
16:00

18:30

21:00
22:45
0:30
2:15

4:00

6:00
8:00

10:00

12:00
14:00
15:45
17:30

19:15
21:00
23:45

2:15

4:15

西部の無頼人
ユーリー・ノルシュテイン キツネとウサギ
続ある愛の詩
エクスペンダブルズ

第一容疑者 顔のない少女1
ボーン・コレクター
太陽の帝王

Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ.

Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ.　闇の標的

O嬢の物語［R15指定版］
インシディアス

リメンバー・ミー 水底の女 #1

春香秘伝

6:00
7:45
8:00
10:00

12:00
14:00
16:30

18:45

21:00

22:45
0:45

2:40

3:45

世にも怪奇な物語
ファイナル・カウントダウン
トップガン

沈まぬ太陽 #1
沈まぬ太陽 #2
2012
ネイビーシールズ：チーム6   
ハングリー・ラビット
トップガン［吹替版］
残虐全裸女収容所

チャイルド・プレイ
プロムナイト

名探偵ポワロ
-クラブのキング（吹）

-夢（吹）

5:30
8:00
10:00

12:00
13:00
14:00
17:00
19:00
21:00
23:00

0:45
2:20

4:00

4:55

アンツィオ大作戦

夜
マドモアゼル

第一容疑者 朽ちた野望2
戦場のピアニスト
エクスペンダブルズ
エクスペンダブルズ2
エクスペンダブルズ3
ワールドミッション 
ファントム/開戦前夜

ネイビーシールズ：チーム6 
赤い部屋の恋人

5:30

7:45
10:00

12:00
14:00
17:00
19:00
21:00

23:15

1:00
3:00

西部戦線異状なし（1979）

狼の挽歌
フィフス・エレメント

第一容疑者 朽ちた野望1
ペイチェック 消された記憶
ハングリー・ラビット
黄金のアデーレ 名画の帰還

レイルウェイ 運命の旅路

不倫する肉体
暴動/バトル・プリズン
私の男

5:00

7:45
9:45

12:00
14:00
16:30
18:45

21:00

23:15
1:15
3:00

若き人妻の秘密
君への誓い

エクスペンダブルズ2

第一容疑者 顔のない少女2
トップガン
クラッシュ（2004）
コリーナ、コリーナ
ユーリー・ノルシュテイン アオサギとツル

ハンター（1980）［吹替版］
ファイナル・カウントダウン［吹替版］
トップガン［吹替版］

リメンバー・ミー 水底の女 #2

ドラキュラ（1992）

6:00
8:00

10:00

12:00
14:00
16:15
18:30
20:45

21:00
22:45
0:45

2:45

4:00

ブルースカイ
レボリューショナリー・ロード/

燃え尽きるまで
エクスペンダブルズ3

ワールドミッション 
五福星［吹替版］
香港発活劇エクスプレス

大福星［吹替版］
七福星［吹替版］
帰ってきたヒトラー

沈まぬ太陽 #13～16（全20話）
スキャンダル（2003）［R-15指定版］

リメンバー・ミー 水底の女 #3（終）

残虐全裸女収容所

6:15
8:15

10:30

13:00
15:00

17:00
18:45

21:00
0:50

3:00

4:15

ミッドナイトクロス

歌声にのった少年

風の無法者

パピヨン
ダ・ヴィンチ・コード

［エクステンデッド版］
天使と悪魔

［エクステンデッド版］

ターミナル
トゥームレイダー

ヒトリシズカ #1～6（全6話）

6:00

8:00

10:00

12:00
15:00

18:15

21:00
23:30

1:30

ユーリー・ノルシュテイン　
霧の中のハリネズミ

ボーン・コレクター［吹替版］

沈まぬ太陽 #13～16（全20話）

トータル・リコール（1990）
沈黙の復讐
マネキン

アウェイク
マーキュリー・ライジング
トゥームレイダー2
チャットレディ 偽りの代償

名探偵ポワロ
-コーンワルの毒殺事件（吹）
-ダベンハイム失そう事件（吹）

7:00

7:30

10:00

14:00
16:00
17:45

19:30
21:00
23:00
1:15

3:00

4:00

【放送メンテナンスについて】
●7月17日㈫はメンテナンスのため、深夜1時～
翌朝7時は放送を休止いたします。ご了承ください。

皆殺し無頼
ある愛の詩

リオ・ロボ

第一容疑者 連鎖2
リピーテッド
暴動/バトル・プリズン
ボディヒート

チャイルド・プレイ
2012
ベスト・キッド（2010）［吹替版］

チャタレイ夫人の恋人（1981）

あぁ、結婚生活

英国テレビ文庫 itvコレクション

英国テレビ文庫 itvコレクション

英国テレビ文庫 itvコレクション

特集 70・80年代の傑作ホラー

特集 ヴィットリオ・ストラーロの光

特集 “ラングドン教授”シリーズ、エクステンデッド版

英国テレビ文庫 itvコレクション

【放送メンテナンスについて】 
●7月31日㈫はメンテナンスのため、BS　252
chでご覧のお客様は、深夜1時～翌朝7時
（「ネイビーシールズ：チーム6」「赤い部屋の恋
人」）はご覧頂けません。ご了承ください。

英国テレビ文庫 itvコレクション

特集 “ラングドン教授”シリーズ、エクステンデッド版
名画に隠されたキリスト誕生を巡る謎を、トム・ハ
ンクス演じる頭脳明晰な大学教授が解き明かす知
的ミステリー。原作はダン・ブラウンの世界的大
ベストセラー小説。

ルーヴル美術館の館長ジャック・ソニエールが、ダ・ヴィンチの名画を
模した不可解な死体で発見された。ハーバード大学のラングドン教授

は、事件当日、ソニエール
と面会の約束をしており、
さらに残された謎の暗号
の中に名前が記されてい
たことで容疑者の一人と
してフランス警察に追わ
れる身となる。潔白を証明
し、残された謎を解き明か
すため、ラングドンは、ソニ
エールの孫で暗号解読官
のソフィーと共に行動を
開始する。

ダ・ヴィンチ・コード［エクステンデッド版］

© 2006 Columbia Pictures Industries, Inc. 
　 All Rights Reserved.

特集 “男が惚れる男” スティーヴ・マックィーン
保釈金を借りたまま失踪した容疑者を追う、米国
に実在する職業、賞金稼ぎ。そんな主人公役に「大
脱走」などの人気男優Ｓ・マックィーンが扮した遺
作。

仲間たちから“パパ”の愛称で呼ばれる現代の賞金稼ぎ、ラルフ。保釈
金専門の金融業者に借金して自由の身になったが逃亡してしまった犯
罪者を追い、全米各地に
飛ぶ毎日。それでも家に帰
れば、8年前から同棲中で
今や妊娠中である女性教
師ドティと暮らす幸福な
生活が待っていた。そんな
ある日、ラルフに恨みを持
つ何者かから、脅迫電話
が掛かってくる。電話の主
はラルフに捕まったせいで
刑務所に送り込まれたこ
とを恨んでいて……。

ハンター（1980）

TM & Copyright © 2018 by Paramount Pictures Corporation. 
All rights reserved.



第27期 竜星戦
　Gブロック10回戦には六浦雄太七段が登場す
る。六浦七段は、昨年頭角を現した中部総本部所
属の新星。10代にして一般棋戦で優勝した実績か
ら第51回棋道賞新人賞を受賞した。竜星戦では、
決勝トーナメント進出経験があり、早碁との相性は
悪くない。今期、更なる活躍が期待される（2日）。
　Aブロック最終戦には芝野虎丸竜星が登場す
る。昨年、棋戦優勝やリーグ入りなど、大ブレイ
クを果たした芝野竜星。六浦七段と同じく第51回
棋道賞新人賞を受賞した。次世代のタイトル候補
と目されていて、目が離せない存在。攻めが強く、

その上冷静な大局観を持ち合わせている芝野竜星は、今期どんな戦いを見せてく
れるのか。前期覇者として臨む一戦に大注目だ（9日）。
　Cブロック最終戦には井山裕太棋聖が登場する。2度目の七冠制覇を達成し、国
民栄誉賞を受賞した井山棋聖。世界的に見てもトップクラスの実力を有し、数々の
素晴らしい棋譜を残してきた。近年は早碁の成績も上がっており、本棋戦でも優勝
候補の筆頭だ。今期も、その圧倒的な力で魅了してくれるに違いない（16日）。

囲碁スペシャル「第5回 グロービス杯 世界囲碁U－20」
　第5回を迎え、定着してきた若手の国際棋
戦「グロービス杯」の模様をお送りする。日
本代表は六浦雄太七段、芝野虎丸七段、姚 
智騰四段、藤沢里菜三段、大西竜平三段、
関 航太郎初段の6名。第1回以来となる優
勝に期待が持てるメンバーとなった。強敵と
なるのはやはり中国、韓国棋士。中でも、前
大会覇者のシン・ジンソ八段に注目が集まる。
他には、北米や欧州の選手による対局も興味深いところ。20歳未満の将来有望な選手
たちの戦いをお見逃しなく。解説は一力 遼八段。（6日午後8時～他放送）

囲碁スペシャル「第39回 世界アマチュア囲碁選手権戦」
　毎年恒例となっているアマチュアの世界大会が、今年は東京で開催された。全国大会を勝ち抜いて日本代表となった村
上　深アマは、アマ棋戦で輝かしい実績を挙げているトッププレイヤーの一人。趙　治勲名誉名人門下でプロを目指して
いたこともあり、プロ顔負けの棋力を有している。そんな村上アマには、12年ぶりの日本代表による優勝の期待がかけられた。
果たして結果は！？　アジアや欧米など様々な国の選手が参加し、見どころ満載となった大会の模様をお送りする。
（20日午後8時～他放送）

芝野虎丸竜星 ©囲碁・将棋チャンネル

第26期 銀河戦
　Bブロック最終戦には渡辺 明棋王
が登場する。渡辺棋王は、長年にわ
たりタイトルを保持しているトップ棋士
の一人。昨年度は竜王位こそ失った
ものの、棋王戦では見事防衛を果たし
ている。銀河戦では4回の優勝があり、
早指しも得意。居飛車党だが、時折
振り飛車も採用することもある。今期
はどんな戦法を用いるのか（12日）。
　Dブロック最終戦には佐藤天彦名
人が登場する。佐藤名人は20代で名
人位を獲得し、翌年防衛を果たした
若きトップ棋士。また、第2期 叡王
戦で優勝し、現役名人として将棋ソフ
トと対戦するなど話題を集めた。銀河
戦は第23期に準優勝しており、今期
初優勝を目指す。まずは決勝トーナメ
ント進出を懸けた一戦に注目（19日）。
　Gブロック最終戦には羽生善治竜
王が登場する。前人未到の永世七冠
を達成し、国民栄誉賞を受賞した羽
生竜王。数々の大記録を打ち立てて
いる羽生竜王は、銀河戦でも歴代最
多となる7回の優勝を誇り、今期6期
ぶりの優勝を狙う。早指し戦でも高い
パフォーマンスを発揮する優れた勝負
勘と勝負術は必見だ（31日）。

第40期 霧島酒造杯 女流王将戦
　7月は本戦トーナメント1回戦第6局
から2回戦第1局までを放送。
7日は、上田初美女流三段 vs 山口
恵梨子女流二段の一戦。上田女流三
段は前期ベスト4だが、今期はどうか。
山口女流二段は5期ぶりの本戦出場と
なる。
　14日は、香川愛生女流三段 vs 北
村桂香女流初段の一戦。香川女流三
段は、女流王将通算2期獲得、挑戦
2回と相性が良く挑戦者候補の一人。
　21日は、谷口由紀女流二段 vs伊
藤沙恵女流二段の一戦。前期挑戦者
の伊藤女流二段は、好発進を決めら
れるか。（毎週土曜午後6時～他放送）

最新対局徹底解説
　藤井聡太五段（当時）の棋戦初優
勝となった朝日杯将棋オープン戦を徹
底解説する。
　まずは準決勝、羽生善治竜王vs 
藤井聡太五段の一戦。様々なメディ
アで取り上げられ注目の的となった大
人気棋士同士の公式戦初対局を詳し
くお伝えする。
　そして決勝戦は、藤井五段の初優
勝となった記念すべき対局。A級棋士
の広瀬章人八段相手に終始主導権を
握り快勝した。史上最年少の棋戦優
勝で、史上最速の六段昇段を果たし
た天才棋士の強さに迫る。
　24日からは、第43期 棋王戦五番
勝負を取り上げる。
（毎週火曜午後6時～他放送）

渡辺 明棋王 ©囲碁・将棋チャンネル

上田初美女流三段 ©囲碁・将棋チャンネル

一力 遼八段 ©囲碁・将棋チャンネル

●棋力向上委員会 The PASSION!!
　1日：月刊 囲碁棋聖戦 7月号
29日：囲碁初級講座

△第25期 銀河戦

△将棋講座

△将棋講座
△第25期 大山名人杯
　倉敷藤花戦
18日～：第44期 岡田美術館杯女流名人戦

●第27期 竜星戦●第27期 竜星戦

●お好み置碁道場
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●パンダネット講座

●竜星戦セレクション
第27期決勝Ｔ進出決定
許　家元

　9日：姚　智騰  16日：瀬戸大樹
23日：村川大介  30日：本木克弥

●挑戦！テレビ囲碁認定 ●幽玄の間（11・18日）

△第40期 霧島酒造杯 
女流王将戦

△将棋講座
△初級講座

△お好み将棋道場

△挑戦！テレビ将棋認定
△入門講座

△入門講座
30日：将棋講座

△将棋連盟が選ぶ注目の一局
30日：羽生善治インタビュー特番

（17：38）将棋講座

●第9期 中国竜星戦

9日：第1期 韓国竜星戦

●第27期 竜星戦

△タイトル戦 徹底解説 ●棋力向上委員会
The PASSION！！

△挑戦！テレビ将棋認定

△将棋講座  2・30日：将棋まるナビ

△第26期 銀河戦 ●厳選棋譜解説
Googleディープマインド
チャレンジマッチ

7日：厳選棋譜解説 第40期 棋聖戦

●第26期 竜星戦

●厳選棋譜解説
第52期 十段戦

16日～：厳選棋譜解説 第38期 棋聖戦

●棋力向上委員会
The PASSION!!

●お好み置碁道場

●Let'sチャレンジ詰碁
インフォメーション（CM）

△将棋講座

△第6期 リコー杯 女流王座戦
30日：月刊 竜王戦 8月号

△将棋講座
△お好み将棋道場●記憶の一局

●幽玄の間
●幽玄の間

△第26期 銀河戦

△将棋講座
●日本囲碁連盟囲碁講座 他

●日本囲碁連盟囲碁講座 他

●幽玄の間
31日：日本囲碁連盟囲碁講座

●幽玄の間

●第26期 竜星戦
（3日 14：00～16：00）

●日本囲碁連盟囲碁講座
●囲碁講座
●挑戦！テレビ囲碁認定

●挑戦！テレビ将棋認定

●囲碁初級講座 他
17・24日：（16：25）詰碁コーナー

●棋力向上委員会
The PASSION!!

△最新対局徹底解説

△めざせプロ棋士

△第26期 銀河戦

△中級講座

△中級講座 △将棋講座

●パンダネット囲碁講座
●パンダネット囲碁講座
●挑戦！テレビ囲碁認定

△第25期 銀河戦

△中級講座
△将棋講座
△将棋講座

△中級講座
△将棋講座
△将棋講座

△将棋講座

△第7期 リコー杯 女流王座戦
25日：棋士・藤井聡太～取材ノート～

△タイトル戦 徹底解説
4日：月刊 竜王戦 7月号

△初級講座  25日：中級講座
△挑戦！テレビ将棋認定
●月刊 囲碁棋聖戦 7月号
（6：45）囲碁まるナビ
11日：パンダネット囲碁講座
25日：CM・囲碁講座・次の一手TVミニ

●日本囲碁連盟囲碁講座

●挑戦！テレビ囲碁認定
●囲碁初級講座△挑戦！テレビ将棋認定

●囲碁 名局の解説
「第5期 竜星戦」特集

13日：第9期 中国竜星戦

●お好み置碁道場

25日：リクエストアワー（囲碁）

インフォメーション（CM）

△挑戦！テレビ将棋認定
△入門講座
4日：（16：25）閃き！5手詰 1本勝負
△入門講座

18日～：将棋講座

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

●厳選棋譜解説
第56期 十段戦

●パンダネット囲碁講座
●パンダネット囲碁講座

●パンダネット囲碁講座
●パンダネット囲碁講座

●囲碁初級講座
●第27期 竜星戦

△第26期 銀河戦

△最新対局徹底解説

△将棋講座
●第26期 竜星戦

●記憶の一局

●挑戦！テレビ囲碁認定
△将棋連盟が

選ぶ注目の一局

△タイトル戦徹底解説

△第26期 銀河戦
△挑戦！テレビ将棋認定

△将棋講座

△将棋講座

△将棋講座
26日：月刊 竜王戦 8月号

△最新対局徹底解説

●厳選棋譜解説
第56期 十段戦

●第26期 竜星戦
（5日 14：00～16：00）

●挑戦！テレビ囲碁認定

●パンダネット囲碁講座
●囲碁講座
●挑戦！テレビ囲碁認定

●囲碁初級講座
19・26日：（16：25）詰碁コーナー

●パンダネット囲碁講座
●Let'sチャレンジ詰碁
●パンダネット講座
△将棋連盟が選ぶ

注目の一局

△第44期 岡田美術館杯
女流名人戦

△挑戦！テレビ将棋認定
△第26期 銀河戦

△将棋講座
●定石講座

●日本囲碁連盟囲碁講座

●第27期 竜星戦●第27期 竜星戦

△第25期 銀河戦

△将棋講座

△銀河戦セレクション
第26期決勝Ｔ進出決定
八代　弥

13日：増田康宏  20日：渡辺大夢
27日：黒沢怜生
△解けたら初段！7手詰
△挑戦！テレビ将棋認定
●厳選棋譜解説
第56期 十段戦

●幽玄の間
●囲碁連盟講座 他
●囲碁上級講座

●Let'sチャレンジ詰碁（6・20・27日）

●第1期 韓国竜星戦

20日：第9期 中国竜星戦

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

△第25期 銀河戦

△将棋講座
△タイトル戦徹底解説

△中級講座
●日韓国会議員&
AIペア碁マッチ

　6日：第16回 囲碁アマチュア竜星戦
スカパー !杯ネット囲碁選手権大会

13日：お好み置碁道場

●パンダネット囲碁講座
●囲碁上級講座（20・27日）

●記憶の一局

●日本囲碁連盟囲碁講座

●パンダネット囲碁講座

●記憶の一局

●囲碁上級講座
●第39回 世界アマチュア
囲碁選手権戦

　6日：第5回 グロービス杯
世界囲碁U－20

13日：お好み置碁道場

●囲碁初級講座
△第6期 リコー杯 女流王座戦
20日～：第24期 大山名人杯

倉敷藤花戦

△第40期 霧島酒造杯 
女流王将戦

△将棋講座
△将棋連盟が選ぶ

注目の一局

△めざせプロ棋士

●記憶の一局

●竜星戦セレクション
第27期決勝Ｔ進出決定
姚　智騰

14日：瀬戸大樹  21日：孫まこと
28日：村川大介

△めざせプロ棋士

△タイトル戦 徹底解説

△挑戦！テレビ将棋認定
△将棋連盟が選ぶ

注目の一局

●入門講座
28日：（9：28）浪花道場 3手詰

●将棋講座

△お好み将棋道場

△将棋講座  28日：将棋まるナビ

●記憶の一局

●第9期 中国竜星戦

14・28日：第1期 韓国竜星戦

●厳選棋譜解説
第40期 新人王戦

●第40期 霧島酒造杯
女流王将戦

●第22回 世界囲碁
選手権

●囲碁上級講座

●日本囲碁連盟囲碁講座

△めざせプロ棋士

△最新対局徹底解説

△中級講座
△タイトル戦 徹底解説

△将棋講座

△銀河戦セレクション
第26期決勝Ｔ進出決定
佐藤和俊

　8日：八代　弥  15日：増田康宏
22日：渡辺大夢  29日：丸山忠久

△初級講座  1・29日：囲碁まるナビ

●記憶の一局

●日本囲碁連盟囲碁講座

●お好み置碁道場
15日：第5回 グロービス杯

世界囲碁U－20
22日：第39回 世界アマチュア

囲碁選手権戦

●パンダネット囲碁講座

●囲碁まるナビ（1・29日）

△挑戦！テレビ将棋認定
△第44期 岡田美術館杯
女流名人戦

△最新対局徹底解説
29日：羽生善治インタビュー特番

（13：40）中級講座

△銀河戦セレクション
糸谷哲郎 特集

△将棋講座

△浪花道場 3手詰

△将棋講座
15日：中級講座

△次の一手TVミニ

△タイトル戦 徹底解説
1日：（17：45）将棋まるナビ

△中級講座
●厳選棋譜解説
第42期 名人戦

　1日：月刊 囲碁棋聖戦 7月号
（18：45）囲碁まるナビ

●パンダネット囲碁講座
●挑戦！テレビ囲碁認定
●囲碁上級講座

△お好み将棋道場

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

△第2期 リコー杯
女流王座戦

△中級講座  1日：囲碁まるナビ

△タイトル戦 徹底解説

●挑戦！テレビ囲碁認定

●挑戦！テレビ囲碁認定

●幽玄の間
●囲碁初級講座
●幽玄の間

●囲碁上級講座

●パンダネット囲碁講座
●パンダネット囲碁講座
5日：（5：22）囲碁まるナビ

△閃き！5手詰 1本勝負
△解けたら初段！7手詰

△挑戦！テレビ将棋認定

△タイトル戦徹底解説

△中級講座

△浪花道場 3手詰
△挑戦！テレビ将棋認定
△お好み将棋道場

△将棋講座

機器メンテナンスのため休止
18日 1：00～7：00

△閃き！5手詰 1本勝負（1・22・29日）

2日（10：00～12：00）
●芝野虎丸竜星ウィーク

3日（12：00～14：00）
●芝野虎丸竜星ウィーク

5日（12：00～14：00）
●芝野虎丸竜星ウィーク

7日（12：00～14：00）
●芝野虎丸竜星ウィーク

8日（8：00～11：48）
●芝野虎丸竜星ウィーク

4日（10：00～12：00）
●芝野虎丸竜星ウィーク

6日（10：00～12：00）
●芝野虎丸竜星ウィーク



シリーズ連続放送

シリーズ連続放送

シリーズ連続放送

シリーズ連続放送

シリーズ連続放送

シリーズ連続放送

シリーズ連続放送
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小日向みのり みのりびより
パチドルクエスト season6 #1
孤高の叫び
海賊王船長タック season.2 #12
麻雀飛翔伝 哭きの竜
パチドルクエスト season6 #1
麻雀最強戦2016 ファイナル 決勝卓
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #160
海賊王船長タック season.2 #12
【吹替版】シェイド
プロレスリングWAVE #318
難波金融伝 ミナミの帝王5
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉕
海賊王船長タック season.6 #3
透明彼女 season5＃1 金山睦
ちょっとエッチな生活体験-接吻5秒前
君にあえたら 妻の恋人
妹がぼくを支配する。
芳野友美 ùltimo

橋本梨菜 こんがり～な
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #4
【吹替版】シェイド
パチスロキャノンボール season3 ＃6（終）
武闘派極道史 竹中組 組長邸襲撃事件
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #4
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第一節②
パチドルクエスト season5 #4
プロレスリングWAVE #318
パチスロキャノンボール season3 ＃6（終）
実録・四国やくざ戦争 血戦 松山抗争勃発篇
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #160
海賊王船長タック season.2 #12
パチドルクエスト season6 #1
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第二節③
セカンドバージンの女-通り雨
妹がぼくを支配する。
水沢柚乃 青春の輝き
誘女、派遣します
第三回 誘女クィーンポイント発表会

メイリ 愛のつづき
海賊王船長タック season.2 #11
極道黙示録
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #3
セカンドバージンの女-通り雨
湯けむり美人 出会い旅 第1話
海賊王船長タック season.2 #11
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第一節①
パチドルクエスト season5 #3
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #3
難波金融伝 ミナミの帝王5
誘女、派遣します
第三回 誘女クィーンポイント発表会
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #4
プロレスリングWAVE #318
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #160
麻雀最強戦2016 ファイナル 決勝卓
義理の娘が眩しすぎて。
セカンドバージンの女-通り雨
芳野友美 ùltimo

宮瀬葵菜 Lucu
パチスロキャノンボール season3 ＃6（終）
実録・四国やくざ戦争 血戦

松山抗争勃発篇
パチドルクエスト season5 ＃13（終）
ちょっとエッチな生活体験-接吻5秒前
パチスロキャノンボール season3 ＃6（終）
八局麻雀7 #1
パチドルクエスト season5 #2
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉓
パチドルクエスト season5 ＃13（終）
麻雀飛翔伝 哭きの竜
湯けむり美人 出会い旅 第1話
セカンドバージンの女-通り雨
極道黙示録
河瀬杏美 インスパイア
美人女医の性感クリニック 淫靡な時間
義理の娘が眩しすぎて。
戸田れい 甘い日々

柳いろは 恋するレトロガール
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #3
麻雀飛翔伝 哭きの竜
海賊王船長タック season.2 #11
【吹替版】シェイド
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #3
麻雀最強戦2016 ファイナルⒶ
パチドルクエスト season5 #1
湯けむり美人 出会い旅 第1話
海賊王船長タック season.2 #11
極道黙示録
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉓
実録・四国やくざ戦争 血戦 松山抗争勃発篇
ちょっとエッチな生活体験-接吻5秒前
義理の娘が眩しすぎて。
葉山まみ supple
美人女医の性感クリニック 淫靡な時間
森下悠里 秘密交際
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS #1

七瀬結衣 Milky Glamour
麻雀飛翔伝 哭きの竜
麻雀最強戦2016 ファイナルⒶ
【吹替版】シェイド
海賊王船長タック season.2 #11
パチドルクエスト season5 ＃13（終）
パチスロキャノンボール season3 ＃6（終）
武闘派極道史 竹中組

組長邸襲撃事件
孤高の叫び
八局麻雀7 #1
極道黙示録
難波金融伝 ミナミの帝王5
美人女医の性感クリニック

淫靡な時間
集団社員研修
妹がぼくを支配する。
小日向みのり みのりびより
誘女、派遣します
第三回 誘女クィーンポイント発表会

中牟田あかり aqua
プロレスリングWAVE #318

孤高の叫び
孤高の叫び2 DARKNESS
麻雀最強戦2016 ファイナル 決勝卓
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #4
海賊王船長タック season.6 #3
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #160
難波金融伝 ミナミの帝王5
実録・四国やくざ戦争 血戦 松山抗争勃発篇
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第二節③

恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS #2
セカンドバージンの女-通り雨
義理の娘が眩しすぎて。
美人女医の性感クリニック 淫靡な時間
集団社員研修
河瀬杏美 インスパイア
透明彼女 season5＃1 金山睦

中牟田あかり aqua
麻雀飛翔伝 哭きの竜3
麻雀最強戦2016 ファイナル 決勝卓
制覇13
海賊王船長タック season.2 #15
パチドルクエスト season6 #4
パチスロキャノンボール season4 ＃2
恵比寿マスカッツの
すぽスポSPORTS #4

日本統一20
八局麻雀8 #1
湯けむり美人 出会い旅 第6話（終）

極道天下布武 第三幕
極道天下布武 第四幕
人妻メンタリスト 早乙女順子
透明彼女 season5＃4 野々宮ミカ
美人妻白書 隣の芝は
柳瀬早紀 奥さまはやなパイ
高宮まり 秘密の時間

伊藤えみ えみ先生が教えてくれる
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #7
麻雀飛翔伝 哭きの竜3
海賊王船長タック season.2 #15
制覇13
湯けむり美人 出会い旅 第1話
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #7
麻雀最強戦2016 ファイナル 決勝卓
湯けむり美人 出会い旅 第2話
湯けむり美人 出会い旅 第3話
海賊王船長タック season.2 #15
極道天下布武 第四幕
湯けむり美人 出会い旅 第4話
修羅場の侠たち

伝説の愚連隊・盟朋会
君にあえたら 妻の恋人
ナマ配信 放送禁止のプライバシー
戸田れい 甘い日々
人妻メンタリスト 早乙女順子
佐山彩香 ジュ・テーム

霜月めあ Magical
パチスロキャノンボール season4 ＃2
修羅場の侠たち 伝説の愚連隊・盟朋会
パチドルクエスト season6 #4
君にあえたら 妻の恋人
パチスロキャノンボール season4 ＃2
麻雀最強戦2017 男子プロ代表決定戦 

鳳凰位対最高位決戦Ⓐ
パチスロキャノンボール season3 ＃6（終）
湯けむり美人 出会い旅 第5話
パチドルクエスト season6 #4
麻雀飛翔伝 哭きの竜3
湯けむり美人 出会い旅 第6話（終）
寄性獣医・鈴音 EVOLUTION
極道天下布武 第四幕
階戸瑠李 僕の彼女は階戸瑠李
人妻メンタリスト 早乙女順子
ナマ配信 放送禁止のプライバシー
加南子 東京艶花
透明彼女 season5＃4 野々宮ミカ

柳いろは 恋するレトロガール
復讐 The Revenge

運命の訪問者
麻雀最強戦2016 ファイナルⒷ
【吹替版】ドリームハウス
海賊王船長タック season.2 #12
パチドルクエスト season6 #1
海賊王船長タック season.6 #3
実録 武闘派極道史

八西会跡目抗争
孤高の叫び2 DARKNESS
八局麻雀7 #2
極道黙示録 第二章
難波金融伝 ミナミの帝王6
人妻ウォッチング
透明彼女 season5＃1 金山睦
芸者ガールズ

～お座敷で夢まくら～
森下悠里 秘密交際
霜月めあ Magical

七瀬結衣 Milky Glamour
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #4
復讐 The Revenge 運命の訪問者
海賊王船長タック season.2 #12
【吹替版】ドリームハウス
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #4
麻雀最強戦2016 ファイナルⒷ
パチドルクエスト season5 #5
湯けむり美人 出会い旅 第2話
海賊王船長タック season.2 #12
極道黙示録 第二章
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉔
実録・四国やくざ戦争 血戦 松山抗争終結篇
夕闇ダリア
よみがえりの島
戸田れい 甘い日々
人妻ウォッチング
須賀葵 僕の彼女は須賀葵
誘女、派遣します episode31

橋本梨菜 こんがり～な
海賊王船長タック season.6 #3
実録・四国やくざ戦争 血戦 松山抗争終結篇
パチドルクエスト season6 #1
夕闇ダリア
海賊王船長タック season.6 #3
八局麻雀7 #2
湯けむり美人 出会い旅 第2話
パチドルクエスト season5 #6
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉔
パチドルクエスト season6 #1
復讐 The Revenge 運命の訪問者
湯けむり美人 出会い旅 第3話
フォーゴットン･ドリームス
極道黙示録 第二章
万理華 Trip Trap
人妻ウォッチング
よみがえりの島
葉山まみ supple

小日向みのり みのりびより
海賊王船長タック season.2 #12
極道黙示録 第二章
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #4
フォーゴットン･ドリームス
湯けむり美人 出会い旅 第2話
海賊王船長タック season.2 #12
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第一節③
パチドルクエスト season5 #7
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #4
難波金融伝 ミナミの帝王6
誘女、派遣します episode31
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #5
プロレスリングWAVE #319
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #161
麻雀最強戦2017 男子プロ代表決定戦

鳳凰位対最高位決戦Ⓐ
よみがえりの島
フォーゴットン･ドリームス
水沢柚乃 青春の輝き

宮瀬葵菜 Lucu
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #5
【吹替版】ドリームハウス
海賊王船長タック season.6 #3
実録 武闘派極道史 八西会跡目抗争
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #5
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第一節④
パチドルクエスト season5 #8
プロレスリングWAVE #319
海賊王船長タック season.6 #3
実録・四国やくざ戦争 血戦

松山抗争終結篇
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #161
海賊王船長タック season.2 #13
パチドルクエスト season6 #2
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第二節④
フォーゴットン･ドリームス
芸者ガールズ～お座敷で夢まくら～
河瀬杏美 インスパイア
透明彼女 season5＃1 金山睦

霜月めあ Magical
パチドルクエスト season6 #2
孤高の叫び2 DARKNESS
海賊王船長タック season.2 #13
復讐 The Revenge 運命の訪問者
パチドルクエスト season6 #2
麻雀最強戦2017 男子プロ代表決定戦 鳳凰位対最高位決戦Ⓐ
誘女、派遣します episode31
パチドルクエスト season5 #9
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #161
海賊王船長タック season.2 #13
【吹替版】ドリームハウス
プロレスリングWAVE #319
難波金融伝 ミナミの帝王6
誘女、派遣します episode33
パチスロキャノンボール season4 ＃1
透明彼女 season5＃2 工藤紬
夕闇ダリア＞ 契約結婚
芸者ガールズ～お座敷で夢まくら～
春菜めぐみ 甘い生活

メイリ 愛のつづき
プロレスリングWAVE #319

武闘派極道史 竹中組 組長邸襲撃事件
実録 武闘派極道史 八西会跡目抗争
麻雀最強戦2017 男子プロ代表決定戦 鳳凰位対最高位決戦Ⓐ
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #5
パチスロキャノンボール season4 ＃1
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #161
湯けむり美人 出会い旅 第3話
難波金融伝 ミナミの帝王6
実録・四国やくざ戦争 血戦 松山抗争終結篇
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第二節④
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS #3
フォーゴットン･ドリームス
よみがえりの島
人妻ウォッチング
須賀葵 僕の彼女は須賀葵
万理華 Trip Trap
透明彼女 season5＃2 工藤紬

佐山彩香 ジュ・テーム
麻雀飛翔伝 哭きの竜2
麻雀最強戦2016 ファイナルⒸ
【吹替版】沈黙のテロリスト
海賊王船長タック season.2 #13
パチドルクエスト season6 #2
パチスロキャノンボール season4 ＃1
恵比寿マスカッツの
すぽスポSPORTS #3
むこうぶち3
高レート裏麻雀列伝 裏プロ

日本統一21
八局麻雀7 #3
極道黙示録 第三章
難波金融伝 ミナミの帝王7
官能時代絵巻 雨月物語 若妻の祟り
透明彼女 season5＃2 工藤紬
若妻のおシゴト 超VIPエステ倶楽部
大澤玲美 奥様はれいぴょん!
誘女、派遣します episode32

小日向みのり みのりびより
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #5
麻雀飛翔伝 哭きの竜2
海賊王船長タック season.2 #13
【吹替版】沈黙のテロリスト
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #5
麻雀最強戦2016 ファイナルⒸ
パチドルクエスト season5 #10
湯けむり美人 出会い旅 第3話
海賊王船長タック season.2 #13
極道黙示録 第三章
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉕
むこうぶち4 高レート裏麻雀列伝 雀荘殺し
赤い玉、
人妻家庭教師 ひと夏の経験
葉山まみ supple
官能時代絵巻 雨月物語 若妻の祟り
春菜めぐみ 甘い生活
透明彼女 season5＃2 工藤紬

中牟田あかり aqua
パチスロキャノンボール season4 ＃1
むこうぶち4
高レート裏麻雀列伝 雀荘殺し
パチドルクエスト season6 #2
赤い玉、
パチスロキャノンボール season4 ＃1
八局麻雀7 #3
パチドルクエスト season5 #11
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉕
パチドルクエスト season6 #2
麻雀飛翔伝 哭きの竜2
湯けむり美人 出会い旅 第4話
屋根裏の散歩者
極道黙示録 第三章
透明彼女 season5＃1 金山睦
メンテナンス（地球局設備点検）

透明彼女 season5＃2 工藤紬
海賊王船長タック season.2 #13
極道黙示録 第三章
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #5
屋根裏の散歩者
湯けむり美人 出会い旅 第4話
海賊王船長タック season.2 #13
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第二節①
パチドルクエスト season5 #12
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #5
難波金融伝 ミナミの帝王7
誘女、派遣します episode32
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #6
プロレスリングWAVE #320
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #162
麻雀最強戦2017 男子プロ
代表決定戦 鳳凰位対最高位決戦Ⓑ
官能時代絵巻 雨月物語 若妻の祟り
屋根裏の散歩者
芳野友美 ùltimo

霜月めあ Magical
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #6
【吹替版】沈黙のテロリスト
パチスロキャノンボール season4 ＃1
むこうぶち3 高レート裏麻雀列伝 裏プロ
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #6
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第二節②
パチドルクエスト season5 ＃13（終）
プロレスリングWAVE #320
パチスロキャノンボール season4 ＃1
むこうぶち4 高レート裏麻雀列伝 雀荘殺し
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #162
海賊王船長タック season.2 #14
パチドルクエスト season6 #3
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第二節①
人妻家庭教師 ひと夏の経験
若妻のおシゴト

超VIPエステ倶楽部
万理華 Trip Trap
誘女、派遣します episode32

大澤玲美 奥様はれいぴょん!
パチドルクエスト season6 #3
日本統一21
海賊王船長タック season.2 #14
麻雀飛翔伝 哭きの竜2
パチドルクエスト season6 #3
麻雀最強戦2017 男子プロ代表決定戦

鳳凰位対最高位決戦Ⓑ
湯けむり美人 出会い旅 第4話
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #162
海賊王船長タック season.2 #14
【吹替版】沈黙のテロリスト
プロレスリングWAVE #320
難波金融伝 ミナミの帝王7
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉖
海賊王船長タック season.6 #4
透明彼女 season5＃3 緒方咲
赤い玉、
屋根裏の散歩者
若妻のおシゴト 超VIPエステ倶楽部

宮瀬葵菜 Lucu
プロレスリングWAVE #320

むこうぶち3 高レート裏麻雀列伝 裏プロ
むこうぶち4 高レート裏麻雀列伝 雀荘殺し
麻雀最強戦2017 男子プロ代表決定戦

鳳凰位対最高位決戦Ⓑ
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #6
海賊王船長タック season.6 #4
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #162
湯けむり美人 出会い旅 第5話
難波金融伝 ミナミの帝王7

恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS #1
#2＞ #3＞ #4
屋根裏の散歩者
人妻家庭教師 ひと夏の経験
官能時代絵巻 雨月物語 若妻の祟り
雨宮留菜 従順彼女
戸田れい いけない人

23
橋本梨菜 こんがり～な
復讐 The Revenge

消えない傷痕
麻雀最強戦2016 ファイナルⒹ
【吹替版】メガ・シャークVS

グレート・タイタン 
海賊王船長タック season.2 #14
パチドルクエスト season6 #3
海賊王船長タック season.6 #4
日本統一11
極道十勇士 第二章
八局麻雀7 #4（終）
極道十勇士 第三章
難波金融伝 ミナミの帝王8
池袋ヤンキー戦争2 沙希
透明彼女 season5＃3 緒方咲
女闇金-千鶴-

金にまみれたSEX地獄
伊藤えみ えみ先生が教えてくれる
誘女、派遣します episode33

メイリ 愛のつづき
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #6
復讐 The Revenge 消えない傷痕
海賊王船長タック season.2 #14
【吹替版】メガ・シャークVS

グレート・タイタン 
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #6
麻雀最強戦2016 ファイナルⒹ
パチスロキャノンボール season3 ＃1
湯けむり美人 出会い旅 第5話
海賊王船長タック season.2 #14
極道十勇士 第三章
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉖
日本統一12
病葉流れて【劇場版】
新・夜王誕生 女の金と魂をしゃぶり尽くす犬ども
河瀬杏美 インスパイア
池袋ヤンキー戦争2 沙希
戸田れい いけない人

佐山彩香 ジュ・テーム
海賊王船長タック season.6 #4
日本統一12
パチドルクエスト season6 #3
病葉流れて【劇場版】
海賊王船長タック season.6 #4
八局麻雀7 #4（終）
誘女、派遣します episode33
パチスロキャノンボール season3 ＃2
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉖
パチドルクエスト season6 #3
復讐 The Revenge 消えない傷痕
湯けむり美人 出会い旅 第5話
寄性獣医・鈴音 GENESIS
極道十勇士 第三章
加南子 東京艶花
池袋ヤンキー戦争2 沙希
新・夜王誕生 女の金と魂をしゃぶり尽くす犬ども
芳野友美 ùltimo

大澤玲美 奥様はれいぴょん!
海賊王船長タック season.2 #14
極道十勇士 第三章
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #6
寄性獣医・鈴音 GENESIS
湯けむり美人 出会い旅 第6話（終）
海賊王船長タック season.2 #14
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第二節③
パチスロキャノンボール season3 ＃3
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #6
難波金融伝 ミナミの帝王8
誘女、派遣します episode33
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #7
プロレスリングWAVE #321
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #163
麻雀最強戦2017 男子プロ代表決定戦
鳳凰位対最高位決戦 決勝卓
新・夜王誕生 女の金と魂をしゃぶり尽くす犬ども
契約結婚
水沢柚乃 青春の輝き
透明彼女 season5＃3 緒方咲

柳いろは 恋するレトロガール
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #7
【吹替版】メガ・シャークVS

グレート・タイタン 
海賊王船長タック season.6 #4
日本統一11
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #7
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第二節④
パチスロキャノンボール season3 ＃4
プロレスリングWAVE #321
海賊王船長タック season.6 #4
日本統一12
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #163
海賊王船長タック season.2 #15
パチドルクエスト season6 #4
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第二節②
女闇金-千鶴- 金にまみれたSEX地獄
寄性獣医・鈴音 GENESIS
透明彼女 season5＃3 緒方咲
葉山まみ supple

伊藤えみ えみ先生が教えてくれる
パチドルクエスト season6 #4
極道十勇士 第二章
海賊王船長タック season.2 #15
復讐 The Revenge 消えない傷痕
パチドルクエスト season6 #4
麻雀最強戦2017 男子プロ代表決定戦
鳳凰位対最高位決戦 決勝卓
パチスロキャノンボール season3 ＃5
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #163
海賊王船長タック season.2 #15
【吹替版】メガ・シャークVSグレート・タイタン 
プロレスリングWAVE #321
難波金融伝 ミナミの帝王8
誘女、派遣します episode34
パチスロキャノンボール season4 ＃2
透明彼女 season5＃4 野々宮ミカ
病葉流れて【劇場版】
女闇金-千鶴- 金にまみれたSEX地獄
戸田れい 甘い日々

七瀬結衣 Milky Glamour
プロレスリングWAVE #321

日本統一11＞ 日本統一12
麻雀最強戦2017 男子プロ代表決定戦
鳳凰位対最高位決戦 決勝卓
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #7
パチスロキャノンボール season4 ＃2
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #163
湯けむり美人 出会い旅 第6話（終）

難波金融伝 ミナミの帝王5
#6＞ #7＞ #8
寄性獣医・鈴音 GENESIS
新・夜王誕生
女の金と魂をしゃぶり尽くす犬ども
池袋ヤンキー戦争2 沙希
加南子 東京艶花
階戸瑠李 僕の彼女は階戸瑠李
透明彼女 season5＃4 野々宮ミカ

【時代は果たして、誰を選ぶのか―。】

７／29（日）午後10：30～深夜0：00 他
極道天下布武 第四幕

吹替洋画シアター

メガ・シャークVSグレート・タイタン

監督：クリストファー・レイ
出演：イリアナ・ダグラス、エイミー・ライダー、アーネスト・L・トーマス

７／22（日）午前11：50～午後1：30 他
監督：港雄二 
出演：小沢仁志、中野英雄、本宮泰風、原田龍二、菅田俊、
　　　千葉真一、津川雅彦 

尾張統一を目指す織木
組は、組長・織木信
秀の死によって長男・
織木信長と次男・信行
による壮絶な跡目争い
が勃発。入り札投票に
より、信長が2代目組
長に選ばれるが…。

ロシアの漁船が巨大なサメを引き上げたことから、メカ・シャー
クとの戦いで滅んだと思われていたメガ・シャークが、卵から新
たに生まれていたことが判明
する。同じころウクライナでは、
冷戦時に旧ソ連が発明した巨
人型兵器「コロッサス」が、
テロリストによって目覚めよう
としていた。

2015 RED ROBOT MOVIE, LLC. All Rights Reserved.2017極道天下布武製作委員会/販売オールインエンタテインメント



7月21日㈯よる7：30 ほか
出演：中村梅雀／三浦貴大／中尾明慶／
　　　泉谷しげる／大杉漣
原作：池波正太郎
監督：河毛俊作　　脚本：大森寿美男
音楽：EGO-WRAPPIN’

池波正太郎時代劇スペシャル

｢雨の首ふり坂｣

原作：池波正太郎
主演：中村梅雀

Ⓒ2017時代劇専門チャンネル／J：COM／松竹

［2018年７月］ 新編成、始動 

もっと、もっと、
時代劇！
7月1日は「テレビ時代劇の日」＆開局20周年！！
これを記念し、姉妹チャンネルの日本映画専門チャンネル
と同時放送で、朝から晩まで24時間まるごとテレビ時代劇
の名作をぶっ通しで放送！！
豪華ラインナップ、最大の目玉は…

世界的名優・渡辺謙主演の人気テレビ時代劇を
史上最高画質で一挙放送！ 
｢御家人斬九郎１ 超解像版（４Ｋ）」全8話一挙放送！ 

※２Ｋダウンコンバートにて放送
そのほか、
｢鬼平外伝 夜兎の角右衛門｣をはじめ、
大川橋蔵「銭形平次」など全15作品にわたる
時代劇オールスターズが大集結！

★21日㈯は中村梅雀出演の関連作品も放送！
　｢鬼平外伝 夜兎の角右衛門｣
　｢鬼平犯科帳４｣第18話「おとし穴」

時代劇専門チャンネル開局20周年記念作品
新作オリジナル時代劇

浅草・御 河岸

（OVA）

（主演：松方弘樹）
（主演：松方弘樹）

（主演：松方弘樹） （主演：松方弘樹）

（主演：松方弘樹）
（主演：林与一）

（主演：林与一）

（主演：松方弘樹）

（主演：松方弘樹）

（主演：松方弘樹） （主演：松方弘樹）

（主演：松方弘樹）

（主演：松方弘樹）

（主演：松方弘樹）

（主演：松方弘樹）

（主演：松方弘樹）

（主演：松方弘樹）

（主演：松方弘樹） （主演：松方弘樹）
（主演：松方弘樹）

（主演：松方弘樹）

（主演：松方弘樹）

（主演：松方弘樹）

（主演：林与一）
（主演：林与一）

（主演：林与一）

〔7月1日「テレビ時代劇の日」
24時間スペシャル〕
素浪人　月影兵庫#1　

超解像版（４Ｋ）

※２Ｋダウンコンバートにて放送

TBSチャンネル提供

折りたたみ傘




