
ビッグレース開催前夜
にお送りするスペシャ
ル展望番組。
放送日・時間
９月13日㈭～16日㈰
後9：00～/深0：00～

「ＧⅠ激闘シリーズ」がＧⅡの
舞台にも完全密着。期待の
地元選手や、大会前から好
調を維持し優勝候補となっ
ている選手等にスポットを
あて、全力をかけて戦う選
手たちの姿に迫ります。
初回放送日・時間
９月25日㈫ 後9:30～第33回共同通信社杯 決勝ゴール 第33回共同通信社杯 表彰

第34回共同通信社杯（高知・ＧⅡ）関連番組

第34回共同通信社杯 前夜版まるごと展望 GⅡ明日への激闘 第34回共同通信社杯 競輪界に存在する様々な言葉やルール。その中から毎回一つ
のテーマを決め、そのテーマについて多種多様な角度から
『深』掘りします。そこに
は『新』しい発見や意外
な『真』実があるかもし
れません。
ゲスト：山口幸二
初回放送日・時間
９月12日㈬ 後9：00～

すっぴん。 #29

競輪Shin発見! #2

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
９月18日㈫
後9：00～

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8：30～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ください。
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。ご了承ください。
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モンドリアンファイター 15
磯を駆ける 80
鮎2015 山形県小国川釣行
関西発！海釣り派 152
伝心伝承 176
すごかby九州 39
5L ton 25
俺たちのバスフィッシングR 44
沖釣りギャラリー
楽釣楽磯宣言 18
とことんエギパラダイス 114
進め！日本バスクラブ 3
すごかby九州 34
釣りたガール！ 7

【特集・数釣りの秋！沖・船釣り編】
大漁！関東沖釣り爆釣会 151
勝手に番組ジャック！ 36
ワカサギマニアックス 7
突撃！SEAソルジャー 21
Go for it！142
バーニング帝国 32
Dz SALT 85
こちら東海です。169

BBブラザーズ 25
バーニング帝国 27
Seabass Journey 21
鮎2015 Yuji Style
Fishing Café 53
大漁！関東沖釣り爆釣会 126
釣りたガール！ 7
ハイパーエキスパート
鮎2018
SUGOIアワー 200
突撃！SEAソルジャー 22
こちら東海です。 158
ヘラブナギャラリー
エリアトラベラーズ 93
Oh！エド釣り日記
Fishing Café 65

【特集・数釣りの秋！沖・船釣り編】
お手軽・簡単！沖釣りに行こう！
[生]五畳半の狼
こちら東海です。169
RUN&GUN SALT
オレたちゃシーバス研究所 16
テッペンDASH！3
BIG BITE 131
5L ton 25

Azing lab.2nd 25
RUN＆GUN SALT 4
D-IMPACT 48
Go for it！ 160
大漁！関東沖釣り爆釣会 162
磯を駆ける 68
「トコチャン」を訪問
伝心伝承 188
鮎2017 YujiStyle
魚種格闘技戦！153
関西発！海釣り派 152
東北つれつれ団 52
釣りたガール！ 7
突撃！SEAソルジャー 21
THE FISHERMAN GT Fishing in Oman①
ハイパーエキスパート

【特集・数釣りの秋！沖・船釣り編】
オフショアレボリューションNEXT 114
SALT Dreamer 68
Dz SALT 85
Rock’n Fish 46
Osprey's EYE 23
Fishing Café 65
鮎2018
SUGOIアワー 200

ソルトギャラリー
ソルトギャラリー
5L ton 18
メタルバスター 16
ヘラブナギャラリー
関西発！海釣り派 151
伝心伝承 177
Fishing Café 65
ギアステーション
ハイパーエキスパート
つりステーション
大漁！関東沖釣り爆釣会 127
ヘラブナギャラリー
五畳半の狼
Dz SALT 108
関西発！海釣り派 175

【特集・数釣りの秋！沖・船釣り編】
沖釣りギャラリー
SUGOIアワー 200
5L ton 25
バスギャラリー
RUN＆GUN SALT 5
THE FISHERMAN GT Fishing in Oman①
俺たちのバスフィッシングR 50
伝心伝承 188

LURE FREAK 76
SUGOIアワー 194
TROUT QUEST 18
とことんエギパラダイス 126
鮎2018
魚種格闘技戦！152
Azing lab.2nd 43
釣戦 ～ IKUSA ～ 3
こちら東海です。 158
五畳半の狼
オフショアレボリューションNEXT 89
オフショアレボリューションNEXT 93
関西発！海釣り派 175
ギアステーション
バーニング帝国 32
つりステーション

【特集・数釣りの秋！沖・船釣り編】
すごかby九州 34
伝心伝承 188
鮎2018
進め！エリア君 13
フライギャラリー
TryB 4
モンドリアンファイター 15
釣りたガール！ 7

関西テレビ放送×釣りビジョンのコラ
ボ番組。カンテレの村西利恵アナが、
ゲストと共に“女性がもっと釣りに行き
たくなる”情報を発信していきます。今
回は、５代目アングラーズアイドルの石
川文菜さんを迎え、話題のバチコンや
ジギング＆キャスティングなど、様々な
ルアーフィッシングで夏の大阪湾を満
喫します。二人のワガママリクエストを実現するのは、人気番組『BinBinソ
ルト』ナビゲーターで、料理もできるイケメン船長のナカジー！釣りから魚
料理まで、一気通貫のおもてなし術は男性アングラーも必見です！

釣りたガール！ 7
最新ルアーで夏の大阪湾を大満喫！

関東の沖釣りの楽しさを全国に広めるべく結成された『大漁！関東沖釣
り爆釣会』。今回、６代目リーダーの太田唯ちゃんが挑むのは、ベテラン
ですらハードルを感じる近海究極のターゲット、相模湾のカツオ＆キハ

ダマグロ！１キロ程度のカツオから数
十キロのキハダまで、一体どんな魚が
掛かるのか、船上全員超ドキドキの
夏の沖釣り一大イベント。でも実は、
ちゃんと番組が成立するのかスタッ
フが一番ドキドキ…。沖釣り経験５回
目で究極の釣りに挑むビギナーの運
命は！？

大漁！関東沖釣り爆釣会 162
超ビギナーがまさかの挑戦！相模湾のカツオ＆キハダマグロ
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★10月１日㈪AM2:00～6:00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。

3.10.17.24 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30
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

ビッケはちいさなバイキング

きんきゅうしゅつどう隊　OSO

ズーとたのしいシマウマかぞく

チクタク・タウン

カリメロ

サラとダックン / （12：54）ペッパピッグ

プーさんといっしょ

ロボカーポーリー

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

おとぎのもりのゴールディとベア

マイルズとトゥモローランドだいさくせん

ミッキーマウスとロードレーサーズ

ちいさなプリンセス　ソフィア

ドックはおもちゃドクター

 ロボカーポリー

しゅつどう！パジャマスク

チャギントン

せいぶのねこキャリー

動物園通り64番地

サラとダックン

プーさんといっしょ

カリメロ

ハイ・ホー７D

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

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

マイルズのミッション・フォース・ワン

ミッキーマウスとロードレーサーズ

ロボカーポリー

カリメロ

ヘンリー・ハグルモンスター

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 / （14：54）ペッパピッグ

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

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

おとぎのもりのゴールディとベア

チクタク・タウン

ウーナとババの島

動物園通り64番地

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

　2日 ドックのおもちゃびょういん/マクスタッフィングタウンへようこそ
　9日 (特別編成)
16日 101匹わんちゃんⅡ/パッチのはじめての冒険
23日 おしゃれキャット
30日 ティガームービー プーさんの贈りもの



★10月１日㈪AM2:00～6:00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。

Draemon

モンスター・ホテル・ザ・シリーズ

かみさまみならい ヒミツのここたま

ディズニートラベラー

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

オースティン ＆ アリー　　21日～  シェキラ！

アイカツスターズ！

ミラキュラス　レディバグ＆シャノワール

　1　㈯ ゾーイの秘密アプリ
　2　㈰ ビバリーヒルズ・チワワ
　3　㈪ マウス・タウン/ロディとリタの大冒険
　4　㈫ イケてる私とサエない僕
　5　㈬ バッド・ヘア・デー
　6　㈭ ヘラクレス

　7　㈮ ふしぎの国のアリス
　8　㈯ リトル・マーメイドⅢ/はじまりの物語
　9　㈰ アトランティス/帝国最後の謎
10　㈪ シンデレラ・ストーリー
11　㈫ シンデレラ・ストーリー2：ドリームダンサー
12　㈬ 森のリトル・ギャング

21　㈮ モンスター・ホテル（23:30～25:15）
　　　 　　モンスター・ホテル2（25:15～27:00）
22　㈯ 森のリトル・ギャング
23　㈰ おさるのジョージ3/ジャングルへ帰ろう（23:30～25:00）、
　　　　おさるのジョージ/おばけ伝説のなぞ（25:00～26:00）
24　㈪ フレネミーズ
25　㈫ ライオン・キング3  ハクナ・マタタ
26　㈬ 奇跡の旅

27　㈭ 奇跡の旅2 サンフランシスコの大冒険
28　㈮ フック
29　㈯ スチュアート・リトル（23:30～25:00）、
　　 　　スチュアート・リトル2（25:00～26:30）
30　㈰ ベッドタイム・ストーリー（24:00～25:45）

怪奇ゾーン グラビティフォールズ

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

ミッキーマウス！

スター・ウォーズ／フォース・オブ・デスティニー

ダックテイルズ

アンディ・マック

ラプンツェル ザ・シリーズ

  ミラキュラス　レディバグ＆シャノワール

レイブンのウチはチョー大変！ ティーン・スパイ Ｋ.Ｃ.

ディズニー・コメディ・タイム

ディズニー３６５

ディズニー３６５
アバローのプリンセス　エレナ

マイリトルポニー ～トモダチは魔法～
モラン

24日～  ペッパピッグ

ちいさなプリンセス　ソフィア

24日～  ドックのおもちゃびょういん（8:00～8:25）

バンピリーナとバンパイアかぞく

24日～  ドックはおもちゃドクター（8:25～8:50）

24日～  カズープ！

24日～  こひつじのティミー（9:45～10:00）
24日～  マペット・ベビー（9:30～9:45）

ミッキーマウス　クラブハウス

すすめ！　オクトノーツ

24日～  おさるのジョージ（10:00～10:25/10:25～10:50）

マイロ・マーフィーの法則

フィニアスとファーブ

うわさのツインズ　リブとマディ

怪奇ゾーン グラビティフォールズ

怪奇ゾーン　グラビティフォールズ

フィニアスとファーブ

やりすぎ配信！ビザードバーク　　16日～  いつだってベストフレンド

ティーン・スパイ Ｋ.Ｃ. 境界のＲＩＮＮＥ

悪魔バスター★スター・バタフライ

グッドラック・チャーリー

ハーレーはド真ん中　　6日～  やってないってば！

フィニアスとファーブ

ウェイバリー通りのウィザードたち　　7日～  ジェシー！

リロ アンド スティッチ　ザ・シリーズ

キム・ポッシブル　　18日～  ブンブン・タカコとブーブー・ヒューバート

Draemon

パグ・パグ・アドベンチャー

ミッキーマウスとロードレーサーズ

ディズニー365
ひつじのショーン

モラン
アバローのプリンセス　エレナ

ミッキーマウス！

ザ・ペンギンズｆｒｏｍマダガスカル

悪魔バスター★スター・バタフライ
8日～  マイリトルポニー ～トモダチは魔法～

ダックテイルズ
悪魔バスター★
スター・バタフライ

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

パグ・パグ・アドベンチャー

ちいさなプリンセス ソフィア

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

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

アンディ・マック

チャック・チャック

ジグとシャーコ

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

ミラキュラス　レディバグ＆シャノワール

アバローのプリンセス　エレナ

マイロ・マーフィーの法則

モンスター・ホテル・ザ・シリーズ　　29日～  ビックシティ・グリーン

モンスター・ホテル ザ・シリーズ

スティッチ！
モラン

13　㈭ くまのプーさん/完全保存版
14　㈮ くまのプーさん/クリストファー・ロビンを探せ！
15　㈯ ビバリーヒルズ・チワワ
16　㈰ ホーカス　ポーカス
17　㈪ ベビーシッター・アドベンチャー
18　㈫ インビジブル・シスター
19　㈬ アトランティス/帝国最後の謎（23:30～25:00）
20　㈭ ホーンテッド・マンション

　1　㈯ リロ＆スティッチ
　2　㈰ スティッチ！ザ・ムービー（20:30～21:45）
　7　㈮ ヘラクレス
　8　㈯ リロ＆スティッチ2
　9　㈰ リロイ＆スティッチ
14　㈮ アーロと少年

15　㈯ ベイマックス
21　㈮ ホーンテッドマンション
22　㈯ ひつじのショーン～バック・トゥ・ザ・ホーム～
23　㈰ 森のリトル・ギャング
28　㈮ ベイマックス
29　㈯ レミーのおいしいレストラン
30　㈰ フィニアスとファーブ/ザ・ムービー

　1　㈯ ひつじのショーン
　　　～バック・トゥ・ザ・ホーム～（15:30～17:15）
　2　㈰ シンデレラⅡ（13:00～14:15）、
　　 　　シンデレラⅢ/戻された時計の針（14:15～15:30）
　8　㈯ ふしぎの国のアリス（10:30～11:55）
　9　㈰ リトル・マーメイドⅢ/はじまりの物語

15　㈯ アーロと少年
16　㈰ ベイマックス
22　㈯ モンスター・ホテル（13:00～14:45）、
　　 　　モンスター・ホテル2（14:45～16:30）
23　㈰ おさるのジョージ3/ジャングルへ帰ろう（13:00～14:30）、
　　 　　おさるのジョージ/おばけ伝説のなぞ（14:30～15:30）
29　㈯ ベイマックス
30　㈰ レミーのおいしいレストラン



※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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～4日 タイムボカン24　　5日～ おそ松くん<HDリマスター版>　　※20日 こちら葛飾区亀有公園前派出所

忍者ハットリくん

FAIRY TAIL

ののちゃん

FAIRY TAIL

～3日 メジャー 第5シリーズ　　4日～ メジャー 第6シリーズ

～26日 斉木楠雄のΨ難(第2期)　　27日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所

～3日 夏目友人帳 ※3日のみ（0：00～0：30pm）　　3～11日  続 夏目友人帳
12～20日  夏目友人帳 参 ※20日のみ（0：00～0：30pm）　　20～28日  夏目友人帳 肆

～4日 「進撃の巨人」 オリジナルマスター版　※4日 ルパン三世 PARTⅢ（1：30～2：00am）　5～12日 進撃の巨人 Season 2
13日～ ・TIGER & BUNNY（1：00～1：30am）　・カウボーイビバップ <HDリマスター>（1：30～2：00am）

～23日 シティーハンター <HDリマスター>
※23・30日 こちら葛飾区亀有公園前

派出所（2：30～3：30am）
30日 ルパン三世(PART1)
　　（2：00～2：30am）

「進撃の巨人」
オリジナルマスター版

ルパン三世PART
※23日 ・夏目友人帳 参（5：00～5：30am）
　　　 ・夏目友人帳 肆（5：30～6：00am）

～13日 黒子のバスケ　　14日～ 名探偵コナン

～5日 君に届け ※5日のみ（11：00～11：30am）　　5～13日 君に届け 2ND SEASON
14～21日 つり球　　24日～ ボールルームへようこそ

NARUTO-ナルト-〈HDリマスター〉

～13日 ワールドトリガー　　※13日 忍者ハットリくん（2：30～3：00pm）
14～21日 もやしもん ※21日のみ（2：00～2：30pm）　　21～28日 もやしもん リターンズ

5日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所

5日～ 七つの大罪

～7日 名探偵コナン　 ※7日 ちびまる子ちゃん（3：30～4：00pm）　 10日～ らんま1/2 デジタルリマスター版

3日～ メジャー 第6シリーズ

ドラゴンボール改

～13日 黒子のバスケ　　14日～ 機動戦士ガンダム <HDリマスター>　　※19日 名探偵コナン

ドラゴンボール改

シティーハンター 〈HDリマスター〉 

～12日 ワールドトリガー　　※12日 こちら葛飾区亀有公園前派出所（2：30～3：00am）　　13日～ ベルセルク

～12日 食戟のソーマ 弐ノ皿　　13日～ 食戟のソーマ 餐ノ皿

～10日 続 夏目友人帳　　11～18日 夏目友人帳 参　　20～27日 夏目友人帳 肆　　28日～ 夏目友人帳 伍

～13日 ルパン三世PARTⅢ　　14日～ 機動戦士ガンダム <HDリマスター>

～26日 斉木楠雄のΨ難(第2期)　　27・28日 名探偵コナン

～4日 君に届け ※4日のみ（8：00～8：30pm）　　4～12日 君に届け 2ND SEASON
13～20日 つり球　　21日～ ボールルームへようこそ

～10日 続 夏目友人帳　　11～19日 夏目友人帳 参 ※19日のみ（9：00～9：30pm）
19～27日 夏目友人帳 肆　　28日～ 夏目友人帳 伍

NARUTO-ナルト- 〈HDリマスター〉

3日～ ムヒョとロージーの
魔法律相談事務所

3日～ ムヒョとロージーの
魔法律相談事務所

僕のヒーローアカデミア 名探偵コナン

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

ぼのぼの（6：00～6：08am）

名探偵コナン

1日～ 夏目友人帳

キャプテン翼

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

～23日 斉木楠雄のΨ難(第2期) 
30日～ キテレツ大百科 <リマスター版>

ドラゴンボール改

メジャー 第4シリーズ

ルパン三世（PART1）

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

金田一少年の事件簿R
(リターンズ)

機動戦士ガンダム
〈HDリマスター〉

　　 ～1日 頭文字[イニシャル]Ｄ
　　　　  <HDリマスター> 
　　　    ※1日のみ（10：00～11：00pm）
1日～29日 頭文字[イニシャル]Ｄ
　　　　  Second Stage
　　　　  <HDリマスター>

～8日 NARUTO-ナルト-
　　 <HDリマスター>
※8日 名探偵コナン
　　　（4：30～5：30pm） 
15日～ BORUTO-ボルト-
　　　 NARUTO 　　　　　　　
　　　  NEXT GENERATIONS

 Dr.スランプ
アラレちゃん

FAIRY TAIL

～29日 ワールドトリガー 
※29日 名探偵コナン
（10：00～10：30am）

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

七つの大罪

～22日 黒子のバスケ 
29日～ 俺物語!!

キャプテン翼

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

2～30日 ルパン三世 PARTⅢ
※30日のみ（7：00～8：00pm）

ゲーム★マニアックス

1日  ジョジョの奇妙な冒険
ダイヤモンドは砕けない
一挙放送③ 第27～39話
（0：00～6：00am）

8日  おそ松さん
一挙放送① 第2～13話
（0：00～6：00am）

15日 おそ松さん
一挙放送② 第14～25話
（0：00～6：00am）

22日 おそ松さん 第2期 
一挙放送① 第1～13話
（0：00～6：00am）

29日 おそ松さん 第2期 
一挙放送② 第14～25話
（0：00～6：00am）

うちの3姉妹 4日～ キテレツ大百科
<リマスター版>

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

　2　日 DEATH NOTE リライト
幻視する神（11：00～1：25pm）

　9日 DEATH NOTE リライト2
Lを継ぐ者（11：00～0：45pm）

16日 名探偵コナン9月号
第609～612話（11：00～1：00pm）

23日 劇場版 黒子のバスケ
LAST GAME（11：00～0：45pm）

30日 名探偵コナンTVスペシャル
大阪ダブルミステリー 浪花剣士と太閤の城
（11：00～0：55pm）

鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST

2日 DEATH NOTE リライト
     幻視する神（11：00～1：25pm）
9日～ おそ松くん <HDリマスター版>

～23日 ジョジョの奇妙な冒険
　　　 ダイヤモンドは砕けない
　30日 ルパン三世 PARTⅢ（7：00～8：00pm）

2日 TVアニメ「ムヒョロジ」徹底解説辞典
　  ～ようこそ、魔法律の世界へ～
9日～ ムヒョとロージーの魔法律相談事務所

2日 TVアニメ「ムヒョロジ」
     徹底解説辞典 ～ようこそ、魔法律の世界へ～
9日～ ちびまる子ちゃん (第1期)

「進撃の巨人」
オリジナルマスター版

ブラッククローバー

ブラッククローバー

ねこねこ日本史（6：08～6：30am）
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）

ぼのぼの（10：30～10：38am）
ねこねこ日本史（10：38～11：00am）

　2　日 名探偵コナンTVスペシャル　　
殺人犯、工藤新一
名探偵コナンTVスペシャル
新一の正体に蘭の涙／本当に聞きたいコト
（8：00～10：30pm）

　9　日 名探偵コナン9月号
第609～612話（8：00～10：00pm）

16日 SOUND THEATRE × 夏目友人帳
～集い 音劇の章～（8：00～10：30pm）

23日 SOUND THEATRE × 夏目友人帳
～音劇の章 2018～（8：00～10：25pm）

30日 劇場版 頭文字[イニシャル]Ｄ Third Stage
　　 <HDリマスター> （8：00～10：00pm）

30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～
（10：00～11：00pm）

ちびまる子ちゃん ちびまる子ちゃん（第1期）

名探偵コナン

2日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 
9日～ おそ松くん <HDリマスター版>

～23日 小野下野のどこでもクエスト
30日 名探偵コナン（0：30～1：30am）

ちびまる子ちゃん(第1期)
※23日 名探偵コナン

2～30日 名探偵コナン
　　　※30日のみ（0：30～1：30am）

2日～ 深夜！天才バカボン

～30日 声優だって旅します
the 2nd

2～30日 こちら葛飾区亀有公園前派出所
23・30日（2：30～3：30am）

～4日 BORUTO-ボルト-
　　  NARUTO NEXT GENERATIONS
　　　 （4：00～5：00am）

※19日 名探偵コナン
　　　　　　（1：00～6：00am）



★＝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　 ＝セレクション放送

＝「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。選









イノベーション大国イスラエル
～ハイテク先進国から日本復活のカギを探る～（仮）

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～

　今年６月、無人探査機「はやぶさ2」が小惑星
「りゅうぐう」に到着しました。「やはぶさ2」をはじ
め、宇宙開発には様々な技術が詰め込まれていま
すが、日本を代表する文化の一つである“折り紙”も
宇宙航空科学やいくつかの科学分野で利用されて
いることをご存知でしょうか。誰もが一度は折った
経験があり、身近な
遊びの折り紙。その
技術的ポテンシャ
ルが世界的に注目
されています。１日
は、折り紙が持つ科
学分野での可能性
に迫ります。

ガリレオX

　日本人ドライバーや国産自動車メーカーの活
躍とともに、日本でも一大ブームを巻き起こした
自動車レースの最高峰「フォーミュラ・ワン
（F1）」。しかし、2008年のリーマンショック前後
から観客数が減少し、F1は衰退の一途を辿って
きました。
2017年１月

に米メディア大手のリバティメディアがF1事業
の経営権を所得し、スポーツブランドの再生に乗
り出しました。３日は、リバティメディアによる買
収後にF1の経営陣に加わったロス・ブラウン、
ショーン・ブラッチなどにその手の内を聞きます。

　誰もが知るIT企業が研究室を置き、そ
して数多くのスタートアップ企業が生まれ
るイスラエル。シリコンバレーレベルのＩＴ
集積地の開発が進み、人口一人あたりの
ベンチャー投資額は米国の倍以上といわ
れています。なぜ、国内市場が小さく天然
資源もないイスラエルが急成長を遂げた
のでしょうか。番組ではモービルアイ、スト
ア・ドットなど世界が注目する最先端企業
への取材や政府関係者へのインタビュー
を通じてイスラエル成長の核心に迫り、日
本が再び輝くためのカギを探ります。

●放送日時：毎週土曜 19：00～19：30 他
●放送日時：毎週月曜 20：30～21：00 他●放送日時：９月12日㈬ 21：30～22：25

クリープハイプクリープハイプクリープハイプクリープハイプクリープハイプ

V.I.P.―クリープハイプ―

クリープハイプ MUSIC VIDEO SPECIAL
見応え満点のクリープハイプのミュージッ
クビデオを60分たっぷりご堪能ください！

クリープハイプ LIVE SELECTION
独占映像を含むクリープハイプの熱狂のライブ特集！

スペースシャワーTV9月の最重要アー
ティスト「V.I.P.」はクリープハイプ！

尾崎世界観（Vo, G）、長谷川カオナシ
（B）、小川幸慈（G）、小泉拓（Dr）からな
る4人組バンド。2001年に3ピース・バ
ンドとして結成。2008年の尾崎のソロ・
ユニットを経て、2009年11月より現編
成へ移行し本格的に始動。2012年にメ
ジャー・デビューを果たす。以降、人気
CMソングに「憂、燦々」が起用されるな
ど話題を集め、2014年にキャリア初の
日本武道館公演を開催。2016年の『世
界観』までアルバム4枚を発表。2018年
5月に4年ぶりの日本武道館公演を開催。
同年9月26日にに5thアルバム「泣きた
くなるほど嬉しい日々に」をリリース。

クリープハイプが前作「世界観」以来およそ
2年ぶりとなるニューアルバム「泣きたくな
るほど嬉しい日々に」を9/26にリリース。尾
崎世界観（Vo/Gt）がレギュラー番組「スペ
シャのヨルジュウ」のコーナーVJを務める
など、彼らとゆかりの深いスペースシャワー
TVでは、今月彼らを総力特集！撮り下ろし
のオリジナル番組をはじめ、独占映像を含
むライブ特集やミュージックビデオ特集な
ど、様々な角度から彼らの魅力に迫ります！
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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　　 BIG HITS！

★スペシャベストセレクション　　 ★M COUNTDOWN

★BIG HITS！

★BIG HITS！
【K-POP】M COUNTDOWN

★歌える♪プレイバックヒッツ！

★歌える♪
プレイバックヒッツ！

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

放 送 休 止洋楽カウントダウン10 
他

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

【5時間】カロリー消費 
カラオケ特集

【5時間】歴代9月リリース 
ソング特集

SPACE SHOWER
COUNTDOWN 50
邦洋カウントダウン50

【5時間】モテカラオケ 
ソング特集

歴代9月リリースソング 
特集①～④

Perfume/ 
歌える♪プレイバック 

ヒッツ！
歌える♪プレイバック 
ヒッツ！

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

サザンオールスターズ
BIG HITS！ 
【5時間】人気アーティスト 

ライブ映像特集
ポール・マッカートニー 

マライア･キャリー / 
アリアナ・グランデ 

【5時間】学園祭に呼びたい 
夢のアーティスト特集

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

★

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

★BIG HITS！　　 チュートリアルの徳ダネ福キタル♪

★BIG HITS！

★BIG HITS！
他

PV特集 他

★BIG HITS！　　 ★SEVENTEEN

★BIG HITS！

★BIG HITS！

★スペシャのプレイリスト

タイムスリップ！
邦洋カウントダウン20

K-POPランキング

Perfume
KREVA
FM802 MEET THE WORLD 
BEAT 2018 ダイジェスト
クリープハイプ
BUCK-TICK
UVERworld
レキシ

欅坂46/乃木坂46
HY/
AIR JAM 2018 出演者
Perfume
AAA
SHISHAMO/
BIG HITS！

BUMP OF CHICKEN

RADWIMPS
SHISHAMO

くるり

クリープハイプ

UVERworld
SHISHAMO
未定
ASIAN KUNG-FU GENERATION

森山直太朗/HY
サザンオールスターズ
THE RAMPAGE 
 from EXILE TRIBE/
スキマスイッチ 
Perfume

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

★

★きゃりーぱみゅぱみゅの"なんだこれTV" 他 ★
モンスターロック

他

モンスターロック
他

★DMZ

★ スペシャの
 　 ヨルジュウ♪ 他

★スペシャのプレイリスト
サカナクション NFパンチ
最新洋楽情報

★ スペシャの
 プレイリスト 他

★オーラル・ジョブズ

★BIG HITS!
Suchmostyle

★INTERNATIONAL FLASH 他

★
洋楽カウントダウン10

　感謝の気持ちを伝えたい！ありがとうソング特集①～⑤
　人気アーティストライブ映像特集①～⑤

　カロリー消費カラオケ特集①～④
　モテカラオケソング特集①～④

ブラックファイル
Cornelius
DIR EN GREY

Perfume

きゃりーぱみゅぱみゅ

高橋 優

Perfume

プレイバック！スペシャ 夏の音楽まつり③⑥ プレイバック！スペシャ 夏の音楽まつり①②④⑤

チュートリアルの
徳ダネ福キタル♪

チュートリアルの
徳ダネ福キタル♪ 他

★ スペシャの
プレイリスト 他

★チュートリアルの
徳ダネ福キタル♪ 他

ドレイク
ブラックファイル
リアム・ギャラガー

DAX
MUSIC GOLD RUSH2
ブラックファイル

MUSIC GOLD RUSH2
チャットモンチー
DAX

Cornelius/ 
スペースシャワー列伝/ 
DMZ/ 
AIR JAM 2016 
 DOCUMENTARY/

Crossfaith 
水曜日のカンパネラ/ 
　DEAD POP FESTiVAL 

2018 DAY1/
　KREVA/sumika/ 
　THE BACK HORN×フレデリック/ 
　ネコフェス2018 
[ALEXANDROS]/ 
DEAD POP FESTiVAL  

2018 DAY2/
Cornelius/ 
ポール・マッカートニー 
水曜日のカンパネラ/
チャットモンチー/
SLS2018出演 
アーティスト特集 Day1～3

YUKI
サザン
　オールスターズ

Perfume/ 
モンスターロックSPECIAL 
京都大作戦2018 DAY2

MAN WITH A MISSION/
SOUND & VISION X Special Live/
ヤバイTシャツ屋さん/
DEAD POP FESTiVAL 2018 DAY1/
My Hair is Bad
DEAD POP FESTiVAL 2018 DAY2/
[ALEXANDROS]
RADWIMPS/
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
MISIA/★クリープハイプ/ 
SWEET LOVE  
SHOWER 2018 Day1

RADWIMPS/ 
UVERworld/ 
AIR JAM 2016 
DOCUMENTARY

椎名林檎/乃木坂46/
欅坂46/★TWICE/

未定

チャットモンチー/
Perfume

サザンオールスターズ/
BIG HITS！





3.10.17.24 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30

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　  第二次世界大戦の潜水艦２

世界の巨大工場５、
世界の巨大工場６

マーズ 火星移住計画、
宇宙の奇石

怪奇現象Ｘファイル、ナチス・ドイツの巨大建造物 独ソ戦、怪奇現象Ｘファイル 2

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の里親さがします～、動物界の意外なお友達 2、
未知なる深海への旅、アフリカ～驚くべき種の進化～

インフォメーション

あなたの知らない世界史２、死に直面した瞬間、クリッターカム：野生動物のカメラアングル、バ科学5

雑学サイエンス、ゴミを宝に！都会お宝ハンター

脳トリック、脳トリック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

魔術ドクター診療中、
びっくり！ギガ建造物、

黄河と長江 
いにしえの文化を訪ねて 3

検証：UFO事件の新事実
「アリゾナUFO誘拐事件」

「ケネディ宇宙センターとUFO」
「ジャングルに暮らす宇宙人」

「小さなエイリアン」/ロズウェルに堕ちた宇宙人

潜入！巨大空母アイゼンハワー 特別版
/世界の巨大工場「エイブラムス戦車」
/21世紀の最新鋭艦 特別版

/空母ロナルド・レーガンの最新構造
/アメリカ空軍 救難員日記～最後の戦い～（29日 ～16：00）

アメリカ
～国立公園を巡る旅～

第二次世界大戦の潜水艦２、
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 
独ソ戦、

黙示録：カラーで見る
ヴェルダンの戦い

UFO地球襲来の真実、
都市伝説

～超常現象を解明せよ！～

UFO：欧州未解決事件簿

ナチスに残る
都市伝説の真相

ワイルド・ベイビー！、バ科学3

世界の巨大工場５

潜入！日産GTR　誕生の裏側
→白州 ～森とウイスキーの物語～

→新　衝撃の瞬間
→スーパーカー大改造

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車５

→世界の巨大工場７

史上最悪の地球の歩き方６、タイタニックと米海軍極秘任務、ローマ沈没船の秘密、
タブー ～性なる秘密～、潜入！死刑の町、衝撃の瞬間～番外編～

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　→バ科学5

エクスプローラー
脳トリック 特別編：

気軽に試せる脳トレゲーム
→PHOTO ARK：動物の箱舟
→ジャーナリズム・アメリカ

スゴ腕どうぶつドクター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

シーザー・ミランの
愛犬レスキュー２

世界の巨大工場７

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車６

衝撃の瞬間４、衝撃の瞬間５

アンダーカバー・
エンジェル

マーズ 火星移住計画
→潜入！クリスタルの洞窟
→ジャーナリズム・アメリカ

密着！国境警備の戦い:
番外編

ナチス・ドイツの巨大建造物 2、
囚われし者たち～戦火の絆

ライバルが暴く
真実と秘密 第二次世界大戦の潜水艦黙示録：カラーで見る

第一次世界大戦

UFO：欧州未解決事件簿
「スコットランドの宇宙人」

「ムッソリーニと宇宙人」「ポルトガルの宇宙人」
「冷戦時代の宇宙人」「イタリアの宇宙人」

一攫千金！
カー・ストリッパーズ２

世界の巨大工場６
→クラッシュ！解体！
ポルシェの運命

ジーニアス：ピカソ

ロング・ロード・ホーム、
戦場の記録

密着！
ホルヘ・チャベス空港警察

独裁者のルール

タイタニック号
隠された火災、
死と意識の謎、

THE SS：ナチス親衛隊

ヒトラーの野望
～絶滅動物の復活計画～、
ナチス・ドイツの巨大建造物 

独ソ戦

豪華客船
コスタ・コンコルディアの悲劇、
南太平洋の島探検

ナチスのドラムビート作戦、
ベトナム戦争 英雄たちの絆、

カラーで見る
ノルマンディー上陸作戦

世界の巨大工場２

ヒトラーの極秘米軍収容所、
密着！国境警備の戦い:ドラッグの密輸現場、
密着！国境警備の戦い:命がけの突破、

潜入！暗黒産業

メーデー！１６：航空機事故の真実と真相、メーデー！：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　　特集：9.11（11日） 9.11:ペンタゴンの英雄たち

世界の巨大工場

戦場の記録、武器コレクター、チェーン・オブ・コマンド、
潜入！アフガンの米海兵隊基地、ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍巨大輸送機

野生動物
ビックリ映像集 2

魔術ドクター診療中「ホンコン、ヘビの血スープ」
/びっくり！ギガ建造物「世界最大の水力発電ダム」

/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#1 トン族 カムの人  々祭り」
「#2 トン族 カムの人  々葬儀」「#3 モンゴル族 死者との対話」

「#4 リス族 恋の歌」「#5 ナシ族 癒しのハーブ」「#6 ミャオ族 新年の祝い」

密着！ドバイ国際空港「第一関門：運用テスト」
「遅れを回避せよ」「一難去ってまた一難」

「ゲート表示切り替え大作戦」
「乗り遅れた乗客たち」

メーデー！15：
航空機事故の真実と真相、
元素の掟：ヒンデンブルク号と

水素の罠

ロシア：サンクト・ペテルブルグ、
スペイン：サグラダ・ファミリア、
ブラジル：アマゾンの熱帯雨林、

インドのタージマハル

野生に生きる２

万里の長城：神秘の旅
→地球最後の日を生きる

ジーニアス：ピカソ

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２
→カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

UFO：欧州未解決事件簿ジーニアス：世紀の天才
アインシュタイン

タブー ～性なる秘密～、
戦士たちの墓場

ジーニアス：ピカソ

第二次世界大戦の潜水艦２、
ベルグラーノ：

撃沈された戦艦の真実
（～ 翌5：00）

ジーニアス：ピカソ

ナチス・ドイツの
巨大建造物

メーデー！１４：
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

世界の巨大工場７、
カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２

クレイジー・ジャーナリスト:
マイケル・ウェアが見た世界

→アマゾンを行く
→躍動の青い惑星

ジーニアス：ピカソ

ナショジオ サンデー ストーリー
（2日）極秘軍事施設エリア51の真実　　　　 

/検証：UFO事件の新事実「ロズウェル事件」
/UFO地球襲来の真実「日本航空機が遭
遇した巨大UFO」

（9日）9.11と人々の声
/9.11 テンハウス消防署の記録
/NYPD緊急出動部隊～9.11の記憶

（16日）世界大自然紀行：アマゾン 
/世界大自然紀行：ガラパゴス
/世界大自然紀行：ナミビア

（23日）ノース・ブランチ刑務所：　　　　　　
　　　　ハイテク巨大施設の全貌
/脱獄への
/アルカトラズに秘められた謎

日本初放送番組 一挙放送
（30日）ロシアで最も苛酷な仕事　　　　　　

　　　　「命懸けのミッション」
/ロシアで最も苛酷な仕事「勇気ある挑戦」
/ロシアで最も苛酷な仕事「屈強な男たち」

メーデー！１５：
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

独裁者のルール、
ジャーナリズム・アメリカ

完璧な武器はどれだ！
ナチス・ドイツの巨大建造物 2、

囚われし者たち
～戦火の絆～

独裁者のルール

Ｘ-ファイル：
古代神秘の謎２

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車６

ジーニアス：ピカソ

独裁者のルール
→ジャーナリズム・アメリカ

世界の巨大工場２
→ザ・潜入！

サファリ・ブラザーズ: アフリカツアーの裏側、瞬殺の美学、最強のライオン軍団、ライオン ～ルワンダへの帰還、PHOTO ARK：動物の箱舟、
さすらいの若きトラ、イエネコ：野生の光、野生動物の楽園：イエローストーンの春、二匹の軌跡～ウンピョウが野生に帰るまで、ジーニアス：ピカソ、

躍動の青い惑星、アマゾンの巨大モンスター、幻の巨大魚を追え！　　特集：9.11（11日）ブッシュ元大統領が語る9.11

旅するシェフの仰天レシピ、食べものがたり、始皇帝陵の暴かれた真実、地下6400キロの旅 特別版、
無情の海域 ～沈みゆく真実を追う、史上最悪の地球の歩き方８、セックスの秘密、

ジャーナリズム・アメリカ、台湾から世界へ、潜入！台北の遺産保護

メーデー！１６：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！１２：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！９：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！１１：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！４：航空機事故の真実と真相

衝撃の瞬間６、衝撃の瞬間４、元素の掟：ヒンデンブルク号と水素の罠　　休止（19日 ～翌7：00）

ハイテクのルーツ２「航空母艦イラストリアス」
/びっくり！ギガ建造物「半年間潜り続ける潜水艦」

/解体！F-4ファントム戦闘機
/日本軍の極秘潜水艦

空の英雄たち「マルタ島のエース」
「翼を取り戻した撃墜王」

「アブロ・ランカスター爆撃機隊」
「赤い尾翼　レッド・テイルズ」
「ベトナムの大空中戦」

戦闘ヘリの限界に挑む！「タリバン vs 米海軍SEAL」
「アルゼンチン vs 英国特殊部隊SAS」

「ベトナム vs 米軍ヘリ部隊」
「イラク戦車 vs 最速ヘリ」

/ロング・ロード・ホーム「#1 戦争へ」

第二次世界大戦の潜水艦２「Uボート：終わりなき追跡」
「アプホルダー：枢軸国の輸送路を断て」
「ヴェンチャラー：カエサル作戦を阻止せよ」

「ソ連潜水艦：冷戦最大の危機」
/ロング・ロード・ホーム「#2 混沌」





04：00 それからの武蔵#7
05：00 それからの武蔵#8
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#27
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#113
08：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#17
09：15 インフォメーション
09：45 それからの武蔵#9
10：45 それからの武蔵#10
11：45 インフォメーション
12：15 もう一度ハッピーエンディング#2
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#28
15：15 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#18
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～#6
18：00 オレ様ロマンス～The ７th Love～#20
19：00 それからの武蔵#9
20：00 それからの武蔵#10
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#28
22：15 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#18
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#114
00：15 デザイナーベイビー
　　　～速水刑事、産休前の難事件～#7
01：15 オレ様ロマンス～The ７th Love～#21
02：15 インターローカルアワー
02：45 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#7

04：00 八百八町夢日記#33
05：00 剣客商売３#1
06：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#2
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#114
08：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#18
09：15 インフォメーション
09：45 八百八町夢日記#34（終）
10：45 剣客商売３#2
11：45 インフォメーション
12：15 もう一度ハッピーエンディング#3
14：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#3
15：15 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#19
16：30 インフォメーション
17：00 釣りバカ日誌 Season2
　　　　　   新米社員 浜崎伝助#4
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#11
19：00 八百八町夢日記#34（終）
20：00 剣客商売３#2
21：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#3
22：15 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#19
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#115
00：15 釣りバカ日誌 Season2
　　　　　   新米社員 浜崎伝助#5
01：15 プロポーズ大作戦 中国版#12
02：15 インターローカルアワー
02：45 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#8

04：00 右門捕物帖#43
05：00 右門捕物帖#44
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#26
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#112
08：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#16
09：15 インフォメーション
09：45 右門捕物帖#45
10：45 右門捕物帖#46
11：45 インフォメーション
12：15 だます女だまされる女３「危険な同窓会」
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#27
15：15 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#17
16：30 インフォメーション
17：00 インターローカルアワー
17：30 エンカメ#137
18：00 エンカメ#138
18：30 上田堪大・碕 理人・北川尚弥 
　　　　　 おでかけ! in 横浜 前編
19：00 右門捕物帖#45
20：00 右門捕物帖#46
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#27
22：15 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#17
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#113
00：15 あなただけ見えない#9
01：15 上田堪大・碕 理人・北川尚弥 
　　　　　 おでかけ! in 横浜 後編
01：45 ＴＡＸＭＥＮ#10
02：15 インターローカルアワー
02：45 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#6

04：00 旋風少女２（原題）#9
04：50 旋風少女２（原題）#10
05：40 旋風少女２（原題）#11
06：30 インターローカルアワー
07：30 大江戸捜査網#646
08：30 大江戸捜査網#647
09：30 大江戸捜査網#648
10：30 大江戸捜査網#649
11：30 大江戸捜査網#650
12：30 インフォメーション
13：00 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ#10
14：00 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ#11
15：00 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ#12
16：00 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ#13
17：00 インターローカルアワー
18：00 松本清張「駅路」
20：00 松本清張「指」
22：00 松本清張「脊梁」
00：00 ショー!K-POPの中心#142
01：15 韓チャン！#83
01：30 ヒーロー#1
02：45 ヒーロー#2

04：00 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#19
04：40 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#20
05：20 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#21
06：00 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#22
06：53 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#23
07：45 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#24
08：40 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#25
09：35 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#26
10：30 インフォメーション
11：00 ショー!K-POPの中心#141
12：15 食べドラ２ 第１回「ＧＴＯ」反町隆史主演
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#20
15：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#21
16：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#22
17：00 鬼平犯科帳第１シリーズ#23
18：00 松本清張「山峡の章」
20：00 イ・ジュンギ最新作：JG ISLAND#6（終）
20：30 ヒーロー#16（終）
22：00 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#108
22：45 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#109
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#110
00：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#111
01：00 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#112
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 松本清張「書道教授」

04：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#2
05：40 翔べ！必殺うらごろし#11
06：30 ランジェリー少女時代（原題）#2
07：35 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#121
08：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#35
09：25 インフォメーション
09：55 鬼平犯科帳第２シリーズ#3
10：45 翔べ！必殺うらごろし#12
11：45 インフォメーション
12：15 だます女だまされる女４
　　　「年金をはたいて愛を買う老人の孤独」
14：00 ランジェリー少女時代（原題）#3
15：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#36
16：30 インフォメーション
17：00 熱中時代・刑事編#18
18：00 俺旅。シーズン４#4
18：30 エンカメ#144
19：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#3
20：00 翔べ！必殺うらごろし#12
21：00 ランジェリー少女時代（原題）#3
22：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#36
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#122（終）
00：15 熱中時代・刑事編#19
01：15 エンカメ#145
01：45 俺旅。シーズン４#5
02：15 インターローカルアワー
02：45 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#15

04：00 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#35
04：41 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#36
05：21 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#37
06：02 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#38
06：56 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#39
07：50 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#40
08：45 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#41
09：37 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#42
10：30 インフォメーション
11：00 ショー!K-POPの中心#143
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#24
14：50 鬼平犯科帳第１シリーズ#25
15：40 鬼平犯科帳第１シリーズ#26（終）
16：55 鬼平犯科帳第２シリーズ#1
18：15 松本清張「葦の浮船」
20：20 松本清張「高台の家」
22：00 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#118
22：45 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#119
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#120
00：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#121
01：00 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#122（終）
01：45 食べドラ 第４回「華麗なるスパイス」
02：00 松本清張「山峡の章」

04：00 隠密・奥の細道#16
05：00 必殺仕事人Ⅴ#25
06：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#5
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#120
08：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#34
09：15 インフォメーション
09：45 隠密・奥の細道#17
10：45 必殺仕事人Ⅴ#26（終）
11：45 インフォメーション
12：15 もう一度ハッピーエンディング#7
14：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#6
15：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#35
16：30 インフォメーション
17：00 心がポキッとね#10（終）
18：00 華麗なるスパイス#18
19：00 隠密・奥の細道#17
20：00 必殺仕事人Ⅴ#26（終）
21：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#6
22：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#35
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#121
00：15 殺しの女王蜂#1
01：15 華麗なるスパイス#19
02：15 インターローカルアワー
02：45 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#14

04：00 八百八町夢日記#34（終）
05：00 剣客商売３#2
06：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#4
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#119
08：00 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#1
09：15 インフォメーション
09：45 八百八町夢日記２#1
10：45 剣客商売３#3
11：45 インフォメーション
12：15 もう一度ハッピーエンディング#6
14：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#5
15：15 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#2
16：30 インフォメーション
17：00 釣りバカ日誌 Season2
　　　　　   新米社員 浜崎伝助#5
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#12
19：00 八百八町夢日記２#1
20：00 剣客商売３#3
21：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#5
22：15 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#2
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#120
00：15 釣りバカ日誌 Season2
　　　　　   新米社員 浜崎伝助#6
01：15 プロポーズ大作戦 中国版#13
02：15 インターローカルアワー
02：45 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#13

04：00 それからの武蔵#9
05：00 それからの武蔵#10
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#29
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#118
08：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#20（終）
09：15 インフォメーション
09：45 それからの武蔵#11
10：45 それからの武蔵#12
11：45 インフォメーション
12：15 もう一度ハッピーエンディング#5
13：45 韓チャン！#83
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#30
15：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第１章#1
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～#7
18：00 オレ様ロマンス～The ７th Love～#21
19：00 それからの武蔵#11
20：00 それからの武蔵#12
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#30
22：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第１章#1
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#119
00：15 デザイナーベイビー
　　　～速水刑事、産休前の難事件～#8（終）
01：15 オレ様ロマンス～The ７th Love～#22
02：15 インターローカルアワー
02：45 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#12

04：00 右門捕物帖#49
05：00 右門捕物帖#50
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#32
07：15 前世の敵～愛して許して～#5
08：00 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#5
09：15 インフォメーション
09：45 右門捕物帖#51（終）
10：45 痛快！三匹のご隠居#1
11：45 インフォメーション
12：15 だます女だまされる女６
　　　「耳飾り〝月の雫〟は母の涙」
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#33
15：15 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#6
16：30 インフォメーション
17：00 あなただけ見えない#11（終）
18：00 テリー伊藤の世界のタビセツ【佐藤永典出演回】#1
18：30 ＴＡＸＭＥＮ#12（終）
19：00 右門捕物帖#51（終）
20：00 痛快！三匹のご隠居#1
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#33
22：15 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#6
23：30 前世の敵～愛して許して～#6
00：15 もう涙は見せない#1
01：15 テリー伊藤の世界のタビセツ【佐藤永典出演回】#2
01：45 テリー伊藤の世界のタビセツ【佐藤永典出演回】#3
02：15 インターローカルアワー
02：45 ヒーロー#4

04：00 それからの武蔵#13（終）
05：00 松本清張ミステリー時代劇 第一話「流人騒ぎ」
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#33
07：15 前世の敵～愛して許して～#6
08：00 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#6
09：15 インフォメーション
09：45 松本清張ミステリー時代劇 第二話「七種粥」
10：45 松本清張ミステリー時代劇 第三話「役者絵」
11：45 インフォメーション
12：15 もう一度ハッピーエンディング#11
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#34
15：15 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#7
16：30 インフォメーション
17：00 農家のヨメになりたい#2
18：00 オレ様ロマンス～The ７th Love～#23
19：00 松本清張ミステリー時代劇 第二話「七種粥」
20：00 松本清張ミステリー時代劇 第三話「役者絵」
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#34
22：10 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#7
23：20 前世の敵～愛して許して～#7
00：00～ 全停波

04：00 旋風少女２（原題）#18
04：50 旋風少女２（原題）#19
05：40 旋風少女２（原題）#20
06：30 インターローカルアワー
07：30 大江戸捜査網#661
08：30 大江戸捜査網#662
09：30 大江戸捜査網#663
10：30 大江戸捜査網#664
11：30 大江戸捜査網#665
12：30 インフォメーション
13：00 虹子の冒険#3
14：00 虹子の冒険#4
15：00 虹子の冒険#5
16：00 虹子の冒険#6
17：00 インターローカルアワー
18：00 松本清張「かげろう絵図」
19：55 松本清張「葦の浮船」
22：00 松本清張「高台の家」
00：00 ショー!K-POPの中心#145
01：15 韓チャン！#84
01：30 ヒーロー#7
02：45 ヒーロー#8

04：00 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#43
04：40 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#44
05：20 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#45
06：00 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#46
06：54 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#47
07：48 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#48
08：41 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#49
09：36 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#50
10：30 インフォメーション
11：00 ショー!K-POPの中心#144
12：15 食べドラ２ 第１回「ＧＴＯ」反町隆史主演
12：30 インターローカルアワー
14：00 剣客商売２#7
15：00 剣客商売２#8
15：50 剣客商売２#9
16：40 剣客商売２#10
17：30 松本清張「霧の旗」
19：35 松本清張「殺人行おくのほそ道」
22：00 前世の敵～愛して許して～#1
22：45 前世の敵～愛して許して～#2
23：30 前世の敵～愛して許して～#3
00：15 前世の敵～愛して許して～#4
01：00 前世の敵～愛して許して～#5
01：45 食べドラ 第３回「熱中時代・刑事編」
02：00 松本清張「断線」

04：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#3
05：00 翔べ！必殺うらごろし#12
06：00 ランジェリー少女時代（原題）#3
07：15 前世の敵～愛して許して～#4
08：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#37
09：15 インフォメーション
09：45 鬼平犯科帳第２シリーズ#4
10：45 翔べ！必殺うらごろし#13
11：45 インフォメーション
12：15 だます女だまされる女５
　　　「四つ葉のクローバーは不幸の告知」
14：00 ランジェリー少女時代（原題）#4
15：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#38
16：30 インフォメーション
17：00 熱中時代・刑事編#19
18：00 俺旅。シーズン４#5
18：30 エンカメ#145
19：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#4
20：00 翔べ！必殺うらごろし#13
21：00 ランジェリー少女時代（原題）#4
22：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#38
23：30 前世の敵～愛して許して～#5
00：15 熱中時代・刑事編#20
01：15 エンカメ#146
01：45 俺旅。シーズン４#6
02：15 インターローカルアワー
02：45 ヒーロー#3



04：00 隠密・奥の細道#15
05：00 必殺仕事人Ⅴ#24
06：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#3
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#115
08：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#32
09：15 インフォメーション
09：45 隠密・奥の細道#16
10：45 必殺仕事人Ⅴ#25
11：45 インフォメーション
12：15 もう一度ハッピーエンディング#4
13：45 韓流スタージャックＳ★ジェホ 後編
14：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#4
15：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#33
16：30 インフォメーション
17：00 心がポキッとね#9
18：00 華麗なるスパイス#17
19：00 隠密・奥の細道#16
20：00 必殺仕事人Ⅴ#25
21：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#4
22：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#33
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#116
00：15 心がポキッとね#10（終）
01：15 華麗なるスパイス#18
02：15 インターローカルアワー
02：45 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#9

04：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#1
05：15 翔べ！必殺うらごろし#10
06：05 ランジェリー少女時代（原題）#1
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#116
08：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#33
09：15 インフォメーション
09：45 鬼平犯科帳第２シリーズ#2
11：25 翔べ！必殺うらごろし#11
12：15 インフォメーション
12：45 だます女だまされる女３「危険な同窓会」
14：20 ランジェリー少女時代（原題）#2
15：25 今日、妻やめます～偽りの家族～#34
16：35 インフォメーション
17：05 熱中時代・刑事編#17
18：00 俺旅。シーズン４#3
18：30 エンカメ#143
19：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#2
20：40 翔べ！必殺うらごろし#11
21：30 ランジェリー少女時代（原題）#2
22：35 今日、妻やめます～偽りの家族～#34
23：45 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#117
00：25 熱中時代・刑事編#18
01：15 エンカメ#144
01：45 俺旅。シーズン４#4
02：15 インターローカルアワー
02：45 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#10

04：00 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#27
04：40 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#28
05：20 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#29
06：01 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#30
06：54 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#31
07：47 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#32
08：41 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#33
09：35 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#34
10：30 インフォメーション
11：00 ショー!K-POPの中心#142
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２#7
15：00 剣客商売２#8
15：50 剣客商売２#9
16：40 剣客商売２#10
17：30 松本清張「殺人行おくのほそ道」
19：55 松本清張「霧の旗」
22：00 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#113
22：45 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#114
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#115
00：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#116
01：00 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#117
01：45 食べドラ２ 第１回「ＧＴＯ」反町隆史主演
02：00 松本清張「坂道の家」

04：00 旋風少女２（原題）#12
04：50 旋風少女２（原題）#13
05：40 旋風少女２（原題）#14
06：30 インターローカルアワー
07：30 大江戸捜査網#651
08：30 大江戸捜査網#652
09：30 大江戸捜査網#653
10：30 大江戸捜査網#654
11：30 大江戸捜査網#655
12：30 インフォメーション
13：00 赤かぶ検事奮戦記Ⅲ#14(終)
14：00 時をかける少女#1
15：00 時をかける少女#2
16：00 時をかける少女#3
17：00 インターローカルアワー
18：00 松本清張「知られざる動機」
19：45 松本清張「断線」
21：45 松本清張「かげろう絵図」
23：45 韓チャン！#83
00：00 ショー!K-POPの中心#143
01：15 韓流スタージャックＳ★ジェホ 後編
01：30 ヒーロー#3
02：45 ヒーロー#4

04：00 右門捕物帖#45
05：00 右門捕物帖#46
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#28
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#117
08：00 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#19
09：15 インフォメーション
09：45 右門捕物帖#47
10：45 右門捕物帖#48
11：45 インフォメーション
12：15 だます女だまされる女４
　　　「年金をはたいて愛を買う老人の孤独」
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#29
15：15 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#20（終）
16：30 インフォメーション
17：00 あなただけ見えない#9
18：00 多和田秀弥・木村達成
　　　　　 おでかけ! in 鎌倉 前編
18：30 ＴＡＸＭＥＮ#10
19：00 右門捕物帖#47
20：00 右門捕物帖#48
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#29
22：15 青い海の伝説（ディレクターズカット版）#20（終）
23：30 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#118
00：15 あなただけ見えない#10
01：15 多和田秀弥・木村達成
　　　　　 おでかけ! in 鎌倉 後編
01：45 ＴＡＸＭＥＮ#11
02：15 インターローカルアワー
02：45 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#11

04：00 旋風少女２（原題）#15
04：50 旋風少女２（原題）#16
05：40 旋風少女２（原題）#17
06：30 インターローカルアワー
07：30 大江戸捜査網#656
08：30 大江戸捜査網#657
09：30 大江戸捜査網#658
10：30 大江戸捜査網#659
11：30 大江戸捜査網#660
12：30 インフォメーション
13：00 時をかける少女#4
14：00 時をかける少女#5（終）
15：00 虹子の冒険#1
16：00 虹子の冒険#2
17：00 インターローカルアワー
18：00 松本清張「脊梁」
20：00 松本清張「駅路」
22：00 松本清張「指」
00：00 ショー!K-POPの中心#144
01：15 韓流スタージャックＳ★ジェホ 後編
01：30 ヒーロー#5
02：45 ヒーロー#6

04：00 右門捕物帖#47
05：00 右門捕物帖#48
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#30
07：15 帰ってきたポク・ダンジ（原題）#122（終）
08：00 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#2
09：15 インフォメーション
09：45 右門捕物帖#49
10：45 右門捕物帖#50
11：45 インフォメーション
12：15 だます女だまされる女５
　　　「四つ葉のクローバーは不幸の告知」
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#31
15：15 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#3
16：30 インフォメーション
17：00 あなただけ見えない#10
18：00 佐伯大地・有澤樟太郎
　　　　　 おでかけ! in 熱海 前編
18：30 ＴＡＸＭＥＮ#11
19：00 右門捕物帖#49
20：00 右門捕物帖#50
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#31
22：15 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#3
23：30 前世の敵～愛して許して～#1
00：15 あなただけ見えない#11（終）
01：15 佐伯大地・有澤樟太郎
　　　　　 おでかけ! in 熱海 後編
01：45 ＴＡＸＭＥＮ#12（終）
02：15 インターローカルアワー
02：45 僕は彼女に絶対服従～カッとナム・ジョンギ～#16（終）

04：00 それからの武蔵#11
05：00 それからの武蔵#12
06：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#31
07：15 前世の敵～愛して許して～#1
08：00 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#3
09：15 インフォメーション
09：45 それからの武蔵#13（終）
10：45 松本清張ミステリー時代劇 第一話「流人騒ぎ」
11：45 インフォメーション
12：15 もう一度ハッピーエンディング#8
14：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#32
15：15 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#4
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～#8（終）
18：00 オレ様ロマンス～The ７th Love～#22
19：00 それからの武蔵#13（終）
20：00 松本清張ミステリー時代劇 第一話「流人騒ぎ」
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#32
22：15 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#4
23：30 前世の敵～愛して許して～#2
00：15 農家のヨメになりたい#1
01：15 オレ様ロマンス～The ７th Love～#23
02：15 インターローカルアワー
02：45 ヒーロー#1

04：00 八百八町夢日記２#1
05：00 剣客商売３#3
06：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#6
07：15 前世の敵～愛して許して～#2
08：00 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#4
09：15 インフォメーション
09：45 八百八町夢日記２#2
10：45 剣客商売３#4
11：45 インフォメーション
12：15 もう一度ハッピーエンディング#9
13：45 韓チャン！#84
14：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#7
15：15 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#5
16：30 インフォメーション
17：00 釣りバカ日誌 Season2
　　　　　   新米社員 浜崎伝助#6
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#13
19：00 八百八町夢日記２#2
20：00 剣客商売３#4
21：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#7
22：15 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#5
23：30 前世の敵～愛して許して～#3
00：10 釣りバカ日誌 Season2
　　　　　   新米社員 浜崎伝助#7
01：00～ 全停波

04：00～ 全停波

07：00 韓流スタージャックＳ★ジェホ 後編
07：15 前世の敵～愛して許して～#3
08：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#36
09：15 インフォメーション
09：45 隠密・奥の細道#18
10：45 必殺仕事人Ⅴ　激闘編#1
11：45 インフォメーション
12：15 もう一度ハッピーエンディング#10
14：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#8
15：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#37
16：30 インフォメーション
17：00 殺しの女王蜂#2
18：00 華麗なるスパイス#19
19：00 隠密・奥の細道#18
20：00 必殺仕事人Ⅴ　激闘編#1
21：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#8
22：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#37
23：30 前世の敵～愛して許して～#4
00：15 殺しの女王蜂#3
01：15 華麗なるスパイス#20
02：15 インターローカルアワー
02：45 ヒーロー#2

04：00～ 全停波
06：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#8
07：15 前世の敵～愛して許して～#7
08：00 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　  ～青春時代～第１章#7
09：15 インフォメーション
09：45 八百八町夢日記２#3
10：45 剣客商売３#5（終）
11：45 インフォメーション
12：15 もう一度ハッピーエンディング#12
14：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#9
15：15 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#8
16：30 インフォメーション
17：00 釣りバカ日誌 Season2
　　　　　   新米社員 浜崎伝助#7
18：00 テリー伊藤の世界のタビセツ
　　　　　　【佐藤永典出演回】#4（終）
18：30 インターローカルアワー
19：00 八百八町夢日記２#3
20：00 剣客商売３#5（終）
21：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#9
22：05 恋のドキドキ♡シェアハウス
　　　　　　  ～青春時代～第１章#8
23：15 前世の敵～愛して許して～#8
23：55 釣りバカ日誌 Season2
　　　　新米社員 浜崎伝助#8（終）
01：25 プロポーズ大作戦 中国版#14
02：15 インターローカルアワー
02：45 ヒーロー#5

04：00 隠密・奥の細道#18
05：00 必殺仕事人Ⅴ　激闘編#1
06：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#9
07：15 前世の敵～愛して許して～#8
08：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#38
09：15 インフォメーション
09：45 隠密・奥の細道#19
10：45 必殺仕事人Ⅴ　激闘編#2
11：45 インフォメーション
12：15 もう一度ハッピーエンディング#13
13：45 韓チャン！#84
14：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#10
15：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#39
16：30 インフォメーション
17：00 殺しの女王蜂#4
18：00 華麗なるスパイス#20
19：00 隠密・奥の細道#19
20：00 必殺仕事人Ⅴ　激闘編#2
21：00 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#10
22：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#39
23：30 前世の敵～愛して許して～#9
00：15 殺しの女王蜂#5
01：15 華麗なるスパイス#21
02：15 インターローカルアワー
02：45 ヒーロー#6

04：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#4
05：00 翔べ！必殺うらごろし#13
06：00 ランジェリー少女時代（原題）#4
07：15 前世の敵～愛して許して～#9
08：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#39
09：15 インフォメーション
09：45 鬼平犯科帳第２シリーズ#5
10：45 翔べ！必殺うらごろし#14
11：45 インフォメーション
12：15 だます女だまされる女６
　　　「耳飾り〝月の雫〟は母の涙」
14：00 ランジェリー少女時代（原題）#5
15：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#40
16：30 インフォメーション
17：00 熱中時代・刑事編#20
18：00 俺旅。シーズン４#6
18：30 エンカメ#146
19：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#5
20：00 翔べ！必殺うらごろし#14
21：00 ランジェリー少女時代（原題）#5
22：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#40
23：30 前世の敵～愛して許して～#10
00：15 熱中時代・刑事編#21
01：15 エンカメ#147
01：45 俺旅。シーズン４#7
02：15 インターローカルアワー
02：45 ヒーロー#7

04：00 池波正太郎時代劇 光と影
　　　　　 第一話「運の矢」
05：00 池波正太郎時代劇 光と影
　　　　　 第二話「武家の恥」
06：00 池波正太郎時代劇 光と影
　　　　　 第三話「あほうがらす」
07：00 池波正太郎時代劇 光と影
　　　　　 第四話「二宮尊徳 秘話」
08：00 インフォメーション
08：30 剣客商売５#1
09：25 剣客商売５#2
10：30 剣客商売５#3
11：25 剣客商売５#4
12：30 インターローカルアワー
14：00 食べドラ 第５回「剣客商売」
14：15 食べドラ 第１回「鬼平犯科帳」
14：30 鬼平犯科帳第８シリーズ#1
16：00 鬼平犯科帳第８シリーズ#2
16：55 鬼平犯科帳第８シリーズ#3
18：00 鬼平犯科帳第８シリーズ#4
18：55 鬼平犯科帳第８シリーズ#5
20：00 剣客商売スペシャル 助太刀
21：55 剣客商売スペシャル 母と娘と
23：50 剣客商売スペシャル 決闘・高田の馬場
01：30 池波正太郎時代劇 光と影
　　　　　 第五話「女剣 妙音記」
02：20 池波正太郎時代劇 光と影
　　　　　 第六話「断金の友」
03：10 池波正太郎時代劇 光と影
　　　　　 第七話「狐と馬」

04：00 池波正太郎時代劇 光と影
　　　　   第八話「医者と毒薬」
05：00 池波正太郎時代劇 光と影
　　　　   第九話「おっ母、すまねえ」
06：00 食べドラ 第６回
　　　「釣りバカ日誌 Season2 新米社員 浜崎伝助」
06：15 食べドラ２ 第１回「ＧＴＯ」反町隆史主演
06：30 インターローカルアワー
07：30 池波正太郎時代劇 光と影
　　　　   第十話「谷中・首ふり坂」
08：30 剣客商売５#5
09：25 剣客商売５#6
10：30 剣客商売５#7
11：25 剣客商売５#8
12：30 剣客商売５#9
13：25 剣客商売５#10（終）
14：30 鬼平犯科帳第８シリーズ#6
15：35 鬼平犯科帳第８シリーズ#7
16：30 インフォメーション
17：00 インターローカルアワー
18：00 鬼平犯科帳第８シリーズ#8
19：05 鬼平犯科帳第８シリーズ#9（終）
21：00 剣客商売スペシャル 女用心棒
22：50 剣客商売スペシャル 春の嵐
00：35 剣客商売スペシャル 道場破り
02：20 池波正太郎時代劇 光と影
　　　　   第十一話「恋文」
03：10 池波正太郎時代劇 光と影
　　　　   第十二話「仇討ち夢中男」
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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3

Empire 成功の代償 シーズン4　
11日 NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン9
18日 (9:00～12:00) 第70回エミー賞
　　　　　　  授賞式【生放送】
25日 TRUST

Empire 成功の代償
シーズン4

10日 NCIS:LA～極秘潜入捜査班
　　　　　　　　　　　　　シーズン9
24日 (13:55～) TRUST

4日 9-1-1：LA救命最前線　
 (～21:50) 

祝20周年特番
昔も今もゼッタイFOX！ (～22:00)　
レジデント 型破りな天才研修医
11日～ レジデント

型破りな天才研修医

STAR 夢の代償 シーズン2　
11日～ NCIS:LA ～極秘潜入
　　　捜査班 シーズン9
25日 TRUST

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3

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　
10日 HAWAII FIVE-0 シーズン1
17日 レジデント 型破りな天才研修医

24日 TRUST (～5:05)

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
30日 NCIS ～ネイビー
　  犯罪捜査班 シーズン15(～8:00)
2日 (7:50～) 祝20周年特番
　　　　　 昔も今もゼッタイFOX！
16日 シンプソンズ シーズン27

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

アメリカズ・ネクスト・
トップ・モデル シーズン24
13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
27日 リゾーリ＆アイルズ

シーズン6

LAW&ORDER： 
性犯罪特捜班 シーズン19
27日 リゾーリ＆アイルズ     

シーズン6

9-1-1：LA救命最前線
 11日～ レジデント　　　　
　　型破りな天才研修医

LAW&ORDER： 
性犯罪特捜班 シーズン19
29日 BONES シーズン11　

9-1-1：LA救命最前線

NCIS:LA
～極秘潜入捜査班 シーズン9

20日 休止 (～7:00)

インフォメーション

インフォメーション　　　21日, 28日 フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン３（～15:55)

インフォメーション

NCIS：LA
～極秘潜入捜査班
シーズン9

NCIS:LA
～極秘潜入捜査班
シーズン9

NCIS:LA
～極秘潜入捜査班 シーズン9
17日～ フィアー・ザ・ウォーキング・

デッド シーズン3　　

(19日 4:15～5:10)

LAW&ORDER： 
性犯罪特捜班 シーズン19

9-1-1：
LA救命最前線

11日～ (18日 4:05～) レジデント
型破りな天才研修医

レジデント
型破りな天才研修医

9日～ レジデント 型破りな天才研修医
16日 インフォメーション(～10:00)
第70回 エミー賞ノミネート作品特集！
　　　　　　　　　　　　　　全話一挙放送
16日 (10:00～22:00) HOMELANDシーズン7

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン9
15日 インフォメーション(～10:00)
第70回エミー賞ノミネート作品特集！
　　　　　　　　　　　　　　全話一挙放送
15日 (10:00～21:00)
　　アメリカン・ホラー・ストーリー：カルト

BONES シーズン11

レジデント
型破りな天才研修医

9-1-1：LA救命最前線　
8日～ レジデント
型破りな天才研修医

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9

レジデント
型破りな天才研修医

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

インフォメーション

HAWAII FIVE-0 シーズン1 (19日 ～6:05)
24日～ HAWAII FIVE-0 シーズン2

21日，28日 フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン3

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン18

フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン3

25日～ LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン19

NCIS×NCIS: ニューオーリンズ 追跡の2時間スペシャル
17日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン14
18日 NCIS: ニューオーリンズ シーズン3

4日～ ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊　　18日 シンプソンズ シーズン27(～8:00)　　第70回エミー賞 授賞式【レッドカーペット】(～9:00)
24日 フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン3　　25日～ BONES シーズン11(25日 ～8:25)

24日～ 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18

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン18
24日～ LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン19

ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊
21日～ BONES シーズン11　　　25日 フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン3

HAWAII FIVE-0 シーズン1
第70回エミー賞ノミネート作品特集！全話先行一挙放送　　17日 アトランタ: 略奪の季節(～15:55)

21日～ HAWAII FIVE-0 シーズン2

3日(22:50～), 17日(22:45～), 
24日(21:45～22:00)
祝20周年特番

昔も今もゼッタイFOX！

26日  リゾーリ＆アイルズ
シーズン6 (～22:45)
祝20周年特番

昔も今もゼッタイFOX！

14・21日 NCIS ～ネイビー犯罪
捜査班 シーズン15

28日 TRUST

Empire 成功の代償 シーズン4

14日 ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊
21日～ TRUST(～23:05)

STAR 夢の代償 シーズン2

リゾーリ＆アイルズ
シーズン4

FOXイッキ見サンデー8月
　1日 9-1-1：LA救命最前線（～翌7:50） 

FOXイッキ見サンデー9月
8・22日 LAW&ORDER: 性犯罪特捜班 S⑲（～翌8:00）
15日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 S⑮（～翌7:30）
29日 第70回エミー賞授賞式 【レッドカーペット】

アメリカズ・ネクスト・
トップ・モデル シーズン24　
9日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン5
30日 リゾーリ＆アイルズ シーズン6

LAW & ORDER: 性犯罪
特捜班 シーズン19 (2日 ～23:50)
2日(23:50～) 祝20周年特番
昔も今もゼッタイFOX！
30日  TRUST (～24:05)

9-1-1：LA救命最前線
 (～22:50)

祝20周年特番 昔も今もゼッタイFOX！
8日～ レジデント 型破りな天才研修医

9-1-1：LA救命最前線
9日～ レジデント 型破りな天才研修医
30日  TRUST (～25:10)

NCIS
～ネイビー犯罪捜査班

シーズン15

LAW&ORDER:
性犯罪特捜班 シーズン19
27日 リゾーリ＆アイルズ

シーズン6

フィアー・ザ・ウォーキング・
デッド シーズン3 (25日 ～23:45)
25日 祝20周年特番 昔も今もゼッタイFOX！
18日 第70回エミー賞授賞式【再放送】

(～26:00)

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
3日, 4日 (12:50～13:00) 祝20周年特番 昔も今もゼッタイFOX！

13日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン5 (24日 ～ 13:55)
27日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン14

リゾーリ＆アイルズ シーズン4
12日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン5

26日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン14 (28日 ～20:55)

リゾーリ＆アイルズ シーズン4
12日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン5
19日　 休止(～翌7:00)
26日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン14

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン3
7日 レジデント 型破りな天才研修医　　　　10日～ アトランタ
17日～ アメリカン・ホラー・ストーリー: ホテル

FOXイッキ見サンデー9月
　 2日 LAW & ORDER:
　　性犯罪特捜班 シーズン19
　　　　　　　　　　（～17:50）
　 2日  (17:50～) 祝20周年特番
　　昔も今もゼッタイFOX！
　 9日  (13:00～13:30) 
　　　インフォメーション
　 9日  (13:30～) NCIS ～ネイビー
　　犯罪捜査班 シーズン15

23日 第70回エミー賞
　　授賞式【レッドカーペット】
　　　　　　　　　　　　（～14:00）

　   第70回エミー賞 授賞式
　　　　　　　　　　　　(～17:00)
　　NCIS ～ネイビー
　　 犯罪捜査班 シーズン15
30日  NCIS:LA
　　～極秘潜入捜査班 シーズン9

1日，8日 HAWAII FIVE-0 
シーズン1

15日 (14:45～15:00)
　　 祝20周年特番
　　昔も今もゼッタイFOX！

22日 HAWAII FIVE-0 
シーズン1(～16:00)

　　HAWAII FIVE-0 
シーズン２(～17:00)

　LAW & ORDER:　
性犯罪特捜班 シーズン19

　　　　　　　　　 　(～20:00)

29日 HAWAII FIVE-0 
シーズン２

NCIS
～ネイビー犯罪捜査班

シーズン15

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
29日 リゾーリ＆アイルズ
　　 シーズン6 (～19:45)

祝20周年特番 昔も今もゼッタイFOX！　

フィアー・ザ・ウォーキング・　
デッド シーズン3

30日 レジデント 型破りな天才
研修医(～26:05)

ザ・ブレイブ：
エリート特殊部隊

23日～ フィアー・ザ・ウォーキング・
デッド シーズン3　　

NCIS ～ネイビー犯罪
捜査班 シーズン15

30日 フィアー・ザ・ウォーキング・
デッド シーズン3　　　

HAWAII FIVE-0
シーズン2

22日 レジデント
 　　型破りな天才研修医 
29日 リゾーリ＆アイルズ
　　シーズン6(～12:30)
　　レジデント
　　型破りな天才研修医

HAWAII FIVE-0 シーズン1
17, 21, 28日(15:55～)～ インフォメーション　　　18日 NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン9
24日 フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン3　　25日～ HAWAII FIVE-0 シーズン2

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 (～30日 18:45)
30日 祝20周年特番
　  昔も今もゼッタイFOX！

NCIS:LA
～極秘潜入捜査班
 シーズン9

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

HAWAII FIVE-0
シーズン2 (～15日 26:00)　
15日 リゾーリ＆アイルズ
シーズン5 (～28日 26:00)

28日 リゾーリ＆アイルズ
シーズン6

#FOXSunday

(26日 ～22:00)

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 
　シーズン15

22日 レジデント
　　 型破りな天才研修医

FOXイッキ見サンデー8月
　2日 9-1-1：LA救命最前線

（～7:50）

FOXイッキ見サンデー9月
　9日・23日 LAW & ORDER:
　性犯罪特捜班 シーズン19

（～8:00）

16日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 
シーズン15 (～7:30)

30日 第70回エミー賞授賞式

2日 Empire 成功の代償
シーズン4

9日～ レジデント 型破りな天才研修医

#FOXSunday
2日 STAR 夢の代償

シーズン2
9日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン5　
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連続ドラマW

連続ドラマW

連続ドラマW

連続ドラマW

土曜名画劇場

荒野と戦場

親子シネマ

”男が惚れる男” 一挙放送

吹替偉人伝

吹替偉人伝

特集 ジョン・フォード監督

吹替偉人伝

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

吹替偉人伝

荒野と戦場

親子シネマ

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

連続ドラマW 土曜名画劇場ジャッキー・チェン吹替劇場

世界の巨匠

シネフィルプレミアム

土曜名画劇場

連続ドラマW

土曜名画劇場

荒野と戦場

親子シネマ

世界の巨匠

シネフィルプレミアム

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

女性のための官能映画

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

荒野と戦場

親子シネマ

荒野と戦場

親子シネマ

※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。

マンハッタン花物語

アイデンティティー

第四の核
マックQ
バンディッツ
終戦のエンペラー

エリザベス：ゴールデン・エイジ

エディット・ピアフ～愛の讃歌～
そして、デブノーの森へ
私が、生きる肌

名探偵ポワロ
-マースドン荘の惨劇（吹）
-二重の手がかり（吹）

6:45

8:30

10:15
12:30
14:30
16:45

18:45

21:00
23:30
1:30

3:45

4:45

サルタナがやって来る
～虐殺の一匹狼～

ドラゴンロード［吹替版］

ロシアン・スナイパー
ペイチェック 消された記憶
エンド・オブ・ホワイトハウス

エンド・オブ・キングダム
マーキュリー・ライジング

柘榴坂の仇討
壬生義士伝

きんぴか #1～5（全5話）

ユーリー・ノルシュテイン キツネとウサギ
SOSタイタニック/
忘れえぬ夜［最高画質版］

嘆きのピエタ
ロブ・ロイ/ロマンに生きた男 
最強のふたり

その男、凶暴につき
コードネーム：プリンス
イマジン

ふたがしら #1～5（全5話）

ホテル
さよならミス・ワイコフ

5:45
6:00

8:30
10:30
13:00

15:00
17:00
19:00

21:00

1:45
3:45

乱［4Kデジタル修復版］

羅生門［デジタル完全版］
パーフェクト ストーム
P.S. アイラヴユー

ドライヴ
荒野の処刑

黄金のアデーレ 名画の帰還

プロジェクトA［吹替版］
プロジェクトA2/
史上最大の標的［吹替版］
パーフェクト ストーム［吹替版］
キカ

5:00

8:00
10:00
12:30

15:00
17:00

19:00

21:00
23:00

1:00
3:30

ユーリー・ノルシュテイン アオサギとツル
終戦のエンペラー

エル・クラン
冷たい月を抱く女
エリザベス：ゴールデン・エイジ
ユーリー・ノルシュテイン 霧の中のハリネズミ
Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ.
Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ.　闇の標的

ロング・トレイル！

チョコレート［映倫再審査版］

私の奴隷になりなさい
バルセロナ、天使のセックス

静かなる決闘

6:00
6:30

8:30
10:30
12:30
14:45
15:00
17:15

19:00

21:00

23:00
1:00

3:00

バトルフロント

愛を弾く女
ポンペイ
ポンペイ2014
ポセイドン・アドベンチャー［吹替版］
L.A.大捜査線/狼たちの街
ユーリー・ノルシュテイン

キツネとウサギ
オール・イズ・ロスト

～最後の手紙～
ロシアン・スナイパー
セントアンナの奇跡

愛の連綿

彼が二度愛したS

6:00

8:00
10:00
12:00
14:00
16:30
18:45

19:00

21:00
23:15

2:15

4:00

怒りのガンマン/銀山の大虐殺

おっぱいとお月さま
ミュンヘン
シャトーブリアンからの手紙
レインマン

待つなジャンゴ引き金を引け
ランナウェイ/逃亡者

エゴン・シーレ 死と乙女

その男、凶暴につき
ミュンヘン

ヒッチハイク

6:00

7:45
9:30
12:30
14:30

17:00
18:45

21:00

23:00
1:00

4:00

6:00

8:00

10:00
12:30
14:45

17:00
19:00

21:00
23:15

1:45

チョコレート［映倫再審査版］
ミスター・ノーボディ
プロジェクトA［吹替版］

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case1

エディット・ピアフ～愛の讃歌～
恐竜グワンジ
彼が二度愛したS

天使にショパンの歌声を

3－4Ｘ10月
ポンペイ2014
欲望の帝国 女優ディディの告白
ライブ・フレッシュ

6:00
8:15
10:30

12:30

14:30
17:00
19:00

21:00

23:00
1:00
2:45
4:30

イマジン
マックQ
プロジェクトA2/
史上最大の標的［吹替版］

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case2

エゴン・シーレ 死と乙女
柘榴坂の仇討
ベストセラー
編集者パーキンズに捧ぐ
ユナイテッド93
エンド・オブ・ホワイトハウス
エンド・オブ・キングダム
キャビン

6:30
8:30
10:30

12:30

14:30
16:30
19:00

21:00
23:00
1:15
3:15

ユーリー・ノルシュテイン アオサギとツル
ケス
荒野の処刑
セントアンナの奇跡

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case3

黄金のアデーレ 名画の帰還
壬生義士伝
マシニスト

バンディッツ

17歳［R15指定版］
ボディ・ダブル
柔らかな肌
番組審議委員会（2018年7月）

5:00
5:30
7:30
9:30

12:30

14:30
16:30
19:00

21:00

23:15
1:00
3:00
4:55

レディバード・レディバード

ザ・ファーム/法律事務所
レインマン

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case4

真珠の耳飾りの少女
ロブ・ロイ/ロマンに生きた男 
アイデンティティー

ザ・ファーム/
法律事務所［吹替版］

バトルフロント
ウンギョ 青い蜜
青い性

5:00

7:00
10:00

12:30

14:30
16:30
19:00

21:00

23:45
1:45
4:00

番組審議委員会（2018年7月）
レイニング・ストーンズ
この胸のときめき
ユーリー・ノルシュテイン 霧の中のハリネズミ
外人部隊フォスター少佐の栄光

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case5
マーキュリー・ライジング
ロシアン・スナイパー
カリフォルニア・ドールズ

ふたがしら2 #1～5（全5話）

マーキュリー・ライジング
ランナウェイ/逃亡者

5:55
6:00
8:00
10:15
10:30

12:30

14:30
16:30
19:00

21:00

2:00
4:00

オール・イズ・ロスト ～最後の手紙～

ロング・トレイル！

特攻大作戦

ユナイテッド93
P.S. アイラヴユー
チェンジング・レーン
最強のふたり

沈黙 -サイレンス-
私の奴隷になりなさい

下町ロケット #1～5（全5話）

6:15

8:15

10:15

13:00
15:00
17:15
19:00

21:00
0:00

1:45

ハッド
L.A.大捜査線/狼たちの街

Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ.
Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ.　闇の標的

プロジェクトA［吹替版］
プロジェクトA2/
史上最大の標的［吹替版］
3－4Ｘ10月

その男、凶暴につき
ドライヴ
さよならミス・ワイコフ

名探偵ポワロ
-スペイン櫃の秘密（吹）

-盗まれたロイヤル・ルビー（吹）

6:45
8:45

11:00
13:15

15:00
17:00

19:00

21:00
23:00
1:00

3:00

4:00

ポンペイ2014

ポンペイ

沈まぬ太陽 #1～4（全20話）

沈まぬ太陽 #5～8（全20話）

ファインド・アウト
第四の核

未来を花束にして

ソナチネ
インシディアス

ホテル

5:00

7:00

9:00

13:00

17:00
18:45

21:00

23:00
1:00

3:00

シルバー・サドル
新・復讐の用心棒
ハングリー・ラビット

偉大な生涯の物語

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case6
エンド・オブ・ホワイトハウス
ヤング・マスター/

師弟出馬［吹替版］
ドラゴンロード［吹替版］
Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ.
Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔ.　闇の標的
愛の連綿

嘆きのピエタ

5:00

7:00

9:00

12:30

14:30
17:00

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

3:00

真珠の耳飾りの少女

柘榴坂の仇討

クォ・ヴァディス

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case7
エンド・オブ・キングダム

リオ・グランデの砦
リバティ・バランスを射った男
マックQ

ハウスメイド
そして、デブノーの森へ

天使にショパンの歌声を

5:00

7:00

9:15

12:30

14:30

16:30
18:30
21:00

23:00
1:00

3:00

ベストセラー
編集者パーキンズに捧ぐ
デイズ・オブ・サンダー

沈黙 -サイレンス-
ユーリー・ノルシュテイン キツネとウサギ

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case8
冷たい月を抱く女

ペイチェック 消された記憶
チョコレート［映倫再審査版］

デイズ・オブ・サンダー［吹替版］
最強のふたり
3－4Ｘ10月

バルセロナ、天使のセックス

5:00

7:00

9:00
12:00

12:30

14:30

16:30
19:00

21:00
23:00
1:00

3:00

ユーリー・ノルシュテイン　
アオサギとツル

夏の嵐

ユナイテッド93
P.S. アイラヴユー

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case9
ザ・ファーム/法律事務所［吹替版］

ソナチネ
羅生門［デジタル完全版］
壬生義士伝
ユナイテッド93
プロジェクトA［吹替版］

プロジェクトA2/
史上最大の標的［吹替版］
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5:30

8:00
10:00

12:30

14:15

17:00
19:00
21:00
23:30
1:30

3:30

ユーリー・ノルシュテイン　 
霧の中のハリネズミ

未来を花束にして

黄金のアデーレ 名画の帰還

リオ・グランデの砦
ロブ・ロイ/ロマンに生きた男 

ミュンヘン

偉大な生涯の物語

ハート・ロッカー
17歳［R15指定版］

ふたがしら #1～5（全5話）

5:30

6:00

8:00

10:00
12:00

14:30

17:30

21:00
23:30

1:15

待つなジャンゴ引き金を引け

シャトーブリアンからの手紙
リバティ・バランスを射った男

壬生義士伝

柘榴坂の仇討

バトルフロント

パーフェクト ストーム
エンド・オブ・ホワイトハウス
エンド・オブ・キングダム
青い性

名探偵ポワロ
-戦勝舞踏会事件（吹）
-猟人荘の怪事件（吹）

6:00

7:45
9:30

11:45

14:15

16:30

18:30
21:00
23:15
1:15

3:00

4:00

最強のふたり
インシディアス

沈まぬ太陽 #9～12（全20話）

沈まぬ太陽 #13～16（全20話）

沈まぬ太陽 #17～20（全20話）

人生タクシー
バンディッツ
バルセロナ、天使のセックス
欲望の帝国 女優ディディの告白

5:00
7:00

9:00

13:00

17:00

21:00
22:30
1:00
3:00

5:00
7:00
9:15

12:30

14:15
16:00
18:00
21:00

23:00
1:45
3:45

レッド･ドラゴン

バンディッツ

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case11
ハート・ロッカー
ユナイテッド93
恐竜グワンジ
レッド･ドラゴン

冷たい月を抱く女
ウンギョ 青い蜜
壬生義士伝

7:30

10:00

12:30

14:30
17:00
19:00
21:00

23:15
1:15
3:30

ユーリー・ノルシュテイン　
霧の中のハリネズミ

史上最大の作戦［吹替版］
シルバー・サドル

新・復讐の用心棒
ボディ・ダブル
レッド･ドラゴン

冷たい月を抱く女
この胸のときめき

P.S. アイラヴユー
コードネーム：プリンス
史上最大の作戦

名探偵ポワロ
-プリマス行き急行列車（吹）

-スズメバチの巣（吹）

6:45

7:00
10:00

12:00
14:00

16:30
18:30

21:00
23:15
0:50

3:55

4:55

ファインド・アウト

ヤング・マスター/
師弟出馬［吹替版］

恐竜グワンジ
カリフォルニア・ドールズ

宇宙戦争（2005）
ザ・ファーム/法律事務所
デイズ・オブ・サンダー

レインマン
ワルキューレ

株価暴落 #1～5（全5話）

6:00

8:00

10:00
12:00

14:00
16:15
19:00

21:00
23:30

1:45

宇宙戦争（2005）

エンド・オブ・ホワイトハウス
エンド・オブ・キングダム

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case12
未来を花束にして
エリザベス：ゴールデン・エイジ
エディット・ピアフ～愛の讃歌～

レインマン［吹替版］
宇宙戦争（2005）［吹替版］
17歳［R15指定版］
ヤング・マスター/師弟出馬［吹替版］

6:00

8:15
10:30

12:30

14:15
16:15
18:30

21:00
23:30
1:45
3:30

人生タクシー
3－4Ｘ10月
ソナチネ
その男、凶暴につき

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case13
デイズ・オブ・サンダー［吹替版］
ファインド・アウト
乱［4Kデジタル修復版］

柘榴坂の仇討
私の奴隷になりなさい
ハウスメイド
ドラゴンロード［吹替版］

5:30
6:45
8:45
10:30

12:30

14:15
16:15
18:00

21:00
23:15
1:00
3:00

セントアンナの奇跡

天使にショパンの歌声を

荒野の処刑
ハングリー・ラビット
ソナチネ
ポンペイ
クォ・ヴァディス

サタデー・ナイト・フィーバー
ステイン・アライブ

ふたがしら2 #1～5（全5話）

5:00

8:00

10:00
12:00
14:00
15:45
17:45

21:00
23:15

1:00

タワーリング・インフェルノ［吹替版］

マックQ
沈黙 -サイレンス-

レインマン

ザ・ヤクザ
さらば友よ
タワーリング・インフェルノ

柔らかな肌
愛の連綿
エゴン・シーレ 死と乙女

6:00

9:00
11:00

14:00

16:30
18:45
21:00

0:00
2:00
4:00

マシニスト
ロシアン・スナイパー
史上最大の作戦

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case10
チェンジング・レーン
外人部隊フォスター少佐の栄光
沈黙 -サイレンス-
終戦のエンペラー

史上最大の作戦［吹替版］
その男、凶暴につき
偉大な生涯の物語

特集 トム・クルーズ

特集 ヴェネツィア映画祭2018

特集 2週連続時代劇

連続ドラマW 土曜名画劇場
特集 2週連続時代劇

英国テレビ文庫 itvコレクション

特集 芸術の秋

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 受難映画
連続ドラマW

連続ドラマW

特集 トム・クルーズ / 土曜名画劇場
ダスティン・ホフマンとトム・クルーズが自閉症の兄と自由奔
放な弟を見事に演じ、アカデミー賞主要 4部門に輝いた感動
のロード・ムービー。日本でもロングランを記録。

自由奔放に生きてきた26歳の中古
車ディーラー、チャーリーのもとに、
幼い頃から不仲だった父親の訃報
が届く。借金の返済に追われてい
たチャーリーは、遺産目当てに帰郷。
そこで初めて自閉症の兄レイモンド
の存在と、彼が300万ドルの遺産
すべての相続人であるという事実を
知り、愕然とする。兄の後見人となっ
てなんとか遺産を手に入れたい
チャーリーは、レイモンドを施設か
ら強引に連れ出し、ロサンゼルスに
戻ろうとするが…。

レインマン

RAIN MAN © 1988 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.. 
All Rights Reserved

特集 芸術の秋
数々の名曲で知られる伝説のシャンソン歌手 E・ピアフの波
瀾に満ちた生涯を名曲とともに描いた情熱的な愛の物語。マ
リオン・コティヤールがアカデミー賞主演女優賞を受賞。

第一次世界大戦下のパリ。エディット・ジョヴァンナ・ガションは、歌手を目指し
ていた母の元に生まれた。母が路上で歌い日銭を稼ぐ貧しい暮らしだったが、祖
母が経営する娼館の娼婦か
ら可愛がられて育つ。兵役か
ら道芸人の父が戻り、手伝
いをするうちに自ら街に立ち
歌うように。やがて、その天
声の歌声が名門クラブのオー
ナーに見出された彼女は、“小
さい雀” ラ・モーム・ピアフ
の愛称で瞬く間にスターの階
段を駆け上がるが…。

エディット・ピアフ～愛の讃歌～

© 2007 LEGENDE - TF1 INTERNATIONAL - TF1 FILMS PRODUCTION 
OKKO PRODUCTION s.r.o. - SONGBIRD PICTURES LIMITED



第27期 竜星戦
　決勝トーナメントも2回戦まで進み、勝ち上がった注目
棋士を紹介する。
　まずは、藤沢里菜女流立葵杯。1回戦では棋聖戦Sリーグ
在籍のトップ棋士・高尾紳路九段を破った。女性棋士の2回
戦進出は本棋戦初の快挙だ。さらなる快進撃を期待したい。
　続いて、竜星戦での連勝数を12に伸ばした許 家元七段。
碁聖戦挑戦手合五番勝負での井山裕太碁聖との熱戦が記
憶に新しい。今年はかなり高い勝率を維持している。間違
いなく優勝候補の一人だ。
　そして、村川大介八段。数々の棋戦で好成績を残してい
る寺山 怜五段を下しての2回戦進出。井山棋聖から王座
位のタイトルを奪った経験もある。

　日本囲碁界の第一人者・井山棋聖も、安定した内容で2回戦に駒を進めた。優勝してタ
イトル数をさらに増やせるか、期待がかかる。
　藤沢女流立葵杯がどこまで勝ち進めるのか？！ そして許七段の連勝がどこまで続くか！ そ
れとも若手たちの勢いを止めるベテラン棋士が現れるか。見どころ満載の決勝トーナメント
をお楽しみください。
　今期の決勝戦は24日。新たな竜星位が決まる！

「記憶の一局」林 海峰特集
　9月は林 海峰名誉天元が登場す
る。名人位8期、本因坊位5期、世
界囲碁選手権優勝など数々のタイト
ルを獲得し、一時代を築いた大棋士
の一人。そして、中華職業囲碁協会
理事であり、台湾で棋士の育成やア
マチュア大会の開催を行う海峰棋院を設立するなど、囲碁の普及活動にも人一
倍力を注いできた。また、林名誉天元の師匠が「昭和の最強棋士」と呼ばれた
あの呉 清源九段ということも興味深い。そんな林名誉天元の選ぶ棋譜やエピソ
ードをしっかりとお届けする。（毎週金曜午後6時～他放送）

棋力向上委員会 The PASSION 特別企画～15年目の再会
　「棋力向上委員会 The PASSION!!」が始まってから早いものでもう30期15年が経つ。そこで、15周年を記
念して、9月は今まで本番組を卒業したチャレンジャーたちの中から、その才能を開花させ晴れてプロ棋士になっ
たチャレンジャーを招いて、その当時の思い出を映像で紹介する。藤沢里菜女流立葵杯が当時の卒業試験の棋
譜を時を越えて自戦解説。卒業生プロ棋士によるペア碁や稲葉禄子さんの対局等を楽しくお届けするコーナーも。
ぜひご覧ください。（11・18日火曜午後5時～他放送、全2話）

藤沢里菜女流立葵杯 ©囲碁・将棋チャンネル

第26期 銀河戦
　クライマ
ックスを迎
える決勝ト
ーナメント。
早くも2回
戦へ駒を進
めた注目棋
士を紹介す
る。
　まずは八
代 弥六段。
本戦ブロッ
クで6連勝
を達成した勢いで、1回戦では、銀河
戦でも実績を残す渡辺　明棋王に勝
利を収めている。昨年は他棋戦での
初優勝を果たしており、今期さらなる
躍進に期待したい。
　二人目の渡辺大夢五段は、本戦ブ
ロックで5連勝を挙げ大活躍し、1回
戦では屋敷伸之九段に勝利した実力
者。初の棋戦優勝に一歩前進した。
　三人目は豊島将之八段。豊島八段
は今年、王将戦を皮切りに棋聖戦、
王位戦と立て続けにタイトル戦に挑戦
するという充実ぶりを見せている。今
や関西を代表する若手トップ棋士で、
優勝候補の一人に挙げられる。
　四人目は丸山忠久九段。ベテラン
の丸山九段は、羽生世代の一人で、
1回戦では見応えのある大熱戦を制し
ている。第18期以来の決勝戦進出が
近づいてきた。
　他にも粒ぞろいなメンバーが残って
いるが、決勝戦に勝ち上がるのは誰
なのか。18、20日は準決勝、25日
はいよいよ決勝戦だ。
※段位・肩書きは7月1日現在

第40期 霧島酒造杯 女流王将戦
　里見香奈
女流王将へ
の挑戦権を
争う本戦ト
ーナメント
が大詰めを
迎える。前
期は好調の
伊藤沙恵女
流二段が挑
戦したが、
里見女流王
将の高い壁
に阻まれた。今期は誰が挑戦者にな
るのか注目される。準決勝第2局（清
水市代女流六段と加藤桃子奨励会初
段の勝者 vs 和田あき女流初段）は1
日、挑戦者決定戦は8日に放送する。
　そして、今期は三番勝負第1局を生
放送でお届けする。対局の緊迫感を
リアルタイムで感じることが出来る。
対局は10月13日を予定しており、挑
戦者決定戦から1ヶ月程、間が空くの
でご注意頂きたい。その間は挑戦者
の対局を再放送で振り返る。
（毎週土曜午後6時～他放送）

女流棋戦
　9月は引き続き第11期マイナビ女子
オープンの本戦より好局を棋譜解説する。
　6日は里見香奈女流五冠 vs 香川愛
生女流三段の一戦。この組み合わせは、
幾度となくタイトル戦の大舞台で激突
している好カードだ。先手・里見女流
五冠の三間飛車のサバキに注目。
　13日は清水市代女流六段 vs 貞升
　南女流初段の一戦。相居玉のまま
ノーガードで攻め合うという激しい戦
いになり、見応え十分の一局。
　20日は甲斐智美女流五段vs 中倉
宏美女流二段、27日は岩根 忍女流
三段 vs 上田初美女流三段の一戦を
お送りする。※段位・肩書きは対局当時
（毎週木曜午後7時～他放送）

丸山忠久九段
©囲碁・将棋チャンネル

和田あき女流初段
©囲碁・将棋チャンネル

林 海峰名誉天元
©囲碁・将棋チャンネル

29日：
第28期 竜星戦
開幕特番

●棋力向上委員会 
The PASSION!!

30日：月刊 囲碁棋聖戦 10月号
（8：45）囲碁まるナビ

△第25期 銀河戦

△将棋講座（19日）

△将棋講座
△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

10日：SENKO CUP ワールド碁
女流最強戦2018

24日：第8回 フマキラー
囲碁マスターズカップ
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●パンダネット講座

●竜星戦セレクション
紫綬褒章受章
小林光一特集

●挑戦！テレビ囲碁認定 ●幽玄の間（5～19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

　3日：門下集結！
大内延介よみがえる名局

△挑戦！テレビ将棋認定
△中級講座（3日）

△入門講座

△将棋講座

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

●第1期 韓国竜星戦

10・24日：第9期 中国竜星戦

●第27期 竜星戦

△タイトル戦 徹底解説 ●棋力向上委員会 The PASSION!!
　8日：幽玄の間
15・29日：特別企画 前編
22日：特別企画 後編△挑戦！テレビ将棋認定

△将棋講座

△第26期 銀河戦 ●厳選棋譜解説 第54期 十段戦
22日：厳選棋譜解説 第71期 本因坊戦
29日：棋力向上委員会 The PASSION!!

特別企画 後編

●第26期 竜星戦

●厳選棋譜解説
第38期 棋聖戦

17日～：厳選棋譜解説 第69期 本因坊戦

●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

●挑戦！テレビ囲碁認定（10日）

インフォメーション（CM）

△将棋講座

△第24期 大山名人杯
倉敷藤花戦
4日：月刊 竜王戦 9月号

△将棋講座
●第1期 韓国竜星戦 
プレイバック

●記憶の一局

●幽玄の間
●幽玄の間

△第26期 銀河戦

●インフォメーション（ＣＭ）
18日～：幽玄の間

●パンダネット囲碁講座

●日本囲碁連盟囲碁講座
13日～：囲碁講座

●第26期 竜星戦

●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

●囲碁講座

●厳選棋譜解説 第19回 農心辛ラーメン杯
11日：棋力向上委員会 The PASSION!!

特別企画 前編
18・25日：特別企画 後編

△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  18日：将棋講座
△将棋講座
△将棋講座

△将棋講座
△将棋講座  15日～：中級講座
△将棋講座

△将棋講座

△第25期 大山名人杯 倉敷藤花戦

△月刊 竜王戦 9月号
12日：（5：00）将棋講座
19日：タイトル戦 徹底解説
△中級講座
△挑戦！テレビ将棋認定
●囲碁講座
26日：パンダネット囲碁講座

●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

●次の一手TVミニ（5・12・26日）

△挑戦！テレビ将棋認定
●囲碁 名局の解説
「第6期 竜星戦」特集

●お好み置碁道場

26日：リクエストアワー（囲碁）

インフォメーション（CM）

△将棋講座  19日～：中級講座

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

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

●厳選棋譜解説
第19回 農心辛ラーメン杯

12日～：厳選棋譜解説 第73期 本因坊戦

●パンダネット囲碁講座
5・12日：幽玄の間（～19：15）

●パンダネット囲碁講座
27日：第28期 竜星戦 開幕特番

●囲碁初級講座
●第27期 竜星戦

26日：（20：00）第28期 竜星戦 
開幕特番

（20：48）Let'sチャレンジ詰碁 
（21：00）記憶の一局 

△第26期 銀河戦

△最新対局徹底解説
26日：月刊 竜王戦 10月号

△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
27日：（6：00）インフォメーション 

（6：30）羽生善治 語る 
～過去、現在、そして未来～

△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
27日：月刊 竜王戦 10月号

△最新対局徹底解説

●厳選棋譜解説
第19回 農心辛ラーメン杯

13日～：厳選棋譜解説 第73期 本因坊戦

●第26期 竜星戦

●挑戦！テレビ囲碁認定

●パンダネット囲碁講座
1日：インフォメーション

●パンダネット囲碁講座
1日：（12：30）囲碁まるナビ

●挑戦！テレビ囲碁認定

●幽玄の間  27日～：パンダネット囲碁講座
20日：（16：25）詰碁コーナー

●パンダネット囲碁講座
●パンダネット囲碁講座
●パンダネット講座
△将棋連盟が選ぶ

注目の一局

△第11期 マイナビ女子
オープン

△挑戦！テレビ将棋認定
△第26期 銀河戦

27日：（20：00）第27期 銀河戦 
 開幕特番
（20：48）最新対局徹底解説 
（21：38）閃き！5手詰 1本勝負 

△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

25日：厳選棋譜解説
第73期 本因坊戦（～0：00）

△第25期 銀河戦

△将棋講座

●銀河戦セレクション
初タイトル獲得記念
高見泰地四段

△解けたら初段！7手詰  28日：番組審議委員会報告
△挑戦！テレビ将棋認定
●厳選棋譜解説
第19回 農心辛ラーメン杯

14日～：厳選棋譜解説 第73期 本因坊戦

●パンダネット囲碁講座
●囲碁講座
●囲碁上級講座

●Let'sチャレンジ詰碁

●第1期 韓国竜星戦

14・28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
21日～：中級講座

ＣＭ（15：30～16：00）
△中級講座
●お好み置碁道場

21日：第39回 世界アマ
日本代表決定戦

28日：第2期 囲碁プレミアム杯 
G1グランプリ

●パンダネット囲碁講座
●記憶の一局

●幽玄の間  21日～：日本囲碁連盟囲碁講座

●パンダネット囲碁講座
　2日：第8回 フマキラー 囲碁

マスターズカップ（～21：48）
30日：第28期 竜星戦 開幕特番

●記憶の一局

●囲碁上級講座
●お好み置碁道場

14日：SENKO CUP ワールド碁
女流最強戦2018
（21：34）挑戦！テレビ囲碁認定

●囲碁初級講座
△第24期 大山名人杯
倉敷藤花戦

28日：第27期 銀河戦 開幕特番

△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
21日：将棋プレミアムフェス in 名古屋

（～27：00）
28日：月刊 竜王戦 10月号

（25：46）中級講座

△めざせプロ棋士

●記憶の一局

●竜星戦セレクション
紫綬褒章受章
小林光一特集

△めざせプロ棋士

△タイトル戦 徹底解説
29日：第27期 銀河戦 開幕特番

△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
29日：（9：25）浪花道場 3手詰

●将棋講座

△お好み将棋道場

1日：第30回 リコー杯アマチュア
将棋団体日本選手権

△将棋講座
29日：将棋まるナビ

●記憶の一局

●第9期 中国竜星戦

8・22日：第1期 韓国竜星戦

●厳選棋譜解説
第40期 名人戦

●第40期 霧島酒造杯
女流王将戦

●第22回 世界囲碁選手権
8日～：第14回 LG杯 世界棋王戦
29日：月刊 囲碁棋聖戦 10月号

（17：45）囲碁まるナビ

●囲碁上級講座

●日本囲碁連盟囲碁講座

△めざせプロ棋士
1・29日：（25：00）月刊 竜王戦 

（25：46）挑戦！テレビ将棋認定

△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
初タイトル獲得記念
高見泰地四段

△中級講座  30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

16日：SENKO CUP ワールド碁
女流最強戦2018

●パンダネット囲碁講座
●幽玄の間（16日）

△挑戦！テレビ将棋認定
△第11期 マイナビ女子
オープン

△最新対局徹底解説

△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
30日：リクエストアワー（将棋）（～17：45）

△9・23日：次の一手TVミニ  30日：（19：48）Let'sチャレンジ詰碁

△タイトル戦 徹底解説
30日：（17：45～18：00）将棋まるナビ

△中級講座
●厳選棋譜解説
第65期 王座戦

2日：厳選棋譜解説 第42期 名人戦

●パンダネット囲碁講座
2・9日：幽玄の間（～19：12）

●挑戦！テレビ囲碁認定
●囲碁上級講座  30日：Let'sチャレンジ詰碁

●Let'sチャレンジ詰碁（2日）
△お好み将棋道場

　1日：門下集結！ 大内延介
よみがえる名局
（23：25）将棋講座

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

△第39期 ユニバーサル杯 女流名人位戦
　2日：第6回 大和証券杯ネット将棋 女流最強戦
30日：第27期 銀河戦 開幕特番

△中級講座
30日：囲碁まるナビ

△タイトル戦 徹底解説

●日本囲碁連盟囲碁講座
21日～：（19：32）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

△閃き！5手詰 1本勝負
△解けたら初段！7手詰  30日：番組審議委員会報告

△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

　1日：門下集結！ 大内延介
よみがえる名局

△将棋講座（1日 21：25～）

△閃き！5手詰 1本勝負（2・16・23日）
●日本囲碁連盟囲碁講座
11日～：囲碁講座

25日：
棋力向上委員会
The PASSION!!
特別企画 前編

28日：
第28期 竜星戦
開幕特番

機器メンテナンスのため休止
26日 0：00～6：00

機器メンテナンスのため休止
20日 0：00～7：00

機器メンテナンスのため休止
12日 4：00～5：00
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佐藤聖羅 聖なるふくらみ
プロレスリングWAVE #326

日本統一12＞ 日本統一13

八局麻雀8 ＃1＞ ＃2
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 ＃12
パチスロキャノンボール season4 ＃4
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃168

極道天下布武 第三幕
極道天下布武 第四幕
るにん
SEX and the DEATH NOTE
伝説の魔導書 犯るか、殺られるか
ギャルアバター
新・夜王誕生 女の金と魂をしゃぶり尽くす犬ども
目黒璃彩 エンジェルナンバー777
誘女、派遣します episode35
透明彼女 season5＃9 浅倉沙織

久松かおり Love Forever
激アツ!パチンカー銀次郎

極道天下布武 第四幕＞ 第五幕
湯けむり美人 出会い旅 第6話（終）
海賊王船長タック season．2 #24
パチドルクエスト season6 #13（終）
パチスロキャノンボール season4 #6（終）

日本統一20＞ 日本統一21
八局麻雀8 #3
（＃9）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4
たしろさやか 信州 山田温泉編
我王伝 最終章

難波金融伝 ミナミの帝王9
難波金融伝 ミナミの帝王10
若妻遊戯 Iカップ妻 背徳への誘い
桃木屋旅館騒動記
ゆうみ Milky Glamour

草野綾 Milky Glamour
俺の空 [刑事編] 闇の制裁
八局麻雀8 #1
【吹替版】トリプルヘッド・ジョーズ
（＃7）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 菜乃花
海賊王船長タック season．2 #23
パチドルクエスト season6 #12
海賊王船長タック season．6 #8
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS #8
湯けむり美人 出会い旅 第4話
日本統一13
八局麻雀8 #2
（＃8）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 橘花凛
疵と掟2
難波金融伝 ミナミの帝王12
事件 罠にはまる女たち
SEX and the DEATH NOTE
伝説の魔導書 犯るか、殺られるか
久松かおり Love Forever
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS #6

橋本真帆 魔法をかけて
闇金の帝王 銀と金
麻雀最強戦2017
女流プロ代表決定戦 激突!タイトルホルダーⒶ
【吹替版】シン・シティ 
海賊王船長タック season．2 #20
パチドルクエスト season6 #9
パチスロキャノンボール season4 #4
平成 清水一家
半端
（＃5）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4
菜乃花 天城 湯ヶ島温泉編

我王伝 第一章
難波金融伝 ミナミの帝王9
大人の事情 姉の恋人
透明彼女 season5＃9 浅倉沙織
義母たちの誘惑

禁断DELUXE
桃木屋旅館騒動記
阿久津真央 見やんといて

橋本梨菜 フラリ～ナ
俺の空 [刑事編]
麻雀最強戦2017
女流プロ代表決定戦 激突!タイトルホルダーⒷ
【吹替版】沈黙の聖戦
海賊王船長タック season．2 #21
パチドルクエスト season6 #10
海賊王船長タック season．6 #7
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS #5
湯けむり美人 出会い旅 第1話
平成 清水一家 完結編
半端 完結編
（＃6）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 橘花凛
疵と掟
難波金融伝 ミナミの帝王10
わるいおんな
透明彼女 season5＃10 Alice
Wの女－幻妖の甘い罠－
佐々木心優 ココロオドル
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS #3

23

永井里菜 ずっと。
闇金の帝王 銀と金2
麻雀最強戦2017
女流プロ代表決定戦 激突!タイトルホルダー 決勝卓
【吹替版】シン・シティ 復讐の女神 
海賊王船長タック season．2 #22
パチドルクエスト season6 #11
パチスロキャノンボール season4 #5
湯けむり美人 出会い旅 第2話
むこうぶち5 高レート裏麻雀列伝 氷の男
制覇14
（＃7）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4

菜乃花 伊豆 吉奈温泉編
我王伝 第二章
難波金融伝 ミナミの帝王11
官能時代絵巻 羅生門 鬼畜のまぐわい
透明彼女 season5＃11平林あずみ
真夏の果実 はじめての秘密
夏来唯 ほらね、夏が来た
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS #4

高宮まり 秘密の時間
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #15(終）
俺の空 [刑事編] 闇の制裁
海賊王船長タック season．2 #23
【吹替版】トリプルヘッド・ジョーズ
湯けむり美人 出会い旅 第4話
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #15(終）
麻雀最強戦2017 男子プロ代表決定戦 豪傑大激突Ⓐ
パチドルクエスト season5 #13（終）
（＃8）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 橘花凛
海賊王船長タック season．2 #23
疵と掟2
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉘
日本統一14
るにん
歌舞伎町ブラックスワン
キャバクラ・風俗・AV 闇の女手配師-深雪-
事件 罠にはまる女たち
神谷えりな おとななえりな
透明彼女 season5＃12（終） 小日向ななせ

神谷えりな おとななえりな
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #12
闇金の帝王 銀と金
海賊王船長タック season．2 #20
【吹替版】シン・シティ 
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #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Ⓐ
パチドルクエスト season5 #1
（＃5）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4
菜乃花 天城 湯ヶ島温泉編

海賊王船長タック season．2 #20
我王伝 第一章
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ！㉕
実録・広島やくざ戦争外伝 義兄弟 怒濤の章
ストリッパー
農家に嫁いだ女
義理の娘が眩しすぎて。
大人の事情 姉の恋人
青山ひかる シューティング ラブ

橋本真帆 魔法をかけて
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #13
俺の空 [刑事編]
海賊王船長タック season．2 #21
【吹替版】沈黙の聖戦
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #13
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 鳳凰位対最高位決戦Ⓑ
パチドルクエスト season5 #5
（＃6）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4
橘花凛 新潟 清津峡温泉編

海賊王船長タック season．2 #21
疵と掟
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉖
実録・広島やくざ戦争外伝 義兄弟 完結編 激流の章
惑星のかけら
裸のアゲハ
森下悠里 秘密交際
わるいおんな
吉野七宝実 いけない衝動

阿久津真央 見やんといて
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #14
闇金の帝王 銀と金2
海賊王船長タック season．2 #22
【吹替版】シン・シティ 復讐の女神 
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #14
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
湯けむり美人 出会い旅 第3話
パチドルクエスト season5 #9
（＃7）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 菜乃花
海賊王船長タック season．2 #22
我王伝 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!㉗
むこうぶち6 高レート裏麻雀列伝 女衒打ち
欲動
社内恋愛 ゆれる女ごころ
春菜めぐみ 甘い生活
官能時代絵巻 羅生門 鬼畜のまぐわい
目黒璃彩 エンジェルナンバー777

橋本真帆 魔法をかけて
海賊王船長タック season．6 #8
日本統一14
パチドルクエスト season6 #12
るにん
海賊王船長タック season．6 #8
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 豪傑大激突Ⓑ
パチドルクエスト season6 #12
俺の空 [刑事編] 闇の制裁
（＃8）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4

橘花凛 水上 谷川温泉編
月下美人
疵と掟2
水沢柚乃 好きよセンパイ
歌舞伎町ブラックスワン
キャバクラ・風俗・AV 闇の女手配師-深雪-
佐藤聖羅 聖なるふくらみ
透明彼女 season5＃12（終）

小日向ななせ

草野綾 Milky Glamour
パチスロキャノンボール season4 #4
実録・広島やくざ戦争外伝 義兄弟 怒濤の章
パチドルクエスト season6 #9
ストリッパー
パチスロキャノンボール season4 #4
麻雀最強戦2017
女流プロ代表決定戦 激突!タイトルホルダーⒶ
パチドルクエスト season5 #2
パチドルクエスト season6 #9
闇金の帝王 銀と金
（＃5）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4
菜乃花 天城 湯ヶ島温泉編

蝉の女 愛に溺れて
我王伝 第一章
メイリ Sweet Vacation
大人の事情 姉の恋人
農家に嫁いだ女
透明彼女 season5＃9 浅倉沙織
集団社員研修

RaMu A-RaMu
海賊王船長タック season．6 #7
実録・広島やくざ戦争外伝 義兄弟 完結編 激流の章
パチドルクエスト season6 #10
惑星のかけら
海賊王船長タック season．6 #7
麻雀最強戦2017
女流プロ代表決定戦 激突!タイトルホルダーⒷ
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!㉖
パチドルクエスト season6 #10
俺の空 [刑事編]
（＃6）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4
橘花凛 新潟 清津峡温泉編

ヌードの夜
疵と掟
朝比奈祐未 あなた、ごめんなさい
わるいおんな
裸のアゲハ
透明彼女 season5＃10 Alice

佐々木心優 ココロオドル
パチスロキャノンボール season4 #5
むこうぶち6
高レート裏麻雀列伝 女衒打ち
パチドルクエスト season6 #11
欲動
パチスロキャノンボール season4 #5
麻雀最強戦2017
女流プロ代表決定戦 激突!タイトルホルダー 決勝卓
パチドルクエスト season5 #10
パチドルクエスト season6 #11
闇金の帝王 銀と金2
D坂の殺人事件
我王伝 第二章
豊田瀬里奈 もう一度、恋して
社内恋愛 ゆれる女ごころ
青山ひかる

シューティング ラブ
透明彼女 season5＃11

平林あずみ

夏来唯 ほらね、夏が来た
海賊王船長タック season．2 #23
疵と掟2
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #15(終）
月下美人
（＃8）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 橘花凛
海賊王船長タック season．2 #23
麻雀最強戦2017 男子プロ代表決定戦 豪傑大激突 決勝卓
パチスロキャノンボール season4 #1
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #15(終）
難波金融伝 ミナミの帝王12
誘女、派遣します episode35
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 #1
プロレスリングWAVE #330
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #172
八局麻雀8 #1
歌舞伎町ブラックスワン
キャバクラ・風俗・AV 闇の女手配師-深雪-
事件 罠にはまる女たち
月下美人
階戸瑠李 僕の彼女は階戸瑠李

RaMu A-RaMu
海賊王船長タック season．2 #20
我王伝 第一章
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #12
蝉の女 愛に溺れて
（＃5）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 菜乃花
海賊王船長タック season．2 #20
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 #3
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #12
難波金融伝 ミナミの帝王9
誘女、派遣します episode32
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #13
プロレスリングWAVE #327
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #169
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 豪傑大激突Ⓐ
義理の娘が眩しすぎて。
蝉の女 愛に溺れて
メイリ Sweet Vacation

阿久津真央 見やんといて
海賊王船長タック season．2 #21
疵と掟
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #13
ヌードの夜
（＃6）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4
橘花凛 新潟 清津峡温泉編

海賊王船長タック season．2 #21
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第二節③
パチドルクエスト season5 #7
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #13
難波金融伝 ミナミの帝王10
誘女、派遣します episode33
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #14
プロレスリングWAVE #328
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #170
麻雀最強戦2017 男子プロ代表決定戦 豪傑大激突Ⓑ
裸のアゲハ
ヌードの夜
須賀葵 僕の彼女は須賀葵

永井里菜 ずっと。
海賊王船長タック season．2 #22
我王伝 第二章
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #14
D坂の殺人事件
海賊王船長タック season．2 #22
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第三節①

パチドルクエスト season5 #11
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #14
難波金融伝 ミナミの帝王11
誘女、派遣します episode34
パチマガGIGAWARS超 

シーズン4 #15(終）
プロレスリングWAVE #329
魚拓と成瀬の
ツキとスッポンぽん #171
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 豪傑大激突 決勝卓
メンテナンス

永井里菜 ずっと。
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 #1
【吹替版】トリプルヘッド・ジョーズ
海賊王船長タック season．6 #8
日本統一13
湯けむり美人 出会い旅 第5話
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 #1
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節③
パチスロキャノンボール season4 #2
プロレスリングWAVE #330
海賊王船長タック season．6 #8
日本統一14
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #172
海賊王船長タック season．2 #24
パチドルクエスト season6 #13（終）
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節②
真夏の果実 はじめての秘密
D坂の殺人事件
朝比奈祐未

あなた、ごめんなさい

神谷えりな おとななえりな
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #13
【吹替版】シン・シティ 
パチスロキャノンボール season4 #4
平成 清水一家
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #13
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 #4
プロレスリングWAVE #327
パチスロキャノンボール season4 #4
実録・広島やくざ戦争外伝 義兄弟 怒濤の章
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #169
海賊王船長タック season．2 #21
パチドルクエスト season6 #10
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第三節③

蝉の女 愛に溺れて
義母たちの誘惑 禁断DELUXE
吉野七宝実 いけない衝動

佐々木心優 ココロオドル
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #14
【吹替版】沈黙の聖戦
海賊王船長タック season．6 #7
平成 清水一家 完結編
湯けむり美人 出会い旅 第1話
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #14
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第二節④
パチドルクエスト season5 #8
プロレスリングWAVE #328
海賊王船長タック season．6 #7
実録・広島やくざ戦争外伝 義兄弟 完結編 激流の章
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #170
海賊王船長タック season．2 #22
パチドルクエスト season6 #11
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節④
ヌードの夜
Wの女－幻妖の甘い罠－
メイリ Sweet Vacation
透明彼女 season5＃10 Alice

恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS #5
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #15(終）
【吹替版】シン・シティ 復讐の女神 
パチスロキャノンボール season4 #5
むこうぶち5
高レート裏麻雀列伝 氷の男

パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #15(終）
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節②
パチドルクエスト season5 #12
プロレスリングWAVE #329
パチスロキャノンボール season4 #5
むこうぶち6
高レート裏麻雀列伝 女衒打ち
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #171
海賊王船長タック season．2 #23
パチドルクエスト season6 #12
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節①
D坂の殺人事件
官能時代絵巻 羅生門 鬼畜のまぐわい
メイリ Sweet Vacation

久松かおり Love Forever
パチドルクエスト season6 #13（終）
極道天下布武 第四幕
海賊王船長タック season．2 #24
俺の空 [刑事編] 闇の制裁
パチドルクエスト season6 #13（終）
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節④
誘女、派遣します episode35
パチスロキャノンボール season4 #3
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #172
海賊王船長タック season．2 #24
【吹替版】トリプルヘッド・ジョーズ
プロレスリングWAVE #330
難波金融伝 ミナミの帝王12
誘女、派遣します episode36
パチスロキャノンボール season4 #6（終）
るにん
SEX and the DEATH NOTE
伝説の魔導書 犯るか、殺られるか
豊田瀬里奈 もう一度、恋して
透明彼女 season5＃12（終） 小日向ななせ

高宮まり 秘密の時間
パチドルクエスト season6 #10
半端
海賊王船長タック season．2 #21
闇金の帝王 銀と金
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 #10
麻雀最強戦2017 男子プロ代表決定戦 豪傑大激突Ⓐ
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #169
海賊王船長タック season．2 #21
【吹替版】シン・シティ 
プロレスリングWAVE #327
難波金融伝 ミナミの帝王9
誘女、派遣します episode32
海賊王船長タック season．6 #7
透明彼女 season5＃10 Alice
ストリッパー
農家に嫁いだ女
目黒璃彩 エンジェルナンバー777
透明彼女 season5＃9 浅倉沙織

橋本梨菜 フラリ～ナ
パチドルクエスト season6 #11
半端 完結編
海賊王船長タック season．2 #22
俺の空 [刑事編]
パチドルクエスト season6 #11
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 豪傑大激突Ⓑ
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #170
海賊王船長タック season．2 #22
【吹替版】沈黙の聖戦
プロレスリングWAVE #328
難波金融伝 ミナミの帝王10
誘女、派遣します episode33
パチスロキャノンボール season4 #5
透明彼女 season5＃11平林あずみ
惑星のかけら
Wの女－幻妖の甘い罠－
透明彼女 season5＃10 Alice
こみつじょう 秘蜜を味あわせて

夏来唯 ほらね、夏が来た
パチドルクエスト season6 #12
制覇14
海賊王船長タック season．2 #23
闇金の帝王 銀と金2
パチドルクエスト season6 #12
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 豪傑大激突 決勝卓
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉗
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #171
海賊王船長タック season．2 #23
【吹替版】シン・シティ 復讐の女神 
プロレスリングWAVE #329
難波金融伝 ミナミの帝王11
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉘
海賊王船長タック season．6 #8
透明彼女 season5＃12（終） 小日向ななせ
欲動＞ 社内恋愛 ゆれる女ごころ
透明彼女 season5＃11平林あずみ
朝比奈祐未 あなた、ごめんなさい

橋本梨菜 フラリ～ナ
プロレスリングWAVE #330

日本統一13＞ 日本統一14
極道天下布武 第五幕
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 #1
パチスロキャノンボール season4 #6（終）
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #172

難波金融伝 ミナミの帝王9
#10＞ #11＞ #12
月下美人
歌舞伎町ブラックスワン
キャバクラ・風俗・AV 闇の女手配師-深雪-
事件 罠にはまる女たち
SEX and the DEATH NOTE
伝説の魔導書 犯るか、殺られるか
透明彼女 season5＃12（終） 小日向ななせ
水沢柚乃 好きよセンパイ
誘女、派遣します episode36

草野綾 Milky Glamour
プロレスリングWAVE #327

半端
半端 完結編
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 豪傑大激突Ⓐ
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #13
海賊王船長タック season．6 #7
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #169
実録・広島やくざ戦争外伝 義兄弟 怒濤の章
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節③

恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS #6
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS #7
蝉の女 愛に溺れて
農家に嫁いだ女
大人の事情 姉の恋人
義母たちの誘惑 禁断DELUXE
こみつじょう 秘蜜を味あわせて

佐藤聖羅 聖なるふくらみ
プロレスリングWAVE #328

平成 清水一家＞ 完結編
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 豪傑大激突Ⓑ
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #14
パチスロキャノンボール season4 #5
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #170
実録・広島やくざ戦争外伝 義兄弟 完結編 激流の章
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節④
湯けむり美人 出会い旅 第2話

恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS #7
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS #8
ヌードの夜
裸のアゲハ
わるいおんな
朝比奈祐未 あなた、ごめんなさい
透明彼女 season5＃11平林あずみ

RaMu A-RaMu
プロレスリングWAVE #329

むこうぶち5 高レート裏麻雀列伝 氷の男
むこうぶち6 高レート裏麻雀列伝 女衒打ち
麻雀最強戦2017 男子プロ代表決定戦 豪傑大激突 決勝卓
パチマガGIGAWARS超 シーズン4 #15(終）
海賊王船長タック season．6 #8
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #171
（＃7）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 菜乃花
誘女、派遣します episode34
湯けむり美人 出会い旅 第3話

第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第二節①
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第二節②
D坂の殺人事件
社内恋愛 ゆれる女ごころ
官能時代絵巻 羅生門 鬼畜のまぐわい
真夏の果実 はじめての秘密
戸田れい いけない人
豊田瀬里奈 もう一度、恋して

【時代を超え語られる、男の生き様－。】

９／９（日） 午後９：００～１０：３０ 他
疵と掟

監督：港雄二
出演：波岡一喜、岩城滉一、蛍雪次朗、永島敏行

安斉組立花組組長・立花修治は大学
を出てヤクザになった変り種だが、安
斉組最年少組長として周りには知れ
渡っていた。立花が愚連隊をかまして
た頃、安斉組組長・安斉尊と出会い惚
れ込み、以降ずっと安斉の背中を見
続け「あんな男になりてぇ」と願い、極
道として生きる道を決めたのだ。
※シリーズ第2弾『疵と掟2』は、9月23日㈰
午後9：00～放送!

【恐怖、凶暴、叫声のすべてが3倍!その絶望は無限大!!”】

９／23（日） 午前１１：００～１２：３０　他
トリプルヘッド・ジョーズ

監督：クリストファー・レイ
出演：カルーシェ・トラン、ダニー・トレホ、ブラッド・マイルズ

水深800Mに位置する
海底の研究施設。そこ
では、産業廃棄物によ
る汚染の影響で生物の
突然変異体が多く発見
されていた。そこに、頭
が3つある巨大なサメ
が泳いでおり、施設に
体当たりをしていた。



9月28日（金）に全国公開される新作映画「散り椿」の原作者である直木賞作家・葉室麟の「銀漢の賦」を
ドラマ化。逆臣と暗殺者として久しぶりに対面したかつての親友。2人の人生が再び交わり、運命は大き
く動きだす―。人生の峠を越えた2人の男の友情と武士の誇りを描く珠玉の時代劇。

勝新太郎の出世作にして「座頭市」の原点が、【映画「座頭市」シリーズ全26作完全放送】
ファイナルに併せて登場！

9月11日（火）スタート！ 月曜～金曜 よる8：00
９月２日（日） 午後3：00 ほか

原作：葉室麟「銀漢の賦」　　脚本：森下直／西井史子　　音楽：小六禮次郎　　
出演：中村雅俊／柴田恭兵／桜庭ななみ／
　　　平岳大／池田鉄洋／吉田羊／
　　　中村獅童／高橋和也／麻生祐未 ほか
主題歌：泉谷しげる「漢（おとこ）ありて」

監督：森一生　　原作：宇野信夫　　脚本：犬塚稔
出演：勝新太郎／中村玉緒／近藤美恵子／鶴見丈二／丹羽又三郎／倉田マユミ／
　　　安部徹 ほか

CS初

【銀幕の時代劇　黄金の10年】勝新太郎　主演 葉室麟 原作／中村雅俊・柴田恭兵 出演

NHKKADOKAWA 1960

人生の峠を越した男がふたり、命を賭けて峠を越
える。ひとりは不器用に亡き友との義に生きてき
た男・日下部源五（中村雅俊）。ひとりは大義のた
めに友を斬り、敢えて出世に生きた男・松浦将監
（柴田恭兵）。義の置き処を違えた二人が老境を
迎えたとき、暗殺者と逆臣として相見えることに
なった…！友情と武士のプライド、命を懸けて挑
む2人の使命とは――。

不知火檢校の弟子・按摩の杉の市（勝新太郎）は、鈴カ森
で癪に悩む旅人が大金を持っていると知るや、これを殺
害してしまう。悪事に関しては子どもの頃から異常な才
能を見せる杉の市は、次 と々悪事に手を染めていく。ある
時、旗本の岩井藤十郎（丹羽又三郎）の奥方浪江（中村
玉緒）が不知火檢校に金策を頼みこんできた。夫に内密
で五十両の金の必要に迫られているというのだ。檢校は
これを断り、杉の市はその使いを命じられるが、自分が毎
日五両ずつ貸すと浪江に言い、杉の市は弱みに付け込ん
で、浪江が金を借りに来る度にその身を抱くが、藤十郎に
ばれてしまう。

（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：松方弘樹） （主演：松方弘樹）

（主演：松方弘樹）

（主演：松方弘樹）

梅安晦日蕎麦
浅草・御 河岸

（主演：三船敏郎）

（主演：三船敏郎）

～

超解像版（4K）
※２Ｋダウンコンバートにて放送

（主演：岸谷五朗）

【舟木一夫 時代劇祭り】
銭形平次（主演：大川橋蔵）
#3・#233・#323
（舟木一夫セレクション）
舟木一夫 特番（9月編）#1～3

釣りビジョン提供

ロゴ入りタオル




