
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
11月19日㈪～24日㈯
深0：00～
※19日㈪は後9：00～でも
放送します。

※翌日朝に再放送致します。 第59回朝日新聞社杯競輪祭 決勝ゴール

第60回朝日新聞社杯競輪祭（小倉・ＧⅠ）関連番組

第60回朝日新聞社杯競輪祭 前夜版まるごと展望 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　11月14日㈬ 後9：30～

真券GOLD RUSH!

すっぴん。 #30
ヤマコウの愛称で親し
まれている山口幸二
が開催の合間を縫っ
て『今、最も気になる
選手』を日帰りで弾丸
取材。その強さの秘密
に迫り、今後の活躍を
予想します。
出演：山口幸二、冨田恵美子
初回放送日・時間　11月28日㈬ 後9：00～

弾丸訪問！ヤマコウのKEIRINコージ宴NEO #7

競輪大好きタレント陣
と全国の番組視聴者が
車券勝負を繰り広げる
バラエティ番組。当日来
場されているファンに
もインタビューを行い、
ファンのこだわり予想
や持論も紹介します。
＃31（久留米） 初回放送日・時間　11月１日㈭ 後11：00～
＃32（取手）　 初回放送日・時間　11月25日㈰ 後9：00～

注）1．♥印は、ガールズケイリンを含む開催です。（20日～22日はガールズグランプリトライアル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ください。武雄ＦⅡ＜11/2～4＞、防府ＦⅡ
＜11/16～18＞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。ご了承ください。
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オフショアレボリューションNEXT 127
関西発！海釣り派 165
俺たちのバスフィッシングR 51
エリアトラベラーズ 94
沖釣りギャラリー
ドラゴン8 #3
磯を駆ける 73
磯釣りギャラリー
第18回トラウトキング選手権大会
THE TEAM BATTLE
オフショアレボリューションNEXT 92
大漁！関東沖釣り爆釣会 141
ヘラブナギャラリー
魚種格闘技戦！ 200
Dz SALT 110
Azing lab.2nd 44

【シーズン真っただ中！カワハギ特集】
関西発！海釣り派 153
メタルバスター 9
Seabass Journey 33
進め！日本バスクラブ 5
BIG BITE 141

RUN＆GUN SALT
オレたちゃシーバス研究所 27
「BTVワンダフルWORLD」を訪問
誰でも簡単！はじめてのジギング
こちら東海です。123
チヌ道一直線 74
魚種格闘技戦！166
Seabass Journey 33
ギアステーション
ヘラブナギャラリー
つりステ釣会議 
伝心伝承 143
鮎2016 終焉を鹿児島の大鮎で惜しむ
五畳半の狼
オレたちゃシーバス研究所 35
大漁！関東沖釣り爆釣会 164
トップ道 43
BIG BITE 141
Osprey's EYE 39

【シーズン真っただ中！カワハギ特集】
第5回女性だけのカワハギフェスタ
TROUT QUEST 11
本気でオカッパリ 92
バスギャラリー
エリアトラベラーズ 94

トラウトギャラリー
フライギャラリー
バスギャラリー
BinBinソルト 44
魚種格闘技戦！ 200
伝心伝承 142
RUN＆GUN SALT 12
関西発！海釣り派 166
メタルバスター 9
五畳半の狼
オレたちゃシーバス研究所 23
楽釣楽磯宣言 25
大漁！関東沖釣り爆釣会 164
ギアステーション
俺たちのバスフィッシングR 59
つりステ釣会議 
ENJOY FISHING 28
エリアトラベラーズ 94
進め！日本バスクラブ 5

【シーズン真っただ中！カワハギ特集】
オフショアレボリューションNEXT 92
ハイパーエキスパート
Go for it！ 161
TryB 1
第18回トラウトキング選手権大会
THE TEAM BATTLE

SUGOIアワー 195
バスギャラリー
Dz SALT 87
鮎2015 五ヶ瀬川で大鮎と遊ぶ
本流のライセンス
伝心伝承 178
ソルトギャラリー 8
こちら東海です。159
ガチコン 19
RUN＆GUN SALT 13
ワカサギマニアックス 3
東北つれつれ団 53
沖釣りギャラリー
ヘラブナギャラリー
進め！日本バスクラブ 5
釣りたガール！ 9
オフショアレボリューションNEXT 80
ワカサギマニアックス 8
Go for it !143 
【冬磯シーズン開幕特集】
磯を駆ける 77
霞ヶ浦ダンディ～ 1
BIG BITE 141
フライギャラリー
こちら東海です。 170

メタルバスター 5
RUN＆GUN SALT 6
本流のライセンス
THE FISHERMAN GT Fishing in Oman②
BinBinソルト 27
大漁！関東沖釣り爆釣会 128
釣りたガール！ 9
フライギャラリー
沖釣りギャラリー
SUGOIアワー 201
こちら東海です。124
魚種格闘技戦！155
関西発！海釣り派 154
ENJOY FISHING 22
Counter 18
エリアトラベラーズ 94
すごかby九州 35
[生]五畳半の狼
こちら東海です。 170
【冬磯シーズン開幕特集】
楽釣楽磯宣言 25
ランガンパニック 19
Rock’ｎ Fish 53
RUN＆GUN SALT 13
ガチコン 19

Azing lab.2nd 26
ソルトギャラリー
バスギャラリー
Go for it！ 161
大漁！関東沖釣り爆釣会 164
魚種格闘技戦！154 
伝心伝承 190
鮎2017 シーズン終盤の五ヶ瀬川釣行
ヘラブナギャラリー
フライギャラリー
オレたちゃシーバス研究所 17
楽釣楽磯宣言 19
大漁！関東沖釣り爆釣会 129
釣りたガール！ 9
Mebarin Gate 1
フライギャラリー
ソルトギャラリー 9
RUN＆GUN SALT 13
RUN＆GUN SALT 7
【冬磯シーズン開幕特集】
磯を駆ける 69
Dz SALT 87
Counter 18
沖釣りギャラリー
SUGOIアワー 201

Dz SALT 86
エリアトラベラーズ 82
第18回トラウトキング選手権大会
THE TEAM BATTLE
RUN＆GUN SALT 12
ヘラブナギャラリー
オフショアレボリューションNEXT 79
関西発！海釣り派 154
Counter 18
ギアステーション
フライギャラリー
つりステ釣会議 
磯を駆ける 69
オフショアレボリューションNEXT 80
五畳半の狼
Dz SALT 110
関西発！海釣り派 177
突撃！SEAソルジャー 38
SUGOIアワー 201
ガチコン 19
【冬磯シーズン開幕特集】
すごかby九州 41
森のチカラ 12
BIG BITE 132
俺たちのバスフィッシングR 45
伝心伝承 190

ガチコン 15
Mebarin Gate 1
Seabass Journey 33
オレたちゃシーバス研究所 35
鮎2018
チヌ道一直線 68
Azing lab.2nd 44
ワカサギマニアックス 3
とことんエギパラダイス 116
五畳半の狼
伝心伝承 179 総集編 ～尾長～
沖釣りギャラリー
関西発！海釣り派 177
ギアステーション
BIG BITE 141
つりステ釣会議 
東北つれつれ団 53
伝心伝承 190
沖釣りギャラリー
【冬磯シーズン開幕特集】
ENJOY FISHING 17
バスギャラリー
Osprey's EYE 39
Rock’ｎ Fish 47
釣りたガール！ 9

本州と九州をつなぐ関門橋、そして北
九州空港を擁する九州の玄関口・北
九州市。レトロな建物が立ち並ぶ門司
港が有名ですが、関門海峡や玄界灘、
響灘など、豊かな海に囲まれた釣り人
にとっても魅力的な街です。この番組
では、九州発の釣り番組『すごかby
九州』の初代ナビゲーター・小雪が、
釣り人が家族と一緒に満喫できる北九
州市の旅をご紹介！観光名所を巡った
後は、手ぶらで船釣りを楽しみ、釣った魚を豪華料理で味わえる注目プランを体験。
家族旅行の参考に是非ご覧ください！

よかとこ満載！北九州

釣りの魅力にのめりこみ、そ
の楽しさを発信している女
性たちを紹介する、釣りガー
ルガチンコ実釣番組。第2
回は、タレントとして活躍中
の阪本智子さんに密着。6
年前、釣りビジョンへの出
演をきっかけに、釣りの世界に足を踏み入れた彼女。今
ではプライベートでも巨大なキハダマグロやGTを求めて
遠征を繰り返し、沖釣りに至っては男性顔負けの腕前に。
今回は、大会で上位に食い込むほどの実力だというカワ
ハギ釣りに同船。女性から見た釣りの魅力をお伝えします。

つりメガミ 2
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★11月26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。

プラネット イングリッシュ

ワード・ワールド

えいごでみよう！ Hi-5

新くまのプーさん

ちいさなプリンセス　ソフィア

おたすけマニー

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

ケイトとミンミン

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

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

バンピリーナとバンパイアかぞく

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

きんきゅうしゅつどう隊　OSO

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

ぞうのババール ～バドゥのだいぼうけん～

パグ・パグ・アドベンチャー

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

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

ちいさなプリンセス　ソフィア

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

　4日 ミッキーマウス クラブハウス/ディズのまほうつかい
11日 ミッキーマウス クラブハウス/グーフィーのおとぎばなし
18日 （特別編成）
25日 ミッキーマウス クラブハウス/ミニーのふゆのリボンショー



★11月26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。

Doraemon　12日～ 悪魔バスター★スター・バタフライ

モンスター・ホテル・ザ・シリーズ　12日～ マイリトルポニー ～トモダチは魔法～

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

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　12日～ ラプンツェル ザ・シリーズ

ダックテイルズ　12日～ ミラキュラス　レディバグ＆シャノワール

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

マイリトルポニー ～トモダチは魔法～
ツムツム

ディズニー３６５
ベイマックス ザ・シリーズ

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

悪魔バスター★スター・バタフライ

  ミラキュラス　レディバグ＆シャノワール

アンディ・マック

ディズニー・コメディ・タイム

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

ペッパピッグ

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（8：00～8：25）
ドックはおもちゃドクター（8：25～8：50）

カズープ！

ひつじのショーン

こひつじのティミー
マペット・ベビー

ミッキーマウス　クラブハウス

おとぎのもりのゴールディとベア

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

ハーレーはド真ん中
14日～ ブログ犬　スタン

怪奇ゾーン グラビティフォールズ

マイロ・マーフィーの法則

フィニアスとファーブ

いつだってベストフレンド

アンディ・マック

ディズニートラベラー

境界のＲＩＮＮＥ

悪魔バスター★スター・バタフライ　12日～ ザ・ペンギンズfromマダガスカル

スイート・ライフ　12日～ シークレットアイドル　ハンナ・モンタナ

リロ アンド スティッチ ザ・シリーズ
12日～ リセス　～ぼくらの休み時間～

うわさのツインズ　リブとマディ

やってないってば！　5日～ やりすぎ配信！ビザードバーク

フィニアスとファーブ

ジェシー！

リロ アンド スティッチ　ザ・シリーズ　15日～ キャスパーのオバケ学園

ブンブン・タカコとブーブー・ヒューバート

Draemon　12日～ ダックテイルズ

Draemon　12日～ キャスパーのオバケ学園

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

ディズニー365

プリプリちぃちゃん！！
ツムツム

モラン
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　13日～ 怪奇ゾーン グラビティフォールズ

12日～ ミッキーマウス！

バンジのにゃむにゃむ日記

12日～ ビッグシティ・グリーン

12日～ ベイマックス 
ザ・シリーズ

12日～ ダックテイルズ

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

ドックのおもちゃびょういん

バンジのにゃむにゃむ日記

ダックテイルズ

ちいさなプリンセス　ソフィア

ミラキュラス レディバグ＆シャノワール

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

マイリトルポニー ～トモダチは魔法～

アンディ・マック

チャック・チャック　18日～ 名探偵ミレット

ジグとシャーコ

ベイマックス ザ・シリーズ

悪魔バスター★スター・バタフライ

アバローのプリンセス　エレナ

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

モンスター・ホテル ザ・シリーズ

マイロ・マーフィーの法則

ビッグシティ・グリーン

モンスター・ホテル ザ・シリーズ

スティッチ！　17日～スティッチ！～ずっと最高のトモダチ～
モラン

　2　㈮ ティンカー・ベルと流れ星の伝説
　3　㈯ リロ&スティッチ
　4　㈰　 スティッチ！ザ・ムービー
　9　㈮ リロ&スティッチ2
10　㈯ リロイ&スティッチ
11　㈰ フォーチュン・クッキー
16　㈮ コウノトリ大作戦！

17　㈯ ひつじのショーン～バック・トゥ・ザ・ホーム～
18　㈰ （特別編成）
23　㈮ フリーキー・フライデー
24　㈯ おさるのジョージ　クリスマススペシャル
　　  「早くこいこい、クリスマス」（20:00～21:15）
　　  くまのプーさん　みんなのクリスマス（21:15～22:30）
25　㈰ ベッドタイム・ストーリー
30　㈮ モンスター・ホテル

　2　㈮ 秘密のミラクル・マジシャン
　3　㈯ ハイスクール・ミュージカル
　4　㈰ カンフー・プリンセス　ウェンディ・ウー
　9　㈮ 私の日記はベストセラー
10　㈯ タイムマシン大作戦
11　㈰ キャンプ・ロック

16　㈮ ウェイバリー通りのウィザードたち　ザ・ムービー
17　㈯ スターにアイ・ラブ・ユー
18　㈰ イケてる私とサエない僕（24:15～26:00）
23　㈮ グッドラック・チャーリー／ザ・ムービー
24　㈯ フレネミーズ
25　㈰ 彼女はモンスター・ファイター
30　㈮ ティーン・ビーチ・ムービー

　3　㈯ （特別編成）
　4　㈰ リトル・マーメイドⅢ／はじまりの物語
10　㈯ （特別編成）
11　㈰ （特別編成）
17　㈯ コウノトリ大作戦！

18　㈰ （特別編成）
24　㈯ フリーキー・フライデー
25　㈰ おさるのジョージ クリスマススペシャル
　　  「早くこいこい、クリスマス」(13:00～14:15)
　　  くまのプーさん
　　  みんなのクリスマス（14:15～15:30）
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※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。

　4　日 映画 聲の形 （8：00～10：20pm）
11日 名探偵コナン11月号

第617～619話 （8：00～9：30pm）
18日 機動戦士ガンダム

サンダーボルト DECEMBER SKY
（8：00～9：25pm）

25日 機動戦士ガンダム
サンダーボルト BANDIT FLOWER
（8：00～9：45pm）

11日 ・頭文字[イニシャル]Ｄ Extra Stage 
～インパクトブルーの彼方に…～ 
<HDリマスター> （9：30～10：30pm）
・頭文字[イニシャル]Ｄ Extra Stage 2 
～旅立ちのグリーン～ <HDリマスター> 
（10：30～11：30pm）

18日 名探偵コナン （9：30～11：30pm）
25日 ガンダム00 Festival 10 
"Re:vision" 完全版（9：45～11：45pm）

おそ松くん〈HDリマスター版〉　　※６日 こちら葛飾区亀有公園前派出所

忍者ハットリくん

4日～

食戟のソーマ

～18日 「進撃の巨人」
オリジナルマスター版

※18日 こちら葛飾区亀有公園前派出所　　
　  （4：00～4：30am）

25日～ 進撃の巨人 Season 2

～18日 進撃の巨人
オリジナルマスター版

※18日 こちら葛飾区亀有公園前派出所
（5：30～6：00pm）

25日～ 進撃の巨人 Season 2

名探偵コナン

ツヨシしっかりしなさい

NARUTO-ナルト-〈HDリマスター〉

ちびまる子ちゃん

～13日 こちら葛飾区亀有公園前派出所　　14日～ Ｄｒ．スランプ アラレちゃん

らんま1/2 デジタルリマスター版

～14日 七つの大罪 戒めの復活　　15日～ ハイキュー!! セカンドシーズン

ドラゴンボール改

～20日 機動戦士Ｚガンダム　　21日～ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ

ドラゴンボール改

～13日 こちら葛飾区亀有公園前派出所　　14日～ Ｄｒ．スランプ アラレちゃん

～22日 ALL OUT!! ※5日 こちら葛飾区亀有公園前派出所　　23日～ ガンダム Gのレコンギスタ

～20日 機動戦士Ｚガンダム　　21日～ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ

～5日 ジョジョの奇妙な冒険　　6日～ ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース

TIGER & BUNNY

NARUTO-ナルト- 〈HDリマスター〉

～8日 キングダム ※8日 名探偵コナン（6：30～7：00pm）　　9日～ キングダム 第２シリーズ

僕のヒーローアカデミア

あかねさす少女

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

～24日 続 夏目友人帳

キャプテン翼

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

キテレツ大百科〈リマスター版〉

ドラゴンボール改

機動戦士Ｚガンダム

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

4日～ 銀の匙 Silver Spoon

4日～ 火ノ丸相撲

4日～ 火ノ丸相撲

～19日 ムヒョとロージーの魔法律相談事務所
26日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所

ちびまる子ちゃん(第1期)
※25日 名探偵コナン（11：00～2：00pm）

～18日 深夜！天才バカボン
25日 ガンダム00 Festival 10 
"Re:vision" 完全版（9：45～11：45pm）

4日 ルパン三世(PART1)
11日 僕のヒーローアカデミア
18日～ ちびまる子ちゃん(第1期)

～19日 ムヒョとロージーの魔法律相談事務所
26日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所

～4日 ちびまる子ちゃん(第1期)
11日～ おそ松くん <HDリマスター版>

4・11日 ALL OUT!!
18日～ 忍者ハットリくん

～24日
頭文字[イニシャル]Ｄ
Fourth Stage
〈HDリマスター〉

Dr.スランプ
アラレちゃん

FAIRY TAIL

僕のヒーローアカデミア

俺物語!!

4日～

メジャー 第5シリーズ

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

3日～ 七つの大罪
戒めの復活

キャプテン翼

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

ゲーム★マニアックス

3日  PSYCHO-PASS
サイコパス
一挙放送②　第13～22話
（0：00～5：00am）

10日 PSYCHO-PASS
サイコパス2
全11話一挙放送
（0：00～5：30am）

17日 機動戦士ガンダムユニコーン
RE:0096
一挙放送① 第1～12話
（0：00～6：00am）

24日 機動戦士ガンダムユニコーン
RE:0096
一挙放送② 第13～22話
（0：00～5：00am）

～26日 うちの3姉妹 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

　4　日 劇場版 FAIRY TAIL
-DRAGON CRY-（11：00～0：40pm）

11日 映画 聲の形 
（11：00～1：20pm）

18日 名探偵コナン11月号　　　　
第617～619話
（11：00～0：30pm）

25日 名探偵コナン
ホームズの黙示録（11：00～2：00pm）

鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

～4日 ルパン三世(PART1)
※4日 こちら葛飾区亀有公園前派出所
（2：30～3：00pm）

11日～ 斉木楠雄のΨ難

ブラッククローバー

ブラッククローバー

～10日 ねこねこ日本史 17日～ 少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん（6：08～6：30am）

～4日 ねこねこ日本史 11日～ 少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん（10：38～11：00am）

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）

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

4日～
ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風

～25日
ムヒョとロージーの魔法律相談事務所

4日～
ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風

あかねさす少女

柿原徹也のひざくりげ 
～ひびけ!戦国名言編～

モンスターハンター ストーリーズ RIDE ON

魔法つかいプリキュア！

ちびまる子ちゃん

～5日 進撃の巨人 Season 2　　6～22日 ぬらりひょんの孫　　23日～ ぬらりひょんの孫 ～千年魔京～

～6日 ジョジョの奇妙な冒険　　7日～ ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース

～1日 のだめカンタービレ ※1日のみ （2：00～2：30pm）　　1～8日 のだめカンタービレ 巴里編
9～16日 のだめカンタービレ フィナーレ ※16日 うちの3姉妹（2：30～3：00pm）　　19日～ ３月のライオン

～23日 空手バカ一代 <HDリマスター版> ※5日 名探偵コナン（1：00～3：00am）
※23日 こちら葛飾区亀有公園前派出所（1：30～2：00am）　　26日～ 頭文字[イニシャル]Ｄ <HDリマスター>

～7日 もやしもん ※5日 名探偵コナン（1：00～3：00am） ※7日のみ （2：00～2：30am）　　7日～14日 もやしもん リターンズ
15日～29日 PSYCHO-PASS サイコパス　　30日～ PSYCHO-PASS サイコパス2

～2日 進撃の巨人 Season 2　　5～21日 ぬらりひょんの孫　　22日～ ぬらりひょんの孫 ～千年魔京～

～5日 ジョジョの奇妙な冒険　　6日～ ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース



「ホビッチョ！」いま話題のおもちゃ・ゲーム・お菓子・イベントなどの最新情報を紹介する、キッズ向け情報番組。♦=1話スタート 映画・劇場版★=初放送/オススメ
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[ALEXANDROS][ALEXANDROS]







GINZA CROSSING Talk MJMJ（もじゃもじゃ）会議 by NIKKEI 世界経営者会議2018

　優れた実績をあげたグローバル企業のトップが集ま
り、企業戦略や経営哲学、経営の最新トレンドについて
議論する国際会議、日経フォーラム「世界経営者会
議」。今年で第20回を迎えます。今年のテーマは“激変
に打ち勝つ経営力”。登壇者による様々なスピーチやデ
ィスカッション、
そして世界の名
だたる企業トッ
プへの独自イン
タビューを通じ
て、真の“経営
力”を探ります。
※画像は昨年のも
のです。

　私たちの周りにある様々な消費やマー
ケティングに関する気になるギモン。日
経MJ編集長と池澤あやかが縦横無尽に
語り尽くす、情報通のためのトレンド先取
り番組。
　11月は「『妖怪ツアー』主催者さん登
場！奈良と京都、どっちが魅力的？」「エス
ニック理容店、アフリカ系の仕上げは『エ
タノール消毒液』」などをテーマに、記事
の裏側を深掘りします。「Vチューバー富
士葵、2000万円かけて「きれい」＆「かわ
いく」なりました！」では、大人気Vチュー
バーの富士葵が登場。17歳のVチュー
バーアイドルが憧れるアイドルとは！？

　激動するグローバル社会において、時代の先を正確に読むことはかつ
てなく難しくなっています。金融、アカデミア、テクノロジー、文化など
各界の第一線を走るキーパーソンはどんな視野を持ち、何を考え、どう
動こうとしているのでしょうか。番組前半のゲストトークコーナーでは毎
回、「旬」のリーダーを招き、尾河眞樹氏が鋭く切り込みます。番組後
半のマーケットニュースコーナー
では、世界経済を動かす重要な
ニュースを選りすぐりのエコノミス
トやアナリストがわかりやすく解
説します。ビジネスパーソンの道
しるべとなる「一歩先」のヒント
が詰まった新感覚の経済情報番
組です。

●放送日時：前編：11月27日㈫ 20：30～21：00 他
●放送日時：後編：11月28日㈬ 20：30～21：00 他

●放送日時：毎週土曜 21：00～21：35 他●放送日時：毎週木曜 22：00～22：30 他
●聞き手：尾河眞樹（ソニーフィナンシャルホールディングス金融市場調査部長）

[ALEXANDROS][ALEXANDROS][ALEXANDROS][ALEXANDROS][ALEXANDROS]

[ALEXANDROS] DAY

スペースシャワーTV11月の最重要アー
ティスト「V.I.P.」は[ALEXANDROS]!
11/24はスペシャ開局記念WEEKの特別企
画として、[ALEXANDROS]DAYをお届け！
合計8時間に渡り彼らの魅力に迫ります。7
枚目となるオリジナルアルバム「Sleepless 
in　Brooklyn」を11/21にリリースする
[ALEXANDROS]。レギュラー番組「Welcome!
[ALEXANDROS]」をはじめ、スペースシャワ
ーTVと深い縁をもつ彼らとだからこそでき
る特別企画[ALEXANDROS]DAYをお届け
します。メンバー出演の撮り下ろし特別番組
の他、5月から約半年間に渡り彼らの動向を
紹介してきた[ALEXANDROS]TVの一挙放
送や、所属プロダクションUK.PROJECTの
主催イベント「UKFC on the Road 2018」
の特別番組、ミュージックビデオ特集などな
ど、彼らの魅力を余すところなく伝える特別
企画をお見逃しなく！

14:00～15:30　UKFC on the Road 2018
※11/17㈯のリピートとなります

15:30～16:30　[ALEXANDROS]TV #4
16:30～17:00　[ALEXANDROS]TV #1
17:00～17:30　[ALEXANDROS]TV #3
17:30～18:00　[ALEXANDROS]TV #5
18:00～20:00　V.I.P.―[ALEXANDROS]―
　　　　　　　　＜生放送＞
20:00～22:00　[ALEXANDROS]

MUSIC VIDEO SPECIAL

川上洋平（Vo,G）、磯部寛之（B,Cho）、白井
眞輝（G）、庄村聡泰（Dr）の4人からなるロッ
クバンド。2007年より本格的に活動を始め
る。これまでに6枚のオリジナルアルバムをリ
リース。2018年8月にはZOZOマリンスタジ
アムにて、ワンマンライブ「VIP　PARTY 
2018」を開催した。11/21に7枚目のオリジ
ナル「Sleepless　in　Brooklyn」をリリース。
本作には木村拓哉主演の新作ゲーム
「JUDGE　EYES:死神の遺言」の主題歌「ア
ルペジオ」と挿入歌「Your　Song」、映画
「BLEACH」の主題歌「Mosquito Bite」、東
京メトロ「Find　my　Tokyo.」CMソング「ハ
ナウタ」などを収録。12月から来年にかけて
は、自身最大規模の全国ツアーを開催する。
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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

★BIG HITS!

★BIG HITS!
M COUNTDOWN

★歌える♪プレイバックヒッツ！

★NEW CUTS

★Kawaii JAPAN－da!!★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】
　個性溢れる
　男性アーティストMV特集
【5時間】
　モテカラオケソング特集

【5時間】泣きうた特集

時代を彩った平成の
　名曲大集合スペシャル⑥

歌える☆歌詞検索
ランキング

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

ストリーミング
ランキング

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♪

レギュラー番組
前月分一挙放送

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

★
Billboard Japan
カウントダウン

★

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!　　 ポール・マッカートニー

★BIG HITS!

★BIG HITS!

★BIG HITS!

★スペシャのプレイリスト

ストリーミング
ランキング

K-POPランキング

チャットモンチー/
★UNISON SQUARE GARDEN/
★フレデリック
KICK THE CAN CREW/
グループ魂
★あいみょん/★DAOKO
★04 Limited Sazabys/
★ヤバイTシャツ屋さん

RISING SUN ROCK FESTIVAL  
2018 in EZO ドキュメンタリー 他
長岡米百俵/
Hi-STANDARD映画公開記念/
My Hair is Bad
「あれから何年たった？」 他

「スペシャのヨルジュウ♪」 
カーニバルウィーク特別編 他

ポール・マッカートニー
Cornelius
宇多田ヒカル

★THE COLLECTORS/ 
　大人の音楽居酒屋 

～音とい聴きやがれ～/
★BIG HITS！ 

忌野清志郎/
★UVERworld

米津玄師/
★Aqua Timez

★コブクロ/
エレファントカシマシ 

★BIG HITS!
★sads
MUSIC GOLD RUSH2
小袋成彬

★BIG HITS!
ローカリズム♪
長岡米百俵

★BIG HITS!
★MUSIC GOLD RUSH2
JAPAN TOUR 2016 ライブ編
RIPPLES vol.2～1990-199×～

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

★

★
モンスターロック

モンスターロック
★フレデリック

★DMZ

★ スペシャの
ヨルジュウ♪

★スペシャのプレイリスト
テイラー・スウィフト

★オーラル・ジョブズ

★BIG HITS!
Suchmostyle

★INTERNATIONAL FLASH 他

★
洋楽カウントダウン10

洋楽カウントダウン10

JUJU/
★BTS（防弾少年団）/

★乃木坂46/
★欅坂46

★Little Glee Monster/
★AKB48

チュートリアルの
徳ダネ福キタル♪

back number

★ 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

チュートリアルの
徳ダネ福キタル♪

BIG HITS!

ブラックファイル
JAPAN TOUR 2016 ドキュメンタリー編
ブラックファイル

RIPPLES vol.2～1990-199×～
DAX

Mr.Children/
忌野清志郎/
宇多田ヒカル/
水樹奈々

歌える♪プレイバックヒッツ！/ 
ポール・マッカートニー/ 
ボブ・ディラン/ 
★FUJI ROCK FESTIVAL’18 

SPECIAL REPORT/
★BIG HITS！ 

【5時間】
モテカラオケソング特集/
★UKFC on the Road 2018/
Hi-STANDARD映画公開記念

★秋田CARAVAN 
MUSIC FES 2018  
DOCUMENTARY/

★東京スカパラダイス 
オーケストラ

ストレイテナー/
★感覚ピエロ/
Mighty Crown
QUEEN
乃木坂46/欅坂46 
FUJI ROCK FESTIVAL’18 

SPECIAL REPORT/
ベリーグッドマン

★Mr.Children/
Hi-STANDARD/

★Hi-STANDARD映画公開記念/
★BIG HITS！
歌える♪プレイバックヒッツ！/

★UNISON SQUARE GARDEN/
BTS（防弾少年団）/
Mr.Children/高橋 優
歌える♪プレイバックヒッツ！/
槇原敬之/竹内まりや/未定

★さよなら平成！永久不滅の
J-POP特集①/

★徳福スペシャルライブ/ 
★ビッケブランカ

★個性溢れる男性アーティストMV特集④～⑤
　ビデオDEダンス 拡大版 最強ダンスソング特集①～⑤
　モテカラオケソング特集①～⑤

　泣きうた特集①～⑤
　元気が出るミラクルソング特集①～⑤

★きゃりーぱみゅぱみゅの
"なんだこれTV" 他

ミューズ/Cornelius
KID FRESINO/★あいみょん/

★サカナクション/最新洋楽情報
★大人の音楽居酒屋～音とい聴きやがれ～/
★テイラー・スウィフト 
DAOKO/★堀込泰行/

★サカナクション/最新洋楽情報
向井太一

★レジェンドアーティスト特集/★きゃりーぱみゅぱみゅのなんだこれTV 特別編/★2018年大活躍のニューカマーアーティスト特集！①
★ジャパニーズロックヒストリー /★モンスターロック/★2018年大活躍のニューカマーアーティスト特集！②
★豪華！熱演！5時間ライブスペシャル!!/★THE ORAL CIGARETTES/★オーラル・ジョブズ 特別編 パート別座談会スペシャル
★さよなら平成！永久不滅のJ-POP特集②/★Suchmos/★2018年大活躍のニューカマーアーティスト特集！③

★歴代『POWER PUSH!』/
 ★【生放送】スペシャVJ大集合/
 ★スペシャが選ぶ250曲①

未定
ゆず

M COUNTDOWN
ももいろクローバーZ

　　歌える♪プレイバックヒッツ！

斉藤和義　　 グッドモーニングアメリカ

イマジン・ドラゴンズ
Mr.Children
My Hair is Bad/
HEY-SMITH

米津玄師
西野カナ/
絢香
米津玄師

【8時間】[ALEXANDROS]

時代を彩った平成の名曲
大集合スペシャル⑤





5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24 4.11.18.25

メーデー！10：航空機事故の真実と真相、メーデー！番外編：惨劇の全貌、メーデー！４：航空機事故の真実と真相

完全再現！史上最強の軍隊、戦場の記録、潜入！暗黒産業
大戦を左右した伝説の奇襲作戦、武器コレクター

ハイテクのルーツ２、世界の巨大工場４、世界の巨大工場２、世界の巨大工場、素晴らしき空港都市：桃園市
メガブリッジ、巨大建造物：フェラーリ・ジェットコースター、ザ・解体屋：巨大建造物をブッ壊せ２

世界の巨大工場６、
世界の巨大工場７

宇宙の奇石、
ナチスに残る都市伝説の真相

都市伝説の真相、天坑～巨大穴の謎に迫る～、Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２、
怪奇現象Ｘファイル、怪奇現象Ｘファイル 2

サバイバルゲーム：熾烈な生存競争、 ソノラ砂漠：独特な自然の命、潜入！台湾のウルトラマラソン、捕食者の死闘：ライオンvsチーター
ベンガルトラ:王者が巡る旅、初公開！知られざる夜のライオン、ライオン：過酷な戦闘地帯、二匹の軌跡～ウンピョウが野生に帰るまで

究極の捕食者：トップ・キャット、ジャガーの華麗なる狩猟、イエネコ：野生の光、ネコ：知られざる生態、ネコ科最強決定戦、ミッション・クリティカル、
幻のコーカサスヒョウを探して、捕食者の死闘：ピューマ vs オオカミ、ライオネス～飢えとの戦い、ベンガルトラの生き残りをかけた戦い

密着！ドバイ国際空港 2、密着！ドバイ国際空港 3

インフォメーション

マレーシアの旅2、あなたの知らない世界史、あなたの知らない世界史２ バ科学5

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

シルクロード鉄道：歴史と文化、
ジャッキー･チェンのリサイクル大作戦、

カンフー・モーション

動物界の意外なお友達 2
→動物界の意外なお友達 3

元素の掟：ヒンデンブルク号と水素の罠、
 ヒトラーの極秘収容所 米兵捕虜の記録、
ナチスに残る都市伝説の真相

都市伝説
～超常現象を解明せよ！～、
ロズウェルに堕ちた宇宙人、
リジー・ベラスケス:勇気の連鎖
デンジャーゾーン！潜入マル秘ルポ ３、
【新】密着！ある少女の顔面移植手術、

（26日 22：30～）ナショジオ
どうぶつ調査団

クレイジー・ジャーナリスト:
マイケル・ウェアが見た世界

ジョニーとリチャードの“こんなコト知ってた？”、新　衝撃の瞬間

世界の巨大工場７

ロズウェルに堕ちた宇宙人

→旧ソ連の怪奇ファイル

→消えたハイジャック犯の謎

→戦士たちの墓場

→アジア 恐怖伝説

→【新】素晴らしき空港都市：桃園市

→検証：UFO事件の新事実

世界の飛行機大図鑑
→解体！F-4ファントム戦闘機

→ベルグラーノ：
撃沈された戦艦の真実
→解体！スーパー航空機

→レストレポ
～アフガニスタンで戦う兵士たちの記録～
→潜入！タリバニスタン
→地上の地獄：

シリア崩壊とISISの台頭
→21世紀の最新鋭艦
→潜入！グアンタナモ基地

衝撃の瞬間５、衝撃の瞬間６、衝撃の瞬間～番外編～、衝撃の瞬間２

インフォメーション

インフォメーション

バ科学5

CSI：恐竜科学捜査班
ニューオーリンズ物語

→世界大自然紀行：ガラパゴス
→素晴らしき空港都市：桃園市
→アメリカ ～国立公園を巡る旅

総集編

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４
→カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車５

アニマルER
緊急治療の現場
→野生動物の楽園：
イエローストーンの春
→スゴ腕どうぶつドクター

シーザー・ミランの
愛犬レスキュー：アジア編
→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：アジア編
→シーザー・ミランの
ピットブル・ストーリー

→シーザー・ミランの 愛犬レスキュー

衝撃の瞬間２、衝撃の瞬間３、衝撃の瞬間４、

海底に沈む第二次世界大戦の真実
→戦場のレスキュー作戦

→ザ・解体屋：巨大建造物をブッ壊せ２
→ 素晴らしき空港都市：桃園市

ザ・ボーダーライン
税関国境警備局２

→タイタニックと米海軍極秘任務

21世紀の最新鋭艦 特別版、
ベトナム戦争 英雄たちの絆、

ナチス絶滅収容所 決死の脱走計画、
黙示録：カラーで見る第一次世界大戦

アメリカ軍を率いた将軍たち、
世界の巨大工場、

潜入！巨大空母アイゼンハワー 特別版、
黙示録：カラーで見る第一次世界大戦

第二次世界大戦の潜水艦、
密着！国境警備の戦い:
命がけの突破、

密着！国境警備の戦い:番外編

完全再現！史上最強の軍隊、
びっくり！ギガ建造物、

ナチス・ドイツの巨大建造物 独ソ戦、
1917年 ロシアを変えた２つの革命、
黙示録：カラーで見るヴェルダンの戦い

黙示録：カラーで見る
第一次世界大戦、

ナチスに残る都市伝説の真相、
日本軍への残虐な戦犯

イエス・キリスト 磔刑の真相、永遠の地球、地球が壊れる前に、アウトロー・アイランド～隔絶された町、危険な時代に生きる 2
ハイテクのルーツ ２、びっくり！ギガ建造物、空の英雄たち、ベトナム戦争 英雄たちの絆、世界の巨大工場

密着！国境警備の戦い:番外編、ナチス・ドイツの巨大建造物 独ソ戦、ナチス絶滅収容所 決死の脱走計画、世界の巨大工場５
潜入！巨大空母アイゼンハワー 特別版、1917年 ロシアを変えた２つの革命、黙示録：カラーで見る第一次世界大戦

一攫千金！巨大マグロ漁 5
→潜入！

台湾のウルトラマラソン

一攫千金！
巨大マグロ漁 5

ナチス・ドイツの巨大建造物 2、窮地のヒトラー：進撃の連合軍、黙示録：カラーで見る第一次世界大戦
第一次世界大戦 アメリカ参戦の真実、1917年 ロシアを変えた２つの革命

黙示録：カラーで見るヴェルダンの戦い、独裁者のルール、チェーン・オブ・コマンド

ジャッキー･チェンの
リサイクル大作戦

→カンフー・モーション

インドネシア：ボロブドゥル、
グレート・バリア・リーフ、
ヴェルサイユ宮殿、

カンボジア：アンコールワット、日本:富士山

モンスター・フィッシュを探せ！
（４日）
　「モンゴルの巨大マス！」
　「絶滅寸前！ノコギリエイ」
　「危険な巨大淡水エイ」
　「長寿！シロチョウザメ」
モンスター・フィッシュを探せ！２

（４日）
　「川の侵略者」
（11日）
　「鋭い歯を持つアリゲーターガー」
　「アマゾンの恐怖」　「タイの楽園」
　「ナマズ・エイリアン」　「ナイルの巨人」
（18日）
　「古代の怪物」
モンスター・フィッシュを探せ！３

（18日）
　「幻のグリーンモンスター」
　「川に潜むオオメジロザメ」
　「巨大ナマズを探して」
　「巨大！キングサーモン」
（25日）
　「東南アジアのジョーズ」
　「300キロ級のコイ」
モンスター・フィッシュを探せ！４

（25日）
　「川の巨大サメ」
　「世界最大の淡水魚」
　「アマゾンの電気ウナギ」

カラーで見るノルマンディー上陸作戦、
ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子供たち、
ナチスに残る都市伝説の真相

完全再現！史上最強の軍隊、
潜入！巨大空母アイゼンハワー、
歴史に残る武器・軍用品

完全再現！史上最強の軍隊、
ハイテクのルーツ２、

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

コスモス:時空と宇宙
「空にあふれる幻想の世界」　「光と影」
「より深い世界へ」　「クリーンルーム」

ザ・ステイト ～虚像の国、
ミッション・トゥ・ザ・サン

メーデー！番外編：
惨劇の全貌、
メーデー！７：

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

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２、
【新】レンジローバー ヴェラール：ザ・メイキング、
世界大自然紀行：フロリダ、

【新】生き抜け！原始生活 総集編

完全再現！史上最強の軍隊
→潜入！アフガンの米海兵隊基地
→歴史に残る武器・軍用品

ベルグラーノ：
撃沈された戦艦の真実
→密着！国境警備犬

→潜入！グアンタナモ基地

潜入！日産GTR
誕生の裏側

→スーパーカー大改造

メーデー！16：
航空機事故の真実と真相
→独裁者のルール
→窮地のヒトラー：
進撃の連合軍
→メーデー！15：

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！：

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

仰天！
海の底まる見え検証

空の英雄たち、
黙示録：カラーで見る
第一次世界大戦

アメリカ軍を率いた将軍たち、
世界の巨大工場、
世界の巨大工場５、

黙示録：カラーで見る第一次世界大戦

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:

番外編

ナチス巨大砲V3の謎、
THE SS：ナチス親衛隊、
ナチスに残る都市伝説の真相

日本軍の極秘潜水艦、
薬物に溺れたヒトラーの秘密、
ナチス政権 最後の日々、

ナチス・ドイツの巨大建造物 総集編、
客家ロマンチック街道の旅

ナチス超戦艦ビスマルク撃沈の謎、
ナチスのドラムビート作戦、

恐怖のナチス潜水艦 U-166の記憶、
ナチス・ドイツの巨大建造物 総集編、
ナチス・ドイツの巨大建造物 4

窮地のヒトラー：
進撃の連合軍

カラーで見るノルマンディー上陸作戦、
ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子供たち、
ナチス・ドイツの巨大建造物 総集編、
ナチス・ドイツの巨大建造物 4

ナチス潜水艦U-745の謎、
THE SS：ナチス親衛隊、

ナチス・ドイツの巨大建造物 総集編、
ナチス・ドイツの巨大建造物 4

  【新】ジャッキー･チェンの
リサイクル大作戦、
【新】アメリカ

～国立公園を巡る旅 総集編

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

恐怖のナチス潜水艦 
U-166の記憶、

生きもの地球大紀行、
ソノラ砂漠：

独特な自然の命、
ナチス・ドイツの巨大建造物、
ナチス・ドイツの巨大建造物

独ソ戦

仰天！
海の底まる見え検証

ジーニアス：ピカソ、サベージ・キングダム 2、象牙取引の悪しき真実、気候変動の知られざる真実、ヴィルンガ国立公園～内戦の傷跡
潜入！台湾のウルトラマラソン、エクスプローラー、密着！ある少女の顔面移植手術、【新】客家ロマンチック街道の旅

メーデー！１１：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！５：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！４：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！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！１３：航空機事故の真実と真相

（４日）
　【新】潜入！台湾のウルトラマラソン
　仰天！海の底まる見え検証
　サベージ・キングダム 2
　窮地のヒトラー：進撃の連合軍
（25日）
　始皇帝陵の暴かれた真実
　マヤ文明 密林に隠された真実
　地球の巨大生物TOP10
　巨獣の涙

【太陽】
（４日）
　宇宙の奇石
　地球を襲う宇宙の嵐
【宇宙探査機】
（11日）
　【新】ミッション・トゥ・ザ・サン
　ハッブル宇宙望遠鏡が魅せる　　

　　　　　　　　宇宙の絶景
　ローバーが魅せる火星の秘密
　冥王星探査機　　　　　　　　　

　　ニューホライズンズの軌跡
　人類初！探査機ロゼッタ　　　　

　　　 彗星への着陸
【メーデー！番外編：惨劇の全貌
　　　　　　 6時間マラソンSP】
（18日）
　メーデー！番外編：惨劇の全貌





04：00 旋風少女２（原題）#33（終）
04：50 オレ様ロマンス～The ７th Love～#1
05：40 オレ様ロマンス～The ７th Love～#2
06：30 インターローカルアワー
07：30 鬼平犯科帳第９シリーズ#1
09：30 隠密奉行 朝比奈２#1
10：30 隠密奉行 朝比奈２#2
11：30 隠密奉行 朝比奈２#3
12：30 インフォメーション
13：00 ＧＴＯ［反町隆史主演］ノーカット版#9
14：00 ＧＴＯ［反町隆史主演］ノーカット版#10
15：00 ＧＴＯ［反町隆史主演］ノーカット版#11
16：00 ＧＴＯ［反町隆史主演］ノーカット版#12（終）
17：00 インターローカルアワー
18：00 新宿ラブストーリー事件簿

白い粉連続殺人! 疑惑の美人女医と刑事の危険な関係
20：00 森村誠一の異常の太陽
22：00 地方記者 立花陽介シリーズ②

「伊賀上野通信局」
00：00 ショー!K-POPの中心#150
01：15 【iKON出演回】ショー!K-POPの中心#133
02：30 【iKON出演回】ショー!K-POPの中心#134
03：45 韓チャン!#87

04：00 熱血!周作がゆく#1
05：00 熱血!周作がゆく#2
06：00 前世の敵～愛して許して～#35
06：45 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#3
08：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#4
09：15 インフォメーション
09：45 熱血!周作がゆく#3
10：45 熱血!周作がゆく#4
11：45 インフォメーション
12：15 もう涙は見せない#6
13：15 犯罪心理分析官シリーズ

「犯罪心理分析官」
15：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#45
16：15 インフォメーション
16：45 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#7
18：00 エンカメ#152
18：30 テリー伊藤の世界のタビセツ【細貝圭出演回】#2
19：00 熱血!周作がゆく#3
20：00 熱血!周作がゆく#4
21：00 花さく青春ロマンス～マジック学校～#1
22：15 花さく青春ロマンス～マジック学校～#2
23：30 前世の敵～愛して許して～#36
00：15 もう涙は見せない#7
01：15 エンカメ#153
01：45 テリー伊藤の世界のタビセツ【細貝圭出演回】#3
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#16

04：00 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#83
04：40 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#84
05：20 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#85
06：00 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#86
06：53 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#87
07：47 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#88
08：41 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#89
09：35 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#90
10：30 インフォメーション
11：00 ショー!K-POPの中心#149
12：15 食べドラ２ 第３回「29歳のクリスマス」
12：30 インターローカルアワー
14：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#6
15：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#7
16：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#8
17：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#9
18：00 親父がくれた秘密

～下荒井５兄弟の帰郷～
20：00 デリバリーお姉さん
21：30 映画「鈴木家の嘘」公開記念特番
22：00 前世の敵～愛して許して～#31
22：45 前世の敵～愛して許して～#32
23：30 前世の敵～愛して許して～#33
00：15 前世の敵～愛して許して～#34
01：00 前世の敵～愛して許して～#35
01：45 食べドラ２ 第１回「ＧＴＯ」反町隆史主演
02：00 地方記者 立花陽介シリーズ①

「伊豆下田通信局」

04：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#9
05：00 翔べ!必殺うらごろし#18
06：00 前世の敵～愛して許して～#34
06：45 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#5
08：00 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#6
09：15 インフォメーション
09：45 鬼平犯科帳第２シリーズ#10
10：45 翔べ!必殺うらごろし#19
11：45 インフォメーション
12：15 すぐやる一家青春記#3
13：15 すぐやる一家青春記#4
14：15 花さく青春ロマンス～マジック学校～#1
15：30 花さく青春ロマンス～マジック学校～#2
16：45 インフォメーション
17：15 松本清張

「熱い空気 家政婦は見た!夫婦の秘密」
19：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#10
20：00 翔べ!必殺うらごろし#19
21：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#49
22：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#50（終）
23：30 前世の敵～愛して許して～#35
00：15 すぐやる一家青春記#6
01：15 すぐやる一家青春記#7
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#15

04：00 隠密・奥の細道#23
05：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#6
06：00 前世の敵～愛して許して～#33
06：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#43
08：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#44
09：15 インフォメーション
09：45 隠密・奥の細道#24
10：45 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#7
11：45 インフォメーション
12：15 すぐやる一家青春記#2
13：15 ＴＷＯ ＷＥＥＫＳ#12
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#4
16：15 インフォメーション
16：45 今日、妻やめます～偽りの家族～#50（終）
18：00 華麗なるスパイス#25
19：00 隠密・奥の細道#24
20：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#7
21：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#3
22：15 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#4
23：30 前世の敵～愛して許して～#34
00：15 すぐやる一家青春記#5
01：15 華麗なるスパイス#26
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#14

04：00 八百八町夢日記２#9
05：00 剣客商売４#6
06：00 前世の敵～愛して許して～#42
06：45 花さく青春ロマンス～マジック学校～#3
08：00 花さく青春ロマンス～マジック学校～#4（終）
09：15 インフォメーション
09：45 八百八町夢日記２#10
10：45 剣客商売４#7
11：45 インフォメーション
12：15 ＩＳ（アイエス）～男でも女でもない性～#6
13：15 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#1
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#7
16：15 インフォメーション
16：45 最強配達人～夢みるカップル～#3
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#20
19：00 八百八町夢日記２#10
20：00 剣客商売４#7
21：00 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#9
22：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#10
23：30 前世の敵～愛して許して～#43
00：15 ＩＳ（アイエス）～男でも女でもない性～#7
01：15 プロポーズ大作戦 中国版#21
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#22

04：00 隠密・奥の細道#25
05：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#8
06：00 前世の敵～愛して許して～#43
06：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#47
08：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#48
09：15 インフォメーション
09：45 隠密・奥の細道#26（終）
10：45 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#9
11：45 インフォメーション
12：15 すぐやる一家青春記#8
13：15 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#2
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#8
16：15 インフォメーション
16：45 最強配達人～夢みるカップル～#4
18：00 華麗なるスパイス#27
19：00 隠密・奥の細道#26（終）
20：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#9
21：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#7
22：15 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#8
23：30 前世の敵～愛して許して～#44
00：15 すぐやる一家青春記#11
01：15 華麗なるスパイス#28
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#23

04：00 柳生新陰流#2
05：00 柳生新陰流#3
06：00 前世の敵～愛して許して～#41
06：45 最強配達人～夢みるカップル～#1
08：00 最強配達人～夢みるカップル～#2
09：15 インフォメーション
09：45 柳生新陰流#4
10：45 柳生新陰流#5
11：45 インフォメーション
12：15 ちゃんぽん食べたか#5
13：15 ＴＷＯ ＷＥＥＫＳ#16（終）
14：45 韓流スタージャックＳ★カン・ギヨン 後編
15：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#48
16：15 インフォメーション
16：45 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#10
18：00 恋愛動物#2
19：00 柳生新陰流#4
20：00 柳生新陰流#5
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#47
22：15 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#48
23：30 前世の敵～愛して許して～#42
00：15 ちゃんぽん食べたか#6
01：15 恋愛動物#3
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#21

04：00 熱血!周作がゆく#3
05：00 熱血!周作がゆく#4
06：00 前世の敵～愛して許して～#40
06：45 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#5
08：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#6
09：15 インフォメーション
09：45 熱血!周作がゆく#5
10：45 熱血!周作がゆく#6
11：45 インフォメーション
12：15 もう涙は見せない#7
13：15 犯罪心理分析官シリーズ

「犯罪心理分析官２」
15：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#47
16：15 インフォメーション
16：45 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#9
18：00 エンカメ#153
18：30 テリー伊藤の世界のタビセツ【細貝圭出演回】#3
19：00 熱血!周作がゆく#5
20：00 熱血!周作がゆく#6
21：00 花さく青春ロマンス～マジック学校～#3
22：15 花さく青春ロマンス～マジック学校～#4（終）
23：30 前世の敵～愛して許して～#41
00：15 もう涙は見せない#8
01：15 エンカメ#154
01：45 テリー伊藤の世界のタビセツ【細貝圭出演回】#4（終）
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#20

04：00 オレ様ロマンス～The ７th Love～#3
04：50 オレ様ロマンス～The ７th Love～#4
05：40 オレ様ロマンス～The ７th Love～#5
06：30 インターローカルアワー
07：30 鬼平犯科帳第９シリーズ#2
08：30 鬼平犯科帳第９シリーズ#3
09：30 隠密奉行 朝比奈２#4
10：30 隠密奉行 朝比奈２#5
11：30 隠密奉行 朝比奈２#6
12：30 インフォメーション
13：00 ＧＴＯ ドラマスペシャル［反町隆史主演］
15：00 DAISUKI!マージャン大会～和田アキ子出演～
16：00 DAISUKI!年忘れマージャン大会
17：00 インターローカルアワー
18：00 ありふれた奇跡#1
19：00 ありふれた奇跡#2
20：00 ありふれた奇跡#3
21：00 ありふれた奇跡#4
22：00 地方記者 立花陽介シリーズ④

「青梅奥多摩通信局」
00：00 ショー!K-POPの中心#151
01：15 2PM＆2AM Wander Trip#1
01：45 2PM＆2AM Wander Trip#2
02：15 2PM＆2AM Wander Trip#3
02：45 2PM＆2AM Wander Trip#4
03：15 2PM＆2AM Wander Trip#5
03：45 韓流スタージャックＳ★カン・ギヨン 後編

04：00 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#107
04：40 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#108
05：20 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#109
06：00 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#110
06：53 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#111
07：47 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#112
08：41 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#113
09：35 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#114
10：30 インフォメーション
11：00 ショー!K-POPの中心#152
12：15 食べドラ２ 第３回「29歳のクリスマス」
12：30 インターローカルアワー
14：00 剣客商売スペシャル 助太刀
16：00 剣客商売スペシャル 母と娘と
18：00 森村誠一の異常の太陽
20：00 移り気本気
22：00 前世の敵～愛して許して～#46
22：45 前世の敵～愛して許して～#47
23：30 前世の敵～愛して許して～#48
00：15 前世の敵～愛して許して～#49
01：00 前世の敵～愛して許して～#50
01：45 食べドラ２ 第２回「恋愛動物」
02：00 地方記者 立花陽介シリーズ⑦

「但馬城崎通信局」

04：00 オレ様ロマンス～The ７th Love～#9
04：50 オレ様ロマンス～The ７th Love～#10
05：40 オレ様ロマンス～The ７th Love～#11
06：30 インターローカルアワー
07：30 鬼平犯科帳第２シリーズ#1
09：00 インフォメーション
09：30 隠密奉行 朝比奈２#10（終）
10：30 池波正太郎時代劇 光と影 第一話「運の矢」
11：30 池波正太郎時代劇 光と影 第二話「武家の恥」
12：30 インフォメーション
13：00 太陽の罠#2
14：00 太陽の罠#3
15：00 太陽の罠#4（終）
16：00 全力離婚相談#1
17：00 インターローカルアワー
18：00 映画「鈴木家の嘘」公開記念特番
18：30 デリバリーお姉さん
20：00 親父がくれた秘密

～下荒井５兄弟の帰郷～
22：00 地方記者 立花陽介シリーズ⑧

「会津若松通信局」
00：00 ショー!K-POPの中心#153
01：15 2PM＆2AM Wander Trip#11
01：45 2PM＆2AM Wander Trip#12
02：15 2PM＆2AM Wander Trip#13
02：45 2PM＆2AM Wander Trip#14
03：15 2PM＆2AM Wander Trip#15
03：45 韓流スタージャックＳ★カン・ギヨン 後編

04：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#12
05：00 翔べ!必殺うらごろし#21
06：00 前世の敵～愛して許して～#49
06：45 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#11
08：00 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#12
09：15 インフォメーション
09：45 鬼平犯科帳第２シリーズ#13
10：45 翔べ!必殺うらごろし#22
11：45 インフォメーション
12：15 すぐやる一家青春記#12
13：15 すぐやる一家青春記#13
14：15 ただ愛する仲#3
15：30 ただ愛する仲#4
16：50 インフォメーション
17：20 犯罪心理分析官シリーズ

「犯罪心理分析官３」
19：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#13
20：00 翔べ!必殺うらごろし#22
21：00 最強配達人～夢みるカップル～#5
22：15 最強配達人～夢みるカップル～#6
23：30 前世の敵～愛して許して～#50
00：15 すぐやる一家青春記#15（終）
01：15 妄想彼女#1
01：45 妄想彼女#2
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#29

04：00 隠密・奥の細道#26（終）
05：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#9
06：00 前世の敵～愛して許して～#48
06：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#49
08：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#50（終）
09：15 インフォメーション
09：45 くノ一忍法帖 蛍火#1
10：45 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#10
11：45 インフォメーション
12：15 すぐやる一家青春記#11
13：15 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#5
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#10
16：15 インフォメーション
16：45 最強配達人～夢みるカップル～#6
18：00 華麗なるスパイス#28
19：00 くノ一忍法帖 蛍火#1
20：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#10
21：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#9
22：15 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#10
23：30 前世の敵～愛して許して～#49
00：15 すぐやる一家青春記#14
01：15 華麗なるスパイス#29
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#28

04：00 八百八町夢日記２#10
05：00 剣客商売４#7
06：00 前世の敵～愛して許して～#47
06：45 ただ愛する仲#1
08：05 ただ愛する仲#2
09：25 インフォメーション
09：55 八百八町夢日記２#11
10：45 剣客商売４#8
11：45 インフォメーション
12：15 ＩＳ（アイエス）～男でも女でもない性～#7
13：15 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#4
14：45 韓チャン!#88
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#9
16：15 インフォメーション
16：45 最強配達人～夢みるカップル～#5
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#21
19：00 八百八町夢日記２#11
20：00 剣客商売４#8
21：00 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#11
22：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#12
23：30 前世の敵～愛して許して～#48
00：15 ＩＳ（アイエス）～男でも女でもない性～#8
01：15 プロポーズ大作戦 中国版#22
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#27



04：00 松本清張ミステリー時代劇 第十二話
「町の島帰り」

05：00 柳生新陰流#1
06：00 前世の敵～愛して許して～#36
06：45 今日、妻やめます～偽りの家族～#49
08：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#50（終）
09：15 インフォメーション
09：45 柳生新陰流#2
10：45 柳生新陰流#3
11：45 インフォメーション
12：15 ちゃんぽん食べたか#4
13：15 ＴＷＯ ＷＥＥＫＳ#13
15：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#46
16：15 インフォメーション
16：45 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#8
18：00 恋愛動物#1
19：00 柳生新陰流#2
20：00 柳生新陰流#3
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#45
22：15 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#46
23：30 前世の敵～愛して許して～#37
00：15 ちゃんぽん食べたか#5
01：15 恋愛動物#2
02：15 インターローカルアワー
02：45 食べドラ２ 第２回「恋愛動物」
03：00 エンカメ#147
03：30 エンカメ#148

04：00 八百八町夢日記２#8
05：00 剣客商売４#5
06：00 前世の敵～愛して許して～#37
06：45 花さく青春ロマンス～マジック学校～#1
08：00 花さく青春ロマンス～マジック学校～#2
09：15 インフォメーション
09：45 八百八町夢日記２#9
10：45 剣客商売４#6
11：45 インフォメーション
12：15 ＩＳ（アイエス）～男でも女でもない性～#5
13：15 ＴＷＯ ＷＥＥＫＳ#14
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#5
16：15 インフォメーション
16：45 最強配達人～夢みるカップル～#1
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#19
19：00 八百八町夢日記２#9
20：00 剣客商売４#6
21：00 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#7
22：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#8
23：30 前世の敵～愛して許して～#38
00：15 ＩＳ（アイエス）～男でも女でもない性～#6
01：15 プロポーズ大作戦 中国版#20
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#17

04：00 隠密・奥の細道#24
05：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#7
06：00 前世の敵～愛して許して～#38
06：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#45
08：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#46
09：15 インフォメーション
09：45 隠密・奥の細道#25
10：45 必殺仕事人Ⅴ　激闘編#8
11：45 インフォメーション
12：15 すぐやる一家青春記#5
13：15 ＴＷＯ ＷＥＥＫＳ#15
14：45 韓チャン!#87
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#6
16：15 インフォメーション
16：45 最強配達人～夢みるカップル～#2
18：00 華麗なるスパイス#26
19：00 隠密・奥の細道#25
20：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#8
21：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#5
22：15 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#6
23：30 前世の敵～愛して許して～#39
00：15 すぐやる一家青春記#8
01：15 華麗なるスパイス#27
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#18

04：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#10
05：00 翔べ!必殺うらごろし#19
06：00 前世の敵～愛して許して～#39
06：45 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#7
08：00 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#8
09：15 インフォメーション
09：45 鬼平犯科帳第２シリーズ#11
10：45 翔べ!必殺うらごろし#20
11：45 インフォメーション
12：15 すぐやる一家青春記#6
13：15 すぐやる一家青春記#7
14：15 花さく青春ロマンス～マジック学校～#3
15：30 花さく青春ロマンス～マジック学校～#4（終）
16：45 インフォメーション
17：15 犯罪心理分析官シリーズ

「犯罪心理分析官」
19：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#11
20：00 翔べ!必殺うらごろし#20
21：00 最強配達人～夢みるカップル～#1
22：15 最強配達人～夢みるカップル～#2
23：30 前世の敵～愛して許して～#40
00：15 すぐやる一家青春記#9
01：15 すぐやる一家青春記#10
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#19

04：00 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#91
04：39 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#92
05：21 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#93
06：02 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#94
06：56 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#95
07：50 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#96
08：43 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#97
09：37 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#98
10：30 インフォメーション
11：00 ショー!K-POPの中心#150
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#7
15：00 剣客商売#8
16：00 剣客商売#9
17：00 剣客商売#10(終)
18：00 高木検事室の事件簿

紫陽花は死の香り
20：00 丹後・宮津殺人岬
22：00 前世の敵～愛して許して～#36
22：45 前世の敵～愛して許して～#37
23：30 前世の敵～愛して許して～#38
00：15 前世の敵～愛して許して～#39
01：00 前世の敵～愛して許して～#40
01：45 食べドラ 第４回「華麗なるスパイス」
02：00 地方記者 立花陽介シリーズ③

「 石遠野通信局」

04：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#11
05：00 翔べ!必殺うらごろし#20
06：00 前世の敵～愛して許して～#44
06：45 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#9
08：00 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#10
09：15 インフォメーション
09：45 鬼平犯科帳第２シリーズ#12
10：45 翔べ!必殺うらごろし#21
11：45 インフォメーション
12：15 すぐやる一家青春記#9
13：15 すぐやる一家青春記#10
14：15 ただ愛する仲#1
15：35 ただ愛する仲#2
16：55 インフォメーション
17：25 犯罪心理分析官シリーズ

「犯罪心理分析官２」
19：05 鬼平犯科帳第２シリーズ#12
20：00 翔べ!必殺うらごろし#21
21：00 最強配達人～夢みるカップル～#3
22：15 最強配達人～夢みるカップル～#4
23：30 前世の敵～愛して許して～#45
00：15 すぐやる一家青春記#12
01：15 すぐやる一家青春記#13
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#24

04：00 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#99
04：40 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#100
05：20 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#101
06：00 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#102
06：53 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#103
07：47 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#104
08：41 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#105
09：35 アイムソーリー カン・ナムグ～逆転人生～#106
10：30 インフォメーション
11：00 ショー!K-POPの中心#151
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２シリーズ#10
15：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#11
16：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#12
17：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#13
18：00 ありふれた奇跡#5
19：00 ありふれた奇跡#6
20：00 ありふれた奇跡#7
21：00 ありふれた奇跡#8
22：00 前世の敵～愛して許して～#41
22：45 前世の敵～愛して許して～#42
23：30 前世の敵～愛して許して～#43
00：15 前世の敵～愛して許して～#44
01：00 前世の敵～愛して許して～#45
01：45 食べドラ２ 第３回「29歳のクリスマス」
02：00 地方記者 立花陽介シリーズ⑤

「米沢蔵王通信局」

04：00 オレ様ロマンス～The ７th Love～#6
04：50 オレ様ロマンス～The ７th Love～#7
05：40 オレ様ロマンス～The ７th Love～#8
06：30 インターローカルアワー
07：30 鬼平犯科帳第９シリーズ#4
08：30 鬼平犯科帳第９シリーズ#5（終）
09：30 隠密奉行 朝比奈２#7
10：30 隠密奉行 朝比奈２#8
11：30 隠密奉行 朝比奈２#9
12：30 インフォメーション
13：00 DAISUKI!悲願の地方ロケ

西伊豆土肥温泉－第一弾－
14：00 DAISUKI!悲願の地方ロケ

西伊豆土肥温泉－第二弾－
15：00 DAISUKI!ボウリング大会～松雪泰子出演～
16：00 太陽の罠#1
17：00 インターローカルアワー
18：00 ありふれた奇跡#9
19：00 ありふれた奇跡#10
20：00 ありふれた奇跡#11（終）
21：00 映画「鈴木家の嘘」公開記念特番
21：30 食べドラ 第１回「鬼平犯科帳」
21：45 食べドラ 第５回「剣客商売」
22：00 地方記者 立花陽介シリーズ⑥

「鎌倉湘南通信局」
00：00 ショー!K-POPの中心#152
01：15 2PM＆2AM Wander Trip#6
01：45 2PM＆2AM Wander Trip#7
02：15 2PM＆2AM Wander Trip#8
02：45 2PM＆2AM Wander Trip#9
03：15 2PM＆2AM Wander Trip#10
03：45 韓チャン!#88

04：00 熱血!周作がゆく#5
05：00 熱血!周作がゆく#6
06：00 前世の敵～愛して許して～#45
06：45 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#7
08：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#8
09：15 インフォメーション
09：45 熱血!周作がゆく#7
10：45 熱血!周作がゆく#8
11：45 インフォメーション
12：15 もう涙は見せない#8
13：15 犯罪心理分析官シリーズ

「犯罪心理分析官３」
15：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#49
16：15 インフォメーション
16：45 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#11
18：00 エンカメ#154
18：30 テリー伊藤の世界のタビセツ【細貝圭出演回】#4（終）
19：00 熱血!周作がゆく#7
20：00 熱血!周作がゆく#8
21：00 ただ愛する仲#1
22：20 ただ愛する仲#2
23：40 前世の敵～愛して許して～#46
00：20 もう涙は見せない#9
01：15 エンカメ#155
01：45 テリー伊藤の世界のタビセツ【滝口幸広出演回】#1
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#25

04：00 柳生新陰流#4
05：00 柳生新陰流#5
06：00 前世の敵～愛して許して～#46
06：45 最強配達人～夢みるカップル～#3
08：00 最強配達人～夢みるカップル～#4
09：15 インフォメーション
09：45 柳生新陰流#6
10：45 柳生新陰流#7
11：45 インフォメーション
12：15 ちゃんぽん食べたか#6
13：15 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#3
15：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#50（終）
16：15 インフォメーション
16：45 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#12
18：00 恋愛動物#3
19：00 柳生新陰流#6
20：00 柳生新陰流#7
21：00 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#49
22：15 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#50（終）
23：30 前世の敵～愛して許して～#47
00：15 ちゃんぽん食べたか#7
01：15 恋愛動物#4
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#26

04：00 熱血!周作がゆく#7
05：00 熱血!周作がゆく#8
06：00 前世の敵～愛して許して～#50
06：45 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#9
08：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#10
09：15 インフォメーション
09：45 熱血!周作がゆく#9（終）
10：45 闇を斬る!大江戸犯科帳#1
11：45 インフォメーション
12：15 もう涙は見せない#9
13：15 犯罪心理分析官シリーズ

「犯罪心理分析官４ファイナル」
15：00 アイドル STAR SHOW 360#1
16：15 インフォメーション
16：45 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#13
18：00 エンカメ#155
18：30 テリー伊藤の世界のタビセツ【滝口幸広出演回】#2
19：00 熱血!周作がゆく#9（終）
20：00 闇を斬る!大江戸犯科帳#1
21：00 ただ愛する仲#3
22：15 ただ愛する仲#4
23：35 前世の敵～愛して許して～#51
00：15 もう涙は見せない#10（終）
01：15 エンカメ#156
01：45 テリー伊藤の世界のタビセツ【滝口幸広出演回】#3
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#30

04：00 柳生新陰流#6
05：00 柳生新陰流#7
06：00 前世の敵～愛して許して～#51
06：45 最強配達人～夢みるカップル～#5
08：00 最強配達人～夢みるカップル～#6
09：15 インフォメーション
09：45 柳生新陰流#8
10：45 柳生新陰流#9
11：45 インフォメーション
12：15 ちゃんぽん食べたか#7
13：15 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#6
15：00 アイドル STAR SHOW 360#2
16：15 インフォメーション
16：45 恋のドキドキ♡シェアハウス

～青春時代～第２章#14（終）
18：00 恋愛動物#4
19：00 柳生新陰流#8
20：00 柳生新陰流#9
21：00 アイドル STAR SHOW 360#3
22：15 アイドル STAR SHOW 360#4
23：30 前世の敵～愛して許して～#52
00：10 ちゃんぽん食べたか#8
01：00 【セレクト】ショー!K-POPの中心#139
02：15 インターローカルアワー
02：45 【セレクト】ショー!K-POPの中心#140

04：00 八百八町夢日記２#11
05：00 剣客商売４#8
06：00 前世の敵～愛して許して～#52
06：45 食べドラ２ 第３回「29歳のクリスマス」
07：00 ただ愛する仲#3
08：15 ただ愛する仲#4
09：35 インフォメーション
10：05 八百八町夢日記２#12
10：55 剣客商売４#9
11：45 インフォメーション
12：15 ＩＳ（アイエス）～男でも女でもない性～#8
13：15 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#7
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#11
16：15 インフォメーション
16：45 最強配達人～夢みるカップル～#7
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#22
19：00 八百八町夢日記２#12
20：00 剣客商売４#9
21：00 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#13
22：15 恋のドキドキ♡シェアハウス

～青春時代～第２章#14（終）
23：30 前世の敵～愛して許して～#53
00：15 ＩＳ（アイエス）～男でも女でもない性～#9
01：15 プロポーズ大作戦 中国版#23
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#31

04：00 くノ一忍法帖 蛍火#1
05：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#10
06：00 前世の敵～愛して許して～#53
06：45 アイドル STAR SHOW 360#5
08：00 アイドル STAR SHOW 360#6
09：15 インフォメーション
09：45 くノ一忍法帖 蛍火#2
10：45 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#11
11：45 インフォメーション
12：15 すぐやる一家青春記#14
13：15 マッド・ドッグ～失われた愛を求めて～#8
14：45 韓流スタージャックＳ★カン・ギヨン 後編
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#12
16：15 インフォメーション
16：45 最強配達人～夢みるカップル～#8
18：00 華麗なるスパイス#29
19：00 くノ一忍法帖 蛍火#2
20：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#11
21：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#11
22：15 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#12
23：30 前世の敵～愛して許して～#54
00：15 キャリア～掟破りの警察署長～#1
01：15 華麗なるスパイス#30
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#32

04：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#13
05：00 翔べ!必殺うらごろし#22
06：00 前世の敵～愛して許して～#54
06：45 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#13
08：00 恋のドキドキ♡シェアハウス

～青春時代～第２章#14（終）
09：15 インフォメーション
09：45 鬼平犯科帳第２シリーズ#14
10：45 翔べ!必殺うらごろし#23(終)
11：45 インフォメーション
12：15 すぐやる一家青春記#15（終）
13：15 妄想彼女#3
13：45 妄想彼女#4（終）
14：15 ただ愛する仲#5
15：30 ただ愛する仲#6
16：45 インフォメーション
17：15 犯罪心理分析官シリーズ

「犯罪心理分析官４ファイナル」
19：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#14
20：00 翔べ!必殺うらごろし#23(終)
21：00 最強配達人～夢みるカップル～#7
22：15 最強配達人～夢みるカップル～#8
23：30 前世の敵～愛して許して～#55
00：15 Ｓｈｅ#1
00：40 Ｓｈｅ#2
01：05 Ｓｈｅ#3
01：30 Ｓｈｅ#4
01：53 Ｓｈｅ#5（終）
02：15 インターローカルアワー
02：45 恋する泥棒～あなたのハート、盗みます～#33
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二か国語二字幕放送字 日本語放送日

日

リゾーリ＆アイルズ
シーズン6

BONES シーズン11

インフォメーション

ウォーキング・デッド
シーズン9

ウォーキング・デッド
シーズン9

ウォーキング・デッド
シーズン9

TRUST

TRUST

TRUST

TRUST ウォーキング・デッド
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

インフォメーション

NCIS:LA
～極秘潜入捜査班
シーズン9

リゾーリ＆アイルズ
シーズン6

リゾーリ＆アイルズ
シーズン6

リゾーリ＆アイルズ
シーズン6

リゾーリ＆アイルズ
シーズン6

リゾーリ＆アイルズ
シーズン6

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

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

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

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

TRUST
30日 Major Crimes 

～重大犯罪課 シーズン6

リゾーリ＆アイルズ
シーズン6

レジデント
型破りな天才研修医

27日（22:50～）祝20周年特番 
昔も今もゼッタイFOX！ 日

リゾーリ＆アイルズ
シーズン6

29日（23:50～）祝20周年特番 
昔も今もゼッタイFOX！ 日

最新シーズン放送記念！3部作特集
Major Crimes
～重大犯罪課 シーズン5

26日 最新シーズン放送記念！2部作特集 
Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン5

リゾーリ＆アイルズ
シーズン6

リゾーリ＆アイルズ
シーズン5

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

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

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

BONES シーズン11
24日 BONES シーズン12

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

28日（23:50～）祝20周年特番 
昔も今もゼッタイFOX！ 日

ウォーキング・デッド
シーズン9 NCIS:LA

～極秘潜入捜査班 シーズン9
30日 スノーフォール シーズン2

インフォメーション

9-1-1：LA救命最前線

BONES シーズン12

  9日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン11

Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン4
30日 Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン5

22・29日 レジデント 型破りな天才研修医
23・30日 最新シーズン放送記念！ 2部作特集
　 　　 Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン5

27日 NCIS:LA 
　　 ～極秘潜入捜査班 シーズン9
28日 リゾーリ＆アイルズ シーズン6 二

Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン4
29日～ Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン5

Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン4
29日～ Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン5

BONES シーズン12 二
21・28日 NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン9
22・29日 レジデント 型破りな天才研修医
23・30日 リゾーリ＆アイルズ シーズン6
27日 アメリカズ・ネクスト・トップ・モデル シーズン24

9-1-1：LA救命最前線
8日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン11

FOXイッキ見サンデー10月
　3日 リゾーリ＆アイルズ シーズン6
キャッチアップ放送！
10日 ウォーキング・デッド シーズン9
最新シーズン開始直前！全話一挙放送
17日～ スノーフォール シーズン1

NCIS
～ネイビー犯罪捜査班

シーズン15

ウォーキング・デッド
シーズン9

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン15
  2日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン7
21日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン8

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン7
20日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン8

9日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
28・30日（21:50～）祝20周年特番 昔も今もゼッタイFOX！ 日

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン7
20日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン8

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
1日　 アメリカン・ホラー・ストーリー：カルト
6日 　ベスト・オブ 「NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12」
7日～ ベスト・オブ 「NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン14」
9日 　ベスト・オブ 「NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15」

  4日～（12:00～13:00） 
アトランタ：略奪の季節

18日～（12:35～13:00） 
ベスト・オブ 
「シンプソンズ シーズン27」 

FOXイッキ見サンデーDX
  4日～（13:00～21:00） 
LAW & ORDER: 
性犯罪特捜班 シーズン19

25日（12:00～23:00） 
Major Crimes 
～重大犯罪課 シーズン5

#FOXSunday
  4日～（21:00～23:00） 
リゾーリ＆アイルズ 

シーズン6 二 
（25日 23:00～25:00）

  4日～（23:00～）
TRUST
（24:00～）
レジデント
型破りな天才研修医 二

9-1-1：
LA救命最前線

10日（17：00～） 
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 

シーズン11

NCIS
～ネイビー犯罪捜査班

シーズン15

NCIS
～ネイビー犯罪捜査班

シーズン15

9-1-1：LA救命最前線
  8日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン11

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

FOXイッキ見サンデー10月
　4日 リゾーリ＆アイルズ

シーズン6
　4日（07:30～） ベスト・オブ
「シンプソンズ シーズン27」

キャッチアップ放送！
11日 ウォーキング・デッド
　  シーズン9

最新シーズン開始直前！
全話一挙放送

18日～ スノーフォール シーズン1

ウォーキング・デッド
シーズン9

ウォーキング・デッド
シーズン9

9-1-1：
LA救命最前線

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

二

二

二

二

二

日

日

日 日

二



荒野と戦場

親子シネマ

連続ドラマW

連続ドラマW

連続ドラマW
特集 女性捜査官

 【世界がふり向くアニメ術 序章】

 【世界がふり向くアニメ術 序章】

土曜名画劇場

荒野と戦場

親子シネマ

特集 鉄道サスペンス

土曜名画劇場

特集 『ロード・オブ・ザ・リング』三部作
エクステンデッド版完全放送

 【世界がふり向くアニメ術 出﨑統】

ジャッキー・チェン吹替劇場

英国テレビ文庫 itvコレクション

連続ドラマW

連続ドラマW

連続ドラマW

連続ドラマW

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

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

土曜名画劇場
吹替偉人伝

 【世界がふり向くアニメ術 出﨑統】

 【世界がふり向くアニメ術 宮崎駿】

女性のための官能映画

吹替偉人伝
女性のための官能映画

吹替偉人伝

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

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

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

土曜名画劇場

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。

ポンペイ2014
ポンペイ
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］
ルパン三世 カリオストロの城
乱気流/タービュランス
クライマーズ・ハイ

人間の証明

ルパン三世 カリオストロの城

跪く女

名探偵ポワロ
-黄色いアイリス（吹）
-なぞの遺言書（吹）

6:15
8:00
10:00
12:00

14:00
16:00
18:00

21:00

23:30

1:45

3:30

4:30

ユーリー・ノルシュテイン　
キツネとウサギ

ミッドナイトクロス

バトルクリーク・ブロー［吹替版］

荒野に生きる
キラー・エリート（2011）
ボーダーライン
Ｇ.Ｉ.ジョー
ハングリー・ラビット

ノウイング
沈黙の鉄拳

不倫する肉体
ソナチネ

華麗な関係

柔らかい殻
死の追跡
戦争プロフェッショナル

空飛ぶタイヤ #1～5（全5話）

劇場版 エースをねらえ！
/劇場版 あしたのジョー2

水晶の鼓動 殺人分析班
 #1～5（全5話）

17歳［R15指定版］

薔薇は死んだ

5:15
7:00
9:00

11:00

17:00

21:00

2:00

3:45

白雪姫と鏡の女王
激突！
ユーリー・ノルシュテイン アオサギとツル
ハワイ

警察医ブレイク4 #4
ポンペイ
マジェスティック（1974）
スパルタンX［吹替版］

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case5

激突！［吹替版］
フューリー（2014）［吹替版］

ウンギョ 青い蜜

リピーテッド

5:00
7:00
8:45
9:00

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

19:15

21:00
22:45

1:15

3:30

ロサンゼルス
マドモアゼル
アメリカを売った男

警察医ブレイク4 #3
リベンジ・リスト
コマンド戦略
サイクロンZ［吹替版］

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case4
ロシアン・スナイパー

罠 -少女の誘惑-
インシディアス

ザ・ハリウッド～セックスと野望～
［R-15指定版］

6:00
8:00
10:00

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

19:15

21:00

23:15
1:15

3:15

新・さすらいの用心棒
ブーベの恋人
奴らに深き眠りを

警察医ブレイク4 #2
パーフェクト ストーム［吹替版］
アバランチエクスプレス
あぁ、結婚生活

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case3
ゴー・ファースト 潜入捜査官
パーフェクト ストーム

ハード・パニッシャー

柘榴坂の仇討

5:30
7:30
9:30

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

19:15

21:00
22:45

1:15

3:30

エスケープ・フロム・L.A.
いそしぎ
ユーリー・ノルシュテイン アオサギとツル
ロブ・ロイ/ロマンに生きた男 

警察医ブレイク4 #1
ブリッツ
パピヨン［吹替版］
シーズンズ 2万年の地球旅行

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case2

ボーダーライン

水の中のナイフ

ハウスメイド
壬生義士伝

5:00
7:00
9:15
9:30

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

19:15

21:00

23:15

1:00
3:00

5:30

6:00

8:00

10:00
12:00
14:15
16:30
19:00

21:00
23:15

1:00
2:50

4:35

ユーリー・ノルシュテイン 霧の中のハリネズミ
アメリカを売った男
ナチスが最も恐れた男
心の旅

警察医ブレイク4 #5
フューリー（2014）［吹替版］
暴動/バトル・プリズン
ブラック・バタフライ

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case6

ラビング 愛という名前のふたり

リトル・ニモ パイロットフィルム

反撥
白衣に秘められた幻想
私の奴隷になりなさい

5:30
6:00
8:00
10:00

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

19:15

21:00

23:15

0:00
2:00
4:00

ベルトルッチの分身
エンド・オブ・ホワイトハウス
エンド・オブ・キングダム

警察医ブレイク4 #6
いそしぎ
レフト・ビハインド
プレシディオの男たち

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case7
リベンジ・リスト
ボーダーライン
ワルキューレ

ラ・ジュテ［日本語ナレーション版］
名探偵ポワロ コックを捜せ（吹）

6:00
8:00
10:10

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

19:15

21:00
22:45
1:00

3:15
4:00

ダーティ・セブン［米国公開版］
クライマーズ・ハイ
人間の証明

警察医ブレイク4 #7
ワン・ナイト・スタンド
キラー・エリート（2011）
ゴー・ファースト 潜入捜査官

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case8
その男、凶暴につき

フィギュアなあなた［R15指定版］
エスケープ・フロム・L.A.［吹替版］

王になろうとした男

5:00
6:45
9:30

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

19:15

21:00

23:00
1:00

3:00

レイルウェイ 運命の旅路
ユーリー・ノルシュテイン アオサギとツル
怒りの用心棒
フィールド・オブ・ドリームス

警察医ブレイク4 #8（終）
ノーカントリー
薔薇は死んだ
ジェーン 

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case9

フィールド・オブ・ドリームス［吹替版］
ノーカントリー
罠 -少女の誘惑-

柔らかな肌

5:30
7:45
8:00
10:00

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

19:15

21:00
23:00
1:15

3:15

太陽の帝王
荒野に生きる
コマンド戦略

株価暴落 #1～5（全5話）

奴らに深き眠りを

未来よ こんにちは

ダブル・ミッション［吹替版］
少林サッカー［吹替版］
ウンギョ 青い蜜

ハウスメイド

5:00
7:00
9:00

11:30

16:30

19:00

21:00
22:45
0:45

3:00

ベツレヘム 哀しみの凶弾

シーズンズ 2万年の地球旅行

プロテクター［吹替版］
戦争プロフェッショナル
ワルキューレ
ブリッツ

アバランチエクスプレス
カサンドラ・クロス

オリエント急行殺人事件（1974）
青い体験［最高画質版］
続・青い体験［最高画質版］

ヒトリシズカ #1～6（全6話）

5:00

7:00

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

17:00
18:45

21:00
23:15
1:00

2:45

サイクロンZ［吹替版］
スパルタンX［吹替版］
激突！［吹替版］
パピヨン

リベンジ・リスト
いそしぎ

きみに読む物語
P.S. アイラヴユー
フィギュアなあなた［R15指定版］

名探偵ポワロ
-イタリア貴族殺害事件（吹）

-チョコレートの箱（吹）

8:15
10:00
12:00
14:00

17:00
18:45

21:00
23:15
1:30

3:30

4:30

プレシディオの男たち
リピーテッド
ロサンゼルス
マジェスティック（1974）

きみに読む物語
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］

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case10

真木栗ノ穴

袋小路
ザ・ハリウッド～セックスと野望～

［R-15指定版］
不倫する肉体

5:30
7:30
9:15
11:00

13:00
15:15
17:15

19:15

21:00

23:00
1:00

3:00

薔薇は死んだ
もうひとりの息子
Ｇ.Ｉ.ジョー
ファインド・アウト

P.S. アイラヴユー
アメリカを売った男
死の追跡

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case11
Ｇ.Ｉ.ジョー
ポンペイ2014
ポンペイ

名探偵ポワロ ミューズ街の殺人（吹）
ハワイ

5:00
7:00
9:00
11:15

13:00
15:15
17:15

19:15

21:00
23:15
1:00

3:00
4:00

母の残像
レッド･ドラゴン
ブラック・バタフライ

ラビング 愛という名前のふたり
白雪姫と鏡の女王
荒野に生きる

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case12
レッド･ドラゴン

蘭の女
沈黙の鉄拳

罠 -少女の誘惑-

7:00
9:00
11:15

13:00
15:15
17:15

19:15

21:00

23:15
1:15

3:00

戦争プロフェッショナル
92歳のパリジェンヌ
インシディアス
ゴー・ファースト 潜入捜査官
ユーリー・ノルシュテイン キツネとウサギ

君への誓い
ナチスが最も恐れた男
ワルキューレ

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case13

ノウイング［吹替版］
ディスタービア
劇場版 エースをねらえ！
劇場版 あしたのジョー2

リトル・ニモ パイロットフィルム

5:00
7:00
9:00
11:00
12:45

13:00
15:00
17:00

19:15

21:00
23:15
1:15
2:50

4:50

ロブ・ロイ/ロマンに生きた男 
エスケープ・フロム・L.A.

石の繭 殺人分析班
#1～5（全5話）

水晶の鼓動 殺人分析班
#1～5（全5話）

闇の伴走者 #1～5（全5話）

ボーダーライン
女捜査官テニスン
～第一容疑者1973 #1～6（全6話）

5:30
8:00

10:00

15:00

20:00

1:00
3:15

ダブル・ミッション［吹替版］

死の追跡
真木栗ノ穴
人間の証明
エンド・オブ・ホワイトハウス
エンド・オブ・キングダム

ロード・オブ・ザ・リング
［エクステンデッド版］

17歳［R15指定版］

私の奴隷になりなさい
跪く女

8:15

10:00
12:00
14:00
16:30
19:00

21:00

1:00

2:40
4:25

心の旅
ワン・ナイト・スタンド

暴動/バトル・プリズン
パーフェクト ストーム
ノウイング

フィールド・オブ・ドリームス

コマンド戦略

フューリー（2014）
ロシアン・スナイパー
蘭の女

名探偵ポワロ
-死人の鏡（吹）

-グランド・メトロポリタンの宝石盗難事件（吹）

6:05
8:00

10:00
11:45
14:15

16:30

18:30

21:00
23:30
1:45

3:45

4:45

水の中のナイフ
あぁ、結婚生活
アバランチエクスプレス
リベンジ・リスト
パリは燃えているか［吹替版］
ゴー・ファースト 潜入捜査官

栄光への脱出

はじまりの街
罠 -少女の誘惑-
ファインド・アウト
パリは燃えているか

5:45
7:30
9:30
11:15
13:00
15:30

17:15

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

6:00
8:00

10:00
12:00
14:00
16:00
18:00

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

ユーリー・ノルシュテイン　
霧の中のハリネズミ

バグダッド・カフェ
［ニュー・ディレクターズ・カット版］
パリは燃えているか
マジェスティック（1974）
刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case1
ダブル・ミッション［吹替版］
プロテクター［吹替版］
バトルクリーク・ブロー［吹替版］

劇場版 エースをねらえ！
/劇場版 あしたのジョー2
私の奴隷になりなさい

名探偵ポワロ
-エジプト墳墓のなぞ（吹）

-負け犬（吹）

6:45

7:00

9:00
12:00
14:00

15:45
17:30
19:15

21:00

1:00

3:00

4:00

ザ・ウォッチャー

プレシディオの男たち

コマンド戦略

ゴー・ファースト 潜入捜査官
フューリー（2014）

レッド･ドラゴン
リバティ・バランスを射った男

ノーカントリー

リベンジ・リスト
赤い部屋の恋人
バニシング IN 60”

ブロンクス物語/愛につつまれた街

6:00

7:45

9:30

12:00
14:00

16:30
18:45

21:00

23:15
1:00
2:45

4:30

チャイルド・プレイ
ジェーン 
アバランチエクスプレス

下町ロケット #1～5（全5話）

アメリカを売った男
トーチソング・トリロジー

ユーリー・ノルシュテイン
キツネとウサギ

石の繭 殺人分析班
#1～5（全5話）

白雪姫と鏡の女王

セックス発電

6:20
8:00
9:45

11:30

16:30
18:30

20:45

21:00

2:00

4:00

シーズンズ 2万年の地球旅行
太陽の帝王
栄光への脱出

ファインド・アウト
戦争プロフェッショナル

ロブ・ロイ/ロマンに生きた男 

刑事モース
～オックスフォード事件簿～ Case1

バトルクリーク・ブロー［吹替版］

プロテクター［吹替版］
ダブル・ミッション［吹替版］
跪く女

奴らに深き眠りを

5:15
7:00
9:00

12:45
14:30

16:30

19:15

21:00

22:45
0:30
2:15

4:00

反撥
ハングリー・ラビット

レフト・ビハインド
シーズンズ 2万年の地球旅行
ダブル・ミッション
戦争プロフェッショナル
パピヨン

キラー・エリート（2011）
ブリッツ
その男、凶暴につき
3－4Ｘ10月

5:00
6:45
8:45
10:45
13:15
15:00
17:00
18:45

21:00

23:00
1:00
2:45

ソナチネ
袋小路
乱気流/タービュランス
フューリー（2014）
沈黙の鉄拳
マジェスティック（1974）
ロサンゼルス
きみに読む物語

乱気流/タービュランス

白い記憶の女
赤い部屋の恋人
ウンギョ 青い蜜

5:00
7:30
9:30

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

21:00

23:15
1:00
3:00

4:45

コマンド戦略
少林サッカー
オリエント急行殺人事件（1974）

はじまりの街
ボーダーライン
ロシアン・スナイパー
ラビング 愛という名前のふたり
ユーリー・ノルシュテイン

霧の中のハリネズミ

オリエント急行殺人事件
（1974）［吹替版］

ポーキーズ
ハード・パニッシャー
ザ・ハリウッド～セックスと野望～

［R-15指定版］
不倫する肉体

6:45
9:00

11:30

16:30
18:30

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

柘榴坂の仇討
壬生義士伝

きんぴか #1～5（全5話）

真木栗ノ穴
人間の証明

ルパン三世 カリオストロの城
ワン・ナイト・スタンド
フィギュアなあなた［R15指定版］
蘭の女

特集 映画は悪役で面白くなる

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

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 夫婦の絆

土曜名画劇場
第80回アカデミー賞で作品賞など4部門に輝いた、鬼才コーエン兄弟によ
る犯罪サスペンスの傑作。麻薬絡みの抗争から偶然大金を手に入れた男は
恐るべき殺し屋に追われる。

ノーカントリー

COPYRIGHT © 2018 BY PARAMOUNT VANTAGE, A DIVISION OF PARAMOUNT PICTURES
AND MIRAMAX FILM CORP. ALL RIGHTS RESERVED.

テキサスの荒野で猟をしていたベト
ナム戦争の帰還兵モスは、銃撃戦で
大勢が死んだらしき麻薬取引の現場
に遭遇。彼はそこで見つけた現金
200万ドルを妻カーラ・ジーンと住
む家に持ち帰る。だが気になること
があって現場に戻ったモスは、取引
をしていた麻薬組織のどちらかに襲
われ、その後も冷酷非道な殺し屋シ
ガーに追われる。一方、老保安官
エド・トム・ベルは一連の事件を捜
査するうち、モスが事件に巻き込ま
れたと知るが……。

鉄道サスペンス / 土曜名画劇場特集
アガサ・クリスティの代表作である傑作ミステリー
小説を、アルバート・フィニーら豪華キャストで映
画化。オリエント急行列車内で起きた殺人事件に名
探偵ポワロが挑む。

アジアとヨーロッパを結ぶ大陸横断国際列車オリエント急行が、イスタ
ンブールからパリ経由でカレーに向けて出発している。乗客の中には、

ロンドンへの帰途につい
て列車に乗り込んだ、名
探偵エルキュール・ポワ
ロの姿もあった。2日目の
深夜、列車は雪によって
急停車し、その場に立ち
往生したまま朝を迎える。
そしてその朝、ポワロの
隣室に乗っていたアメリ
カ人の億万長者が、刃物
で全身を刺されて殺され
ているのが発見される…。

オリエント急行殺人事件（1974）



第28期 竜星戦
　Dブロック2回戦には矢代久美子六段が登場す

る。矢代六段といえば女流本因坊位2期獲得の実力者。今年も、女流タイトル戦に
出場するなど好調で楽しみな存在（7日）。
　Fブロック2回戦には芝野虎丸七段が登場する。第26期 竜星戦優勝でブレイクを
果たし、第4回日中竜星戦では、世界トップクラスの中国棋士・柯潔（か・けつ）九段
に勝利した芝野七段。今や日本を代表する10代若手棋士のエースとして注目されて
いる。前期はまさかの本戦敗退となったが、今期、再び旋風を巻き起こすか（14日）。

　Gブロック2回戦には六浦雄太七段が登場す
る。第24期 阿含・桐山杯 全日本早碁オープン
戦で、初タイトルを獲得した中部総本部所属の
六浦七段。今後更なる活躍が期待される10代
の一人。今期、2期ぶりの決勝トーナメントを目
指す（19日）。
　Hブロック2回戦には平田智也七段が登場。
名人戦リーグ入りの実績がある平田七段。棋風
は独特で、意欲的な布石を好むタイプだ。今期
も面白い対局を見せてくれるに違いない（21
日）。

「記憶の一局」伊田篤史特集
　11月のゲストは伊田篤史八段。伊田
八段は、七大タイトル十段位の獲得や、
NHK杯優勝といった輝かしい実績を残
す中部総本部所属のトップ棋士の一人。
戦いを好む厚い碁で、攻めを得意として
いる。意外性もあり、タイトル戦の大舞
台で、大胆な着手を放ち驚かせたことも
ある。そんな伊田八段が選ぶ思い出の
一局とは！？　また、聞き手の万波奈穂扇興杯は11月で終了。新婚の伊田八段と万
波扇興杯はどんな掛け合いを見せてくれるだろうか。（毎週金曜午後6時～他放送）

囲碁スペシャル「検証！AI9路盤」
　プロ棋士の棋力を超えたことで、より一層注目を集めた囲碁AI。今ではプロアマ問わず、練習対局や検討で使用され
ている。番組では、9路盤でもプロより強いのか、実際に対局して検証した。9路盤といえば入門指導用のイメージがあるが、
短時間短手数で対局を行える手軽さがあり、それでいて奥が深い勝負が可能。囲碁アプリなどスマホゲームで高い人気
を誇っている。囲碁AIや9路盤に詳しい安斎伸彰七段、大橋拓文六段の二名による囲碁AIとの戦いをお楽しみください。
（2日午後8時～他放送）芝野虎丸七段 ©囲碁・将棋チャンネル

伊田篤史八段 ©囲碁・将棋チャンネル

第27期 銀河戦
　Dブロック2回戦には杉本和陽四段
が登場する。昨年プロ入りし、本戦ト
ーナメント初登場の杉本四段は、ゴ
キゲン中飛車を得意戦法とする振り飛
車党で、粘り強い将棋が持ち味。早
指しの銀河戦ではどのような戦いを見
せてくれるのか（8日）。
　Gブロック2回戦には中座 真七段が
登場する。横歩取り戦法の変化の一
つである「中座飛車」でも有名だ。2
期連続14期目登場となる今期は、ど
のような戦法で挑むのか（20日）。
　27日からは3回戦に突入。Aブロッ
クには三枚堂達也六段が登場する。
三枚堂六段は、昨年の上州YAMADA
チャレンジ杯で棋戦初優勝を果たした
若手注目棋士の一人。本棋戦では第
25期に決勝トーナメントに進出してい
る。相性の良い早指し戦で勝ち進む
ことが出来るか（27日）。
　今月は他に、神谷広志八段（1日）、
藤森哲也五段（6日）、佐藤慎一五段
（13日）、及川拓馬六段（15日）、中
田　功七段（22日）、大平武洋六段
（29日）が登場する。

（生放送） 
第31期 竜王戦 七番勝負  

第3、4局
　将棋界最高賞金額を誇る竜王戦 七
番勝負が中盤戦に差し掛かった。
　なんといっても注目は、羽生善治竜
王の防衛なるか、だ。竜王位防衛と
なれば、史上空前の通算獲得タイト
ル100期の達成となる。
　羽生竜王は、初タイトルを獲得し
た竜王戦で、節目となる100期目の
タイトル獲得となるか、またはおよそ
27年ぶりに無冠となるのか。
　平成最後の大一番の模様を対局2
日目の朝と夕方に生放送でお送りする。
（2日、25日放送）

最新対局徹底解説
　6日と13日は、第89期 ヒューリッ
ク杯 棋聖戦 第4、5局、羽生善治棋
聖 vs 豊島将之八段の棋譜を佐藤天
彦名人が解説する。最終局までもつ
れた熱戦を制し、豊島八段が悲願の
初タイトルである棋聖位を獲得し話題
となったシリーズだ。
　第4、5局ともに角換わり模様とな
ったが、佐藤名人はどのように解説す
るのか。名人による貴重な棋譜解説
をお見逃しなく。※段位は対局当時
（毎週火曜午後6時～他放送）

羽生善治竜王 ©囲碁・将棋チャンネル

三枚堂達也六段 ©囲碁・将棋チャンネル

●棋力向上委員会The PASSION!!
25日：月刊 囲碁棋聖戦 12月号

△銀河戦セレクション
羽生善治 特集

28日：銀河戦セレクション
佐藤天彦 特集

△将棋講座

△将棋講座
△第11期 マイナビ
女子オープン

●第28期 竜星戦●第28期 竜星戦

●お好み置碁道場

12日：SENKO CUP ワールド碁
女流最強戦2018
（7:36）上級講座

19日：第17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
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●パンダネット講座

●竜星戦セレクション
平成四天王シリーズ
張　栩 特集

●挑戦！テレビ囲碁認定 ●幽玄の間（7～21日）
ＣＭ・△中級講座（12:29～）
12日 第7期 リコー杯女流王座戦
26日 第44期 岡田美術館杯女流名人戦

△初級講座
△ひふみん日記  12・19日:中級講座

△お好み将棋道場

最新対局徹底解説

△挑戦！テレビ将棋認定
△入門講座

19日～：初級講座
△将棋講座

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

●第9期 中国竜星戦

12・26日：第1期 韓国竜星戦

●第28期 竜星戦

●上級講座
●囲碁講座

●棋力向上委員会
The PASSION!!●日本囲碁連盟囲碁講座

●上級講座
●囲碁講座
●日本囲碁連盟囲碁講座

△第26期 銀河戦

19日～：第27期 銀河戦

●厳選棋譜解説
第41期 碁聖戦

●第26期 竜星戦

19日～：第27期 竜星戦

●厳選棋譜解説
第69期 本因坊戦

12日～：厳選棋譜解説 第39期 碁聖戦

●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43期 岡田美術館杯
女流名人戦
6日：月刊 竜王戦 11月号

△将棋講座

△将棋講座

△お好み将棋道場●記憶の一局

●囲碁講座（5日 ～11:35）
●パンダネット囲碁講座（12～26日）
5日：（11:35）詰碁コーナー

△第27期 銀河戦

●幽玄の間  20日：（12:25）詰碁
27日：月刊 囲碁棋聖戦 12月号
●パンダネット囲碁講座
27日：（12:45）囲碁まるナビ

●囲碁講座

●竜星戦セレクション
河野　臨 特集

●日本囲碁連盟囲碁講座
27日：CM

●初級講座
●挑戦！テレビ囲碁認定

△挑戦！テレビ将棋認定（6・13・27日）

●初級講座 6日:パンダネット 27日:幽玄の間
6・20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27期 銀河戦

△中級講座

△ひふみん日記  9日～：中級講座

●パンダネット囲碁講座

●パンダネット 28日：囲碁講座
21日：（19:15）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

△将棋講座
△将棋講座
△将棋講座

△将棋講座
△中級講座
△将棋講座

△将棋講座

△第44期 岡田美術館杯
女流名人戦

14日：将棋プレミアムフェス in 名古屋（～6:00）

△タイトル戦 徹底解説
7日：月刊 竜王戦 11月号

△タイトル戦 徹底解説

△中級講座
△挑戦！テレビ将棋認定
●パンダネット囲碁講座
28日：月刊 囲碁棋聖戦 12月号

●日本囲碁連盟囲碁講座

●挑戦！テレビ囲碁認定
●初級講座

●次の一手TVミニ（7・21日）
28日：（6:45）囲碁まるナビ

△挑戦！テレビ将棋認定
●第二十二期 ドコモ杯 
女流棋聖戦

  2日：Let'sチャレンジ詰碁

（9:48）上級講座
  9日：囲碁 名局の解説「第7期 竜星戦」特集

（9:47）Let'sチャレンジ詰碁

●お好み置碁道場

28日：リクエストアワー（囲碁）

インフォメーション（CM）
21日：将棋講座

△入門講座  24日：初級講座

△挑戦！テレビ将棋認定
△入門講座 21日～：初級講座
14・28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
28日：月刊 竜王戦 12月号

（17:48）中級講座

●厳選棋譜解説
第43期 碁聖戦

●初級講座
●第28期 竜星戦

△第26期 銀河戦

14日～：第27期 銀河戦

△中級講座
●第26期 竜星戦

14日～：第27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

△第27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
1・29日：月刊 竜王戦
22日：ＣＭ（～10:32）

△最新対局徹底解説

●厳選棋譜解説
第43期 碁聖戦

●竜星戦セレクション
河野　臨 特集

●挑戦！テレビ囲碁認定

●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

●初級講座 1日：パンダネット 29日：幽玄の間 
22日：（16:25）詰碁コーナー

●パンダネット囲碁講座
22日：（17:35）詰碁コーナー

●初級講座
△将棋連盟が選ぶ

注目の一局

△第7期 リコー杯女流王座戦
22日～：第44期 岡田美術館杯女流名人戦

△挑戦！テレビ将棋認定
△第27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

29日：第26期 銀河戦

△将棋講座

△銀河戦セレクション
話題の棋士
瀬川晶司 特集

△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43期 碁聖戦

●パンダネット囲碁講座
●パンダネット囲碁講座
●上級講座

●第1期 韓国竜星戦
9・23日：第9期 中国竜星戦

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

2日：●記憶の一局

△銀河戦セレクション
羽生善治 特集

30日：銀河戦セレクション
佐藤天彦 特集

△将棋講座
△タイトル戦 徹底解説
2・30日：中級講座（～15:30）
△中級講座

2・30日：（15：30）ＣＭ

●お好み置碁道場

30日：囲碁ＡＩの世界

●パンダネット囲碁講座
●記憶の一局

●日本囲碁連盟囲碁講座

●第二十二期 ドコモ杯 
女流棋聖戦

4日：記憶の一局

●上級講座
●お好み置碁道場
  2日：検証！ＡＩ9路盤
  9日：SENKO CUP ワールド碁

女流最強戦2018
（21:36）上級講座

16日：第17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

●初級講座
△タイトル戦 徹底解説

2・30日：月刊 竜王戦

△名勝負の解説
宗銀・印達 特集

△中級講座
△将棋連盟が選ぶ

注目の一局

△めざせプロ棋士

△第43期 岡田美術館杯
女流名人戦

●竜星戦セレクション
平成四天王シリーズ
張　栩 特集

△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

△お好み将棋道場

17日：QTnet将棋Day2018
～次世代将棋名人戦
（11:15）ＣＭ（～11:48）

△将棋講座
24日：将棋まるナビ

●記憶の一局

●第1期 韓国竜星戦

10・24日：第9期 中国竜星戦

●厳選棋譜解説
第63期 王座戦

24日：月刊 囲碁棋聖戦 12月号
（16:45）囲碁まるナビ

△名勝負の解説
宗銀・印達 特集

  3日：囲碁 名局の解説
「第7期 竜星戦」特集

●第14回 LG杯 世界棋王戦

●上級講座

●日本囲碁連盟囲碁講座

△めざせプロ棋士
3日：月刊 竜王戦 11月号
（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 △初級講座

△銀河戦セレクション
話題の棋士
瀬川晶司 特集

△中級講座  25日：囲碁まるナビ

●記憶の一局

●日本囲碁連盟囲碁講座

●検証！ＡＩ9路盤
11日：SENKO CUP ワールド碁

女流最強戦2018
（11:34）Let'sチャレンジ詰碁

18日：第17回 囲碁アマチュア竜星戦
ひかりTV杯ネット囲碁選手権大会

25日：お好み置碁道場

●初級講座
△挑戦！テレビ将棋認定
△第7期 リコー杯
女流王座戦

25日：第44期 岡田美術館杯女流名人戦
△最新対局徹底解説

△銀河戦セレクション
糸谷哲郎 特集

11日～：銀河戦セレクション
　稲葉　陽 特集

△将棋講座

△浪花道場 3手詰（4～18日）

△将棋講座
25日：リクエストアワー（将棋）

（～17:45）

△タイトル戦 徹底解説

△中級講座
28日：（17:45）将棋まるナビ

●厳選棋譜解説
第22回 LG杯朝鮮日報棋王戦

18日：厳選棋譜解説 第42期 棋聖戦

●パンダネット囲碁講座
4日：（19:22）詰碁コーナー

●挑戦！テレビ囲碁認定
●上級講座

△お好み将棋道場

△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

18日～：第6期 マイナビ女子オープン

△中級講座
25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

●囲碁講座
●初級講座
●囲碁講座
25日：（9:45）囲碁まるナビ

●上級講座

●囲碁講座
●パンダネット囲碁講座

1・29日：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（10・17日）
△挑戦！テレビ将棋認定
△お好み将棋道場

△将棋講座

△閃き！5手詰 1本勝負（11・18日）
●囲碁講座

機器メンテナンス
のため休止
6日

27:00～28:00

△中級講座 26日:囲碁まるナビ

生放送
2日

△第31期 竜王戦七番勝負
第3局 2日目 朝（8:50～9:48）

生放送
2日

△第31期 竜王戦七番勝負
第3局 2日目 夕方（18:00～19:48）

生放送
9日

●第37期 女流本因坊戦
挑戦手合五番勝負 第2局

生放送
24日

●37期 女流本因坊戦
挑戦手合五番勝負 第3局
　　　　　（17:00～19:46）

1・29日：
月刊 囲碁棋聖戦
（22:48）上級講座

生放送
25日

△第31期 竜王戦七番勝負
第4局 2日目 朝（8:50～9:45）

生放送
25日

△第31期 竜王戦七番勝負
第4局 2日目 夕方（18:00～19:48）



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

シリーズ連続放送

シリーズ連続放送
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松山メアリ ふたりっきり
プロレスリングWAVE ＃335

日本統一14＞ 日本統一15
八局麻雀8 ＃4（終）
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃6
パチスロキャノンボール season5 ＃2
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃177

極道天下布武 第四幕＞ 第五幕
D坂の殺人事件
くノ一忍法帖 影ノ月
裏闇金の女ユカリ
琉球ノワール 女を弄ぶ灼熱の欲望
隣人想姦
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-
殺し屋エリカ
透明彼女 season6 ＃4 桃咲あや
平林あずみ 君との距離

村上友梨 めぐりあい
パチドルクエスト season7 ＃5
日本統一21
海賊王船長タック season．3 ＃3
闇金ドッグス2
パチドルクエスト season7 ＃5
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節②
パチンコキャノンボール season1 ＃2
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃177
海賊王船長タック season．3 ＃3
ゲットバック 人質奪還
プロレスリングWAVE ＃335

パチンコキャノンボール season1 ＃1・2
パチスロキャノンボール season5 ＃2
透明彼女 season6 ＃4 桃咲あや

月下美人＞ 月下美人～追憶～
くノ一忍法帖 影ノ月
小日向ななせ ななせ日和

夏本あさみ 夏恋
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃6
ゲットバック 人質奪還
海賊王船長タック season．6 ＃10
日本統一14
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃6
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節①
パチンコキャノンボール season1 ＃1
プロレスリングWAVE ＃335
海賊王船長タック season．6 ＃10
日本統一15
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃177
海賊王船長タック season．3 ＃3
パチドルクエスト season7 ＃5
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節④
裏闇金の女ユカリ
琉球ノワール 女を弄ぶ灼熱の欲望
くノ一忍法帖 影ノ月
平林あずみ 君との距離
透明彼女 season6 ＃3 志崎ひなた

23

夏本あさみ 夏恋
プロレスリングWAVE ＃338

実録・不退の松葉
実録・不退の松葉 完結編
麻雀最強戦2017
著名人代表決定戦 技巧編 決勝卓
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃9
海賊王船長タック season．6 ＃12
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃180

難波金融伝 ミナミの帝王13
14＞ 15＞ 16
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃12
不倫純愛
女家庭教師 毒親の玩具
猛毒Y談 吸血！女王蜂！！
覗かれる人妻 シュレーディンガーの女
透明彼女 season6 ＃6 高梨瑞樹
透明彼女 season6 ＃7 白川未奈

美沙希 恋人気分
海賊王船長タック season．6 ＃12
日本統一16
パチドルクエスト season7 ＃8
くノ一忍法帖 影ノ月
海賊王船長タック season．6 ＃12
麻雀最強戦2017
著名人代表決定戦 技巧編Ⓑ
パチドルクエスト season6 ＃11
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉚
パチドルクエスト season7 ＃8
闇金ドッグス4
（＃4）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4

百合沙 那須 塩原温泉編
耳をかく女
極道の門 第三部
小泉かな 恋かな
若妻の清算
目黒璃彩 見つめていたい
透明彼女 season6 ＃7 白川未奈

安田七奈 ななづくし
海賊王船長タック season．3 ＃6
極道の門 第三部
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃9
耳をかく女
海賊王船長タック season．3 ＃6
麻雀最強戦2017 著名人代表決定戦 技巧編 決勝卓
パチドルクエスト season6 ＃12
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃9
難波金融伝 ミナミの帝王16
誘女、派遣します episode38
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃10
プロレスリングWAVE ＃339
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃181
八局麻雀9 ＃1
裏闇金の女ユカリ
琉球ノワール 女を弄ぶ灼熱の欲望
新・夜王誕生 夢とSEXに溺れる女どもの飽くなき欲望
美沙希 恋人気分
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃12

長澤茉里奈 まりChuu
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃10
カウントダウン・トゥ・デス
海賊王船長タック season．6 ＃12
日本統一15
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃10
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節③
（＃4）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 百合沙
パチドルクエスト season6 ＃13（終）
プロレスリングWAVE ＃339
海賊王船長タック season．6 ＃12
日本統一16
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃181
海賊王船長タック season．3 ＃7
パチドルクエスト season7 ＃9
耳をかく女
新・夜王誕生 夢とSEXに溺れる女どもの飽くなき欲望
小泉かな 恋かな
集団社員研修
喫茶グラビアパラダイス ＃1

霜月めあ キミにめあめあ
パチドルクエスト season7 ＃9
任侠哀歌3
海賊王船長タック season．3 ＃7
闇金ドッグス4
パチドルクエスト season7 ＃9
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第三節④

パチンコキャノンボール season1 ＃4
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃181
海賊王船長タック season．3 ＃7
カウントダウン・トゥ・デス
プロレスリングWAVE ＃339
難波金融伝 ミナミの帝王16
喫茶グラビアパラダイス ＃1
パチスロキャノンボール season5 ＃4
透明彼女 season6 ＃8 三宿菜々
くノ一忍法帖 影ノ月
耳をかく女
野々宮ミカ 文豪セクレタリー

篠崎こころ Star Festival
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃9
闇金ドッグス4
海賊王船長タック season．3 ＃6
カウントダウン・トゥ・デス
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃9
麻雀最強戦2017 著名人代表決定戦 技巧編Ⓐ
パチドルクエスト season6 ＃10
（＃4）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 百合沙
海賊王船長タック season．3 ＃6
極道の門 第三部
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉚
日本統一16
くノ一忍法帖 影ノ月
新・夜王誕生 夢とSEXに溺れる女どもの飽くなき欲望
若妻の清算
Burlesque Tokyo Vol．2 Chloe
透明彼女 season6 ＃7 白川未奈
喫茶グラビアパラダイス ＃1
誘女、派遣します episode38

葉月つばさ 純水
闇金ドッグス4
八局麻雀8 ＃4（終）
カウントダウン・トゥ・デス
海賊王船長タック season．3 ＃6
パチドルクエスト season7 ＃8
海賊王船長タック season．6 ＃12
日本統一15
任侠哀歌3
八局麻雀9 ＃1
（＃4）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4

百合沙 那須 塩原温泉編
極道の門 第三部
難波金融伝 ミナミの帝王16
若妻の清算
透明彼女 season6 ＃7 白川未奈
裏闇金の女ユカリ
琉球ノワール 女を弄ぶ灼熱の欲望
美沙希 恋人気分
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃12

神宮寺かなん かなん先生、好きっちゃん
プロレスリングWAVE ＃336

闇金ドッグス
闇金ドッグス2
麻雀最強戦2017 著名人代表決定戦 技巧編Ⓐ
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃7
海賊王船長タック season．6 ＃11
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃178
パチンコキャノンボール season1 ＃3
千年の松
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第四節③

恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃9
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃10
死んでもいいの 百年恋して
覗かれた人妻 完全盗撮スペシャル
O嬢の物語 魔性の楽園
えろぼん！オヤジとムスコの性春日記
野々宮ミカ 文豪セクレタリー

霜月めあ キミにめあめあ
パチドルクエスト season7 ＃8
任侠哀歌2
海賊王船長タック season．3 ＃6
闇金の帝王 銀と金6 戦慄の罠
パチドルクエスト season7 ＃8
麻雀最強戦2017
著名人代表決定戦 技巧編 決勝卓
魚拓と成瀬の
ツキとスッポンぽん ＃180
海賊王船長タック season．3 ＃6
クラッシュ
プロレスリングWAVE ＃338
難波金融伝 ミナミの帝王15
誘女、派遣します episode38
海賊王船長タック season．6 ＃12
透明彼女 season6 ＃7 白川未奈
さそり
不倫純愛
目黒璃彩 見つめていたい

葉月つばさ 純水
パチドルクエスト season7 ＃6
任侠哀歌
海賊王船長タック season．3 ＃4
闇金の帝王 銀と金5 相続殺人
パチドルクエスト season7 ＃6
麻雀最強戦2017 著名人代表決定戦 技巧編Ⓐ
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃178
海賊王船長タック season．3 ＃4
チェイシング/追跡
プロレスリングWAVE ＃336
難波金融伝ミナミの帝王13
パチンコキャノンボール season1 ＃3
海賊王船長タック season．6 ＃11
透明彼女 season6 ＃5 麻倉ひな子
百日のセツナ 禁断の恋
死んでもいいの 百年恋して
覗かれた人妻 完全盗撮スペシャル
透明彼女 season6 ＃4 桃咲あや
誘女、派遣します episode35

篠崎こころ Star Festival
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃9
クラッシュ
パチスロキャノンボール season5 ＃3
むこうぶち7 高レート裏麻雀列伝 筋殺し
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃9
八局麻雀8 ＃2
誘女、派遣します episode37
パチドルクエスト season6 ＃9
プロレスリングWAVE ＃338
パチスロキャノンボール season5 ＃3
実録 絶縁状
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃180
海賊王船長タック season．3 ＃6
パチドルクエスト season7 ＃8
目黒璃彩 見つめていたい
不倫純愛
猛毒Y談 吸血！女王蜂！！
女家庭教師 毒親の玩具
透明彼女 season6 ＃6 高梨瑞樹
喫茶グラビアパラダイス ＃1

松山メアリ ふたりっきり
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃7
チェイシング/追跡
パチスロキャノンボール season5 ＃2
闇金ドッグス
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃7
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節④
（＃1）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 階戸瑠李
パチドルクエスト season6 ＃2
プロレスリングWAVE ＃336
パチスロキャノンボール season5 ＃2
千年の松
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃178
海賊王船長タック season．3 ＃4
パチドルクエスト season7 ＃6
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第四節③
死んでもいいの 百年恋して
O嬢の物語 魔性の楽園
平林あずみ 君との距離
透明彼女 season6 ＃4 桃咲あや

長澤茉里奈 まりChuu
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃8
陰謀のスプレマシー
海賊王船長タック season．6 ＃11
闇金ドッグス2
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃8
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節②

パチドルクエスト season6 ＃5
プロレスリングWAVE ＃337
海賊王船長タック season．6 ＃11
千年の松 完結編
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃179
海賊王船長タック season．3 ＃5
パチドルクエスト season7 ＃7
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節④

過激派オペラ
OLと人妻～北へ向かう女たち～
依東杏奈 あんなに照れちゃって…

安田七奈 ななづくし
パチドルクエスト season7 ＃7
日本統一22
海賊王船長タック season．3 ＃5
闇金ドッグス3
パチドルクエスト season7 ＃7
麻雀最強戦2017 著名人代表決定戦 技巧編Ⓑ
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉙
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃179
海賊王船長タック season．3 ＃5
陰謀のスプレマシー
プロレスリングWAVE ＃337
難波金融伝ミナミの帝王14
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉚
パチスロキャノンボール season5 ＃3
透明彼女 season6 ＃6 高梨瑞樹
喫茶グラビアパラダイス ＃1
さよなら渓谷
過激派オペラ
透明彼女 season6 ＃5 麻倉ひな子
誘女、派遣します episode37

村上友梨 めぐりあい
プロレスリングWAVE ＃337

任侠哀歌
任侠哀歌2
任侠哀歌3
麻雀最強戦2017
著名人代表決定戦 技巧編Ⓑ
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃8
パチスロキャノンボール season5 ＃3
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃179
千年の松 完結編
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節④

恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃11
過激派オペラ
OLと人妻～北へ向かう女たち～
花と蝶
裸の劇団～いきり立つ欲望～
Burlesque Tokyo Vol．2 Chloe

夏本あさみ 夏恋
海賊王船長タック season．3 ＃3
極道の門 第一部
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃6
死んでもいいの 百年恋して
海賊王船長タック season．3 ＃3
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節③
パチドルクエスト season6 ＃1
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ！㉗
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃6
難波金融伝ミナミの帝王13
誘女、派遣します episode35
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃7
プロレスリングWAVE ＃336
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃178
麻雀最強戦2017 著名人代表決定戦 技巧編Ⓐ
覗かれた人妻 完全盗撮スペシャル
依東杏奈 あんなに照れちゃって…
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃10

HOSHINO ほしのにっき
海賊王船長タック season．3 ＃4
極道の門 第二部
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃7
過激派オペラ
海賊王船長タック season．3 ＃4
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第四節①
パチドルクエスト season6 ＃4
（＃2）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4
百合沙 会津 芦ノ牧温泉編

パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃7
難波金融伝ミナミの帝王14
誘女、派遣します episode36
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃8
プロレスリングWAVE ＃337
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃179
麻雀最強戦2017 著名人代表決定戦 技巧編Ⓑ
OLと人妻～北へ向かう女たち～
花と蝶
金子智美 愛獣

神宮寺かなん
かなん先生、好きっちゃん

パチスロキャノンボール season5 ＃3
実録 絶縁状
パチドルクエスト season7 ＃7
さそり
パチスロキャノンボール season5 ＃3
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 超技巧派大激突 決勝卓
パチドルクエスト season6 ＃7
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ！㉙
パチドルクエスト season7 ＃7
闇金の帝王 銀と金6 戦慄の罠
（＃3）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4
階戸瑠李 花巻 大沢温泉編

不倫純愛
制覇15
パチンコキャノンボール season1 ＃4
Vパラダイス放送休止

恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃11
海賊王船長タック season．3 ＃5
制覇15
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃8
不倫純愛
海賊王船長タック season．3 ＃5
八局麻雀8 ＃1
（＃3）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4
階戸瑠李 花巻 大沢温泉編

パチドルクエスト season6 ＃8
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃8
難波金融伝 ミナミの帝王15
誘女、派遣します episode37
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃9
プロレスリングWAVE ＃338
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃180
麻雀最強戦2017 著名人代表決定戦 技巧編 決勝卓
女家庭教師 毒親の玩具
覗かれる人妻 シュレーディンガーの女
野々宮ミカ 文豪セクレタリー

村上友梨 めぐりあい
パチスロキャノンボール season5 ＃2
千年の松
パチドルクエスト season7 ＃5
百日のセツナ 禁断の恋
パチスロキャノンボール season5 ＃2
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 超技巧派大激突Ⓐ
パチスロキャノンボール season5 ＃1
パチドルクエスト season7 ＃5
闇金の帝王 銀と金5 相続殺人
（＃1）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4
階戸瑠李 岩手 湯川温泉編

死んでもいいの 百年恋して
極道の門 第一部
野々宮ミカ 文豪セクレタリー
えろぼん！オヤジとムスコの性春日記
Burlesque Tokyo Vol.1 Karin
恵比寿マスカッツの
すぽスポSPORTS ＃9

小日向ななせ ななせ日和
海賊王船長タック season．6 ＃11
千年の松 完結編
パチドルクエスト season7 ＃6
さよなら渓谷
海賊王船長タック season．6 ＃11
麻雀最強戦2017 男子プロ代表決定戦 超技巧派大激突Ⓑ
誘女、派遣します episode36
パチドルクエスト season6 ＃3
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ！㉘
パチドルクエスト season7 ＃6
闇金ドッグス3
（＃2）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 百合沙
過激派オペラ
極道の門 第二部
Burlesque Tokyo Vol．2 Chloe
裸の劇団～いきり立つ欲望～
透明彼女 season6 ＃5 麻倉ひな子
メンテナンスのため放送休止
集団社員研修

長澤茉里奈 まりChuu
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃8
闇金の帝王 銀と金6 戦慄の罠
海賊王船長タック season．3 ＃5
クラッシュ
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃8
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 豪傑大激突 決勝卓
パチドルクエスト season6 ＃6
（＃3）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 階戸瑠李
海賊王船長タック season．3 ＃5
制覇15
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉙
実録 絶縁状
さそり
女家庭教師 毒親の玩具
猛毒Y談 吸血！女王蜂！！
Burlesque Tokyo Vol.1 Karin
透明彼女 season6 ＃6 高梨瑞樹
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃11

HOSHINO ほしのにっき
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃6
闇金の帝王 銀と金5 相続殺人
海賊王船長タック season．3 ＃3
チェイシング/追跡
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃6
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 豪傑大激突Ⓐ
（＃1）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4
階戸瑠李 岩手 湯川温泉編

海賊王船長タック season．3 ＃3
極道の門 第一部
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ！㉗
千年の松
百日のセツナ 禁断の恋
覗かれた人妻 完全盗撮スペシャル
O嬢の物語 魔性の楽園
金子智美 愛獣
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃8

松山メアリ ふたりっきり
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃7
闇金ドッグス3
海賊王船長タック season．3 ＃4
陰謀のスプレマシー
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 ＃7
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 豪傑大激突Ⓑ
（＃2）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4
百合沙 会津 芦ノ牧温泉編

海賊王船長タック season．3 ＃4
極道の門 第二部
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ！㉘
千年の松 完結編
さよなら渓谷
OLと人妻～北へ向かう女たち～
花と蝶
平林あずみ 君との距離
透明彼女 season6 ＃5 麻倉ひな子

篠崎こころ Star Festival
闇金の帝王 銀と金6 戦慄の罠
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 超技巧派大激突 決勝卓
クラッシュ
海賊王船長タック season．3 ＃5
パチドルクエスト season7 ＃7
パチンコキャノンボール season1 ＃4
パチスロキャノンボール season5 ＃3
むこうぶち7 高レート裏麻雀列伝 筋殺し
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉚
八局麻雀8 ＃3
（＃3）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 階戸瑠李
制覇15
難波金融伝 ミナミの帝王15
猛毒Y談 吸血！女王蜂！！
透明彼女 season6 ＃6 高梨瑞樹
覗かれる人妻 シュレーディンガーの女
霜月めあ キミにめあめあ
喫茶グラビアパラダイス ＃1

小日向ななせ ななせ日和
闇金の帝王 銀と金5 相続殺人
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 超技巧派大激突Ⓐ
チェイシング/追跡
海賊王船長タック season．3 ＃3
パチドルクエスト season7 ＃5
パチンコキャノンボール season1 ＃3
パチスロキャノンボール season5 ＃2
任侠哀歌
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第四節 1回戦
（＃1）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4
階戸瑠李 岩手 湯川温泉編

極道の門 第一部
難波金融伝ミナミの帝王13
O嬢の物語 魔性の楽園
透明彼女 season6 ＃4 桃咲あや
えろぼん！オヤジとムスコの性春日記
葉月つばさ 純水
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃7

長澤茉里奈 まりChuu
闇金ドッグス3
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 超技巧派大激突Ⓑ
陰謀のスプレマシー
海賊王船長タック season．3 ＃4
パチドルクエスト season7 ＃6
海賊王船長タック season．6 ＃11
任侠哀歌2
日本統一22
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第四節②
（＃2）あなたといく 酒と温泉ふたり旅4
百合沙 会津 芦ノ牧温泉編

極道の門 第二部
難波金融伝ミナミの帝王14
花と蝶
透明彼女 season6 ＃5 麻倉ひな子
裸の劇団～いきり立つ欲望～
安田七奈 ななづくし
誘女、派遣します episode36

監督：旭正嗣　出演：木村一八、火野正平、宅麻伸、下元史朗

【その男、天に選ばれし極道の寵児】

11／４（日）午後9：00～10：30 他
極道の門 第一部

＜チャンネルオリジナル&TV初＆シリーズスタート＞【グラドル情報バラエティ】

喫茶グラビアパラダイス ＃1

出演：茜さや、内田瑞穂、叶夢

11／16（金）深夜0：30～1：00 他

大阪、昭和45年、秋――。飛田新地の地上げの一件により、大政組と義道会は一
触即発の関係であった。土砂降りの雨の中、大政組若頭補佐・尾形敬三と大政組
若衆・村田龍治が歩いている最
中、突如義道会の刺客5人に囲
まれ、尾形は絶命してしまう。し
かし、龍治はその刺客達を、た
った一人で叩き斬ったのであっ
た！龍治は浪速警察署にて拘
留、警察側はこの五人斬りの事
実を信じられずにいたが、事件
発生場所であった龍泉寺の住
職・藤村壮海は、正当防衛とし
て龍治の無罪放免を説く。

イメージビデオメーカー各社の発売予定DVDから最新の選りすぐ
りを紹介し、グラビアアイドルを応援していく新番組が放送スタート。
秋葉原の片隅にある現役
グラドルの3姉妹が切り
盛りするカフェにいつも
間違って”お隣さん”宛の
グラビアDVDが大量に
届く。毎回勝手に開封し
ては、DVDを鑑賞しつつ、
あーだ、こーだとトークを
繰り広げる。



大人気作家・宮部みゆきの作品を1年かけてお届けする特別企画が新登場！
11月は、時代物×人情喜劇×ミステリーの傑作時代劇をお届け！

11月9日㈮スタート！
毎週金曜よる10：00 ほか

「面倒くせえなぁ」が口癖の無精者・井筒平四郎（岸谷五朗）は、南町奉行所の見廻
り方同心でありながら、捕り物などの面倒事が大嫌いで、鉄瓶長屋にある未亡人の
お徳（松坂慶子）が営む煮売屋に入り浸ってばかりいる。その長屋で八百富の太助
（西村匡生）が殺され、差配人の久兵衛（志賀廣太郎）が姿をくらます。長屋の地主
である湊屋総右衛門（鶴見辰吾）から新しい差配人として若い佐吉（風間俊介）が
送り込まれてくるが、その後も、太助の妹・お露（勝野雅奈恵）、桶屋のお律（清水く
るみ）、通い番頭の善治郎（徳井優）一家が長屋を出て行き、さらに大工の八助一家
もいなくなってしまう。平四郎は大人顔負けなほど頭脳明晰な甥の弓之助（加部亜
門）の知恵を借りながら、事件の謎を追う……。

原作：宮部みゆき「ぼんくら」（講談社文庫）
出演：岸谷五朗／奥貫薫／風間俊介／秋野太作／
　　　六平直政／鶴見辰吾／大杉漣／松坂慶子 ほか
語り：寺田農 NHK

「鬼平犯科帳」「剣客商売」と肩を並べる池波正太郎の代表作「雲霧仁左衛門」。「殺さず、犯さず、貧しき者からは
奪わず」を掟とする盗賊集団・雲霧一党と彼らの捕縛に執念を燃やす火付盗賊改方の激しいせめぎ合いを描く。
ダンディズムで魅せる中井貴一主演「雲霧仁左衛門」全3シリーズを2ヶ月に渡り放送！！

原作：池波正太郎　 脚本：宮川一郎　 脚本協力：岡本さとる　 音楽：遠藤浩二　 語り：志賀廣太郎
出演：中井貴一／國村隼／内山理名／柄本佑／手塚とおる／渡辺哲／京野ことみ／村田雄浩／伊武雅刀 ほか

CS初

【宮部みゆき劇場】　宮部みゆき原作／岸谷五朗主演

池波正太郎 原作／中井貴一 主演

「雲霧仁左衛門」 NHK／松竹

雲霧一党を統率する首領・雲霧仁左衛門が絶大な信頼を寄せている有
能な子分たちも、本作の魅力の一つ。仁左衛門の右腕・木鼠の吉五郎（伊
武雅刀）。商家の女、公家の女などに化け、"引き込み"として働く七化けの
お千代（内山理名）。そのほか、因果小僧六之助（柄本佑）、州走りの熊五
郎（手塚とおる）など、凄腕ぞろいの子分と共に何年がかりで盗みを完遂
させる準備周到さで、仁左衛門は非道なやつらから大金を奪って行く。

「雲霧仁左衛門」
11月15日㈭スタート！月曜～金曜よる8：00
「雲霧仁左衛門２」
11月23日㈮スタート！月曜～金曜よる8：00
「雲霧仁左衛門３」
12月放送予定

〔チョイ見せ！１話〕

〔チョイ見せ！１話〕

〔チョイ見せ！１話〕

（丹波哲郎）

舟木一夫、時代劇を語る〔60分完全版〕

舟木一夫、時代劇を語る〔60分完全版〕

舟木一夫、時代劇を語る〔60分完全版〕
（丹波哲郎）

（岡田英次）

4K

4K

4K

ディズニーチャンネル提供

ディズニー
グッズ
・2019年カレンダー
・オリジナルゲームシート
・スパイダーマン手ぬぐい
・ボールペン


