
記念競輪を専門解説者が徹底解説。翌日の車券戦術に役立
つ情報が満載。「立川記念」
「和歌山記念」「大宮記念」
「松阪記念」「高松記念」
放送日・時間
開催前夜より４日間
後9：00～/深0：00～
※翌日朝に再放送致します。

競輪大好き芸人玉ちゃん
とビートきよしがミッドナ
イト競輪に参戦！乾杯か？
惨敗か？果たして真夜中の
女神はどちらに微笑む？？
出演：玉袋筋太郎、

ビートきよし、
北川果歩

初回放送日・時間　１月９日（水）後9：00～

SPEEDフロントライン恒
例の新春拡大版。平成最
後のお正月にビッグ対談
「神山雄一郎×吉岡稔真」
が実現！他にも豪華企画
盛り沢山でお送りします。
初回放送日・時間
１月１日（火・祝）
前8:00～

ＧⅠ・ＧⅡの舞台裏に完全密着し、レースを終えた選手
たちの生の声を通して、競輪の奥深さ、勝負の難しさ、
面白さを伝えてきた激闘シリーズの特別編。
初回放送日・時間
（前編） １月２日（水）
　　　 後9：00～
（後編） １月24日（木）
　　　 後11：00～

お正月特別番組 ＳＰＥＥＤフロントライン 新春拡大版！ 2018年激闘の軌跡 ～世界で闘う男たちが
導いた新次元競輪 その一年を振り返る～

たまきよのミッドナイトで乾杯! #10

SPEED記念展望

立川競輪開設66周年記念「鳳凰賞典レース」 表彰式2018年

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。別府ＦⅡ＜1/3～5＞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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2018年12月31日㈪～2019年1月6日㈰
特別編成：リクエストウィーク

JB ELITE 5 2018③
とことんエギパラダイス 111
Fishing Café 66
Dz SALT 111
ハイパーエキスパート
すごかby九州 30
POWER FIGHT 11
伝心伝承 169
オフショアレボリューションNEXT 118
Oh！エド釣り日記

【視聴者投票企画】釣りビジョンAWARD
あなたの心に残る番組2018 第3位
あなたの心に残る番組2018 第2位
あなたの心に残る番組2018 第1位
とことんエギパラダイス 128
ハイパーエキスパート
フライギャラリー
POWER FIGHT 12
チヌ道一直線 93
ITT 6

【新春オメデタ真鯛釣り特集】
BinBinソルト 41
高橋哲也の釣り、行きませんか？ 1
RUN＆GUN SALT 13
Counter12
トラウトギャラリー

JB ELITE 5 2018④
DzSALT 76
Seabass Journey 18
アジングへ行こう！ 13
進め！日本バスクラブ 6
釣りたガール！ 10
オフショアレボリューションNEXT 117
ワカサギマニアックス 10
大漁！関東沖釣り爆釣会 119
東北つれつれ団 59
とことんエギパラダイス 128
ヘラブナギャラリー
Rock’n Fish 42
勝手に番組ジャック！ 37
魚種格闘技戦！ 202
5L ton 26
ソルトギャラリー 20
INCREDIBASS 8
テッペンDASH！ 16

【新春オメデタ真鯛釣り特集】
関西発！海釣り派 144
つりメガミ 3
ヒラメイト 15
チヌ道一直線 93
D-IMPACT 62

JB ELITE 5 2018⑤
フライギャラリー
SALT Dreamer 65
関西発！海釣り派 178
TryB 5
大漁！関東沖釣り爆釣会 118
勝手に番組ジャック！ 37
つりメガミ 3
東北つれつれ団 48
チヌ道一直線 93
関西発！海釣り派 144
トラウトギャラリー
フライギャラリー
POWER FIGHT 12
FV CLIMAX しろ～と5 2018
東北つれつれ団 59
高橋哲也の釣り、行きませんか？
ドラゴン8 #16
アジングへ行こう！8

【新春オメデタ真鯛釣り特集】
オフショアレボリューションNEXT 106
Fishing Café 66
ワカサギマニアックス 10
ITT 6
INCREDIBASS 8

進め！エリア君 2
TROUT QUEST 8
RUN＆GUN SALT
第18回トラウトキング選手権大会
ペア・トライアルシリーズ 第1戦・第2戦
ヘラブナギャラリー
本流のライセンス
トラウトギャラリー
東北つれつれ団 59
ITT 6
INCREDIBASS 8
オフショアレボリューションNEXT 118
POWER FIGHT 12
ワカサギマニアックス 10
伝心伝承 191
つりメガミ 3
釣りはじめます！グランプリ2018
オフショアレボリューションNEXT 129
魚種格闘技戦！191

【新春オメデタ真鯛釣り特集】
Dz SALT 89
JB ELITE 5 2018④
進め！エリア君 15
ドラゴン8 #16
テッペンDASH！ 16

バーニング帝国 23
Azing lab.2nd 21
フライギャラリー
Make？！ 19
すごかby九州 47
チヌ道一直線 87
魚種格闘技戦！ 202
Fishing Café 66
テッペンDASH！ 16
ドラゴン8 #16
勝手に番組ジャック！ 37
鮎2018
トラウトギャラリー
魚種格闘技戦！191
高橋哲也の釣り、行きませんか？
平成最初で最後の新春釣り運だめし！？
スタジオ番組対抗フィッシングトライアスロン
バスギャラリー
FV CLIMAX しろ～と5 2018

【新春オメデタ真鯛釣り特集】
ENJOY FISHING 29
JB ELITE 5 2018⑤
5L ton 26
つりメガミ 3
オフショアレボリューションNEXT 129

SUGOIアワー 189
INCREDIBASS 4
BinBinソルト 41
メタルバスター 2
楽釣楽磯宣言 38
鮎2018
RUN＆GUN SALT 13
とことんエギパラダイス 128
POWER FIGHT 11
ワカサギマニアックス 10
高橋哲也の釣り、行きませんか？
ハイパーエキスパート
ドラゴン8 #16
バスギャラリー
チヌ道一直線 93
INCREDIBASS 8
JB ELITE 5 2018⑤
ギアステーション
つりステ釣会議 17

【新春オメデタ真鯛釣り特集】
関西発！海釣り派 168
勝手に番組ジャック！ 37
POWER FIGHT 12
トラウトギャラリー
RUN＆GUN SALT

モンドリアンファイター 12
テッペンDASH！ 12
Dz SALT 64
エリアトラベラーズ 77
バーニング帝国 33
魚種格闘技戦！ 190
ギアステーション
ソルトギャラリー 20
アジングへ行こう！8
つりステ釣会議 17
伝心伝承 191
ITT 6
魚種格闘技戦！ 202
東北つれつれ団 48
テッペンDASH！ 16
ソルトギャラリー
オフショアレボリューションNEXT 129
ENJOY FISHING 30
ヒラメイト 15

【新春オメデタ真鯛釣り特集】
Dz SALT 101
ギアステーション
東北つれつれ団 59
つりステ釣会議 17
ガチコン 12

ソルトギャラリー
Seabass Journey 30
ワカサギマニアックス 10
ソルトギャラリー 20
東北つれつれ団 59
関西発！海釣り派 131
Oh！エド釣り日記
魚種格闘技戦！178
ヘラブナギャラリー
伝心伝承 157
大漁！関東沖釣り爆釣会 155
ENJOY FISHING 18
オフショアレボリューションNEXT 129
ギアステーション 624
INCREDIBASS 8
つりステ釣会議 17
つりメガミ 3
Oh！エド釣り日記
伝心伝承 145

【シーズン真っただ中！寒グレ特集】
本流のライセンス
RUN＆GUN SALT
テッペンDASH！ 16
Go for it！ 156
ENJOY FISHING 30

エリアトラベラーズ 71
POWER FIGHT 11
POWER FIGHT 12
鮎2018
フライギャラリー
魚種格闘技戦！ 202
東北つれつれ団 47
高橋哲也の釣り、行きませんか？
ギアステーション 624
バスギャラリー
つりステ釣会議 17
関西発！海釣り派 132
ENJOY FISHING 12
こちら東海です。126
ドラゴン8 #16
オフショアレボリューションNEXT 129
勝手に番組ジャック！ 37
LURE FREAK 93
Go for it！ 162

【シーズン真っただ中！寒グレ特集】
伝心伝承 181
Make？！ 15
ガチコン 8
アジングへ行こう！ 4
Oh！エド釣り日記

POWER FIGHT 5
RUN＆GUN SALT
トラウトギャラリー
RUN＆GUN SALT 13
とことんエギパラダイス 128
伝心伝承 156
投げ釣りギャラリー
Oh！エド釣り日記
ヘラブナギャラリー
ハイパーエキスパート
SALT Dreamer 61
本流のライセンス
魚種格闘技戦！179
ENJOY FISHING 30
東北つれつれ団 42
バスギャラリー
Rock’ｎ Fish 60
ソルトギャラリー 21
オレたちゃシーバス研究所 32

【シーズン真っただ中！寒グレ特集】
楽釣楽磯宣言 32
ソルトギャラリー
Dz SALT 65
D-IMPACT 58
LURE FREAK 93

進め！エリア君 10
RUN＆GUN SALT
高橋哲也の釣り、行きませんか？
ハイパーエキスパート
Fishing Café 66
こちら東海です。137
ENJOY FISHING 30
勝手に番組ジャック！ 37
バスギャラリー
LURE FREAK 93
楽釣楽磯宣言 32
大漁！関東沖釣り爆釣会 155
ヘラブナギャラリー
チヌ道一直線 93
とことんエギパラダイス 102
すごかby九州 24
オフショアレボリューションNEXT 106
五畳半の狼
大漁！関東沖釣り爆釣会 166

【シーズン真っただ中！寒グレ特集】
磯釣りギャラリー
BIG BITE 121
Seabass Journey 30
ソルトギャラリー 21
Go for it！ 162

Azing Lab．2nd 39
俺たちのバスフィッシングR 40
フライギャラリー
伝心伝承 191
POWER FIGHT 12
とことんエギパラダイス 101
オフショアレボリューションNEXT 105
チヌ道一直線 81
Go for it！ 162
ソルトギャラリー 21
こちら東海です。126
Dz SALT 77
ヒラメイト 11
魚種格闘技戦！ 202
ITT 6
ENJOY FISHING 30
アジングへ行こう！ 4
ヘラブナギャラリー
ワカサギマニアックス 11

【シーズン真っただ中！寒グレ特集】
すごかby九州 36
Counter 4
INCREDIBASS 8
Fishing Café 66
大漁！関東沖釣り爆釣会 166

LURE FREAK 89
Make？！ 15
進め！エリア君 15
BinBinソルト 37
Go for it！138
伝心伝承 157
ITT 6
テッペンDASH！ 16
オフショアレボリューションNEXT 129
すごかby九州 24
東北つれつれ団 42
ENJOY FISHING 30
ソルトギャラリー 21
ヘラブナギャラリー
Oh！エド釣り日記
LURE FREAK 93
魚種格闘技戦！179
ギアステーション
つりステ釣会議 18

【シーズン真っただ中！寒グレ特集】
楽釣楽磯宣言 38
SUGOIアワー 178
Rock’ｎ Fish 60
五畳半の狼
オレたちゃシーバス研究所 32

GAN’s GANGS 57
D-IMPACT 58
ソルトギャラリー
本流のライセンス
5L ton 26
大漁！関東沖釣り爆釣会 154
ギアステーション
ドラゴン8 #16
五畳半の狼
つりステ釣会議 18
チヌ道一直線 93
オフショアレボリューションNEXT 106
伝心伝承 169
ワカサギマニアックス 11
Go for it！ 162
FV CLIMAX しろ～と5 2018
大漁！関東沖釣り爆釣会 166
SHAPE OF BLOOD
SALT Dreamer 61

【シーズン真っただ中！寒グレ特集】
Oh！エド釣り日記
ギアステーション
バスギャラリー
つりステ釣会議 18
Dz SALT 77

TROUT QUEST 4
エリアトラベラーズ 89
Counter 16
ドラゴン8 #16
バスギャラリー
チヌ道一直線 75
ITT 2
Oh！エド釣り日記
ヘラブナギャラリー
五畳半の狼
RUN＆GUN SALT
本流のライセンス
大漁！関東沖釣り爆釣会 166
ギアステーション
LURE FREAK 93
つりステ釣会議 18
Fishing Café 66
エリアトラベラーズ 95
ENJOY FISHING 29

【出ればデカイぞ！冬バス特集】
俺たちのバスフィッシングR 56
オレたちゃシーバス研究所 28
ソルトギャラリー
Go for it！ 162
SHAPE OF BLOOD

トラウトギャラリー
RUN＆GUN SALT
ENJOY FISHING 30
こちら東海です。125
ITT 6
伝心伝承 144
関西発！海釣り派 168
ワカサギマニアックス 11
ギアステーション
ヘラブナギャラリー
つりステ釣会議 18
磯釣りギャラリー
伝心伝承 145
五畳半の狼
ソルトギャラリー 21
大漁！関東沖釣り爆釣会 166
オフショアレボリューションNEXT 94
本気でオカッパリ 96
follow my F 8

【出ればデカイぞ！冬バス特集】
Counter 8
ヒラメイト 7
Go for it！150
BIG BITE 138
エリアトラベラーズ 95

根魚！コーストパトロール 11
ワカサギマニアックス 11
オレたちゃシーバス研究所 24
テッペンDASH！ 16
俺たちのバスフィッシングR 52
BinBinソルト 33
大漁！関東沖釣り爆釣会 143
エリアトラベラーズ 95
Fishing Café 66
本流のライセンス
Rock’n Fish 54
Dz SALT 101
東北つれつれ団 36
SHAPE OF BLOOD
楽釣楽磯宣言 26
ヘラブナギャラリー
オレたちゃシーバス研究所 28
Dz SALT 112
Azing lab.2nd 45

【出ればデカイぞ！冬バス特集】
SUGOIアワー 190
本気でオカッパリ 96
メンテナンス休止

メンテナンス休止
オフショアレボリューションNEXT 129
進め！エリア君 6
大漁！関東沖釣り爆釣会 142
SHAPE OF BLOOD
ヘラブナギャラリー
フライギャラリー
本気でオカッパリ 96
Azing lab.2nd 45
関西発！海釣り派 168
ソルトギャラリー
Oh！エド釣り日記
SALT Dreamer 55
ワカサギマニアックス 11
こちら東海です。 150
五畳半の狼
関西発！海釣り派 179

【出ればデカイぞ！冬バス特集】
D-IMPACT 62
Counter 16
Dz SALT 112
Make？！11
follow my F 8

Seabass Journey 26
GAN’s GANGS 51
バスギャラリー
RUN＆GUN SALT
チヌ道一直線 93
東北つれつれ団 36
関西発！海釣り派 167
すごかby九州 30
磯釣りギャラリー
Dz SALT 112
follow my F 8
POWER FIGHT 6
オフショアレボリューションNEXT 94
こちら東海です。138
魚種格闘技戦！169 第1幕
SHAPE OF BLOOD
すごかby九州 42
TENKARA
フライギャラリー

【出ればデカイぞ！冬バス特集】
Make？！ 19
BIG BITE 138
LURE FREAK 93
Azing lab.2nd 45
関西発！海釣り派 179

BASS STUDY 3
follow my F 4
ソルトギャラリー
突撃！SEAソルジャー 45
SUGOIアワー 166
すごかby九州 42
大漁！関東沖釣り爆釣会 166
Go for it！ 162
ENJOY FISHING 29
ヘラブナギャラリー
ワカサギマニアックス 11
SHAPE OF BLOOD
Dz SALT 112
TENKARA
エリアトラベラーズ 95
本気でオカッパリ 96
オフショアレボリューションNEXT 129
ギアステーション
つりステ釣会議 19

【出ればデカイぞ！冬バス特集】
Go for it！ 156
俺たちのバスフィッシングR 52
オレたちゃシーバス研究所 24
五畳半の狼
Osprey’s EYE 36

LURE FREAK 84
INCREDIBASS 8
Dz SALT 100
ヒラメイト 7
Go for it！150
魚種格闘技戦！168
ギアステーション
ソルトギャラリー 21
五畳半の狼
つりステ釣会議 19
Oh！エド釣り日記
大漁！関東沖釣り爆釣会 143
魚種格闘技戦！169 第1幕
follow my F 8
ぶらりバスの旅 4
Azing lab.2nd 45
関西発！海釣り派 179
釣りたガール！ 11
Make？！11

【出ればデカイぞ！冬バス特集】
Osprey’s EYE 36
ギアステーション
ヘラブナギャラリー
つりステ釣会議 19
ガチコン 4 

Seabass Journey 22
フライギャラリー
ワカサギマニアックス 11
ソルトギャラリー 21
ヘラブナギャラリー
Fishing Café 66
Azing lab.2nd 45
魚種格闘技戦！156
こちら東海です。 150
五畳半の狼
伝心伝承 181
ENJOY FISHING 23
関西発！海釣り派 179
ギアステーション 626
本気でオカッパリ 96
つりステ釣会議 19
すごかby九州 36
伝心伝承 192
鮎2018

【陸も船も！冬のライトソルトルアー特集】
とことんエギパラダイス 118
ハイパーエキスパート
follow my F 8
オレたちゃシーバス研究所 18
釣りたガール！ 11

突撃！SEAソルジャー 24
Dz SALT 88
SHAPE OF BLOOD
俺たちのバスフィッシングR 46
伝心伝承 180
チヌ道一直線 69
BinBinソルト 28
投げ釣りギャラリー
ギアステーション 626
TENKARA
つりステ釣会議 19
メタルバスター 6
東北つれつれ団 54
五畳半の狼
Dz SALT 112
関西発！海釣り派 179
ガチコン 16
SUGOIアワー 202
モンドリアンファイター 20

【陸も船も！冬のライトソルトルアー特集】
すごかby九州 42
ハイパーエキスパート
BIG BITE 127
楽釣楽磯宣言 20
伝心伝承 192

ソルトギャラリー
オレたちゃシーバス研究所 18
Counter12
Go for it！ 162
大漁！関東沖釣り爆釣会 166
オフショアレボリューションNEXT 81
ワカサギマニアックス 4
伝心伝承 192
本流のライセンス
ヘラブナギャラリー
大漁！関東沖釣り爆釣会 131
Dz SALT 89
魚種格闘技戦！157
釣りたガール！ 11
関西発！海釣り派 156
北海道つり部 1
TENKARA
SALT Dreamer 73
Rock'n Fish 48

【陸も船も！冬のライトソルトルアー特集】
アジングへ行こう！8
ガチコン 16
フライギャラリー
鮎2018
SUGOIアワー 202

Make？！7
ソルトギャラリー
メタルバスター 2
ヘラブナギャラリー
鮎2015 二人の王者が釣る 和歌山県古座川
大漁！関東沖釣り爆釣会 130
釣りたガール！ 11
TENKARA
鮎2018
SUGOIアワー 202
オフショアレボリューションNEXT 82
こちら東海です。 150
大漁！関東沖釣り爆釣会 119
エリアトラベラーズ 95
ワカサギマニアックス 5
ハイパーエキスパート
SUGOIアワー 190
五畳半の狼
こちら東海です。171

【陸も船も！冬のライトソルトルアー特集】
ヒラメイト 11
Go for it！144
Dz SALT 65
SALT Dreamer 73
モンドリアンファイター 20

【視聴者投票企画】釣りビジョンAWARD
あなたの心に残る番組2018 第20位
あなたの心に残る番組2018 第19位

【2018年ジャックの軌跡一挙放送SP】
勝手に番組ジャック！ 36
しろ～と 5 2018
釣りはじめます！グランプリ2018
 リクエストウィーク

【視聴者投票企画】釣りビジョンAWARD
あなたの心に残る番組2018 第20位
あなたの心に残る番組2018 第19位
リクエストウィーク

【視聴者投票企画】釣りビジョンAWARD
あなたの心に残る番組2018 第18位
あなたの心に残る番組2018 第17位
あなたの心に残る番組2018 第16位
JB ELITE 5 2018①
平成最初で最後の新春釣り運だめし！？
スタジオ番組対抗フィッシングトライアスロン
 リクエストウィーク

【視聴者投票企画】釣りビジョンAWARD
あなたの心に残る番組2018 第18位
あなたの心に残る番組2018 第17位
あなたの心に残る番組2018 第16位
リクエストウィーク

【視聴者投票企画】釣りビジョンAWARD
あなたの心に残る番組2018 第15位
あなたの心に残る番組2018 第14位
あなたの心に残る番組2018 第13位
JB ELITE 5 2018②
ハイパーエキスパート
ロシアのアトランティックサーモン後編
 リクエストウィーク

【視聴者投票企画】釣りビジョンAWARD
あなたの心に残る番組2018 第15位
あなたの心に残る番組2018 第14位
あなたの心に残る番組2018 第13位
リクエストウィーク

【視聴者投票企画】釣りビジョンAWARD
あなたの心に残る番組2018 第12位
あなたの心に残る番組2018 第11位
あなたの心に残る番組2018 第10位
JB ELITE 5 2018③
魚種格闘技戦！ 202
世界最強淡水魚パプアンブラックバス
 リクエストウィーク

【視聴者投票企画】釣りビジョンAWARD
あなたの心に残る番組2018 第12位
あなたの心に残る番組2018 第11位
あなたの心に残る番組2018 第10位
リクエストウィーク

【視聴者投票企画】釣りビジョンAWARD
あなたの心に残る番組2018 第9位
あなたの心に残る番組2018 第8位
あなたの心に残る番組2018 第7位
JB ELITE 5 2018④
フライギャラリー
北海道猿払川のイトウ後編
 リクエストウィーク

【視聴者投票企画】釣りビジョンAWARD
あなたの心に残る番組2018 第9位
あなたの心に残る番組2018 第8位
あなたの心に残る番組2018 第7位
リクエストウィーク

【視聴者投票企画】釣りビジョンAWARD
あなたの心に残る番組2018 第6位
あなたの心に残る番組2018 第5位
あなたの心に残る番組2018 第4位
JB ELITE 5 2018⑤
つりメガミ 3
 リクエストウィーク

【視聴者投票企画】釣りビジョンAWARD
あなたの心に残る番組2018 第6位
あなたの心に残る番組2018 第5位
あなたの心に残る番組2018 第4位
リクエストウィーク

【視聴者投票企画】釣りビジョンAWARD
あなたの心に残る番組2018 第3位
あなたの心に残る番組2018 第2位
あなたの心に残る番組2018 第1位
勝手に番組ジャック！ 37
INCREDIBASSをジャックせよ！
高橋哲也の釣り、行きませんか？ 1
 リクエストウィーク

フィッシングエンターテイナー・村田基が、
日本のみならず全世界をフィールドにあら
ゆる魚族に挑む。今回の舞台は、オース
トラリアの北に浮かぶパプアニューギニア。
南太平洋のほぼ赤道直下に位置し、その
国土面積は日本のおよそ1.2倍という島国
だ。向かったのは、隣接するインドネシア
との国境近く、ジャングルの奥地に広がる
同国最大の湖・レイクマレー。ここで世界
最強の淡水魚といわれる “パプアンブラックバス” に挑む。広大な湖をひたすら攻め続
ける村田の眼前に、現地ガイドも驚愕する世界記録級の大物が現れる！

魚種格闘技戦！202
世界最強の淡水魚・パプアンブラックバス
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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

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち

せいぶのねこキャリー　　7日～ チャギントン

ロボカーポリー

マペット・ベビー

ロボカーポリー

 ライオン・ガード

おたすけマニー

 ミッキーマウス クラブハウス

スタンリー

 おとぎのもりのゴールディとベア

 プーさんといっしょ

 ヘンリー・ハグルモンスター

みんなヒーロー！～ヒグリータウンのなかまたち～

 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

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　　7日～ カリメロ

チクタク・タウン

しゅつどう！パジャマスク
7日～　14：30～15：30　ドックはおもちゃドクター

マイルズのミッション・フォース・ワン
7日～　15：30～　ロボカーポリー

ちいさなプリンセス ソフィア （7日～　～18：30）
7日～　18：30～19：30　ドックはおもちゃドクター

ロボカーポリー

ミッキーマウスとロードレーサーズ

ぞうのババール ～バドゥのだいぼうけん～

ドックのおもちゃびょういん

パグ・パグ・アドベンチャー

おとぎのもりのゴールディとベア

ハイ・ホー７D

ちいさなプリンセス ソフィア

しゅつどう！パジャマスク

しゅつどう！パジャマスク

ロボカーポリー

ミッキーマウスとロードレーサーズ

 マイルズのミッション・フォース・ワン

カリメロ

ライオン・ガード

ちいさなプリンセス ソフィア

パグ・パグ・アドベンチャー

ハイ・ホー７D

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　　12日～ ～15：00　マペット・ベビー

ペッパピッグ

 ドックはおもちゃドクター

キャプテン・ジェイクとネバーランドのかいぞくたち

 マイルズのミッション・フォース・ワン

ロボカーポリー

ミッキーマウスとロードレーサーズ

ドックのおもちゃびょういん

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　　12日～ マペット・ベビー

おとぎのもりのゴールディとベア　12日～ バンピリーナとバンパイアかぞく

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

 プーさんといっしょ

ハイ・ホー７D

おたすけマニー

ライオン・ガード

リトル・アインシュタイン

 せいぶのねこキャリー

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

ドックはおもちゃドクター

スタンリー

7日～ ～12：30 おとぎのもりのゴールディとベア
 12：30～12：54 サラとダックン
 12：54～ ペッパピッグ

7日～ ～13：30 プーさんといっしょ
 13：30～14：30 ミッキーマウス クラブハウス

パグ・パグ・アドベンチャー 7日～ ～16：30　カリメロ
 16：30～　ライオンキングのティモンとプンバァ

ドックのおもちゃびょういん 7日～ ～17：30　マイルズのトゥモローランドだいさくせん
 17：30～　ミッキーマウスとロードレーサーズ

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

マイルズのトゥモローランドだいさくせん



★1月24日㈭AM1：00～7：00は停波のため放送なし。　
★内容は変更する場合がございます。予めご了承ください。

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～

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！　　18日～ ハーレーはド真ん中

アイカツスターズ！　　17日～ キム・ポッシブル

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

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！
ダックテイルズ

アンディ・マック　　19日～ ザ・ロッジ

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～　　28日～ ダックテイルズ
モラン

ペッパピッグ

ちいさなプリンセス ソフィア　　7日～ おさるのジョージ

ドックのおもちゃびょういん（8：00～8：25）　　7日～ ドックはおもちゃドクター（8：00～8：30）
ドックはおもちゃドクター（8：25～8：50）　　7日～ ちいさなプリンセス ソフィア（8：30～9：00）

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　　7日～ パグ・パグ・アドベンチャー（9：30～10：00）

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）
7日～ カズープ！（10：00～10：15）、 ペッパピッグ（10：15～10：30）、 マペット・ベビー（10：30～11：00）

悪魔バスター★スター・バタフライ　　7日～ マイロ・マーフィーの法則
マイロ・マーフィーの法則　　7日～ フィニアスとファーブ

ブログ犬　スタン　　4日～ ティーン・スパイ K.C.

マイロ・マーフィーの法則　　7日～ 怪奇ゾーン グラビティフォールズ（19：00～19：55）

マイロ・マーフィーの法則

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

ガール・ミーツ・ワールド

フィニアスとファーブ

いつだってベストフレンド　　13日～ レイブンのウチはチョー大変！

アンディ・マック
14日～ ザ・ロッジ 境界のＲＩＮＮＥ　10日～ レイブンのウチはチョー大変！

ザ・ペンギンズfromマダガスカル

うわさのツインズ　リブとマディ

やりすぎ配信！ビザードバーク

フィニアスとファーブ　　7日～ 怪奇ゾーン グラビティフォールズ

ジェシー！

キャスパーのオバケ学園　　9日～ チャック・チャック

 キム・ポッシブル

ダックテイルズ

キャスパーのオバケ学園　　23日～ チャック・チャック

パグ・パグ・アドベンチャー　　7日～ ドックのおもちゃびょういん

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

バンジのにゃむにゃむ日記　　7日～ かみさまみならい ヒミツのここたま
ツムツム

モラン
アバローのプリンセス　エレナ

ミッキーマウス！

ベイマックス ザ・シリーズ

ミッキーマウスとロードレーサーズ

 おしゃれにナンシー・クランシー

ライオン・ガード

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～

世界のディズニーリゾートへGO！　　26日～ ディズニートラベラー

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！～ずっと最高のトモダチ～
モラン

　4　㈮ おしゃれキャット
　5　㈯ ザ・マペッツ
　6　㈰ リトル・マーメイドⅢ/はじまりの物語
11　㈮ リトルプリンス 星の王子さまと私
12　㈯ ANNIE/アニー
13　㈰ ポーラー・エクスプレス

18　㈮ コウノトリ大作戦！
19　㈯ フリーキー・フライデー（2018）
20　㈰ ザ・マペッツ
25　㈮ ファインディング・ニモ
26　㈯ ファインディング・ドリー
27　㈰ ゾンビーズ

　4　㈮ コルドロン
　5　㈯ ティガームービー プーさんの贈りもの
　6　㈰ ホーム・オン・ザ・レンジ にぎやか農場を救え！
11　㈮ スノー・バディーズ ～小さな5匹の大冒険～
12　㈯ ゴースト・バディーズ ～小さな5匹の大冒険～
13　㈰ トレジャー・バディーズ ～小さな5匹の大冒険～

18　㈮ フォーチュン・クッキー（2003）
19　㈯ ホーム・オン・ザ・レンジ にぎやか農場を救え！
20　㈰ カントリー・ベアーズ
25　㈮ ジャングル・ブック２
26　㈯ １０１匹わんちゃんⅡ/パッチのはじめての冒険
27　㈰ わんわん物語Ⅱ

　5　㈯ くまのプーさん/完全保存版（13：00～14：30）
くまのプーさん
クリストファー・ロビンを探せ！（14：30～16：00）

　6　㈰ シンデレラⅡ（13：00～14：30）
シンデレラⅢ 戻された時計の針（14：30～16：00）

12　㈯ リトルプリンス 星の王子さまと私

13　㈰ ANNIE/アニー
19　㈯ コウノトリ大作戦！
20　㈰ （特別編成）
26　㈯ ファインディング・ニモ

　　　　　　　　（10：30～12：30）
27　㈰ ファインディング・ドリー

　　　　　　　　（10：30～12：15）



・法廷の対決Ⅳ
　裁判員小林澄子
・日記が奏でる秘密

・緊急事態252
・絶叫手術室
（オペルーム）

・コナンキッドの
龍馬お宝攻防戦
・プロモビデオ
撮影事件

名探偵コナン

ちびまる子ちゃん
（第１期）
年明け8時間
連続放送②

第13～16話

ちびまる子ちゃん
ベストセレクション

こちら葛飾区
亀有公園前派出所

傑作選

斉木楠雄のΨ難
（第２期）
一挙放送
第23～24話

「斉木楠雄のΨ難」
完結編 前編

機動戦士
Ｚガンダム
－星を継ぐ者－

（0：00～1：45pm）

機動戦士
ＺガンダムⅡ 
－恋人たち－

（1：45～3：30pm）

機動戦士
ＺガンダムⅢ 
－星の鼓動は愛－

（3：30～5：20pm）

機動戦士
ガンダム
逆襲のシャア
〈HDリマスター〉

（5：20～7：30pm）

機動戦士
ガンダムF91
〈HDリマスター〉

（7：30～9：40pm）

機動戦士
ガンダム 
サンダーボルト
DECEMBER SKY
（9：40～11：00pm）

機動戦士
ガンダム 

サンダーボルト 
BANDIT FLOWER
（11：00～0：40am）

頭文字[イニシャル]Ｄ
総集編 

～プロジェクトDへ
向けて～

（0：40～2：15am）

頭文字[イニシャル]Ｄ
Fourth Stage
〈HDリマスター〉
（プレイバック）
第1～4話

（2：15～4：30am）

名探偵コナン
犬伏城 炎の魔犬

完結編 後編

斉木楠雄のΨ難
（第２期）
一挙放送

第17～20話

機動戦士
ガンダム

〈HDリマスター〉

全43話一挙放送

第1～37話

機動戦士
ガンダム

〈HDリマスター〉

全43話一挙放送

第38～43話

斉木楠雄のΨ難
（第２期）
一挙放送
第21～22話

機動戦士
ガンダム

THE ORIGIN Ⅰ 
青い瞳のキャスバル
（0：00～1：15pm）

機動戦士
ガンダムⅠ
〈HDリマスター〉

（8：15～10：45pm）

機動戦士
ガンダムⅡ
哀・戦士編

〈HDリマスター〉

（10：45～1：10am）

機動戦士
ガンダムⅢ
めぐりあい宇宙編

〈HDリマスター〉

（1：10～3：40am）

劇場版
頭文字[イニシャル]Ｄ
Third Stage

〈HDリマスター〉

（3：40～5：35am）

THE ORIGIN Ⅱ 
哀しみのアルテイシア
（1：15～2：25pm）

THE ORIGIN Ⅲ 
暁の蜂起

（2：25～3：45pm）

THE ORIGIN Ⅳ 
運命の前夜

（3：45～5：05pm）

THE ORIGIN 
激突 ルウム会戦
（5：05～6：40pm）

THE ORIGIN 
誕生 赤い彗星

（6：40～8：15pm）

少年アシベ GO!GO!ゴマ
ちゃん（5：35～6：00am）

※1月23日㈬25：00～31：00《1月24日㈭ 1：00AM～7：00AM》は、放送機器メンテナンスのため、放送を休止します。
※番組内容及び放送時間は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
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ドラゴンボール改

機動戦士
Ｚガンダム

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～

～11日 おそ松くん〈HDリマスター版〉　　14日～ らんま1/2 デジタルリマスター版
4日～

こちら葛飾区亀有公園前派出所

ちびまる子ちゃん

Dr.スランプ アラレちゃん

Dr.スランプ アラレちゃん

～4日 ガンダム Gのレコンギスタ　　7日～ おそ松さん

～9日 ハイキュー!! 烏野高校 ＶＳ 白鳥沢学園高校　　10日～ 名探偵コナン

ドラゴンボール改

 ワールドトリガー

ドラゴンボール

4日 名探偵コナン（10：00～0：00am）　　7日～ シティーハンター〈HDリマスター〉

ドラゴンボール改

こちら葛飾区亀有公園前派出所

～8日 僕のヒーローアカデミア 
15日～ ちびまる子ちゃん（第１期） 名探偵コナン ブラッククローバー BORUTO-ボルト-

NARUTO NEXT GENERATIONS
聖闘士星矢
セインティア翔 

～8日 僕のヒーローアカデミア 
15日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所 名探偵コナン ブラッククローバー BORUTO-ボルト-

NARUTO NEXT GENERATIONS7日～ ZETMAN

7日～
ちびまる子ちゃん（第１期）

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

～29日 新あたしンち　　30日～ キテレツ大百科〈リマスター版〉

ちびまる子ちゃん

～15日 タイムボカン２４　　16日～ 魔法つかいプリキュア！

～16日 忍者ハットリくん　　17日～ Dr.スランプ アラレちゃん

ドラゴンボール

4・7日 名探偵コナン　　8日～ シティーハンター〈HDリマスター〉

8～10日 こちら葛飾区亀有公園前派出所　11日～ 名探偵コナン

8～22日 夏目友人帳 陸　23日 夏目友人帳 陸　特別編 鈴鳴るの切り株 
24日 夏目友人帳 陸　特別編 夢幻のかけら　25日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所

～14日 ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない
※14日 こちら葛飾区亀有公園前派出所（0：30～1：00pm）　　15日～ 北斗の拳

4日 名探偵コナン（10：00～0：00am）　7～24日 宇宙戦艦ヤマト2199 ※23日 名探偵コナン 
25日～ ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版

～17日 頭文字[イニシャル]Ｄ Fourth Stage〈HDリマスター〉
18～29日 頭文字[イニシャル]Ｄ Fifth Stage　　30・31日 頭文字[イニシャル]Ｄ Final Stage

8～15日 覆面系ノイズ　　16～23日 つり球 
24～31日 海月姫 ※31日 ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版（10：30～11：00am）

～11日 ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない
※11日 名探偵コナン（9：30～10：00pm）　　14日～ 北斗の拳

～11日 ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない
※11日 名探偵コナン（4：30～5：00am）　　14日～ 北斗の拳

～4日 名探偵コナン　　7～24日 宇宙戦艦ヤマト2199
25日～ ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版

モンスターハンター ストーリーズ RIDE ON 
※14日 名探偵コナンTVスペシャル 黒の組織との接触〈デジタルリマスター特別版〉

～10日 らんま1/2 デジタルリマスター版 ※10日 こちら葛飾区亀有公園前派出所（2：30～3：00pm）
11日 こちら葛飾区亀有公園前派出所

14日 名探偵コナンTVスペシャル 黒の組織との再会〈デジタルリマスター特別版〉　15～31日 ぬらりひょんの孫

6～27日 こちら葛飾区
亀有公園前派出所
※27日（0：30～1：00am）

6日～ あかねさす少女

僕のヒーロー
アカデミア

～26日
こちら葛飾区

亀有公園前派出所

～5日 頭文字[イニシャル]Ｄ
Fifth Stage

※5日のみ（10：00～11：00pm）
5・12日 頭文字[イニシャル]Ｄ

Final Stage 
19・26日 名探偵コナン

～20日 銀の匙
Silver Spoon 第2期

27日～ 海月姫

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

名探偵コナン

6日～ おそ松くん
〈HDリマスター版〉

6日～ ちびまる子ちゃん
（第1期）

斉木楠雄のΨ難 

名探偵コナン

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

BORUTO
-ボルト-

NARUTO NEXT
GENERATIONS

火ノ丸相撲

火ノ丸相撲

～27日 食戟のソーマ

メジャー
第5シリーズ

～19日 夏目友人帳 参
※19日のみ（7：00～7：30am） 

19日～ 夏目友人帳 肆

～6日 進撃の巨人
Season 2 

13日～ ドラゴンボール

～6日 進撃の巨人
Season 2

13日～ TIGER & BUNNY

FAIRY TAIL

ゲーム★マニアックス

  5 日・機動戦士Ｚガンダム 
－星を継ぐ者－
・機動戦士ＺガンダムⅡ
－恋人たち－
・機動戦士ＺガンダムⅢ
－星の鼓動は愛－（0：00～5：20am）

12日　機動戦士ガンダム
・逆襲のシャア〈HDリマスター〉
・サンダーボルト DECEMBER SKY
・サンダーボルト BANDIT FLOWER

（0：00～5：10am）
19日　ドラゴンボール
・神龍の伝説〈HDリマスター〉
・魔神城のねむり姫〈HDリマスター〉
・摩訶不思議大冒険〈HDリマスター〉
・最強への道〈HDリマスター〉

（0：00～4：20am）
26日・ドラゴンボールＺスペシャル

たったひとりの最終決戦
～フリーザに挑んだＺ戦士 孫悟空
の父～〈HDリマスター〉
・劇場版 ドラゴンボールＺ 
とびっきりの最強対最強〈HDリマスター〉
・劇場版 ドラゴンボールＺ
激突!!100億パワーの戦士たち
〈HDリマスター〉

（0：00～2：50am）

26日 ドラゴンボール〈プレイバック〉
第1～4話（2：50～4：50am）

　6　日　ドラゴンボール 最強への道
〈HDリマスター〉（11：00～0：30pm）

13日　名探偵コナン
・危機呼ぶ赤い前兆（オーメン）・黒き13の暗示
（サジェスト）・迫る黒の刻限（タイムリミット）・赤く揺
れる照準（ターゲット）（11：00～1：00pm）

20日　名探偵コナン1月号
第624～626話（11：00～0：30pm）

27日　名探偵コナン ・
初恋の傷跡・過去を呼ぶ傷跡・新た
な傷跡と口笛の男・古き傷跡と刑事
の魂（11：00～1：00pm）

 6 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〉
・Extra Stage 2 ～旅立ちのグリーン
～〈HDリマスター〉（8：00～10：10pm）

13日　名探偵コナン1月号 
第624～626話（8：00～9:30pm）

20日　機動戦士ガンダム
・THE ORIGIN Ⅰ 青い瞳のキャスバル
・THE ORIGIN Ⅱ 哀しみのアルテイシア
・THE ORIGIN Ⅲ 暁の蜂起

（8：00～23：40pm）
27日　機動戦士ガンダム

・THE ORIGIN Ⅳ 運命の前夜
・THE ORIGIN 激突 ルウム会戦
・THE ORIGIN 誕生 赤い彗星

（8：00～0：25am）

13日　名探偵コナンTVスペシャル 
・殺人犯、工藤新一（9：30～10：30pm）
・新一の正体に蘭の涙/本当に
聞きたいコト（10：30～0：00am）

ぼのぼの（6：00～6：08am）
少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん（6：08～6：30am）

～6日・おしえて魔法のペンデュラム～リルリルフェア
リル～（6：00～6：15am）・ぼのぼの（6：15～6：30am）

13～27日 ちびまる子ちゃん（第1期）
～5日 ちびまる子ちゃん 
12日～ おしえて魔法のペンデュラム

～リルリルフェアリル～

キャプテン翼 

キャプテン翼 

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

ジョジョの奇妙な冒険
黄金の風

ジョジョの奇妙な冒険
黄金の風

～6日　こちら葛飾区 
亀有公園前派出所 

13日～ ドラゴンボール

～6日・ちびまる子ちゃん 
（第1期）（6：30～7：00am）

　　  ・キテレツ大百科
〈リマスター版〉（7：00～7：30am）

13～27日 こちら葛飾区 
亀有公園前派出所

鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST

～26日 七つの大罪
戒めの復活

ツヨシ
しっかりしなさい

Dr.スランプ
アラレちゃん

君に届け

　
～20日 ちびまる子ちゃん（第1期）
～20日 忍者ハットリくん 
27日 名探偵コナン

～20日 おそ松くん〈HDリマスター版〉

4～29日 機動戦士ガンダムユニコーン RE:0096

4～21日 あかねさす少女

22～29日 機動戦士ガンダムユニコーン RE:0096（2：00～3：00am）
30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〉（2：00～3：00am）
31日 頭文字[イニシャル]Ｄ Extra Stage2 ～旅立ちのグリーン～〈HDリマスター〉（2：00～3：00am）

27日 北斗の拳（4：30～5：30am）

～7日 名探偵コナン
（9：00～11：00am）



「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 【放送休止時間】23日 深夜1：00～
　　　　　　　　24日 あさ7：00

番組内容及び、放送時間などは予告なく変更になる場合があります。詳しくはwww.kids-station.comでご確認ください。
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K-1  
WORLD GP #22

Bリーグ
2018-19
＜第17節＞

琉球ゴールデンキングス 
vs 

横浜ビー・コルセアーズ
（12.31沖縄市体育館）

銀シャリの 
5upベイベー 

#9

大阪チャンネル presents
あの笑いをもう一度

千鳥のぼっけぇTV

#1～9

島RUN #30

GET！ 
ファイターズSP

2018冬の陣

エルステ・バンク・ 
オープン500 
～ウィーン～
＜1回戦＞

　vs F.ティアフォ

＜2回戦＞

　vs K.ハチャノフ

＜準々決勝＞

vs D.ティーム

＜準決勝＞

vs M.ククシュキン

 

全日本プロレス
ALL JAPAN 
B-Banquet
2018 世界最強タッグ 
決定リーグ戦＜中盤戦＞

12.8 
エディオンアリーナ大阪

#398
めざせ健康美 ！ 

ネイチャーヨガ #4

VっとVリーグ ！
#3・4

NPBイースタン・リーグ 
選抜 
vs 

NPBウエスタン・リーグ 
選抜

（12.5台中）

GET！ 
ファイターズSP

2018冬の陣

（12.9西京極陸上競技場） GET！
ファイターズSP

2018冬の陣新K-1伝説 #166

2018ほけんの
窓口レディース

＜第2日＞

インフォメーション

2018ほけんの
窓口レディース

＜最終日＞

インフォメーション

めざせ健康美 ！ 
ネイチャーヨガ #6
2018長嶋茂雄 
INVITATIONAL 
セガサミーカップ 
ゴルフトーナメント

＜第3日＞

2018長嶋茂雄 
INVITATIONAL 
セガサミーカップ 
ゴルフトーナメント

＜最終日＞

韓国プロ野球選抜 
vs 

NPBウエスタン・リーグ 
選抜

（12.13斗六）

インフォメーション

2018アジア 
ウインター 
ベースボール
リーグ in 台湾 

＜3位決定戦＞

（12.16斗六）

インフォメーション

2018アジア 
ウインター 
ベースボール
リーグ in 台湾 

＜優勝決定戦＞

（12.16斗六）

インフォメーション
岡山シーガルズ #18

ブレイザーズ＠TV #69
JTサンダーズTV #9

JTマーヴェラスTV #10

VっとVリーグ ！
#3・4

島RUN #30

ABNアムロ・ワールド・
テニス・トーナメント
　～ロッテルダム～

＜準々決勝＞
R.フェデラー

vs
R.ハーセ

BNPパリバ・オープン
～インディアンウェルズ～

＜2回戦＞
ダニエル太郎

vs
N.ジョコビッチ

バルセロナ・オープン・
バンコ・サバデル
＜準決勝＞
S.チチパス

vs
　  P.カレーニョ ブスタ

UTMB2018
ハイライト #2

＜入替戦＞
龍谷大学 vs 
桃山学院大学

岡山シーガルズ #18
ブレイザーズ＠TV #69
JTサンダーズTV #9

JTマーヴェラスTV #10

#10～16・
 18～20

武藤敬司 
プロデュース 

PRO-WRESTLING 
MASTERS 
8.21後楽園ホール 

全日本大学 
アメリカンフット
ボール選手権

＜西日本代表校決定戦＞
ウエスタンジャパンボウル 

関西学院大学
vs

立命館大学
12.2万博記念競技場

三菱電機杯 
第73回毎日
甲子園ボウル 

12.16甲子園
 

よしもと新喜劇
すち子の花月サーカス 

危機一髪！

痛快！明石家電視台
年の差婚夫婦！ 20歳差 
いとこの娘と禁断の恋

エルステ・バンク・ 
オープン500 
～ウィーン～
＜決勝＞

　 vs K.アンダーソン

ロレックス・パリ・
マスターズ
＜2回戦＞
vs A.マナリノ

＜3回戦＞

vs K.アンダーソン

＜準々決勝＞

vs R.フェデラー

  2018アジアウインター 
ベースボールリーグ in 台湾

2018フェニックス
チャレンジ

SUNDAY 
スマイルGOLF

#3～6

2018アジア 
ウインター 
ベースボール
リーグ in 台湾 

韓国プロ野球選抜 
vs 

NPBイースタン・リーグ 
選抜

（12.9台中）

インフォメーション インフォメーション

#1・2
ATPテニス 
ワールドツアー
  2018総集編

豊田合成
vs

大分三好

東レ
vs
堺

（パークアリーナ小牧）

新K-1伝説 #167

ロジャーズ・カップ
～トロント～

＜3回戦＞

S.チチパス
vs

N.ジョコビッチ

＜準々決勝＞

S.チチパス
vs

A.ズベレフ

＜準決勝＞

K.アンダーソン
vs

S.チチパス
 

GET！
ファイターズSP

肉体改造TV #8

#3・4

THE GATE OF 
DESTINY 2018

11.4 
エディオンアリーナ大阪

マンゲキ発信！
BUZZってミキ！

#15

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#13

ATPテニス 
ワールドツアー
  2018総集編 

Nitto
ATPファイナルズ 
～ロンドン～

　 ＜ラウンドロビン＞
　 vs R.フェデラー

＜ラウンドロビン＞

　 vs K.アンダーソン

＜ラウンドロビン＞

vs D.ティーム
 

新K-1伝説 #166

OZアカデミー
女子プロレス
｢～connect to the　 
　　　　　future～」
12.2後楽園ホール

ATPテニスマガジン 
#435

GAORA
プロ野球中継
2018

セレクション
 

6.27

北海道日本ハム 
vs 

福岡ソフトバンク 

全日本プロレス
ALL JAPAN 
B-Banquet
2019 ニューイヤー 

ウォーズ

1.3後楽園ホール

#399

ファイティング
エンターテインメント 
WRESTLE-1
12.26後楽園ホール 

#70

パプアニューギニア・
サーフトリップ2018

豊田合成 
vs 
東レ

（1.5パークアリーナ小牧）

堺 
vs 

大分三好
（1.5パークアリーナ小牧）

インフォメーション

痛快！明石家電視台
密室2人きり！ 後ろからハグ
俳優Rファンクラブ!?

ごぶごぶ
#317

インフォメーション

#5・6

11.23 
神戸サンボーホール

#495

高山・横尾 プロ注目
バッテリーと激突
よしもと新喜劇

すち子の、年末にジャンボ
な騒ぎが起こる村

インフォメーション

#17

ロレックス上海マスターズ
＜準々決勝＞
K.アンダーソン 

vs 
N.ジョコビッチ

＜準決勝＞
A.ズベレフ

vs
N.ジョコビッチ

＜準決勝＞
R.フェデラー

vs
B.チョリッチ

ロレックス・パリ・
マスターズ

＜1回戦＞

M.ラオニッチ
vs

J.ツォンガ

＜準々決勝＞

J.ソック
vs

D.ティーム

新K-1伝説
#166・167

ニューヨーク
シティマラソン
2018

人類の自然界への挑戦 
アドベンチャー
レーシング・

ワールドシリーズ

バトルエンター 
テインメント ZST

ZST.62
10.28 

横浜大さん橋ホール

第1日

ATPテニス 
ワールドツアー
  2018総集編 

センバツプレイバック 
～ヒーローたちの原点～ 

斎藤佑樹 
2試合334球の熱投

沖縄での熱戦！土壇場 
からのサヨナラ勝利

東レ 
vs 
堺

（1.6パークアリーナ小牧）

レジェンド・オブ・
ファイターズ
北海道日本ハム 

vs 
東京ヤクルト

(2013.5.23開催)
大谷翔平 一軍初登板

北海道日本ハム
vs
阪神

(2016.6.12開催)
交流戦初　大谷翔平 

リアル二刀流

北海道日本ハム
vs

オリックス
(2017.10.4開催)

4番ピッチャー大谷翔平
　二刀流集大成

ATPテニスマガジン 
#435

第3日

インフォメーション

2018 NOBUTA 
GROUP マスターズ
GCレディース

最終日

インフォメーション

岡山 
vs 
東レ

（1.12ジップアリーナ岡山）

JT 
vs 

デンソー
（1.12ジップアリーナ岡山）

痛快！明石家電視台
スポーツ選手の妻7人 
騎手はマザコンR恋愛

ごぶごぶ
#318

豊田合成 
vs 

大分三好
（1.6パークアリーナ小牧）

新K-1伝説 #168

Nitto ATPファイナルズ
～ロンドン～

＜ダブルス準決勝＞
P.エルベール/ 

N.マウ
vs

J.カバル/R.ファラ

＜シングルス準決勝＞
N.ジョコビッチ

vs 
K.アンダーソン

＜ダブルス決勝＞

P.エルベール/N.マウ
vs

M.ブライアン/J.ソック

＜シングルス決勝＞

N.ジョコビッチ
vs

A.ズベレフ

パプアニューギニア・
サーフトリップ2018

ごぶごぶ
#311

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#14

ATPテニスマガジン 
#434

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#14

2018 NOBUTA 
GROUP マスターズ
GCレディース

第2日
 

第3回福岡シニア
オープンゴルフ
トーナメント

インフォメーション

よしもと新喜劇
茂造の、ゲット・バック・

バースデー

痛快！明石家電視台
強烈キャラ漁師10人！ 
鳥羽一郎壮絶マグロ漁

#7・8

11.30～12.2 
札幌ススキノマルスジム

#496

強振西川遥輝 
意地の適時三塁打
痛快！明石家電視台

ピンチ かまいたち＆にゃんこ
早くも人気に陰りが!?

#18

ロレックス・パリ・
マスターズ

＜準決勝＞

R.フェデラー
vs

N.ジョコビッチ

NEXT GEN
ATPファイナルズ

～ミラノ～

＜準決勝＞

A.デミノー
vs 

J.ムナル

＜準決勝＞

S.チチパス
vs

A.ルブレフ

＜決勝＞

S.チチパス
vs

A.デミノー

肉体改造TV #9

よしもと新喜劇
肩身の狭い旦那さん、 
肩身のデカい藍姐さん

#9・10

 
12.4後楽園ホール

#497

西川遥輝対
琉球トルネード

ごぶごぶ
#301

#19

Nitto ATPファイナルズ
～ロンドン～

＜シングルス・　
　　ラウンドロビン＞

錦織圭
vs

R.フェデラー

＜シングルス・　　　
　　ラウンドロビン＞

A.ズベレフ
vs

M.チリッチ

＜ダブルス・　　　　
　　ラウンドロビン＞
L.クボト/M.メロ

vs
M.ブライアン/

J.ソック

＜シングルス・　　　
　　ラウンドロビン＞

N.ジョコビッチ
vs

J.イズナー

＜シングルス・　　　
　　ラウンドロビン＞

錦織圭
vs

K.アンダーソン

＜シングルス・　　　
　　ラウンドロビン＞

R.フェデラー
vs

D.ティーム

#11・12

 
12.18後楽園ホール

#498

インフォメーション

ATPテニス 
ワールドツアー
  2018総集編 

#20

DRAGON GATE  
無限大～infinity～

 
12.26 

神戸サンボーホール 

#499

Nitto ATPファイナルズ
～ロンドン～

＜ダブルス・　　　　
　　ラウンドロビン＞
O.マラフ/M.パビチ

vs
M.ブライアン/ 

J.ソック

＜シングルス・　　　
　　ラウンドロビン＞

N.ジョコビッチ
vs

A.ズベレフ

＜シングルス・　　　
　　ラウンドロビン＞

錦織圭
vs

D.ティーム

＜シングルス・　　　
　　ラウンドロビン＞

R.フェデラー
vs

K.アンダーソン

　ATPテニスマガジン 
#434
ZST

ATPテニスマガジン 
#435

新K-1伝説 #168

#7

岡山
vs
東レ

JT
vs

デンソー

（ジップアリーナ岡山）

熱激キングス！ presented 
by 全保連 #10

Nitto ATPファイナルズ
～ロンドン～

＜シングルス・　
　　ラウンドロビン＞

A.ズベレフ
vs J.イズナー

＜ダブルス・  　
　　ラウンドロビン＞

M.ブライアン/ 
J.ソック
vs

P.エルベール/N.マウ

＜シングルス・　　　
　　ラウンドロビン＞

N.ジョコビッチ
vs

M.チリッチ

＜ダブルス準決勝＞
J.マレー/B.ソアレス

vs
M.ブライアン/

J.ソック

＜シングルス準決勝＞
R.フェデラー

vs
A.ズベレフ

シングルへの道
#21・22

熱激キングス！ presented 
by 全保連 #10

#8

岡山
vs

KUROBE

デンソー
vs
東レ

（ジップアリーナ岡山）

#1・2

NPBイースタン・リーグ 
選抜 
vs 

NPBウエスタン・リーグ 
選抜

（12.5台中）

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#14

インフォメーション

ATPテニスマガジン 
#434

新K-1伝説 #167

島RUN #30

豊田合成
vs
東レ

堺
vs

大分三好

（パークアリーナ小牧）

肉体改造TV
#6・7

ムチュア・マドリード・
オープン

＜準々決勝＞
R.ナダル

vs 
D.ティーム

ゲリー・ウェバー・オープン
～ハレ～
＜2回戦＞
杉田祐一

vs
D.ティーム

シティ・オープン
～ワシントン～
＜3回戦＞
M.コピル

vs
A.マレー

＜入替戦＞
甲南大学 vs 
同志社大学

#16

ウエスタン＆サザン・ 
オープン 

～シンシナティ～
＜3回戦＞
N.キリオス

vs
J.デルポトロ

ATPテニス ワールドツアー2018 GAORAセレクション

チャイナ・オープン
～北京～
＜準決勝＞
K.エドマンド

vs
N.バシラシュビリ

ロレックス上海マスターズ
＜1回戦＞
S.ワウリンカ

vs
B.チョリッチ

ATPテニスマガジン 
#434

#21

ジュニア･アメリカン
フットボール
日本選手権 
第31回

チェスナットボウル

第98回
全国高校
ラグビー大会
ハイライト

#1～7

OZアカデミー
女子プロレス
｢～connect to the　 
　　　　　future～」
12.2後楽園ホール

#3・4

韓国プロ野球選抜 
vs 

NPBイースタン・リーグ 
選抜

（12.9台中）

よしもと新喜劇
双子の未来は双定外!?

#22
ATPテニスマガジン 

#435
熱激キングス！ presented 

by 全保連 #10

パプアニューギニア・
サーフトリップ2018

世界最大のトレイルラン
レース UTMB2018 
  ハイライト #1・2 

岡山 
vs 

KUROBE
（1.13ジップアリーナ岡山）

デンソー  
vs 
東レ

（1.13ジップアリーナ岡山）

ニューヨーク
シティマラソン
2018

ATPテニスマガジン 
#435

インフォメーション

ごぶごぶ
#312

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#15

インフォメーション インフォメーション
YAMATOの元気めしキッチン ！

#5・6

韓国プロ野球選抜 
vs 

NPBウエスタン・リーグ 
選抜

（12.13斗六）

痛快！明石家電視台 
さんまびっくりSP！自衛隊 
＆女子アナのRルール

インフォメーション インフォメーション

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#15

よしもと新喜劇
おしどり夫婦は 
仮面夫婦!?

#7・8

 
＜3位決定戦＞  

（12.16斗六）

ごぶごぶ
#302

#23

DRAGON GATE  
無限大～infinity～
500回記念
生中継SP

1.16後楽園ホール

#500

センバツプレイバック 
～ヒーローたちの原点～

怪物・中田翔 
2打席連発

北海道日本ハム
vs 東京ヤクルト
(2013.5.23開催)

大谷翔平 
一軍初登板

6.30
北海道日本ハム 

vs 
オリックス

鉄腕宮西！600試合登 
板＆273ホールド達成

7.28
北海道日本ハム 

vs 
オリックス

堀プロ初勝利＆ 
浦野プロ初セーブ！

田中秀道 Presents シングルへの道
#1～3 #4～6

#24
エクストリーム・ドローン・

ワールド #1
ATPテニスマガジン 

#435
センバツプレイバック 
～ヒーローたちの原点～
藤浪・大谷両怪物が 
初戦から火花を散らす

マリーンズ7位・ 
松田進
#1

ホークス4位・ 
板東湧梧

#2
イーグルス7位・ 

小郷裕哉
#3

#25
ファイティング

エンターテインメント 
WRESTLE-1
12.26後楽園ホール

#70

マリーンズ3位・ 
小島和哉

#4
マリーンズ3位・ 

小島和哉
#5

イーグルス6位・ 
渡辺佳明

#6

北海道日本ハム
vs 阪神

(2016.6.12開催)
交流戦初　大谷翔平

リアル二刀流

北海道日本ハム 
vs オリックス

(2017.10.4開催)
4番ピッチャー大谷翔平

二刀流集大成

8.1
北海道日本ハム 

vs 
千葉ロッテ

4番キャプテン中田 
意地の一振り！

#1～4

GET！ 
ファイターズSP

2018冬の陣

#5～8

#26
岡山シーガルズ #19
肉体改造TV #10
新K-1伝説 #169

ファイティング
エンターテインメント 
WRESTLE-1
1.5後楽園ホール

#71

DRAGON GATE  
無限大～infinity～

 
12.26 

神戸サンボーホール 

#499

8.4
阪神 
vs 

東京ヤクルト

#27 #29

北海道日本ハム 
vs 千葉ロッテ

（2004.5.10開催）
SHINJOがまたも話題を
提供！その名も命名打法
センバツプレイバック 
～2018ドラフト指名

選手特集～
カープ1位・小園海斗

#10
マリーンズ1位・ 

藤原恭大
#11

ジャイアンツ2位・ 
増田陸
#12 

DRAGON GATE  
無限大～infinity～

1.16後楽園ホール

#500

GAORA
プロ野球中継
2018

セレクション 
8.24 

北海道日本ハム
vs 楽天

#30
JTサンダーズTV #10
JTマーヴェラスTV #11
ブレイザーズ＠TV #70
岡山シーガルズ #19

Bリーグ
2018-19
＜第21節＞
栃木ブレックス 

vs  
川崎ブレイブサンダース
（ブレックスアリーナ 

宇都宮）
 

UTMB2018
ハイライト #1

Bリーグ
2018-19
＜第21節＞
栃木ブレックス 

vs 
川崎ブレイブサンダース
（1.25ブレックス　　 
　　アリーナ宇都宮）

GAORA
プロ野球中継
2018

セレクション
 

9.1
阪神 
vs 

横浜DeNA

藤川球児 NPB通算 
700試合登板
肉体改造TV #11

12.26後楽園ホール

#70

北海道日本ハム 
vs 福岡ダイエー

（2004.9.20開催）
新庄劇場に観客総立ち！

幻の逆転満塁弾
センバツプレイバック 
～2018ドラフト指名

選手特集～
スワローズ2位・ 

中山翔太
#7

カープ1位・小園海斗
#8

ホークス3位・野村大樹
#9 

OZアカデミー
女子プロレス
｢☆Every Little　　 
　　　　　Step☆」

1.6新宿FACE

パプアニューギニア・
サーフトリップ2018

センバツプレイバック
報徳学園 vs 鳴門工
全員野球で辿り着いた
28年ぶりの頂点

パプアニューギニア・
サーフトリップ2018

8.14
阪神 
vs 
広島

センバツプレイバック 
～ヒーローたちの原点～
報徳・大谷智久× 
浦和・須永英輝

豊田合成  
vs 

サントリー
（1.19沖縄市体育館）

インフォメーション

よしもと新喜劇
肩身の狭い旦那さん、
肩身のデカい藍姐さん

痛快！明石家電視台 
集合人気アイスクリーム！
他社おすすめアイス

若トラの執念で5時間
越えのサヨナラ勝利！

パナソニック  
vs 
堺

（1.19沖縄市体育館）

痛快！明石家電視台 
夏の実際どうなん衝撃SP 
礼二 vs 車掌モノマネ

ごぶごぶ
#319

エクストリーム・ドローン・
ワールド #1

脅威の得点圏打率 
“新・代打の神様”誕生！

サントリー  
vs 
堺

（1.20沖縄市体育館）

ボクシングエクササイズ #3

人類の自然界への挑戦 
アドベンチャー 
レーシング・ 

ワールドシリーズ
ATPテニスマガジン 

#436

#10

サントリー
vs
堺

パナソニック
vs

豊田合成

（沖縄市体育館）

サントリー
vs
堺

パナソニック
vs

豊田合成

（1.20沖縄市体育館）

エクストリーム・ドローン・
ワールド #1

マリーンズ7位・ 
松田進
#1

ホークス4位・ 
板東湧梧

#2
イーグルス7位・ 

小郷裕哉
#3

田中秀道 Presents シングルへの道
#7・8

インフォメーション

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#15

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#16

よしもと新喜劇
よしもと新喜劇 
女子高生 

探偵あいちゃん
映画公開記念SP

なんてっ探偵、名探偵!?

インフォメーション

Bリーグ
2018-19
＜第20節＞

琉球ゴールデンキングス 
vs 

滋賀レイクスターズ
（1.23沖縄市体育館）
シングルへの道

#11・12
インフォメーション

ごぶごぶ
#313

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#16

ATPテニスマガジン 
#436

マリーンズ3位・ 
小島和哉

#4
マリーンズ3位・ 

小島和哉
#5

イーグルス6位・ 
渡辺佳明

#6

#9・10

よしもと新喜劇
頑固親父と馬面男

K-1 
WORLD 
GP

K-1 WORLD GP 
2018 JAPAN 

～K-1ライト級世界最強 
　　 決定トーナメント～

12.8 
エディオンアリーナ大阪

#22

痛快！明石家電視台 
大集合親子で師弟12人！
八方八光謎の落語稽古

#28

北海道日本ハム 
vs 広島

（2005.6.15開催）
ダルビッシュ 初先発初 
勝利！エースへの第一歩

Bリーグ
2018-19
＜第20節＞

琉球ゴールデンキングス 
vs  

滋賀レイクスターズ
（沖縄市体育館）

 

ごぶごぶ
#303

究極KOバトル
Krush

 
Krush.96 

12.16後楽園ホール
 

インフォメーション

新K-1伝説 #169
ATPテニスマガジン 

#436

　沖縄シンプルライフアドベンチャーズ

#1・2 #3・4

＜第1日＞ ＜第2日＞

多田悦子のボクシングエクササイズ #1・2

走行距離1751キロ
九州縦断 

サーフトリップ

#1～4
 

新K-1伝説 #168

 
＜優勝決定戦＞  

（12.16斗六）

SUNDAYスマイルGOLF
#5・6 #7・8

センバツプレイバック 
～ヒーローたちの原点～
甲子園の申し子・藤浪
晋太郎初の栄冠

#9

豊田合成
vs

サントリー　

パナソニック
vs
堺

（沖縄市体育館）

豊田合成
vs

サントリー

パナソニック
vs
堺

（1.19沖縄市体育館）

エクストリーム・ドローン・
ワールド #1

ATPテニスマガジン 
#436

新K-1伝説 #169

祝！中田
通算200号HR

 

Vリーグ
2018-19

～男子～
パナソニック 

vs 
豊田合成

（1.20沖縄市体育館）
＜第3日①＞

＜第3日②＞

インフォメーション

NEC
vs
日立

久光製薬
vs

埼玉上尾

（川崎市とどろきアリーナ）

究極KOバトル
Krush

 
Krush.97 

1.26後楽園ホール

ATPテニスマガジン 
#437

新K-1伝説 #170
UTMB2018
ハイライト #2

Vリーグ
2018-19

～女子～

NEC 
vs 
日立

久光製薬 
vs 

埼玉上尾

（1.26川崎市とどろき 
　　　　　アリーナ） 

＜最終日①＞

＜最終日②＞

NEC
vs

久光製薬　

日立
vs

デンソー

（川崎市とどろきアリーナ）

2018フェニックス
チャレンジ

SUNDAYスマイル
GOLF #7・8

Vリーグ
2018-19

～女子～

NEC 
vs 

久光製薬

日立 
vs 

デンソー

（1.27川崎市とどろき 
　　　　　アリーナ） 

ATPテニスマガジン 
#437

GAORA
プロ野球中継
2018

セレクション
 

9.30
 

北海道日本ハム 
vs 

埼玉西武
 

サイレントK・石井裕也 
渾身のラストピッチ！

NEC  
vs 
日立

（1.26川崎市とどろき 
　　　　　アリーナ）

インフォメーション

よしもと新喜劇
おしどり夫婦は 
仮面夫婦!?

痛快！明石家電視台 
集合写真家9人！週刊誌 
でさんま自宅張り込み!?

インフォメーション
 JTサンダーズTV  #10
JTマーヴェラスTV #11

スワローズ2位・ 
中山翔太

#7
カープ1位・小園海斗

#8
ホークス3位・ 
野村大樹

#9
田中秀道 Presents シングルへの道

#13・14
インフォメーション

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#16

インフォメーション

第98回全国高校ラグビー大会
ハイライト

ATPテニスマガジン 
#437

#1～3

新K-1伝説 #170

フィギュアスケート 
アイスショー 

アート・オン・アイス
2018

#15
 

ブレイザーズ＠TV #70

マンゲキ発信！
BUZZってミキ！

#15・16
 

島RUN #31

パプアニューギニア・
サーフトリップ2018

プロ野球中継
セレクション

NEC  
vs 

久光製薬
（1.27川崎市とどろき 
　　　　　アリーナ）

日立  
vs 

デンソー
（1.27川崎市とどろき 
　　　　　アリーナ）

ATPテニスマガジン 
#437

ごぶごぶ
#314

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#17

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#17

究極KOバトル
Krush

 
Krush.97 

1.26後楽園ホール
 

痛快！明石家電視台 
芸能人プライベート親友
登場で私生活大暴露SP！

インフォメーション

センバツプレイバック 
～ヒーローたちの原点～
エース対決 西村健太朗

×小嶋達也

島RUN #31

よしもと新喜劇
よしもと新喜劇 
辻本茂雄 

30周年記念SP 
眠れない男

インフォメーション

Bリーグ
2018-19
＜第22節＞

京都ハンナリーズ 
vs 

琉球ゴールデンキングス
（1.30ハンナリーズ　 
　　　　　アリーナ）
シングルへの道

#17・18
インフォメーション

ごぶごぶ
#306

久光製薬  
vs 

埼玉上尾
（1.26川崎市とどろき 
　　　　　アリーナ）

痛快！明石家電視台 
今年のブレイク芸人第1位！ 
野性爆弾が禁断のキス

ごぶごぶ
#320

ブレイザーズ＠TV #70
岡山シーガルズ #19

カープ1位・小園海斗
#10

マリーンズ1位・ 
藤原恭大
#11

ジャイアンツ2位・ 
増田陸
#12

#15・16

よしもと新喜劇
よしもと新喜劇 

正月SP 
たべてんか

インフォメーション

#4～7

ボクシングエクササイズ #4
センバツプレイバック 
～2018ドラフト指名

選手特集～
S3位・市川悠太

#13
T2位・小幡竜平

#14
D1位・根尾昂/

M1位・藤原恭大/
G2位・増田陸

#15 

1.5後楽園ホール

#71

エクストリーム・ 
ドローン・ワールド

#1・2

新K-1伝説 #170

センバツプレイバック
4連投のエース・アンが

上本博紀率いる 
広陵打線に挑む

センバツプレイバック 
～2018ドラフト指名

選手特集～
C3位・林晃汰

D1位・根尾昂/M1位・
藤原恭大/F5位・ 

柿木蓮/G4位・横川凱
D1位・根尾昂/
M1位・藤原恭大/
C3位・林晃汰
#16～18

Bリーグ
2018-19
＜第22節＞

京都ハンナリーズ 
vs  

琉球ゴールデンキングス
（ハンナリーズアリーナ）

 

全日本プロレス
ALL JAPAN 
B-Banquet
2019 ニューイヤー 

ウォーズ

1.3後楽園ホール

#399

ジュニア･アメリカン
フットボール
日本選手権 
第31回

チェスナットボウル

10.6
阪神
vs

横浜DeNA

ルーキー島田海吏！
初打点がサヨナラ打

10.10
北海道日本ハム

vs
千葉ロッテ

矢野謙次最後の
「ファイターズ最高！」 

10.11
北海道日本ハム

vs
千葉ロッテ

シーズン最終戦に
堀プロ初セーブ！
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Vリーグ
2018-19

～男子～

LIVE LIVE

LIVE LIVE

55

55

55

55

関西学生
アメリカンフットボール

ATPテニス ワールドツアー2018
GAORAセレクション

Vリーグ 2018-19
～男子～

川崎漁業組合

センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～

DRAGON GATE 無限大～infinity～

オリエンタルバイオ presents 島RUN

2018 NOBUTA GROUP
マスターズGCレディース

ほぐして鍛える ヨガトレ ！

Vリーグ
2018-19

～女子～

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

55

55

55

55

YAMATOの元気めしキッチン ！

Vリーグ 2018-19
～女子～

2018アジアウインター
ベースボールリーグ

in 台湾

オリエンタルバイオ presents 島RUN

ATPテニス ワールドツアー
2018 GAORAセレクション

Vリーグ 2018-19
～女子～ 2018ダンロップ

フェニックス 
トーナメント

2018アジアウインター
ベースボールリーグ

in 台湾

センバツプレイバック 
～2018ドラフト指名選手特集～

オリエンタルバイオ presents 島RUN

レジェンド・オブ・ファイターズ

GAORA
プロ野球中継2018セレクション

Vリーグ
2018-19

～男子～

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

55

05

55

55

55

Vリーグ
2018-19

～男子～

ほぐして鍛える ヨガトレ ！

 体力自慢世界一決定戦
リーボック・クロスフィット・

ゲームズ2018

Vリーグ 2018-19
～男子～

センバツプレイバック 
～2018ドラフト指名選手特集～

オリエンタルバイオ presents 島RUN

レジェンド・オブ・ファイターズ

GAORA
プロ野球中継2018

セレクション

2018ダンロップ
フェニックス 
トーナメント

Vリーグ
2018-19

～女子～

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

55

55

55

55

Vリーグ 2018-19
～女子～

センバツプレイバック 
～2018ドラフト指名選手特集～

ファイティングエンターテインメント
WRESTLE-1

GAORA
プロ野球中継2018

セレクション



日経ヴェリタストークスペシャル 第５回投資戦略会議
「2019年を大胆予測～景気と株価は」（仮）

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。前半は尾河眞樹氏がいま会
いたい「旬」のキーパーソンとの対話を通じて、経済や社会
の行方を探るゲストトークコーナーを、後半は世界経済を
動かす重要なニュースをわかりや
すく解説するマーケットニュースコ
ーナーでお届けします。１月のゲス
トトークコーナーは、経済学者で青
山学院大学教授の榊原英資氏が
出演します。為替アナリストでもあ
る尾河眞樹氏が、大きく揺れ動く
世界経済について“ミスター円”こと
榊原英資氏にじっくり聞きます。

GINZA CROSSING Talk

●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）「ツクレ未来 コワセ常識」をテーマ

に、気鋭の起業家に斬り込む番組
がスタートしました。話題のスター
トアップや、革新的な起業家をいち
早く取り上げる“ビジネスにスグ効
く”経済トークショーです。リラック
スした雰囲気の中でのホンネのぶ
つかり合いにも注目です。今月は、
テレビＣＭでおなじみラクスルの松
本恭攝CEOと健康アプリの開発を
行うFiNCの溝口勇児CEOが登場
します。日本経済新聞電子版や日
本産業新聞と連携した深掘り情報
も満載です。

日経START UP X

●放送日時：毎週土曜 13：30～14：15 他

日米共に足元の景気拡大局面が戦後最長に迫っています。一方、米国では
金利上昇の影響を受ける住宅市場に変調が現れ始めたほか、中国経済も
減速傾向が鮮明になりつつあり、景気のピークアウトがいつになるのかに
注目が集まっています。また、株式市場では景気動向を敏感に反映する米
国の金利に影響される形で株価が変動することが多くなってきたほか、日
本企業の今期業績見通しも下方修正が相次ぎ、マーケットには多数の不
安要素が存在しています。今回、マクロ景気と株式市場の双方に詳しい論
客を招き、今後の投資戦略のヒントを幅広く提供します。
【出演】　木内登英（野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト）
　　　　松本　大（マネックス証券 社長）
　　　　川北英隆（京都大学 名誉教授）
　　　　小栗　太（日経ヴェリタス 編集長）
【進行】　曽根純恵（日経ＣＮＢＣアンカー）

●放送日時：１月１日（祝・火） 18：00～19：00 他

あいみょんあいみょんあいみょんあいみょんあいみょん

待望のセカンドフルアルバムをリリー
スするあいみょんが出演する特別番組
をお届けします！

V.I.P.―あいみょん―

V.I.P.―あいみょん―

スペースシャワーTV1月の最重要
アーティスト「V.I.P.」はあいみょん！
その独特の歌詞世界とファッションセンス、
中性的で中毒性のある歌声で各方面から
新世代アイコンとその名も高い、今、最も
注目を集めるシンガーソングライター、あ
いみょん。そんな彼女が待望のセカンドフ
ルアルバムをリリース。2019年も快進撃を
進める彼女を、スペースシャワーTVでは2
ヶ月に渡り総力特集します！

1995年生まれ。兵庫県西宮市出身のシンガー・
ソングライター。かつて歌手を夢見ていた祖母や、
音響関係の仕事に就いている父親の影響で幼少
の頃より音楽に触れて育ち、中学の頃からソング
ライティングを始める。15年3月にタワレコ限定
シングル「貴方解剖純愛歌～死ね～」でインディ
ーズデビュー、オリコンインディーズチャート
TOP10入りをはたす。5月、初の全国流通盤とな
る1stミニアルバム「tamago」12月に2ndミニ
アルバム「憎まれっ子世に憚る」をリリース。16年
11月30日、ワーナーミュージック・ジャパン内レ
ーベル unBORDE よりシングル「生きていたん
だよな」でメジャーデビュー。そして17年2月に
公開になったヤオ・アイニン主演映画『恋愛奇譚
集』の書き下ろし主題歌に「漂白」が抜擢され話
題を呼んだ。5月に2ndシングル「愛を伝えたい
だとか」 8月に3rdシングル「君はロックを聴かな
い」をリリース。9月にファーストフルアルバム「青
春のエキサイトメント」を発表し、ロングセールス
を記録中。18年4月25日に4thシングル「満月の
夜なら」をリリース。3月から全国8箇所＆台北
Legacyにて開催した「AIMYON TOUR 2018 
-TELEPHONE LOBSTER-」は、初の海外公演
含め全公演SOLD OUT。8月8日には5thシング
ル「マリーゴールド」リリース。11月からは過去最
大規模の全国ツアー「AIMYON TOUR 2018 
-HONEY LADY BABY-」を開催する。そして、
11月14日に6thシングル「今夜このまま」(日本
テレビ系ドラマ「獣になれない私たち」の主題歌) 
のリリースが決定。
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※１月１～６日は特別編成です。詳しくは番組オフィシャルHPをご覧ください。 http://www.spaceshowertv.com/

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!

★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

歌える☆歌詞検索
ランキング

カラオケ
ランキング

ストリーミング
ランキング

歌える☆歌詞検索
ランキング

★

スペシャのヨルジュウ♪
LUNA SEA

Billboard Japan
カウントダウン

K-POPランキング

★★ ★

モンスターロック
Perfume

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

★【成人式特別企画】
20年前の1999年ヒットソング特集

★BIG HITS!

★BIG HITS!

★歌える♪プレイバックヒッツ！

★BIG HITS!

K-POP
ランキング

Aqua Timez
星野源
ASIAN KUNG-FU  

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

★

★DMZ

★BIG HITS!

★

洋楽
カウントダウン10

クリーン・バンディット/
　でんぱ組.inc/
デヴィッド・ボウイ
PUFFY/LUNA SEA
宇多田ヒカル/ 電気グルーヴ/
スペシャのプレイリスト
宇多田ヒカル/ 
ビクターロック祭り大阪 

×MBS音祭2018/
スペシャのプレイリスト 

星野源
Suchmos/ゆず
Mrs. GREEN APPLE/ 
THE RAMPAGE 
 from EXILE TRIBE/
GReeeeN 
AKB48

★チュートリアルの
徳ダネ福キタル♪ 他

★LIVE in SLS2018

★宇多田ヒカル

★LIVE in SLS2018 他

トータス松本、藤巻亮太/
　THE BAWDIES/
　スペシャVJ大集合番組/
BIG HITS！

Fear, and Loathing  
in Las Vegas/

go!go!vanillas/ 
ヤバイTシャツ屋さん/ 
ロッケンロー★サミット2018

SLS2018 FOREST  
STAGE Day1～2/

SLS2018 WATERFRONT  
STAGE特集/

スガシカオ/ 
スペースシャワー列伝 

第138巻/
　【独占ライブ】10-FEET 

×go!go!vanillas

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♪
LUNA SEA

あいみょん/
米津玄師/
ONE OK ROCK/
RADWIMPS/ 
ビクターロック祭り大阪 

×MBS音祭2018

MAN WITH A MISSION/
エレファントカシマシ
あいみょん/ 
スペースシャワー列伝 

第138巻
ASIAN KUNG-FU  

GENERATION

PUFFY
NOW PLAYING 
JAPAN LIVE vol.2/

トータス松本×藤巻亮太～
阿部真央/
ジャスティン･ビーバー

　2018年国民的ヒットソング総まとめスペシャル①～④
★正月太り解消！カロリー消費カラオケランキング①～④
★2018年を振り返るヒット曲メドレー①～⑤

★絶対聞いたことがある、
映画・ドラマ主題歌特集①～④

三浦大知
【K-POP】M COUNTDOWN
ASIAN KUNG-FU GENERATION

BIG HITS！

放送休止

★

【5時間】
正月太り解消！カロリー
消費カラオケランキング
【5時間】 
2018年を振り返る 

ヒット曲メドレー
【5時間】
絶対聞いたことがある、
映画・ドラマ主題歌特集

aiko
Little Glee Monster
あいみょん

Suchmostyle一挙放送/
AIR JAM 2018 

ドキュメンタリー
ローカリズム♪一挙放送/
BIG HITS！

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

　WANIMA

【60時間】スペシャ
冬の音楽まつりDAY1～6

2018年間ランキング 2018年間ランキング 2018年間ランキング

カラオケ
ランキング
サザンオールスターズ
BTS（防弾少年団）

2018年間ランキング

ストリーミング
ランキング
2018年間ランキング

2018年間ランキング

Billboard Japan
カウントダウン
2018年間ランキング
宇多田ヒカル

Billboard Japan
カウントダウン
2018年間ランキング

2018年間ランキング
あいみょん

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

2018年間ランキング

【K-POP】M COUNTDOWN
ジャスティン･ビーバー
BIG HITS！
【K-POP】M COUNTDOWN

スペシャの
ヨルジュウ♪
ヤバイTシャツ屋さん

★
スペシャのプレイリスト 他

★
モンスターロック

モンスターロック
OKAMOTO'S 他

★
スペシャのプレイリスト

星野源

UVERworld/
　ASIAN KUNG-FU GENERATION
キュウソネコカミ/
フジファブリック
GLAY/RADWIMPS

ROTTENGRAFFTY
UVERworld
OKAMOTO'S

さよなら平成！永久不滅のJ-POP特集②

きゃりーぱみゅぱみゅのなんだこれTV 特別編
モンスターロック presents 特別編
オーラル・ジョブズ/★MUSIC GOLD RUSH2
【独占】Suchmostyle総集編/デヴィッド・ボウイ
ブラックファイル/MUSIC GOLD RUSH2
ハンブレッダーズ/ BAND-MAID
洋楽カウントダウン10
DAX/全感覚祭特集②
放送休止
ブラックファイル
DAX/全感覚祭特集②
洋楽カウントダウン10

★ローカリズム♪ 他
★最新洋楽情報 他

最新洋楽情報 他

★サカナクション NFパンチ 他

★オーラル・ジョブズ 他

★Suchmostyle
★BIG HITS!

岡崎体育/sumikaのコシカケ
ジャスティン･ビーバー
クリーン・バンディット/★King Gnu
スペシャのプレイリスト

2018年国民的
ヒットソング総まとめ
　　  スペシャル①～④

【5時間】名曲が炸裂！黄金の90年代最強J-POPスペシャル①
未定





7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27

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、
メーデー !13：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　

終戦への階段、武器コレクター、完璧な武器はどれだ！、空の英雄たち、ベトナム戦争 英雄たちの絆

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２、カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３

ヒトラーの極秘米軍収容所、潜入！北朝鮮：3代の独裁王朝、ナチスのドラムビート作戦、ヒトラーの野望～絶滅動物の復活計画～、薬物
に溺れたヒトラーの秘密、ナチス・ドイツ 最後の一年、ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ、ヒトラーの教皇 闇の真実（16日 ～22：00）、
ナチス政権 最後の日々、ヒトラーの殺人部隊、ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子供たち、ヒトラーの極秘収容所 米兵捕虜の記録、
ナチス潜水艦U-745の謎、ナチス絶滅収容所 決死の脱走計画、恐怖のナチス潜水艦 U-166の記憶、THE SS：ナチス親衛隊

世界の巨大工場７、
世界の巨大工場

検証：UFO事件の新事実「家畜の変死と宇宙人、ザ・ハプニング 奇術師たちの挑戦、
Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２、知られざるUFOの謎

ワイルドな一日 3、ジャイアンツ・オブ・ディープ・ブルー、密着！イルカの家族、クジラたちの深海への旅、海の巨人マンタの謎めく生態、ワイルド・ドル
フィンズ、赤ちゃんベルーガの呼び声、願いの海：水中に広がる美しき宝、幻の深海魚 リュウグウノツカイ、世界大自然紀行：ハワイ、グレート･バリア･
リーフ 生命の輝き、エクアドル：ガラパゴス諸島、ジェーン・グドールと救う楽園の島、地中海～謎に包まれた魅惑の世界～、光で照らす深海世界、美しき
海：破壊にピリオドを、ニュージーランド：穏やかな海岸

密着！ドバイ国際空港、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

廃墟お宝ハンター、ワイルド・ベイビー！、クリッターカム：野生動物のカメラアングル、生き抜け！原始生活 総集編 廃墟お宝ハンター→摩訶不思議な生き物の世界、
→摩訶不思議な生き物の世界 2、→世界遺産

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

中国と海洋文化「#3」、
中国サーカス：エリート、

黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3
「#1」「#2」「#3」「#4」

動物界の意外なお友達 2
→動物界の意外なお友達 3

新 衝撃の瞬間

ザ・ステイト～虚像の国

→第二次世界大戦の
潜水艦

→第二次世界大戦の
潜水艦 2

→ナチス潜水艦
U-745の謎

宇宙アワー （1日） マーズ 火星移住計画「第五話 漆黒の闇」

衝撃の瞬間6、衝撃の瞬間5、衝撃の瞬間：特別編

インフォメーション

インフォメーション

新 衝撃の瞬間

世界大自然紀行：
スコットランド 第二章
→サバイバルゲーム：
熾烈な生存競争

PHOTO ARK：動物の箱舟
→世界大自然紀行：ボルネオ

スゴ腕どうぶつ
ドクター2

シーザー・ミランの
愛犬レスキュー２
→シーザー・ミランの
愛犬レスキュー3

衝撃の瞬間６、衝撃の瞬間：特別編、衝撃の瞬間～番外編～、衝撃の瞬間４

空の英雄たち

ギャラクシーＣ-５：
アメリカ空軍巨大輸送機、
日本軍への残虐な戦犯、
潜入！イラク危険地帯、

1917年 ロシアを変えた２つの革命

世界の巨大工場４、
世界の巨大工場5

完璧な武器はどれだ！、
ギャラクシーＣ-５：

アメリカ空軍巨大輸送機、
タイタニックと米海軍極秘任務、
日本軍への残虐な戦犯、

CIA極秘ファイル：エリア51 特別版、
密着！国境警備の戦い：番外編

ザ・解体屋：巨大建造物をブッ壊せ２、
世界最強の怪力ヘリコプター、
完璧な武器はどれだ！、

アメリカ軍を率いた将軍たち、
アフガニスタンの英雄 最後の勇士、
潜入！アフガンの米海兵隊基地、
密着！国境警備の戦い：番外編

潜入！巨大空母アイゼンハワー、
空母ロナルド・レーガンの最新構造、
完璧な武器はどれだ！、
黙示録：カラーで見る
第一次世界大戦、

潜入！グアンタナモ基地、
密着！国境警備の戦い：番外編

世界の巨大工場５、
戦闘ヘリの限界に挑む！、
黙示録：カラーで見る
第一次世界大戦、

潜入！イラク危険地帯、
潜入！アメリカ連邦捜査局、
密着！国境警備の戦い：番外編

ザ・解体屋：巨大建造物をブッ壊せ２、
ザ・解体屋：巨大建造物をブッ壊せ、

戦闘ヘリの限界に挑む！、
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、

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

激戦！硫黄島～星条旗と戦いの記憶、世界の巨大工場５、ザ・解体屋：巨大建造物をブッ壊せ、完璧な武器はどれだ！、戦闘ヘリの限界に挑む！、アメリ
カ軍を率いた将軍たち、タイタニックと米海軍極秘任務、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、潜入！アフガ
ンの米海兵隊基地、CIA極秘ファイル：エリア51 特別版、（前日に引き続き）潜入！グアンタナモ基地、潜入！アメリカ連邦捜査局、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、ザ・ボーダーライン 税関国境警備局

一攫千金！
巨大マグロ漁 6

空の英雄たち、独裁者のルール、海底に沈む第二次世界大戦の真実、真珠湾に眠る英霊たちへ、発見！北朝鮮の歩き方、
戦火の記憶、空母ロナルド・レーガンの最新構造、チェーン・オブ・コマンド

宇宙アワー （1日） マーズ 火星移住計画「最終話 決断」
ザ・解体屋：巨大建造物をブッ壊せ２、完璧な武器はどれだ！、戦闘ヘリの限界に挑む！、アメリカ軍を率いた将軍たち、ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍巨大輸送機、
黙示録：カラーで見る第一次世界大戦、アフガニスタンの英雄 最後の勇士、日本軍への残虐な戦犯、潜入！グアンタナモ基地、潜入！メキシコの麻薬抗争、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、ザ・ボーダーライン 税関国境警備局

ナチス・ドイツの巨大建造物 3、ナチス・ドイツの巨大建造物 4、
ナチス・ドイツの巨大建造物、ナチス・ドイツの巨大建造物 2

中国サーカス：エリート、
黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3
「#1」「#2」「#3」「#4」「#5」「#6」

ケニア：トゥルカナ湖国立公園群
世界大自然紀行：ナイル、
ニューオーリンズ物語、

アフリカ大飛行：上空から見る大自然、
アフリカの失われた楽園

モンスター・
フィッシュを探せ！４

→野生動物
ビックリ映像集

→野生動物
ビックリ映像集 2

世界大自然紀行：スコットランド 第二章、
世界大自然紀行：ハワイ、
世界大自然紀行：ナイル、

ナショナル・モール：歴史溢れる国立公園、
カリフォルニア～大地と海が出会う場所～、
世界大自然紀行：イエローストーン、
世界大自然紀行：カリブ海諸島、
世界大自然紀行：ザンジバル諸島

ザ・ステイト～虚像の国
→解体！スーパー航空機
→第二次世界大戦の潜水艦
→第二次世界大戦の潜水艦2

→地上の地獄：
シリア崩壊とISISの台頭

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車５

スーパーカー大改造

スーパーカー大改造

生贄になったミイラの謎
→アンガ族：燻製ミイラの謎
→黒人ファラオ：異端の王の謎

→死と意識の謎
200万年前の男の子
→弔いの儀式

→失われた暗黒時代の財宝
→生贄になったミイラの謎

発見！恐竜ミイラ
→ヒマラヤ 天空ミイラの謎
→海底に沈んだミステリー
→アンガ族：燻製ミイラの謎

メーデー！７：
航空機事故の真実と真相
→メーデー！９：

航空機事故の真実と真相

潜入！北朝鮮：3代の独裁王朝、
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独ソ戦

潜入！北朝鮮：
3代の独裁王朝、

発見！北朝鮮の歩き方、
ナチスに残る
都市伝説の真相、

第二次世界大戦の潜水艦

スーパーカー大改造

メーデー！５：航空機事故の
真実と真相、

ザ・解体屋：巨大建造物を
ブッ壊せ

一攫千金！
カー・ストリッパーズ２

仰天！海の底
まる見え検証

検証：UFO事件の
新事実

潜入！日産GTR 誕生の裏側、
Ｘプライズ：超低燃費車コンテスト、
ブガッティ・シロン 名車誕生の舞台裏、
レンジローバー ヴェラール：ザ・メイキング

怪奇現象Ｘファイル

アジア 恐怖伝説
→人間ランプシェードと大虐殺の謎
→黒人ファラオ：異端の王の謎

エクスプローラー、ジャーナリズム・アメリカ、危険な時代に生きる 2、世界を動かすマネーの裏側、潜入！暗黒産業

宇宙アワー （1日） マーズ 火星移住計画「第三話 苦闘」「第四話 嵐の前に」

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！番外編：惨劇の全貌、
メーデー !15：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 !10：航空機事故の真実と真相、
メーデー !12：航空機事故の真実と真相、メーデー！９：航空機事故の真実と真相、メーデー !11：航空機事故の真実と真相

【平成最後に振り返る2000年代】
（６日）ザ・2000年代 ～振り返る革新

「#1」「#2」「#3」「#4」

【満喫！アメリカ国立公園】
（13日）アメリカ～国立公園を巡る旅 総集編

「命の営み」「春夏秋冬」
「山々を抱く国立公園」
「水が彩る国立公園」
「色彩豊かな風景」「命のドラマ」

【米国大統領SP】
（20日）リンカーン大統領暗殺の真相

ケネディ大統領を殺した男
レーガン大統領 銃弾の真相

【宇宙のロマン】
（27日）火星探査車キュリオシティ：生命の痕跡

潜入！スペースX
真相解禁 アポロ計画の裏側
都市伝説～超常現象を解明せよ！３～「火星人」
ローバーが魅せる火星の秘密

（６日）21:00～
新 潜入！北朝鮮、
続 潜入！北朝鮮：金王朝の真実

コスモス：時空と宇宙
「解き放たれた世界」「未知を楽しむ」、
地球を襲う宇宙の嵐「猛烈な砂じん嵐」
「宇宙の大嵐」「危険な太陽風」

マーズ 火星移住計画「第一話 新世界」、
火星探査車キュリオシティ：生命の痕跡、

潜入！スペースX、
スペースシャトルの秘密「パート1」「パート2」

マーズ 火星移住計画「第二話 赤き大地」
宇宙～時空超越の旅～「#1タイムトラベル」
「#2宇宙空間の謎」「#3量子力学で見る「現実」」

「#4多元的宇宙の謎」





探究心の強い夫婦が、身の回りで起こる事件の真相を解き明かすため
に奔走するサスペンスシリーズ！

サスペンス「おかしな夫婦１」
１／１４㈪ 後１：１５～３：００ 他

■ サスペンス劇場〈おかしな夫婦シリーズ〉

☆再放送：１／１８㈮ 後５：１５～７：００

探究心の強い夫婦が、身の回りで起こる事件
の真相を解き明かすために奔走するサスペン
ス。カメラマンの原田薫は、自然保護運動をし
ている親友の荒井が何者かに殺されたと知
り、唖然となる。荒井は、薫の渓流の写真に焼
け焦げたライターが写っていると指摘、その
ライターを探そうとして、殺されたらしいの
だ。薫は、妻で推理作家の正子と問題の渓流
の調査を開始。火で焼かれたと見られる人
骨、万年筆のキャップなどを見つけた。 東映

脚本：宮川一郎、小木曽豊斗　演出：村川透
出演：高橋英樹、熊谷真実、左幸子、山田吾一 他

地方記者 立花陽介シリーズ⑰「越中高岡通信局」
１／５㈯ 深２：００～翌前４：００

■ サスペンス劇場〈地方記者 立花陽介シリーズ〉

陽介が富山県高岡の通信局に赴任
早々、男の刺殺体が発見された。被害者
は東京在住で高岡出身の佐山。佐山の
妻・レイ子は、佐山が最近、愛人と行方を
くらませていたと話す。陽介は、詐欺容疑
などで逮捕寸前だった佐山が所持して
いた、越中おわら節のはやし言葉のメモ
に着目。また、佐山が最後にバーのママ・
加奈に電話をしたことを掴むが…。 オセロット

水谷豊が、転勤先で起こる事件を解決する新聞記者を演じた大人気
シリーズ、第１７～２０シリーズまでを放送！

脚本：岡本克己　演出：吉川一義
出演：水谷豊、森口瑤子、

芦川よしみ、冨士眞奈美、
石橋蓮司 他

04：00 前世の敵～愛して許して～#68
04：38 前世の敵～愛して許して～#69
05：16 前世の敵～愛して許して～#70
05：54 前世の敵～愛して許して～#71
06：32 前世の敵～愛して許して～#72
07：10 歌のトップテン【小泉今日子・中山美穂 出演回】
08：00 インフォメーション
08：30 剣客商売#6
09：25 剣客商売#7
10：30 剣客商売#8
11：35 剣客商売#9
12：40 剣客商売#10(終)
13：30 インフォメーション
14：00 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第１章#10
15：20 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第１章#11
16：40 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第１章#12（終）
18：00 剣客商売スペシャル 道場破り
20：00 あなただけ見えない#6
20：50 あなただけ見えない#7
21：40 あなただけ見えない#8
22：30 あなただけ見えない#9
23：20 あなただけ見えない#10
00：10 あなただけ見えない#11（終）
01：00 インターローカルアワー
02：00 前世の敵～愛して許して～#73
02：40 前世の敵～愛して許して～#74
03：20 前世の敵～愛して許して～#75

04：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#18
05：15 今日、妻やめます～偽りの家族～#19
06：25 今日、妻やめます～偽りの家族～#20
07：50 今日、妻やめます～偽りの家族～#21
09：10 今日、妻やめます～偽りの家族～#22
10：30 インフォメーション
11：00 ショー!K-POPの中心#157
12：15 食べドラ２ 第５回「番人！～もう一度、キミを守る～」
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#1
15：15 鬼平犯科帳第２シリーズ#2
17：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#3
18：00 なぜ東堂院聖也16歳は彼女が出来ないのか？#1
18：30 なぜ東堂院聖也16歳は彼女が出来ないのか？#2
19：00 なぜ東堂院聖也16歳は彼女が出来ないのか？#3
19：27 キャスト5人が語る「こん抱き」
19：30 二人旅のカタチ in 北海道#1
20：00 二人旅のカタチ in 北海道#2（終）
20：30 キスのカタチ 11 VARIATIONS OF LOVE#1
21：00 キスのカタチ 11 VARIATIONS OF LOVE#2
21：30 キスのカタチ 11 VARIATIONS OF LOVE#3
21：57 キャスト5人が語る「こん抱き」
22：00 前世の敵～愛して許して～#71
22：45 前世の敵～愛して許して～#72
23：30 前世の敵～愛して許して～#73
00：15 前世の敵～愛して許して～#74
01：00 前世の敵～愛して許して～#75
01：45 食べドラ２ 第４回「BOYS AND MEN★プロジェクト」
02：00 地方記者 立花陽介シリーズ⑰「越中高岡通信局」

04：00 前世の敵～愛して許して～#58
04：37 前世の敵～愛して許して～#59
05：14 前世の敵～愛して許して～#60
05：51 前世の敵～愛して許して～#61
06：25 前世の敵～愛して許して～#62
07：01 前世の敵～愛して許して～#63
07：40 前世の敵～愛して許して～#64
08：30 剣客商売#1
09：45 剣客商売#2
10：47 剣客商売#3
11：37 剣客商売#4
12：40 剣客商売#5
13：30 インフォメーション
14：00 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第１章#7
15：10 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第１章#8
16：20 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第１章#9
17：30 インフォメーション
18：00 剣客商売スペシャル 春の嵐
20：00 あなただけ見えない#1
21：05 あなただけ見えない#2
21：53 あなただけ見えない#3
22：54 あなただけ見えない#4
23：42 あなただけ見えない#5
00：30 インターローカルアワー
02：00 前世の敵～愛して許して～#65
02：40 前世の敵～愛して許して～#66
03：20 前世の敵～愛して許して～#67

04：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#23
05：10 今日、妻やめます～偽りの家族～#24
06：16 今日、妻やめます～偽りの家族～#25
07：40 今日、妻やめます～偽りの家族～#26
09：05 今日、妻やめます～偽りの家族～#27
10：30 インフォメーション
11：00 ショー!K-POPの中心#158
12：15 食べドラ２ 第４回「BOYS AND MEN★プロジェクト」
12：30 インターローカルアワー
14：00 剣客商売３#1
15：00 剣客商売３#2
16：00 剣客商売３#3
17：00 剣客商売３#4
18：00 なぜ東堂院聖也16歳は彼女が出来ないのか？#4
18：30 なぜ東堂院聖也16歳は彼女が出来ないのか？#5
19：00 なぜ東堂院聖也16歳は彼女が出来ないのか？#6
19：30 ボイ×なら～噂のイケメンユニットが奈良で㊙祭り～
20：27 キャスト5人が語る「こん抱き」
20：30 キスのカタチ 11 VARIATIONS OF LOVE#4
21：00 キスのカタチ 11 VARIATIONS OF LOVE#5
21：30 キスのカタチ 11 VARIATIONS OF LOVE#6（終）
22：00 前世の敵～愛して許して～#76
22：45 前世の敵～愛して許して～#77
23：30 前世の敵～愛して許して～#78
00：15 前世の敵～愛して許して～#79
01：00 前世の敵～愛して許して～#80
01：45 食べドラ２ 第５回「番人！～もう一度、キミを守る～」
02：00 地方記者 立花陽介シリーズ⑲

「箱根小田原通信局」

04：00 オレ様ロマンス～The ７th Love～#27（終）
05：00 プロポーズ大作戦 中国版#1〈特典映像付〉
06：00 食べドラ２ 第２回「恋愛動物」
06：15 韓流スタージャックＳ★LUCENTE 後編
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#11
08：30 鬼平犯科帳第２シリーズ#12
09：30 八百八町夢日記#6
10：30 八百八町夢日記#7
11：30 八百八町夢日記#8
12：30 インフォメーション
13：00 カラマーゾフの兄弟#7
13：45 カラマーゾフの兄弟#8
14：30 カラマーゾフの兄弟#9
15：15 カラマーゾフの兄弟#10
16：05 カラマーゾフの兄弟#11（終）
17：00 インターローカルアワー
18：00 相続者たち#8
19：07 相続者たち#9
20：10 相続者たち#10
21：12 相続者たち#11
22：15 地方記者 立花陽介シリーズ⑳

「佐渡両津通信局」
00：00 ショー!K-POPの中心#159
01：15 私の耳にキャンディ ２#4
02：30 私の耳にキャンディ ２#5
03：45 韓チャン！#91

04：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#10
05：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#11
06：00 前世の敵～愛して許して～#80
06：45 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#21
08：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#22
09：15 インフォメーション
09：45 闇を斬る！大江戸犯科帳#12
10：45 闇を斬る！大江戸犯科帳#13
11：45 インフォメーション
12：15 今夜、勝手に抱きしめてもいいですか？#9
12：45 今夜、勝手に抱きしめてもいいですか？#10
13：15 サスペンス「おかしな夫婦１」
15：00 クリミナル・マインド：KOREA#9
16：15 インフォメーション
16：45 明日、キミと#3
18：00 エンカメ#161
18：30 佐伯大地・有澤樟太郎 おでかけ! in 熱海 後編
19：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#12
20：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#13
21：00 ただ愛する仲#15
22：16 ただ愛する仲#16（終）
23：40 前世の敵～愛して許して～#81
00：20 今夜、勝手に抱きしめてもいいですか？#11
00：50 今夜、勝手に抱きしめてもいいですか？#12（終）
01：17 キャスト5人が語る「こん抱き」
01：20 エンカメ#162
01：45 永田崇人・近藤頌利 おでかけ! in 軽井沢 前編
02：15 インターローカルアワー
02：45 【SHINee出演回】ショー!K-POPの中心#148

04：00 藤沢周平「悪党狩り」#5
05：00 藤沢周平「悪党狩り」#6
06：00 前世の敵～愛して許して～#81
06：45 今週妻が浮気します#1
08：00 今週妻が浮気します#2
09：15 インフォメーション
09：45 藤沢周平「悪党狩り」#7
10：45 藤沢周平「悪党狩り」#8
11：45 インフォメーション
12：15 破裂#4
13：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#4
15：00 クリミナル・マインド：KOREA#10
16：15 インフォメーション
16：45 明日、キミと#4
18：00 恋愛動物#9
19：00 藤沢周平「悪党狩り」#7
20：00 藤沢周平「悪党狩り」#8
21：00 クリミナル・マインド：KOREA#9
22：15 クリミナル・マインド：KOREA#10
23：30 前世の敵～愛して許して～#82
00：15 破裂#5
01：15 恋愛動物#10
02：15 インターローカルアワー
02：45 アイドル STAR SHOW 360#1
03：45 韓チャン！#91

04：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#12
05：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#13
06：00 前世の敵～愛して許して～#85
06：45 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#23
08：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#24
09：15 インフォメーション
09：45 闇を斬る！大江戸犯科帳#14
10：45 闇を斬る！大江戸犯科帳#15
11：45 インフォメーション
12：15 今夜、勝手に抱きしめてもいいですか？#11
12：45 今夜、勝手に抱きしめてもいいですか？#12（終）
13：15 サスペンス「おかしな夫婦２」
15：00 クリミナル・マインド：KOREA#11
16：15 インフォメーション
16：45 明日、キミと#5
18：00 エンカメ#162
18：30 永田崇人・近藤頌利 おでかけ! in 軽井沢 前編
19：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#14
20：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#15
21：00 番人！～もう一度、キミを守る～#1
22：15 番人！～もう一度、キミを守る～#2
23：30 前世の敵～愛して許して～#86
00：15 ジャンクション２９#1〈特典映像付〉
00：45 ジャンクション２９#2〈特典映像付〉
01：15 エンカメ#163
01：45 永田崇人・近藤頌利 おでかけ! in 軽井沢 後編
02：15 インターローカルアワー
02：45 アイドル STAR SHOW 360#5
03：45 韓チャン！#92

04：00 くノ一忍法帖 蛍火#9
05：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#18
06：00 前世の敵～愛して許して～#93
06：45 クリミナル・マインド：KOREA#13
08：00 クリミナル・マインド：KOREA#14
09：15 インフォメーション
09：45 くノ一忍法帖 蛍火#10
10：45 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#19
11：45 インフォメーション
12：15 キャリア～掟破りの警察署長～#8
13：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#12
14：45 韓流スタージャックＳ★LUCENTE 後編
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#28
16：15 インフォメーション
16：45 今週妻が浮気します#8
18：00 サンドイッチガールの逆襲#2
19：00 くノ一忍法帖 蛍火#10
20：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#19
21：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#27
22：15 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#28
23：30 前世の敵～愛して許して～#94
00：15 キャリア～掟破りの警察署長～#9
01：15 サンドイッチガールの逆襲#3
02：15 インターローカルアワー
02：45 アイドル STAR SHOW 360#12
03：45 食べドラ 第５回「剣客商売」

04：00 藤沢周平「悪党狩り」#7
05：00 藤沢周平「悪党狩り」#8
06：00 前世の敵～愛して許して～#86
06：45 今週妻が浮気します#3
08：00 今週妻が浮気します#4
09：15 インフォメーション
09：45 藤沢周平「悪党狩り」#9
10：45 藤沢周平「悪党狩り」#10
11：45 インフォメーション
12：15 破裂#5
13：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#7
15：00 クリミナル・マインド：KOREA#12
16：15 インフォメーション
16：45 明日、キミと#6
18：00 恋愛動物#10
19：00 藤沢周平「悪党狩り」#9
20：00 藤沢周平「悪党狩り」#10
21：00 クリミナル・マインド：KOREA#11
22：15 クリミナル・マインド：KOREA#12
23：30 前世の敵～愛して許して～#87
00：15 破裂#6
01：15 恋愛動物#11
02：15 インターローカルアワー
02：45 アイドル STAR SHOW 360#6
03：45 食べドラ 第５回「剣客商売」

04：00 八百八町夢日記２#18
05：00 剣客商売５#4
06：00 前世の敵～愛して許して～#87
06：45 番人！～もう一度、キミを守る～#1
08：00 番人！～もう一度、キミを守る～#2
09：15 インフォメーション
09：45 八百八町夢日記２#19
10：45 剣客商売５#5
11：45 インフォメーション
12：15 俺のダンディズム#5
13：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#8
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#25
16：15 インフォメーション
16：45 今週妻が浮気します#5
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#29
19：00 八百八町夢日記２#19
20：00 剣客商売５#5
21：00 明日、キミと#5
22：15 明日、キミと#6
23：30 前世の敵～愛して許して～#88
00：15 俺のダンディズム#6
01：00 二人旅のカタチ in 北海道#1
01：30 二人旅のカタチ in 北海道#2（終）
02：00 ボイメンロード ～夢は叶えるもの！～

　   〈ホームドラマチャンネル特別版〉

04：00 くノ一忍法帖 蛍火#8
05：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#17
06：00 前世の敵～愛して許して～#88
06：45 食べドラ２ 第５回「番人！～もう一度、キミを守る～」
07：00 クリミナル・マインド：KOREA#11
08：05 クリミナル・マインド：KOREA#12
09：15 インフォメーション
09：45 くノ一忍法帖 蛍火#9
10：45 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#18
11：45 インフォメーション
12：15 キャリア～掟破りの警察署長～#7
13：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#9
14：45 韓チャン！#92
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#26
16：15 インフォメーション
16：45 今週妻が浮気します#6
18：00 サンドイッチガールの逆襲#1
19：00 くノ一忍法帖 蛍火#9
20：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#18
21：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#25
22：15 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#26
23：30 前世の敵～愛して許して～#89
00：15 キャリア～掟破りの警察署長～#8
01：15 サンドイッチガールの逆襲#2
02：15 インターローカルアワー
02：45 アイドル STAR SHOW 360#7
03：45 食べドラ 第１回「鬼平犯科帳」

04：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#20
05：00 必殺仕舞人#6
06：00 前世の敵～愛して許して～#89
06：45 明日、キミと#5
08：00 明日、キミと#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#21（終）
11：00 必殺仕舞人#7
12：20 ねばる女#3
13：15 ねばる女#4
14：15 番人！～もう一度、キミを守る～#3
15：30 番人！～もう一度、キミを守る～#4
16：45 インフォメーション
17：15 サスペンス「おかしな夫婦２」
19：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#21（終）
20：15 必殺仕舞人#7
21：05 今週妻が浮気します#5
22：15 今週妻が浮気します#6
23：30 前世の敵～愛して許して～#90
00：15 ねばる女#5（終）
01：15 キスのカタチ 11 VARIATIONS OF LOVE#1
01：45 キスのカタチ 11 VARIATIONS OF LOVE#2
02：12 キャスト5人が語る「こん抱き」
02：15 インターローカルアワー
02：45 アイドル STAR SHOW 360#8
03：45 韓流スタージャックＳ★LUCENTE 後編

04：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#18
05：00 必殺仕舞人#4
06：00 前世の敵～愛して許して～#79
06：45 明日、キミと#1
08：00 明日、キミと#2
09：15 インフォメーション
09：45 鬼平犯科帳第２シリーズ#19
10：45 必殺仕舞人#5
11：45 インフォメーション
12：15 ＱＰ#1
12：45 ＱＰ#2
13：15 ＱＰ#3
13：45 ＱＰ#4
14：15 ただ愛する仲#15
15：35 ただ愛する仲#16（終）
17：00 インフォメーション
17：30 産婦人科病棟24時（産婦人科医・南雲綾子シリーズ）
19：10 鬼平犯科帳第２シリーズ#19
20：00 必殺仕舞人#5
21：00 今週妻が浮気します#1
22：15 今週妻が浮気します#2
23：30 前世の敵～愛して許して～#80
00：15 ＱＰ#5
00：45 ＱＰ#6
01：15 ＱＰ#7
01：45 ＱＰ#8
02：15 インターローカルアワー
02：45 【SHINee出演回】ショー!K-POPの中心#147

04：00 前世の敵～愛して許して～#48
04：37 前世の敵～愛して許して～#49
05：14 前世の敵～愛して許して～#50
05：50 前世の敵～愛して許して～#51
06：27 前世の敵～愛して許して～#52
07：04 前世の敵～愛して許して～#53
07：40 前世の敵～愛して許して～#54
08：30 インフォメーション
09：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#5
09：50 鬼平犯科帳第２シリーズ#6
10：45 鬼平犯科帳第２シリーズ#7
11：35 鬼平犯科帳第２シリーズ#8
12：25 松本清張「駅路」
14：00 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第１章#4
15：10 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第１章#5
16：20 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第１章#6
17：30 インフォメーション
18：00 剣客商売スペシャル 決闘・高田の馬場
19：50 剣客商売スペシャル 女用心棒
21：30 29歳のクリスマス#6
22：19 29歳のクリスマス#7
23：07 29歳のクリスマス#8
23：55 29歳のクリスマス#9
00：45 29歳のクリスマス#10（終）
02：00 前世の敵～愛して許して～#55
02：40 前世の敵～愛して許して～#56
03：20 前世の敵～愛して許して～#57

04：00 前世の敵～愛して許して～#38
04：37 前世の敵～愛して許して～#39
05：14 前世の敵～愛して許して～#40
05：51 前世の敵～愛して許して～#41
06：28 前世の敵～愛して許して～#42
07：08 前世の敵～愛して許して～#43
07：49 前世の敵～愛して許して～#44
08：30 インフォメーション
09：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#1
10：26 鬼平犯科帳第２シリーズ#2
12：08 鬼平犯科帳第２シリーズ#3
13：10 鬼平犯科帳第２シリーズ#4
14：00 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第１章#1
15：07 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第１章#2
16：25 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第１章#3
17：30 インフォメーション
18：00 剣客商売スペシャル 助太刀
19：50 剣客商売スペシャル 母と娘と
21：30 29歳のクリスマス#1
22：35 29歳のクリスマス#2
23：30 29歳のクリスマス#3
00：20 29歳のクリスマス#4
01：10 29歳のクリスマス#5
02：00 前世の敵～愛して許して～#45
02：40 前世の敵～愛して許して～#46
03：20 前世の敵～愛して許して～#47



永田崇人・近藤頌利 おでかけ！
in  軽井沢（全２回）

☆再放送：【前編】１／２１㈪ 後６：３０～７：００
　　　　　【後編】１／２８㈪ 後６：３０～７：００

■ 国内バラエティ

【前編】１／１４㈪ 深１：４５～２：１５ 他
【後編】１／２１㈪ 深１：４５～２：１５ 他

おでかけ！シリーズの新作！
今回は、ハイパープロジェク
ション演劇「ハイキュー!!」
で音駒コンビを演じる永田
崇人・近藤頌利が登場！
大人気のおでかけ！シリーズ。
人気俳優の永田崇人と近藤
頌利が登場し、軽井沢のお
しゃれスポットを散策する！ 2018 ODEKAKE project

剣客商売３（全５話）
■ 時代劇一挙放送

【＃１～＃４】１／１２㈯ 後２：００～６：００
【＃５（終）】  １／２６㈯ 後２：００～３：００
原作：池波正太郎
出演：藤田まこと、小林綾子、大路恵美、梶芽衣子、

三浦浩一 他
田沼意次が権勢を誇っ
た江戸時代中期、無外
流の達人として名を馳
せながら今は第一線を
退き、４０歳近く歳の離
れた妻・おはると暮らす
初老の秋山小兵衛が主
人公。軽妙洒脱に世を
生きる小兵衛が市井の
人々と交わるなかで、
様々な問題を解決して
いく人気時代劇。 松竹

今週、妻が浮気します（全11話）

■ 国内ドラマ一挙放送〈ノンストップde ドラマ〉

１／２０㈰スタート！毎週㈰後１：００～５：００（４話連続）
脚本：吉田智子　演出：村上正典、佐藤祐市
出演：ユースケ・サンタマリア、石田ゆり子、ともさかりえ、

沢村一樹、藤井フミヤ 他
質問：今週妻が浮気します。今はホテルに乗り込んで何かしらの決着をつ
けようと思っています。しかしそれは正
しい方法でしょうか？乗り込んでどうす
るのがよいでしょうか？
妻の浮気を知り、インターネット掲示板
に思いを書き込んだ男が、ネット住民た
ちとのやりとりを通して、「家族とは、愛
とは……」と自分の気持ちを整理してい
く。そしてついに妻が浮気相手に会いに
いく日を迎え、夫は浮気現場に乗り込
む。その二週間の出来事を綴る、笑って
泣ける感動のリアル・ラブストーリー！

共同テレビジョン
原案「今週、妻が浮気します」
GoAhead & Co.著（中央公論新社 刊）

日曜ひるに大ヒット国内ドラマを一挙放送！

出演：永田崇人、
　　　近藤頌利

04：00 オレ様ロマンス～The ７th Love～#24
04：50 オレ様ロマンス～The ７th Love～#25
05：40 オレ様ロマンス～The ７th Love～#26
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#9
08：30 鬼平犯科帳第２シリーズ#10
09：30 八百八町夢日記#3
10：30 八百八町夢日記#4
11：30 八百八町夢日記#5
12：30 インフォメーション
13：00 カラマーゾフの兄弟#1
13：40 カラマーゾフの兄弟#2
14：20 カラマーゾフの兄弟#3
15：00 カラマーゾフの兄弟#4
15：40 カラマーゾフの兄弟#5
16：20 カラマーゾフの兄弟#6
17：00 インターローカルアワー
18：00 相続者たち#4
19：09 相続者たち#5
20：11 相続者たち#6
21：13 相続者たち#7
22：15 地方記者 立花陽介シリーズ⑱

「津軽弘前通信局」
00：00 ショー!K-POPの中心 #158
01：15 私の耳にキャンディ ２#2
02：30 私の耳にキャンディ ２#3
03：45 韓流スタージャックＳ★LUCENTE 後編

04：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#8
05：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#9
06：00 前世の敵～愛して許して～#75
06：45 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#19
08：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#20
09：15 インフォメーション
09：45 闇を斬る！大江戸犯科帳#10
10：45 闇を斬る！大江戸犯科帳#11
11：45 インフォメーション
12：15 今夜、勝手に抱きしめてもいいですか？#7
12：45 今夜、勝手に抱きしめてもいいですか？#8
13：15 産婦人科病棟24時（産婦人科医・南雲綾子シリーズ）
15：00 クリミナル・マインド：KOREA#7
16：15 インフォメーション
16：45 明日、キミと#1
18：00 エンカメ#160
18：30 佐伯大地・有澤樟太郎 おでかけ! in 熱海 前編
19：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#10
20：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#11
21：00 ただ愛する仲#13
22：20 ただ愛する仲#14
23：35 前世の敵～愛して許して～#76
00：15 今夜、勝手に抱きしめてもいいですか？#9
00：45 今夜、勝手に抱きしめてもいいですか？#10
01：12 キャスト5人が語る「こん抱き」
01：15 エンカメ#161
01：45 佐伯大地・有澤樟太郎 おでかけ! in 熱海 後編
02：15 インターローカルアワー
02：45 【SHINee出演回】ショー!K-POPの中心#143

04：00 藤沢周平「悪党狩り」#3
05：00 藤沢周平「悪党狩り」#4
06：00 前世の敵～愛して許して～#76
06：45 最強配達人～夢みるカップル～#15
08：00 最強配達人～夢みるカップル～#16（終）
09：15 インフォメーション
09：45 藤沢周平「悪党狩り」#5
10：45 藤沢周平「悪党狩り」#6
11：45 インフォメーション
12：15 破裂#3
13：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#1
14：45 韓チャン！#91
15：00 クリミナル・マインド：KOREA#8
16：15 インフォメーション
16：45 明日、キミと#2
18：00 恋愛動物#8
19：00 藤沢周平「悪党狩り」#5
20：00 藤沢周平「悪党狩り」#6
21：00 クリミナル・マインド：KOREA#7
22：15 クリミナル・マインド：KOREA#8
23：30 前世の敵～愛して許して～#77
00：15 破裂#4
01：15 恋愛動物#9
02：15 インターローカルアワー
02：45 【SHINee出演回】ショー!K-POPの中心#144

04：00 くノ一忍法帖 蛍火#6
05：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#15
06：00 前世の敵～愛して許して～#78
06：45 クリミナル・マインド：KOREA#7
08：00 クリミナル・マインド：KOREA#8
09：15 インフォメーション
09：45 くノ一忍法帖 蛍火#7
10：45 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#16
11：45 インフォメーション
12：15 キャリア～掟破りの警察署長～#5
13：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#3
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#22
16：15 インフォメーション
16：45 今週妻が浮気します#2
18：00 華麗なるスパイス#34
19：00 くノ一忍法帖 蛍火#7
20：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#16
21：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#21
22：15 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#22
23：30 前世の敵～愛して許して～#79
00：15 キャリア～掟破りの警察署長～#6
01：15 華麗なるスパイス#35（終）
02：15 インターローカルアワー
02：45 【SHINee出演回】ショー!K-POPの中心#146

04：00 八百八町夢日記２#17
05：00 剣客商売５#3
06：00 前世の敵～愛して許して～#82
06：45 ただ愛する仲#15
08：05 ただ愛する仲#16（終）
09：30 インフォメーション
10：00 八百八町夢日記２#18
10：50 剣客商売５#4
11：45 インフォメーション
12：15 俺のダンディズム#4
13：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#5
14：45 韓チャン！#91
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#23
16：15 インフォメーション
16：45 今週妻が浮気します#3
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#28
19：00 八百八町夢日記２#18
20：00 剣客商売５#4
21：00 明日、キミと#3
22：15 明日、キミと#4
23：30 前世の敵～愛して許して～#83
00：15 俺のダンディズム#5
01：15 プロポーズ大作戦 中国版#29
02：15 インターローカルアワー
02：45 アイドル STAR SHOW 360#2
03：45 韓流スタージャックＳ★LUCENTE 後編

04：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#19
05：00 必殺仕舞人#5
06：00 前世の敵～愛して許して～#84
06：45 明日、キミと#3
08：00 明日、キミと#4
09：15 インフォメーション
09：45 鬼平犯科帳第２シリーズ#20
10：45 必殺仕舞人#6
11：45 インフォメーション
12：15 ＱＰ#9
12：45 ＱＰ#10
13：15 ＱＰ#11
13：45 ＱＰ#12（終）
14：15 番人！～もう一度、キミを守る～#1
15：30 番人！～もう一度、キミを守る～#2
16：45 インフォメーション
17：15 サスペンス「おかしな夫婦１」
19：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#20
20：00 必殺仕舞人#6
21：00 今週妻が浮気します#3
22：15 今週妻が浮気します#4
23：30 前世の敵～愛して許して～#85
00：15 ねばる女#1
01：15 ねばる女#2
02：15 インターローカルアワー
02：45 アイドル STAR SHOW 360#4
03：45 食べドラ２ 第５回「番人！～もう一度、キミを守る～」

04：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#28
05：10 今日、妻やめます～偽りの家族～#29
06：20 今日、妻やめます～偽りの家族～#30
07：40 今日、妻やめます～偽りの家族～#31
09：05 今日、妻やめます～偽りの家族～#32
10：30 インフォメーション
11：00 ショー!K-POPの中心#159
12：15 食べドラ２ 第５回「番人！～もう一度、キミを守る～」
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#4
15：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#5
16：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#6
17：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#7
18：00 なぜ東堂院聖也16歳は彼女が出来ないのか？#7
18：30 なぜ東堂院聖也16歳は彼女が出来ないのか？#8
19：00 なぜ東堂院聖也16歳は彼女が出来ないのか？#9（終）
19：27 キャスト5人が語る「こん抱き」
19：30 ショクバの王子様
20：00 ボイメンロード ～夢は叶えるもの！～

　   〈ホームドラマチャンネル特別版〉
22：00 前世の敵～愛して許して～#81
22：45 前世の敵～愛して許して～#82
23：30 前世の敵～愛して許して～#83
00：15 前世の敵～愛して許して～#84
01：00 前世の敵～愛して許して～#85
01：45 食べドラ２ 第４回「BOYS AND MEN★プロジェクト」
02：00 もう涙は見せない#1
03：00 もう涙は見せない#2

04：00 プロポーズ大作戦 中国版#2
04：50 プロポーズ大作戦 中国版#3
05：40 プロポーズ大作戦 中国版#4

　　　　　　　　　   〈特典映像付〉
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#13
08：30 鬼平犯科帳第２シリーズ#14
09：30 八百八町夢日記#9
10：30 八百八町夢日記#10
11：30 八百八町夢日記#11
12：30 インフォメーション
13：00 今週、妻が浮気します#1
14：00 今週、妻が浮気します#2
15：00 今週、妻が浮気します#3
16：00 今週、妻が浮気します#4
17：00 インターローカルアワー
18：00 相続者たち#12
19：05 相続者たち#13
20：10 相続者たち#14
21：13 相続者たち#15
22：15 相続者たち#16
23：17 相続者たち#17
00：20 ショー!K-POPの中心#160
01：30 私の耳にキャンディ ２#6
02：45 私の耳にキャンディ ２#7

04：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#33
05：10 今日、妻やめます～偽りの家族～#34
05：20 今日、妻やめます～偽りの家族～#35
07：45 今日、妻やめます～偽りの家族～#36
09：05 今日、妻やめます～偽りの家族～#37
10：30 インフォメーション
11：00 ショー!K-POPの中心#160
12：15 食べドラ２ 第５回「番人！～もう一度、キミを守る～」
12：30 インターローカルアワー
14：00 剣客商売３#5（終）
15：00 剣客商売４#1
16：00 剣客商売４#2
17：00 剣客商売４#3
18：00 もう涙は見せない#3
19：00 もう涙は見せない#4
20：00 もう涙は見せない#5
21：00 もう涙は見せない#6
22：00 前世の敵～愛して許して～#86
22：45 前世の敵～愛して許して～#87
23：30 前世の敵～愛して許して～#88
00：15 前世の敵～愛して許して～#89
01：00 前世の敵～愛して許して～#90
01：45 食べドラ２ 第２回「恋愛動物」
02：00 もう涙は見せない#7
03：00 もう涙は見せない#8

04：00 プロポーズ大作戦 中国版#5
04：50 プロポーズ大作戦 中国版#6
05：40 プロポーズ大作戦 中国版#7

　　　　　　　　　   〈特典映像付〉
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#15
08：30 鬼平犯科帳第２シリーズ#16
09：30 八百八町夢日記#12
10：30 八百八町夢日記#14
11：30 八百八町夢日記#15
12：30 インフォメーション
13：00 今週、妻が浮気します#5
14：00 今週、妻が浮気します#6
15：00 今週、妻が浮気します#7
16：00 今週、妻が浮気します#8
17：00 インターローカルアワー
18：00 相続者たち#18
19：15 相続者たち#19
20：30 相続者たち#20（終）
21：45 韓チャン！#92
22：00 もう涙は見せない#9
23：00 もう涙は見せない#10（終）
00：00 ショー!K-POPの中心#161
01：15 私の耳にキャンディ ２#8
02：30 私の耳にキャンディ ２#9
03：45 韓流スタージャックＳ★LUCENTE 後編

04：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#14
05：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#15
06：00 前世の敵～愛して許して～#90
06：45 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#25
08：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#26
09：15 インフォメーション
09：45 闇を斬る！大江戸犯科帳#16
10：45 闇を斬る！大江戸犯科帳#17
11：45 インフォメーション
12：15 ジャンクション２９#1〈特典映像付〉
12：45 ジャンクション２９#2〈特典映像付〉
13：15 サスペンス「おかしな夫婦３」
15：00 クリミナル・マインド：KOREA#13
16：15 インフォメーション
16：45 明日、キミと#7
18：00 エンカメ#163
18：30 永田崇人・近藤頌利 おでかけ! in 軽井沢 後編
19：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#16
20：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#17
21：00 番人！～もう一度、キミを守る～#3
22：15 番人！～もう一度、キミを守る～#4
23：30 前世の敵～愛して許して～#91
00：15 ジャンクション２９#3〈特典映像付〉（終）
00：45 ショクバの王子様
01：12 キャスト5人が語る「こん抱き」
01：15 エンカメ#164
01：45 テリー伊藤の世界のタビセツ【兼崎健太郎出演回】#1
02：15 インターローカルアワー
02：45 アイドル STAR SHOW 360#9
03：45 韓チャン！#92

04：00 藤沢周平「悪党狩り」#9
05：00 藤沢周平「悪党狩り」#10
06：00 前世の敵～愛して許して～#91
06：45 今週妻が浮気します#5
08：00 今週妻が浮気します#6
09：15 インフォメーション
09：45 藤沢周平「悪党狩り」#11
10：45 藤沢周平「悪党狩り」#12
11：45 インフォメーション
12：15 破裂#6
13：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#10
14：45 韓チャン！#92
15：00 クリミナル・マインド：KOREA#14
16：15 インフォメーション
16：45 明日、キミと#8
18：00 恋愛動物#11
19：00 藤沢周平「悪党狩り」#11
20：00 藤沢周平「悪党狩り」#12
21：00 クリミナル・マインド：KOREA#13
22：15 クリミナル・マインド：KOREA#14
23：30 前世の敵～愛して許して～#92
00：15 破裂#7（終）
01：15 恋愛動物#12
02：15 インターローカルアワー
02：45 アイドル STAR SHOW 360#10
03：45 食べドラ 第１回「鬼平犯科帳」

04：00 八百八町夢日記２#19
05：00 剣客商売５#5
06：00 前世の敵～愛して許して～#92
06：45 番人！～もう一度、キミを守る～#3
08：00 番人！～もう一度、キミを守る～#4
09：15 インフォメーション
09：45 八百八町夢日記２#20
10：45 剣客商売５#6
11：45 インフォメーション
12：15 俺のダンディズム#6
13：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#11
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#27
16：15 インフォメーション
16：45 今週妻が浮気します#7
18：00 インフォメーション
18：30 インターローカルアワー
19：00 八百八町夢日記２#20
20：00 剣客商売５#6
21：00 明日、キミと#7
22：15 明日、キミと#8
23：30 前世の敵～愛して許して～#93
00：15 俺のダンディズム#7
01：15 プロポーズ大作戦 中国版#30
02：15 インターローカルアワー
02：45 アイドル STAR SHOW 360#11
03：45 韓流スタージャックＳ★LUCENTE 後編

04：00 くノ一忍法帖 蛍火#7
05：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#16
06：00 前世の敵～愛して許して～#83
06：45 クリミナル・マインド：KOREA#9
08：00 クリミナル・マインド：KOREA#10
09：15 インフォメーション
09：45 くノ一忍法帖 蛍火#8
10：45 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#17
11：45 インフォメーション
12：15 キャリア～掟破りの警察署長～#6
13：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#6
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#24
16：15 インフォメーション
16：45 今週妻が浮気します#4
18：00 華麗なるスパイス#35（終）
19：00 くノ一忍法帖 蛍火#8
20：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#17
21：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#23
22：15 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#24
23：30 前世の敵～愛して許して～#84
00：15 キャリア～掟破りの警察署長～#7
01：15 サンドイッチガールの逆襲#1
02：15 インターローカルアワー
02：45 アイドル STAR SHOW 360#3
03：45 韓チャン！#91

04：00 八百八町夢日記２#16
05：00 剣客商売５#2
06：00 前世の敵～愛して許して～#77
06：45 ただ愛する仲#13
08：05 ただ愛する仲#14
09：20 インフォメーション
09：50 八百八町夢日記２#17
10：45 剣客商売５#3
11：45 インフォメーション
12：15 俺のダンディズム#3
13：15 恋のドキドキ♡シェアハウス～青春時代～第２章#2
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#21
16：15 インフォメーション
16：45 今週妻が浮気します#1
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#27
19：00 八百八町夢日記２#17
20：00 剣客商売５#3
21：00 明日、キミと#1
22：15 明日、キミと#2
23：30 前世の敵～愛して許して～#78
00：15 俺のダンディズム#4
01：15 プロポーズ大作戦 中国版#28
02：15 インターローカルアワー
02：45 【SHINee出演回】ショー!K-POPの中心#145



1　火
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜～
5:30

二

PGAツアー 2017-18
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
1日目

8:30★YAMAHA PRESENTS 「賞金王誕生物語」

9:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #22
今田竜二 vs貞方章男

11:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #23
勝みなみ vs 新垣比菜

1:00 あすゴル！ゴルフ部 #40 ▽1:15 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #1
1:30 ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ2018

2:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #24
川崎志穂 vs 立浦葉由乃

4:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #25
井戸木鴻樹 vs 平石武則

6:00 ぐるなび・骨髄バンクチャリティーゴルフ大会
6:30 PINGフライデー みんなで目指せ！50切り
7:00★決戦！ vs 石川遼

8:00★松山英樹を見た証言
～2019新春特別編～

9:00★Let’ s ゴルっち！ #13
9:30★スター☆ゴルフマッチⅡ #25
10:00★葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #9
10:30★EASY GOLF #164
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★ゴル魂 #127
0:00★橋本マナミのLeader’ s GOLF #19
0:30 プレ男レッスン～田村尚之編～ #1＆2
1:00 あすゴル！ゴルフ部 #40 ▽1:15 ゴルフの景色 ～京葉CC～
1:30 イメージスイング ～藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜～
2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～中村龍明編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～中村龍明編～ #3＆4

2　水
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～武藤俊憲・矢野東・深堀圭一郎・重永亜斗夢～
5:30

二

PGAツアー 2017-18
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
2日目

8:30インフォメーション

9:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #26
キム ヒョンソンvsソン ヨンハン

11:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #27
テレサ・ルー vs 宮里美香

1:00インフォメーション
1:30 TEAM SERIZAWA 344

2:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #28
高山忠洋 vs 宮里聖志

4:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #29
坂下莉翔子 vs 三宅百佳

6:00 プレ男レッスン～室屋修一編～ #1＆2
6:30インフォメーション
7:00 PGAツアー総まとめ

タイガー・ウッズのいた夏 2018
8:00 杉ちゃんが行く！2018年特大号
ゲスト: 畑岡奈紗・星野陸也

9:00★ゴルフ真剣勝負
the MATCH #34
出水田大二郎 vs 稲森佑貴

11:00★江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #1 ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #40
11:30ゴルフのたすき2018特番

「教える人×教わる人 9ホールChallenge」
0:30 2018 年度 第 60回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技

2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～室屋修一編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～室屋修一編～ #3＆4

3　木
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～片岡大育・永野竜太郎・塚田陽亮・竹谷佳孝～
5:30 2018 年度 第 24回

日本ジュニアゴルフ選手権競技
6:30

二

PGAツアー 2017-18
セントリートーナメント
オブ チャンピオンズ
3日目 後半

8:30インフォメーション

9:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #30
吉川桃 vs 植竹希望

11:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #31
加瀬秀樹 vs 高見和宏

1:00インフォメーション
1:30 プレ男レッスン～塩川隆幸編～ #1＆2

2:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #32
小田孔明 vs 秋吉翔太

4:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #33
エイミー・コガ vs 大里桃子

6:00 YAMAHA PRESENTS 「賞金王誕生物語」
6:30インフォメーション
7:00 あすゴル！ゴルフ部 #40 ▽7:15 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #2
7:30 プレ男レッスン～塩川隆幸編～ #3＆4
8:00

二

PGAツアー 2017-18
セントリートーナメント
オブ チャンピオンズ
最終日 前半

10:00
二

PGAツアー 2017-18
セントリートーナメント
オブ チャンピオンズ 最終日 後半
優勝 :ダスティン・ジョンソン

0:00ギア猿
～コンペでサルベージ（2）～

1:00アマの志し #5
～高坂カントリークラブ（埼玉県）～

2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～塩川隆幸編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～塩川隆幸編～ #3＆4

4　金
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～塩見好輝・時松隆光・田村尚之・小林伸太郎～
5:30 2018 年度 第 60回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技

7:00ギア猿
～コンペでサルベージ（2）～

8:00
二

PGAツアー
衛星生中継
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
1日目

0:00 ぐるなび・骨髄バンクチャリティーゴルフ大会
0:30 ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ2018
1:00インフォメーション
1:30 あすゴル！ゴルフ部 #40 ▽1:45 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #1
2:00 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #1＆2
2:30インフォメーション
3:00 PGAツアーハイライト ▽3:15 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #2
3:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #9
4:00インフォメーション
4:30 PINGフライデー みんなで目指せ！50切り
5:00スター☆ゴルフマッチⅡ #25
5:30ゴル魂 #127
6:00 プレ男レッスン～マーク金井編～ #1＆2
6:30インフォメーション
7:00 PGAツアーハイライト ▽7:15 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #3
7:30 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #3＆4
8:00

二

PGAツアー
セントリートーナメント
オブ チャンピオンズ
1日目

11:00★ギア猿～みんなのお悩みサルベージ！～
▽11:55★ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747

0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 ゴルフの景色 ～ココビーチG＆CC～
0:30アマの志し #6

～成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）～
1:30 イメージスイング ～塩見好輝・時松隆光・田村尚之・小林伸太郎～
2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #3＆4

5　土
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～宮里美香・畑岡奈紗・笠りつ子・木戸愛～
5:30 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #1＆2
6:00 Let’ s ゴルっち！ #13
6:30 橋本マナミのLeader’ s GOLF #19
7:00松山英樹を見た証言
～ 2019新春特別編～

8:00
二

PGAツアー
衛星生中継
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
2日目

0:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #34
出水田大二郎 vs 稲森佑貴

2:00 EASY GOLF #164
2:30 PINGフライデー みんなで目指せ！50切り
3:00 PGAツアーハイライト ▽3:15 あすゴル！ゴルフ部 #40
3:30 YAMAHA PRESENTS 「賞金王誕生物語」
4:00

二

米国×欧州
2018
ライダーカップ
最終日（シングルス）
優勝 : 欧州選抜

7:00 PGAツアーハイライト ▽7:15 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #4
7:30 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #3＆4
8:00

二

PGAツアー
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
2日目

11:00 PGAツアー総まとめ
タイガー・ウッズのいた夏 2018

0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 ゴルフの景色 ～森林公園GC～
0:30アマの志し #7

～こだまゴルフクラブ（埼玉県）～
1:30牧野裕のEnjoy Golf
2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #3＆4

6　日
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～宮里優作・宮本勝昌・額賀辰徳・稲森佑貴～
5:30 プレ男レッスン～南秀樹編～ #1＆2
6:00

二

PGAツアー
衛星生中継
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
3日目

10:00アマの志し #1
～森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）～

11:00松山英樹を見た証言
～2019新春特別編～

0:00★みんなのPGAツアー 1月号
0:30 ギア猿～みんなのお悩みサルベージ！～

▽1:25ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747
1:30 杉ちゃんが行く！2018年特大号
ゲスト: 畑岡奈紗・星野陸也

2:30ゴル魂 #127
3:00 PGAツアーハイライト ▽3:15 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #3
3:30 プレ男レッスン～南秀樹編～ #3＆4
4:00ゴルフのたすき2018特番

「教える人×教わる人 9ホールChallenge」
5:00決戦！ vs 石川遼

6:00 江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #1 ▽6:15 PGAツアーハイライト
6:30 ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ2018
7:00

二

PGAツアー
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
3日目

10:00★あすゴル！ゴルフ部 #41 ▽10:15 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #4
10:30 2018 年度 第 60回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技

0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 ゴルフの景色 ～オークビレッヂ～
0:30アマの志し #8

～富士箱根カントリークラブ（静岡県）～
1:30 イメージスイング ～宮里優作・宮本勝昌・額賀辰徳・稲森佑貴～
2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～南秀樹編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～南秀樹編～ #3＆4

7　月
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜～
5:30 2018 年度 第 24回

日本ジュニアゴルフ選手権競技
6:30ゴルフのたすき2018特番

「教える人×教わる人 9ホールChallenge」
7:30 ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ2018
8:00

二

PGAツアー
衛星生中継
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
最終日

0:00 2018 年度 第 60回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技

1:30インフォメーション
2:00 プレ男レッスン～吉田洋一郎編～ #1＆2
2:30 プレ男レッスン～吉田洋一郎編～ #3＆4
3:00インフォメーション
3:30 ギア猿～みんなのお悩みサルベージ！～

▽4:25 ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747
4:30インフォメーション
5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 あすゴル！ゴルフ部 #41
5:30牧野裕のEnjoy Golf
6:00 EASY GOLF #164
6:30インフォメーション
7:00 プレ女レッスン～白戸由香編～ #1＆2
7:30

二

PGAツアー
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
最終日

10:30みんなのPGAツアー 1月号
11:00 PGAツアーハイライト ▽11:15 ★プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1
11:30★稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #19
0:00アマの志し #9

～清川カントリークラブ（神奈川県）～
1:00アマの志し #10

～フォレスト鳴沢ゴルフ＆カントリークラブ（山梨県）～
2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～吉田洋一郎編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～吉田洋一郎編～ #3＆4

お正月特集 the MATCH 一挙放送

お正月特集 the MATCH 一挙放送

※最大延長 午前 11:00

※最大延長 午後 1:30

8　火
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～武藤俊憲・矢野東・深堀圭一郎・重永亜斗夢～
5:30

二

PGAツアー 2017-18
ソニーオープン
イン ハワイ
1日目

8:30インフォメーション
9:00 プレ男レッスン～ JUN羽生編～ #1＆2
9:30 プレ男レッスン～ JUN羽生編～ #3＆4
10:00インフォメーション
10:30アマの志し #11

～東富士カントリークラブ（静岡県）～
11:30インフォメーション
0:00 あすゴル！ゴルフ部 #41 ▽0:15 江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #1
0:30 プレ男レッスン～中村龍明編～ #1＆2
1:00インフォメーション
1:30

二

PGAツアー
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
3日目

4:30インフォメーション
5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1
5:30ゴルフのたすき2018特番

「教える人×教わる人 9ホールChallenge」
6:30インフォメーション
7:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #34
出水田大二郎 vs 稲森佑貴

9:00★Let’ s ゴルっち！ #14
9:30スター☆ゴルフマッチⅡ #25
10:00★TEAM SERIZAWA 345
10:30★EASY GOLF #165
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★ゴル魂 #128
0:00★橋本マナミのLeader’ s GOLF #20
0:30 あすゴル！ゴルフ部 #41 ▽0:45 PGAツアーハイライト
1:00 杉ちゃんが行く！2018年特大号
ゲスト: 畑岡奈紗・星野陸也

2:00停波

9　水
4:00停波

6:00
二

PGAツアー 2017-18
ソニーオープン
イン ハワイ
2日目

9:00 プレ男レッスン～鈴木タケル編～ #1＆2
9:30 プレ男レッスン～鈴木タケル編～ #3＆4
10:00インフォメーション
10:30アマの志し #12

～キングフィールズゴルフクラブ（千葉県）～
11:30インフォメーション
0:00 2018 年度 第 24回

日本ジュニアゴルフ選手権競技
1:00インフォメーション
1:30

二

PGAツアー
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
最終日

4:30みんなのPGAツアー 1月号
5:00インフォメーション
5:30 YAMAHA PRESENTS 「賞金王誕生物語」
6:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #9
6:30インフォメーション
7:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #19
7:30

二

PGAツアー
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
1日目

10:30 あすゴル！ゴルフ部 #41 ▽10:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1
11:00

二

PGAツアー
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
2日目

2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～ JUN羽生編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～ JUN羽生編～ #3＆4

10　木
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～片岡大育・永野竜太郎・塚田陽亮・竹谷佳孝～
5:30アマの志し #10

～フォレスト鳴沢ゴルフ＆カントリークラブ（山梨県）～
6:30

二

PGAツアー 2017-18
ソニーオープン
イン ハワイ
3日目 前半

8:30インフォメーション
9:00

二

PGAツアー 2017-18
ソニーオープン
イン ハワイ
3日目 後半

11:00 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1 ▽11:15 ゴルフの景色 ～森林公園GC～
11:30インフォメーション
0:00 プレメンレッスン2！～井上透編～ #1＆2
0:30 プレメンレッスン2！～井上透編～ #3＆4
1:00インフォメーション
1:30アマの志し #13

～湘南カントリークラブ（神奈川県）～
2:30インフォメーション
3:00 2018 年度 第 60回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技

4:30インフォメーション
5:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #19
5:30 江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #1 ▽5:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1
6:00 プレ男レッスン～室屋修一編～ #1＆2
6:30インフォメーション
7:00 あすゴル！ゴルフ部 #41 ▽7:15 ゴルフの景色 ～オークビレッヂ～
7:30

二

PGAツアー
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
3日目

10:30 プレ男レッスン～塩川隆幸編～ #1＆2
11:00

二

PGAツアー
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
最終日

2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～鈴木タケル編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～鈴木タケル編～ #3＆4

11　金
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～塩見好輝・時松隆光・田村尚之・小林伸太郎～
5:30

二

PGAツアー 2017-18
ソニーオープン
イン ハワイ
最終日 後半
優勝 :パットン・キザイア

8:30インフォメーション
9:00

二

PGAツアー
衛星生中継
ソニーオープン
イン ハワイ
1日目

0:30松山英樹を見た証言
～2019新春特別編～

1:30インフォメーション
2:00 ギア猿～みんなのお悩みサルベージ！～

▽2:55 ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747
3:00 PGAツアーハイライト ▽3:15 あすゴル！ゴルフ部 #41
3:30インフォメーション
4:00牧野裕のEnjoy Golf
4:30 プレメンレッスン2！～江連忠編～ #1＆2
5:00インフォメーション
5:30 橋本マナミのLeader’ s GOLF #20
6:00ゴル魂 #128
6:30インフォメーション
7:00 PGAツアーハイライト ▽7:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1
7:30 プレメンレッスン2！～江連忠編～ #3＆4
8:00

二

PGAツアー
ソニーオープン
イン ハワイ
1日目

11:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #19
11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1
0:00アマの志し #14

～石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）～
1:00アマの志し #15

～ロイヤルスターゴルフクラブ（千葉県）～
2:00インフォメーション

3:00 プレメンレッスン2！～井上透編～ #1＆2
3:30 プレメンレッスン2！～井上透編～ #3＆4

12　土
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～宮里美香・畑岡奈紗・笠りつ子・木戸愛～
5:30アマの志し #11

～東富士カントリークラブ（静岡県）～
6:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #19
7:00 EASY GOLF #165
7:30 PINGフライデー みんなで目指せ！50切り
8:00 杉ちゃんが行く！2018年特大号
ゲスト: 畑岡奈紗・星野陸也

9:00
二

PGAツアー
衛星生中継
ソニーオープン
イン ハワイ
2日目

0:30決戦！ vs 石川遼

1:30みんなのPGAツアー 1月号
2:00 ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ2018
2:30 江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #1 ▽2:45 あすゴル！ゴルフ部 #41
3:00★Taku Miyamoto × RANGE ROVER ▽3:15 PGAツアーハイライト
3:30 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #1＆2
4:00

二

海外男子メジャー 2018
全英オープン
ゴルフ選手権
最終日
優勝 :フランチェスコ・モリナリ

7:00 PGAツアーハイライト ▽7:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1
7:30 TEAM SERIZAWA 345
8:00

二

PGAツアー
ソニーオープン
イン ハワイ
2日目

11:00 YAMAHA PRESENTS 「賞金王誕生物語」
11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1
0:00アマの志し #1

～森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）～
1:00アマの志し #2

～京葉カントリー倶楽部（千葉県）～
2:00インフォメーション

3:00 プレメンレッスン2！～江連忠編～ #1＆2
3:30 プレメンレッスン2！～江連忠編～ #3＆4

13　日
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～宮里優作・宮本勝昌・額賀辰徳・稲森佑貴～
5:30アマの志し #12

～キングフィールズゴルフクラブ（千葉県）～
6:30スター☆ゴルフマッチⅡ #25
7:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #34
出水田大二郎 vs 稲森佑貴

9:00
二

PGAツアー
衛星生中継
ソニーオープン
イン ハワイ
3日目

0:30アマの志し #2
～京葉カントリー倶楽部（千葉県）～

1:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #9
2:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #19
2:30ゴル魂 #128
3:00 PGAツアーハイライト ▽3:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1
3:30ゴルフのたすき2018特番

「教える人×教わる人 9ホールChallenge」
4:30 2018 年度 第 24回

日本ジュニアゴルフ選手権競技
5:30 PGAツアーハイライト ▽5:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1
6:00 PGAツアー総まとめ

タイガー・ウッズのいた夏 2018
7:00

二

PGAツアー
ソニーオープン
イン ハワイ
3日目

10:00★あすゴル！ゴルフ部 #42
▽10:15 2018 年度 第 60回
日本女子アマチュアゴルフ選手権競技
▽11:45 PGAツアーハイライト

0:00アマの志し #3
～南総カントリークラブ（千葉県）～

1:00アマの志し #4
～富士カントリークラブ（静岡県）～

2:00インフォメーション

3:00 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #1＆2
3:30 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #3＆4

14　月
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜～
5:30 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #1＆2
6:00みんなのPGAツアー 1月号
6:30 Let’ s ゴルっち！ #14
7:00 PGAツアー総まとめ

タイガー・ウッズのいた夏 2018
8:00

二

PGAツアー
衛星生中継
ソニーオープン
イン ハワイ
最終日

0:00アマの志し #3 

1:00アマの志し #4 

2:00 あすゴル！ゴルフ部 #42 ▽2:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1
2:30 EASY GOLF #165
3:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #34
出水田大二郎 vs 稲森佑貴

5:00松山英樹を見た証言
～2019新春特別編～

6:00 ギア猿～みんなのお悩みサルベージ！～
▽6:55ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747

7:00 PGAツアーハイライト ▽7:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1
7:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #19
8:00

二

PGAツアー
ソニーオープン
イン ハワイ
最終日

11:00 PGAツアーハイライト ▽11:15 ★プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2
11:30 ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ2018
0:00 PINGフライデー みんなで目指せ！50切り
0:30アマの志し #5

～高坂カントリークラブ（埼玉県）～
1:30牧野裕のEnjoy Golf
2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～田村尚之編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～田村尚之編～ #3＆4

15　火
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～武藤俊憲・矢野東・深堀圭一郎・重永亜斗夢～
5:30

二

PGAツアー
ソニーオープン
イン ハワイ
3日目

8:30インフォメーション
9:00 プレ男レッスン～マーク金井編～ #1＆2
9:30 プレ男レッスン～マーク金井編～ #3＆4
10:00インフォメーション
10:30アマの志し #6

～成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）～
11:30インフォメーション
0:00 プレ男レッスン～中村龍明編～ #1＆2
0:30 プレ男レッスン～中村龍明編～ #3＆4～南総カントリークラブ（千葉県）～
1:00インフォメーション
1:30ゴルフのたすき2018特番

「教える人×教わる人 9ホールChallenge」
2:30インフォメーション
3:00 2018 年度 第 24回

日本ジュニアゴルフ選手権競技
4:00インフォメーション
4:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #19
5:00 ギア猿～みんなのお悩みサルベージ！～

▽5:55ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747
6:00 PGAツアーハイライト ▽6:15 あすゴル！ゴルフ部 #42
6:30インフォメーション
7:00アマの志し #8

～富士箱根カントリークラブ（静岡県）～
8:00アマの志し #9

～清川カントリークラブ（神奈川県）～
9:00★Let’ s ゴルっち！ #15
9:30★スター☆ゴルフマッチⅡ #26
10:00みんなのPGAツアー 1月号
10:30★EASY GOLF #166
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★ゴル魂 #129
0:00★橋本マナミのLeader’ s GOLF #21
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 ゴルフの景色 ～カーヌスティGL～
1:00 あすゴル！ゴルフ部 #42 ▽1:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2
1:30 イメージスイング ～武藤俊憲・矢野東・深堀圭一郎・重永亜斗夢～
2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～マーク金井編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～マーク金井編～ #3＆4

～富士カントリークラブ（静岡県）～

※最大延長 午後 1:30
※最大延長 午後 2:00

16　水
4:00

～湘南カントリークラブ（神奈川県）～
5:00 イメージスイング ～片岡大育・永野竜太郎・塚田陽亮・竹谷佳孝～
5:30

二

PGAツアー
ソニーオープン
イン ハワイ
最終日

8:30インフォメーション
9:00 プレ女レッスン～白戸由香編～ #1＆2
9:30 プレ女レッスン～白戸由香編～ #3＆4
10:00インフォメーション
10:30アマの志し #7

～こだまゴルフクラブ（埼玉県）～
11:30インフォメーション
0:00 プレ男レッスン～室屋修一編～ #1＆2
0:30 プレ男レッスン～室屋修一編～ #3＆4
1:00インフォメーション
1:30 2018 年度 第 24回

日本ジュニアゴルフ選手権競技
2:30インフォメーション
3:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #19
3:30 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2 ▽3:45 ゴルフの景色 ～カーヌスティGL～
4:00インフォメーション
4:30ゴルフのたすき2018特番

「教える人×教わる人 9ホールChallenge」
5:30 TEAM SERIZAWA 345
6:00 PINGフライデー みんなで目指せ！50切り
6:30インフォメーション
7:00

二

PGAツアー
ソニーオープン
イン ハワイ
最終日

10:00ゴルフのたすき2018特番
「教える人×教わる人 9ホールChallenge」

11:00★江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #2 ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #42
11:30 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2 ▽11:45 ゴルフの景色 ～京葉CC～
0:00アマの志し #10

～フォレスト鳴沢ゴルフ＆カントリークラブ（山梨県）～
1:00アマの志し #11

～東富士カントリークラブ（静岡県）～
2:00インフォメーション

3:00 プレ女レッスン～白戸由香編～ #1＆2
3:30 プレ女レッスン～白戸由香編～ #3＆4

17　木
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～塩見好輝・時松隆光・田村尚之・小林伸太郎～
5:30

二

PGAツアー 2017-18
キャリアビルダーチャレンジ
最終日
優勝 :ジョン・ラーム

8:30インフォメーション
9:00 Taku Miyamoto × RANGE ROVER ▽9:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2
9:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #19
10:00

二

国内男子ツアー
衛星生中継
SMBC
シンガポール
オープン
1日目 前半

2:00松山英樹を見た証言
～2019新春特別編～

3:00インフォメーション
3:30 EASY GOLF #166
4:00

二

国内男子ツアー
衛星生中継
SMBC
シンガポール
オープン
1日目 後半

7:00みんなのPGAツアー 1月号
7:30 あすゴル！ゴルフ部 #42 ▽7:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2
8:00

二

国内男子ツアー
SMBC
シンガポール
オープン
1日目 前半

11:00
二

国内男子ツアー
SMBC
シンガポール
オープン
1日目 後半

2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～中村龍明編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～中村龍明編～ #3＆4

18　金
4:00インフォメーション

5:00
二

PGAツアー
衛星生中継
デザートクラシック
1日目

9:00決戦！ vs 石川遼

10:00インフォメーション
10:30スター☆ゴルフマッチⅡ #26
11:00 あすゴル！ゴルフ部 #42 ▽11:15 PGAツアーハイライト
11:30インフォメーション
0:00

二

国内男子ツアー
衛星生中継
SMBCシンガポールオープン
2日目 前半

2:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #34
出水田大二郎 vs 稲森佑貴

4:00
二

国内男子ツアー
衛星生中継
SMBC
シンガポール
オープン
2日目 後半

7:00 YAMAHA PRESENTS 「賞金王誕生物語」
7:30 PGAツアーハイライト ▽7:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2
8:00

二

PGAツアー
デザートクラシック
1日目

11:00 プレ男レッスン～室屋修一編～ #3＆4
11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2
0:00アマの志し #12

～キングフィールズゴルフクラブ（千葉県）～
1:00みんなのPGAツアー 1月号
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #19
2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～室屋修一編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～室屋修一編～ #3＆4

19　土
4:00インフォメーション

5:00
二

PGAツアー
衛星生中継
デザートクラシック
2日目

9:00松山英樹を見た証言
～2019新春特別編～

10:00★「ザ・シンギュラリティ」～人間対AI 天下分け目のゴルフ対決～
▽10:45 ギア猿

▽11:40 ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747 ▽11:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 あすゴル！ゴルフ部 #42
0:30ゴル魂 #129
1:00

二

国内男子ツアー
SMBC
シンガポールオープン
2日目 前半

3:00
二

国内男子ツアー
SMBC
シンガポール
オープン
2日目 後半

6:00 PGAツアーハイライト ▽6:15 江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #2
6:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #9
7:00

二

PGAツアー
デザートクラシック
2日目

10:00
二

★国内男子ツアー
SMBC
シンガポール
オープン
3日目

1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2
1:30牧野裕のEnjoy Golf
2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～塩川隆幸編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～塩川隆幸編～ #3＆4

20　日
4:00インフォメーション

5:00
二

PGAツアー
衛星生中継
デザートクラシック
3日目

9:00 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1＆#2
9:30 橋本マナミのLeader’ s GOLF #21
10:00 杉ちゃんが行く！2018年特大号

ゲスト: 畑岡奈紗・星野陸也
11:00 EASY GOLF #166
11:30 TEAM SERIZAWA 345
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2
0:30 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #1＆2
1:00

二

国内男子ツアー
SMBC
シンガポール
オープン
3日目

4:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #19
4:30 PGAツアーハイライト ▽4:45 ゴルフの景色 ～カーヌスティGL～
5:00 プレ男レッスン～南秀樹編～ #1＆2
5:30 PINGフライデー みんなで目指せ！50切り
6:00

二

PGAツアー
デザートクラシック
3日目

9:00★あすゴル！ゴルフ部 #43 ▽9:15 Taku Miyamoto × RANGE ROVER
9:30 YAMAHA PRESENTS 「賞金王誕生物語」
10:00

二

★国内男子ツアー
SMBC
シンガポール
オープン
最終日

1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 ゴルフの景色 ～ココビーチG＆CC～
1:30 Let’ s ゴルっち！ #15
2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #3＆4

21　月
4:00インフォメーション

5:00
二

PGAツアー
衛星生中継
デザートクラシック
最終日

9:00 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #1＆2
9:30インフォメーション
10:00アマの志し #5

～高坂カントリークラブ（埼玉県）～
11:00インフォメーション
11:30牧野裕のEnjoy Golf
0:00「ザ・シンギュラリティ」～人間対AI 天下分け目のゴルフ対決～

 ▽0:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2
1:00インフォメーション
1:30 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #3＆4
2:00アマの志し #3

～南総カントリークラブ（千葉県）～
3:00インフォメーション
3:30 PGAツアーハイライト ▽3:45 あすゴル！ゴルフ部 #43
4:00ゴル魂 #129
4:30インフォメーション
5:00

二

国内男子ツアー
SMBC
シンガポール
オープン
最終日

8:00
二

PGAツアー
デザートクラシック
最終日

11:00 あすゴル！ゴルフ部 #43 ▽11:15 ★プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3
11:30★稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #20
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 ゴルフの景色 ～森林公園GC～
0:30アマの志し #13

～湘南カントリークラブ（神奈川県）～
1:30 イメージスイング ～宮里美香・畑岡奈紗・笠りつ子・木戸愛～
2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #3＆4

22　火
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～宮里美香・畑岡奈紗・笠りつ子・木戸愛～
5:30

二

PGAツアー 2017-18
ファーマーズ
インシュランス
オープン
2日目

8:30インフォメーション
9:00アマの志し #14

～石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）～
10:00インフォメーション
10:30 プレ男レッスン～南秀樹編～ #1＆2
11:00 プレ男レッスン～南秀樹編～ #3＆4
11:30インフォメーション
0:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #20
0:30 Taku Miyamoto × RANGE ROVER ▽0:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3
1:00インフォメーション
1:30

二

PGAツアー
デザートクラシック
3日目

4:30インフォメーション
5:00アマの志し #1

～森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）～
6:00 PGAツアーハイライト ▽6:15 あすゴル！ゴルフ部 #43
6:30インフォメーション
7:00

二

★PGAツアー チャンピオンズ
三菱エレクトリック
チャンピオンシップ 
at フアラライ 1日目

9:00★Let’ s ゴルっち！ #16
9:30スター☆ゴルフマッチⅡ #26
10:00★TEAM SERIZAWA 346
10:30★EASY GOLF #167
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★ゴル魂 #130
0:00★橋本マナミのLeader’ s GOLF #22
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3
1:00 江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #2 ▽1:15 ゴルフの景色 ～オークビレッヂ～
1:30 イメージスイング ～宮里優作・宮本勝昌・額賀辰徳・稲森佑貴～
2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～南秀樹編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～南秀樹編～ #3＆4

アマの志し #13 一
部

停
波

※最大延長 午前 9:30 ※最大延長 午前 11:00

～みんなのお悩みサルベージ！～

23　水
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～宮里優作・宮本勝昌・額賀辰徳・稲森佑貴～
5:30 2018 年度 第 24回

日本ジュニアゴルフ選手権競技
6:30

二

PGAツアー 2017-18
ファーマーズ
インシュランスオープン
3日目 後半

8:30インフォメーション
9:00アマの志し #15

～ロイヤルスターゴルフクラブ（千葉県）～
10:00インフォメーション
10:30 プレ男レッスン～阿河徹編～ #1＆2
11:00 プレ男レッスン～阿河徹編～ #3＆4
11:30インフォメーション
0:00アマの志し #2

～京葉カントリー倶楽部（千葉県）～
1:00インフォメーション
1:30

二

PGAツアー
デザートクラシック
最終日

4:30インフォメーション
5:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #20
5:30 プレ男レッスン～塩川隆幸編～ #1＆2
6:00 プレ男レッスン～塩川隆幸編～ #3＆4
6:30インフォメーション
7:00

二

★PGAツアー チャンピオンズ
三菱エレクトリック
チャンピオンシップ 
at フアラライ 2日目

9:00 ギア猿～みんなのお悩みサルベージ！～
▽9:55 ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747

10:00 PGAツアー総まとめ
タイガー・ウッズのいた夏 2018

11:00松山英樹を見た証言
～2019新春特別編～

0:00 あすゴル！ゴルフ部 #43 ▽0:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3
0:30 プレ男レッスン～阿河徹編～ #1＆2
1:00 2018 年度 第 24回

日本ジュニアゴルフ選手権競技
2:00停波

24　木
4:00停波

6:00 プレ男レッスン～南秀樹編～ #1＆2
6:30 プレ男レッスン～南秀樹編～ #3＆4
7:00

二

PGAツアー 2017-18
ファーマーズ
インシュランス
オープン
最終日 後半・プレーオフ
優勝 :ジェイソン・デイ

10:00インフォメーション
10:30 プレ男レッスン～ JUN羽生編～ #1＆2
11:00 プレ男レッスン～ JUN羽生編～ #3＆4
11:30インフォメーション
0:00アマの志し #3

～南総カントリークラブ（千葉県）～
1:00インフォメーション
1:30 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #1＆2
2:00 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #3＆4
2:30インフォメーション
3:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #20
3:30 江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #2 ▽3:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3
4:00 プレ男レッスン～阿河徹編～ #1＆2
4:30インフォメーション
5:00アマの志し #4

～富士カントリークラブ（静岡県）～
6:00みんなのPGAツアー 1月号
6:30インフォメーション
7:00

二

★PGAツアー チャンピオンズ
三菱エレクトリック
チャンピオンシップ 
at フアラライ 最終日

9:00「ザ・シンギュラリティ」～人間対AI 天下分け目のゴルフ対決～ 
▽9:45 あすゴル！ゴルフ部 #43

10:00
二

PGAツアー
デザートクラシック
最終日

1:00アマの志し #14
～石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）～

2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～阿河徹編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～阿河徹編～ #3＆4

25　金
4:00インフォメーション

5:00
二

PGAツアー
衛星生中継
ファーマーズ
インシュランス
オープン
1日目

9:00 杉ちゃんが行く！2018年特大号
ゲスト: 畑岡奈紗・星野陸也

10:00インフォメーション
10:30 プレメンレッスン2！～井上透編～ #1＆2
11:00 プレメンレッスン2！～井上透編～ #3＆4
11:30インフォメーション
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3
0:30 プレ男レッスン～ JUN羽生編～ #1＆2
1:00インフォメーション
1:30アマの志し #15

～ロイヤルスターゴルフクラブ（千葉県）～
2:30インフォメーション
3:00 2018 年度 第 24回

日本ジュニアゴルフ選手権競技
4:00 プレ男レッスン～ JUN羽生編～ #3＆4
4:30インフォメーション
5:00ゴル魂 #130
5:30 PGAツアーハイライト ▽5:45 あすゴル！ゴルフ部 #43
6:00 橋本マナミのLeader’ s GOLF #22
6:30インフォメーション
7:00アマの志し #5

～高坂カントリークラブ（埼玉県）～
8:00

二

PGAツアー
ファーマーズ
インシュランス
オープン
1日目

11:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #20
11:30 2018 年度 第 60回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技

1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3
1:30牧野裕のEnjoy Golf
2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～ JUN羽生編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～ JUN羽生編～ #3＆4

26　土
4:00インフォメーション

5:00
二

PGAツアー
衛星生中継
ファーマーズ
インシュランス
オープン
2日目

9:00 Let’ s ゴルっち！ #16
9:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #9
10:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #20
10:30 EASY GOLF #167
11:00アマの志し #1

～森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）～
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 あすゴル！ゴルフ部 #43
0:30 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #1＆2
1:00

二

PGAツアー チャンピオンズ
三菱エレクトリック
チャンピオンシップ
at フアラライ 1日目

3:00
二

PGAツアー チャンピオンズ
三菱エレクトリック
チャンピオンシップ
at フアラライ 2日目

5:00 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3 ▽5:15 ゴルフの景色 ～ココビーチG＆CC～
5:30 PGAツアーハイライト ▽5:45 Taku Miyamoto × RANGE ROVER
6:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #34
出水田大二郎 vs 稲森佑貴

8:00
二

PGAツアー
ファーマーズ
インシュランス
オープン
2日目

11:00決戦！ vs 石川遼

0:00みんなのPGAツアー 1月号
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3
1:00アマの志し #6

～成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）～
2:00インフォメーション

3:00
二

PGAツアー ファーマーズ
インシュランスオープン 3日目

27　日
（3:00~）

二

PGAツアー
衛星生中継
ファーマーズ
インシュランス
オープン
3日目

8:00アマの志し #7
～こだまゴルフクラブ（埼玉県）～

9:00 ギア猿～みんなのお悩みサルベージ！～
▽9:55ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747

10:00 プレ男レッスン～南秀樹編～ #3＆4
10:30 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3 ▽10:45 江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #2
11:00ゴル魂 #130
11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3
0:00アマの志し #2

～京葉カントリー倶楽部（千葉県）～
1:00 TEAM SERIZAWA 346
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #20
2:00

二

PGAツアー チャンピオンズ
三菱エレクトリック
チャンピオンシップ
at フアラライ 最終日

4:00アマの志し #7
～こだまゴルフクラブ（埼玉県）～

5:00 プレ男レッスン～南秀樹編～ #1＆2
5:30 PGAツアーハイライト ▽5:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3
6:00松山英樹を見た証言
～2019新春特別編～

7:00
二

PGAツアー
ファーマーズ
インシュランス
オープン
3日目

10:00★あすゴル！ゴルフ部 #44
 ▽10:15 「ザ・シンギュラリティ」～人間対AI 天下分け目のゴルフ対決～

11:00
二

PGAツアー チャンピオンズ
三菱エレクトリック
チャンピオンシップ
at フアラライ 2日目

1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 ゴルフの景色 ～カーヌスティGL～
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #20
2:00インフォメーション

3:00
二

PGAツアー ファーマーズ
インシュランスオープン 最終日

28　月
（3:00~）

二

PGAツアー
衛星生中継
ファーマーズ
インシュランス
オープン
最終日

8:30インフォメーション
9:00

二

PGAツアー チャンピオンズ
三菱エレクトリック
チャンピオンシップ
at フアラライ 最終日

11:00インフォメーション
11:30 2018 年度 第 60回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技

1:00インフォメーション
1:30牧野裕のEnjoy Golf
2:00 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3 ▽2:15 あすゴル！ゴルフ部 #44
2:30インフォメーション
3:00 プレメンレッスン2！～江連忠編～ #1＆2
3:30 プレメンレッスン2！～江連忠編～ #3＆4
4:00インフォメーション
4:30 YAMAHA PRESENTS 「賞金王誕生物語」
5:00スター☆ゴルフマッチⅡ #26
5:30 EASY GOLF #167
6:00 PGAツアーハイライト ▽6:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3
6:30インフォメーション
7:00 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #1＆2
7:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #20
8:00

二

PGAツアー
ファーマーズ
インシュランス
オープン
最終日

11:00 あすゴル！ゴルフ部 #44 ▽11:15 ★プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #4
11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 ゴルフの景色 ～京葉CC～
0:00

二

PGAツアー チャンピオンズ
三菱エレクトリック
チャンピオンシップ
at フアラライ 最終日

2:00インフォメーション

3:00 プレメンレッスン2！～江連忠編～ #1＆2
3:30 プレメンレッスン2！～江連忠編～ #3＆4

29　火
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜～
5:30

二

PGAツアー 2017-18
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
2日目

8:30インフォメーション
9:00 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #1＆2
9:30 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #3＆4
10:00インフォメーション
10:30アマの志し #3

～南総カントリークラブ（千葉県）～
11:30インフォメーション
0:00ゴルフのたすき2018特番

「教える人×教わる人 9ホールChallenge」
1:00インフォメーション
1:30

二

PGAツアー
ファーマーズ
インシュランス
オープン
3日目

4:30インフォメーション
5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 あすゴル！ゴルフ部 #44
5:30 プレ男レッスン～中村龍明編～ #1＆2
6:00 プレ男レッスン～中村龍明編～ #3＆4
6:30インフォメーション
7:00松山英樹を見た証言
～2019新春特別編～

8:00 2018 年度 第 60回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技

9:30★スター☆ゴルフマッチⅡ #27
10:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #20
10:30★EASY GOLF #168
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★ゴル魂 #131
0:00★橋本マナミのLeader’ s GOLF #23
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #4
1:00アマの志し #3

～南総カントリークラブ（千葉県）～
2:00インフォメーション

3:00 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #1＆2
3:30 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #3＆4

30　水
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～武藤俊憲・矢野東・深堀圭一郎・重永亜斗夢～
5:30

二

PGAツアー 2017-18
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
3日目 後半

8:30インフォメーション
9:00 プレ男レッスン～田村尚之編～ #1＆2
9:30 プレ男レッスン～田村尚之編～ #3＆4
10:00インフォメーション
10:30アマの志し #4

～富士カントリークラブ（静岡県）～
11:30インフォメーション
0:00 2018 年度 第 24回

日本ジュニアゴルフ選手権競技
1:00インフォメーション
1:30

二

PGAツアー
ファーマーズ
インシュランス
オープン
最終日

4:30インフォメーション
5:00アマの志し #4

～富士カントリークラブ（静岡県）～
6:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #20
6:30インフォメーション
7:00 プレ男レッスン～室屋修一編～ #1＆2
7:30 プレ男レッスン～室屋修一編～ #3＆4
8:00

二

PGAツアー
ファーマーズ
インシュランス
オープン
3日目

11:00ゴルフのたすき2018特番
「教える人×教わる人 9ホールChallenge」

0:00 あすゴル！ゴルフ部 #44 ▽0:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #4
0:30 プレ男レッスン～ JUN羽生編～ #1＆2
1:00「ザ・シンギュラリティ」～人間対AI 天下分け目のゴルフ対決～

 ▽1:45 ゴルフの景色 ～ココビーチG＆CC～
2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～田村尚之編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～田村尚之編～ #3＆4

31　木
4:00インフォメーション

5:00 イメージスイング ～片岡大育・永野竜太郎・塚田陽亮・竹谷佳孝～
5:30

二

PGAツアー 2017-18
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
最終日 後半
優勝 :ゲーリー・ウッドランド

8:30インフォメーション
9:00 プレ男レッスン～マーク金井編～ #1＆2
9:30 プレ男レッスン～マーク金井編～ #3＆4
10:00インフォメーション
10:30アマの志し #5

～高坂カントリークラブ（埼玉県）～
11:30インフォメーション
0:00 プレ女レッスン～白戸由香編～ #1＆2
0:30 プレ女レッスン～白戸由香編～ #3＆4
1:00インフォメーション
1:30 EASY GOLF #168
2:00 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #4 ▽2:15 ゴル魂 #131

3:00インフォメーション
3:30 プレメンレッスン2！～井上透編～ #1＆2
4:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #20
4:30インフォメーション
5:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #34
出水田大二郎 vs 稲森佑貴

7:00 TEAM SERIZAWA 346
7:30 あすゴル！ゴルフ部 #44 ▽7:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #4
8:00 ギア猿～みんなのお悩みサルベージ！～

 ▽８:５5 ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747
9:00

二

PGAツアー
ファーマーズ
インシュランス
オープン
最終日

0:00アマの志し #5
～高坂カントリークラブ（埼玉県）～

1:00牧野裕のEnjoy Golf
1:30 みんなのPGAツアー 1月号
2:00インフォメーション

3:00 プレ男レッスン～マーク金井編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～マーク金井編～ #3＆4

▽2:45 ゴルフの景色 ～オークビレッヂ～
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※最大延長 午前 9:00
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※都合により、番組タイトル、番組内容および放送日時
　が変更になることがありますのでご了承ください。

※「一部停波」の時間帯はご利用のサービスによってご視聴
　頂くことができない場合がありますのでご了承ください。

※「PGAツアーハイライト」は番組を変更して放送する
　場合がありますのでご了承ください。
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7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27

字

字

二か国語二字幕放送字 日本語放送日

日

日
リゾーリ＆アイルズ

シーズン6

最新シーズン開始直前！2部作特集
NCIS ～ネイビー犯罪
捜査班 シーズン15

21日（7:30）最新シーズン開始直前！ 
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15

21日（8:30）
Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン6

28日（7:00～10:00） 
ミス・ユニバース 世界大会 2018

エクソシスト
孤島の悪魔

Major Crimes
～重大犯罪課
シーズン6

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

スノーフォール
シーズン2

スノーフォール
シーズン2

エクソシスト
孤島の悪魔

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

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

17・24日 最新シーズン開始直前! NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
31日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16

インフォメーション
ベスト・オブ

「シンプソンズ シーズン27」

ベスト・オブ
「シンプソンズ シーズン27」

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

9-1-1：
LA救命最前線

リゾーリ＆アイルズ
シーズン6

ヴィクトリア・シークレット
ファッションショー 2018
19日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12
26日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16

ヴィクトリア・シークレット
ファッションショー 2018
20日～ レジデント 型破りな天才研修医

ヴィクトリア・シークレット
ファッションショー 2018
20日～ レジデント 型破りな天才研修医 二

#FOXSunday

リゾーリ＆アイルズ
シーズン6

9-1-1：
LA救命最前線

NCIS：LA ～極秘潜入
捜査班 シーズン9

17・24日 最新シーズン開始直前! NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
31日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16

NCIS：LA ～極秘潜入
捜査班 シーズン9

15・22日 最新シーズン開始直前! NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
29日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16

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

16・23日 最新シーズン開始直前! NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
30日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16

11・18日 最新シーズン開始直前!

NCIS:LA ～極秘潜入
捜査班 シーズン15

25日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16

FOXスポーツ&エンターテイメント
Presents 第1話特別放送

Queen of the South～女王への階段～ シーズン1
17日 最新シーズン開始直前! NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
24日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16

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

9-1-1：
LA救命最前線

エクソシスト
孤島の悪魔

リゾーリ＆アイルズ
シーズン6

9-1-1：
LA救命最前線

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5

キャッチアップ放送！
エクソシスト 孤島の悪魔

（13日 ～8：00）
20日～ 9-1-1：LA救命最前線

リゾーリ＆アイルズ
シーズン5

9-1-1：
LA救命最前線

9-1-1：
LA救命最前線

スノーフォール
シーズン2

インフォメーション

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12
23日～ BONES シーズン11

リゾーリ＆アイルズ シーズン4
29日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン5

リゾーリ＆アイルズ シーズン4
28日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン5

リゾーリ＆アイルズ シーズン4
28日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン5

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12
22日～ BONES シーズン11

Major Crimes
～重大犯罪課
シーズン6

Major Crimes
～重大犯罪課
シーズン6

HAWAII FIVE-0 シーズン1
18日～ HAWAII FIVE-0 シーズン2

HAWAII FIVE-0 シーズン1
17日～ HAWAII FIVE-0 シーズン2

HAWAII FIVE-0 シーズン1
17日～ HAWAII FIVE-0 シーズン2

FOXイッキ見サンデーDX
ザ・ブレイブ：
エリート特殊部隊

（13日 ～18:00、20日 ～19:00）
13日（18:00～）

最新シーズン開始直前！2部作特集
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 
シーズン15
（20:00～）
9-1-1：LA救命最前線 二

20日（19:00～）
9-1-1：LA救命最前線 二

FOXイッキ見サンデーDX
The Gifted 二
（27日 ～17:00）

27日（17:00～） 
インフォメーション 日 
（17:30～） 
ミス・ユニバース 世界大会 

2018
（20:30～） 
ブルガリ アウローラ 

アワード 日

FOXスポーツ&エンターテイメント
Presents 第1・2話特別放送
Queen of the South
～女王への階段～ シーズン1

19日 最新シーズン開始直前!
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン8

26日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16
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12
26日 リゾーリ＆アイルズ 

シーズン5（～17:00）
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 

シーズン15

NCIS：LA ～極秘潜入
捜査班 シーズン8

26日 NCIS：LA 
～極秘潜入捜査班 シーズン9

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12
22日～ BONES シーズン11

レジデント 型破りな天才研修医

●「ウォーキング・デッド」 完全放送▶12月29日13：30～1月3日20:00 ウォーキング・デッド シーズン1～9 / ●全話一挙放送！▶1月3日20:00～4日21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン14 / ●全話一挙放送！▶1月4日21:00～5日21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
●最新シーズン第1話先行放送！▶1月5日21:00 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16 / ●全話一挙放送！▶1月5日22:00～6日23:00 NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン9 / ●キャッチアップ放送！▶1月6日23:00～28:00 Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン6 

9-1-1：
LA救命最前線

9-1-1：
LA救命最前線

9-1-1：
LA救命最前線

9-1-1：
LA救命最前線

Major Crimes
～重大犯罪課
シーズン6

Major Crimes
～重大犯罪課
シーズン6Major Crimes

～重大犯罪課
シーズン6

NCIS：LA ～極秘潜入
捜査班 シーズン9

14・21日 最新シーズン開始直前! NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
28日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16

エクソシスト
孤島の悪魔

キャッチアップ放送！
エクソシスト 孤島の悪魔
19日 エクソシスト 孤島の悪魔
26日 ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊

アメリカズ・ネクスト・
トップ・モデル
シーズン24

NCIS：LA ～極秘潜入捜査班 シーズン9
16日 ヴィクトリア・シークレットファッションショー 2018 
23日 最新シーズン開始直前! NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
30日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16

リゾーリ＆アイルズ
シーズン6

18日～ X-ファイル 2016
28日～ プリズン・ブレイク シーズン5

レジデント 型破りな天才研修医
18日～ X-ファイル 2016
28日～ プリズン・ブレイク シーズン5

最新シーズン開始直前!
NCIS:LA ～極秘潜入
捜査班 シーズン15

27日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16

キャッチアップ放送！
9-1-1：

LA救命最前線
12日（25:00）
リゾーリ＆アイルズ シーズン6

19日～ ザ・ブレイブ： 
エリート特殊部隊 　

BONES シーズン12

NCIS：LA ～極秘潜入
捜査班 シーズン8

27日 NCIS：LA ～極秘潜入捜査班 
シーズン9

エクソシスト
孤島の悪魔

最新シーズン開始直前!
NCIS:LA ～極秘潜入
捜査班 シーズン15

27日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16

二

二

二

二

日

日

字

字



親子シネマ

荒野と戦場

特集 ウィリアム・ホールデン

特集 オードリー・ヘプバーン

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

吹替偉人伝

吹替偉人伝

【世界がふり向くアニメ術 序章】

土曜名画劇場

土曜名画劇場

荒野と戦場

親子シネマ

連続ドラマW

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

世界の巨匠

シネフィルプレミアム

吹替偉人伝
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

英国テレビ文庫 itvコレクション

特集 奇想天外80's

特集 ジェイソン・ステイサム5連発

土曜名画劇場

特集 奇想天外80's

【世界がふり向くアニメ術 序章】

【世界がふり向くアニメ術 大友克洋】

連続ドラマW

連続ドラマW

連続ドラマW

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

ドラマWスペシャル 連続ドラマW

連続ドラマW

連続ドラマW

連続ドラマW

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

『MOZU』シリーズ全作品一挙放送

『MOZU』シリーズ全作品一挙放送

荒野と戦場

親子シネマ

荒野と戦場

親子シネマ

年末年始一挙 ジャッキー・チェン吹替7連発

土曜名画劇場

年末年始一挙 ジャッキー・チェン吹替7連発

英国テレビ文庫 itvコレクション

【世界がふり向くアニメ術 大友克洋】

※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。

カリフォルニア・ドールズ
ネバーエンディング・ストーリー
空の大怪獣Q
バトルトラック
ＡＫＩＲＡ

レイズ・ザ・タイタニック
地獄のヒーロー
地獄のコマンド

デルタ・フォース
デルタフォース２

愛の施術 至極の教典TAO（タオ）

名探偵ポワロ
エッジウェア卿の死（吹）

5:00
7:00
9:00
10:45
12:30

15:00
17:00
19:00

21:00
23:30

1:30

3:00

リトル・ニモ パイロットフィルム

じゃりン子チエ 劇場版

スペシャリスト（1969）
トランスポーター ザ・シリーズ

#5～8（全12話）

星の王子ニューヨークへ行く
大逆転（1983）
ビバリーヒルズ・コップ

ビバリーヒルズ・コップ２
ビバリーヒルズ・コップ３
ハイランダー/悪魔の戦士
ハンガー

偉大な生涯の物語

人間の証明

ふたがしら #1～5（全5話）

クライマーズ・ハイ

ＡＫＩＲＡ

MOZU Season1
～百舌の叫ぶ夜～ #1～5（全10話）

ハウスメイド
華麗なる賭け

5:00

8:30

11:00

15:45

18:30

21:00

2:15
4:15

チェンジング・レーン

XIII サーティーン［前編］
XIII サーティーン［後編］

風の勇士 ポルダーク #4
ドラゴン・タトゥーの女
ナチスが最も恐れた男
チャイナ・ムーン

トランスポーター ザ・シリーズ #4

ファイナル・プロジェクト［吹替版］
ナイスガイ［吹替版］
ザ・ハリウッド ～セックスと野望～ 

［R-15指定版］
キカ

6:30

8:30
10:15

12:00
13:15
16:00
18:00

20:00

21:00
22:45
0:30

2:30

サスペリア

ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還
［エクステンデッド版］

風の勇士 ポルダーク #3
ユーリー・ノルシュテイン

アオサギとツル
甘い毒
PARKER/パーカー
許されざる者（1960）
トランスポーター ザ・シリーズ #3

ネバーエンディング・ストーリー

愛の囚人
ハード・パニッシャー
キャビン
17歳［R15指定版］

5:30

7:30

12:00
13:15

13:30
15:30
17:45
20:00

21:00

22:45
1:00
3:00
4:45

攻撃

ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔
［エクステンデッド版］

風の勇士 ポルダーク #2
マイノリティ・リポート

バンク・ジョブ
華麗なる賭け
トランスポーター ザ・シリーズ #2

アウトバーン
マイノリティ・リポート［吹替版］
跪く女
ジュリエッタ

6:00

8:00

12:00
13:15

16:00
18:00
20:00

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

栄光のエンブレム

ロード・オブ・ザ・リング
［エクステンデッド版］

風の勇士 ポルダーク #1
愛と精霊の家

沈黙の鉄拳
冷たい月を抱く女
トランスポーター ザ・シリーズ #1

幸せなひとりぼっち

戦争のはらわた
私の奴隷になりなさい
ユーリー・ノルシュテイン

キツネとウサギ
二ツ星の料理人

5:45

8:00

12:00
13:15

16:00
18:00
20:00

21:00

23:15
1:45
3:30

4:00

6:15

7:00

9:00
11:00

14:30
16:45
19:00

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

ナチスが最も恐れた男
ドラゴン・ブレイド［吹替版］
レフト・ビハインド
バンク・ジョブ

XIII サーティーン［前編］
XIII サーティーン［後編］
ドラゴン・タトゥーの女

トランスポーター ザ・シリーズ #5

追憶の森

わらの犬（1971）
沈黙の鉄拳
ザ・ハリウッド ～セックスと野望～

［R-15指定版］

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

13:00
15:00
17:00

20:00

21:00

23:00
1:15
3:00

キャビン
アパッチ
ジェーン 
トム・ホーン

風の勇士 ポルダーク #5
ユーリー・ノルシュテイン

霧の中のハリネズミ
ネバーエンディング・ストーリー
リオ・ブラボー
トコリの橋
トランスポーター ザ・シリーズ #6
ノウイング［吹替版］
PARKER/パーカー
サスペリア
跪く女

5:00
6:45
8:30
10:15

12:00
13:15

13:30
15:30
18:00
20:00
21:00
23:15
1:30
3:15

戦争と平和（1956）
マイノリティ・リポート
ユーリー・ノルシュテイン

アオサギとツル

風の勇士 ポルダーク #6
チャイナ・ムーン
アウトバーン
幸せなひとりぼっち
ユーリー・ノルシュテイン 話の話

トランスポーター ザ・シリーズ #7
マイノリティ・リポート

捨てがたき人 ［々R15指定版］
ドライヴ

スペシャリスト（1969）

5:00
9:00
11:45

12:00
13:15
15:00
17:00
19:15

20:00
21:00

23:45
2:00

4:00

グリース
フットルース
ビバリーヒルズ・コップ

風の勇士 ポルダーク #7
ユーリー・ノルシュテイン

ケルジェネツの戦い
ロード・オブ・ザ・リング

［エクステンデッド版］
愛と精霊の家
トランスポーター ザ・シリーズ #8

ビバリーヒルズ・コップ［吹替版］
星の王子ニューヨークへ行く［吹替版］
皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ
レフト・ビハインド

6:00
8:00
10:00

12:00
13:15

13:30

17:25
20:00

21:00
23:00
1:15
3:30

ユーリー・ノルシュテイン　 
キツネとウサギ

エル・クラン
地獄のヒーロー
地獄のコマンド

ふたがしら2 #1～5（全5話）

タイム・トゥ・ラン
スパルタンX［吹替版］

MOZU Season1
～百舌の叫ぶ夜～ #6～10（全10話）
17歳［R15指定版］
ハード・パニッシャー

5:30

6:00
8:00
10:00

12:00

17:00
19:00

21:00

1:15
3:00

冷たい月を抱く女

赤毛のアン グリーンゲーブルズへの道

戦争のはらわた
トランスポーター ザ・シリーズ

#9～12（全12話）
ノウイング
ファイナル・プロジェクト

［米国公開版］
ナイスガイ

Ｌ.Ａ.コンフィデンシャル
愛の囚人

きんぴか #1～5 （全5話）

5:00

7:00

9:00
11:30

15:00
17:30

19:15

21:00
23:30

2:00

愛と精霊の家
許されざる者（1960）

ミュンヘン

SAFE/セイフ
PARKER/パーカー
バンク・ジョブ

メカニック（2011）
メカニック：ワールドミッション

XIII サーティーン［前編］
XIII サーティーン［後編］

名探偵ポワロ
白昼の悪魔（吹）

6:55
9:30

12:00

15:00
16:45
19:00

21:00
22:45

0:30
2:15

4:00

チャイナ・ムーン
サイクロンZ［吹替版］
デルタ・フォース

風の勇士 ポルダーク #8（終）
ユーリー・ノルシュテイン

霧の中のハリネズミ
劇場版 MOZU
逃走車
ユーリー・ノルシュテイン

ケルジェネツの戦い
フットルース
トランスポーター ザ・シリーズ #9

残像

ワイルドバンチ［ディレクターズ・カット版］
アウトバーン
愛のタリオ［R-15指定版］

6:00
7:45
9:30

12:00
13:15

13:45
16:00
17:45

18:00
20:00

21:00

23:00
1:45
3:45

幸せなひとりぼっち

スパルタンX［吹替版］
デルタフォース２

風の勇士 ポルダーク 2 #1
ユーリー・ノルシュテイン

キツネとウサギ
Ｌ.Ａ.コンフィデンシャル
レフト・ビハインド

チェンジング・レーン
トランスポーター ザ・シリーズ #10
SAFE/セイフ
トランスポーター ザ・シリーズ

#1～6 （全12話）

ユーリー・ノルシュテイン
アオサギとツル

5:45

8:00
10:00

12:00
13:15

13:30
16:00

18:00
20:00
21:00
23:00

4:30

XIII サーティーン［前編］
XIII サーティーン［後編］
ファイナル・プロジェクト［吹替版］
スペシャリスト（1969）

風の勇士 ポルダーク 2 #2
ユーリー・ノルシュテイン

話の話
ジェーン 
わらの犬（1971）

ドラゴン・ブレイド
トランスポーター ザ・シリーズ #11
ハウスメイド

昼下がりの背徳

5:00
6:40
8:20
10:00

12:00
13:15

14:00
15:45

18:00
20:00
21:00

23:00

ブロンド少女は過激に美しく
ナイスガイ［吹替版］
ビバリーヒルズ・コップ２

風の勇士 ポルダーク 2 #3
ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔

［エクステンデッド版］

人間の証明

トランスポーター ザ・シリーズ #12（終）

ビバリーヒルズ・コップ２［吹替版］
大逆転（1983）［吹替版］
私の奴隷になりなさい

リトル・ニモ パイロットフィルム
劇場版 エースをねらえ！

7:00
8:15
10:00

12:00
13:15

17:30

20:00

21:00
23:00
1:00

3:00
3:45

劇場版 あしたのジョー2
奇蹟 ミラクル［吹替版］

ツイン・ドラゴン［吹替版］

ヒトリシズカ #1～6（全6話）

追憶の森
トム・ホーン［吹替版］

MOZU Season2
～幻の翼～ #1～5（全5話）

跪く女

愛の囚人

5:30
7:30

9:45

11:30

17:00
19:00

21:00

2:00

3:45

サンセット大通り

トコリの橋
ワイルドバンチ
［ディレクターズ・カット版］

タワーリング・インフェルノ

コマンド戦略
リオ・ブラボー

愛と哀しみの果て
捨てがたき人 ［々R15指定版］

MOZU Season1
～百舌の叫ぶ夜～ #1～5（全10話）

6:00

8:00
10:00

13:00

16:00
18:30

21:00
0:00

2:15

クライマーズ・ハイ

Ｌ.Ａ.コンフィデンシャル

マイノリティ・リポート

ネバーエンディング・ストーリー
ロード・オブ・ザ・リング

［エクステンデッド版］

ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔
［エクステンデッド版］

ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還
［エクステンデッド版］

7:15

10:00

12:30

15:15
17:00

21:00

1:15

サイクロンZ［吹替版］
奇蹟 ミラクル［吹替版］
ツイン・ドラゴン［吹替版］
ドラゴン・ブレイド［吹替版］

ゴリラ

アウトバーン
逃走車
皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ

ＡＫＩＲＡ

ドライヴ
蜜の味 ～テイスト・オブ・マネー～

名探偵ポワロ
アクロイド殺人事件（吹）

5:30
7:10
9:15
11:00

13:00

15:00
17:00
18:45

21:00

23:30
1:30

3:45

リバティ・バランスを射った男

リオ・ブラボー
トランスポーター ザ・シリーズ

#1～4（全12話）

デルタ・フォース
デルタフォース２
ジェーン 

ドラゴン・タトゥーの女

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］

スパルタンX［吹替版］

6:45

9:00
11:30

15:00
17:15
19:15

21:00

23:45
1:45

3:30

沈まぬ太陽 #1～8
（第1部/全20話）

沈まぬ太陽 #9～14
（第2部/全20話）

沈まぬ太陽 #15～20
（第2部/全20話）

クライマーズ・ハイ

尾根のかなたに
～父と息子の日航機墜落事故～[前・後編]

6:30

13:45

19:00

0:30

3:15

かくも長き不在
トム・ホーン
タワーリング・インフェルノ

ロード・オブ・ザ・リング
［エクステンデッド版］

ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔
［エクステンデッド版］

ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還
［エクステンデッド版］

水晶の鼓動 殺人分析班
#1～5（全5話）

6:30
8:15
10:00

13:00

17:00

21:00

1:30

暗殺のオペラ［2Kレストア版］
さらば友よ
レッド・サン

MOZU Season1
～百舌の叫ぶ夜～ #1～5（全10話）
MOZU Season1
～百舌の叫ぶ夜～ #6～10（全10話）

MOZU Season2
～幻の翼～ #1～5（全5話）

「MOZU」スピンオフ
大杉探偵事務所～美しき標的編
「MOZU」スピンオフ 
大杉探偵事務所～砕かれた過去編

6:15
8:00
10:00

12:00

16:55

21:05

1:35

3:15

髪結いの亭主

フェリーニのアマルコルド［4Kレストア版］
タイム・トゥ・ラン
ワイルド・レンジ 最後の銃撃

ラストミッション
ノウイング
メカニック（2011）
メカニック：ワールドミッション

劇場版MOZU

地獄の黙示録 特別完全版

愛のタリオ［R-15指定版］
リオ・グランデの砦

5:00

6:30
8:45
10:30

13:00
15:15
17:30
19:15

21:00

23:15

2:45
4:45

ジュリエッタ
ドラゴン・ブレイド
ゴリラ

風の勇士 ポルダーク 2 #4

昼下りの情事［吹替版］
許されざる者（1960）［吹替版］
戦争と平和（1956）［吹替版］

The NET 網に囚われた男
ゴリラ［吹替版］
ハード・パニッシャー

私が、生きる肌

6:00
8:00
10:00

12:00

13:15
15:35
17:20

21:00
23:00
1:00

3:00

5:30
7:45
10:00
11:45

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

19:15

21:00
23:00

4:00

キカ
わらの犬（1971）
逃走車
ユーリー・ノルシュテイン

アオサギとツル

風の勇士 ポルダーク 2 #5
デルタ・フォース
デルタフォース２
アウトバーン

タイム・トゥ・ラン

バンク・ジョブ
トランスポーター ザ・シリーズ

#7～12（全12話）

愛の施術 至極の教典TAO（タオ）

5:30
7:20
9:20

12:00
13:15

13:30
15:30
17:15
19:00
21:00

23:00
1:00

2:45
4:30

ライブ・フレッシュ
ナチスが最も恐れた男
愛と精霊の家

風の勇士 ポルダーク 2 #6
ユーリー・ノルシュテイン

霧の中のハリネズミ
SAFE/セイフ
XIII サーティーン［前編］
XIII サーティーン［後編］
地獄のヒーロー
地獄のコマンド

甘い毒
ザ・ハリウッド ～セックスと野望～

［R-15指定版］
17歳［R15指定版］
攻撃

6:30
8:15
10:00

12:00
13:15

18:00

21:00
23:00
1:15

3:15

残像
沈黙の鉄拳
ビバリーヒルズ・コップ３

風の勇士 ポルダーク 2 #7
ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還

［エクステンデッド版］

ミュンヘン

ビバリーヒルズ・コップ３［吹替版］
ブーメラン［吹替版］
昼下がりの背徳

追憶の森

年末年始一挙 シネフィルWOWOWレーベル特選名画年末年始一挙 WOWOWドラマ傑作選

年末年始一挙 WOWOWドラマ傑作選

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

【放送メンテナンスについて】
●1月23日㈬はメンテナンスのため、深夜1時～翌
朝7時は放送を休止いたします。ご了承ください。

謎の存在 “アキラ” をめぐり、21世紀のネオ東京で展開するSFアクション
アニメの金字塔。人気漫画家・大友克洋が初の長編映画監督に挑戦し、
自身の原作をアニメ映画化。

A K I R A
2019年。第三次世界大戦後の荒廃
から復興したネオ東京は、翌年のオ
リンピック開催を控え、繁栄を取り戻
しつつあった。ある夜、金田をリーダー
とする不良少年たちのバイク団は、無
人のはずの路上で老人のような子ど
もに遭遇する。直後、アーミーのヘ
リが現われ、その奇妙な子どもととも
に負傷した仲間の鉄雄が連れ去られ
てしまう。この事件をきっかけに、金
田たちは政府がひた隠す “アキラ” を
めぐる抗争へと巻き込まれていく。

【世界がふり向くアニメ術 大友克洋】 / 死ぬまでに観たい映画1001本



第28期 竜星戦
　Eブロック4回戦には伊田篤史八段が登場す

る。十段位の獲得やリーグ入りの実績がある伊田八段は、中部総本部所属のト
ップ棋士。大胆な構想や力強い攻めを武器としている印象で、第69期 本因坊戦
七番勝負では、あの井山裕太本因坊の大石を仕留めたこともあるほどだ。本棋
戦でも伊田八段らしい攻めが炸裂するか期待（7日）。
　Gブロック4回戦には黄　翊祖八段が登場する。黄八段は各棋戦で安定した成
績を残す台湾出身の中堅棋士。リーグ入りの常連で、いつ棋戦優勝や七大タイト

ル挑戦に手が届いてもおかしくない実力者だ。竜
星戦でも決勝トーナメント進出が過去2回あり、
今期も活躍に期待したい（14日）。
　Hブロック4回戦には坂井秀至八段が登場する。
坂井八段は、2010年に関西棋院所属棋士として
は29年ぶりに七大タイトルの一つ・碁聖位を獲
得した。アマチュア時代には世界大会優勝の実績
があり、その後28歳でプロ入りするという異色の
経歴を持つ。実利を好むタイプで、序盤から足早
に地を稼ぐ実利先行策が出るのか注目したい。今
期、2期ぶりの決勝トーナメントを目指す（16日）。

第二十二期 ドコモ杯 女流棋聖戦
　スリリングな早碁対局で人気を博している女流
棋聖戦。1月より本戦トーナメント2回戦に突入す
る。前期は上野愛咲美女流棋聖が16歳で史上最
年少優勝を飾り一躍有名になったが、今期も新た
なヒロインが誕生するのだろうか。注目は、第二
十期挑戦者となり頭角を現した牛 栄子二段と、プ
ロ1年目で本棋戦初登場の加藤千笑初段。有望な
10代の若手が、実績のある相手にどんな戦いを
見せるのか。女流トップの謝　依旻女流本因坊、藤沢里菜女流立葵杯、ベテラン強豪の青木
喜久代八段らの戦いも見逃せない。（毎週日曜午後8時～他放送）

囲碁スペシャル「第3期 囲碁プレミアム杯 Ｇ１グランプリ」
　第3期を迎えた「囲碁プレミアム杯 Ｇ１グランプリ」。本大会は、インターネット会員サービス「囲碁プレミアム」の会員であ
れば参加費無料で出場することができる。棋力に応じてクラス分けされており、一番上の「竜星クラス」の全国大会はプロ顔負
けの実力を持つトップアマが集結する。今期も、「第29期 竜星戦」の予選出場権を懸けたハイレベルな対局が繰り広げられた。
番組では決勝戦の模様を本木克弥八段の解説でお届けする。
（11日午後8時～他放送）伊田篤史八段 ©囲碁・将棋チャンネル

加藤千笑初段
©囲碁・将棋チャンネル

第27期 銀河戦
　Dブロック4回戦には伊藤真吾五段
が登場する。伊藤五段は、第7回 朝
日杯将棋オープン戦でベスト8、翌年
にはベスト4入りした実力者。振り飛
車党だったが、最近は雁木などの居
飛車戦法も多く採用している。銀河
戦では、前期4連勝を挙げ決勝トーナ
メント進出を果たしたが、今期も連勝
街道を突き進むか（3日）。
　Fブロック4回戦には佐々木大地四
段が登場。佐々木四段は、第48期 
新人王戦で準優勝、第59期 王位戦
で挑戦者決定リーグに進出し、今後
の活躍が期待される若手棋士の一人。
銀河戦では、第25期に決勝トーナメ
ントに進出し、ベスト8に入る活躍を
みせた。居飛車党で力強い攻めが持
ち味。2期ぶりに決勝トーナメント進
出を目指す（10日）。
　Hブロック4回戦には黒沢怜生五段
が登場する。黒沢五段は、第43期 
棋王戦で挑戦者決定戦まで勝ち上が
り、第44期も挑戦者決定トーナメン
トでベスト4まで進出し、注目されて
いる若手実力者の一人。銀河戦では
前期、6連勝を挙げ決勝トーナメント
進出を果たした。振り飛車党で粘り
強い将棋が持ち味。今期も勝利を積
み重ねることが出来るか（17日）。

将棋スペシャル 
「第3期 将棋プレミアム杯 

Ｇ１グランプリ」
　「将棋プレミアム」によるアマチュア
大会としての認知度も上がり、前回よ
り参加者も倍増した本大会。無料で
参加できることに加え、各クラス成績
上位者には豪華賞品が贈られるのも
人気だ。また、銀河クラス優勝者に
はプロ公式棋戦「銀河戦」本戦出場
権が与えられる特典もあり、プロ棋士
との対局を目指し真剣勝負が繰り広げ
られた。番組では、今大会も盛り上
がりを見せた銀河クラス決勝戦の模様
を深浦康市九段の解説でお送りする。
（5日午後8時～他放送）

将棋スペシャル 
「第35期 全国アマチュア 
王将位大会 準決勝 第1局」
　「アマチュア王将位大会」は、全国
規模の地区予選の後、予選を勝ち抜
いた代表選手と招待選手による全国
大会が行われる。番組では、準決勝
第1、2局と決勝戦の模様を今月から
3ヶ月にわたり放送。今月は準決勝第
1局の模様をお届けする。
　前期優勝の森村賢平アマは、今期 
銀河戦に出場し、プロ棋士に勝利を
収める活躍をみせた。今期のアマチュ
ア王将位からも新たなスターが現れる
だろうか。トップアマによる戦いをお
見逃しなく。（26日午後8時～他放送）

伊藤真吾五段 ©囲碁・将棋チャンネル

深浦康市九段 ©囲碁・将棋チャンネル

●棋力向上委員会The PASSION!!
27日：月刊 囲碁棋聖戦 2月号

△銀河戦セレクション
佐藤天彦 特集

9日～：銀河戦セレクション
広瀬章人特集

30日：（14:36）ＣＭ（～15:00）

△将棋講座

△将棋講座
△第11期 マイナビ女子オープン
16日：第8期 リコー杯女流王座戦
30日：中級講座

●第28期 竜星戦●第28期 竜星戦

14日：Let'sチャレンジ詰碁

14日：第28期 竜星戦（～11:45）

●お好み置碁道場

14日：SENKO CUP ワールド碁
女流最強戦2018
（7:36）上級講座
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●パンダネット講座

●竜星戦セレクション
第43期碁聖位
許  家元 特集

●挑戦！テレビ囲碁認定 ●幽玄の間（2・9日）

△第8期 リコー杯
女流王座戦

△初級講座  28日:中級講座
△中級講座

△第3期 将棋プレミアム杯 
G1グランプリ

14日：お好み将棋道場
21日：第8回 将棋アマチュア銀河戦
28日：第35期 全国アマチュア

王将位大会

△最新対局徹底解説 

△挑戦！テレビ将棋認定
△入門講座

14日～：将棋講座
△将棋講座

△将棋連盟が選ぶ注目の一局

●第1期 韓国竜星戦

14日：（19：00）棋力向上委員会
The PASSION！！

28日：第二十二期 ドコモ杯
女流棋聖戦

●第28期 竜星戦

●上級講座
●パンダネット講座

●棋力向上委員会
The PASSION!!

26日：お好み置碁道場 特別版
（23:48～24:00）初級講座

●日本囲碁連盟囲碁講座

●上級講座
●パンダネット囲碁講座
●日本囲碁連盟囲碁講座

△第27期 銀河戦 ●厳選棋譜解説
第41期 新人王戦

12日～：厳選棋譜解説 第41期 名人戦

●第27期 竜星戦

●厳選棋譜解説
第39期 名人戦

●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）
1日：新春！ 藤井聡太に訊く
△将棋講座

△第43期 岡田美術館杯
女流名人戦
22日：第27期 銀河戦（～8:38）

△将棋講座

△将棋講座

△お好み将棋道場

1日：ひふみん日記
（10:42）第8期 リコー杯
　　　　女流王座戦
（11:30）新春！ 藤井聡太に訊く

　　　　　　　　　　　 （～12:00）

●記憶の一局

●囲碁講座
●パンダネット囲碁講座

△第27期 銀河戦

22日：（8:38）挑戦！テレビ将棋認定

CM  15日:パンダネット
29日:月刊 囲碁棋聖戦 2月号
●パンダネット
29日:（12:45）囲碁まるナビ

●幽玄の間  31日：囲碁講座

●竜星戦
セレクション
河野 臨 特集

15日～：竜星戦セレクション
富士田明彦

特集

●日本囲碁連盟囲碁講座
●初級講座
●挑戦！テレビ囲碁認定

△挑戦！テレビ将棋認定

●幽玄の間
29日：囲碁初級講座

●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

△中級講座

●パンダネット囲碁講座
22日：△月刊 竜王戦 特別号

●日本囲碁連盟囲碁講座
2日：（19:20）囲碁まるナビ/（19:36）詰碁コーナー
●パンダネット囲碁講座（9～30日）

●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  22日:（22:46）△挑戦！テレビ将棋

△第26期 銀河戦

△将棋講座
△将棋講座
△将棋講座  29日：ひふみん日記

△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

△タイトル戦 徹底解説
9・16日：（5:00）中級講座
23日：（4:48）月刊 竜王戦 特別号

△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
  2日：お好み置碁道場 特別版（～7:48）
  9日：（6:20）上級講座
30日：（6:00）月刊 囲碁棋聖戦（6:45）囲碁まるナビ

●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（9～23日）

△挑戦！テレビ将棋認定
●第二十二期 ドコモ杯 
女流棋聖戦

11日：Let'sチャレンジ詰碁

●お好み置碁道場

16・23日：第二十二期 ドコモ杯 
　　　　  女流棋聖戦
30日：リクエストアワー（囲碁）

△新春！ 藤井聡太に訊く
9・16日：CM  23・30日：将棋講座

△初級講座

△挑戦！テレビ将棋認定 △中級講座
△入門講座 16日～：将棋講座
9日：（16:25）閃き！5手詰 1本勝負
△将棋講座

△将棋講座/（17:30）新春！藤井聡太に訊く
  9日：将棋連盟が選ぶ注目の一局
16日：月刊 竜王戦 特別号/（17:48）中級講座
23日：中級講座/（17:30）ＣＭ
30日：月刊 竜王戦 2月号/（17:48）中級講座

●厳選棋譜解説
第43期 名人戦

●初級講座
●第28期 竜星戦

△第27期 銀河戦

△中級講座
●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
  3日：新春！ 藤井聡太に訊く

（6:35）中級講座

△第27期 銀河戦
△挑戦！テレビ将棋認定

△将棋講座

△将棋講座
3日：（10:45）新春！ 藤井聡太に訊く

△将棋講座

△入門講座
17・31日：月刊 竜王戦（～10:45）

△最新対局徹底解説
3日：（11:15～）

●厳選棋譜解説
第43期 名人戦

●竜星戦セレクション
富士田明彦 特集

  3日：お好み置碁道場 特別版
10日：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
19・26日：CM（12:00～12:14）

●挑戦！テレビ囲碁認定

●幽玄の間  31日：初級講座
24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
●初級講座
△将棋連盟が選ぶ

注目の一局

△第8期 リコー杯
女流王座戦

△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28期 竜星戦●第28期 竜星戦

  1日：お好み置碁道場 特別版
（24:48）上級講座

△第26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
斎藤慎太郎 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 名人戦

●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9期 中国竜星戦

11日：（9:45）第二十二期
ドコモ杯 女流棋聖戦
（11:48）Let'sチャレンジ詰碁

25日：第1期 韓国竜星戦

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

△銀河戦セレクション
広瀬章人 特集

△将棋講座
△タイトル戦 徹底解説

●お好み置碁道場

11日：第1期 韓国竜星戦

●パンダネット囲碁講座（4・18・25日）

●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

●上級講座
●第40回 世界アマ
日本代表決定戦

11日：第3期 囲碁プレミアム杯 
G1グランプリ

18日：第17回 囲碁アマチュア
竜星戦 決勝戦

25日：お好み置碁道場
●初級講座
△タイトル戦 徹底解説
  4日：新春！藤井聡太に訊く/（22:35）将棋講座
18日：月刊 竜王戦 特別号

△名勝負の解説
小野五平 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
11日～：第10期 マイナビ女子オープン

●竜星戦セレクション
第43期碁聖位
許  家元 特集

19日：お好み置碁道場 特別版
（5:48）初級講座

△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
5日：新春！藤井聡太に訊く/（9:35）初級講座

△お好み将棋道場

19日：第7回 J:COM杯 
～3月のライオン子ども 

将棋大会～

△将棋講座

●記憶の一局

●第9期 中国竜星戦

12・26日：第1期 韓国竜星戦

●厳選棋譜解説
第17回 農心辛ラーメン杯

19日～：厳選棋譜解説 第40期 棋聖戦

●第7回 農心辛ラーメン杯
26日：月刊 囲碁棋聖戦 2月号

（17:45）囲碁まるナビ

●上級講座

●日本囲碁連盟囲碁講座

△めざせプロ棋士
  5日：新春！藤井聡太に訊く

（25:35）将棋講座 
19日：月刊 竜王戦 特別号

（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 △入門講座

△銀河戦セレクション
初タイトル獲得記念
斎藤慎太郎 特集

△将棋講座
27日：囲碁まるナビ

●記憶の一局

●日本囲碁連盟囲碁講座

●初級講座
△挑戦！テレビ将棋認定
△第8期 リコー杯
女流王座戦

△最新対局徹底解説

△銀河戦セレクション
稲葉　陽 特集

△将棋講座  27日：将棋まるナビ

△浪花道場 3手詰

△将棋講座
27日：リクエストアワー（将棋）

△タイトル戦 徹底解説
6日：新春！藤井聡太に訊く/（17:30）ＣＭ

△中級講座
●厳選棋譜解説
第56期 十段戦

6日：お好み置碁道場 特別版（～19:48）

●パンダネット囲碁講座
27日：（19:22）詰碁コーナー

●挑戦！テレビ囲碁認定
●上級講座

△第3期 将棋プレミアム杯 
G1グランプリ

13日：お好み将棋道場
20日：第8回 将棋アマチュア銀河戦
27日：第35期 全国アマチュア

王将位大会

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

△第6期 マイナビ
　女子オープン
27日：第24期 女流王位戦

△中級講座
27日：囲碁まるナビ

△タイトル戦 徹底解説
6日：新春！藤井聡太に訊く/（26:35）中級講座

●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 20日：パンダネット囲碁講座
27日：（8:45）囲碁まるナビ

●上級講座

●囲碁講座
●パンダネット囲碁講座

3・31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

△中級講座
△挑戦！テレビ将棋認定
△第3期 将棋プレミアム杯 
G1グランプリ

12日：お好み将棋道場
19日：第8回 将棋アマチュア銀河戦
26日：第35期 全国アマチュア

王将位大会

△将棋講座
△将棋講座
△タイトル戦 徹底解説

△将棋講座

△閃き！5手詰 1本勝負（6～20日）
●幽玄の間

29日：囲碁講座

△中級講座 28日:将棋まるナビ

生放送
14日

△第68期 王将戦七番勝負
第1局 2日目 朝（8:50～9:45）

生放送
27日

△第68期 王将戦七番勝負
第2局 2日目 朝（8:50～9:45）

生放送
27日

△第68期 王将戦七番勝負
第2局 2日目 夕方（17:00～19:00）生放送

14日
△第68期 王将戦七番勝負
第1局 2日目 夕方（17:00～19:00）

生放送
22日

●第43期 棋聖戦挑戦手合七番勝負
第2局 2日目 朝（8:50～9:45）

生放送
22日

●第43期 棋聖戦挑戦手合七番勝負
第2局 2日目 夕方（18:00～20:00）

●第40回 世界アマ
日本代表決定戦

13日：第3期 囲碁プレミアム杯 
G1グランプリ

20日：第17回 囲碁アマチュア
竜星戦 決勝戦

27日：お好み置碁道場

1日：
（12:00）
お好み置碁道場
　　　　特別版
（13:48）
上級講座
（14:00）
月刊 囲碁棋聖戦
　　　　  1月号
（14:45）
囲碁まるナビ

機器メンテナンスのため休止
24日 1:00～7:00

●上級講座（3・10日）

3・31日：
●月刊 囲碁棋聖戦
（22:48）
●上級講座

生放送
11日

●第43期 棋聖戦挑戦手合七番勝負
第1局 2日目 朝（8:50～9:45）

生放送
11日

●第43期 棋聖戦挑戦手合七番勝負
第1局 2日目 夕方（18:00～20:00）

19日：ひふみん日記
26日：将棋まるナビ



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

『日本統一 V☆パラダイス
特別編集版』シリーズを一挙放送

SunSun MonMon

WedWedTueTue SatSatFr iThuThu
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受難

日本統一 V☆パラダイス
特別編集版1

日本統一 V☆パラダイス
特別編集版2

日本統一 V☆パラダイス
特別編集版3

日本統一 V☆パラダイス
特別編集版4

日本統一 V☆パラダイス
特別編集版5

プロレスリングWAVE ＃344

森咲智美 咲露-エロ-
パチマガGIGAWARS超

シーズン5 #15（終）
受難
海賊王船長タック

season.3 ＃12
なにわ忠臣蔵

日本統一 V☆パラダイス 特別編集版5
千年の松 完結編
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃186

パチンコキャノンボール
season1 #1～#5

パチンコキャノンボール
season1 ＃6（終）

パチスロキャノンボール
2018敗者復活バトル

堕落 背徳妻の憂鬱
プロレスリングWAVE ＃344

永井里菜 Cure×Rina
誘女、派遣します episode39
極道の門 第五部
制覇15
パチスロキャノンボール

season5 ＃6（終）
誘女、派遣します episode39

日本統一 V☆パラダイス
特別編集版4

千年の松
プロレスリングWAVE ＃344
パチスロキャノンボール season5 ＃6（終）
稲穂の無頼～死闘の果て～完結編
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃186
海賊王船長タック season.3 ＃12
パチドルクエスト season8 ＃1
受難
満淫電車 混雑DELUXE
パチスロキャノンボール 2018敗者復活バトル

朝比奈祐未 体験入国
稲穂の無頼～死闘の果て～完結編
海賊王船長タック season．3 ＃11
極道の門 第五部
パチマガGIGAWARS超

シーズン5 ＃14
誘女、派遣します episode38

日本統一 V☆パラダイス
特別編集版3

木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ！㉛
パチスロキャノンボール 2018敗者復活バトル
誘女、派遣します episode39
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 #15（終）
プロレスリングWAVE ＃344
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃186
八局麻雀9 ＃2
堕落 背徳妻の憂鬱
満淫電車 混雑DELUXE
透明彼女 season6＃12 みのり

草野綾 ボクの最高な彼女
稲穂の無頼～哀しき相克～
稲穂の無頼～死闘の果て～完結編
パチスロキャノンボール  season5 ＃6（終）
パチドルクエスト

 season7 ＃13（終）
誘女、派遣します episode37

日本統一 V☆パラダイス
特別編集版2

八局麻雀9 ＃2
なにわ忠臣蔵
受難
極道の門 第五部
パチスロキャノンボール

2018敗者復活バトル
満淫電車 混雑DELUXE

23
稲垣彩夏 僕のいいなり
小日向ななせ こひななちゃん
パチンコキャノンボール season2 ＃2
日本統一18
海賊王船長タック season.6 ＃16
Shame Hair モーニングセット、牛乳、春
海賊王船長タック season.3 ＃15
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦Ⓑ
パチドルクエスト season7 ＃11
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!32
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #3
闇金ドッグス9
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #12
魔王街 サディスティック・シティ
制覇16
塚田綾佳 初恋あやぽん
満淫電車 混雑DELUXE
透明彼女 season7＃3

塚田綾佳 初恋あやぽん
佐藤美咲 セカンドLOVE
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #4
インシディアス
パチドルクエスト season8 ＃4
日本統一17
パチンコキャノンボール season2 ＃2
八局麻雀9 ＃3
パチドルクエスト season7 ＃13（終）
プロレスリングWAVE ＃348
海賊王船長タック season.6 ＃16
日本統一18
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃190
海賊王船長タック season.3 ＃16
パチドルクエスト season8 ＃5
魔王街 サディスティック・シティ
エクスタシー・リベンジ

-香織- 妖艶美女の甘き罠
Shame Hair モーニングセット、牛乳、春
透明彼女 season7＃3

石岡真衣 ボクの最高な彼女
瑞本詩音 Milky Glamour
パチドルクエスト season8 ＃4
制覇16
パチンコキャノンボール season2 ＃2
魔王街 サディスティック・シティ
海賊王船長タック season.6 ＃16
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦 決勝卓
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #12
パチドルクエスト season7 ＃12
海賊王船長タック season.3 ＃15
難波金融伝 ミナミの帝王20
誘女、派遣します episode40
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #4
プロレスリングWAVE ＃348
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃190
八局麻雀9 ＃3
ヤンキーヘルパー
エクスタシー・リベンジ-香織- 妖艶美女の甘き罠
喫茶グラビアパラダイス ＃3

みのり 美味しくみのりました
織田真実那 Hip&Leg
海賊王船長タック season.6 ＃16
闇金ドッグス9
海賊王船長タック season.3 ＃15
インシディアス
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #3
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦Ⓐ
パチドルクエスト season7 ＃10
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #12
パチドルクエスト season8 ＃4
制覇16
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!32
日本統一18
Shame Hair モーニングセット、牛乳、春
エクスタシー・リベンジ-香織- 妖艶美女の甘き罠
ヤンキーヘルパー
透明彼女 season7＃3
誘女、派遣します episode40

草野綾 ボクの最高な彼女
小日向ななせ こひななちゃん
闇金ドッグス9
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第一節④

インシディアス
パチンコキャノンボール season2 ＃2
海賊王船長タック season.3 ＃15
パチドルクエスト season8 ＃4
海賊王船長タック season.6 ＃16
極道の門 第五部
八局麻雀9 ＃3
あなたといく
酒と温泉ふたり旅4 #12
制覇16
難波金融伝 ミナミの帝王20
ヤンキーヘルパー
透明彼女 season7＃3
佐藤美咲 セカンドLOVE

安位薫 Prima Stella 1st Image
瑞本詩音 Milky Glamour
新宿欲望探偵
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘 決勝卓
キリング・フィールズ 失踪地帯
海賊王船長タック season.3 ＃14
鬼奴＆大 ぱちぱち夫婦 ＃1
パチドルクエスト season8 ＃3
パチスロキャノンボール season6 ＃1
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉛
極道の門 第四部
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第一節③
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #11
聖域2 組長の最も長い一日
難波金融伝 ミナミの帝王19
幻界エロス教典 蜘蛛の糸
透明彼女 season7＃2
小日向ななせ こひななちゃん

みのり 美味しくみのりました
桐山瑠衣 ゆれつづける
パチスロキャノンボール season6 ＃1
新宿欲望探偵
海賊王船長タック season.3 ＃14
キリング・フィールズ 失踪地帯
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #2
麻雀最強戦2017
著名人代表決定戦 技巧編 決勝卓
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #11
パチドルクエスト season8 ＃3
聖域2 組長の最も長い一日
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉛
殺戮の応酬
すんドめNew2
乳酸菌飲料販売員の女
幻界エロス教典 蜘蛛の糸
透明彼女 season7＃2
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃15

森咲智美 咲露-エロ-
春菜めぐみ ごめんね、先輩
鬼奴＆大 ぱちぱち夫婦 ＃1
殺戮の応酬
パチスロキャノンボール season6 ＃1
すんドめNew2
海賊王船長タック season.3 ＃14
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘 決勝卓
パチドルクエスト season7 ＃6
誘女、派遣します episode39
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #2
新宿欲望探偵
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #11
18倫 アイドルを探せ!
聖域2 組長の最も長い一日
稲垣彩夏 僕のいいなり
女闇金－マキ－

金とSEXが呼ぶ肉欲煉獄
喫茶グラビアパラダイス ＃3

朝比奈祐未 体験入国
和地つかさ ふわふわハニー
透明彼女 season7＃2
パチドルクエスト season8 ＃3
聖域2 組長の最も長い一日
鬼奴＆大 ぱちぱち夫婦 ＃1
18倫 アイドルを探せ!
パチスロキャノンボール season6 ＃1
八局麻雀9 ＃1
パチドルクエスト season7 ＃7
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉛
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #11
海賊王船長タック season.3 ＃14
難波金融伝 ミナミの帝王19
誘女、派遣します episode39
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #3
プロレスリングWAVE ＃347
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃189
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦 決勝卓
メンテナンスのため放送休止

誘女、派遣します episode39
喫茶グラビアパラダイス ＃3
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #3
キリング・フィールズ 失踪地帯
パチドルクエスト season8 ＃3
闇金ドッグス7
鬼奴＆大 ぱちぱち夫婦 ＃1
八局麻雀9 ＃2
パチドルクエスト season7 ＃8
プロレスリングWAVE ＃347
パチスロキャノンボール season6 ＃1
殺戮の応酬
魚拓と成瀬の
ツキとスッポンぽん ＃189
海賊王船長タック season.3 ＃15
パチドルクエスト season8 ＃4
18倫 アイドルを探せ!
乳酸菌飲料販売員の女
すんドめNew2
透明彼女 season7＃2

鈴木ゆき 心恋-うらごい-
瑞本詩音 Milky Glamour
海賊王船長タック season.3 ＃15
極道の門 第四部
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #3
新宿欲望探偵
パチドルクエスト season8 ＃4
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦 決勝卓
パチドルクエスト season7 ＃9
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃189
鬼奴＆大 ぱちぱち夫婦 ＃1
キリング・フィールズ 失踪地帯
プロレスリングWAVE ＃347
難波金融伝 ミナミの帝王19
誘女、派遣します episode40
海賊王船長タック season.6 ＃16
透明彼女 season7＃3
女闇金－マキ－ 金とSEXが呼ぶ肉欲煉獄
18倫 アイドルを探せ!
喫茶グラビアパラダイス ＃3

稲垣彩夏 僕のいいなり
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃16
プロレスリングWAVE ＃347

極道の門 第四部＞ 第五部
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦 決勝卓
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #3
海賊王船長タック season.6 ＃16
鬼奴＆大 ぱちぱち夫婦 ＃1
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃189

難波金融伝 ミナミの帝王17
難波金融伝 ミナミの帝王18
難波金融伝 ミナミの帝王19
難波金融伝 ミナミの帝王20
18倫 アイドルを探せ!
乳酸菌飲料販売員の女
幻界エロス教典 蜘蛛の糸
女闇金－マキ－ 金とSEXが呼ぶ肉欲煉獄

石岡真衣 ボクの最高な彼女
池田ゆり Sexy Body
プロレスリングWAVE ＃345

闇金ドッグス5
闇金ドッグス6
闇金ドッグス7
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦Ⓐ
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #1
海賊王船長タック season.6 ＃15
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ!! ＃1
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃187
実録 東声会 暗黒の首領
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃15
ピンクレディ 女はそれを我慢できないッ
わたしはわたし～OL葉子の深夜残業～
女弁護士恥辱法廷 撮られた肢体
友達のお母さん 禁断DELUXE
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃12

森咲智美 咲露-エロ-
和地つかさ ふわふわハニー
海賊王船長タック season.3 ＃13
日本統一22
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #1
エロティックな関係
パチドルクエスト season8 ＃2
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦Ⓐ
パチドルクエスト season7 #2
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃187
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ!! ＃1
SPOOKSスプークス MI-5
プロレスリングWAVE ＃345
難波金融伝 ミナミの帝王17
海賊王船長タック season.6 ＃15
透明彼女 season7＃1 
友達のお母さん 禁断DELUXE
ピンクレディ 女はそれを我慢できないッ
喫茶グラビアパラダイス ＃2

朝比奈祐未 体験入国
桐山瑠衣 ゆれつづける
喫茶グラビアパラダイス ＃2
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #1
SPOOKSスプークス MI-5
パチドルクエスト season8 ＃1
闇金ドッグス5
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ!! ＃1
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第一節②

プロレスリングWAVE ＃345
パチドルクエスト season8 ＃1
実録 東声会 暗黒の首領
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃187
海賊王船長タック season.3 ＃13
パチドルクエスト season8 ＃2
ピンクレディ 女はそれを我慢できないッ
わたしはわたし～OL葉子の深夜残業～
妻の恋人
誘女、派遣します episode38

安位薫 Prima Stella 1st Image
桃咲あや Milky Glamour
パチドルクエスト season8 ＃1
聖域 組長の最も長い一日
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ!! ＃1
ピンクレディ 女はそれを我慢できないッ
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 #15（終）
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第一節①
パチドルクエスト season7 #1
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #9
海賊王船長タック season.3 ＃12
難波金融伝 ミナミの帝王17
誘女、派遣します episode37
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #1
プロレスリングWAVE ＃345
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃187
麻雀最強戦2017 女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦Ⓐ
女弁護士恥辱法廷 撮られた肢体
わたしはわたし～OL葉子の深夜残業～
喫茶グラビアパラダイス ＃2

草野綾 ボクの最高な彼女
池田ゆり Sexy Body
ガンバレルーヤの
ぱちチャレルーヤ!! ＃1

実録 東声会 暗黒の首領
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 #15（終）
妻の恋人
海賊王船長タック season.3 ＃12
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘Ⓐ
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉙
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 #15（終）
エロティックな関係
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #9
ピンクレディ 女はそれを我慢できないッ
聖域 組長の最も長い一日
石岡真衣 ボクの最高な彼女
友達のお母さん 禁断DELUXE
誘女、派遣します episode37

鈴木ゆき 心恋-うらごい-
永井里菜 Cure×Rina
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 #15（終）
エロティックな関係
海賊王船長タック season.3 ＃12
SPOOKSスプークス MI-5
パチマガGIGAWARS超 シーズン5 #15（終）
麻雀最強戦2017
著名人代表決定戦 技巧編Ⓐ
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #9
パチドルクエスト season8 ＃1
聖域 組長の最も長い一日
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 東声会 暗黒の首領
妻の恋人
わたしはわたし～OL葉子の深夜残業～
女弁護士恥辱法廷 撮られた肢体
恵比寿マスカッツの
すぽスポSPORTS ＃11

朝比奈祐未 体験入国
ありす 初恋ありす
エロティックな関係
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘Ⓐ
SPOOKSスプークス MI-5
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ!! ＃1
海賊王船長タック season.3 ＃12
パチドルクエスト season8 ＃1
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉙
日本統一22
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第一節①

あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #9
聖域 組長の最も長い一日
難波金融伝 ミナミの帝王17
女弁護士恥辱法廷 撮られた肢体
和地つかさ ふわふわハニー
誘女、派遣します episode38

鈴木ゆき 心恋-うらごい-
春菜めぐみ ごめんね、先輩
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #2
マッハ!無限大
パチドルクエスト season8 ＃2
闇金ドッグス6
パチンコキャノンボール season2 ＃1
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第一節④

パチドルクエスト season7 ＃5
プロレスリングWAVE ＃346
海賊王船長タック season.6 ＃15
実録 東声会 暗黒の首領 完結篇
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃188
海賊王船長タック season.3 ＃14
パチドルクエスト season8 ＃3
18倫
義妹の乱れた喪服
すんドめNew
透明彼女 season7＃1 

草野綾 ボクの最高な彼女
織田真実那 Hip&Leg
海賊王船長タック season.3 ＃14
日本統一23
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #2
闇金ドッグス8
パチドルクエスト season8 ＃3
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦Ⓑ
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃188
パチンコキャノンボール season2 ＃1
マッハ!無限大
プロレスリングWAVE ＃346
難波金融伝 ミナミの帝王18
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!32
パチスロキャノンボール season6 ＃1
透明彼女 season7＃2
喫茶グラビアパラダイス ＃3
女子大生 恥じらいの発情
18倫

みのり 美味しくみのりました
永井里菜 Cure×Rina
プロレスリングWAVE ＃346

日本統一22
日本統一23
日本統一24
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦Ⓑ
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #2
パチスロキャノンボール season6 ＃1
パチンコキャノンボール season2 ＃1
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃188
実録 東声会 暗黒の首領 完結篇
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃16
18倫
義妹の乱れた喪服
僕の彼女はロボワイフ
女子大生 恥じらいの発情
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃14

石岡真衣 ボクの最高な彼女
ありす 初恋ありす
パチンコキャノンボール season2 ＃1
実録 東声会 暗黒の首領 完結篇
海賊王船長タック season.6 ＃15
すんドめNew
海賊王船長タック season.3 ＃13
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘Ⓑ
パチドルクエスト season7 #3
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉚
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #1
闇金ドッグス8
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #10
18倫
日本統一24
みのり 美味しくみのりました
女子大生 恥じらいの発情
透明彼女 season7＃1 

朝比奈祐未 体験入国
桐山瑠衣 ゆれつづける
透明彼女 season7＃1 
パチドルクエスト season8 ＃2
日本統一24
パチンコキャノンボール season2 ＃1
18倫
海賊王船長タック season.6 ＃15
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第一節③
パチドルクエスト season7 #4
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #10
海賊王船長タック season.3 ＃13
難波金融伝 ミナミの帝王18
誘女、派遣します episode38
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #2
プロレスリングWAVE ＃346
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃188
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦Ⓑ
僕の彼女はロボワイフ
義妹の乱れた喪服

森咲智美 咲露-エロ-
桃咲あや Milky Glamour
海賊王船長タック season.6 ＃15
闇金ドッグス8
海賊王船長タック season.3 ＃13
マッハ!無限大
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 #1
麻雀最強戦2017
著名人代表決定戦 技巧編Ⓑ
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #10
パチドルクエスト season8 ＃2
日本統一24
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉚
実録 東声会 暗黒の首領 完結篇
すんドめNew
義妹の乱れた喪服
僕の彼女はロボワイフ
恵比寿マスカッツの
すぽスポSPORTS ＃13

春菜めぐみ ごめんね、先輩
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃15
闇金ドッグス8
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘Ⓑ
マッハ!無限大
パチンコキャノンボール season2 ＃1
海賊王船長タック season.3 ＃13
パチドルクエスト season8 ＃2
海賊王船長タック season.6 ＃15
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉚
日本統一23
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第一節②
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #10
日本統一24
難波金融伝 ミナミの帝王18
僕の彼女はロボワイフ
透明彼女 season7＃1 
織田真実那 Hip&Leg

『日本統一 V☆パラダイス特別編集版』シリーズを連日一挙放送

＜TV初放送＞【結束－、いざ行かん、頂へ!!】

１／１３（日） 午後９：００～１０：４０ 他
日本統一24

監督：濱水信 
出演：本宮泰風、山口祥行、小沢仁志、大沢樹生

全国の神農を巻き込んだ未曾有の抗争が終結し、侠和会は若頭・
氷室蓮司を中心に、各地の侠和会のシマを強固にするという、本格
的な新体制へと踏み込む。侠和会若頭補佐・田村は大阪に川谷組
の本部を移し、西日本の地盤を固める。東北は極山会の多くが、三
田を会長とする関東の丸神会に吸収される中、参加を拒否した進
友会・平川が侠和会に参入。平川への報復に燃える丸神会理事長
補佐・鶴見を中心に、侠和会といつでも事を構えようと殺気立って
いた。

【俺にとって忘れられない一日となった】

１／６（日） 午後９：００～１０：３０ 他
聖域 組長の最も長い一日

2018スターコーポレーション21/販売元：オールインエンタテインメント

監督：藤原健一 
出演：松村雄基、本宮泰風、葉加瀬マイ、山下真司

2011年冬―。大和組組長・大山大悟は銃刀法違反で逮捕され、
若頭の狩野仁が組長代行として組を任された。しかし、大和組は
内部抗争が起き、本家と新
大和連合とで分裂していた。
そして2017年夏―。6年の
刑期を終え、大山は出所す
ることとなった。しかし、刑務
所から本部に向かった車の
中に大山の姿はなかった…。

※１／５は、『日本統一 V☆パラダイス特別編集版』１～５を連続一挙放送!
※１月は、『日本統一22』、『日本統一23』も合わせて放送!



１月２日㈬ 午後2：00 ほか

市川雷蔵、没後50年の節目の年に、代表作「眠狂四郎」をはじめ主演作の中でも選りすぐりの作品を1年かけて
毎月お届けする。

原作：柴田錬三郎　監督：池広一夫　脚本：星川清司
出演：市川雷蔵／藤村志保／久保菜穂子／根岸明美／
　　　春川ますみ／城健三朗　ほか

時代劇専門チャンネル　新春映画祭り

KADOKAWA 1964

ある朝、眠狂四郎（市川雷蔵）は
浜町河岸で二人の美女の死体を
見た。鳥蔵（小林勝彦）は、二人
が大奥の奥女中だと明かすが、
その直後、役人に妹の小鈴（藤
村志保）とともに捕らえられ処刑
されてしまう。幕閣深くでは陰謀
が渦巻き、大奥には阿片が流さ
れ、二人の美女は将軍の娘・菊
姫（毛利郁子）によって薬漬けに
されたあげく、殺されたのであっ
た。時を同じくして、狂四郎は自
分と血のつながりをもつという
尼僧びるぜん志摩（久保菜穂子）
がいる浜松へと旅立った…。

＜没後50年＞ 市川雷蔵  不滅の美学

原田左之助  篇
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ディズニー・チャンネル提供

福 袋




