
ゲスト選手が競輪
をひと時忘れ、大
いに楽しむ趣味、
食事、旅などを
テーマに、山口幸
二と普段は聞けな
いウルトラ話を展
開します。
出演：山口幸二、
　　　冨田恵美子
初回放送日・時間　２月26日㈫ 後9：30～

ヤマコウの競輪コージ宴 #9

人気番組「真券」
シリーズ！タレン
トチームと視聴
者代表チームが
実際に車券を購
入して真券勝負
するバラエティ。
当日来場されて
いるファンにもイ
ンタビューを行い、ファンのこだわり予想や持論も紹介
します。
初回放送日・時間　２月14日㈭ 後9：30～

真券GOLD RUSH! #35（高松）

第34回読売新聞社杯全日本選抜競輪（別府・ＧⅠ）関連番組

ビッグレース開催前
夜にお送りするスペ
シャル展望番組。
放送日・時間
２月７日㈭～10日㈰
後9：00～
深0：00～
※翌日朝に再放送致
します。

レース直後の選手の表
情など舞台裏の様子を
交えながら、決勝まで
の栄光に隠された勝負
のドラマを、さらに深く
振り返ります。
初回放送日・時間
２月20日㈬
深0：00～

第34回読売新聞社杯全日本選抜競輪 激闘の４日間第34回読売新聞社杯全日本選抜競輪 前夜版まるごと展望

第33回読売新聞社杯全日本選抜競輪（四日市） 表彰式第33回読売新聞社杯全日本選抜競輪（四日市） 決勝ゴール
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つりステ釣会議 20
エリアトラベラーズ 95
ワカサギマニアックス 5
鮎2018
モンドリアンファイター 20
とことんエギパラダイス 118
関西発！海釣り派 156
こちら東海です。171
ハイパーエキスパート
SW LURE FISHING in PALAU
メタルバスター 2
ギアステーション 627
TENKARA
つりステ釣会議 20
弾丸BASSボーイ！21

魚種格闘技戦！ 203
パプアニューギニア第2弾 淡水怪魚グランドスラムに挑む！

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フィッシングエンターテインメント。今回は、南
太平洋に浮かぶ島国・パプアニューギニア釣行の続編。前回、世界最強の
淡水魚と謳われる“パプアンブラック
バス”を狙い、驚愕の世界記録級を釣
り上げた村田。次なる目標は、黄金の
目とガンメタボディが輝く“バラマン
ディ”。さらに太古の魚“サラトガ”も加
え、パプアニューギニアでの淡水怪
魚グランドスラムを狙う！

福島和可菜ちゃんが、海のルアー
ゲームの世界を紹介する『突撃！
SEAソルジャー』。初登場の釣りガー
ル・久角真梨奈さんと、京都府丹後
半島沖で青物ジギングにチャレンジ
します。この地域では“丹後ジャーク”
と呼ばれる、ルアーを激しく動かし続
ける釣り方がスタンダード。そんな男性的な釣りを、超なめらかな“カス
タードジャーク”や、緩急をつけた“ツンデレジャーク”など、女性ならではの
アレンジで楽しく攻略！このほか、2月の釣りビジョンはスペシャル編成月
間！毎週水曜日は24時間たっぷりソルトルアー番組をお送りします！

突撃！SEAソルジャー 49
京都府丹後半島の青物ジギング

毎年多くの来場者でにぎわう釣り業
界の祭典、フィッシングショー。番
組では、2月初旬開催の「フィッシン
グショー OSAKA2019」の模様を2
時間スペシャルでタップリお届けしま
す！最新アイテムが並ぶ各メーカーの
ブースを、釣りビジョンガールズが徹
底取材！さらに、視聴者の皆様への
プレゼントもあわせておねだりしてい
きます。有名アングラーとの交流や、
親子で楽しめるアトラクションなど、
ショーの魅力に触れた後は豪華プレ
ゼント目指してぜひご応募ください！

欲しなりますやん！フィッシングショーOSAKA2019
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プラネット イングリッシュ
ワード・ワールド

サラとダックン
ペッパピッグ

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　　4日～ ミッキーマウスとロードレーサーズ

おたすけマニー　　4日～ ロボカーポリー

ミッキーマウス クラブハウス　　4日～ しゅつどう！パジャマスク

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち　　4日～ マイルズのトゥモローランドだいさくせん

チャギントン

ロボカーポリー　　4日～ ミッキーマウス クラブハウス

ロボカーポリー　　4日～ 19：30～20：30 ドックはおもちゃドクター

 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　　4日～ ジェイクとネバーランドのかいぞくたち

ケイトとミンミン　　4日～ チクタク・タウン

 カリメロ

チクタク・タウン　　4日～ ビッケはちいさなバイキング

おとぎのもりのゴールディとベア

 プーさんといっしょ

 ミッキーマウス クラブハウス

 ドックはおもちゃドクター　　4日～ 14:30～15:00 ちいさなプリンセス　ソフィア

ロボカーポリー　　4日～ ドックはおもちゃドクター

 カリメロ

 ライオンキングのティモンとプンバァ

 マイルズのトゥモローランドだいさくせん

 ミッキーマウスとロードレーサーズ

ちいさなプリンセス　ソフィア

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　16日～ おしゃれにナンシー・クランシー

マペット・ベビー

 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

マペット・ベビー

バンピリーナとバンパイアかぞく

チクタク・タウン　　16日～ おしゃれにナンシー・クランシー

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

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　　4日～ おとぎのもりのゴールディとベア

動物園通り64番地

サラとダックン　　4日～ ケイトとミンミン

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

 ドックはおもちゃドクター
4日～ 18：30～19：00 しゅつどう！パジャマスク

19：00～19：30 ロボカーポリー



★2月19日㈫AM0：00～6：00は停波のため放送なし。
★内容は変更する場合がございます。予めご了承ください。

悪魔バスター★スター・バタフライ　　15日～ 怪奇ゾーン グラビティフォールズ

マイリトルポニー ～トモダチは魔法～　4日～ ラプンツェル ザ・シリーズ（14：00～14：27）、ツムツム（14：27～14：30）

ミラキュラス　レディバグ＆シャノワール　　4日～ フィニアスとファーブ

アバローのプリンセス　エレナ　4日～ ミラキュラス　レディバグ＆シャノワール

ハーレーはド真ん中

キム・ポッシブル

ラプンツェル ザ・シリーズ　　4日～ ザ・ペンギンズ from マダガスカル

ミラキュラス　レディバグ＆シャノワール　　4日～ ダックテイルズ

怪奇ゾーン グラビティフォールズ　　13日～ フィニアスとファーブ

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

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　　4日～ 怪奇ゾーン グラビティフォールズ

ダックテイルズ
モラン

おさるのジョージ

ドックはおもちゃドクター

ひつじのショーン　　4日～ アバローのプリンセス　エレナ

ペッパピッグ
カズープ！

ミッキーマウス　クラブハウス

パグ・パグ・アドベンチャー

ちいさなプリンセス　ソフィア

おとぎのもりのゴールディとベア

マペット・ベビー

マイロ・マーフィーの法則　　4日～ ミラキュラス　レディバグ＆シャノワール
フィニアスとファーブ　　4日～ マイロ・マーフィーの法則

ティーン・スパイ K.C.

怪奇ゾーン グラビティフォールズ　　15日～ 悪魔バスター★スター・バタフライ

マイロ・マーフィーの法則　　4日～ ラプンツェル ザ・シリーズ

悪魔バスター★スター・バタフライ　4日～ マイロ・マーフィーの法則

ラプンツェル ザ・シリーズ　4日～ ベイマックス ザ・シリーズ

ミラキュラス　レディバグ&シャノワール　4日～ 悪魔バスター★スター・バタフライ

ガール・ミーツ・ワールド

怪奇ゾーン グラビティフォールズ

レイブンのウチはチョー大変！

ザ・ロッジ 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　　4日～ ベイマックス ザ・シリーズ

うわさのツインズ　リブとマディ　　28日～ やりすぎ配信！ ビザードバーク

やりすぎ配信！ビザードバーク　　12日～ いつだってベストフレンド

ジェシー！　　7日～ キャンプ・キキワカ

チャック・チャック　　15日～ リロ アンド スティッチ　ザ・シリーズ

キム・ポッシブル

ダックテイルズ

チャック・チャック　　4日～ ミラキュラス　レディバグ＆シャノワール

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

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　　4日～ マイリトルポニー ～トモダチは魔法～

ミッキーマウス！

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

マイルズのミッション・フォース・ワン

パグ・パグ・アドベンチャー

ドックのおもちゃびょういん

バンジのにゃむにゃむ日記

ダックテイルズ

ちいさなプリンセス　ソフィア

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

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～

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

マイロ・マーフィーの法則

アバローのプリンセス　エレナ

アバローのプリンセス　エレナ

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

バンジのにゃむにゃむ日記

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

　1　㈮ フィニアスとファーブ/ザ・ムービー
　2　㈯ 塔の上のラプンツェル（19：30～21：20）、

ムーラン（21：20～23：00）
　3　㈰ オズ はじまりの戦い
　8　㈮ モンスターズ・ユニバーシティ
　9　㈯ ズートピア

10　㈰ ポーラー・エクスプレス
15　㈮ Mr.インクレディブル
16　㈯ ベイマックス
17㈰ コウノトリ大作戦！
22　㈮ ポーラー・エクスプレス
23　㈯ ティンカー・ベル
24㈰ 星の王子さまと私

　2　㈯ シンデレラ（10：00～11：30）、
リトル・マーメイドⅢ/はじまりの物語（11:30～13：00）、
塔の上のラプンツェル（13：00～14：50）、
ムーラン（14：50～16：30）、シンデレラ（16：30～18：00）、
リトル・マーメイドⅢ/はじまりの物語（18：00～19：30）

　3　㈰ くまのプーさん（13：00～14：15）、 
おしゃれキャット（14：15～15：45）

　9　㈯ モンスターズ・ユニバーシティ
10　㈰ ズートピア
16　㈯ Mr.インクレディブル
17㈰ ベイマックス（13：30～15：30）
23　㈯ ポーラー・エクスプレス

　　　　　 （14：30～16：15）
24㈰ ティンカー・ベル

　1　㈮ フック
　2　㈯ オズ はじまりの戦い
　3　㈰ くまのプーさん ルーの楽しい春の日
　8　㈮ スチュアート・リトル（23：30～25：00）、

スチュアート・リトル２（25：00～26：30）
　9　㈯ ポーラー・エクスプレス

10　㈰ ムーラン ２
15　㈮ ザ・マペッツ
16　㈯ コウノトリ大作戦！
17㈰ シンデレラⅡ（23：30～25：00）、

シンデレラⅢ 戻された時計の針（25：00～26：30）
22　㈮ ANNIE/アニー
23　㈯ 星の王子さまと私
24㈰ ハンナ・モンタナ/ザ・ムービー



※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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らんま1/2 デジタルリマスター版
こちら葛飾区

亀有公園前派出所

3日～

食戟のソーマ 弐ノ皿

～12日 シティーハンター〈HDリマスター〉 ※12日 名探偵コナン（1：30～2：00pm）　　13日～ シティーハンター2〈HDリマスター〉

ちびまる子ちゃん

Dr.スランプ アラレちゃん ※18日 キテレツ大百科〈リマスター版〉

名探偵コナン

ドラゴンボール改 ※18日 こちら葛飾区亀有公園前派出所

ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版 ※18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〉

ドラゴンボール改

Dr.スランプ アラレちゃん

～25日 こちら葛飾区亀有公園前派出所　　26日～ ガンバリスト！駿

～11日 シティーハンター〈HDリマスター〉 ※11日 名探偵コナン（10：30～11：00pm） 12日～ シティーハンター2〈HDリマスター〉

ちびまる子ちゃん（第1期） 名探偵コナン

～19日 こちら葛飾区亀有公園前派出所
26日～ ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版 名探偵コナン BORUTO-ボルト-

NARUTO NEXT GENERATIONS

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

ぼのぼの（6：00～6：08am）

名探偵コナン

続 夏目友人帳

キャプテン翼

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

3～24日 こちら葛飾区
亀有公園前派出所

ドラゴンボール

2日～
ムヒョとロージーの
魔法律相談事務所

海月姫

火ノ丸相撲

火ノ丸相撲

～25日

聖闘士星矢 セインティア翔 

3日～ おそ松くん〈HDリマスター版〉

ZETMAN

3日～ こちら葛飾区
亀有公園前派出所

3日～ ちびまる子ちゃん（第1期）

ドラゴンボール改 
※9日～ 映画「スパイダーマン
：スパイダーバース」公開記
念特番（8：25～8：30pm）

Dr.スランプ
アラレちゃん

FAIRY TAIL

僕のヒーローアカデミア

君に届け

～3日 メジャー 第5シリーズ 
※3日のみ（9：00～9：30am）

3日～ メジャー 第6シリーズ

レイトン ミステリー探偵社 
～カトリーのナゾトキファイル～

ツヨシしっかりしなさい

2日～ ちびまる子ちゃん

キャプテン翼

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

ゲーム★マニアックス

2日 ・機動戦士ガンダム
ＭＳイグルー -１年戦争秘録-

　　・機動戦士ガンダム
ＭＳイグルー -黙示録0079-

　　・機動戦士ガンダム
ＭＳイグルー2 重力戦線

（0：00～4：50am）
９日　機動戦士ガンダム

第08MS小隊
全12話一挙放送（0：00～6：00am）

16日 機動戦士ガンダム
0080 ポケットの中の戦争
全6話一挙放送（0：00～3：10am）

23日・機動戦士ガンダム
0083 -ジオンの残光-

　　・機動戦士ガンダム
F91〈HDリマスター〉

（0：00～4：20am）

16日 ガンダム00 Festival 
10 "Re：vision" 完全版

（3：10～5：10am）

4日～ キテレツ大百科
〈リマスター版〉 5日～ ちびまる子ちゃん（第1期）レイトン ミステリー探偵社 ～カトリーのナゾトキファイル～ 名探偵コナン

　3　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〉

　　 ・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〉
（11：00～1：00pm）

17日 名探偵コナン2月号 
第627～630話（11：00～1：00pm）

24日 009 RE：CYBORG（11：00～0：55pm）
鋼の錬金術師 

FULLMETAL ALCHEMIST

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

～10日 斉木楠雄のΨ難 
17日～ 斉木楠雄のΨ難

（第2期）

ブラッククローバー

ブラッククローバー

少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん（6：08～6：30am）

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

おしえて魔法のペンデュラム 
～リルリルフェアリル～

3日～ ちびまる子ちゃん

名探偵コナン

ドラゴンボール

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

あかねさす少女

TIGER & BUNNY

～20日 キテレツ大百科〈リマスター版〉　　21日～ 毎日かあさん

ちびまる子ちゃん

魔法つかいプリキュア！

Dr.スランプ アラレちゃん ※19日 名探偵コナン

～13日 こちら葛飾区亀有公園前派出所　　14日～ 姫ちゃんのリボン

名探偵コナン

ドラゴンボール

北斗の拳

1～19日 ぬらりひょんの孫～千年魔京～ 
20日～・毎日かあさん（2：00～2：30pm） ・少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん（2：30～2：52pm） ・ぼのぼの（2：52～3：00pm）

～5日 モンスターハンター ストーリーズ RIDE ON ※5日 こちら葛飾区亀有公園前派出所（3：30～4：00pm） 
6日～ 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～

1～19日 のだめカンタービレ ※18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〉 ※19日のみ（10：00～10：30am） 
19～26日 のだめカンタービレ 巴里編　　27日～ のだめカンタービレ フィナーレ

～4日 ワールドトリガー ※4日 名探偵コナン（6：30～7：00pm）　　5～20日 七つの大罪　　21・22日 七つの大罪 聖戦の予兆 
25日～ 七つの大罪 戒めの復活

1～19日 パンプキン・シザーズ　　20日～ ぬらりひょんの孫

1～19日 のだめカンタービレ ※19日のみ（2：00～2：30am）　　19～26日 のだめカンタービレ 巴里編 
27日～ のだめカンタービレ フィナーレ

ドラゴンボール

北斗の拳

18日 名探偵コナン
（0：00～4：00am）

～11日 おそ松さん　　12日～ おそ松さん 第2期

ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版 ※18日 名探偵コナン

北斗の拳

おそ松くん〈HDリマスター版〉

ちびまる子ちゃん（第1期）

～9日 機動戦士Ｚガンダム 
23日～ CYBORG009 

CALL OF JUSTICE

2日・名探偵コナンTVスペシャル 
（10：00～11：00pm）

・こちら葛飾区亀有公園前派出所 
（11：00～11：30pm） 

9日 名探偵コナンTVスペシャル 
16日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 

（11：00～11：30pm） 
23日～ ベルセルク 

10日 劇場版「遊☆戯☆王 THE DARK SIDE 
OF DIMENSIONS」（11：00～1：25pm）

16日 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
〈HDリマスター〉（8：30～10：40pm） 

24日 北斗の拳（5：00～6：00am）

　3　日・機動戦士ガンダムⅠ〈HDリマスター〉
・機動戦士ガンダムⅡ 哀・戦士編
〈HDリマスター〉（8：00～0：55am）

10日 機動戦士ガンダムⅢ めぐりあい宇宙編
〈HDリマスター〉（8：00～10：30pm）

17日 009 RE：CYBORG（8：00～9：55pm）
24日 サイボーグ009VSデビルマン

（8：00～9：55pm）

10日・名探偵コナン2月号
第627～630話（10：30～0：30am） 
・ANIMAX MUSIX The前夜祭 
～アニ★カラ最強素人決定戦～（0：30～1：00am）

17日・ANIMAX MUSIX 2018 
YOKOHAMA Part 1（10：00～0：00am） 
・イヤホンズ 3周年記念LIVE Some 
Dreams Tour 2018 -新次元の未来
泥棒ども- （東京公演）（0：00～1：00am）

24日・ANIMAX MUSIX 2018 
YOKOHAMA Part 2（10：00～0：00am） 
・Wake Up, Girls！ FINAL TOUR 
-HOME- ～ PART Ⅰ Start It Up, ～
大宮公演密着スペシャル（0：00～0：30am） 
・東京アニメアワードフェスティバル
2018 コンペティション部門・短編アニメ
ーションノミネート4作品（0：30～1：00am）



「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

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。







5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4

1 （金）

15 （金）

2 （土）

16 （土）

3 （日）

17 （日）

4 （月）

18 （月）

5 （火）

19 （火）

6 （水）

20 （水）

7 （木）

21 （木）

8 （金）

22 （金）

9 （土）

23 （土）

10 （日）

24 （日）

11 （月）

25 （月）

12 （火）

26 （火）

13 （水）

27 （水）

14 （木）

28 （木）

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

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

#1・2

田中秀道 Presents  
シングルへの道 #9・10

インフォメーション

ATPテニス 
マガジン

#434～437

インフォメーション
エクストリーム・ドローン・

ワールド #2
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 #2

インフォメーション

島RUN #31

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/ 
T5位・川原陸

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

インフォメーション
沖縄シンプルライフ 
アドベンチャーズ #1

新K-1伝説 #171

インフォメーション

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

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

1.16 
後楽園ホール 

#500

#2
よしもと新喜劇

すち子の、なんじゃ患者で 
ドクターじゃ！

ATPテニスマガジン 
#438

ホークス4位・板東湧梧
#2

#3

DRAGON GATE  
無限大～infinity～

THE FINAL GATE 
2018
 

12.23 
福岡国際センター

2.5

2018フェニックス 
チャレンジ

インフォメーション インフォメーション

世界最大のトレイルラン
レース UTMB2018 

ハイライト 
#1・2

ブレイザーズ＠TV #70
岡山シーガルズ #19

#2

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

＜本戦第4日＞ 
ナイトセッション

インフォメーション 走行距離 
1751キロ 
九州縦断 

サーフトリップ
#1～4

GET！ 
ファイターズ 
キャンプLIVE 
～沖縄～

2.16

SUNDAYスマイルGOLF 
#11・12

ごるふる ～南紀白浜編～ 
#2

インフォメーション

Vリーグ
2018-19

～女子～

岡山 
vs 

埼玉上尾

NEC 
vs 

KUROBE

（ジップアリーナ岡山）

 

タイガースキャンプSP 
MBSベースボールパーク 
インタビュー集 

#1

男子テニス
ATPツアー
500

ABNアムロ・ワールド・ 
テニス・トーナメント 
～ロッテルダム～
＜準決勝＞ 
セレクション 

＜決勝＞

パプアニューギニア・ 
サーフトリップ2018

DRAGON GATE  
無限大～infinity～

田中秀道 Presents  
シングルへの道 #21・22

インフォメーション

田中秀道 Presents  
シングルへの道 #23・24

インフォメーション

新K-1伝説 #173

ATPテニスマガジン  
#440

2.16

インフォメーション

究極KOバトル
Krush

 
Krush.98 

2.16後楽園ホール

めざせ健康美 ！ 
ネイチャーヨガ #1

＜準決勝1＞

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 

#5
ほぐして鍛える ヨガトレ ！ 

#4

2.15

GET！ファイターズ
キャンプLIVE 
～沖縄～ 

インフォメーション

世界最大のトレイルラン
レース UTMB2018 

ハイライト 
#1・2

インフォメーション

男子テニス
ATPツアー
500

ABNアムロ・ワールド・ 
テニス・トーナメント 
～ロッテルダム～
セレクション②

＜準々決勝1&2＞

 

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

#3・4

2.1
 

センバツプレイバック 
～2018ドラフト指名選手特集～ 
マリーンズ7位・松田進

#1

Bリーグ
2018-19
＜第23節＞

ライジングゼファー福岡 
vs 

アルバルク東京
（2.1照葉積水ハウスアリーナ）

JTサンダーズTV #10
JTマーヴェラスTV #11
ATPテニスマガジン  

#438
インフォメーション

2.2
 

肉体改造TV #12
ブレイザーズ＠TV #70
岡山シーガルズ #19

第98回 
全国高校 
ラグビー大会 
ハイライト

#1～7
 

SUNDAYスマイルGOLF
#9・10

田中秀道 Presents  
シングルへの道 #11・12

インフォメーション

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!?

痛快！明石家電視台
集合強烈宝塚ファン50人！

知られざるルールとは

2.4
 

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

#3・4
 

田中秀道 Presents シングルへの道
#13・14

2.5
 

2.6
 

2.7
 

センバツプレイバック 
～2018ドラフト指名選手特集～ 
マリーンズ3位・小島和哉

#4

#5・6
 

#7・8
 

田中秀道 Presents  
シングルへの道 #19・20

インフォメーション

#15・16 #17・18 Bリーグ
2018-19
＜第23節＞

名古屋ダイヤモンド 
ドルフィンズ 

vs 
富山グラウジーズ

（2.2ドルフィンズアリーナ）

ごぶごぶ
#315

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#18

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#18

よしもと新喜劇
すち子の 

トワイライト・カゲツプレス

#4

#3 #4 パプアニューギニア・ 
サーフトリップ2018痛快！明石家電視台

公開芸能人RLINE 
グループ！緊急生企画も!?

ごぶごぶ
#307 SUNDAYスマイルGOLF 

#9・10

#5

インフォメーション

痛快！明石家電視台
大集合年の差婚夫婦！20歳
差いとこの娘と禁断の恋

ごぶごぶ
#321

#3

Bリーグ
2018-19
＜第23節＞

名古屋ダイヤモンド 
ドルフィンズ 

vs 
富山グラウジーズ

（ドルフィンズアリーナ）
 

走行距離1751キロ　九州縦断サーフトリップ

#1・2
ごるふる ～南紀白浜編～ 

#1

#3・4
熱激キングス！ presented 

by 全保連 #11

#5

多田悦子のボクシング 
エクササイズ

 #1～4

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

#6

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 
#438

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

Bリーグ
2018-19
＜第23節＞

ライジングゼファー福岡 
vs 

アルバルク東京
（照葉積水ハウスアリーナ）

 

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

1.6新宿FACE

GET！ 
ファイターズSP

2018冬の陣

2.1 2.2

新K-1伝説 #171

2.4

#1

DRAGON GATE  
無限大～infinity～

 
12.26 

神戸サンボーホール 

#499

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#17

GET！ 
ファイターズSP

2018冬の陣

 YAMATOの 
元気めしキッチン ！ 
Round 2
#1～6

DRAGON GATE  
無限大～infinity～

 
THE FINAL GATE 

2018 

12.23 
福岡国際センター

#6

新K-1伝説 #171

イーグルス7位・小郷裕哉
#3

#4

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

2.6 2.7

Vリーグ
2018-19

～女子～

デンソー
vs
岡山

JT 
vs  

トヨタ車体

（2.9黒部市総合　　 
　　　　体育センター）

 

センバツプレイバック 
～2018ドラフト指名選手特集～ 
マリーンズ3位・小島和哉

#5

GET！ 
ファイターズ 
キャンプLIVE 
～アリゾナ～

2.9

Bリーグ
2018-19
＜第24節＞

琉球ゴールデンキングス 
vs 

千葉ジェッツ
（沖縄市体育館）

 

DRAGON GATE  
無限大～infinity～

 
1.26&27 

神戸サンボーホール 

#501

GET！ 
ファイターズ 
キャンプ 
LIVE＋ 

～アリゾナ＆沖縄～

 #7

2.10
  

パプアニューギニア・
サーフトリップ2018

ATPテニス 
ワールドツアー
  2018総集編 

ATPテニスマガジン 
#439

＜本戦第1日＞
デイセッション

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
ほぐして鍛える ヨガトレ ！ 

#1

熱激キングス！ presented 
by 全保連 #11

＜準々決勝3&4＞

痛快！明石家電視台
大集合MBSアナウンサー！
新人さんま初対面SP

インフォメーション
ATPテニスマガジン 

#440

男子テニス
ATPツアー
500

ABNアムロ・ワールド・ 
テニス・トーナメント 
～ロッテルダム～

＜決勝＞ 

マンゲキ発信！ 
BUZZってミキ！

#16

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#19

インフォメーション
肉体改造TV #15
めざせ健康美 ！ 

ネイチャーヨガ #2
岡山シーガルズ #20
新K-1伝説 #173

DRAGON GATE  
無限大～infinity～

  
2.5後楽園ホール

 

#502

全日本プロレス
ALL JAPAN 
B-Banquet

 
2.7後楽園ホール 

#400

#1
インフォメーション

2.19 2.20 2.21

よしもと新喜劇
縁起でもない演出家!?

痛快！明石家電視台
東国原杉村太蔵が体験！
恐怖ハニートラップの手口

ごぶごぶ
#310

#2 #3 Bリーグ
2018-19
＜第24節＞

琉球ゴールデンキングス 
vs 

千葉ジェッツ
（2.10沖縄市体育館）

1.26&27 
神戸サンボーホール 

 
#501

インフォメーション

インフォメーション

ホークス3位・野村大樹
#9

2.19

1.26&27 
神戸サンボーホール 

 
#501

  混沌と創造の 
リング 
KHAOS
KHAOS.7

11.17新宿FACE

カープ1位・小園海斗
#10

2.20

2.5後楽園ホール 

 
#502

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

1.6新宿FACE

＜準決勝＞

ATPテニス 
ワールドツアー
  2018総集編 

インフォメーション
ごるふる ～南紀白浜編～ 

#3

Vリーグ
2018-19

～男子～

堺 
vs 

VC長野

パナソニック 
vs 
東レ

（パナソニックアリーナ）

 

新K-1伝説 #174

＜決勝＞

インフォメーション

よしもと新喜劇
すち子のトワイライト・ 

カゲツプレス

GET！ 
ファイターズ 
キャンプLIVE 
～沖縄～

2.25

肉体改造TV #16
ブレイザーズ＠TV #71

インフォメーション

男子テニス
ATPツアー
500

リオ・オープン 
～リオデジャネイロ～

＜決勝＞ 
 

＜本戦第1日＞
デイセッション

＜本戦第1日＞ 
ナイトセッション

 

堺 
vs 

VC長野
（2.24パナソニックアリーナ）

パナソニック 
vs 
東レ

（2.24パナソニックアリーナ）

名門横浜を打ち崩した 
リードオフマン・上本博紀

7年ぶりのセンバツ出場に
導いたPL学園・前田健太

田中秀道 
Presents 
シングルへの道

#17～24 

エクストリーム・ 
ドローン・ワールド 

～トップエクストリーマー
を追え～
#1～3

インフォメーション

新K-1伝説 #174ATPテニス 
ワールドツアー
  2018総集編 

ATPテニスマガジン 
#441

＜本戦第2日＞
デイセッション

＜本戦第2日＞ 
ナイトセッション

 

センバツプレイバック 
～2018ドラフト指名選手特集～ 

D1位・根尾昂/ 
M1位・藤原恭大 #11

＜本戦第3日＞
デイセッション

＜本戦第3日＞ 
ナイトセッション

 

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!?

ごぶごぶ
#324

インフォメーション

ごぶごぶ
#318

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#21

＜本戦第2日＞ 
セレクション

#23・24

痛快！明石家電視台

運命を変えた親友登場SP！ 
尼神誠子の美人親友

大集合元警官！留置場で
ニューハーフと禁断愛

 

＜本戦第1日＞ 
セレクション

田中秀道 Presents シングルへの道
#21・22

インフォメーション

よしもと新喜劇

茂造の、チョイス！チェイス！
クライシス！

スナックママの 
一本勝負!?

 

世界最大のトレイルラン
レース UTMB2018 

ハイライト 
#1・2

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

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

2.9
 

センバツプレイバック 
～2018ドラフト指名選手特集～ 
イーグルス6位・渡辺佳明

#6
エクストリーム・ドローン・

ワールド #1

Vリーグ
2018-19

～女子～
KUROBE vs 久光製薬
（2.9黒部市総合  　　 
　　　　 体育センター）

　ATPテニスマガジン 
#439

インフォメーション

Vリーグ
2018-19

～女子～

デンソー
vs
岡山

JT
vs 

トヨタ車体

KUROBE
vs

久光製薬

（黒部市総合　　　　 
　　　　体育センター）

 

肉体改造TV 
#13・14

新K-1伝説 #172

ごるふる ～南紀白浜編～ 
#1

GET！ 
ファイターズ 
キャンプ 
LIVE＋ 

～アリゾナ＆沖縄～

 #7

レジェンド・オブ・
ファイターズ
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

インフォメーション

GET！ 
ファイターズ 
キャンプLIVE 
～アリゾナ～

2.10
 

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
マンゲキ発信！ 
BUZZってミキ！ 

#16

痛快！明石家電視台
大集合芸能人家族！菅田 
将暉パパ涙のデビューR話

GET！ 
ファイターズ 
キャンプLIVE 
～アリゾナ～

2.10

インフォメーション
熱激キングス！ presented 

by 全保連 #11
エクストリーム・ドローン・

ワールド #2

よしもと新喜劇
時をかける親子!?

ATPテニス 
ワールドツアー
  2018総集編 

ATPテニスマガジン 
#439

＜本戦第2日＞
デイセッション

GET！ファイターズ
キャンプLIVE 
～アリゾナ～

2.12

新K-1伝説 #172

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#18

＜本戦第1日＞
ナイトセッション

インフォメーション

痛快！明石家電視台
集合強烈キャラ漁師10人！
鳥羽一郎壮絶マグロ漁

ごぶごぶ
#322

#8 #9

インフォメーション

男子テニス
ATPツアー
500

ABNアムロ・ワールド・ 
テニス・トーナメント 
～ロッテルダム～

セレクション①

インフォメーション

ごぶごぶ
#309

#2 #3

エクストリーム・ドローン・
ワールド #2

2018RSK全国選抜
ジュニアテニス大会

＜本戦第3日＞
デイセッション

＜本戦第4日＞
デイセッション

#1 #2

インフォメーション
エクストリーム・ドローン・

ワールド #3
ごるふる ～南紀白浜編～ 

#2

＜本戦第2日＞ 
ナイトセッション

＜本戦第3日＞ 
ナイトセッション

ごぶごぶ
#316

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#19

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#19

よしもと新喜劇
招かれざるお客さん

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#21

よしもと新喜劇
茂造の、 

ファーザー・ファーザー

＜本戦第3日＞ 
セレクション

ATPテニスマガジン 
#441

ごぶごぶ
#311・312

 

新K-1伝説 #172

痛快！明石家電視台
集合元タカラジェンヌ8人 
紫吹淳が暴走!? 禁断の 
恋＆お金R話も解禁！

島RUN #32
エクストリーム・ドローン・

ワールド #4
ごるふる ～南紀白浜編～ 

#4
タイガースキャンプSP 
MBSベースボールパーク 
インタビュー集 

#2

＜準々決勝＞

THE FINAL GATE 
2018 

12.23 
福岡国際センター

田中秀道 Presents  
シングルへの道 #23・24

インフォメーション

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

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
SUNDAYスマイルGOLF 

#11・12
インフォメーション

痛快！明石家電視台
他社おすすめアイスに 
さんま雨上がり大興奮

岡山 
vs 

埼玉上尾
（2.17ジップアリーナ岡山）

Vリーグ 2018-19
～女子～

NEC 
vs 

KUROBE
（2.17ジップアリーナ岡山）

川崎漁業組合

#1～12

ごぶごぶ
#317

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#20

インフォメーション
めざせ健康美 ！ 

ネイチャーヨガ #3

ごぶごぶ
#323

麒麟・千鳥のニ笑流ＴＶ 
#20

よしもと新喜劇
漫画家は 

大変でおまんがな…

マンゲキ発信！ 
BUZZってミキ！

#17

＜準々決勝＞

ATPテニスマガジン 
#441

インフォメーション
エクストリーム・ドローン・

ワールド  #3

2.5後楽園ホール 

 
#502

島RUN #31
ごるふる ～南紀白浜編～ 

#3

2.21

新K-1伝説 #173

究極KOバトル
Krush

 
Krush.98 

2.16後楽園ホール
 

ATPテニスマガジン 
#440

JTサンダーズTV #11
JTマーヴェラスTV #12
ブレイザーズ＠TV #71
岡山シーガルズ #20
レジェンド・オブ・
ファイターズ
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
タイガースキャンプSP 
MBSベースボールパーク 
インタビュー集 

#1

OZアカデミー
女子プロレス

｢～Rage this month～」

2.3新宿FACE他

全日本プロレス
ALL JAPAN 
B-Banquet

 
2.7後楽園ホール 

#400

男子テニス
ATPツアー
500

レジェンド・オブ・
ファイターズ
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

新K-1伝説 #174

DRAGON GATE  
無限大～infinity～

2.10博多スターレーン

#503

＜準々決勝＞ 
セレクション

OZアカデミー
女子プロレス

｢～Rage this month～」

2.3新宿FACE他

ファイティング
エンターテインメント 
WRESTLE-1

 
2.13後楽園ホール

 
#72

ブレイザーズ＠TV #71
岡山シーガルズ #20
JTサンダーズTV #11
JTマーヴェラスTV #12

島RUN
#31・32

＜準決勝＞

　レジェンド・オブ・
ファイターズ
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 

二刀流集大成二
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LIVE LIVELIVE LIVE
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LIVE
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LIVELIVE

LIVE
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25

55

55

二

二

二

二 二

二 二 二

センバツプレイバック～2018ドラフト指名選手特集～

GET！ファイターズ
キャンプLIVE＋ 
～アリゾナ＆沖縄～

40

10

5058

55

55

GET！ファイターズ
キャンプLIVE＋ 
～アリゾナ＆沖縄～ 

GET！ファイターズ
キャンプLIVE 
～アリゾナ～ 

LIVE LIVE

GET！ファイターズキャンプLIVE＋ 
～アリゾナ＆沖縄～

LIVE LIVE LIVE LIVE

沖縄シンプルライフアドベンチャーズ

GET！ファイターズキャンプLIVE 
～アリゾナ～

LIVE LIVE LIVE LIVE LIVE LIVE

LIVE

GET！ファイターズキャンプLIVE＋ 
～アリゾナ＆沖縄～

55

25

55

GET！ファイターズ
キャンプLIVE＋ 
～アリゾナ＆沖縄～

LIVE LIVE

ほぐして鍛える ヨガトレ ！

男子テニスATPツアー500

男子テニスATPツアー500
ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント

～ロッテルダム～

男子テニスATPツアー500

ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント
～ロッテルダム～

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

男子テニスATPツアー500
ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～

二 LIVE

二 LIVE

58

二 LIVE

20

男子テニスATPツアー500

二 二LIVE LIVE

28

男子テニスATPツアー500
ABNアムロ・ワールド・テニス・ 
トーナメント～ロッテルダム～

二

二LIVE LIVE

3.30 ～

＜準決勝2＞
 二 LIVE

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

#8

エクストリーム・ドローン・ワールド～トップエクストリーマーを追え～

GET！ファイターズ 
キャンプLIVE 
～沖縄～

LIVE LIVE LIVE

GET！ファイターズ 
キャンプLIVE 
～沖縄～

センバツプレイバック～2018ドラフト指名選手特集～

55

DRAGON GATE  
無限大～infinity～

DRAGON GATE  
無限大～infinity～

55

男子テニス 
ATPツアー500

リオ・オープン～リオデジャネイロ～

センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～

Vリーグ 2018-19
～男子～

男子テニスATPツアー500
ドバイ・デューティフリー・テニス選手権

二 二 二

男子テニスATPツアー500
ドバイ・デューティフリー・テニス選手権

男子テニス 
ATPツアー500

リオ・オープン～リオデジャネイロ～

LIVE

LIVE

LIVE

二

二

二



マーケティング・メディア・マネー
～一流企業のブランド戦略家たち～

ガリレオX

大英帝国の全盛期を象徴するヴィクトリア女王と、
その夫アルバート公の名前を持つ英・ロンドンの「ヴ
ィクトリア＆アルバート博物館」。ロンドンで必見の
博物館のひとつと言われています。芸術とデザインを
専門分野とし、時代を反映されるデザイン作品を集

結させた世界
規模の博物館
です。その質
の高いコレクシ
ョンから見える
「未来」とは？
（２月６日ほか
放送）

THE EDGE
～未来を拓く新技術を探せ！～

●放送日時：毎週水曜 11：40～12：10 他 国際連合食糧農業機関（FAO）が食料危機問題の切り札として取り上げた
のをきっかけに、関心が高まっているのが昆虫食。肉や魚に頼らずタンパク
質を摂取できる食品を手掛けるスタートアッ
プ企業も近年増えてきました。また、地球以
外の惑星に長期滞在する宇宙飛行士の栄養
源としても注目を集めています。今月は、都
市化やグローバル化によって衰退したもの
の、いま改めて食用資源として注目される昆
虫食のもつ可能性を探る「昆虫食をいただき
ます！食料資源としての昆虫たち」（２月23日
ほか）と、アリやハチのような “社会性昆虫”
の知られざる生態に迫る「“女王様” と呼ば
ないで！虫には虫の” 社会” がある？」（２月
９日ほか）を放送します。

●放送日時：毎週土曜 19：00～19：30 他

スウェーデンの高級車大手ボルボ・
カー。今では当たり前になった３点
式シートベルトをはじめチャイルドシ
ート、運転席・助手席のエアバック
など、ボルボは数多くの安全装置・
装備を開発、そして実用化しました。
さらに、その特許をいち早く公開し、
自動車の安全性向上に貢献しました。
2010年に中国の自動車大手、浙江
吉利控股集団の傘下となってわずか
８年間で生産台数を２倍に伸ばした、
そのマーケティング戦略に迫ります。
（２月４日ほか放送）

●放送日時：毎週月曜 11：40～12：10 他

ONE OK ROCKONE OK ROCKONE OK ROCKONE OK ROCKONE OK ROCK

V.I.P.―ONE OK ROCK―

スペースシャワーTV2月の最重要アー
ティスト「V.I.P.」はONE OK ROCK！
ONE OK ROCKがニューアルバム「Eye of 
the Storm」を2019年2月13日にリリース。
2017年1月リリースの前作「Ambitions」
から約2年ぶりのアルバムとなる本作のリリ
ースを記念して、スペースシャワーTVでは
彼らを総力特集！このリリースに向けて彼ら
がロサンゼルスで行ったMV撮影やスタジ
オライブにスペースシャワーTVのカメラが
密着。今や世界基準のバンドとして活躍す
る彼らの海外での活動の模様を紹介するほ
か、ミュージックビデオやライブ映像など、
様々な角度から彼らの魅力に迫ります。お見
逃しなく！

ONE OK ROCK DAY
2/16は4時間に渡り彼らを大特集
するONE OK ROCK DAY！

2005年にバンド結成。エモ、ロックを軸にした
サウンドとアグレッシブなライブパフォーマンス
が若い世代に支持されてきた。2007年にデビ
ューして以来、全国ライブハウスツアーや各地
夏フェスを中心に積極的にライブを行う。これ
までに、武道館、野外スタジアム公演、大規模な
全国アリーナツアーなどを成功させる。2016年
には11万人規模を動員する野外ライブを、
2018年は東京ドーム2日間を含む全国ドーム
ツアを開催。日本のみならず海外レーベルとの
契約をし、アルバム発売を経てアメリカ、ヨーロ
ッパ、アジアでのワールドツアーを成功させるな
ど世界基準のバンドになってきている。2019年
2月にはニューアルバム「Eye of the Storm」
を全世界で同時リリースが決定。
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※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　　 槇原敬之

★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

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

ストリーミング
ランキング

ストリーミング
ランキング

歌える☆歌詞検索
ランキング

★

Billboard Japan
カウントダウン

K-POPランキング

★★ ★

カラオケ
RANKING
カラオケランキング

★

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

★BIG HITS!

★BIG HITS!

★歌える♪プレイバックヒッツ！

★BIG HITS!

★BIG HITS!

K-POP
ランキング

Nissy（西島隆弘)
ASIAN KUNG-FU GENERATION
AKB48
あいみょん

Eve/ Nulbarich
マルーン5
Eve
カリード/Eve

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

★

★DMZ

★THE PLAYLIST プレイリスト

★INTERNATIONAL FLASH 他

★ スペシャの
ヨルジュウ♪

スペシャの
ヨルジュウ♪

★ スペシャの
プレイリスト

洋楽カウントダウン10
【洋楽】スペシャオリジナル
　　  ランキング10

槇原敬之
YUKI
歴代グラミー賞 
受賞作品特集①～②

SEKAI NO OWARI

Nissy（西島隆弘)/★大橋トリオ
斉藤和義/
ホイットニー・ヒューストン 
KREVA/GReeeeN
きゃりーぱみゅぱみゅ/
ONE OK ROCK

★チュートリアルの
徳ダネ福キタル♪

★LIVE in SLS2018
★LIVE in SLS2018

SLS2018 
FOREST STAGE Day3/
ビクターロック祭り大阪 

×MBS音祭2018/
★DMZ/フジファブリック/ 
★BIG HITS！ 
GRAPEVINE/
10-FEET、go!go!vanillas/

★BIG HITS！
SLS2018 OPENING 

ACTS SPECIAL/
トータス松本、藤巻亮太/ 
クリーン・バンディット/ 
SPACE SHOWER MUSIC  

AWARDS 2019特番/
歴代グラミー賞 受賞作品特集①②
ASIAN KUNG-FU 

GENERATION/
NakamuraEmi/ 
あいみょん/ 
スペースシャワー列伝 第138巻/
★BIG HITS！ 

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♪

レギュラー番組
前月分一挙放送 他

ホイットニー・ヒューストン
★SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2019ノミネートアーティスト特集①～⑤
★平成を彩ったカバーソング特集①～④

松任谷由実
iKON
M COUNTDOWN

★

【5時間】 
バレンタイン特別企画 

ラブソング特集！
BIG HITS！/ 
モーリス・ホワイト 

【5時間】 
名曲が炸裂！黄金の 
90年代最強J-POP 

スペシャル②
【5時間】 
平成を彩った 
カバーソング特集

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

★松任谷由実
　クリーン・バンディット/★ホイットニー・ヒューストン

　YUKI

★プレイバック！スペシャ冬の
　音楽まつり名曲セレクション③

カラオケ
ランキング

ストリーミング
ランキング

カラオケ RANKING

Billboard Japan
カウントダウン

Billboard Japan
カウントダウン

★
モンスターロック

他

モンスターロック
★

PV特集
他

ASIAN KUNG-FU 
GENERATION

flumpool/
ROTTENGRAFFTY
あいみょん/★UVERworld
KANA-BOON/

★フレデリック 

★ローカリズム♪ 他

最新洋楽情報 他

★サカナクション NFパンチ 他

★Suchmostyle
★BIG HITS!

未定

伝説のディスコヒッツ・フィーバー！①～②

★絶対聞いたことがある、映画・ドラマ主題歌特集⑤
★バレンタイン特別企画ラブソング特集！①～⑤
　バレンタイン特別企画ラブソング特集！①～③

SPACE SHOWER 
COUNTDOWN 10 
INTERNATIONAL

★

ブラックファイル
東市篤憲作品集
田辺秀伸作品集

ブラックファイル
DAX
山田健人作品集

★オーラル・ジョブズ
★
スペシャのプレイリスト

モンスターロック
SPACE SHOWER MUSIC 

AWARDS 2019特番

MUSIC GOLD RUSH2
MUSIC GOLD RUSH2
GRAPEVINE

プレイバック！スペシャ冬の音楽まつり名曲セレクション①②

ホイットニー・ヒューストン

AKB48

槇原敬之

LUNA SEA

伝説のディスコヒッツ・ 
フィーバー！①～②

YUKI/LUNA SEA /
BIG HITS！

LUNA SEA/
BIG HITS！ 

ONE OK ROCK/
アヴリル・ラヴィーン

ONE OK ROCK/ 
【独占ライブ】ポルノ超特急 

2018 DAY1/
GRAPEVINE 

モーリス・ホワイト/ 
伝説のディスコヒッツ・ 
フィーバー！①～②/

SPACE SHOWER MUSIC 
 AWARDS 2019特番

歴代グラミー賞 
受賞作品特集①～②/

Eve 

あいみょん/

宇多田ヒカル/未定





4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22 2.9.16.23 3.10.17.24

メーデー !12：航空機事故の真実と真相、メーデー !11：航空機事故の真実と真相、メーデー !10：航空機事故の真実と真相

潜入！巨大空母アイゼンハワー、潜入！イラク危険地帯、潜入！アフガンの米海兵隊基地、潜入！タリバニスタン、
潜入！アメリカ連邦捜査局、潜入！アメリカ国境攻防戦、ダイヤモンドと金塊と銃、潜入！巨大空母アイゼンハワー 特別版、

戦火の記憶、ロング・ロード・ホーム

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３、カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４、
カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５

ヒトラーの極秘米軍収容所、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～、THE SS：ナチス親衛隊、
ナチス・ドイツ 最後の一年、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、ナチス巨大砲V3の謎、ドイツ軍が沈めた客船の謎

世界の巨大工場

ロズウェルに堕ちた宇宙人、都市伝説～超常現象を解明せよ！３～、怪奇現象Ｘファイル

密着！ドバイ国際空港 3、密着！ホルヘ・チャベス空港警察

インフォメーション

クリッターカム：野生動物のカメラアングル、バ科学、バ科学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

黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#5」「#6」、
中国巨大建造物「上海スーパータワー」、
中国の伝統と技術「アルコール」
「ファッション」「水路」「おもちゃ」

動物界の意外なお友達 3
→地球の巨大生物TOP10

→ジェーン
動物界の意外なお友達 4

新 衝撃の瞬間

戦闘ヘリの限界に挑む！

→密着！国境警備の戦い:
番外編

→空の英雄たち

衝撃の瞬間：特別編、衝撃の瞬間6、衝撃の瞬間5

インフォメーション

インフォメーション

新 衝撃の瞬間

サバイバルゲーム：
熾烈な生存競争

→世界最強のプレデター

世界大自然紀行：ボルネオ
→ナショナル・モール：
歴史溢れる国立公園

→世界大自然紀行：オーストラリア

スゴ腕どうぶつ
ドクター5

シーザー・ミランの
愛犬レスキュー３

衝撃の瞬間４、衝撃の瞬間２、衝撃の瞬間３

空の英雄たち
→世界の飛行機大図鑑
→1917年 ロシアを変えた

２つの革命

タイタニックと米海軍極秘任務、
ヴィルンガ国立公園～内戦の傷跡、
1917年 ロシアを変えた２つの革命、
潜入！巨大空母アイゼンハワー

世界の巨大工場5

潜入！暗黒産業、
マーズ 火星移住計画 2

ザ・ボーダーライン
税関国境警備局、
日本軍の極秘潜水艦、

恐怖のナチス潜水艦 U-166の記憶、
黙示録：カラーで見るヴェルダンの戦い、
囚われし者たち～戦火の絆

9.11：ペンタゴンの英雄たち、
アフガニスタンの英雄 最後の勇士、
海底に沈む第二次世界大戦の真実、
激戦！ 硫黄島～星条旗と戦いの記憶、
日本軍への残虐な戦犯、
解体！スーパー航空機、
囚われし者たち～戦火の絆

ザ・ボーダーライン 税関国境警備局、第二次世界大戦の潜水艦、
第二次世界大戦の潜水艦２、大戦を左右した伝説の奇襲作戦、

囚われし者たち～戦火の絆、戦場のレスキュー作戦、世界の巨大工場５

一攫千金！
巨大マグロ漁 6
→一攫千金！
巨大マグロ漁 7

チェーン・オブ・コマンド、アメリカ軍を率いた将軍たち、ザ・ステイト～虚像の国、立ち向かう ISISの脅威、武器コレクター

9.11：ペンタゴンの英雄たち、第二次世界大戦の潜水艦、日本軍の極秘潜水艦、海底に沈む第二次世界大戦の真実、
第二次世界大戦の潜水艦２、黙示録：カラーで見るヴェルダンの戦い、日本軍への残虐な戦犯、大戦を左右した伝説の奇襲作戦、

囚われし者たち～戦火の絆、戦場のレスキュー作戦、世界の巨大工場、リーサル・アクション 終わり無き戦い

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総集編、ナチス・ドイツの巨大建造物 中国巨大建造物「上海スーパータワー」
中国の伝統と技術「アルコール」「ファッション」
「水路」「おもちゃ」「音楽」「ヌードル」

野生動物
ビックリ映像集 2

→野生動物
ビックリ映像集 3

→驚愕！戦慄！野生動物の
決定的瞬間 総集編

→驚愕！戦慄！野生動物の
決定的瞬間５

鳥の惑星、
極楽鳥～魅惑の求愛ダンス、
世界大自然紀行：

ボツワナのライオン兄弟、
世界大自然紀行：
イエローストーン、

ライオン対カバ 水辺の攻防戦、
ジェーン

戦闘ヘリの限界に挑む！
→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：番外編
→密着！国境警備の戦い：
ドラッグの密輸現場
→空の英雄たち

スーパーカー大改造

スーパーカー大改造
→スーパーカー大改造 2

失われた文明！アトランティスの謎
→絶海！謎と神秘のイースター島
→伝説の遺物！旧約聖書の謎
アルカトラズに秘められた謎

仰天！海の底まる見え検証
→失われた文明！
アトランティスの謎
→絶海！謎と神秘の
イースター島
→伝説の遺物！
旧約聖書の謎

メーデー !10：
航空機事故の真実と真相
→潜入！北朝鮮：
3代の独裁王朝

アフリカの獣達
～壮絶な人生

ナチス・ドイツの
巨大建造物独ソ戦、

第二次世界大戦の潜水艦、
窮地のヒトラー：
進撃の連合軍、

ナチス第2SS装甲師団
ダス・ライヒ、

元素の掟：ヒンデンブルク号と
水素の罠、

ヒトラーの教皇 闇の真実

薬物に溺れた
ヒトラーの秘密、

マーズ 火星移住計画 2
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、
世界の巨大工場７、

密着！真冬のカーレスキュー

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

潜入！スペースX、
マーズ 火星移住計画 2

検証：UFO事件の
新事実

マーズ
火星移住計画 2

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２ 宇宙の奇石

怪奇現象Ｘファイル
→仰天！海の底まる見え検証

→キリストの墓
ついに解かれた封印

潜入！暗黒産業、潜入！暗黒産業２、潜入！北朝鮮：約束の行方、エクスプローラー

メーデー！９：航空機事故の真実と真相、メーデー！：航空機事故の真実と真相、メーデー！４：航空機事故の真実と真相、
メーデー !12：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 !14：航空機事故の真実と真相、メーデー !16：航空機事故の真実と真相

【マーズ 火星移住計画 一挙放送】
（３日）17:00～23:00

マーズ 火星移住計画
「第一話 新世界」「第二話 赤き大地」
「第三話 苦闘」「第四話 嵐の前に」
「第五話 漆黒の闇」「最終話 決断」

【宇宙と人類】
（10日）17:00～23:00

スペースシャトルの秘密
「パート1」「パート2」
大宇宙へ翔ける 油井亀美也とJAXA、新しい時代へ
エクソマーズ：火星での生命探査
宇宙から見る人類の歩み

【密着！ハイウェ・レスキュー アメリカ編 一挙放送】
（17日）15:00～23:00

密着！ハイウェイ・レスキューアメリカ編
「救助シーズンの到来」
「大雪のドナー峠」「雪道の番人」
「悪夢のレスキュー」「氷上の救出劇」
「雪の地獄と化したハイウェイ」
「一触即発」「それぞれの決断」

【マーズ 火星移住計画 2前半】
（24日）17:00～20:00

マーズ 火星移住計画 2
「第一話 新参」「第二話 遠く離れて」
「第三話 孤独」

（3・10日）15:00～17:00
カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
スーパーカー大改造 2

（24日）15:00～17:00
カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
密着！真冬のカーレスキュー
20:00～23:00
地球を襲う宇宙の嵐

ザ・ボーダーライン 税関国境警備局、アフガニスタンの英雄 最後の勇士、第二次世界大戦の潜水艦、恐怖のナチス潜水艦 U-166の記憶、
激戦！ 硫黄島～星条旗と戦いの記憶、第二次世界大戦の潜水艦２、黙示録：カラーで見るヴェルダンの戦い、解体！スーパー航空機、

大戦を左右した伝説の奇襲作戦、囚われし者たち～戦火の絆、世界の巨大工場５、世界の巨大工場

世界大自然紀行：カリブ海諸島、ハンター・ハンテッド ２、ハンター・ハンテッド ３、ハンター・ハンテッド ４、肉食動物の惑星





～全停波
07：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#27
08：05 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#28
09：15 インフォメーション
09：45 闇を斬る！大江戸犯科帳#18
10：45 闇を斬る！大江戸犯科帳#19
11：45 インフォメーション
12：15 ジャンクション２９#3〈特典映像付〉（終）
12：45 ショクバの王子様
13：15 厄除け商売繁盛殺人事件１
15：00 クリミナル・マインド：KOREA#15
16：15 インフォメーション
16：45 明日、キミと#9
18：00 エンカメ#164
18：30 テリー伊藤の世界のタビセツ

　　　　　  【兼崎健太郎出演回】#1
19：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#18
20：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#19
21：00 番人！～もう一度、キミを守る～#5
22：15 番人！～もう一度、キミを守る～#6
23：30 前世の敵～愛して許して～#96
00：15 ＧＴＯ［反町隆史主演］ノーカット版#1
01：15 エンカメ#165
01：45 テリー伊藤の世界のタビセツ

　　　　　  【兼崎健太郎出演回】#2
02：15 インターローカルアワー
02：45 アイドル STAR SHOW 360#14（終）
03：45 韓流スタージャックＳ★IMFACT 前編

04：00 藤沢周平「悪党狩り」#11
05：00 藤沢周平「悪党狩り」#12
06：00 前世の敵～愛して許して～#96
06：45 今週妻が浮気します#7
08：00 今週妻が浮気します#8
09：15 インフォメーション
09：45 藤沢周平「悪党狩り」#13
10：45 藤沢周平「悪党狩り」#14
11：45 インフォメーション
12：15 破裂#7（終）
13：15 ポンダンポンダン 王様の恋#1
15：00 クリミナル・マインド：KOREA#16
16：15 インフォメーション
16：45 明日、キミと#10
18：00 恋愛動物#12
19：00 藤沢周平「悪党狩り」#13
20：00 藤沢周平「悪党狩り」#14
21：00 クリミナル・マインド：KOREA#15
22：15 クリミナル・マインド：KOREA#16
23：30 前世の敵～愛して許して～#97
00：15 ブランケット・キャッツ#1
01：15 恋愛動物#13
02：15 インターローカルアワー
02：45 私の耳にキャンディ ２#1

04：00 プロポーズ大作戦 中国版#8
04：50 プロポーズ大作戦 中国版#9
05：40 プロポーズ大作戦 中国版#10

　　　　　　　  〈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#17
08：30 鬼平犯科帳第２シリーズ#18
09：30 八百八町夢日記#16
10：30 八百八町夢日記#17
11：30 八百八町夢日記#18
12：30 インフォメーション
13：00 今週、妻が浮気します#9
14：00 今週、妻が浮気します#10
15：00 今週、妻が浮気します#11（終）
16：00 限界集落株式会社#1
17：00 インターローカルアワー
18：00 鬼平犯科帳 劇場版
19：50 剣客商売スペシャル 助太刀
21：30 二人旅のカタチ in 北海道#1
22：00 松本清張「脊梁」
23：45 ショー!K-POPの中心#162

01：00 全停波

04：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#38
05：10 今日、妻やめます～偽りの家族～#39
06：20 今日、妻やめます～偽りの家族～#40
07：45 今日、妻やめます～偽りの家族～#41
09：05 今日、妻やめます～偽りの家族～#42
10：30 インフォメーション
11：00 ショー!K-POPの中心#161
12：15 食べドラ２ 第６回「家なき子」
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#8
15：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#9
16：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#10
17：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#11
18：00 藤沢周平「へそ曲がり新左

　　　　嫁姑、婿取り合戦！」
19：00 藤沢周平「おんなの密書

　　　　ボーナスは瓜一個」
20：00 藤沢周平「しぶとい連中

　　　美人母子の偽装心中」
21：00 藤沢周平「夢ぞ見し

わが恋する人は亭主の上役!?」
22：00 前世の敵～愛して許して～#91
22：45 前世の敵～愛して許して～#92
23：30 前世の敵～愛して許して～#93
00：15 前世の敵～愛して許して～#94
01：00 前世の敵～愛して許して～#95
01：45 松本清張「霧の旗」

04：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#21（終）
05：15 必殺仕舞人#7
06：05 前世の敵～愛して許して～#94
06：45 明日、キミと#7
08：00 明日、キミと#8
09：15 インフォメーション
09：45 鬼平犯科帳第３シリーズ#1
10：45 必殺仕舞人#8
11：45 インフォメーション
12：15 キスのカタチ 11 VARIATIONS OF LOVE#3
12：45 キスのカタチ 11 VARIATIONS OF LOVE#4
13：15 キスのカタチ 11 VARIATIONS OF LOVE#5
13：45 キスのカタチ 11 VARIATIONS OF LOVE#6（終）
14：15 番人！～もう一度、キミを守る～#5
15：30 番人！～もう一度、キミを守る～#6
16：45 インフォメーション
17：15 サスペンス「おかしな夫婦３」
19：00 鬼平犯科帳第３シリーズ#1
20：00 必殺仕舞人#8
21：00 今週妻が浮気します#7
22：15 今週妻が浮気します#8
23：30 前世の敵～愛して許して～#95
00：15 赤かぶ検事の逆転法廷#1
01：15 赤かぶ検事の逆転法廷#2
02：15 インターローカルアワー
02：45 アイドル STAR SHOW 360#13
03：45 韓チャン！#93

04：00 くノ一忍法帖 蛍火#11
05：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#20
06：00 前世の敵～愛して許して～#103
06：45 クリミナル・マインド：KOREA#17
08：00 クリミナル・マインド：KOREA#18
09：15 インフォメーション
09：45 くノ一忍法帖 蛍火#12（終）
10：45 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#21
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～#10（終）
13：15 ただ愛する仲#4
15：00 朱蒙－チュモン－#2
16：15 インフォメーション
16：45 今週妻が浮気します#12（終）
18：00 サンドイッチガールの逆襲#4
19：00 くノ一忍法帖 蛍火#12（終）
20：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#21
21：00 朱蒙－チュモン－#1
22：15 朱蒙－チュモン－#2
23：30 前世の敵～愛して許して～#104
00：15 家なき子#1
01：15 サンドイッチガールの逆襲#5
02：15 インターローカルアワー
02：45 私の耳にキャンディ ２#8

04：00 鬼平犯科帳第３シリーズ#2
05：00 必殺仕舞人#9
06：00 前世の敵～愛して許して～#104
06：45 明日、キミと#11
08：00 明日、キミと#12
09：15 インフォメーション
09：45 鬼平犯科帳第３シリーズ#3
10：45 必殺仕舞人#10
11：45 インフォメーション
12：15 赤かぶ検事の逆転法廷#3
13：15 赤かぶ検事の逆転法廷#4
14：15 番人！～もう一度、キミを守る～#9
15：30 番人！～もう一度、キミを守る～#10
16：45 インフォメーション
17：15 厄除け商売繁盛殺人事件２
19：00 鬼平犯科帳第３シリーズ#3
20：00 必殺仕舞人#10
21：00 今週妻が浮気します#11
22：15 今週妻が浮気します#12（終）
23：30 前世の敵～愛して許して～#105
00：15 赤かぶ検事の逆転法廷#5
01：15 赤かぶ検事の逆転法廷#6
02：15 インターローカルアワー
02：45 私の耳にキャンディ ２#9

04：00 八百八町夢日記２#21
05：00 剣客商売５#7
06：00 前世の敵～愛して許して～#102
06：45 番人！～もう一度、キミを守る～#7
08：00 番人！～もう一度、キミを守る～#8
09：15 インフォメーション
09：45 八百八町夢日記２#22
10：45 剣客商売５#8
11：45 インフォメーション
12：15 俺のダンディズム#8
13：15 ただ愛する仲#3
15：00 朱蒙－チュモン－#1
16：15 インフォメーション
16：45 今週妻が浮気します#11
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#31
19：00 八百八町夢日記２#22
20：00 剣客商売５#8
21：00 明日、キミと#11
22：15 明日、キミと#12
23：30 前世の敵～愛して許して～#103
00：15 俺のダンディズム#9
01：15 プロポーズ大作戦 中国版#32（終）
02：15 インターローカルアワー
02：45 私の耳にキャンディ ２#7

04：00 藤沢周平「悪党狩り」#13
05：00 藤沢周平「悪党狩り」#14
06：00 前世の敵～愛して許して～#101
06：45 今週妻が浮気します#9
08：00 今週妻が浮気します#10
09：15 インフォメーション
09：45 藤沢周平「悪党狩り」#15
10：45 藤沢周平「悪党狩り」#16
11：45 インフォメーション
12：15 ブランケット・キャッツ#1
13：15 ただ愛する仲#2
14：45 韓チャン！#93
15：00 クリミナル・マインド：KOREA#18
16：15 インフォメーション
16：45 明日、キミと#12
18：00 恋愛動物#13
19：00 藤沢周平「悪党狩り」#15
20：00 藤沢周平「悪党狩り」#16
21：00 クリミナル・マインド：KOREA#17
22：15 クリミナル・マインド：KOREA#18
23：30 前世の敵～愛して許して～#102
00：15 ブランケット・キャッツ#2
01：15 恋愛動物#14
02：15 インターローカルアワー
02：45 私の耳にキャンディ ２#6

04：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#18
05：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#19
06：00 前世の敵～愛して許して～#100
06：45 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#29
08：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#30（終）
09：15 インフォメーション
09：45 闇を斬る！大江戸犯科帳#20（終）
10：45 さむらい探偵事件簿#1
11：45 インフォメーション
12：15 ＧＴＯ［反町隆史主演］ノーカット版#1
13：15 厄除け商売繁盛殺人事件２
15：00 クリミナル・マインド：KOREA#17
16：15 インフォメーション
16：45 明日、キミと#11
18：00 エンカメ#165
18：30 テリー伊藤の世界のタビセツ

　　　　　  【兼崎健太郎出演回】#2
19：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#20（終）
20：00 さむらい探偵事件簿#1
21：00 番人！～もう一度、キミを守る～#7
22：15 番人！～もう一度、キミを守る～#8
23：30 前世の敵～愛して許して～#101
00：15 ＧＴＯ［反町隆史主演］ノーカット版#2
01：15 エンカメ#166
01：45 テリー伊藤の世界のタビセツ

　　   【兼崎健太郎出演回】#3（終）
02：15 インターローカルアワー
02：45 私の耳にキャンディ ２#5

04：00 プロポーズ大作戦 中国版#17
04：50 プロポーズ大作戦 中国版#18
05：40 プロポーズ大作戦 中国版#19

　　　　　　　  〈特典映像付〉
06：30 インターローカルアワー
07：30 剣客商売２#1
08：30 剣客商売２#2
09：30 八百八町夢日記#25
10：30 八百八町夢日記#26
11：30 八百八町夢日記#27
12：30 インフォメーション
13：00 時をかける少女#5（終）
14：00 ボイ×なら～噂のイケメン

ユニットが奈良で（秘）祭り～
15：00 熱中時代スペシャル

帰って来た北野広大
17：00 インターローカルアワー
18：00 剣客商売スペシャル 道場破り
20：00 鬼平犯科帳 劇場版
22：00 松本清張「高台の家」
00：00 ショー!K-POPの中心#165
01：15 SUPER JUNIOR リターンズ#2
02：30 SEVENTEENのある

　　   素敵な日 in JAPAN#3
03：45 韓流スタージャックＳ★IMFACT 前編

04：00 さむらい探偵事件簿#2
05：00 さむらい探偵事件簿#3
06：00 前世の敵～愛して許して～#110
06：45 朱蒙－チュモン－#3
08：00 朱蒙－チュモン－#4
09：15 インフォメーション
09：45 さむらい探偵事件簿#4
10：45 さむらい探偵事件簿#5
11：45 インフォメーション
12：15 ＧＴＯ［反町隆史主演］ノーカット版#3
13：15 松本清張「駅路」
15：00 ハッピー煉獄レストラン#1
16：15 インフォメーション
16：45 明日、キミと#15
18：00 エンカメ#167
18：30 テリー伊藤の世界のタビセツ

　　　　　   【細貝圭出演回】#1
19：00 さむらい探偵事件簿#4
20：00 さむらい探偵事件簿#5
21：00 番人！～もう一度、キミを守る～#11
22：15 番人！～もう一度、キミを守る～#12
23：30 前世の敵～愛して許して～#111
00：10 ＧＴＯ［反町隆史主演］ノーカット版#4

01：00 全停波

04：00 相続者たち#3
05：05 相続者たち#4
06：10 相続者たち#5
07：11 相続者たち#6
08：12 相続者たち#7
09：15 相続者たち#8
10：30 インフォメーション
11：00 ショー!K-POPの中心#164
12：15 食べドラ２ 第６回「家なき子」
12：30 インターローカルアワー
14：00 剣客商売４#8
15：00 剣客商売４#9
16：00 剣客商売４#10
17：00 剣客商売４#11（終）
18：00 天切り松 闇がたり
20：00 藤沢周平「へそ曲がり新左

　　　　嫁姑、婿取り合戦！」
21：00 藤沢周平「おんなの密書

　　　　ボーナスは瓜一個」
22：00 前世の敵～愛して許して～#106
22：45 前世の敵～愛して許して～#107
23：30 前世の敵～愛して許して～#108
00：15 前世の敵～愛して許して～#109
01：00 前世の敵～愛して許して～#110
01：45 食べドラ２ 第５回

「番人！～もう一度、キミを守る～」
02：00 松本清張「断線」

04：00 鬼平犯科帳第３シリーズ#3
05：00 必殺仕舞人#10
06：00 前世の敵～愛して許して～#109
06：45 明日、キミと#13
08：00 明日、キミと#14
09：15 インフォメーション
09：45 鬼平犯科帳第３シリーズ#4
10：45 必殺仕舞人#11
11：45 インフォメーション
12：15 赤かぶ検事の逆転法廷#5
13：15 赤かぶ検事の逆転法廷#6
14：15 番人！～もう一度、キミを守る～#11
15：30 番人！～もう一度、キミを守る～#12
16：45 インフォメーション
17：15 厄除け商売繁盛殺人事件３
19：00 鬼平犯科帳第３シリーズ#4
20：00 必殺仕舞人#11
21：00 ピョン・ヒョクの恋#1
22：15 ピョン・ヒョクの恋#2
23：30 前世の敵～愛して許して～#110
00：15 赤かぶ検事の逆転法廷#7
01：15 赤かぶ検事の逆転法廷#8
02：15 インターローカルアワー
02：45 【SUPER JUNIOR出演回】

ショー!K-POPの中心#159

04：00 くノ一忍法帖 蛍火#12（終）
05：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#21
06：00 前世の敵～愛して許して～#108
06：45 クリミナル・マインド：KOREA#19
08：00 クリミナル・マインド：KOREA#20（終）
09：15 インフォメーション
09：45 あばれ八州御用旅 第１シリーズ#1
10：45 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#22
11：45 インフォメーション
12：15 家なき子#1
13：15 ただ愛する仲#7
15：00 朱蒙－チュモン－#4
16：15 インフォメーション
16：45 ピョン・ヒョクの恋#2
18：00 サンドイッチガールの逆襲#5
19：00 あばれ八州御用旅 第１シリーズ#1
20：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#22
21：00 朱蒙－チュモン－#3
22：15 朱蒙－チュモン－#4
23：30 前世の敵～愛して許して～#109
00：15 家なき子#2
01：15 サンドイッチガールの逆襲#6
02：15 インターローカルアワー
02：45 【SUPER JUNIOR-D&E出演回】

ショー!K-POPの中心#154



■ 国内ドラマ

安達祐実出演で社会現象を巻き起こした90年代を代表する大ヒッ
トドラマ！主人公の少女が放ったセリフ、「同情するならカネをくれ！」
はその年の流行語大賞に！

小学6年生の相沢すず（安
達祐実）は、その貧しい家
庭環境のせいか、金に対し
異常な執着を見せていた。
嘘泣きを武器に、すずは教
室内でも校外でも金を盗み
まくる。担任の片島智之（保
阪尚輝）は、なんとかすず
を立ち直らせようと一生懸
命。そんなある日、すずの母・
陽子（田中好子）が殴られ
て緊急入院。すずは自宅に
放火し、その罪を陽子を
殴った酒乱の継父・悟志（内
藤剛志）になすりつけた。

家なき子（全12話）
２／１４㈭スタート！毎週㈭ 深0：15～1：15 他

☆再放送：２／２１㈭より 毎週㈭後0：15～1：15
企画：野島伸司　　脚本：高月真哉　　演出：細野英延
出演：安達祐実、保阪尚輝、水野真紀、田中好子、内藤剛志 他

04：00 八百八町夢日記２#20
05：00 剣客商売５#6
06：00 前世の敵～愛して許して～#97
06：45 番人！～もう一度、キミを守る～#5
08：00 番人！～もう一度、キミを守る～#6
09：15 インフォメーション
09：45 八百八町夢日記２#21
10：45 剣客商売５#7
11：45 インフォメーション
12：15 俺のダンディズム#7
13：15 ポンダンポンダン 王様の恋#2（終）
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#29
16：15 インフォメーション
16：45 今週妻が浮気します#9
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#30
19：00 八百八町夢日記２#21
20：00 剣客商売５#7
21：00 明日、キミと#9
22：15 明日、キミと#10
23：30 前世の敵～愛して許して～#98
00：15 俺のダンディズム#8
01：15 プロポーズ大作戦 中国版#31
02：15 インターローカルアワー
02：45 私の耳にキャンディ ２#2

04：00 くノ一忍法帖 蛍火#10
05：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#19
06：00 前世の敵～愛して許して～#98
06：45 クリミナル・マインド：KOREA#15
08：00 クリミナル・マインド：KOREA#16
09：15 インフォメーション
09：45 くノ一忍法帖 蛍火#11
10：45 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#20
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～#9
13：15 ただ愛する仲#1
15：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#30（終）
16：15 インフォメーション
16：45 今週妻が浮気します#10
18：00 サンドイッチガールの逆襲#3
19：00 くノ一忍法帖 蛍火#11
20：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#20
21：00 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#29
22：15 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#30（終）
23：30 前世の敵～愛して許して～#99
00：15 キャリア～掟破りの警察署長～#10（終）
01：15 サンドイッチガールの逆襲#4
02：15 インターローカルアワー
02：45 私の耳にキャンディ ２#3

04：00 鬼平犯科帳第３シリーズ#1
05：00 必殺仕舞人#8
06：00 前世の敵～愛して許して～#99
06：45 明日、キミと#9
08：00 明日、キミと#10
09：15 インフォメーション
09：45 鬼平犯科帳第３シリーズ#2
10：45 必殺仕舞人#9
11：45 インフォメーション
12：15 赤かぶ検事の逆転法廷#1
13：15 赤かぶ検事の逆転法廷#2
14：15 番人！～もう一度、キミを守る～#7
15：30 番人！～もう一度、キミを守る～#8
16：45 インフォメーション
17：15 厄除け商売繁盛殺人事件１
19：00 鬼平犯科帳第３シリーズ#2
20：00 必殺仕舞人#9
21：00 今週妻が浮気します#9
22：15 今週妻が浮気します#10
23：30 前世の敵～愛して許して～#100
00：15 赤かぶ検事の逆転法廷#3
01：15 赤かぶ検事の逆転法廷#4
02：15 インターローカルアワー
02：45 私の耳にキャンディ ２#4

04：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#43
05：07 今日、妻やめます～偽りの家族～#44
06：17 今日、妻やめます～偽りの家族～#45
07：42 今日、妻やめます～偽りの家族～#46
09：05 今日、妻やめます～偽りの家族～#47
10：30 インフォメーション
11：00 ショー!K-POPの中心#162
12：15 食べドラ２ 第２回「恋愛動物」
12：30 インターローカルアワー
14：00 剣客商売４#4
15：00 剣客商売４#5
16：00 剣客商売４#6
17：00 剣客商売４#7
18：00 寛永風雲録

－激突！知恵伊豆 対 由比正雪－
21：30 二人旅のカタチ in 北海道#2（終）
22：00 前世の敵～愛して許して～#96
22：45 前世の敵～愛して許して～#97
23：30 前世の敵～愛して許して～#98
00：15 前世の敵～愛して許して～#99
01：00 前世の敵～愛して許して～#100
01：45 食べドラ２ 第６回「家なき子」
02：00 松本清張「知られざる動機」

04：00 プロポーズ大作戦 中国版#11
04：50 プロポーズ大作戦 中国版#12
05：40 プロポーズ大作戦 中国版#13

　　　　　　　  〈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#19
08：30 鬼平犯科帳第２シリーズ#20
09：30 八百八町夢日記#19
10：30 八百八町夢日記#20
11：30 八百八町夢日記#21
12：30 インフォメーション
13：00 限界集落株式会社#2
14：00 限界集落株式会社#3
15：00 限界集落株式会社#4
16：00 限界集落株式会社#5（終）
17：00 インターローカルアワー
18：00 剣客商売スペシャル 母と娘と
19：50 剣客商売スペシャル

　　　　   決闘・高田の馬場
21：30 ジャンクション２９#1〈特典映像付〉
22：00 松本清張「支払い過ぎた縁談」
00：00 ショー!K-POPの中心#163
01：15 私の耳にキャンディ ２#10（終）
02：45 SEVENTEENのある素敵な日

　　　　　　　in JAPAN#1

04：00 今日、妻やめます～偽りの家族～#48
05：10 今日、妻やめます～偽りの家族～#49
06：25 今日、妻やめます

　　　～偽りの家族～#50（終）
07：45 相続者たち#1
09：05 相続者たち#2
10：30 インフォメーション
11：00 ショー!K-POPの中心#163
12：15 食べドラ 第１回「鬼平犯科帳」
12：30 インターローカルアワー
14：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#12
15：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#13
16：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#14
17：00 鬼平犯科帳第２シリーズ#15
18：00 大河ドラマ

「風と雲と虹と」総集編#1
19：45 大河ドラマ

「風と雲と虹と」総集編#2（終）
21：30 ジャンクション２９#2〈特典映像付〉
22：00 前世の敵～愛して許して～#101
22：45 前世の敵～愛して許して～#102
23：30 前世の敵～愛して許して～#103
00：15 前世の敵～愛して許して～#104
01：00 前世の敵～愛して許して～#105
01：45 食べドラ２ 第６回「家なき子」
02：00 松本清張「かげろう絵図」

04：00 プロポーズ大作戦 中国版#14
04：50 プロポーズ大作戦 中国版#15
05：40 プロポーズ大作戦 中国版#16

　　　　　　　  〈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#21（終）
09：15 食べドラ 第５回「剣客商売」
09：30 八百八町夢日記#22
10：30 八百八町夢日記#23
11：30 八百八町夢日記#24
12：30 インフォメーション
13：00 時をかける少女#1
14：00 時をかける少女#2
15：00 時をかける少女#3
16：00 時をかける少女#4
17：00 インターローカルアワー
18：00 剣客商売スペシャル 女用心棒
19：50 剣客商売スペシャル 春の嵐
21：30 ジャンクション２９#3〈特典映像付〉（終）
22：00 松本清張「状況曲線」
00：00 ショー!K-POPの中心#164
01：15 SUPER JUNIOR リターンズ#1
02：30 SEVENTEENのある素敵な日

　　　　　　    in JAPAN#2
03：45 韓チャン！#94

04：00 闇を斬る！大江戸犯科帳#20（終）
05：00 さむらい探偵事件簿#1
06：00 前世の敵～愛して許して～#105
06：45 朱蒙－チュモン－#1
08：00 朱蒙－チュモン－#2
09：15 インフォメーション
09：45 さむらい探偵事件簿#2
10：45 さむらい探偵事件簿#3
11：45 インフォメーション
12：15 ＧＴＯ［反町隆史主演］ノーカット版#2
13：15 厄除け商売繁盛殺人事件３
15：00 クリミナル・マインド：KOREA#19
16：15 インフォメーション
16：45 明日、キミと#13
18：00 エンカメ#166
18：30 テリー伊藤の世界のタビセツ

　　   【兼崎健太郎出演回】#3（終）
19：00 さむらい探偵事件簿#2
20：00 さむらい探偵事件簿#3
21：00 番人！～もう一度、キミを守る～#9
22：15 番人！～もう一度、キミを守る～#10
23：30 前世の敵～愛して許して～#106
00：15 ＧＴＯ［反町隆史主演］ノーカット版#3
01：15 エンカメ#167
01：45 テリー伊藤の世界のタビセツ

　　　　　　 　【細貝圭出演回】#1
02：15 インターローカルアワー
02：45 私の耳にキャンディ ２#10（終）

04：05 藤沢周平「悪党狩り」#15
05：00 藤沢周平「悪党狩り」#16
06：00 前世の敵～愛して許して～#106
06：45 今週妻が浮気します#11
08：00 今週妻が浮気します#12（終）
09：15 インフォメーション
09：45 藤沢周平「悪党狩り」#17
10：45 藤沢周平「悪党狩り」#18
11：45 インフォメーション
12：15 ブランケット・キャッツ#2
13：15 ただ愛する仲#5
15：00 クリミナル・マインド：KOREA#20（終）
16：15 インフォメーション
16：45 明日、キミと#14
18：00 恋愛動物#14
19：00 藤沢周平「悪党狩り」#17
20：00 藤沢周平「悪党狩り」#18
21：00 クリミナル・マインド：KOREA#19
22：15 クリミナル・マインド：KOREA#20（終）
23：30 前世の敵～愛して許して～#107
00：15 ブランケット・キャッツ#3
01：15 恋愛動物#15（終）
02：15 インターローカルアワー
02：45 【SEVENTEEN出演回】

ショー!K-POPの中心#151

04：00 八百八町夢日記２#22
05：00 剣客商売５#8
06：00 前世の敵～愛して許して～#107
06：45 番人！～もう一度、キミを守る～#9
08：00 番人！～もう一度、キミを守る～#10
09：15 インフォメーション
09：45 八百八町夢日記２#23
10：45 剣客商売５#9
11：45 インフォメーション
12：15 俺のダンディズム#9
13：15 ただ愛する仲#6
14：45 韓流スタージャックＳ★IMFACT 前編
15：00 朱蒙－チュモン－#3
16：15 インフォメーション
16：45 ピョン・ヒョクの恋#1
18：00 プロポーズ大作戦 中国版#32（終）
19：00 八百八町夢日記２#23
20：00 剣客商売５#9
21：00 明日、キミと#13
22：15 明日、キミと#14
23：30 前世の敵～愛して許して～#108
00：15 俺のダンディズム#10
01：15 千年のシンデレラ

～Love in the Moonlight～#1
02：15 インターローカルアワー
02：45 【SEVENTEEN出演回】

ショー!K-POPの中心#152

～全停波
07：00 ピョン・ヒョクの恋#1
08：10 ピョン・ヒョクの恋#2
09：25 インフォメーション
09：55 藤沢周平「悪党狩り」#19
10：45 藤沢周平「悪党狩り」#20
11：45 インフォメーション
12：15 ブランケット・キャッツ#3
13：15 ただ愛する仲#8
15：00 ハッピー煉獄レストラン#2（終）
16：15 インフォメーション
16：45 明日、キミと#16（終）
18：00 恋愛動物#15（終）
19：00 藤沢周平「悪党狩り」#19
20：00 藤沢周平「悪党狩り」#20
21：00 ハッピー煉獄レストラン#1
22：15 ハッピー煉獄レストラン#2（終）
23：30 前世の敵～愛して許して～#112
00：15 ブランケット・キャッツ#4
01：15 カンブリア紀#1
02：15 インターローカルアワー
02：45 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#1

04：00 八百八町夢日記２#23
05：00 剣客商売５#9
06：00 前世の敵～愛して許して～#112
06：45 番人！～もう一度、キミを守る～#11
08：00 番人！～もう一度、キミを守る～#12
09：15 インフォメーション
09：45 八百八町夢日記２#24
10：45 剣客商売５#10（終）
11：45 インフォメーション
12：15 俺のダンディズム#10
13：15 ただ愛する仲#9
15：00 朱蒙－チュモン－#5
16：15 インフォメーション
16：45 ピョン・ヒョクの恋#3
18：00 千年のシンデレラ

～Love in the Moonlight～#1
19：00 八百八町夢日記２#24
20：00 剣客商売５#10（終）
21：00 明日、キミと#15
22：15 明日、キミと#16（終）
23：30 前世の敵～愛して許して～#113
00：15 俺のダンディズム#11
01：15 千年のシンデレラ

～Love in the Moonlight～#2
02：15 インターローカルアワー
02：45 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#2

04：00 あばれ八州御用旅 第１シリーズ#1
05：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#22
06：00 前世の敵～愛して許して～#113
06：45 ハッピー煉獄レストラン#1
08：00 ハッピー煉獄レストラン#2（終）
09：15 インフォメーション
09：45 あばれ八州御用旅 第１シリーズ#2
10：45 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#23
11：45 インフォメーション
12：15 家なき子#2
13：15 ただ愛する仲#10
14：45 韓チャン！#94
15：00 朱蒙－チュモン－#6
16：15 インフォメーション
16：45 ピョン・ヒョクの恋#4
18：00 サンドイッチガールの逆襲#6
19：00 あばれ八州御用旅 第１シリーズ#2
20：00 必殺仕事人Ⅴ 激闘編#23
21：00 朱蒙－チュモン－#5
22：15 朱蒙－チュモン－#6
23：30 前世の敵～愛して許して～#114
00：15 家なき子#3
01：15 サンドイッチガールの逆襲#7
02：15 インターローカルアワー
02：45 逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-#3



1　金
4:00インフォメーション

5:00
二

PGAツアー
衛星生中継
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
1日目

9:00 橋本マナミのLeader’s GOLF #23
9:30 あすゴル！ゴルフ部 #44 ▽9:45 Taku Miyamoto × RANGE ROVER
10:00インフォメーション
10:30 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #1＆2
11:00 プレ女レッスン～白戸由香編～ #1＆2
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～ #4
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 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

二

[ 日本 vsタイ]
2018
アマタ
フレンドシップカップ
1日目

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～ #4
6:30インフォメーション
7:00

二

PGAツアー
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
1日目

11:00★ギア猿
～レディースギアをサルベージ！～

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～ #4
0:30アマの志し #1

～森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）～
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

2　土
4:00インフォメーション

5:00
二

PGAツアー
衛星生中継
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
2日目

9:00 TEAM SERIZAWA 346
9:30スター☆ゴルフマッチⅡ #27
10:00

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

0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 あすゴル！ゴルフ部 #44
0:30

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

2:30 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #4 ▽2:45 プレ女レッスン～白戸由香編～ #1
3:00「ザ・シンギュラリティ」～人間対AI 天下分け目のゴルフ対決～
▽3:45 PGAツアーハイライト

4:00 プレ男レッスン～中村龍明編～ #1＆2
4:30

二

[ 日本 vsタイ]
2018
アマタ
フレンドシップカップ
2日目

7:30 EASY GOLF #168
8:00

二

PGAツアー
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
2日目

0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 ゴルフの景色 ～京葉CC～
0:30アマの志し #2

～京葉カントリー倶楽部（千葉県）～
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
二

PGAツアー 衛星生中継
ウェイストマネジメント フェニックスオープン 3日目

3　日
（3:00~）

二

PGAツアー
衛星生中継
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
3日目

8:00 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #1＆2
8:30 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #3＆4
9:00ギア猿

～レディースギアをサルベージ！～
10:00ピンクリボンチャリティゴルフ2018
10:30ゴル魂 #130
11:00 プレ男レッスン～室屋修一編～ #1＆2
11:30 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #4 ▽11:45 プレ男レッスン～中村龍明編～ #1
0:00 PGAツアーハイライト 

▽0:15 「ザ・シンギュラリティ」～人間対AI 天下分け目のゴルフ対決～
1:00

二

[ 日本 vsタイ]
2018
アマタ
フレンドシップカップ
最終日

4:00 PGAツアーハイライト ▽4:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #4
4:30 みんなのPGAツアー 2月号
5:00

二

PGAツアー
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
3日目

10:00

★

あすゴル！ゴルフ部 #45 ▽10:15 Taku Miyamoto × RANGE ROVER
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 ～ココビーチG＆CC～
0:30アマの志し #3

～南総カントリークラブ（千葉県）～
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
二

PGAツアー 衛星生中継
ウェイストマネジメント フェニックスオープン 最終日

4　月
（3:00~）

二

PGAツアー
衛星生中継
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
最終日

8:00 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1＆#2
8:30インフォメーション
9:00アマの志し #8

～富士箱根カントリークラブ（静岡県）～
10:00インフォメーション
10:30 プレ男レッスン～中村龍明編～ #1＆2
11:00 プレ男レッスン～中村龍明編～ #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 プレ男レッスン～室屋修一編～ #1
0:30牧野裕のEnjoy Golf
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 プレ男レッスン～塩川隆幸編～ #1＆2
3:30アマの志し #1

～森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）～
4:30インフォメーション
5:00 あすゴル！ゴルフ部 #45 ▽5:15 PGAツアーハイライト
5:30

二

PGAツアー
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
最終日

10:30みんなのPGAツアー 2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！」 #21
0:00 プレ男レッスン～南秀樹編～ #1＆2
0:30アマの志し #4

～富士カントリークラブ（静岡県）～
1:30 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～
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

5　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
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
2日目

8:30インフォメーション
9:00アマの志し #9

～清川カントリークラブ（神奈川県）～
10:00インフォメーション
10:30 プレ男レッスン～室屋修一編～ #1＆2
11:00 プレ男レッスン～室屋修一編～ #3＆4
11:30インフォメーション
0:00 あすゴル！ゴルフ部 #45 ▽0:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1
0:30 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #1＆2
1:00インフォメーション
1:30

二

PGAツアー
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
1日目

4:30インフォメーション
5:00 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #1＆2
5:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #21
6:00ギア猿

～レディースギアをサルベージ！～
7:00アマの志し #2

～京葉カントリー倶楽部（千葉県）～
8:00 あすゴル！ゴルフ部 #45 ▽8:15 プレ男レッスン～塩川隆幸編～ #1
8:30 プレ男レッスン～ JUN羽生編～ #1＆2
9:00★Let’s ゴルっち！ #17
9:30スター☆ゴルフマッチⅡ #27
10:00★葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #10
10:30★EASY GOLF #169
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 #24
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～ #1
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～室屋修一編～ #1＆2
3:30 プレ男レッスン～室屋修一編～ #3＆4

6　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
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
3日目

8:30インフォメーション
9:00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）～
10:00インフォメーション
10:30 プレ男レッスン～塩川隆幸編～ #1＆2
11:00 プレ男レッスン～塩川隆幸編～ #3＆4
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
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
2日目

4:30インフォメーション
5:00「ザ・シンギュラリティ」～人間対AI 天下分け目のゴルフ対決～ 

▽5:45 Taku Miyamoto × RANGE ROVER
6:00 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1 ▽6:15 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #1
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★ゴルフ真剣勝負
the MATCH #35
中西直人 vs 木下陵介

11:00★江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #3 ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #45
11:30 2018 年度 第 24回

日本ジュニアゴルフ選手権競技
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みんなのPGAツアー 2月号
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

7　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
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
最終日
優勝 :テッド・ポッター Jr

8:30インフォメーション
9:00アマの志し #11

～東富士カントリークラブ（静岡県）～
10:00インフォメーション
10:30 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #1＆2
11:00 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #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！」 #21
0:30 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1 ▽0:45 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #1
1:00インフォメーション
1:30

二

PGAツアー
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
3日目

4:30インフォメーション
5:00アマの志し #3

～南総カントリークラブ（千葉県）～
6:00 プレ男レッスン～鈴木タケル編～ #1＆2
6:30インフォメーション
7:00 あすゴル！ゴルフ部 #45 ▽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！～井上透編～ #1＆2
8:00

二

PGAツアー
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
最終日

11:00アマの志し #7
～こだまゴルフクラブ（埼玉県）～

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
1日目

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

※最大延長 午前 9:00 ※最大延長 午前 10:30

8　金
4:00インフォメーション

5:00
二

PGAツアー
衛星生中継
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
1日目

8:00「ザ・シンギュラリティ」～人間対AI 天下分け目のゴルフ対決～ 
▽8:45 あすゴル！ゴルフ部 #45

9:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #21
9:30 EASY GOLF #169
10:00ゴル魂 #131
10:30インフォメーション
11:00 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #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 プレ男レッスン～南秀樹編～ #1
0:30牧野裕のEnjoy Golf
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～ #1＆2
2:00 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #3＆4
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アマの志し #4

～富士カントリークラブ（静岡県）～
4:30インフォメーション
5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 プレ男レッスン～ JUN羽生編～ #1
5:30 プレ女レッスン～白戸由香編～ #3＆4
6:00スター☆ゴルフマッチⅡ #27
6:30インフォメーション
7:00 2018 年度 第 24回
日本ジュニアゴルフ選手権競技

8:00
二

PGAツアー
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
1日目

11:00★debut! 米国で話題沸騰のTENSEI が遂に登場
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

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

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

9　土
4:00インフォメーション

5:00
二

PGAツアー
衛星生中継
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
2日目

8:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #35
中西直人 vs 木下陵介

10:00ギア猿
～レディースギアをサルベージ！～

11:00 あすゴル！ゴルフ部 #45 ▽11:15 江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #3
11:30 プレ男レッスン～中村龍明編～ #3＆4
0:00 Taku Miyamoto × RANGE ROVER ▽0:15 PGAツアーハイライト
0:30 プレ男レッスン～室屋修一編～ #3＆4
1:00

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

4:00アマの志し #5
～高坂カントリークラブ（埼玉県）～

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 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #21
7:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #10
7:30 debut! 米国で話題沸騰のTENSEI が遂に登場
8:00

二

PGAツアー
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
2日目

11:00みんなのPGAツアー 2月号
11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 ゴルフの景色 ～森林公園GC～
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
二

PGAツアー 衛星生中継
ＡＴ＆Ｔペブルビーチプロアマ ３日目

10　日
（3:00~）

二

PGAツアー
衛星生中継
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
3日目

8:00アマの志し #12
～キングフィールズゴルフクラブ（千葉県）～

9:00 Let’s ゴルっち！ #17
9:30 橋本マナミのLeader’s GOLF #24
10:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #21
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 プレ男レッスン～鈴木タケル編～ #1
0:30 プレ男レッスン～塩川隆幸編～ #3＆4
1:00

二

海外女子メジャー 2018
全英リコー
女子オープン
ゴルフ選手権
最終日
優勝 :ジョージア・ホール

4:00 PGAツアーハイライト ▽4:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1
4:30 EASY GOLF #169
5:00

二

PGAツアー
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
3日目

10:00★あすゴル！ゴルフ部 #46 ▽10:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1
10:30 2018 年度 第 24回

日本ジュニアゴルフ選手権競技
11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 ゴルフの景色 ～オークビレッヂ～
0:00アマの志し #8

～富士箱根カントリークラブ（静岡県）～
1:00ギア猿

～レディースギアをサルベージ！～
2:00インフォメーション

3:00
二

PGAツアー 衛星生中継
ＡＴ＆Ｔペブルビーチプロアマ 最終日

11　月
（3:00~）

二

PGAツアー
衛星生中継
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
最終日

8:30 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1＆#2
9:00アマの志し #13

～湘南カントリークラブ（神奈川県）～
10:00 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3＆#4
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 2018 年度 第 24回

日本ジュニアゴルフ選手権競技
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 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #21
2:00 江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #3 ▽2:15 PGAツアーハイライト
2:30 debut! 米国で話題沸騰のTENSEI が遂に登場
3:00ゴル魂 #131
3:30ゴルフ真剣勝負
the MATCH #35
中西直人 vs 木下陵介

5:30
二

PGAツアー
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
最終日

11:00 あすゴル！ゴルフ部 #46 ▽11:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2
11:30「ザ・シンギュラリティ」～人間対AI 天下分け目のゴルフ対決～ 

▽0:15 Taku Miyamoto × RANGE ROVER
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 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #3＆4
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～南秀樹編～ #1＆2
3:30プレ男レッスン～南秀樹編～ #3＆4

※最大延長 午前 9:00
※最大延長 午前 11:30

12　火
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
ジェネシスオープン
3日目 前半

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 debut! 米国で話題沸騰のTENSEI が遂に登場
0:30 あすゴル！ゴルフ部 #46 ▽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

二

PGAツアー
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
1日目

4:30インフォメーション
5:00アマの志し #7

～こだまゴルフクラブ（埼玉県）～
6:00 PGAツアーハイライト ▽6:15 プレメンレッスン2！～井上透編～ #1
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
オアシス
チャンピオンシップ
1日目

9:00★Let’s ゴルっち！ #18
9:30★スター☆ゴルフマッチⅡ #28
10:00★TEAM SERIZAWA 347
10:30★EASY GOLF #170
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★ゴル魂 #132
0:00★橋本マナミのLeader’s GOLF #25
0:30 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2 ▽0:45 ゴルフの景色 ～京葉CC～
1:00 あすゴル！ゴルフ部 #46 ▽1:15 PGAツアーハイライト
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停波

13　水
4:00停波

6:00インフォメーション
6:30

二

PGAツアー 2017-18
ジェネシスオープン
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～ 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 #8

～富士箱根カントリークラブ（静岡県）～
1:00インフォメーション
1:30

二

PGAツアー
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
2日目

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！」 #21
5:30 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2 ▽5:45 プレメンレッスン2！～江連忠編～ #1
6:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #10
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
オアシス
チャンピオンシップ
2日目

9:00プレ男レッスン～南秀樹編～ #3＆4
9:30 あすゴル！ゴルフ部 #46 ▽9:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2
10:00 debut! 米国で話題沸騰のTENSEI が遂に登場
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
二

PGAツアー チャンピオンズ
オアシス
チャンピオンシップ
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

14　木
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

二

PGAツアー 2017-18
ジェネシスオープン
最終日 後半
優勝 :ババ・ワトソン

8:30インフォメーション
9:00アマの志し #1

～森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）～
10:00インフォメーション
10:30 プレ男レッスン～鈴木タケル編～ #1＆2
11:00 プレ男レッスン～鈴木タケル編～ #3＆4
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
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
3日目

4:30インフォメーション
5:00アマの志し #9

～清川カントリークラブ（神奈川県）～
6:00 江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #3 ▽6:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2
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
オアシスチャンピオンシップ
最終日

8:30 あすゴル！ゴルフ部 #46 ▽8:45 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #1
9:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #21
9:30

二

PGAツアー
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
最終日

0:30
二

PGAツアー チャンピオンズ
オアシスチャンピオンシップ
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

15　金
4:00

二

PGAツアー
衛星生中継
ジェネシスオープン
1日目

8:00みんなのPGAツアー 2月号
8:30ゴルフ真剣勝負
the MATCH #35
中西直人 vs 木下陵介

10:30 プレメンレッスン2！～江連忠編～ #1＆2
11:00インフォメーション
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

二

[ 日本 vsタイ]
2018
アマタ
フレンドシップカップ
1日目

3:00インフォメーション
3:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #21
4:00 PGAツアーハイライト ▽4:15 あすゴル！ゴルフ部 #46
4:30インフォメーション
5:00 プレ男レッスン～ JUN羽生編～ #3＆4
5:30 debut! 米国で話題沸騰のTENSEI が遂に登場
6:00 EASY GOLF #170
6:30インフォメーション
7:00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）～
8:00

二

PGAツアー
ジェネシスオープン
1日目

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アマの志し #9

～清川カントリークラブ（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

16　土
4:00

二

PGAツアー
衛星生中継
ジェネシスオープン
2日目

8:00スター☆ゴルフマッチⅡ #28
8:30 debut! 米国で話題沸騰のTENSEI が遂に登場
9:00 橋本マナミのLeader’s GOLF #25
9:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #10
10:00★松山英樹を見た証言 特別編～未公開シーンとその後～
10:30 あすゴル！ゴルフ部 #46 ▽10:45 プレ女レッスン～白戸由香編～ #2
11:00 プレ男レッスン～鈴木タケル編～ #3＆4
11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 プレ男レッスン～中村龍明編～ #2
0:00

二

[ 日本 vsタイ]
2018
アマタ
フレンドシップカップ
2日目

3:00★今日、ゴルフをはじめさせます
3:30ギア猿

～レディースギアをサルベージ！～
4:30 PGAツアーハイライト ▽4:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2
5:00

二

PGAツアー チャンピオンズ
オアシスチャンピオンシップ
最終日

6:30 プレメンレッスン2！～井上透編～ #3＆4
7:00ゴル魂 #132
7:30 プレメンレッスン2！～江連忠編～ #3＆4
8:00

二

PGAツアー
ジェネシスオープン
2日目

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 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #21
1:00牧野裕のEnjoy Golf
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
二

PGAツアー 衛星生中継
ジェネシスオープン 3日目

17　日
（3:00~）

二

PGAツアー
衛星生中継
ジェネシスオープン
3日目

8:00アマの志し #3
～南総カントリークラブ（千葉県）～

9:00 江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #3 ▽9:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2
9:30 TEAM SERIZAWA 347
10:00 EASY GOLF #170
10:30今日、ゴルフをはじめさせます
11:00 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #3＆4
11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 プレ男レッスン～室屋修一編～ #2
0:00

二

[ 日本 vsタイ]
2018
アマタ
フレンドシップカップ
最終日

3:00 プレ女レッスン～白戸由香編～ #1＆2
3:30みんなのPGAツアー 2月号
4:00 PGAツアーハイライト ▽4:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #2
4:30 debut! 米国で話題沸騰のTENSEI が遂に登場
5:00

二

PGAツアー
ジェネシスオープン
3日目

10:00★あすゴル！ゴルフ部 #47 ▽10:15 PGAツアーハイライト
10:30ゴルフ真剣勝負
the MATCH #35
中西直人 vs 木下陵介

0:30 松山英樹を見た証言 特別編～未公開シーンとその後～
1:00 Let’s ゴルっち！ #18
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #21
2:00インフォメーション

3:00
二

PGAツアー 衛星生中継
ジェネシスオープン 最終日

18　月
（3:00~）

二

PGAツアー
衛星生中継
ジェネシスオープン
最終日

8:30インフォメーション
9:00アマの志し #3

～南総カントリークラブ（千葉県）～
10:00インフォメーション
10:30 プレメンレッスン2！～江連忠編～ #1＆2
11:00 プレメンレッスン2！～江連忠編～ #3＆4
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牧野裕のEnjoy Golf
1:00インフォメーション
1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 あすゴル！ゴルフ部 #47
2:00 松山英樹を見た証言 特別編～未公開シーンとその後～
2:30インフォメーション
3:00 debut! 米国で話題沸騰のTENSEI が遂に登場
3:30ゴル魂 #132
4:00インフォメーション
4:30ギア猿

～レディースギアをサルベージ！～
5:30

二

PGAツアー
ジェネシスオープン
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～ #3
11:30★稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #22
0:00今日、ゴルフをはじめさせます
0:30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）～
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

19　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アマの志し #8

～富士箱根カントリークラブ（静岡県）～
6:30

二

WGC 2017-18
メキシコ
チャンピオンシップ
2日目 後半

8:30インフォメーション
9:00アマの志し #4

～富士カントリークラブ（静岡県）～
10:00インフォメーション
10:30 プレ女レッスン～白戸由香編～ #1＆2
11:00 プレ女レッスン～白戸由香編～ #3＆4
11:30インフォメーション
0:00 あすゴル！ゴルフ部 #47 ▽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～室屋修一編～ #1＆2
1:00インフォメーション
1:30

二

PGAツアー
ジェネシスオープン
1日目

4:30インフォメーション
5:00 松山英樹を見た証言 特別編～未公開シーンとその後～
5:30 プレ男レッスン～塩川隆幸編～ #1＆2
6:00 debut! 米国で話題沸騰のTENSEI が遂に登場
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
チャブクラシック
1日目

8:30 あすゴル！ゴルフ部 #47 ▽8:45 PGAツアーハイライト
9:00★Let’s ゴルっち！ #19
9:30スター☆ゴルフマッチⅡ #28
10:00みんなのPGAツアー 2月号
10:30★EASY GOLF #171
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★ゴル魂 #133
0:00★橋本マナミのLeader’s GOLF #26
0:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #22
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 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停波

20　水
4:00停波

6:00インフォメーション
6:30

二

WGC 2017-18
メキシコ
チャンピオンシップ
3日目 後半

8:30インフォメーション
9:00アマの志し #5

～高坂カントリークラブ（埼玉県）～
10:00インフォメーション
10:30 プレ男レッスン～中村龍明編～ #1＆2
11:00 プレ男レッスン～中村龍明編～ #3＆4
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
ジェネシスオープン
2日目

4:30インフォメーション
5:00アマの志し #11

～東富士カントリークラブ（静岡県）～
6:00 松山英樹を見た証言 特別編～未公開シーンとその後～
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
チャブクラシック
2日目

9:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #22
9:30今日、ゴルフをはじめさせます
10:00ギア猿

～レディースギアをサルベージ！～
11:00★江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #4 ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #47
11:30 TEAM SERIZAWA 347
0:00 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3 ▽0:15 ゴルフの景色 ～森林公園GC～
0:30アマの志し #11

～東富士カントリークラブ（静岡県）～
1:30 debut! 米国で話題沸騰のTENSEI が遂に登場
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

21　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

WGC 2017-18
メキシコ
チャンピオンシップ
最終日 後半
優勝 :フィル・ミケルソン

8:30インフォメーション
9:00アマの志し #6

～成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）～
10:00インフォメーション
10:30 プレ男レッスン～室屋修一編～ #1＆2
11:00 プレ男レッスン～室屋修一編～ #3＆4
11:30インフォメーション
0:00みんなのPGAツアー 2月号
0:30 松山英樹を見た証言 特別編～未公開シーンとその後～
1:00インフォメーション
1:30

二

PGAツアー
ジェネシスオープン
3日目

4:30インフォメーション
5:00 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #1＆2
5:30今日、ゴルフをはじめさせます
6:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #22
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
チャブクラシック
最終日

8:30 debut! 米国で話題沸騰のTENSEI が遂に登場
9:00 あすゴル！ゴルフ部 #47 ▽9:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3
9:30

二

PGAツアー
ジェネシスオープン
最終日

0:30
二

PGAツアー
衛星生中継
プエルトリコオープン
1日目

3:30インフォメーション

※最大延長 午前 9:00
※最大延長 午前 11:30

22　金
4:00

二

WGC
衛星生中継
メキシコ
チャンピオンシップ
1日目

9:00 EASY GOLF #171
9:30 橋本マナミのLeader’s GOLF #26
10:00スター☆ゴルフマッチⅡ #28
10:30インフォメーション
11:00 プレメンレッスン2！～江連忠編～ #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！」 #22
0:30牧野裕のEnjoy Golf
1:00インフォメーション
1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 あすゴル！ゴルフ部 #47
2:00 debut! 米国で話題沸騰のTENSEI が遂に登場
2:30インフォメーション
3:00

二

PGAツアー
プエルトリコ
オープン
1日目

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

二

WGC
メキシコ
チャンピオンシップ
1日目

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

二

PGAツアー
衛星生中継
プエルトリコ
オープン
2日目

3:30インフォメーション

23　土
4:00

二

WGC
衛星生中継
メキシコ
チャンピオンシップ
2日目

9:00 Let’s ゴルっち！ #19
9:30みんなのPGAツアー 2月号
10:00今日、ゴルフをはじめさせます
10:30 あすゴル！ゴルフ部 #47 ▽10:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3
11:00プレ男レッスン～南秀樹編～ #1＆2
11:30ゴル魂 #133
0:00 TEAM SERIZAWA 347
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 プレ男レッスン～塩川隆幸編～ #2
1:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #35
中西直人 vs 木下陵介

3:00
二

PGAツアー
プエルトリコ
オープン
2日目

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～ #4
6:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #22
7:00

二

WGC
メキシコ
チャンピオンシップ
2日目

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 松山英樹を見た証言 特別編～未公開シーンとその後～
1:00インフォメーション

2:00
二

WGC
衛星生中継
メキシコチャンピオンシップ
3日目

24　日
（2:00~）

二

WGC
衛星生中継
メキシコ
チャンピオンシップ
3日目

8:00アマの志し #8
～富士箱根カントリークラブ（静岡県）～

9:00
二

★PGAツアー
プエルトリコ
オープン
3日目

11:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #22
11:30 プレ男レッスン～ JUN羽生編～ #1＆2
0:00 松山英樹を見た証言 特別編～未公開シーンとその後～
0:30今日、ゴルフをはじめさせます
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 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #10
2:00ギア猿

～レディースギアをサルベージ！～
3:00 PGAツアーハイライト ▽3:15 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #2
3:30 EASY GOLF #171
4:00

二

WGC
メキシコ
チャンピオンシップ
3日目

10:00★あすゴル！ゴルフ部 #48
▽10:15   PGAツアー
プエルトリコオープン
3日目
▽0:15 ゴルフの景色 ～カーヌスティGL～

0:30みんなのPGAツアー 2月号
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

二

WGC
衛星生中継
メキシコチャンピオンシップ
最終日

25　月
（2:00~）

二

WGC
衛星生中継
メキシコ
チャンピオンシップ
最終日

8:00 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #1＆2
8:30インフォメーション
9:00アマの志し #8

～富士箱根カントリークラブ（静岡県）～
10:00インフォメーション
10:30

二

★PGAツアー
プエルトリコ
オープン
最終日

1:00 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #3＆4
1:30インフォメーション
2:00 PGAツアーハイライト ▽2:15 あすゴル！ゴルフ部 #48
2:30今日、ゴルフをはじめさせます
3:00インフォメーション
3:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #22
4:00ゴル魂 #133
4:30インフォメーション
5:00

二

WGC
メキシコ
チャンピオンシップ
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～ #4
11:30

二

二

PGAツアー
プエルトリコ
オープン
最終日

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

26　火
4:00インフォメーション

5:00
二

PGAツアー チャンピオンズ
チャブクラシック
2日目

7:00
二

PGAツアー チャンピオンズ
チャブクラシック
最終日

8:30インフォメーション
9:00アマの志し #9

～清川カントリークラブ（神奈川県）～
10:00インフォメーション
10:30 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #1＆2
11:00 プレ男レッスン～武市悦宏編～ #3＆4
11:30インフォメーション
0:00 あすゴル！ゴルフ部 #48 ▽0:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #4
0:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #22
1:00インフォメーション
1:30

二

WGC
メキシコ
チャンピオンシップ
2日目

4:30インフォメーション
5:00 江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ #4 ▽5:15 PGAツアーハイライト
5:30 松山英樹を見た証言 特別編～未公開シーンとその後～
6:00今日、ゴルフをはじめさせます
6:30インフォメーション
7:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #35
中西直人 vs 木下陵介

9:00★Let’s ゴルっち！ #20
9:30★スター☆ゴルフマッチⅡ #29
10:00★TEAM SERIZAWA 348
10:30★EASY GOLF #172
11:00★牧野裕のEnjoy Golf
11:30★ゴル魂 #134
0:00★橋本マナミのLeader’s GOLF #27
0:30 あすゴル！ゴルフ部 #48 ▽0:45 PGAツアーハイライト
1:00アマの志し #13

～湘南カントリークラブ（神奈川県）～
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

27　水
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～鈴木タケル編～ #1＆2
6:00

二

PGAツアー
プエルトリコ
オープン
最終日

8:30インフォメーション
9:00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）～
10:00インフォメーション
10:30 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #1＆2
11:00 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #3＆4
11:30インフォメーション
0:00 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #4 ▽0:15 プレ男レッスン～鶴見功樹編～ #2
0:30 プレメンレッスン2！～井上透編～ #1＆2
1:00インフォメーション
1:30

二

WGC
メキシコ
チャンピオンシップ
3日目

4:30インフォメーション
5:00アマの志し #12

～キングフィールズゴルフクラブ（千葉県）～
6:00みんなのPGAツアー 2月号
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！」 #22
7:30 プレメンレッスン2！～江連忠編～ #1＆2
8:00 松山英樹を見た証言 特別編～未公開シーンとその後～
8:30 あすゴル！ゴルフ部 #48 ▽8:45 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #4
9:00

二

WGC
メキシコ
チャンピオンシップ
最終日

0:00今日、ゴルフをはじめさせます
0:30アマの志し #14

～石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）～
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

28　木
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

二

PGAツアー 2017-18
ザ・ホンダクラシック
最終日 後半
優勝 :ジャスティン・トーマス

8:30インフォメーション
9:00アマの志し #11

～東富士カントリークラブ（静岡県）～
10:00

二

衛星生中継
ニュージーランド
オープン
1日目

2:00ゴルフ真剣勝負
the MATCH #35
中西直人 vs 木下陵介

4:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #10
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！」 #22
5:30プレ男レッスン～南秀樹編～ #1＆2
6:00プレ男レッスン～南秀樹編～ #3＆4
6:30インフォメーション
7:00 あすゴル！ゴルフ部 #48 ▽7:15 プレメンレッスン2！～堀尾研仁編～ #4
7:30 プレメンレッスン2！～星野豪史編～ #1＆2
8:00

二

ニュージーランド
オープン
1日目

0:00ギア猿
～レディースギアをサルベージ！～

1:00 松山英樹を見た証言 特別編～未公開シーンとその後～
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 #22
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

※最大延長 午前 9:00 ※最大延長 午前 10:30

※最大延長 午後 1:30
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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。

※「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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字
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4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22 2.9.16.23 3.10.17.24

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

9日～ ロング・ロード・ホーム 字

最新シーズン後半開始直前！

ウォーキング・デッド
シーズン9

エクソシスト
孤島の悪魔

18日～ ウォーキング・デッド シーズン9

プリズン・ブレイク
シーズン5

11日～ ウォーキング・デッド シーズン9 字

Major Crimes
～重大犯罪課 シーズン5

11日 NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン8
18日～ X-ファイル 2016

Major Crimes
～重大犯罪課
シーズン6

Major Crimes
～重大犯罪課 シーズン6

11日（14:00～19:00）「ウォーキング・デッド」
ベスト・オブ リック TOP5発表

スノーフォール
シーズン2

19日～ Major Crimes 
～重大犯罪課 シーズン6

スノーフォール
シーズン2

18日～ Major Crimes 
～重大犯罪課 シーズン6

エクソシスト
孤島の悪魔

15日～ ウォーキング・デッド シーズン9

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

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
～ネイビー犯罪捜査班

シーズン16

1日（14:00）ブルガリ アウローラ アワード
8日（14:00）インフォメーション
1・8日（14:30）ベスト・オブ 

「シンプソンズ シーズン27」 字
15日～ ウォーキング・デッド シーズン9 字

ベスト・オブ
「シンプソンズ シーズン27」ロング・ロード・

ホーム

ロング・ロード・
ホーム

リゾーリ＆アイルズ シーズン6
最強女子スペシャル！
  9日 リゾーリ＆アイルズ シーズン4
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 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15

9-1-1：
LA救命最前線

NCIS
～ネイビー犯罪捜査班

シーズン16

レジデント
型破りな天才研修医
10日 エクソシスト 孤島の悪魔 二

レジデント
型破りな天才研修医

9-1-1：
LA救命最前線

NCIS
～ネイビー犯罪捜査班

シーズン16

NCIS
～ネイビー犯罪捜査班

シーズン16

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
～ネイビー犯罪捜査班

シーズン16

NCIS
～ネイビー犯罪捜査班

シーズン16

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

ロング・ロード・
ホーム

9-1-1：
LA救命最前線

26日 9-1-1：LA救命最前線 シーズン2エクソシスト
孤島の悪魔

  4日 24：00～26:00
エクソシスト 孤島の悪魔 二

11日～ ウォーキング・デッド シーズン9 

ロング・ロード・
ホーム

9-1-1：
LA救命最前線

28日 9-1-1：LA救命最前線 シーズン2

リゾーリ＆アイルズ シーズン6
最強女子スペシャル！
13日 リゾーリ＆アイルズ シーズン4
20日 ヴィクトリア・シークレットファッションショー 2018
27日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15

リゾーリ＆アイルズ
シーズン6

13日～ ロング・ロード・ホーム 字

リゾーリ＆アイルズ
シーズン6

10日～ ロング・ロード・ホーム 二

9-1-1：
LA救命最前線
10日 The Gifted 字

リゾーリ＆アイルズ
シーズン5

最強女子スペシャル！
23日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15

9-1-1：
LA救命最前線

スノーフォール
シーズン2

15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

BONES シーズン11
  8日　 エクソシスト 孤島の悪魔
22日～ BONES シーズン12

リゾーリ＆アイルズ シーズン5
22日～ 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
21日～ 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
21日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン6

BONES シーズン11
21日～ BONES シーズン12

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2
  4日（13:00） 9-1-1：LA救命最前線 二

5日～ Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン5 / 19日（13:00） NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16
キャッチアップ放送！  20日～ Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン6

28日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン11

HAWAII FIVE-0 シーズン2
1日（20:00） NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16 字

4日～ Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン5 字 / 最新シーズン後半開始直前「囁く者」特集  11日 ウォーキング・デッド シーズン9 字
18日（20:00） NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16 字

キャッチアップ放送！  19日～ Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン6 字
27日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 字

HAWAII FIVE-0 シーズン2
1・18日（26:00） ヴィクトリア・シークレットファッションショー 2018

4日～（26:00） Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン5
キャッチアップ放送！  19日～ Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン6

27日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン11

  3日（20:00）
9-1-1：LA救命最前線

#FOXSunday
  3日（21:00） 
リゾーリ＆アイルズ シーズン6

ナショジオ
「マーズ 火星移住計画」
最新シーズン放送記念

10日 マーズ 火星移住計画
10日（19:00）
9-1-1：LA救命最前線

#FOXSunday
10日（21:00）
リゾーリ＆アイルズ シーズン6

　　 （22:00）
リゾーリ＆アイルズ シーズン4

FOX バレンタイン特集
17日 9-1-1：LA救命最前線 字

キャッチアップ放送！
17日（17:00） 
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 

シーズン16 字

#FOXSunday
17日（21:00）
9-1-1：LA救命最前線

　　 （22:00）
ヴィクトリア・シークレット
ファッションショー 2018 字

FOXイッキ見サンデーDX
24日 9-1-1：LA救命最前線

#FOXSunday
24日（22:00） 
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 
 シーズン15 字

  2日（16:00～）〈特別副音声付き〉 
ミス・ユニバース 

世界大会2018
23日 リゾーリ＆アイルズ 

シーズン6

  2日（26:00～）
エクソシスト 孤島の悪魔 二

キャッチアップ放送！
16・23日（21:00～27:00）
　　   Major Crimes 

～重大犯罪課 シーズン6
16・23日（27:00）
　　   ウォーキング・デッド 

シーズン9

NCIS：LA
～極秘潜入捜査班
シーズン9

NCIS：LA
～極秘潜入捜査班
シーズン9

BONES シーズン11
21日～ BONES シーズン12

プリズン・ブレイク シーズン5
  8日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16 字
12日 ナショジオ PRESENTS第一話特別放送 マーズ 火星移住計画 2「第一話 新参」
13日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン9

9-1-1：
LA救命最前線

28日 9-1-1：LA救命最前線 シーズン2 字

9-1-1：
LA救命最前線

9-1-1：
LA救命最前線

27日 9-1-1：LA救命最前線 シーズン2

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

アメリカズ・ネクスト・
トップ・モデル
シーズン24

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
最強女子スペシャル！
  8日 リゾーリ＆アイルズ シーズン4
15日 ヴィクトリア・シークレットファッションショー 2018
22日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15

プリズン・ブレイク シーズン5
12日　 NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン8
13日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン9

NCIS
～ネイビー犯罪捜査班

シーズン16

BONES シーズン12

NCIS：LA ～極秘潜入
捜査班 シーズン9

10日 レジデント 型破りな天才研修医

エクソシスト
孤島の悪魔

17日～ ウォーキング・デッド シーズン9

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

13日～ ロング・ロード・ホーム 字

9-1-1：
LA救命最前線

27日 9-1-1：LA救命最前線 シーズン2 字

リゾーリ＆アイルズ
シーズン5

（23日 ～19:00）

The Gifted
（9日 ～28:00）

FOXイッキ見サンデーDX
The Gifted

字

字
字 字

字字

字

二

字

字

字

字 字

字

字

字

字

字

二 字

二

二

二

字

字

字

字

字



世界の巨匠

シネフィルプレミアム

吹替偉人伝

吹替偉人伝

女性のための官能映画

女性のための官能映画

シネフィルプレミアム

【世界がふり向くアニメ術 序章】

【世界がふり向くアニメ術 高畑勲】

英国テレビ文庫 itvコレクション

連続ドラマW

土曜名画劇場
連続ドラマW

アカデミー賞特集2019

連続ドラマW吹替偉人伝

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

英国テレビ文庫 itvコレクション

親子シネマ

荒野と戦場

特集 夜の大捜査線シリーズ

【世界がふり向くアニメ術 押井守】

連続ドラマW

連続ドラマW

連続ドラマW

連続ドラマW 荒野と戦場

親子シネマ

土曜名画劇場

荒野と戦場

親子シネマ

土曜名画劇場

【世界がふり向くアニメ術 押井守】

特集 まるごと1日SFデイ

親子シネマ

荒野と戦場

土曜名画劇場

吹替偉人伝
ジャッキー・チェン吹替劇場

特集 ベルリン映画祭と女優 英国テレビ文庫 itvコレクション
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

【放送メンテナンスについて】 2月18日㈪はメンテナンスのため、BS 252chでご覧のお客様は、深夜0時～翌朝6時（「ヴァイブレータ」、「遊星からの物体X」、「蜜の味」）はご覧頂けません。ご了承ください。　※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。

夜の大捜査線
続・夜の大捜査線
夜の大捜査線/霧のストレンジャー
サン・オブ・ゴッド

フューリー（2014）
プラトーン
ダブル・ミッション

ファーゴ
ラブ・クライム/官能の罠
私の奴隷になりなさい
ヴァイブレータ

名探偵ポワロ
メソポタミア殺人事件（吹）

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

14:30
17:00
19:15

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

4:00

デモン・シード

WHO AM I？［吹替版］

ラッシュアワー［吹替版］

チザム

レッド・ムーン
乱気流/タービュランス
リベンジ・リスト
暴走機関車

マイ・ボディガード（2004）
SAFE/セイフ
MOZU Season2
～幻の翼～ #1～5（全5話）

普通の人々

宇宙戦争（2005）

レディ・ジョーカー #1～4（全7話）
レディ・ジョーカー #5～7（全7話）

GHOST IN THE SHELL
/攻殻機動隊

ラ・ジュテ［日本語ナレーション版］
宇宙戦争（2005）［吹替版］

モザイクジャパン
［R-15＋指定相当］ #1～5（全5話）
ハウスメイド

未来を花束にして

6:30

8:45

11:00
15:15

18:30

20:15
21:00

23:15

1:45

3:45

野獣暁に死す
ユーリー・ノルシュテイン

霧の中のハリネズミ
チョコレート［映倫再審査版］
キス＆キル

風の勇士 ポルダーク3 #1
ボーダーライン
ラブ・クライム/官能の罠
オーバー・ザ・トップ
デイズ・オブ・サンダー

ラッシュアワー［吹替版］
WHO AM I？［吹替版］

アマンテス/愛人
反撥
未来よ こんにちは

5:45
7:30

8:00
10:00

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

21:00
22:45

0:30
2:30
4:30

ある愛の詩
続ある愛の詩

ハート・ロッカー

風の勇士 ポルダーク 2 #10（終）
ユーリー・ノルシュテイン

キツネとウサギ
レインマン
Ｌ.Ａ.コンフィデンシャル
エディット・ピアフ～愛の讃歌～

米軍極秘部隊ウォー・ピッグス

ヴァイブレータ
蜜の味～テイスト・オブ・マネー～
『人間の証明』放送記念
 「永遠のロッカーたち ジョー山中」
人間の証明
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エリザベス1世 ～愛と陰謀の王宮～ 
［前編］［PG12指定相当版］

エリザベス1世 ～愛と陰謀の王宮～
［後編］［PG12指定相当版］
サン・オブ・ゴッド

風の勇士 ポルダーク 2 #9
ユーリー・ノルシュテイン

アオサギとツル
愛と哀しみの果て
美女と野獣（2014）
P.S. アイラヴユー

ブラッド・スポーツ
ブルージーン・コップ
ロード・オブ・ザ・リング

［エクステンデッド版］

愛の施術 至極の教典ＴＡＯ（タオ）
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リオ・グランデの砦

リバティ・バランスを射った男

リオ・ブラボー

風の勇士 ポルダーク 2 #8
地獄の黙示録 特別完全版

サタデー・ナイト・フィーバー
ステイン・アライブ

夜明けの祈り

プラトーン
フィギュアなあなた［R15指定版］

グリース

5:00

7:00

9:30

12:00
13:15

16:45
19:00

21:00

23:15
1:30

3:30

5:45

7:30

9:15

11:00

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

21:00
23:30
1:15

エゴン・シーレ 死と乙女

ユーリー・ノルシュテイン
ケルジェネツの戦い

戦争のはらわた
劇場版 MOZU

美女と野獣（2014）
AKIRA
ハート・ロッカー

第91回アカデミー賞 ノミネーション徹底紹介

アバウト・タイム～愛おしい時間について～

JFK［ディレクターズカット版］
花芯
ブーメラン
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20:00
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23:15
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第91回アカデミー賞 ノミネーション徹底紹介
トータル・リコール（1990）
暴走機関車

風の勇士 ポルダーク3 #2

きみに読む物語
トランスポーター ザ・シリーズ

#1～4（全12話）

タイム・マシン/80万年後の世界へ

トータル・リコール（1990）［吹替版］

17歳［R15指定版］
ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔

［エクステンデッド版］
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8:00
10:00

12:00

13:15
15:30

19:00

21:00

23:15
1:00

夜明けの祈り

お熱いのがお好き

冷たい月を抱く女

風の勇士 ポルダーク3 #3

P.S. アイラヴユー
トランスポーター ザ・シリーズ

#5～#8（全12話）

サンセット大通り

フューリー（2014）

美しい人妻
ポンペイ2014
ザ・ファーム/法律事務所
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天使にショパンの歌声を

ファーゴ

マーキュリー・ライジング

風の勇士 ポルダーク3 #4

アバウト・タイム～愛おしい時間について～
トランスポーター ザ・シリーズ

#9～#12（全12話）

トコリの橋

プラトーン［吹替版］

マーキュリー・ライジング
キス＆キル
夜の大捜査線
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10:00

12:00

13:15
15:30

19:00

21:00

23:00
1:00
3:00

続・夜の大捜査線
夜の大捜査線/霧のストレンジャー

エディット・ピアフ～愛の讃歌～

血の轍 #1～4（全4話）

ユーリー・ノルシュテイン
霧の中のハリネズミ

マイ・ボディガード（2004）

いそしぎ

震える牛 #1～5（全5話）

フィギュアなあなた［R15指定版］
サタデー・ナイト・フィーバー

［吹替版］
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16:00

18:45
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4:00

ステイン・アライブ［吹替版］

地獄の黙示録 特別完全版
ペイチェック 消された記憶

イーグル・アイ

ボーダーライン

トラフィック（2000）

おくりびと
劇場版 MOZU
「MOZU」 スピンオフ
大杉探偵事務所～美しき標的編
大杉探偵事務所～砕かれた過去編
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1:35

3:15

プロテクター［吹替版］

JFK［ディレクターズカット版］

ブラッド・スポーツ
ブルージーン・コップ

スリーデイズ

米軍極秘部隊ウォー・ピッグス

Ｌ.Ａ.コンフィデンシャル
オーバー・ザ・トップ

モザイクジャパン［R-15＋指定相当］ #1～5（全5話）
レインマン［吹替版］

名探偵ポワロ 五匹の子豚（吹）
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プロジェクトA［吹替版］

エクス・マキナ
夜の大捜査線

風の勇士 ポルダーク3 #5
ラブ・クライム/官能の罠
暴走機関車
キス＆キル

ある愛の詩

スポットライト 世紀のスクープ

リトル・ニモ パイロットフィルム
ヴァイブレータ
遊星からの物体Ｘ ファーストコンタクト
蜜の味～テイスト・オブ・マネー～
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プロジェクトA2/史上最大の標的［吹替版］

道［最高画質版］
続・夜の大捜査線

風の勇士 ポルダーク3 #6
SAFE/セイフ
ラッシュアワー
WHO AM I？

チョコレート［映倫再審査版］

ボーダーライン
蘭の女
ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還

［エクステンデッド版］
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バトルクリーク・ブロー［吹替版］

8 1/2
夜の大捜査線/霧のストレンジャー

風の勇士 ポルダーク3 #7
マーキュリー・ライジング
ブラッド・スポーツ
ブルージーン・コップ

ザ・ファイター

ペイチェック 消された記憶

愛人契約
ファーゴ
夜明けの祈り
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15:15
17:00

18:45

21:00

23:15
1:15
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心みだれて

フェリーニのアマルコルド［4Kレストア版］
チザム

風の勇士 ポルダーク3 #8
米軍極秘部隊ウォー・ピッグス
オーバー・ザ・トップ

ロード・オブ・ザ・リング
［エクステンデッド版］

お熱いのがお好き［吹替版］
GHOST IN THE SHELL

/攻殻機動隊
AKIRA
捨てがたき人 ［々R15指定版］
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未来を花束にして

おくりびと
レッド・ムーン

闇の伴走者 #1～5（全5話）

ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔
［エクステンデッド版］

ユーリー・ノルシュテイン
キツネとウサギ

リベンジ・リスト
戦争のはらわた
愛の施術 至極の教典ＴＡＯ（タオ）
美しい人妻
１８７（ワンエイトセブン）
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愛と哀しみの果て

プラトーン
スポットライト 世紀のスクープ

夜の大捜査線

ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還
［エクステンデッド版］

カサブランカ
ノーカントリー
ハート・ロッカー
アパートの 貸します 
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普通の人々
レインマン
アバウト・タイム
～愛おしい時間について～
マイ・ボディガード（2004）
Ｇ.Ｉ.ジョー

マーキュリー・ライジング

第91回アカデミー賞 直前総予想
美女と野獣（2014）
暴走機関車
愛人契約

名探偵ポワロ 杉の柩（吹）
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遊星からの物体Ｘ ファーストコンタクト
タイム・マシン/80万年後の世界へ
タイムライン
ファイナル・カウントダウン
トータル・リコール（1990）
ペイチェック 消された記憶
デモン・シード
エクス・マキナ

GHOST IN THE SHELL
/攻殻機動隊

AKIRA
宇宙戦争（2005）

ファンタスティック・プラネット
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デイズ・オブ・サンダー［吹替版］

ザ・ファーム/法律事務所［吹替版］

米軍極秘部隊ウォー・ピッグス
オーバー・ザ・トップ
マーキュリー・ライジング
キス＆キル
ブラッド・スポーツ
ブルージーン・コップ

JFK［ディレクターズカット版］

MOZU Season1
～百舌の叫ぶ夜～ #6～10（全10話）
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0:30

じゃりン子チエ 劇場版
天使にショパンの歌声を
ダブル・ミッション

マークスの山 #1～5 （全5話）
ユーリー・ノルシュテイン

ケルジェネツの戦い
冷たい月を抱く女
心みだれて

劇場版 MOZU
「MOZU」 スピンオフ
大杉探偵事務所～美しき標的編
大杉探偵事務所～砕かれた過去編
捨てがたき人 ［々R15指定版］
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カサブランカ
第91回アカデミー賞 直前総予想
ボーダーライン
ポンペイ2014

風の勇士 ポルダーク3 #9（終）
おくりびと
プラトーン
『人間の証明』放送記念
「永遠のロッカーたち ジョー山中」
人間の証明

太陽のめざめ

ナチュラル・ボーン・キラーズ
冷たい月を抱く女
ハウスメイド
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ザ・ファイター
タイムライン
米軍極秘部隊ウォー・ピッグス
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 4 #1
ペイチェック 消された記憶
フューリー（2014）
ザ・ファーム/法律事務所

マイ・ボディガード（2004）
オーバー・ザ・トップ

じゃりン子チエ 劇場版/
赤毛のアン グリーンゲーブルズへの道
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21:00

23:15
1:00
2:45
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ユーリー・ノルシュテイン　
霧の中のハリネズミ
サタデー・ナイト・フィーバー
ステイン・アライブ
イーグル・アイ

風の勇士 ポルダーク 4 #2
トラフィック（2000）
サン・オブ・ゴッド

リバティ・バランスを射った男

イーグル・アイ［吹替版］

ラブ・クライム/官能の罠
花芯
私の奴隷になりなさい
デイズ・オブ・サンダー

6:30

8:30
10:15

12:00
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15:15

19:00

21:00
22:35
1:00
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グリース

ブラッド・スポーツ
ブルージーン・コップ

風の勇士 ポルダーク 4 #3
ファーゴ
JFK［ディレクターズカット版］

リオ・グランデの砦

夜の大捜査線［吹替版］
スリーデイズ
蘭の女
フィギュアなあなた［R15指定版］

英国テレビ文庫 itvコレクション

英国テレビ文庫 itvコレクション

英国テレビ文庫 itvコレクション

英国テレビ文庫 itvコレクション

特集 バレンタイン・ラブストーリー

アカデミー賞特集2019

アカデミー賞特集2019

アカデミー賞特集2019

アカデミー賞特集2019

第81回アカデミー賞で外国語映画賞に輝いた名作日本映画。納棺師になっ
た男性の奮闘や妻との関係を、笑いあり涙ありと感動的に描写。主演は本
木雅弘。監督は滝田洋二郎。

おくりびと
チェロ奏者の大悟は楽団の解散を機
に、妻の美香と故郷の山形県酒田市
に引っ越す。そこで職を探すが、旅
行会社と誤解し、遺体の納棺をする
小さな会社《ＮＫエージェント》に
就職してしまう。最初は遺体の納棺
に戸惑った大悟だが、見習いとして
社長の佐々木の鮮やかな手つきを見
るうち、旅立つ故人を “おくる” 仕
事に満足を覚え始める。だが遺体を
扱う仕事を美香に明かせない大悟は
彼女に “結婚式場に就職した” と嘘
をつき続け……。

アカデミー賞特集2019 / 土曜名画劇場

【世界がふり向くアニメ術 押井守】
傑作アニメの見方を研究者・氷川竜介が紐解く『世
界がふり向くアニメ術』。あのジェームズ・キャメロ
ンも絶賛、押井守の名を世界に知らしめた記念碑
的作品をオンエア。

西暦2029年、人間と共にサイボーグやアンドロイドも暮らす社会の
情報犯罪に対処するため、少佐=草薙素子を指揮官とする「公安9課」
=通称「攻殻機動隊」が組織される。その彼らの前に“人形使い”と呼ば

れる謎の存在が電脳
技術を駆使した挑戦
を仕掛けてきた……。
高度にネットワーク化
された未来の世界を
緻密に描き、その時代
における「自己」の在処
まで問う哲学的な名
作。インタビュー・ゲス
トには音楽の川井憲
次が登場。

GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊

©1995士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

アカデミー賞特集2019 / 特集 夜の大捜査線シリーズ
アカデミー賞5部門受賞。シドニー・ポワチエ主演、
ノーマン・ジュイソン監督による傑作サスペンス。ア
メリカ南部を舞台に、黒人刑事が偏見と戦いながら
事件を解決に導く。

ミシシッピーの田舎町。殺人事件に遭遇した警官サムは、駅にいた黒
人を容疑者として逮捕する。ところが彼は、フィラデルフィア警察殺人
課の優秀な刑事バージ
ル・ティッブスだった。初
の殺人事件を扱うことに
なった警察署長のビル・
ギレスピーは、ティッブス
の協力を得たいが、人種
偏見の強い土地柄なかな
か頭を下げることができ
ない。しかしディッブスの
能力を認めたギレスピー
は渋々助力を頼み込み、
ふたりは捜査を開始する。

夜の大捜査線

IN THE HEAT OF THE NIGHT (FEATURE) 
© 1967 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.. All Rights Reserved



第28期 竜星戦
　Eブロック5回戦には金 秀俊九段が登場す

る。第30期 新人王戦決勝三番勝負で、井山裕太四段（当時）に勝利し、優勝
を収めている金九段。その後も順調に勝ち星を重ね、昨年、九段へ昇段を果た
した。目一杯に打つ力戦家として知られ、激しい戦いになることが多い。今期、
3期ぶりの決勝トーナメント入りを目指す（4日）。
　Hブロック5回戦には林 漢傑八段が登場。詰碁作家としても有名な林八段。
その美しい仕上がりからプロの間でも評価が高い。また、本棋戦では第21期準

優勝の実績があり、再び活躍が期待される（13
日）。
　Aブロック6回戦には青木喜久代八段が登場す
る。数々の女流タイトルを獲得してきた青木八段。
6期ぶりの本戦出場で注目の存在だ（18日）。
　Bブロック6回戦には河野 臨九段が登場。河
野九段は、棋聖戦、名人戦、本因坊戦のすべて
のリーグに在籍しているトップ棋士の一人。早碁
も強く、竜星戦では優勝2回の実績を誇る。今期、
優勝を飾った第23期以来の決勝トーナメント進
出を目指す（20日）。

第二十二期 ドコモ杯 女流棋聖戦
　佳境を迎えた女流棋聖戦本戦トーナメント。
いよいよ準決勝と挑戦者決定戦、そして挑戦手
合三番勝負第1局をお送りする。今期台風の目
となっているのが関西総本部所属の加藤千笑初
段。入段1年目にして、準決勝まで勝ち進むあ
たり、かなりの実力者だ。将来有望で、今後目
が離せない存在となりそう。また、本棋戦と相
性の良い吉原由香里六段も準決勝に勝ち進んで
いる。3期ぶりの挑戦手合進出に期待がかかる。若きチャンピオン上野愛咲美女流棋聖に
挑戦するのは果たして誰か!?（毎週日曜午後8時～他放送）

囲碁スペシャル「第29回 国際アマチュア・ペア碁選手権大会」
　2018年12月に開催されたペア碁の祭典「国際アマチュア・ペア碁選手権大会」。世界中からハイレベルなアマチュアが集
結するペア碁トーナメントは、これまでアジア勢が歴代の優勝を占めており、2006年から韓国ペアが11連覇を達成。前大会
は日本ペアが18年ぶりの優勝を飾っていた。だが、近年はヨーロッパ、北米、中南米の選手も力を付けてきており侮れない。また、
同時開催のハンデ戦は様々な棋力の囲碁ファンに人気で、国際交流と共に和やかに行われた。世界中から注目を集めたイベ
ントの模様をお送りする。（8日午後8時～他放送）金 秀俊九段 ©囲碁・将棋チャンネル

上野愛咲美女流棋聖
©囲碁・将棋チャンネル

第27期 銀河戦
　Eブロック5回戦には藤井聡太七段
が登場する。藤井七段といえば、第
49期 新人王戦での優勝が記憶に新
しい。規定により最後の出場となった
新人王戦で31年ぶりに史上最年少記
録を更新し、その後の活躍も衰え知
らず。今年度の勝数ランキング、勝率
ランキングでも上位をキープしており、
今後ますますの活躍に期待がかかる。
銀河戦では、前期初出場で1勝に留
まったが、今期はどこまで勝ち進むこ
とが出来るか。プロ棋士からも称賛さ
れる終盤のテクニックで、驚くような
好手が出るか注目だ（5日）。
　Gブロック5回戦には増田康宏六段
が登場。増田六段は、今年度の竜王
戦ランキング戦2期連続昇級の規定を
満たし、二十歳にして六段に昇段を
果たした若手トップ棋士。将棋界の常
識にとらわれないユニークな発言でも
人気だ。今や代名詞となった雁木な
どバランスを重視した指し方を好み、
前期の銀河戦では、7連勝を挙げ決
勝トーナメントに進出。今期も活躍な
るか（12日）。
　19日から6回戦に突入。Cブロック
6回戦には青嶋未来五段が登場する。
青嶋五段は、プロ入り4年目の若手
棋士の一人。振り飛車穴熊を得意と
しているが、相手の棋風や出現した局
面によって自在に指し分けるオールラ
ウンダーとしても知られている。第25
期以来の決勝トーナメント進出を懸け、
初戦をどのような戦法で挑むのか注目
したい（26日）。

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2局」

　「アマチュア王将位大会」準決勝第
2局の模様をお送りする。
　第2局は北関東地区代表の小山怜
央さんと森村賢平アマ王将の対局と
なった。小山さんは第33期優勝、前
期3位という実績の持ち主。一方の森
村アマ王将は今期2連覇が懸っている。
決勝進出すれば「第28期 銀河戦」出
場権も与えられるという熱戦必至の大
一番。及川拓馬六段の解説でお楽し
み下さい。
（23日午後8時～他放送）

将棋スペシャル   
「第8回 将棋ジュニア銀河戦」
　今回で8回目を迎える「将棋ジュニ
ア銀河戦」。番組では、インターネッ
ト予選を勝ち抜いた2名による決勝戦
の模様をお届けする。決勝戦は、楠
本一斗さんと杉浦悠斗さんの中学生
同士の対決で、リアル対局で行われた。
ネット対局・リアル対局の両方を制し
「ジュニア銀河」の座に輝いたのは果
たして!?　熱戦の模様を真田圭一八
段の解説でお送りする。
（16日午後8時～他放送）

藤井聡太七段 ©囲碁・将棋チャンネル

及川拓馬六段 ©囲碁・将棋チャンネル

●棋力向上委員会
The PASSION!!

24日：月刊 囲碁棋聖戦
（8:45）囲碁まるナビ

●囲碁講座
●初級講座
●パンダネット
　囲碁講座

△銀河戦セレクション
中村太地 特集

△将棋講座

△将棋講座
△第8期 リコー杯
女流王座戦

●第28期 竜星戦●第28期 竜星戦

25日：Let'sチャレンジ詰碁

（9:45～11:45）第28期 竜星戦

●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：（7:00）上級講座

（7:42）詰碁コーナー
25日：第17回 囲碁アマチュア竜星戦 決勝戦
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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

25日：竜星戦セレクション
平成四天王シリーズ 山下敬吾 特集
（5:47）Let'sチャレンジ詰碁

●挑戦！テレビ囲碁認定 ●Let'sチャレンジ詰碁
△第8期 リコー杯
女流王座戦

△中級講座
△中級講座

△お好み将棋道場

18日：第8回 将棋ジュニア銀河戦
25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
△将棋講座 18日～：入門講座
11日：（16:25）閃き！5手詰 1本勝負 
△将棋講座

△将棋連盟が選ぶ注目の一局

●第二十二期 ドコモ杯
女流棋聖戦

25日：（19：00）棋力向上委員会 
The PASSION!!

●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!!

●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 名人戦

●第27期 竜星戦

●厳選棋譜解説
第39期 名人戦

25日：厳選棋譜解説 第62期 王座戦

●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）

19日～：中級講座
△将棋講座

△第43期 岡田美術館杯
女流名人戦
5日：月刊 竜王戦 2月号

△将棋講座

△将棋講座

△お好み将棋道場●記憶の一局

●囲碁講座
●パンダネット囲碁講座

△第27期 銀河戦

インフォメーション（CM）
26日:月刊 囲碁棋聖戦 3月号
●パンダネット
26日:（12:45）囲碁まるナビ

●囲碁講座

●竜星戦セレクション
志田達哉 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

●囲碁初級講座
12・26日：（16:25）詰碁コーナー 

●棋力向上委員会
The PASSION!!

△最新対局徹底解説

△めざせプロ棋士

△第27期 銀河戦

△中級講座

△中級講座

●パンダネット囲碁講座
●パンダネット囲碁講座

●日本囲碁連盟囲碁講座

●パンダネット囲碁講座

●パンダネット囲碁講座
●パンダネット囲碁講座

●挑戦！テレビ将棋認定 

△第26期 銀河戦

△将棋講座
△将棋講座
△ひふみん日記  12日～：将棋講座

△将棋講座
△中級講座
△将棋講座

△将棋講座

△第44期 岡田美術館杯
女流名人戦

27日：第11期 マイナビ女子オープン
△タイトル戦 徹底解説

6日：月刊 竜王戦 2月号

△第27期
　銀河戦

△中級講座
△挑戦！テレビ将棋認定
●パンダネット囲碁講座
27日：月刊 囲碁棋聖戦 3月号

（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（6・13日）

△挑戦！テレビ将棋認定
●第二十二期 ドコモ杯 
女流棋聖戦

●第二十二期 ドコモ杯
女流棋聖戦

27日：リクエストアワー（囲碁）

△将棋講座
27日：インフォメーション（ＣＭ）

△初級講座
23日：将棋講座

△挑戦！テレビ将棋認定 △中級講座
△将棋講座 13日～：入門講座
27日：（16:25）閃き！5手詰 1本勝負
△将棋講座

△将棋連盟が選ぶ注目の一局
20日：ひふみん日記/（17:30）ＣＭ
27日：月刊 竜王戦 3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

△将棋講座

△挑戦！テレビ将棋認定

△将棋講座
△将棋講座

△入門講座
28日：月刊 竜王戦 3月号（～10:45）

△最新対局徹底解説

●厳選棋譜解説
第43期 名人戦

●竜星戦セレクション
志田達哉 特集

●挑戦！テレビ囲碁認定

●パンダネット囲碁講座
16・23日：CM（12:00～12:14）

●挑戦！テレビ囲碁認定

●囲碁初級講座
7・28日：（16:25）詰碁コーナー

●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（7・21日）
△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

△第26期 銀河戦

14・28日：第27期 銀河戦

△将棋講座

△銀河戦セレクション
1300勝達成
谷川浩司 特集

△解けたら初段！7手詰
△挑戦！テレビ将棋認定
●厳選棋譜解説
第43期 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

●お好み置碁道場

△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

8日～：銀河戦セレクション
中村太地 特集

△将棋講座  15日：（14:36）CM

△タイトル戦 徹底解説
15日：将棋講座

●お好み置碁道場

●パンダネット囲碁講座

●記憶の一局

●日本囲碁連盟囲碁講座

●第二十二期 ドコモ杯 
女流棋聖戦

●上級講座
●お好み置碁道場
  8日：第29回 国際アマチュア・

ペア碁選手権大会
15日：SENKO CUP ワールド碁

女流最強戦2018
（21:36）上級講座

●初級講座
△タイトル戦 徹底解説

1日：月刊 竜王戦 2月号

△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

23日：（5:47）Let'sチャレンジ詰碁 

△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
9日：（9:25）浪花道場 3手詰

△お好み将棋道場

△将棋講座

●記憶の一局

●竜星戦セレクション
藤村洋輔 特集

●厳選棋譜解説
第40期 棋聖戦

●第7回 農心辛ラーメン杯
23日：月刊 囲碁棋聖戦 3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
  2日：月刊 竜王戦 2月号

（25:46）挑戦！テレビ将棋認定

△最新対局徹底解説

△中級講座
△タイトル戦 徹底解説

△将棋講座 △入門講座

△銀河戦セレクション
1300勝達成
谷川浩司 特集

△将棋講座
24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 10日（11:50） 17日（11:38）
△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

△浪花道場 3手詰

△将棋講座
24日：リクエストアワー（将棋）

△タイトル戦 徹底解説

△中級講座  27日：（17:45）将棋まるナビ
●厳選棋譜解説
第56期 十段戦

●パンダネット囲碁講座

●挑戦！テレビ囲碁認定
●上級講座

△お好み将棋道場

17日：第8回 将棋ジュニア銀河戦
24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21期 大山名人杯 倉敷藤花戦

△中級講座
24日：囲碁まるナビ

△タイトル戦徹底解説

●挑戦！テレビ囲碁認定

●挑戦！テレビ囲碁認定
●上級講座

●囲碁講座
●パンダネット囲碁講座

28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
△お好み将棋道場

16日：第8回 将棋ジュニア銀河戦
23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（3・17日）
●囲碁講座

△中級講座 25日:将棋まるナビ

生放送
3日

△第43期 棋聖戦挑戦手合七番勝負
第3局 2日目 夕方（18:00～20:00）

●お好み置碁道場
10日：第29回 国際アマチュア・

ペア碁選手権大会
17日：SENKO CUP ワールド碁

女流最強戦2018
（11:38）上級講座

28日：
●月刊 囲碁棋聖戦
（22:48）
●上級講座

  2日：ひふみん日記
23日：将棋まるナビ

生放送
25日

△第68期 王将戦七番勝負
第4局 2日目 朝（8:50～9:45）

生放送
25日

△第68期 王将戦七番勝負
第4局 2日目 夕方（17:00～19:00）

機器メンテナンスのため休止
18日 1:00～7:00

機器メンテナンスのため休止
18日 1:00～7:00

21日：
（7:00）
△タイトル戦
　徹底解説
（7:46）
△挑戦！テレビ
　将棋認定
（8:00）
△第27期 銀河戦

生放送
7日

△第68期 王将戦七番勝負
第3局 2日目 朝（8:50～9:48）

生放送
14日

●第43期 棋聖戦挑戦手合七番勝負
第4局 2日目 朝（8:50～9:45）

生放送
28日

●第43期 棋聖戦挑戦手合七番勝負
第5局 2日目 朝（8:50～9:45）

生放送
28日

●第43期 棋聖戦挑戦手合七番勝負
第5局 2日目 夕方（18:00～20:00）

生放送
14日

●第43期 棋聖戦挑戦手合七番勝負
第4局 2日目 夕方（18:00～20:00）

生放送
7日

△第68期 王将戦七番勝負
第3局 2日目 夕方（17:00～19:00）

生放送 3日
●第43期 棋聖戦挑戦手合
　七番勝負第3局 2日目 朝
　　　　　 （8:50～9:45）

3日：
（8:00）囲碁講座
（8:20）初級講座
（8:30）パンダネット
　　　 囲碁講座

（9:45）上級講座
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石岡真衣 ボクの最高な彼女
紺野栞 好きでもいいですか？
劇場版 教科書にないッ！2
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第三節③

THE GREY 凍える太陽
パチンコキャノンボール

season2 ＃4
海賊王船長タック season．3 ＃19
パチドルクエスト season8 ＃8
海賊王船長タック season．6 ＃18
制覇16
八局麻雀9 #4（終）
おふろやさん日和 第4話
制覇17
難波金融伝 ミナミの帝王22
ヤンキー先生
透明彼女 season7 ＃7 南沙羽
ちとせよしの Pure smile

祥子 恋愛ブランコ
山地まり 恋のはじまり
海賊王船長タック season．6 ＃18
劇場版 教科書にないッ！2
海賊王船長タック season．3 ＃19
THE GREY 凍える太陽
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃7
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 野望の女達Ⓐ
パチドルクエスト season7 ＃12
おふろやさん日和 第4話
パチドルクエスト season8 ＃8
制覇17
木村魚拓と沖ヒカルの
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キュートな若手女優6名が、銭湯とその街をめぐる、1話完結の艶やか情報ドラマ

２／３（日） スタート 毎週日曜 午後８：３０～９：００ 他
おふろやさん日和

監督：田尻裕司　　出演（第1話）：天木じゅん、銭湯OLやすこ、銭湯店主 ほか

キュートな若手女優6名が、銭湯とその街をめぐる、1話完結の艷やか情報ドラマ全12話。
６名の女優たちが、それぞれ異なる役柄を好演し、銭湯の特徴やこだわり、歴史を紹介し
ながら、街探訪とグルメも味わうドラマが展開。本編で登場する銭湯は、東京都浴場組合
公認の「銭湯ライター」で目利きの”銭湯OLや
すこさん”が、コーディネート。ご登場コーナー
「おふろやさんで小話」も必見です。
第1話『宮造りの銭湯～曙湯～』。
川井園子（21）は、文学部国文学科の大学生。銭
湯好きの彼氏・遼平にふられたばかり。まだ彼へ
の想いを引きずり中。訪れた五反野の街を歩き、
彼との思い出に浸りながら、歴史を感じる造りの
銭湯「曙湯」に立ちよることにした。2018ピープス/販売元：オールインエンタテインメント

極道アクションシリーズ2作、TV初放送！

２／３（日） 午後９：００～１０：３０ 他
大激突 果てなき抗争

監督：港雄二　　出演：山口祥行、長谷直美、小沢和義、小沢仁志

京浜連合・森貞組若頭の安田は、組員の岩見が恋人と一緒に死んでいた事件が、敵
対関係にある黒川組・藤岡総業組長の藤岡の仕業ではないかと思案する。しかし真
相は、黒川組若頭の成田が、与党議員の
岡田の依頼で実行した暗殺だった！成田
は今回の騒動を、森貞組と藤岡総業との
抗争に発展させようと画策する。両組の抗
争は次第に勢いを増し、ついに藤岡総業
組員が森貞組組員を弾いてしまった。連絡
を受けた安田は激高、弟分の甲山と共に、
藤岡総業の事務所に乗り込むのだが…。
※２月は、『大激突2 果てなき抗争』も合わせ
て放送！ 「おふろやさん日和」プロジェクト

実戦パチスロ番組“season6”絶賛放送中！

２／15（金） 午後１１：００～１２：００ 他
パチスロキャノンボール season６ ＃３

出演：青山りょう、フェアリン、美原アキラ（五十音順）
実況：木村魚拓、伊藤真一

番組レギュラーの生き残りをかけて強者女性スロッター3人がガチ対
決！今をときめく強者女性スロッター3人が番組レギュラーの生き残り
をかけてガチ対決！大人気パ
チスロライターはもちろん、異
業種からの挑戦者も登場。脱
落する1名は誰だ！？
※２月は、『パチスロキャノンボー
ル season6』＃１、＃２、『パチ
スロキャノンボール 2018敗者
復活バトル』も合わせて放送！

V☆パラダイス



２月10日㈰ ひる1：00 ほか

お待たせしました！「唄う時代劇スター」高田浩吉、ついに登場！
唄あり、笑いあり、サスペンスありの松竹映画を代表する人気時代劇シリーズ第11作をチャンネル初放送！

監督：酒井欣也　脚本：安田重夫
出演：高田浩吉/瑳峨三智子/近衛十四郎/伴淳三郎/
　　　松本錦四郎/石黒達也 ほか

【銀幕の時代劇　黄金の10年】

1959松竹株式会社

十一代将軍徳川家斉の時代、江戸に幽霊飛
脚なる悪鬼が忽然と現れ、年頃の娘を次々
に殺していった。江戸町奉行遠山左衛門尉
（近衛十四郎）以下の捜査を嘲笑う如く、幽
霊飛脚は武家町屋を問わずちまたを恐怖の
どん底に陥れていた。江戸一番の捕り物の
名人と言われる岡っ引き・黒門町の伝七（高
田浩吉）は、娘のお市を奪うという予告状が
来た小普請組若狭勘解由（藤間林太郎）の
知人・牧野内膳亮（中山昭二）の依頼で、下
谷に道場を開く大場接心斎（石黒達也）、岡
っ引きの早縄の五兵衛（山路義人）らと共に
邸を警固するが、猛烈な爆発音がなり、一同
が気を取られたすきに、般若の面を被った幽
霊飛脚が現れ、お市が殺されてしまう……。

２月９日㈯ よる8：00 ほか

瑛太主演新作オリジナル時代劇 ＴＶ初放送！　闇の世界に生きる男たちの姿を描く、サスペンス時代劇
時代劇専門チャンネル開局20周年記念作品

2019「闇の歯車」製作委員会

犯罪という人間のダークサイドに切り込んだ藤沢周平の傑作サスペンス時代小説を待望の映像化。
主演に瑛太、その好敵手を務める橋爪功をはじめ、豪華キャストが集結し、“完全犯罪” に挑む男
たちの姿を描く。
初秋の頃、江戸・深川。闇の世界で日々の糧を得る佐之助は、行きつけの酒亭おかめで、謎の男・
伊兵衛と出会う。
「儲け話があるんですよ。一口、乗っちゃくれませんか」
危険な匂いを感じ、席を蹴る佐之助。同じ頃、ふとしたきっかけでおくみという女と暮らすことに…。
彼女との未来に仄かな希望を抱く佐之助は、やがて伊兵衛の誘いに乗る。しかし、仲間となる男たちは、
浪人、若旦那、白髪の老人―いつもおかめで顔を合わせながら、口をきいたこともない男たちだっ
た…佐之助らいずれも押し込みなどしたことがない素人四人。そして、伊兵衛。
―狙うのは、逢魔が刻、さる商家に眠る七百両。
回りだす闇の歯車。しかし―それぞれを取り巻く女たちをも巻き込んで、彼らの人生の歯車は静か
に狂い始める…。

瑛太 × 橋爪功

高田浩吉 主演

原作：藤沢周平（講談社文庫/文春文庫）
監督：山下智彦　脚本：金子成人　音楽：遠藤浩二
出演：瑛太/緒形直人/大地康雄/中村 蒼/蓮佛美沙子/高橋和也/石橋静河/
　　　津嘉山正種/中村嘉葎雄/橋爪 功

〔舟木一夫セレクション〕
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〔舟木一夫セレクション〕

〔舟木一夫セレクション〕

〔舟木一夫セレクション〕

（鶴田浩二）

（鶴田浩二）

（松山ケンイチ）

【土曜特別席～特集･藤沢周平】

原作：藤沢周平
出演：瑛太　橋爪功

原作：藤沢周平
出演：瑛太　橋爪功

【チョイ見せ！1話スペシャル】

【土曜特別席～ニンニン忍者祭り！】

ディズニー・チャンネル提供

お楽しみ袋




