
時代劇専門チャンネル　2021年11月編成表

【編成に関する注意】

■無料放送
・スカパー！サービス(ch.292)
・スカパー！プレミアムサービス(ch.662)
・スカパー！プレミアムサービス光(ch.662)
では、以下の番組を無料放送でお楽しみいただけます。

・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネル「北大路欣也映画祭」の作品紹介
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents「北大路欣也映画祭」のすべて
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents

「最高画質で甦る日本映画の超大作 三人の大作家編」のすべて
・生活情報の時間
・おひるの生活情報の時間
・特選！大江戸買い物帳
・インフォメーション

■＜4Kデジタルリマスター版＞＜4Kデジタル修復版＞の番組は2Kダウンコンバートにて放送いたします。

■解説放送
・スカパー！サービス(ch.292)
・スカパー！プレミアムサービス(ch.662)
・スカパー！プレミアムサービス光(ch.662)
では、[解]のついた作品は副音声にて解説放送をお楽しみいただけます。

・11/16(火)14:00 ～ ｢無明剣走る」
・11/27(土)深夜1:15 ～ ｢風車の浜吉捕物綴１｣
・11/28(日)深夜2:00 ～ ｢風車の浜吉捕物綴２―秘剣―｣

■番組情報マーク
[新]:新シリーズスタート
[終]:シリーズ終了

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。なお､各作品の出演者
名については梗概をご確認ください｡



時代劇専門チャンネル　2021年11月編成表

11/01(月) 11/02(火) 11/3（水・祝） 11/04(木) 11/05(金) 11/06(土) 11/07(日)
4:00  4:00  4:00  4:00 （前日の続き）  4:00  4:00  4:00

大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖
#19 主演：林与一 #4 #9

主演：加藤剛 #20 #21 #22 主演：沖雅也 主演：小林旭
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記  5:20 吉宗評判記 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖
暴れん坊将軍　#50 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 忠臣蔵うら話 仲蔵狂乱 暴れん坊将軍

主演：松平健 #51 #52 #53 #5 #10
6:00  6:00  6:00  6:00   6:00  6:00  6:00

［終］　剣客商売'73 ［新］　あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 主演：市川新之助 あばれ八州御用旅 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖
#22 #1 (現･市川海老蔵)

主演：加藤剛 主演：西郷輝彦 #2 #3 #6 #11
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 遠山の金さんVS女ねずみ 宮本武蔵
#19 #12

#19 #20 #21 #22 #23 主演：松方弘樹 主演：北大路欣也
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00［終］  8:00

新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 遠山の金さんVS女ねずみ ［終］　宮本武蔵
#5

主演：栗塚旭 #6 #7 #8 #9 #20 #13
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】

運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 ［新］　金さんVS女ねずみ 鬼平犯科帳'69
#11 #1 #26

主演：田村正和 #12 #13 #14 #15 主演：松方弘樹 主演：初代 松本白鸚
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】

吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 編笠十兵衛　#9 鬼平犯科帳６
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 主演：村上弘明 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#77 #78 #79 #80 #81 10:50 #2　主演：中村吉右衛門
11:00 11:00［新］ 11:00 11:00 11:00 11:00 編笠十兵衛 11:00

名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 #10 剣客商売２
#1 #6

主演：松方弘樹 #2 #3 #4 #5 11:45 生活情報の時間 主演：藤田まこと
12:00 12:00　　丹下左膳　　#19 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00　　TV初放送！

主演：中村竹弥 丹下左膳　#20 丹下左膳　#21 丹下左膳　#22 丹下左膳　#23 ［新］　新・三匹が斬る！ （映画）
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 #1 里見八犬伝
特選！大江戸買い物帳 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 特選！大江戸買い物帳 主演：高橋英樹 ＜4Kデジタル修復版＞

13:00 13:00 【鬼平クラシックス】 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 【佐伯泰英劇場】  
鬼平犯科帳'69 13:00　　天下の副将軍 13:00　　剣客商売１ 夢ぞ見し 密命　寒月霞斬り 13:15

#24 水戸光圀 徳川御三家の激闘 #4 主演：岩下志麻 #4 新・三匹が斬る！ 出演：薬師丸ひろ子／真田広之

主演：初代 松本白鸚 #3　主演：市川團十郎 主演：藤田まこと 13:55日本映画の超大作のすべて 主演：榎木孝明 #2
14:00

14:00 14:00【特集・田村正和 14:00 14:00 14:00　　編笠十兵衛　#3 14:05
日本犯科帳　隠密奉行 ～永遠の美剣士～】 素浪人罷り通る 素浪人罷り通る 主演：村上弘明 新・三匹が斬る！ 14:30

お毒味役主丞　乾いて候 暁の死闘 14:50 #3 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】

15:00 編笠十兵衛 15:00 【北大路欣也劇場】 （映画）
主演：萬屋錦之介 主演：三船敏郎 主演：三船敏郎 #4 ［新］　幻十郎必殺剣　#1 花よりもなほ

主演：田村正和 主演：北大路欣也
15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:50  

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 幻十郎必殺剣 主演：岡田准一
必殺からくり人 必殺からくり人 必殺からくり人 必殺からくり人 必殺からくり人 #2

富嶽百景殺し旅　#5  富嶽百景殺し旅　#6 富嶽百景殺し旅 富嶽百景殺し旅 富嶽百景殺し旅
主演：山田五十鈴 16:55 北大路映画祭のすべて #7 #8 #9 16:45 生活情報の時間 16:45 生活情報の時間

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 仕掛人 鬼平犯科帳５

藤枝梅安スペシャル ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#4 #5 #6 #7 #8  対決 #9　主演：中村吉右衛門

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 【池波正太郎劇場】
吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 ［新］　剣客商売２

暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍　#109 主演：渡辺謙 #1
#105 #106 #107 #108 18:55 北大路映画祭のすべて 主演：藤田まこと

19:00 19:00 19:00 19:00［終］ 19:00［新］ 19:00 19:00 19:00
名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 【生誕90年 カツライス劇場】  【北大路欣也映画祭】

#1 （映画） （映画）
#21 #22 #23 主演：松方弘樹 #2 眠狂四郎勝負 父子鷹

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00  
半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳  出演：市川右太衛門

#9 主演：市川雷蔵 ／北大路欣也
主演：里見浩太朗 #10 #11 #12 #13 20:45 北大路映画祭の作品紹介 20:55日本映画の超大作のすべて

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 【内野聖陽オールナイト！】 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】

新選組血風録 （映画） （映画）
#20 #21 #22 #23 #24 あかね空 天地明察

22:00 22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00 22:00 ［新］　秘太刀　馬の骨 密命　寒月霞斬り   

～Season3～】 天下の副将軍 水戸光圀 剣客商売１ #1 主演：内野聖陽 主演：岡田准一
（舞台）  徳川御三家の激闘　#4 #5 主演：内野聖陽 #5

23:00 壬生義士伝
 23:00 23:00 23:00 23:00　BS・CS初放送！ 23:05

出演：望海風斗 眠狂四郎 【生誕500年　武田信玄】 （映画） 【秋の夜長の佐伯泰英劇場】 忠臣蔵 その義その愛　#5 23:30
／真彩希帆 ほか 今日あって、 （映画） 切られ与三郎 吉原裏同心 主演：内野聖陽 （映画）

0:00 ※前後解説付き 明日なき命を生きる者 風林火山 ～新春吉原の大火～  0:00 武士の献立
ゲスト:望海風斗  忠臣蔵 その義その愛

 0:30　　歴史を訪ねて  主演：市川雷蔵 主演：小出恵介  
日本の城 近畿編 主演：田村正和 主演：三船敏郎  0:45 北大路映画祭の作品紹介 #6 主演：上戸彩

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00［終］
新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 忠臣蔵 その義その愛

#23
主演：藤田まこと #24 #25 #26 #7  1:45

2:00  2:00［新］（アニメ）CH初！  2:00　　（アニメ）  2:00  2:00　　（アニメ）  2:00　　（アニメ）  2:00 密偵
織田シナモン信長　#1 織田シナモン信長　#3 魔境　殺生谷の秘密 織田シナモン信長　#5 織田シナモン信長　#7 御用船炎上

 2:30　　（アニメ）  2:30　　（アニメ）  2:30　　（アニメ）  2:30　　（アニメ）  
織田シナモン信長　#2 織田シナモン信長　#4  織田シナモン信長　#6 織田シナモン信長　#8  主演：天知茂

3:00  3:00  3:00 主演：三船敏郎  3:00  3:00 主演：竹脇無我
歴史科学捜査班 歴史科学捜査班 歴史科学捜査班 歴史科学捜査班

【セレクション放送】 【セレクション放送】  3:40 【セレクション放送】 【セレクション放送】  3:30
#10 #11  鼠小僧次郎吉(TV長編) #12 #13 インフォメーション

 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【時代劇プレミアム23】

【午後のスペシャルアワー】

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。なお､各作品の出演者
名については梗概をご確認ください｡



時代劇専門チャンネル　2021年11月編成表

11/08(月) 11/09(火) 11/10(水) 11/11(木) 11/12(金) 11/13(土) 11/14(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 ［終］　大岡越前 第9部 ［新］　大岡越前 第10部 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖
#1

#23 #24 #25 #26 主演：加藤剛 #7 #12
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍

#54 #55 #56 #57 #58 #8 #13
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖

#4 #5 #6 #7 #8 #9 #14
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 ［終］　大岡越前 第11部 ［新］　大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 金さんVS女ねずみ ［新］　幻十郎必殺剣
#1 #1

#24 #25 #26 主演：加藤剛 #2 #2 主演：北大路欣也
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 金さんVS女ねずみ 幻十郎必殺剣

#10 #11 #12 #13 #14 #3 #2
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】

運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 金さんVS女ねずみ 鬼平犯科帳'69

#16 #17 #18 #19 #20 #4 #27
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】

吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 編笠十兵衛 鬼平犯科帳６
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 #11 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#82 #83 #84 #85 #86 10:50 #3
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 ［終］　編笠十兵衛 11:00

名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 #12 剣客商売２
#8

#6 #7 11:55日本映画の超大作のすべて #9 #10 11:45 生活情報の時間 #7
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00［新］参上！天空剣士 12:00 12:00 12:00

丹下左膳　#24 丹下左膳　#25 ［終］　丹下左膳　#26 #1　主演：目黒祐樹 参上！天空剣士　#2 新・三匹が斬る！ （映画）
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 あかね空
特選！大江戸買い物帳 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 特選！大江戸買い物帳 #4

13:00 13:00 【鬼平クラシックス】 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 【佐伯泰英劇場】 13:00
鬼平犯科帳'69 13:00 13:00 ［新］　秘太刀　馬の骨 密命　寒月霞斬り 新・三匹が斬る！

天下の副将軍 水戸光圀 剣客商売１ #1 主演：内野聖陽
#25 徳川御三家の激闘　#4 #5 主演：内野聖陽 #5 #5

14:00 14:00
14:00 14:00【特集・田村正和 14:00 14:00 14:00 新・三匹が斬る！ 14:15 生活情報の時間

日本犯科帳　隠密奉行 ～永遠の美剣士～】 素浪人罷り通る 素浪人罷り通る 編笠十兵衛　#5 #6 14:30
金沢篇 乾いて候 血煙の宿 去るも地獄　残るも地獄 14:50 14:55 北大路映画祭のすべて 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】

15:00  お毒味役必殺剣 編笠十兵衛 15:00 【北大路欣也劇場】 （映画）
主演：萬屋錦之介 主演：三船敏郎 主演：三船敏郎 #6 幻十郎必殺剣 天地明察

主演：田村正和 #3
15:45 北大路映画祭の作品紹介 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:50

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 幻十郎必殺剣 主演：岡田准一
必殺からくり人 必殺からくり人 必殺からくり人 必殺からくり人 ［終］　必殺からくり人 #4

富嶽百景殺し旅 富嶽百景殺し旅 富嶽百景殺し旅 富嶽百景殺し旅　#13 富嶽百景殺し旅
#10 #11 #12 16:55 北大路映画祭のすべて #14 16:45 生活情報の時間

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 剣客商売スペシャル 鬼平犯科帳５

#9 助太刀 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
17:55 北大路映画祭のすべて #10 #11 #12 #13 #10

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：藤田まこと 18:00 【池波正太郎劇場】
吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 剣客商売２

暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍
#110 #111 #112 #113 #114 #2

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00　チャンネル初放送！
名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 幕末青春グラフィティ  【北大路欣也映画祭】

#7  坂本竜馬 （映画）
#3 #4 #5 #6 19:55日本映画の超大作のすべて 源九郎義経

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 主演：武田鉄矢

主演：北大路欣也
#14 #15 #16 #17 #18 20:45 北大路映画祭の作品紹介

21:00 21:00 21:00 21:00 【ありがとう！千葉真一】 21:00 21:00 21:00 21:00
新選組血風録 ［終］　新選組血風録 ［新］服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 【生誕90年 カツライス劇場】 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】

#1 （映画） (映画)
#25 #26 主演：千葉真一 #2 #3 座頭市(1989) 散り椿

22:00 22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】 勝新太郎ﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞｶｯﾄ
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00 22:00 秘太刀　馬の骨 密命　寒月霞斬り ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

～Season3～】 天下の副将軍 水戸光圀 剣客商売１ 主演：岡田准一
（舞台）  徳川御三家の激闘　#5 #6 #2 #6 主演：勝新太郎

23:00 邪馬台国の風 23:10 23:00
23:00 23:00 23:00 23:00 (映画) 樅ノ木は残った

出演：明日海りお／仙名彩世　ほか 眠狂四郎 （映画） （映画） 【秋の夜長の佐伯泰英劇場】 子連れ狼
※前後解説付き 雪の夜に私を殺して！ 伊賀忍法帖 駿河遊侠傳　破れ鉄火 御鑓拝借 その小さき手に

0:00  0:10 狂四郎を愛し続けた女 ～酔いどれ小籐次留書～ 主演：田村正和
歴史科学捜査班

【セレクション放送】 主演：真田広之 主演：勝新太郎 主演：竹中直人 主演：田村正和
#10 主演：田村正和

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00
 1:05 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人  1:20 必殺スペシャル

新必殺仕置人 素浪人無頼旅 決定版！大奥、
#27 #28 #29 #30 #31  春日野局の秘密

2:00  2:00　　（アニメ）  2:00　　（アニメ）  2:00  2:00  2:00 主水、露天風呂で初仕事
織田シナモン信長　#9 織田シナモン信長　#11 ［新］　剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 主演：舘ひろし

 2:30　　（アニメ）  2:30［終］ （アニメ） #1
織田シナモン信長　#10 織田シナモン信長　#12 主演：加藤剛 #3 #5 主演：藤田まこと

3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00
インフォメーション インフォメーション 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73

 3:30
#2 #4 #6 インフォメーション

 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【時代劇プレミアム23】

【午後のスペシャルアワー】

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。なお､各作品の出演者
名については梗概をご確認ください｡



時代劇専門チャンネル　2021年11月編成表

11/15(月) 11/16(火) 11/17(水) 11/18(木) 11/19(金) 11/20(土) 11/21(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖

#2 #3 #4 #5 #6 #10 #15
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍

#59 #60 #61 #62 #63 #11 #16
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 ［終］　あばれ八州御用旅 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖

#9 #10 #11 #12 #13 #12 #17
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 金さんVS女ねずみ 幻十郎必殺剣

#3 #4 #5 #6 #7 #5 #3
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 金さんVS女ねずみ 幻十郎必殺剣

#15 #16 #17 #18 #19 #6 #4
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】

［終］　運命峠 ［新］　半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 金さんVS女ねずみ 鬼平犯科帳'69
#1

#21 #2 #3 #4 #7 #28
10:00 10:00 主演：里見浩太朗 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】

吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 仕掛人 鬼平犯科帳６
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 藤枝梅安スペシャル ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#87 10:45 生活情報の時間 #88 #89 #90  対決 #4
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 剣客商売２
主演：渡辺謙

#11 #12 #13 #14 #15 11:45 生活情報の時間 #8
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

参上！天空剣士　#3 参上！天空剣士　#4 参上！天空剣士　#5 参上！天空剣士　#6 参上！天空剣士　#7 新・三匹が斬る！ 【生誕90年 カツライス劇場】
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 (映画)
特選！大江戸買い物帳 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 特選！大江戸買い物帳 #7 眠狂四郎勝負

13:00 13:00 【鬼平クラシックス】 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 【佐伯泰英劇場】 13:00
鬼平犯科帳'69 13:00 13:00 秘太刀　馬の骨 密命　寒月霞斬り 新・三匹が斬る！ 主演：市川雷蔵

#26 天下の副将軍 水戸光圀 剣客商売１ 13:40 生活情報の時間
13:55日本映画の超大作のすべて 徳川御三家の激闘　#5 #6 #2 #6 #8 13:55日本映画の超大作のすべて

14:00 14:00 14:00
14:00 14:00【特集・田村正和 14:00 14:00 14:00 新・三匹が斬る！ 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】

日本犯科帳　隠密奉行 ～永遠の美剣士～】 素浪人罷り通る 素浪人罷り通る 編笠十兵衛　#7 （映画）
久留米篇 ［解］　無明剣走る 涙に消えた三日極楽 矢立峠に裏切りを見た 14:50 #9 散り椿

15:00 編笠十兵衛 15:00 【北大路欣也劇場】
主演：萬屋錦之介 主演：田村正和 主演：三船敏郎 主演：三船敏郎 #8 幻十郎必殺剣

15:40 生活情報の時間 #5 主演：岡田准一
15:45 生活情報の時間 15:55 北大路映画祭のすべて 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 北大路映画祭の作品紹介 15:50

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 幻十郎必殺剣 16:00
［新］　江戸プロフェッショナル 江戸プロフェッショナル 江戸プロフェッショナル 江戸プロフェッショナル 江戸プロフェッショナル #6 歴史科学捜査班

　必殺商売人　#1 必殺商売人 必殺商売人 必殺商売人　#4 必殺商売人 【セレクション放送】
主演：藤田まこと #2 #3 16:55日本映画の超大作のすべて #5 16:45 生活情報の時間 #12

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 剣客商売スペシャル 鬼平犯科帳５

母と娘と ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#14 #15 #16 #17 #18 #11

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：藤田まこと 18:00 【池波正太郎劇場】
吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 剣客商売２

暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍
#115 #116 #117 #118 #119 18:55 北大路映画祭のすべて #3

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00　　TV初放送！
名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 【生誕500年　武田信玄】 （映画）

（映画） 里見八犬伝
#8 #9 #10 #11 #12 風林火山 ＜4Kデジタル修復版＞

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
［終］　半七捕物帳 ［新］　旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎

#1 主演：三船敏郎 出演：薬師丸ひろ子／真田広之

#19 主演：杉良太郎 #2 #3 #4
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団
21:30

#4 #5 #6 #7 #8 （映画）
22:00 22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】 22:00 伊賀忍法帖

【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00 22:00 秘太刀　馬の骨 密命　寒月霞斬り (映画)
～Season3～】 天下の副将軍 水戸光圀 剣客商売１ 武士の献立

（舞台）蝶・恋（ディエ・リエン）  徳川御三家の激闘　#6 #7 #3 #7 主演：真田広之
23:00  －燃え尽きるとも－

出演：香寿たつき／渚あき ほか 23:00 23:00 23:00 23:00 主演：上戸彩
※前後解説付き 藤田まことの丹下左膳１ 藤田まことの丹下左膳２ 藤田まことの丹下左膳３ 藤田まことの丹下左膳４ 23:30

23:45 痛快!美女に弱いはぐれ剣士、  大江戸にニセ左膳出現！  江戸城狙わる！  彷徨う丑三つの花嫁 乾いて候
0:00 歴史科学捜査班 将軍吉宗の江戸で 血を呼ぶ魔剣をめぐって 義賊暗闇小僧を追う 江戸城に渦巻く大陰謀！ お毒味役必殺剣

【セレクション放送】 巨悪を斬る！ 競う美女三人 左膳と大岡越前  0:15
#11 主演：藤田まこと お毒味役主丞　乾いて候

 0:45 日本の城 中国・四国編3 主演：藤田まこと  0:45 北大路映画祭の作品紹介 主演：藤田まこと 主演：藤田まこと 主演：田村正和
1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00

新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 主演：田村正和  1:15
必殺スペシャル

#32 #33 #34 #35 #36 仕事人、京都へ行く
2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 闇討人の謎の首領！

剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 素浪人無頼旅Ⅱ
主演：藤田まこと

#7 #9 #11 #13 #15
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 主演：舘ひろし  3:00

剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 インフォメーション

#8 #10 #12 #14 #16
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【時代劇プレミアム23】

【午後のスペシャルアワー】

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。なお､各作品の出演者
名については梗概をご確認ください｡



時代劇専門チャンネル　2021年11月編成表

11/22(月) 11/23（火・祝） 11/24(水) 11/25(木) 11/26(金) 11/27(土) 11/28(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖

#7 #8 #9 #10 #11 #13 #18
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍

#64 #65 #66 #67 #68 #14 #19
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

［新］　運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖
#1

主演：田村正和 #2 #3 #4 #5 #15 #20
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 金さんVS女ねずみ 幻十郎必殺剣

#8 #9 #10 #11 #12 #8 #5
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 金さんVS女ねずみ 幻十郎必殺剣

#20 #21 #22 #23 #24 #9 #6
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】

半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 金さんVS女ねずみ 鬼平犯科帳'69

#5 #6 #7 #8 #9 #10 #29
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】

吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 剣客商売スペシャル 鬼平犯科帳６
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 助太刀 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#91 #92 #93 #94 #95 #5
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：藤田まこと 11:00

名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 剣客商売２

#16 #17 #18 #19 #20 11:45 生活情報の時間 #9
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

参上！天空剣士　#8 参上！天空剣士　#9 参上！天空剣士　#10 参上！天空剣士　#11 参上！天空剣士　#12 新・三匹が斬る！ 【生誕500年　武田信玄】
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 （映画）
特選！大江戸買い物帳 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 特選！大江戸買い物帳 #10 風林火山

13:00 13:00 【鬼平クラシックス】 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 【佐伯泰英劇場】 13:00
鬼平犯科帳'69 13:00 13:00 秘太刀　馬の骨 密命　寒月霞斬り 新・三匹が斬る！

天下の副将軍 水戸光圀 剣客商売１ 主演：三船敏郎
#27 徳川御三家の激闘　#6 #7 #3 #7 #11

14:00 14:00
14:00 14:00【特集・田村正和 14:00 14:00 14:00 新・三匹が斬る！

鼠小僧次郎吉 ～永遠の美剣士～】 医師　問題無ノ介 医師　問題無ノ介２ 編笠十兵衛　#9
(TV長編) (映画) 14:50 #12 14:55 生活情報の時間

15:00 子連れ狼 編笠十兵衛 15:00 【北大路欣也劇場】 15:10
主演：林与一 その小さき手に 主演：杉良太郎 主演：杉良太郎 #10 幻十郎必殺剣 （映画）

#7 伊賀忍法帖
15:45 生活情報の時間 主演：田村正和 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:50

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 幻十郎必殺剣
江戸プロフェッショナル 16:05 江戸プロフェッショナル 江戸プロフェッショナル 江戸プロフェッショナル #8 主演：真田広之

必殺商売人 江戸プロフェッショナル 必殺商売人 必殺商売人 必殺商売人
#6 必殺商売人　#7 #8 #9 #10 16:45 生活情報の時間

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 剣客商売スペシャル 鬼平犯科帳５

決闘・高田の馬場 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#19 #20 #21 #22 #23 #12

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：藤田まこと 18:00 【池波正太郎劇場】
吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 剣客商売２

暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍
#120 #121 #122 #123 #124 #4

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 (映画)  【BLACKFOX放送記念

武士の献立 特集 アクション女優・山本千尋】

#13 #14 #15 #16 #17 （映画）
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 太秦ライムライト

旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 主演：上戸彩
出演：福本清三／山本千尋

#5 #6 #7 #8 #9 20:50 チャンネル初放送！
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 BLACKFOX:

服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 21:15 Age of the Ninja
暗殺指令

#9 #10 #11 #12 #13 主演：山本千尋
22:00 22:00 チャンネル初放送！ 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】

【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00 22:00 秘太刀　馬の骨 密命　寒月霞斬り 主演：高橋英樹
～Season3～】 天下の副将軍 水戸光圀 剣客商売１ 22:30

（舞台）  徳川御三家の激闘　#7 #8 #4 #8 （映画）
23:00 花の業平 23:00 時代劇は死なず

 －忍ぶの乱れ－ 23:00 23:00 23:00 23:00　チャンネル初放送！【生誕90年 カツライス劇場】 ちゃんばら美学考
出演：稔幸／星奈優里 ほか 必殺スペシャル 幕末青春グラフィティ  【北大路欣也映画祭】  【北大路欣也映画祭】 （映画）

※前後解説付き 　仕事人ＶＳ仕事人  坂本竜馬 （映画） （映画） 座頭市(1989) 出演：中島貞夫／山本千尋
0:00  0:10 徳川内閣大ゆれ！ 父子鷹 源九郎義経 勝新太郎ﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞｶｯﾄ

歴史科学捜査班 主水にマドンナ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞  0:15
【セレクション放送】 主演：藤田まこと 主演：武田鉄矢 出演：市川右太衛門 魔境　殺生谷の秘密

#13  0:45 北大路映画祭の作品紹介 ／北大路欣也 主演：北大路欣也 主演：勝新太郎
1:00  1:00  1:00  1:00  1:00

 1:05 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 ［終］　新必殺仕置人  1:15［解］ 主演：三船敏郎
新必殺仕置人 風車の浜吉捕物綴１

#37 #38 #39 #40 #41
2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00［解］

剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 ［新］　ちかえもん ちかえもん 主演：平幹二朗 風車の浜吉捕物綴２
#1 ―秘剣―

#17 #19 #21 主演：青木崇高 #2
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00

剣客商売'73 剣客商売'73 ［終］　剣客商売'73 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 主演：平幹二朗

#18 #20 #22
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【時代劇プレミアム23】

【特選！日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【午後のスペシャルアワー】

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。なお､各作品の出演者
名については梗概をご確認ください｡



時代劇専門チャンネル　2021年11月編成表

11/29(月) 11/30(火)
4:00  4:00  4:00

大岡越前 第10部 大岡越前 第10部

#12 #13
5:00  5:00  5:00

吉宗評判記 吉宗評判記
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍

#69 #70
6:00  6:00  6:00

運命峠 運命峠

#6 #7
7:00  7:00  7:00

大岡越前 第12部 大岡越前 第12部

#13 #14
8:00  8:00  8:00

新選組血風録 ［終］　新選組血風録

#25 #26
9:00  9:00  9:00

半七捕物帳 半七捕物帳

#10 #11
10:00 10:00 10:00

吉宗評判記 吉宗評判記
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍

#96 #97
11:00 11:00 11:00

名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部

#21 #22
12:00 12:00 12:00

参上！天空剣士　#13 参上！天空剣士　#14
12:30 12:30
特選！大江戸買い物帳 おひるの生活情報の時間

13:00 13:00 【鬼平クラシックス】 【特選！日替り時代劇】
鬼平犯科帳'69 13:00

天下の副将軍 水戸光圀
#28 徳川御三家の激闘　#7

14:00
14:00 14:00【特集・田村正和
【生誕90年 カツライス劇場】 ～永遠の美剣士～】

（映画） 樅ノ木は残った
15:00 水戸黄門海を渡る

出演：長谷川一夫／
市川雷蔵／勝新太郎 主演：田村正和

15:45 生活情報の時間
16:00 16:00 16:00

江戸プロフェッショナル 江戸プロフェッショナル
必殺商売人 必殺商売人

#11 #12
17:00 17:00 17:00

大岡越前 第13部 大岡越前 第13部

#24 #25
18:00 18:00 18:00

吉宗評判記 吉宗評判記
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍

#125 #126
19:00 19:00 19:00

名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部

#18 #19
20:00 20:00 20:00

旅人異三郎 旅人異三郎

#10 #11
21:00 21:00 21:00

服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団

#14 #15
22:00 22:00 チャンネル初放送！ 【特選！日替り時代劇】

【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00
～Season3～】 天下の副将軍 水戸光圀

（舞台）  徳川御三家の激闘　#8
23:00 風の次郎吉 【時代劇プレミアム23】

 －大江戸夜飛翔－ 23:00
必殺スペシャル

出演：北翔海莉 大暴れ仕事人！
0:00 ／仙名彩世　ほか  横浜異人屋敷の決闘

※前後解説付き
ゲスト:北翔海莉

1:00 主演：藤田まこと
 1:15［新］　必殺からくり人

富嶽百景殺し旅　#1  1:30
主演：山田五十鈴 必殺からくり人

2:00  2:10 富嶽百景殺し旅
ちかえもん #2

 2:30
#3 ちかえもん

3:00  3:00
インフォメーション #4

 3:30
インフォメーション

 4:00  4:00

【午後のスペシャルアワー】

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。なお､各作品の出演者
名については梗概をご確認ください｡


