
　は字幕放送、　はバイリンガル（　カ国語）放送、　は日本語版のみ、　は解説放送（音声切り替えにより解説放送をご利用いただけます）です。

曜日

時間　　

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
1·8·15·22·29 2·9·16·23·30 3·10·17·24 4·11·18·25 5·12·19·26 6·13·20·27 7·14·21·28

6:00 ～3日 チャック４（帯） #23,24　※2日メンテナンスのため休止
4～16日 チャック ファイナル・シーズン（帯） #1～13　17日～ スパイ大作戦６ HD完全版（帯） #1～14

7:00 ～8日 LAW & ORDER: UK１（帯） #8～13　9～25日 LAW & ORDER: UK２（帯） #1～13
26日～ ハッピー・タウン（帯） #1～3

ヴァンパイア・
ダイアリーズ４
#7,8,9,10

～14日 LAW & ORDER13
#21&22,23&24
（2本立て）

21日～ LAW & ORDER14
#1&2,3&4
（2本立て）8:00 ～15日 フリンジ４（帯） #12～22

16日～ フリンジ ファイナル・シーズン（帯） #1～11

スパイ大作戦６
HD完全版
#11,12,13,14

9:00 インフォメーション

30 ブラックリスト２
#15,16,17,18,19

～16日  ヴァンパイア・
ダイアリーズ４ #6,7,8

23日メンタリスト 完全攻略SP
30日 メンタリスト６ #1

ボディ・オブ・プルーフ３
#4,5,6,7

ヴァンパイア・
ダイアリーズ４
#7,8,9,10

新スタートレック４
HD版 #14,15,16,17

エレメンタリー
#21,22,23,24

ヴァンパイア・
ダイアリーズ４
#7,8,9,1010:00

30 スコーピオン
#2,3,4,5,6

エレメンタリー
#20,21,22,23,24

ブラックリスト２
#16,17,18,19

 LAW & ORDER: 
UK２ #3,4,5,6

～19日 ビッグバン★セオリー６ 
#19&20～23&24（2本立て）

26日 ビッグバン★セオリー６ 
#1&2（2本立て）

～20日  ボディ・オブ・プルーフ３ 
#4,5,6

27日 メンタリスト６ #1

ボディ・オブ・プルーフ３
#4,5,6,7

11:00
30 インフォメーション

12:00 1日 メンタリスト３ #14◇13：00LAW & ORDER特番◇13：25 LAW & ORDER：指紋が明かす真実（～15：00）　
2日 クリミナル・マインド２（帯） #23◇13：00 メンタリスト 3 #14
3～16日 クリミナル・マインド３（帯） #1&2～19&20（2本立て）
17日～ クリミナル・マインド４（帯） #1&2～19&20（2本立て）
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ボディ・オブ・
プルーフ２
#15&16,17&18
（2本立て）

ブラックリスト２
#16,17,18,19

13:00 スコーピオン
#3,4,5,6

14:00 2～18日 LAW & ORDER: 犯罪心理捜査班１（帯） #10～22
19日～ LAW & ORDER: 犯罪心理捜査班２（帯） #1～8 6日  ボディ・オブ・

プルーフ3
キャッチアップ
#1～4

27日  エレメンタリー 
キャッチアップ 
#21～24

～14日  メンタリスト セレクション 
S2 #18,20

21日メンタリスト 完全攻略SP
28日 メンタリスト６ #1

15:00 ～17日 LAW & ORDER１（帯） #10～22 
18日～ LAW & ORDER２（帯） #1～9

エレメンタリー
#21,22,23,24

16:00 インフォメーション インフォメーション

30
～5日 LAW & ORDER12（帯） #15&16～23&24（2本立て）
8～23日 LAW & ORDER13（帯） #1&2～23&24 （2本立て）
24日～ LAW & ORDER14（帯） #1&2～9&10（2本立て）

クリミナル・マインド６
#7&8～13&14
（2本立て） 

17:00

18:00 6日  ビッグバン★セオリー６ 
#21&22（2本立て）

27日  ビッグバン★セオリー６ 
#3&4（2本立て）30 インフォメーション インフォメーション

19:00 ～8日 LAW & ORDER: UK１（帯） #8～13　9～25日 LAW & ORDER: UK２（帯） #1～13　 
26日～ ハッピー・タウン（帯） #1～3

エレメンタリー
#21,24

ボディ・オブ・プルーフ３
#4,5,6,7

20:00 スコーピオン 
#2,3,4,5,6

～16日  ブラックリスト２ 
#15,16,17

23日メンタリスト 完全攻略SP
30日 エレメンタリー #24

ヴァンパイア・
ダイアリーズ４
#7,8,9,10

新スタートレック4
HD版 #14,15,16,17

～12日 ビッグバン★セオリー６ 
#21&22,23&24（2本立て）

19日～ ビッグバン★セオリー６ 
#1&2,3&4（2本立て）

メンタリスト３ 
#15,16

エレメンタリー
#21,22,23,24

21:00 1日 ブラックリスト２ #15　2～10日 メンタリスト４（帯） #18～24 
11日～ メンタリスト５（帯） #1～14

ボディ・オブ・
プルーフ２
 #15&16,17&18
（2本立て）

ブラックリスト２
#16,17,18,19

22:00  ボディ・オブ・プルーフ３
#4,5,6,7,8

ブラックリスト２
#16,17,18,19,20

～10日  メンタリスト セレクション 
S2 #18,20

17日メンタリスト 完全攻略SP
24日 メンタリスト６ #1

エレメンタリー
#21,22,23,24

スコーピオン
#3,4,5,6 クリミナル・マインド６

#7&8～13&14
（2本立て）23:00 ブラックリスト２

#15,16,17,18,19

～23日  エレメンタリー
#20,21,22,23

30日 メンタリスト６ #1

ボディ・オブ・プルーフ３
#4,5,6,7

ブレイキング・バッド５
 #6,7,8,9

レイ・ドノヴァン
ザ・フィクサー２ 
#9,10,11,12

 LAW & ORDER: 
犯罪心理捜査班１
#5&6～11&12
（2本立て）24:00 ボディ・オブ・プルーフ３

#4,5,6,7,8
ブラックリスト２
#16,17,18,19,20

～10日  メンタリスト セレクション 
S2 #18,20

17日 レイ・ドノヴァン２ #10
24日 メンタリスト６ #1

エレメンタリー 
#21,22,23,24

スコーピオン
#3,4,5,6

～14日  メンタリスト セレクション 
S2 #18,20

21日メンタリスト 完全攻略SP
28日 メンタリスト6 #1

25:00 １
日
メ
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2日 クリミナル・マインド２（帯） #23◇26：00 メンタリスト３ #14
3～16日 クリミナル・マインド３（帯） #1&2～19&20 （2本立て）
17日～ クリミナル・マインド４（帯） #1&2～19&20（2本立て）

ボディ・オブ・プルーフ３
#4,5,6,7

スコーピオン
#3,4,5,6

26:00
6日 メンタリスト３ #15
13,20日  エレメンタリー 

#22,23
27日 メンタリスト６ #1

ブレイキング・バッド５
#6,7,8 日

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
休
止

27:00 2～10日 メンタリスト４（帯） #18～24 
11日～ メンタリスト５（帯） #1～14

レイ・ドノヴァン
ザ・フィクサー２
#9,10,11,12

～14日 ビッグバン★セオリー６ 
#21&22,23&24（2本立て）

21日 ビッグバン★セオリー６
#1&2（2本立て）

28:00 2～18日 LAW & ORDER: 犯罪心理捜査班１（帯） #10～22
19日～ LAW & ORDER: 犯罪心理捜査班２（帯） #1～8

ブレイキング・バッド５
#6,7,8,9

レイ・ドノヴァン
ザ・フィクサー２
#9,10,11

29:00 2～23日 ゴシップガール３（帯） #1～22
24日～ ゴシップガール４（帯） #1～6

都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。 スーパー!ドラマTVナビ!（５分枠）毎日22：55
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