
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
4·11·18·25 5·12·19·26 6·13·20·27 7·14·21·28 1·8·15·22·29 2·9·16·23·30 3·10·17·24·31

6:00 ～10日 One Tree Hill ファイナル・シーズン（帯） #5～13　3日 ブラックリスト３ キャッチアップ #22
11日～ ヴァンパイア・ダイアリーズ２（帯） #1～20　31日 まだ間に合う！メンタリスト ファイナル・シーズン #4

7:00 ～18日 ヒューマン・ターゲット２（帯） #2～13
19日～ コペンハーゲン／首相の決断２（帯） #1～9

 刑事コロンボ
#31,32,33,34
◇2,23日8：30スーパー！
ドラマＴＶナビ！

9日  LAW & ORDER: UK２ 
#5◇8：00 ER 緊急救命
室 ファイナル・シーズン #9

3日 ブラックリスト３ キャッチアップ #23
10日～ ER 緊急救命室 

ファイナル・シーズン #9～11
31日  まだ間に合う！メンタリスト 

ファイナル・シーズン #5

8:00 スーパーナチュラル６（帯） #2～22
 ビッグバン★セオリー７
#5&6～13&14
（2本立て）

9:00
インフォメーション

30 4日 ブラックリスト３ #23
11日～  LAW & ORDER: UK

２ #5,6,7

 メンタリスト 
ファイナル・シーズン
#6,7,8,9

～20日  ヒーローズ・リボーン 
#11,12,13

　 27日 クリミナル・マインド 
ゲストスター・エピソード S4#3

 ER 緊急救命室 
ファイナル・シーズン
#9,10,11,12

 新スタートレック６ 
HD版 
#15,16,17,18,19

～23日  ヒーローズ・リボーン 
#10,11,12,13

　 30日 クリミナル・マインド 
ゲストスター・エピソード S4#3

 エレメンタリー２
#5,6,7,8,9

10:0030
 グリム４ #2,3,4,5  LAW ＆ ORDER: UK２

#5,6,7,8

 ER 緊急救命室 
ファイナル・シーズン
#9,10,11,12

～21日 グリム４ #2,3,4
　28日  スコーピオン２ 

#1

 ビッグバン★セオリー７
#3&4～11&12
（2本立て）

 メンタリスト 
ファイナル・シーズン
#6,7,8,9,10

グリム４ #2,3,4,5,6

11:0030 インフォメーション

12:00 1日 NCIS ネイビー犯罪捜査班 セレクション（帯） S2#22&23（2本立て）
4～18日 ブラックリスト１（帯） #1&2～21&22（2本立て）
19日～ ブラックリスト２（帯） #1&2～17&18（2本立て）
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2,23日～
 メンタリスト４
#7&8,9&10,11&12
（2本立て）

～24日  ヒーローズ・リボーン
#10,11,12,13

　 31日 クリミナル・マインド 
ゲストスター・エピソード S4#3

13:00
 メンタリスト 
ファイナル・シーズン
#6,7,8,9,10

14:00 ～6日 LAW & ORDER11（帯） #21～24
◇1日15：00インフォメーション◇15：30 フォーリング スカイズ２（帯） #9（～16：30）

◇4日15：00 ブラックリスト３ #23◇5日15：00グリム 完全攻略SP◇6日15：00 LAW ＆ ORDER: UK２ #5
7～21日 LAW & ORDER: 犯罪心理捜査班１（帯） #1&2～21&22（2本立て）
22日～ LAW & ORDER: 犯罪心理捜査班２（帯） #1&2～11&12（2本立て）

2日 ブラックリスト３
キャッチアップ
#19～23

23日 ヒーローズ・
リボーン
キャッチアップ
#10～13
◇18：00 グリム４ 
#5

30日 まだ間に合う！
メンタリスト 
ファイナル・シーズン
#1～5

3日 ブラックリスト３ #23
10～24日 【新S直前】

スコーピオン１ クライマックス 
３エピソード #20～22

31日 スコーピオン２ #1

15:00  クリミナル・マインド４
#5&6～13&14
（2本立て）16:00

インフォメーション

30 1日 フォーリング スカイズ２（帯） #10　
4～6日 ベガス（帯） #19～21　7～15日 ブレイキング・バッド１（帯） #1～7

18日～ ブレイキング・バッド２（帯） #1～1017:00
 NCIS 
ネイビー犯罪捜査班１
#15&16～21&22
（2本立て）,23
◇31日18：00 LAW & 
ORDER: UK２ #8

30 インフォメーション

18:00 1日 NCIS ネイビー犯罪捜査班 セレクション（帯） S2#22&23（2本立て）
4～18日 ブラックリスト１（帯） #1&2～21&22（2本立て）
19日～ ブラックリスト２（帯） #1&2～17&18（2本立て）19:00

2,23日 ～ ER 緊急救命室 
ファイナル・シーズン 
#8,11,12

 エレメンタリー２
#5,6,7,8,9

20:00 グリム４ #2,3,4,5  LAW ＆ ORDER: UK２
#5,6,7,8

 ER 緊急救命室 
ファイナル・シーズン
#9,10,11,12

 新スタートレック６
HD版 #16,17,18,19

 ビッグバン★セオリー７
#5&6～13&14
（2本立て）

2,23日～
 メンタリスト５
#8,9,10  クリミナル・マインド４

#5&6～13&14
（2本立て）21:00 NCIS ネイビー犯罪捜査班３（帯） #1～21 2,23日～

 メンタリスト４
#7&8,9&10,11&12
（2本立て）22:00

～18日  ヒーローズ・リボーン 
#11,12,13

　 25日 クリミナル・マインド
ゲストスター・エピソード S4#3

～19日 【新S直前】
スコーピオン１ クライマックス 
３エピソード #20,21,22

　26日 スコーピオン２ #1

 メンタリスト 
ファイナル・シーズン
#7,8,9,10

 エレメンタリー２
#6,7,8,9  グリム４ #2,3,4,5,6

 メンタリスト 
ファイナル・シーズン
#6,7,8,9,10

23:00
4日  ブラックリスト３ 

#23
11日～ グリム４ #3,4,5

 メンタリスト 
ファイナル・シーズン
#6,7,8,9

～20日  ヒーローズ・リボーン
#11,12,13

　 27日 クリミナル・マインド 
ゲストスター・エピソード S4#3

～21日 グリム４ #2,3,4
　28日  スコーピオン２ 

#1

 メンタリスト 
ファイナル・シーズン
#6,7,8,9,10

～23日 LAW & ORDER: 
犯罪心理捜査班４ 
#17&18～21&22
（2本立て）,23
◇23日24：00 グリム４ #5

　30日 LAW & ORDER: 
犯罪心理捜査班５
#1&2（2本立て）

3日 ブラックリスト３ #23
10～24日 【新S直前】

スコーピオン１ クライマックス 
3エピソード #20～22

31日 スコーピオン２ #1

24:00
～18日  ヒーローズ・リボーン 

#11,12,13
　 25日 クリミナル・マインド 
ゲストスター・エピソード S4#3

～19日 【新S直前】
スコーピオン１ クライマックス 
３エピソード #20,21,22

　26日 スコーピオン２ #1

 メンタリスト 
ファイナル・シーズン
#7,8,9,10

 エレメンタリー２
#6,7,8,9  グリム４ #2,3,4,5,6

～24日  ヒーローズ・リボーン 
#10,11,12,13

　 31日 クリミナル・マインド 
ゲストスター・エピソード S4#3

25:00 NCIS ネイビー犯罪捜査班３（帯） #1～21
 メンタリスト 
ファイナル・シーズン
#6,7,8,9,10

グリム４ #2,3,4,5,6

26:00 ～6日 LAW & ORDER11（帯） #21～24◇27：00 ブリッジ３（帯） #3,5,7,9
7～21日 LAW & ORDER: 犯罪心理捜査班１（帯） #1&2～21&22（2本立て）
22日～ LAW & ORDER: 犯罪心理捜査班２（帯） #1&2～11&12（2本立て）

～23日  ヒーローズ・リボーン 
#10,11,12,13

　 30日 クリミナル・マインド 
ゲストスター・エピソード S4#3

 ER 緊急救命室 
ファイナル・シーズン
#8,10,11,12 日
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27:00
9,16日
 LAW & ORDER: UK２ 
#5,6

23日  メンタリスト５ #9
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日
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 刑事コロンボ
#31,32,33,34
◇3,24日28：30
インフォメーション28:00 ～6日 ブリッジ３（帯） #4,6,8,10

7～15日 ブレイキング・バッド１（帯） #1～7　18日～ ブレイキング・バッド２（帯） #1～10

 ER 緊急救命室 
ファイナル・シーズン
#9,10,11

29:00 ～22日 LAW & ORDER８（帯） #6～24　9日インフォメーション◇29：25 One Tree Hill／思い出は永遠に
23日～ LAW & ORDER９（帯） #1～8

～22日 LAW & 
ORDER８（帯）

23日～ LAW & 
ORDER９（帯）

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。 SCORPION／スコーピオン シーズン２ ナビ！（5分枠）毎日22：55

2016年7月番組表


