
6:00 新スタートレック1 HD版 #6 6:00 新スタートレック1 HD版 #7 6:00 新スタートレック1 HD版 #8 6:00 新スタートレック1 HD版 #9 6:00 新スタートレック1 HD版 #10 6:00 新スタートレック1 HD版 #11 6:00 新スタートレック1 HD版 #12
7:00 リミットレス #1～2 7:00 リミットレス #3～4 7:00 リミットレス #5～6 7:00 リミットレス #7～8 7:00 ビッグバン★セオリー9 #7 7:00 新スタートレック3 HD版 7:00 リミットレス #9～10
9:00 インフォメーション 9:00 インフォメーション 9:00 インフォメーション 9:00 インフォメーション 7:30 インフォメーション #11～12 9:00 インフォメーション
9:30 エレメンタリー4 #24 9:30 クリミナル・マインド10 #9 10:00 グリム5 10:00 グリム5 8:00 スーパーナチュラル11 #3 9:00 インフォメーション 9:30 ブラックリスト5 #14

10:30 マクガイバー #13 10:30 スーパーナチュラル11 #3 全話一挙放送 #1～11 全話一挙放送 #12～22 9:00 インフォメーション 9:30 イン・ザ・ダーク #4 10:30 NCIS: ニューオーリンズ3 #18
11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 21:00 クリミナル・マインド4 #7 21:00 クリミナル・マインド4 #8 9:30 エレメンタリー3 #9～10 10:30 クリミナル・マインド10 #9 11:30 インフォメーション
12:00 MURDER IN THE FIRST1 12:00 MURDER IN THE FIRST1 22:00 ハッピー・バレー 22:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #18 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 12:00 MURDER IN THE FIRST1 

#3～4 #5～6 復讐の町 #1 23:00 クリミナル・マインド10 #9 12:00 クリミナル・マインド5 12:00 クリミナル・マインド5 #7～8
14:00 メンタリスト6 #21 14:00 メンタリスト6 #22 23:00 ブラックリスト5 #14 24:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #18 全話一挙放送 #1～6 全話一挙放送 #7～12 14:00 メンタリスト ファイナル #1
15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 24:00 ベター・コール・ソウル2 #10 25:00 刑事トム・ソーン 18:00 イン・ザ・ダーク #4 18:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #18 15:00 インフォメーション
15:30 ブラックリスト4 #5～6 15:30 ブラックリスト4 #7～8 25:00 刑事トム・ソーン 臆病な殺人者 #1～3 19:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #18 19:00 ブラックリスト5 #14 15:30 ブラックリスト4 #9～10
17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 声なき目撃者 #1～3 28:00 ザ・レジェンド・オブ・ 20:00 エレメンタリー3 #9～10 20:00 イン・ザ・ダーク #4 17:30 インフォメーション
18:00 ベター・コール・ソウル2 #10 18:00 スーパーナチュラル11 #3 28:00 ザ・レジェンド・オブ・ パイレーツ #9 22:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #1 21:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #18 18:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #18
19:00 MURDER IN THE FIRST1 #3～4 19:00 MURDER IN THE FIRST1 #5～6 パイレーツ #8 29:00 スーパーナチュラル10 #19 23:00 ブラックリスト5 22:00 クリミナル・マインド10 #9 19:00 MURDER IN THE FIRST1 #7～8
21:00 クリミナル・マインド4 #5 21:00 クリミナル・マインド4 #6 29:00 スーパーナチュラル10 #18 キャッチアップ #9～14 23:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #1 21:00 クリミナル・マインド4 #9
22:00 ブラックリスト5 #14 22:00 イン・ザ・ダーク #4 29:00 スーパーナチュラル10 #20 24:00 スーパーナチュラル11 #3 22:00 クリミナル・マインド10 #10
23:00 エレメンタリー4 #24 23:00 クリミナル・マインド10 #9 25:00 ブラックリスト5 #14 23:00 ブラックリスト5 #14
24:00 ブラックリスト5 #14 24:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #17 26:00 スーパーナチュラル11 #3 24:00 クリミナル・マインド10 #10
25:00 メンタリスト6 #21 25:00 メンタリスト6 #22 27:00 新スタートレック3 HD版 25:00 メンタリスト ファイナル #1
26:00 ブラックリスト4 #5～6 26:00 ブラックリスト4 #7～8 #11～12 26:00 ブラックリスト4 #9～10
28:00 ザ・レジェンド・オブ・ 28:00 ザ・レジェンド・オブ・ 29:00 スーパーナチュラル10 #21 28:00 アクエリアス2 #1

パイレーツ #6 パイレーツ #7 29:00 スーパーナチュラル10 #22
29:00 スーパーナチュラル10 #16 29:00 スーパーナチュラル10 #17

6:00 新スタートレック1 HD版 #13 6:00 新スタートレック1 HD版 #14 6:00 新スタートレック1 HD版 #15 6:00 新スタートレック1 HD版 #16 6:00 新スタートレック1 HD版 #17 6:00 新スタートレック1 HD版 #18 6:00 新スタートレック1 HD版 #19
7:00 リミットレス #11～12 7:00 リミットレス #13～14 7:00 リミットレス #15～16 7:00 リミットレス #17～18 7:00 インフォメーション 7:00 新スタートレック3 HD版 7:00 リミットレス #19～20
9:00 インフォメーション 9:00 インフォメーション 9:00 インフォメーション 9:00 インフォメーション 7:30 ビッグバン★セオリー9 #8 #13～14 9:00 インフォメーション
9:30 ハッピー・バレー 復讐の町 #1 9:30 クリミナル・マインド10 #10 9:30 グリム ファイナル・シーズン #1 9:30 クリミナル・マインド10 #10 8:00 スーパーナチュラル11 #4 9:00 インフォメーション 9:30 ブラックリスト5 #15

10:30 マクガイバー #14 10:30 スーパーナチュラル11 #4 10:30 ブラックリスト5 #15 10:30 ビッグバン★セオリー9 #7 9:00 インフォメーション 9:30 グリム ファイナル・シーズン #1 10:30 NCIS: ニューオーリンズ3 #19
11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:00 インフォメーション 9:30 エレメンタリー3 #11～12 10:30 クリミナル・マインド10 #10 11:30 インフォメーション
12:00 MURDER IN THE FIRST1 12:00 MURDER IN THE FIRST2 #1～2 12:00 MURDER IN THE FIRST2 #3～4 12:00 MURDER IN THE FIRST2 #5～6 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 12:00 MURDER IN THE FIRST2 #7～8

#9～10 14:00 メンタリスト ファイナル #3 14:00 メンタリスト ファイナル #4 14:00 メンタリスト ファイナル #5 12:00 クリミナル・マインド5 12:00 クリミナル・マインド5 14:00 メンタリスト ファイナル #6
14:00 メンタリスト ファイナル #2 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 全話一挙放送 #13～18 全話一挙放送 #19～23 15:00 インフォメーション
15:00 インフォメーション 15:30 ブラックリスト4 #13～14 15:30 ブラックリスト4 #15 15:30 ブラックリスト 18:00 グリム ファイナル・シーズン #1 17:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #2 15:30 ブラックリスト 
15:30 ブラックリスト4 #11～12 17:30 インフォメーション 16:30 ブラックリスト リデンプション #2～3 19:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #19 18:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #19 リデンプション #4～5
17:30 インフォメーション 18:00 スーパーナチュラル11 #4 リデンプション #1◇17：30インフォ 17:30 インフォメーション 20:00 エレメンタリー3 #11～12 19:00 ブラックリスト5 #15 17:30 インフォメーション
18:00 マクガイバー #14 19:00 MURDER IN THE FIRST2 #1～2 18:00 グリム ファイナル・シーズン #1 18:30 ビッグバン★セオリー9 #8 22:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #2 20:00 グリム ファイナル・シーズン #1 18:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #19
19:00 MURDER IN THE FIRST1 21:00 クリミナル・マインド4 #11 19:00 MURDER IN THE FIRST2 #3～4 19:00 MURDER IN THE FIRST2 #5～6 23:00 NCIS: ニューオーリンズ3 21:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #19 19:00 MURDER IN THE FIRST2 #7～8

#9～10 22:00 グリム ファイナル・ 21:00 クリミナル・マインド4 #12 21:00 クリミナル・マインド4 #13 キャッチアップ #15～19 22:00 クリミナル・マインド10 #10 21:00 クリミナル・マインド4 #14
21:00 クリミナル・マインド4 #10 シーズン #1 22:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #2 22:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #19 28:00 スーパーナチュラル11 #4 23:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #2 22:00 クリミナル・マインド10 #11
22:00 ブラックリスト5 #15 23:00 クリミナル・マインド10 #10 23:00 ブラックリスト5 #15 23:00 クリミナル・マインド10 #10 29:00 レイ・ドノヴァン3 #4 24:00 スーパーナチュラル11 #4 23:00 ブラックリスト5 #15
23:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #1 24:00 グリム ファイナル・ 24:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #2 24:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #19 25:00 ブラックリスト5 #15 24:00 クリミナル・マインド10 #11
24:00 ブラックリスト5 #15 シーズン #1 25:00 メンタリスト ファイナル #4 25:00 メンタリスト ファイナル #5 26:00 スーパーナチュラル11 #4 25:00 メンタリスト ファイナル #6
25:00 メンタリスト ファイナル #2 25:00 メンタリスト ファイナル #3 26:00 ブラックリスト4 #15 26:00 ブラックリスト 27:00 新スタートレック3 HD版 26:00 ブラックリスト 
26:00 ブラックリスト4 #11～12 26:00 ブラックリスト4 #13～14 27:00 ブラックリスト リデンプション #1 リデンプション #2～3 #13～14 リデンプション #4～5
28:00 アクエリアス2 #2 28:00 アクエリアス2 #3 28:00 アクエリアス2 #4 28:00 アクエリアス2 #5 29:00 レイ・ドノヴァン3 #5 28:00 アクエリアス2 #6
29:00 スーパーナチュラル10 #23 29:00 レイ・ドノヴァン3 #1 29:00 レイ・ドノヴァン3 #2 29:00 レイ・ドノヴァン3 #3 29:00 レイ・ドノヴァン3 #6

6:00 新スタートレック1 HD版 #20 6:00 新スタートレック1 HD版 #21 6:00 新スタートレック1 HD版 #22 6:00 新スタートレック1 HD版 #23 6:00 新スタートレック1 HD版 #24 6:00 新スタートレック1 HD版 #25 6:00 新スタートレック1 HD版 #26
7:00 リミットレス #21～22 7:00 フリンジ ファイナル・ 7:00 フリンジ ファイナル・シーズン 7:00 フリンジ ファイナル・シーズン 7:00 ビッグバン★セオリー9 #8～9 7:00 新スタートレック3 HD版 7:00 フリンジ ファイナル・シーズン
9:00 インフォメーション シーズン #1～2◇9：00インフォ #3～4◇9：00インフォ #5～6◇9：00インフォ 8:00 スーパーナチュラル11 #5 #15～16 #7～8◇9：00インフォ
9:30 ハッピー・バレー 復讐の町 #2 9:30 クリミナル・マインド10 #11 9:30 グリム ファイナル・シーズン #2 9:30 クリミナル・マインド10 #11 9:00 インフォメーション 9:00 インフォメーション 9:30 ブラックリスト5 #16

10:30 マクガイバー #15 10:30 スーパーナチュラル11 #5 10:30 ブラックリスト5 #16 10:30 インフォメーション 9:30 エレメンタリー3 #13～14 9:30 グリム ファイナル・シーズン #2 10:30 NCIS: ニューオーリンズ3 #20
11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:00 ビッグバン★セオリー9 #8 11:30 インフォメーション 10:30 クリミナル・マインド10 #11 11:30 インフォメーション
12:00 MURDER IN THE FIRST2 #9～10 12:00 MURDER IN THE FIRST2 #11～12 12:00 NCIS ネイビー1 #1～2 11:30 インフォメーション 12:00 クリミナル・マインド6 11:30 インフォメーション 12:00 NCIS ネイビー1 #5～6
14:00 メンタリスト ファイナル #7 14:00 メンタリスト ファイナル #8 14:00 メンタリスト ファイナル #9 12:00 NCIS ネイビー1 #3～4 全話一挙放送 #1～6 12:00 クリミナル・マインド6 14:00 メンタリスト ファイナル #11
15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 14:00 メンタリスト ファイナル #10 18:00 グリム ファイナル・シーズン #2 全話一挙放送 #7～12 15:00 インフォメーション
15:30 ブラックリスト 15:30 ブラックリスト リデンプション #8 15:30 ブラックリスト4 #17～18 15:00 インフォメーション 19:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #20 18:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #20 15:30 ブラックリスト4 

リデンプション #6～7 16:30 ブラックリスト4 #16 17:30 インフォメーション 15:30 ブラックリスト4 #19～20 20:00 エレメンタリー3 #13～14 19:00 ブラックリスト5 #16 #21～22
17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 18:00 グリム ファイナル・シーズン #2 17:30 インフォメーション 22:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #3 20:00 グリム ファイナル・シーズン #2 17:30 インフォメーション
18:00 マクガイバー #15 18:00 スーパーナチュラル11 #5 19:00 NCIS ネイビー1 #1～2 18:00 ビッグバン★セオリー9 #8 23:00 イン・ザ・ダーク 21:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #20 18:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #20
19:00 MURDER IN THE FIRST2 #9～10 19:00 MURDER IN THE FIRST2 #11～12 21:00 クリミナル・マインド4 #17 18:30 ビッグバン★セオリー9 #9 全話一挙放送 #1～4 22:00 クリミナル・マインド10 #11 19:00 NCIS ネイビー1 #5～6
21:00 クリミナル・マインド4 #15 21:00 クリミナル・マインド4 #16 22:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #3 19:00 NCIS ネイビー1 #3～4 27:00 グリム ファイナル・シーズン #2 23:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #3 21:00 クリミナル・マインド4 #19
22:00 ブラックリスト5 #16 22:00 グリム ファイナル・シーズン #2 23:00 ブラックリスト5 #16 21:00 クリミナル・マインド4 #18 28:00 スーパーナチュラル11 #5 24:00 スーパーナチュラル11 #5 22:00 クリミナル・マインド10 #12
23:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #2 23:00 クリミナル・マインド10 #11 24:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #3 22:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #20 29:00 レイ・ドノヴァン3 #11 25:00 ブラックリスト5 #16 23:00 ブラックリスト5 #16
24:00 ブラックリスト5 #16 24:00 グリム ファイナル・シーズン #2 25:00 メンタリスト ファイナル #9 23:00 クリミナル・マインド10 #11 26:00 スーパーナチュラル11 #5 24:00 クリミナル・マインド10 #12
25:00 メンタリスト ファイナル #7 25:00 メンタリスト ファイナル #8 26:00 ブラックリスト4 #17～18 24:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #20 27:00 新スタートレック3 HD版 25:00 メンタリスト ファイナル #11
26:00 ブラックリスト リデンプション 26:00 ブラックリスト リデンプション #8 28:00 アクエリアス2 #9 25:00 メンタリスト ファイナル #10 #15～16 26:00 ブラックリスト4 

#6～7 27:00 ブラックリスト4 #16 29:00 レイ・ドノヴァン3 #9 26:00 ブラックリスト4 #19～20 28:55 レイ・ドノヴァン3 #12 #21～22
28:00 アクエリアス2 #7 28:00 アクエリアス2 #8 28:00 アクエリアス2 #10 28:00 アクエリアス2 #11
29:00 レイ・ドノヴァン3 #7 29:00 レイ・ドノヴァン3 #8 29:00 レイ・ドノヴァン3 #10 29:00 フォーリング スカイズ3 #1

6:00 新スタートレック2 HD版 #1 6:00 メンテナンスのため休止 6:00 新スタートレック2 HD版 #2 6:00 新スタートレック2 HD版 #3 6:00 新スタートレック2 HD版 #4 6:00 新スタートレック2 HD版 #5 6:00 新スタートレック2 HD版 #6
7:00 フリンジ ファイナル・シーズン 7:00 フリンジ ファイナル・シーズン 7:00 フリンジ ファイナル・ 7:00 NCIS: ニューオーリンズ1 #1 7:00 ビッグバン★セオリー9 #9～10 7:00 新スタートレック3 HD版 7:00 NCIS: ニューオーリンズ1 #2

#9～10◇9：00インフォ #11～12◇9：00インフォ シーズン #13 8:00 THE FALL 警視ステラ・ 8:00 スーパーナチュラル11 #6 #17～18 8:00 THE FALL 警視ステラ・
9:30 ハッピー・バレー 復讐の町 #3 9:30 クリミナル・マインド10 #12 8:00 ブラックリスト5 #17 ギブソン3 #1◇9：00インフォ 9:00 インフォメーション 9:00 インフォメーション ギブソン3 #2◇9：00インフォ

10:30 マクガイバー #16 10:30 スーパーナチュラル11 #6 9:00 インフォメーション 9:30 クリミナル・マインド10 #12 9:30 エレメンタリー3 #15～16 9:30 グリム ファイナル・シーズン #3 9:30 ブラックリスト5 #17
11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 9:30 グリム ファイナル・シーズン #3 10:30 ビッグバン9 #8～9◇11：30インフォ 11:30 インフォメーション 10:30 クリミナル・マインド10 #12 10:30 NCIS: ニューオーリンズ3 #21
12:00 NCIS ネイビー1 #7～8 12:00 NCIS ネイビー1 #9～10 10:30 ブラックリスト5 #17 12:00 NCIS ネイビー1 #13～14 12:00 クリミナル・マインド6 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション
14:00 ビッグバン★セオリー9 #8～9 14:00 メンタリスト ファイナル #12 11:30 インフォメーション 14:00 NCIS: ニューオーリンズ1 #1 全話一挙放送 #13～18 12:00 クリミナル・マインド6 12:00 NCIS ネイビー1 #15～16
15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 12:00 NCIS ネイビー1 #11～12 15:00 インフォメーション 18:00 グリム ファイナル・シーズン #3 全話一挙放送 #19～24 14:00 NCIS: ニューオーリンズ1 #2
15:30 新スタートレック3 HD版 #15～16 15:30 ベター・コール・ 14:00 メンタリスト ファイナル #13 15:30 ベター・コール・ソウル1 #5～6 19:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #21 18:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #21 15:00 インフォメーション
17:30 インフォメーション ソウル1 #1～2 15:00 インフォメーション 17:30 インフォメーション 20:00 エレメンタリー3 #15～16 19:00 ブラックリスト5 #17 15:30 ベター・コール・ソウル1 #7～8
18:00 マクガイバー #16 17:30 インフォメーション 15:30 ベター・コール・ソウル1 #3～4 18:00 ビッグバン★セオリー9 #9 22:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #4 20:00 グリム ファイナル・シーズン #3 17:30 インフォメーション
19:00 NCIS ネイビー1 #7～8 18:00 スーパーナチュラル11 #6 17:30 インフォメーション 18:30 ビッグバン★セオリー9 #10 23:00 まだ間に合う！ 21:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #21 18:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #21
21:00 クリミナル・マインド4 #20 19:00 NCIS ネイビー1 #9～10 18:00 グリム ファイナル・シーズン #3 19:00 NCIS ネイビー1 #13～14 ハッピー・バレー 復讐の町 22:00 クリミナル・マインド10 #12 19:00 NCIS ネイビー1 #15～16
22:00 ブラックリスト5 #17 21:00 クリミナル・マインド4 #21 19:00 NCIS ネイビー1 #11～12 21:00 クリミナル・マインド4 #23 #1～4 23:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #4 21:00 クリミナル・マインド4 #24
23:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #3 22:00 グリム ファイナル・シーズン #3 21:00 クリミナル・マインド4 #22 22:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #21 27:00 グリム ファイナル・シーズン #3 24:00 レイ・ドノヴァン 22:00 クリミナル・マインド10 #13
24:00 ブラックリスト5 #17 23:00 クリミナル・マインド10 #12 22:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #4 23:00 クリミナル・マインド10 #12 28:00 スーパーナチュラル11 #6 ザ・フィクサー4 #1 23:00 ブラックリスト5 #17
25:00 メンテナンスのため休止 24:00 グリム ファイナル・シーズン #3 23:00 ブラックリスト5 #17 24:00 NCIS: ニューオーリンズ3 #21 29:00 フォーリング スカイズ3 #5 25:00 ブラックリスト5 #17 24:00 クリミナル・マインド10 #13

25:00 メンタリスト ファイナル #12 24:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #4 25:00 THE FALL 警視ステラ・ギブソン3 #1 26:00 レイ・ドノヴァン 25:00 THE FALL 警視ステラ・ギブソン3 #2
26:00 ベター・コール・ 25:00 メンタリスト ファイナル #13 26:00 ベター・コール・ソウル1 #5～6 ザ・フィクサー4 #1 26:00 ベター・コール・ソウル1 #7～8

ソウル1 #1～2 26:00 ベター・コール・ソウル1 #3～4 28:00 セレブリティ・ファイル 27:00 新スタートレック3 HD版 28:00 セレブリティ・ファイル 
28:00 アクエリアス2 #12 28:00 アクエリアス2 #13 早世の天才たち／リヴァー・フェニックス #17～18 早世の天才たち／ヒース・レジャー
29:00 フォーリング スカイズ3 #2 29:00 フォーリング スカイズ3 #3 29:00 フォーリング スカイズ3 #4 29:00 フォーリング スカイズ3 #6 29:00 フォーリング スカイズ3 #7

6:00 新スタートレック2 HD版 #7 6:00 新スタートレック2 HD版 #8 6:00 新スタートレック2 HD版 #9
7:00 NCIS: ニューオーリンズ1 #3 7:00 NCIS: ニューオーリンズ1 #4 7:00 NCIS: ニューオーリンズ1 #5
8:00 THE FALL 警視ステラ・ 7:55 THE FALL 警視ステラ・ 8:00 THE FALL 警視ステラ・

ギブソン3 #3◇9：00インフォ ギブソン3 #4◇9：00インフォ ギブソン3 #5◇9：00インフォ
9:30 ハッピー・バレー 復讐の町 #4 9:30 クリミナル・マインド10 #13 9:30 グリム ファイナル・シーズン #4

10:30 マクガイバー #17 10:30 スーパーナチュラル11 #7 10:30 ブラックリスト5 #18◇11：30インフォ
11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 12:00 NCIS ネイビー1 #21～22
12:00 NCIS ネイビー1 #17～18 12:00 NCIS ネイビー1 #19～20 14:00 NCIS: ニューオーリンズ1 #5
14:00 NCIS: ニューオーリンズ1 #3 14:00 NCIS: ニューオーリンズ1 #4 15:00 インフォメーション
15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:30 ベター・コール・ソウル2 #3～4
15:30 ベター・コール・ソウル1 15:30 ベター・コール・ソウル2 17:30 インフォメーション

#9～10◇17：30インフォ #1～2◇17：30インフォ 18:00 グリム ファイナル・シーズン #4
18:00 マクガイバー #17 18:00 スーパーナチュラル11 #7 19:00 NCIS ネイビー1 #21～22
19:00 NCIS ネイビー1 #17～18 19:00 NCIS ネイビー1 #19～20 21:00 ブラックリスト5 #18
21:00 クリミナル・マインド4 #25 21:00 クリミナル・マインド4 #26 22:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #5
22:00 ブラックリスト5 #18 22:00 グリム ファイナル・シーズン #4 23:00 ブラックリスト5 #18
23:00 ハッピー・バレー 復讐の町 #4 23:00 クリミナル・マインド10 #13 24:00 レイ・ドノヴァン
24:00 ブラックリスト5 #18 24:00 グリム ファイナル・シーズン #4 ザ・フィクサー4 #1
25:00 THE FALL 警視ステラ・ギブソン3 #3 24:55 THE FALL 警視ステラ・ギブソン3 #4 25:00 THE FALL 警視ステラ・ギブソン3 #5
26:00 ベター・コール・ソウル1 #9～10 26:00 ベター・コール・ソウル2 #1～2 26:00 ベター・コール・ソウル2 #3～4
28:00 セレブリティ・ファイル 28:00 セレブリティ・ファイル 28:00 セレブリティ・ファイル 早世の

早世の天才たち／カート・コバーン 早世の天才たち／ブルース・リー 天才たち／フィリップ・シーモア・ホフマン
29:00 フォーリング スカイズ3 #8 29:00 フォーリング スカイズ3 #9 29:00 フォーリング スカイズ3 #10

TIMETABLE番組表
海外ドラマ専門チャンネル

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

海外ドラマ見るなら
www.superdramatv.com

株式会社 スーパーネットワーク　
〒107-8627 東京都港区赤坂4-8-14 赤坂坂東ビル3F

Tel.045-228-3654
番組に関するお問い合わせ 受付時間 9: 30～18:30 （土日・祝日は除く）

二カ国語 字幕 日本語吹替え 解説放送 新番組 最終話 ★はエピソード更新放送新 終

※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 22:5531

月2018年5
（火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）

（火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）

（火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）

（火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）

（火） （水） （木）


