
スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年12月

2020.11.30 2020.12.01 2020.12.02 2020.12.03 2020.12.04 2020.12.05 2020.12.06
月 火 水 木 金 土 日

[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画

※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。

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
BELOW THE SURFACE 深層の8日
間 #7
『7日目：嘘と真実』

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #5
『仕組まれた幽霊屋敷』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #6
『完璧な世界』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #7
『呪いのマスク』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #8
『妖精サリー』

29:00

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
BELOW THE SURFACE 深層の8日
間 #5
『5日目：脱出計画』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#15
『若き勇者達』

27:00

27:30 27:30 27:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #11
『雪夜の奇跡』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #13
『愛と裏切り』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #15
『スーパーヒーロー』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #17
『交錯する思惑』

27:00

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
BELOW THE SURFACE 深層の8日
間 #6
『6日目：アルファの正体』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#16
『記憶喪失のアンドロイド』

28:00

28:30 30[二][HD]【キャッチアップ(帯)】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #8『初めての交わりで脱線する法則』

30[二][HD]【キャッチアップ(帯)】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #10『ビデオと手品とひらめきの法
則』

30[二][HD]【キャッチアップ(帯)】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #12『繁殖命題の法則』

30[二][HD]【キャッチアップ(帯)】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #14『隕石がもたらす兆候の法則』

28:30 28:30

28:00 00[二][HD]【キャッチアップ(帯)】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #7『最適な補助金交付を導く法則』

00[二][HD]【キャッチアップ(帯)】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #9『参考文献を確認する時の法則』

00[二][HD]【キャッチアップ(帯)】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #11『ペイントボール多重散乱の法
則』

00[二][HD]【キャッチアップ(帯)】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #13『論文をめぐる分極化の法則』

28:00

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
BELOW THE SURFACE 深層の8日
間 #3
『3日目：突入のチャンス』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #8
『父＋息子＋父＋女リーダー』

25:00

25:30 25:30 25:30

25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #20
『報復』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #21
『獣たちの祝宴』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #22
『テセウスの迷宮』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #23
『天使と悪魔-前編-』

25:00

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
BELOW THE SURFACE 深層の8日
間 #4
『4日目：戦場のトラウマ』

00[5.1]★[HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #11
『ドノヴァン家』

26:00

26:30 26:30 26:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #10
『ディノッゾの受難』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #12
『ファントムの再来』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #14
『運命の分かれ道』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #16
『心理作戦』

26:00

00[二]★[HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #11
『ドノヴァン家』

24:00

24:30 24:30 24:30

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #7
『非常口』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #7
『非常口』

00[5.1]★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #8
『父＋息子＋父＋女リーダー』

00[5.1][HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #10
『ベイビー』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#3
『古傷のニューヨーク』

23:00 00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#2
『ターミネーターの難問』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #2
『三万フィートの戦慄』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #8
『父＋息子＋父＋女リーダー』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #7
『非常口』

23:00 00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
BELOW THE SURFACE 深層の8日
間 #1
『1日目：事件発生』

24:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
BELOW THE SURFACE 深層の8日
間 #2
『2日目：インタビュー』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #7
『非常口』

00[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #2
『三万フィートの戦慄』

22:00

22:30 22:30 22:30

45[HD]インフォメーション

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

22:00 00[二]★[HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #7
『非常口』

00[二]★[HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #8
『父＋息子＋父＋女リーダー』

00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #8
『サラ・ヤン』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#3
『古傷のニューヨーク』

22:00

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[5.1][終][HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #13
『大切な人』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #8
『サラ・ヤン』

20:00

20:30 20:30 20:30

45[HD]インフォメーション

20:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #16
『出発予定時刻』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #2
『赤毛と銀色のテープ』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #4
『紅の涙』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #6
『冷血』

20:00

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #2
『三万フィートの戦慄』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#3
『古傷のニューヨーク』

21:00

21:30 21:30 21:30

21:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #20
『報復』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #21
『獣たちの祝宴』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #22
『テセウスの迷宮』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #23
『天使と悪魔-前編-』

21:00

18:00 00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #7
『クローディア・ホフマン』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#2
『ターミネーターの難問』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #2
『三万フィートの戦慄』

00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #13『論文をめぐる分極化の法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #2
『三万フィートの戦慄』

00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #8
『父＋息子＋父＋女リーダー』

18:00

18:30 30[二]★[HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #14『隕石がもたらす兆候の法則』

18:30 18:30

45[HD]インフォメーション

00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #18
『雪崩』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #7
『非常口』

19:00

19:30 19:30 30[5.1]★[HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #19
『大型タンカー転覆！』

19:30

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #15
『ハードランディング』

00★[HD][字][新]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #1
『レッド・ジョンの影』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #3
『赤潮』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #5
『アカスギの森』

19:00

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #11
『雪夜の奇跡』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #13
『愛と裏切り』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #15
『スーパーヒーロー』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #17
『交錯する思惑』

16:30 16:30

17:00 17:00 00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #7
『非常口』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #8
『サラ・ヤン』

17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

17:30 17:30

45[HD]インフォメーション

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #15
『シェアハウスの殺人』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #20
『死のバイキング』

14:00

14:30 14:30 14:30

14:00 00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #19
『記憶の稜線』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #20
『報復』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #21
『獣たちの祝宴』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #22
『テセウスの迷宮』

14:00

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #16
『最後の抵抗』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #21
『消えない音』

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #10
『ディノッゾの受難』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #12
『ファントムの再来』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #14
『運命の分かれ道』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #16
『心理作戦』

15:30 15:30

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00

16:00 16:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #17
『殺人ピエロ』

00[二]★[終][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #22
『信じる者たち』

12:00 00[二]★[HD]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #15
『ハードランディング』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #1
『レッド・ジョンの影』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #3
『赤潮』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #5
『アカスギの森』

12:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #13
『杖とヘビ』

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30

13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #14
『瘴気』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #19
『オフィス籠城』

13:00

13:30 13:30 13:30

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #18
『愛のダンス』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[二]★[終][HD]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #16
『出発予定時刻』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #2
『赤毛と銀色のテープ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #4
『紅の涙』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #6
『冷血』

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

30[多][CC][HD][解]
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD版 #4
『魔の宇宙病』

30[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #2
『三万フィートの戦慄』

10:30

11:00 00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #13『論文をめぐる分極化の法則』

11:00 11:00

10:30 30[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #7
『マック＋デジィ＋ライリー＋オーブ
リー』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #2
『三万フィートの戦慄』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #8
『父＋息子＋父＋女リーダー』

30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #12『繁殖命題の法則』

10:30

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30

00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #18
『雪崩』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#16
『記憶喪失のアンドロイド』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #19
『大型タンカー転覆！』

08:30

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #5
『仕組まれた幽霊屋敷』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #6
『完璧な世界』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #7
『呪いのマスク』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #8
『妖精サリー』

08:00

30[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#3
『古傷のニューヨーク』

09:30

10:00 10:00 10:00

15[HD]インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #7
『クローディア・ホフマン』

30[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#2
『ターミネーターの難問』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #2
『三万フィートの戦慄』

30[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #7
『非常口』

09:30 30[5.1]★[終][HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #13
『大切な人』

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[二]★[HD][新]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #1
『間に合わせ』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
BELOW THE SURFACE 深層の8日
間 #8
『8日目：偽りの英雄』

06:00

06:30 06:30 06:30

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #20
『超高層ビル－電力』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #21
『風＋水』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #22
『UFO＋エリア51』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #23
『マクガイバー＋マクガイバー』

06:00

00[多]★[CC][HD][解]
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD版 #4
『魔の宇宙病』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#15
『若き勇者達』

07:00

07:30 30[二]★[HD]【キャッチアップ(帯)】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #8『初めての交わりで脱線する法則』

30[二]★[HD]【キャッチアップ(帯)】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #10『ビデオと手品とひらめきの法
則』

30[二]★[HD]【キャッチアップ(帯)】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #12『繁殖命題の法則』

30[HD]
インフォメーション

07:30 07:30

07:00 00[二]★[HD]【キャッチアップ(帯)】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #7『最適な補助金交付を導く法則』

00[二]★[HD]【キャッチアップ(帯)】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #9『参考文献を確認する時の法則』

00[二]★[HD]【キャッチアップ(帯)】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #11『ペイントボール多重散乱の法
則』

00[二]★[HD]【キャッチアップ(帯)】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #13『論文をめぐる分極化の法則』

07:00



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年12月

2020.12.07 2020.12.08 2020.12.09 2020.12.10 2020.12.11 2020.12.12 2020.12.13
月 火 水 木 金 土 日

[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画

※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。

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #1
『オーディション』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #2
『悩めるスター』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #3
『学業との両立』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #4
『失望へのプレリュード』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #5
『２１歳の誕生日』

07:00 00[多]★[CC][HD][解]
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD版 #5
『二人のカーク』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#17
『多重人格アンドロイド』

07:00

07:30 07:30 07:30

06:00 00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #2
『ブラボー・リード＋忠誠＋友情』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #3
『ボーザー＋酒＋二度目の学生生
活』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #4
『勇気＋燃料＋希望』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #5
『死者の日＋刺客＋家族』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #6
『マードック＋マクガイバー＋マー
ドック』

06:00 00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #7
『スカベンジャー＋ハードディスク＋
ドラゴンフライ』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #8
『リベンジ＋カタコンベ＋ゴースト』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #20
『ザ・ワールド・エアー・ショー』

08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #9
『地獄の檻』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#10
『ルシファーの計画』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#11
『弱者を狙う怪物』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#12
『ジョディと2人の娘』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#13
『愛が招いた魔物』

08:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #19
『大型タンカー転覆！』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#18
『謎の幻覚テレパシー』

09:30

10:00 10:00 10:00

15[HD]インフォメーション

10:30 30[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #18
『雪崩』

30[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #8
『父＋息子＋父＋女リーダー』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #3
『巻き戻し』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #9
『コード＋アルテミス＋核＋ネメシ
ス』

30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #13『論文をめぐる分極化の法則』

10:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
#2
『「正常」は退屈』

30[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #3
『巻き戻し』

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #19
『大型タンカー転覆！』

00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #14『隕石がもたらす兆候の法則』

11:00 11:00

09:30 30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #7
『非常口』

30[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #8
『サラ・ヤン』

30[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#3
『古傷のニューヨーク』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #3
『巻き戻し』

30[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #8
『飛行続行』

09:30 30[二]★[HD][新]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
#1
『ようこそ 異常行動の世界へ』

30[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#4
『見落とし』

11:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #7
『朱をそそぐ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #9
『真っ赤な炎』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #11
『レッド・ジョンの友人』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #13
『血塗られた絵画』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #15
『口紅のメッセージ』

12:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #1
『再出発』

00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #5
『調和飛行』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #23
『天使と悪魔-前編-』

00[二][終][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #24
『天使と悪魔-後編-』

00[二][CC][HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #1
『容疑者X』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #2
『地獄めぐり』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #3
『千の太陽』

14:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #3
『偽りの地平線』

00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #7
『非常口』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #8
『赤信号』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #10
『赤レンガの虚栄』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #12
『レッド・ラム～殺人』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #14
『深紅の情熱』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #16
『血眼』

13:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #2
『行き場のない者たち』

00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #6
『帰路』

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #18
『見透かされる心』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #20
『神聖な使命』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #22
『火中の真実』

30[二]★[終][CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #24
『誓い』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #2
『深い爪痕』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[HD][新]【全話一挙放送】
スタートレック ショートトレック #1
『逃亡者』

00[二]★[HD]【全話一挙放送】
スタートレック ショートトレック #3
『希望の輝き』

16:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #4
『ブラックボックス』

00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #8
『飛行続行』

16:30

17:00 17:00 00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #8
『飛行続行』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #9
『オーギー  再び』

17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

17:30 17:30

45[HD]インフォメーション

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #19
『巣立ち』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #21
『再燃』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #23
『くすぶる炎』

30[二]★[CC][HD][新]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #1
『決死の反撃』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #3
『不死鳥』

16:30 30[二]★[HD]【全話一挙放送】
スタートレック ショートトレック #2
『宇宙の恋人』

30[二]★[終][HD]【全話一挙放送】
スタートレック ショートトレック #4
『華麗なる脱出』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #19
『大型タンカー転覆！』

30[二]★[HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #15『精子提供で揺れ動く法則』

18:30 18:30

45[HD]インフォメーション

19:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #7
『朱をそそぐ』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #9
『真っ赤な炎』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #11
『レッド・ジョンの友人』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #13
『血塗られた絵画』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #15
『口紅のメッセージ』

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #19
『大型タンカー転覆！』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #8
『飛行続行』

19:00

19:30 19:30 30[5.1]★[HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #20
『ザ・ワールド・エアー・ショー』

19:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #18
『雪崩』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #8
『サラ・ヤン』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#3
『古傷のニューヨーク』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #3
『巻き戻し』

00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #14『隕石がもたらす兆候の法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #3
『巻き戻し』

00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #9
『コード＋アルテミス＋核＋ネメシ
ス』

20:00

20:30 20:30 20:30

45[HD]インフォメーション

21:00 00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #24
『天使と悪魔-後編-』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #1
『容疑者X』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #2
『地獄めぐり』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #3
『千の太陽』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #4
『不平のかゆみ』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
#2
『「正常」は退屈』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#4
『見落とし』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #8
『赤信号』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #10
『赤レンガの虚栄』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #12
『レッド・ラム～殺人』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #14
『深紅の情熱』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #16
『血眼』

20:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
#1
『ようこそ 異常行動の世界へ』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #9
『オーギー  再び』

22:00

22:30 22:30 22:30

45[HD]インフォメーション

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

22:00 00[二]★[HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #3
『巻き戻し』

00[二]★[HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #8
『飛行続行』

00[二]★[HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #9
『コード＋アルテミス＋核＋ネメシ
ス』

00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #9
『オーギー  再び』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#4
『見落とし』

22:00 00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #8
『飛行続行』

00[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #3
『巻き戻し』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #3
『巻き戻し』

00[5.1]★[HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #8
『飛行続行』

00[5.1]★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #9
『コード＋アルテミス＋核＋ネメシ
ス』

00[5.1][HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #11
『ドノヴァン家』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#4
『見落とし』

24:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #6
『善＋悪＋両方＋中間』

00[二]★[終][HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #12
『死せるもの』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #8
『父＋息子＋父＋女リーダー』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#3
『古傷のニューヨーク』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #3
『巻き戻し』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #9
『コード＋アルテミス＋核＋ネメシ
ス』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #8
『飛行続行』

23:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #5
『サッカー＋デジィ＋商人＋タイタ
ン』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #8
『飛行続行』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #18
『見透かされる心』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #20
『神聖な使命』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #22
『火中の真実』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #24
『誓い』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #2
『深い爪痕』

26:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #8
『父＋息子＋父＋女リーダー』

00[5.1]★[終][HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #12
『死せるもの』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00★[終][HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #24
『天使と悪魔-後編-』

00★[HD][字][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #1
『容疑者X』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #2
『地獄めぐり』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #3
『千の太陽』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #4
『不平のかゆみ』

25:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #7
『マック＋デジィ＋ライリー＋オーブ
リー』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #9
『コード＋アルテミス＋核＋ネメシ
ス』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00★[HD][字][新]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #1
『オーディション』

00★[HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #2
『悩めるスター』

00★[HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #3
『学業との両立』

00★[HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #4
『失望へのプレリュード』

00★[HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #5
『２１歳の誕生日』

28:00 00[二][HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #11
『ドノヴァン家』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#18
『謎の幻覚テレパシー』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #19
『巣立ち』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #21
『再燃』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #23
『くすぶる炎』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #1
『決死の反撃』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #3
『不死鳥』

27:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #9
『コード＋アルテミス＋核＋ネメシ
ス』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#17
『多重人格アンドロイド』

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #9
『地獄の檻』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#10
『ルシファーの計画』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#11
『弱者を狙う怪物』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#12
『ジョディと2人の娘』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#13
『愛が招いた魔物』

29:00 00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #3
『巻き戻し』
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[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
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[終]:終了番組 [映]:映画

※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。

06:00 00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #9
『サンプル234＋電動ファン付呼吸
用保護具＋アウトブレイク』

00
メンテナンスのため休止

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #10
『マティ＋イーサン＋忠実』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #11
『マック＋フォールアウト＋ジャック』

08:00 00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#4
『見落とし』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#14
『神の手』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#15
『栄光の陰で』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#16
『時空を超えた再会』

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

10:30 30[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #19
『大型タンカー転覆！』

30[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #9
『コード＋アルテミス＋核＋ネメシ
ス』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #4
『旅行者』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #10
『テスラ＋ベル＋エジソン＋マック』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#17
『覚悟の死』

08:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #20
『ザ・ワールド・エアー・ショー』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#20
『新たなる旅路』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #21
『宇宙刑務所 ヘックス』

08:30

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #12
『フェンス＋カバン＋アメリシウム
241』

06:00 00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #13
『大自然＋訓練＋サバイバル』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #14
『父親＋花嫁＋裏切り』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #9
『オーギー  再び』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #6
『迷子になって』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #7
『秘密とパイ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #8
『脚本をめぐる混乱』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #9
『フィフティ・シェイズ・オブ・レッド』

07:00 00[多]★[CC][HD][解]
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD版 #6
『恐怖のビーナス』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#19
『恐怖のイントロン・ウイルス』

07:00

07:30 07:30 07:30

45[HD]インフォメーション

30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #14『隕石がもたらす兆候の法則』

10:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
#4
『過去に囚われて』

30[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #4
『旅行者』

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #20
『ザ・ワールド・エアー・ショー』

00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #15『精子提供で揺れ動く法則』

11:00 11:00

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #8
『飛行続行』

30[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #9
『オーギー  再び』

30[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#4
『見落とし』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #4
『旅行者』

30[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #9
『嵐』

09:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
#3
『秘密とウソ』

30[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#5
『愛しのスパイ』

09:30

10:00 10:00 10:00

15[HD]インフォメーション

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #20
『レッド・ソース』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #22
『血の結束』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #1
『贖罪』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #3
『血塗られたバッジ』

13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』

11:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #17
『狙われたカーネリアン』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #19
『１２本の赤いバラ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #21
『ミス・レッド』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #23
『レッド・ジョンの足跡』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #2
『緋文字』

12:00 00[二]★[HD][新]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

16:30 16:30

17:00 17:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン14 #4
『無垢なるもの』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン14 #9
『折れた翼』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #4
『不平のかゆみ』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#4
『見落とし』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #5
『箱の中のハロウィーン』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #6
『ガラスの靴』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #7
『ハッシュタグ』

14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン14 #8
『理想の家族』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #18
『血染めのジャガイモ』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #9
『嵐』

00[5.1][終][HD][字]
LOVE LIFE #10
『運命の人』

17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

17:30 17:30

45[HD]インフォメーション

15:00

15:30 30[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#4
『見落とし』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #4
『消えた海軍ヘリ』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #6
『フラッシュバック（前編）』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #8
『さらわれた少女』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #10
『新100ドル札』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン14 #10
『肉と血』

16:00

16:30 30[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #9
『コード＋アルテミス＋核＋ネメシ
ス』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #5
『和解の時』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #7
『フラッシュバック（後編）』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #9
『魔の三つ巴』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #11
『償いの第一歩』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #20
『ザ・ワールド・エアー・ショー』

30[二]★[HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #16『ダンジョン＆セレブの法則』

18:30 18:30

45[HD]インフォメーション

19:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #17
『狙われたカーネリアン』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #19
『１２本の赤いバラ』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #21
『ミス・レッド』

00★[終][HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #23
『レッド・ジョンの足跡』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #2
『緋文字』

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #20
『ザ・ワールド・エアー・ショー』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #9
『嵐』

19:00

19:30 19:30 30[5.1]★[HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #21
『宇宙刑務所 ヘックス』

19:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #19
『大型タンカー転覆！』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #9
『オーギー  再び』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#4
『見落とし』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #4
『旅行者』

00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #15『精子提供で揺れ動く法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #4
『旅行者』

00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #10
『テスラ＋ベル＋エジソン＋マック』

20:00

20:30 20:30 20:30

45[HD]インフォメーション

21:00 00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #8
『飛行続行』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #5
『箱の中のハロウィーン』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #6
『ガラスの靴』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #7
『ハッシュタグ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #8
『サドワース・プレイスの少年たち』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
#4
『過去に囚われて』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#5
『愛しのスパイ』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #18
『血染めのジャガイモ』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #20
『レッド・ソース』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #22
『血の結束』

00★[HD][字][新]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #1
『贖罪』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #3
『血塗られたバッジ』

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
#3
『秘密とウソ』

00[5.1][終][HD][字]
LOVE LIFE #10
『運命の人』

22:00

22:30 22:30 22:30

45[HD]インフォメーション

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

22:00 00[二]★[HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #4
『旅行者』

00[二]★[HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #9
『嵐』

00[二]★[HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #10
『テスラ＋ベル＋エジソン＋マック』

00[5.1]★[終][HD][字]
LOVE LIFE #10
『運命の人』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#5
『愛しのスパイ』

22:00 00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #9
『嵐』

00[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #4
『旅行者』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #4
『旅行者』

00[5.1]★[HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #9
『嵐』

00[5.1]★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #10
『テスラ＋ベル＋エジソン＋マック』

00[5.1][終][HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #12
『死せるもの』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#5
『愛しのスパイ』

24:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#2
『ターミネーターの難問』

00[二]★[HD][新]
アフェア 情事の行方 シーズン
4[R15＋相当] #1
『エピソード1』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #9
『コード＋アルテミス＋核＋ネメシ
ス』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#4
『見落とし』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #4
『旅行者』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #10
『テスラ＋ベル＋エジソン＋マック』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #9
『嵐』

23:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#1
『決断の時』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #9
『嵐』

26:30

25:00 00
メンテナンスのため休止

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #5
『箱の中のハロウィーン』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #6
『ガラスの靴』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #7
『ハッシュタグ』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #8
『サドワース・プレイスの少年たち』

25:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#3
『古傷のニューヨーク』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #10
『テスラ＋ベル＋エジソン＋マック』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #5
『和解の時』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #7
『フラッシュバック（後編）』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #9
『魔の三つ巴』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #11
『償いの第一歩』

27:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#5
『愛しのスパイ』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#19
『恐怖のイントロン・ウイルス』

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#14
『神の手』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#15
『栄光の陰で』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#16
『時空を超えた再会』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#17
『覚悟の死』

29:00 00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #4
『旅行者』

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00★[HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #6
『迷子になって』

00★[HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #7
『秘密とパイ』

00★[HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #8
『脚本をめぐる混乱』

00★[HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #9
『フィフティ・シェイズ・オブ・レッド』

28:00 00[二][終][HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #12
『死せるもの』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#20
『新たなる旅路』

28:00

28:30 28:30 28:30

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #4
『消えた海軍ヘリ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #6
『フラッシュバック（前編）』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #8
『さらわれた少女』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #10
『新100ドル札』

26:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#4
『見落とし』

00[5.1]★[HD][字][新]
アフェア 情事の行方 シーズン
4[R15＋相当] #1
『エピソード1』

26:00

26:30 26:30

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年12月

2020.12.21 2020.12.22 2020.12.23 2020.12.24 2020.12.25 2020.12.26 2020.12.27
月 火 水 木 金 土 日

[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画

※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。

30[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #10
『テスラ＋ベル＋エジソン＋マック』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #18
『マードック＋ヘルマン＋標的』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #19
『友＋敵＋国境』

06:00 00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #20
『危険チャレンジ＋高電圧＋救出』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #21
『反逆罪＋傷心＋ガム』

06:00

06:30 06:30 06:30

06:00 00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #15
『警察犬＋密輸団＋新人』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #16
『ライダー＋裏切り者＋任務』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #17
『種子＋永久凍土＋羽根』

07:00 00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #10
『リービング・ロサンゼルス』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #1
『プレイヤーズ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #2
『ラ・ラ・ロックト』

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#18
『地獄の天使』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#19
『恐怖のさえずり』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#20
『チャック　再び』

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

10:30 30[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #20
『ザ・ワールド・エアー・ショー』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#21
『神の思惑』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#22
『ダークネスに対抗する軍団』

08:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #21
『宇宙刑務所 ヘックス』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#22
『怨讐の彼方に』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #22
『トレジャー・ハンター』

08:30

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #3
『衝撃スキャンダル』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #4
『キッズ・アーント・オールライト』

07:00 00[多]★[CC][HD][解]
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD版 #7
『コンピューター人間』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#21
『クリンゴン戦士への道』

07:00

07:30 07:30 07:30

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #5
『神童』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #11
『心理作戦＋監房＋商人＋鳥』

30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #15『精子提供で揺れ動く法則』

10:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
#6
『究極の効率化』

30[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #5
『神童』

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #21
『宇宙刑務所 ヘックス』

00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #16『ダンジョン＆セレブの法則』

11:00 11:00

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #9
『嵐』

30[5.1][終][HD][字]
LOVE LIFE #10
『運命の人』

30[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#5
『愛しのスパイ』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #5
『神童』

30[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #10
『コース逸脱』

09:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
#5
『心臓のない死体』

30[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#6
『マタイの福音書』

09:30

10:00 10:00 10:00

15[HD]インフォメーション

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #9
『ルビーより高し』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #11
『バラ色のメガネ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #13
『レッドライン』

13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #2
『妄信』

11:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #4
『赤い脅迫』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #6
『ラメと赤い血』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #8
『彼の赤い右腕』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #10
『炎の剛速球』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #12
『血を流すハート』

12:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』

00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #1
『空からの脅威』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

16:30

17:00 17:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #4
『免責』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #8
『サドワース・プレイスの少年たち』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #9
『宿命のナイフ』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #10
『アメリア・ポーター』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #11
『永遠の人々』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #12
『英雄の死』

14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン14 #13
『カメレオン』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #3
『偽札』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #5
『赤い恐怖』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #7
『熱血』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #10
『コース逸脱』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #6
『フリーダム』

17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

17:30 17:30

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #12
『喪失』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #14
『沈黙のハッカー』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #16
『検視官たちの闘い』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #18
『前進』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #20
『亡霊を追って』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[終][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #5
『ロングビーチ』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #13
『幸せの種』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #15
『生と死』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #17
『バラの切り裂き魔』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #19
『嵐の海』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #21
『モサドの騒乱』

16:30

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #21
『宇宙刑務所 ヘックス』

30[二]★[HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #17『赤ちゃんと楽しむ科学実験の法
則』

18:30 18:30

45[HD]インフォメーション

19:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #4
『赤い脅迫』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #6
『ラメと赤い血』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #8
『彼の赤い右腕』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #10
『炎の剛速球』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #12
『血を流すハート』

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #21
『宇宙刑務所 ヘックス』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #10
『コース逸脱』

19:00

19:30 19:30 30[5.1]★[HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #22
『トレジャー・ハンター』

19:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #20
『ザ・ワールド・エアー・ショー』

00[5.1][終][HD][字]
LOVE LIFE #10
『運命の人』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#5
『愛しのスパイ』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #5
『神童』

00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #16『ダンジョン＆セレブの法則』

18:00 00[5.1][HD][字][新]
ケイティ・キーン #1
『夢の街ニューヨーク』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #7
『サーキット』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #9
『宿命のナイフ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #10
『アメリア・ポーター』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #11
『永遠の人々』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #12
『英雄の死』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #13
『ギデオンの遺言』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
#6
『究極の効率化』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#6
『マタイの福音書』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #5
『赤い恐怖』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #7
『熱血』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #9
『ルビーより高し』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #11
『バラ色のメガネ』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #13
『レッドライン』

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
#5
『心臓のない死体』

00[二][HD][新]
ケイティ・キーン #1
『夢の街ニューヨーク』

22:00

22:30 22:30 22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

22:00 00[二]★[HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #5
『神童』

00[二]★[HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #10
『コース逸脱』

00[二]★[HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #11
『心理作戦＋監房＋商人＋鳥』

00[二]★[HD][新]
ケイティ・キーン #1
『夢の街ニューヨーク』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#6
『マタイの福音書』

22:00 00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #10
『コース逸脱』

00[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #5
『神童』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #5
『神童』

00[5.1]★[HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #10
『コース逸脱』

00[5.1]★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #11
『心理作戦＋監房＋商人＋鳥』

00[5.1]★[HD][字][新]
ケイティ・キーン #1
『夢の街ニューヨーク』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#6
『マタイの福音書』

24:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
トワイライト・ゾーン（2019） #2
『三万フィートの戦慄』

00[二]★[HD]
アフェア 情事の行方 シーズン
4[R15＋相当] #2
『エピソード2』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #10
『テスラ＋ベル＋エジソン＋マック』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#5
『愛しのスパイ』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #5
『神童』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #11
『心理作戦＋監房＋商人＋鳥』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #10
『コース逸脱』

23:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
トワイライト・ゾーン（2019） #1
『コメディアン』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #10
『コース逸脱』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #12
『喪失』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #14
『沈黙のハッカー』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #16
『検視官たちの闘い』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #18
『前進』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #20
『亡霊を追って』

26:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
トワイライト・ゾーン（2019） #4
『旅行者』

00[5.1]★[HD][字]
アフェア 情事の行方 シーズン
4[R15＋相当] #2
『エピソード2』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #9
『宿命のナイフ』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #10
『アメリア・ポーター』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #11
『永遠の人々』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #12
『英雄の死』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #13
『ギデオンの遺言』

25:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
トワイライト・ゾーン（2019） #3
『巻き戻し』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #11
『心理作戦＋監房＋商人＋鳥』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00★[終][HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #10
『リービング・ロサンゼルス』

00★[HD][字][新]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #1
『プレイヤーズ』

00★[HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #2
『ラ・ラ・ロックト』

00★[HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #3
『衝撃スキャンダル』

00★[HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #4
『キッズ・アーント・オールライト』

28:00 00[二][HD][新]
アフェア 情事の行方 シーズン
4[R15＋相当] #1
『エピソード1』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#22
『怨讐の彼方に』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #13
『幸せの種』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #15
『生と死』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #17
『バラの切り裂き魔』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #19
『嵐の海』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン10 #21
『モサドの騒乱』

27:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
トワイライト・ゾーン（2019） #5
『神童』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#21
『クリンゴン戦士への道』

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#18
『地獄の天使』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#19
『恐怖のさえずり』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#20
『チャック　再び』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#21
『神の思惑』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#22
『ダークネスに対抗する軍団』

29:00 00[5.1][HD][字][新]
アフェア 情事の行方 シーズン
4[R15＋相当] #1
『エピソード1』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年12月

2020.12.28 2020.12.29 2020.12.30 2020.12.31 2021.01.01 2021.01.02 2021.01.03
月 火 水 木 金 土 日

[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画

※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。

06:00 00[二]★[終][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン3 #22
『メイソン＋ケーブル＋選択』

00[二]★[HD][新]
【キャッチアップ(帯)】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #1
『爆発＋灰＋遺産＝フェニックス』

00[二]★[HD]
【キャッチアップ(帯)】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #2
『レッドセル＋量子＋低温＋忠誠
心』

00[二]★[HD]
【キャッチアップ(帯)】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #3
『子供＋飛行機＋ケーブル＋トラッ
ク』

08:00 00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#23
『光と闇』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #1
『母の復活』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #2
『マンマ・ミーヤ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #3
『憑依の代償』

12:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #8
『身代わり』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #15
『ノックアウト』

00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #1
『ルイス・Ｔ・スタインヒル(前編)』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #11
『ヴィクトリア・フェンバーグ』

14:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #10
『モンスター』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #17
『ホテルLA』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #3
『悪の華』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #13
『ニュートン・パーセル』

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

06:00 06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #5
『リアリティ・バイツ・バック』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #6
『グッバイボーイ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #7
『サンダンスの招かれざる客』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #8
『ベイビー・ストーク』

07:00 07:00

07:30 07:30 07:30

11:00

08:00 08:00

08:30 08:30 08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #10
『コース逸脱』

30[5.1][HD][字][新]
ケイティ・キーン #1
『夢の街ニューヨーク』

30[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#6
『マタイの福音書』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #6
『火星への旅』

11:30 11:30

09:30 09:30

10:00 10:00 10:00

10:30 30[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #21
『宇宙刑務所 ヘックス』

30[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #11
『心理作戦＋監房＋商人＋鳥』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #6
『火星への旅』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #12
『忠誠＋家族＋反逆者＋ミサイル』

10:30 10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #22
『トレジャー・ハンター』

11:00

12:00 12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #9
『人身売買』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #16
『父と息子』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #2
『ルイス・Ｔ・スタインヒル(後編)』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #12
『コーネリアス・ラック』

13:00 13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30 14:30

15:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #11
『バッド・コップ』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #18
『汚名』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #4
『クウェート』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #14
『トワミー・ウルラク』

15:00 15:00

15:30 15:30 15:30

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #17
『兄弟』

18:00

16:00

16:30 16:30 16:30

17:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #13
『液体らしく』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #20
『賞金稼ぎ』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #6
『ルイス・パウエル博士』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #16
『ナイル・ハッチャー』

17:00 17:00

17:30 17:30 17:30

16:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #12
『グッド・コップ』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #19
『風紀課』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #5
『ノーマン・ディヴェイン』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #15
『ゴードン・ケンプ』

16:00

00[5.1]★[HD][字]
ケイティ・キーン #2
『プロポーズの行方』

24:00

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #2
『スタテン島　後編』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #5
『エリス島』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #8
『幻影』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #11
『ドノヴァン家』

26:00

28:30

18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
ミセス・ウィルソン #1
『夫の死』

00★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
ヘンリー8世と6人の妻たち #1
『イングランドの王妃』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #8
『ハワラダー』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #18
『ロイ・ケイン』

19:00 19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #14
『憎悪』

00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #21
『ディアブロ』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #7
『ハンナ・ヘイズ』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
ミセス・ウィルソン #3
『夫の真実』

00★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
ヘンリー8世と6人の妻たち #3
『王妃の真実』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #10
『カタリーナ・ロストヴァ』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #6
『火星への旅』

21:00 21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 00[二]★[HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #6
『火星への旅』

00[二]★[HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #11
『３つの影』

00[二]★[HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #12
『忠誠＋家族＋反逆者＋ミサイル』

00[二]★[HD]
ケイティ・キーン #2
『プロポーズの行方』

22:00

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ミセス・ウィルソン #2
『夫の秘密』

00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ヘンリー8世と6人の妻たち #2
『王妃の落日』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #9
『オライオン・リロケーション・サービ
ス』

00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #19
『カザンジャン兄弟』

20:00

22:00

22:30 22:30 22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #11
『心理作戦＋監房＋商人＋鳥』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#6
『マタイの福音書』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #6
『火星への旅』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #12
『忠誠＋家族＋反逆者＋ミサイル』

23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #6
『火星への旅』

00[5.1]★[HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #11
『３つの影』

00[5.1]★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #12
『忠誠＋家族＋反逆者＋ミサイル』

28:00

28:30

24:00

24:30 24:30 24:30

25:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #1
『スタテン島　前編』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #4
『人質』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #7
『132分署』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #10
『ベイビー』

25:00 25:00

25:30 25:30 25:30

28:30

29:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11
#23
『光と闇』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #1
『母の復活』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #2
『マンマ・ミーヤ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #3
『憑依の代償』

29:00 29:00

29:30 29:30 29:30

26:00

26:30 26:30 26:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #3
『再生』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #6
『マリア』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #9
『あがき』

00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #12
『死せるもの』

27:00 27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00★[HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #5
『リアリティ・バイツ・バック』

00★[HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #6
『グッバイボーイ』

00★[HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #7
『サンダンスの招かれざる客』

00★[HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #8
『ベイビー・ストーク』

28:00


