
スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年1月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.01.01-2021.01.03
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。

29:00 00[HD]
インフォメーション

29:00 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』

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

28:00 00★[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・プール

28:00 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』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #2
『プロポーズの行方』

28:00

28:30 30★[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・テイラー

28:30 28:30

26:00 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』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
LOVE LIFE #9
『オーギー  再び』

00[5.1]★[HD][字]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #3
『エピソード3』

26:00

26:30 26:30 26:30

45[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
LOVE LIFE #10
『運命の人』

27:00 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』

27:00 00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#11
『３つの影』

27:00

27:30 27:30 30[HD]
インフォメーション

27:30

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』

25:00 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』

25:00

15[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
LOVE LIFE #8
『サラ・ヤン』

25:30 25:30 25:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#7
『壊れた歯車』

24:00 00[二]★[HD]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #3
『エピソード3』

24:00

24:30 24:30 30[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
LOVE LIFE #7
『クローディア・ホフマン』

24:30

25:00

23:00 00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#11
『３つの影』

23:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
LOVE LIFE #5
『ルーク・ドゥシャーム』

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

23:00

23:30 23:30 23:30

45[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
LOVE LIFE #6
『マグナス・ランド　パート２』

20:00 00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#11
『３つの影』

20:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
LOVE LIFE #1
『オーギー・ジョン』

00[二]★[HD]
【まだまだ間に合う！！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#9
『嵐』

20:00

20:30 20:30 20:30

45[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
LOVE LIFE #2
『ブラッドリー・フィールド』

21:00 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』

21:00 00[二]★[HD]
【まだまだ間に合う！！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#10
『コース逸脱』

21:00

21:30 21:30 30[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
LOVE LIFE #3
『２台持ちのダニー』

21:30

22:00 00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#7
『壊れた歯車』

22:00 00[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #6
『火星への旅』

22:00

19:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン1
#8
『引き返せない事態』

19:00 00[二]★[終][HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン1
#16
『出発予定時刻』

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

19:00

19:30 19:30 19:30

15[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
LOVE LIFE #4
『マグナス・ランド』

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！

18:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン1
#7
『鼓動』

18:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン1
#15
『ハードランディング』

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

18:00

18:30 18:30 18:30

17:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン1
#6
『探知不能』

17:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン1
#14
『アップグレード』

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

17:00

17:30 17:30 17:30

16:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン1
#5
『つながるフライト』

16:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン1
#13
『進入許可』

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

16:00

16:30 16:30 16:30

15:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン1
#4
『密航者』

15:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン1
#12
『消失点』

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

15:00

15:30 15:30 15:30

14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン1
#3
『乱気流』

14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン1
#11
『飛行機雲』

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

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン1
#2
『再進入』

13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン1
#10
『横風』

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

13:00

13:30 13:30 13:30

10:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #9
『炎と戦う伝説の男』

10:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
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[吹]★[映]
ウルトラマンG（グレート） 怪獣撃滅作
戦（ビデオ完全版）

11:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #11
『岩窟クエスト』

11:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
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

11:30 30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

11:30

12:00 00[二]★[HD][新]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン1
#1
『828便』

12:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン1
#9
『救出作戦』

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

12:00

12:30 12:30 12:30

10:00

10:30 30[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #10
『人工珊瑚礁』

10:30 30[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #21
『宇宙刑務所 ヘックス』

10:30

08:30 30[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #17
『乗っ取られたＦＡＢ‐１』

08:30

09:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #7
『ＦＡＢ-１ レース参戦』

09:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #18
『雪崩』

09:00

30[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #15
『シグナル（後編）』

07:30

08:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #5
『世界種子貯蔵庫』

08:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #16
『シャクルトン・ビースト』

00[吹]★[映]
ウルトラマンG（グレート） ゴーデスの
逆襲（ビデオ完全版）

08:00

08:30 30[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #6
『火星からのＳＯＳ』

09:30 30[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #8
『宇宙船衝突』

09:30 30[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #19
『大型タンカー転覆！』

09:30

07:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #3
『トレーラー危機一髪』

07:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #14
『シグナル（前編）』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #6
『火星への旅』

07:00

07:30 30[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #4
『水星の夜明け』

07:30

06:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #1
『混乱の襲来（前編）』

06:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #12
『ＳＯＳ（前編）』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#7
『壊れた歯車』

06:00

06:30 30[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #2
『混乱の襲来（後編）』

06:30 30[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #13
『ＳＯＳ（後編）』

06:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年1月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.01.04-2021.01.10
2021.01.04 2021.01.05 2021.01.06 2021.01.07 2021.01.08 2021.01.09 2021.01.10

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。

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12 #4
『呪われた家族』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #5
『トゥーレ再び』

27:30

28:00 00★[HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #9
『フルメンタル・ジャケット』

00★[終][HD][字]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #10
『新たな道へ』

28:00 00[二][HD]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #3
『エピソード3』

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 #24
『惑星連邦“ゲリラ部隊”』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00

※1/6（水）27:55～28:00はスカパー!  のみメンテナンス休止

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #6
『エイサのお葬式』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #7
『ルシファー　ザ・ロックスター』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #8
『大統領ルシファー』

29:00 00[二][HD]
ケイティ・キーン #3
『悲しみのバレンタイン』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30

00[5.1][HD][字][新]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #1
『亡命者たち』

00[5.1][HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #2
『時間からの影』

00[5.1][HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #3
『パックス･アメリカーナ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #23
『監視者』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#7
『壊れた歯車』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#2
『先手』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#4
『獲得』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#6
『実行』

27:00 00[5.1][HD][字]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #3
『エピソード3』

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 #23
『知的生命体“エンタープライズ”』

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 #22
『敵討ち』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #24
『ギブスの選択』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#1
『始動』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#3
『具現』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#5
『攻撃』

26:00 00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#12
『コールサイン』

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

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#11
『３つの影』

00★[HD][字][新]
【帯】
イン・ザ・ダーク #1
『帰郷』

00★[HD][字]
【帯】
イン・ザ・ダーク #2
『心に巣食う闇』

00★[HD][字]
【帯】
イン・ザ・ダーク #3
『疑惑』

00★[終][HD][字]
【帯】
イン・ザ・ダーク #4
『代償』

25:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#8
『マングースの騎士団』

00[5.1][終][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #13
『救済＋唯一＋ダム＋世界』

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） #7
『男の中には…』

00[5.1]★[HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#12
『コールサイン』

00[5.1]★[終][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #13
『救済＋唯一＋ダム＋世界』

00[5.1]★[HD][字]
ケイティ・キーン #3
『悲しみのバレンタイン』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#8
『マングースの騎士団』

24:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#7
『壊れた歯車』

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

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 #12
『忠誠＋家族＋反逆者＋ミサイル』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#7
『壊れた歯車』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #7
『男の中には…』

00[5.1][終][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #13
『救済＋唯一＋ダム＋世界』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#12
『コールサイン』

23:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#6
『マタイの福音書』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#12
『コールサイン』

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） #7
『男の中には…』

00[二]★[HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#12
『コールサイン』

00[二]★[終][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #13
『救済＋唯一＋ダム＋世界』

00[二]★[HD]
ケイティ・キーン #3
『悲しみのバレンタイン』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#8
『マングースの騎士団』

22:00 00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#12
『コールサイン』

00[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #7
『男の中には…』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 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』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#7
『壊れた歯車』

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- #8
『憎悪の根源』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#8
『マングースの騎士団』

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 #15
『レッドヘリング～おいしい罠』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #17
『赤い箱』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #19
『ブラッド・マネー』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #21
『赤い鼻の恐怖』

00★[終][HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #23
『夜明けの赤い空』

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- #7
『久々の交流』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #3
『悲しみのバレンタイン』

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 #18
『受賞者集合の法則』

18:30 18:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #14
『ギャングの血』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #16
『コード・レッド』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #18
『赤い水』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #20
『赤い血だまり』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #22
『赤いメール』

19:00 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』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#12
『コールサイン』

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 #23
『猛毒の恐怖』

19:30

18:00 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』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #2
『プロポーズの行方』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#7
『壊れた歯車』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #7
『男の中には…』

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 #17
『赤ちゃんと楽しむ科学実験の法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #3
『悲しみのバレンタイン』

00[二][終][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #13
『救済＋唯一＋ダム＋世界』

17:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #6
『危険なフライト』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #12
『Ｍの悲劇』

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 #22
『敵討ち』

30[二]★[終][CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #24
『ギブスの選択』

30[二]★[HD][新]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#1
『始動』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#3
『具現』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#5
『攻撃』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #5
『死の天使』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #11
『命の洗濯』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #23
『監視者』

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』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#2
『先手』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#4
『獲得』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#6
『実行』

16:30 16:30

17:00 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 #17
『赤ちゃんと楽しむ科学実験の法則』

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]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #4
『失踪』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #10
『ダイヤモンドは永遠に』

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 #13
『ギデオンの遺言』

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

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

00[HD][字]
【帯】
ヘンリー8世と6人の妻たち #2
『王妃の落日』

00[終][HD][字]
【帯】
ヘンリー8世と6人の妻たち #3
『王妃の真実』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #3
『消えた誘拐犯』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #9
『瞳の中の暗殺者』

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 #15
『レッドヘリング～おいしい罠』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #17
『赤い箱』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #19
『ブラッド・マネー』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #21
『赤い鼻の恐怖』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #23
『夜明けの赤い空』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #2
『あなたが寝てる間に…』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #8
『長すぎた導火線』

11:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #14
『ギャングの血』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #16
『コード・レッド』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #18
『赤い水』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #20
『赤い血だまり』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #22
『赤いメール』

12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #1
『摩天楼の名探偵』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #7
『忘れたい過去』

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

09:30

10:00 10:00 10:00

10:30 30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #6
『火星への旅』

30[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』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #7
『男の中には…』

30[二][終][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #13
『救済＋唯一＋ダム＋世界』

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』

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- #8
『憎悪の根源』

30[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #7
『男の中には…』

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 #17
『赤ちゃんと楽しむ科学実験の法則』

11:00 11:00

09:30 30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#11
『３つの影』

30[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #2
『プロポーズの行方』

30[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#7
『壊れた歯車』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #7
『男の中には…』

30[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#12
『コールサイン』

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- #7
『久々の交流』

30[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#8
『マングースの騎士団』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #23
『猛毒の恐怖』

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12 #4
『呪われた家族』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #5
『トゥーレ再び』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #6
『エイサのお葬式』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #7
『ルシファー　ザ・ロックスター』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #8
『大統領ルシファー』

08:00 00[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』

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 #24
『惑星連邦“ゲリラ部隊”』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #9
『フルメンタル・ジャケット』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #10
『新たな道へ』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #1
『亡命者たち』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #2
『時間からの影』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #3
『パックス･アメリカーナ』

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 #8
『400才の少女』

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 #23
『知的生命体“エンタープライズ”』

07:00

07:30 07:30 07:30

06:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ(帯)】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #4
『プロペラ＋アセトン＋セルロイド＋
撃針』

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

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

06:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ(帯)】
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]
【キャッチアップ(帯)】
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』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年1月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.01.11-2021.01.17
2021.01.11 2021.01.12 2021.01.13 2021.01.14 2021.01.15 2021.01.16 2021.01.17

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★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #14
『ヒーロー崇拝』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #15
『過去からの叫び声』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #16
『ロックダウン』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #17
『禁断のプレイ』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #18
『議員夫人の誘拐』

25:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
ケイティ・キーン #3
『悲しみのバレンタイン』

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #9
『脱獄の代償』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #10
『古き日の遺恨』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #11
『忘却の呪い』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #12
『レザボア・ハンターズ』

29:00 00[二][HD]
ケイティ・キーン #4
『ヒア・カムズ・ザ・サン』

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

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 #25
『永遠への旅～パート1～』

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[5.1][HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #4
『忘れたはずの過去』

00[5.1][HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #5
『10年間』

00[5.1][HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #6
『ＬＫＡ』

00[5.1][HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #7
『黄金の夢を見る者たち』

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

00[5.1]★[終][HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版 #26
『永遠への旅～パート2～』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#7
『換価』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#9
『占拠』

00
メンテナンスのため休止

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#1
『途絶』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#3
『拡散』

26:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
ケイティ・キーン #4
『ヒア・カムズ・ザ・サン』

00[5.1]★[HD][字]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #5
『エピソード5』

26:00

26:30 26:30 26:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#8
『明暗』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#10
『再編』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#2
『試作』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#4
『喪失』

27:00 00[5.1][HD][字]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #4
『エピソード4』

28:00

28:30 28:30 28:30

00[5.1][HD][字][新]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #1
『ホームズ＆ワトソン in ロンドン』

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） #8
『起源』

00[5.1]★[終][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#13
『決死の覚悟』

00[5.1]★[HD][字][新]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #1
『ホームズ＆ワトソン in ロンドン』

00[5.1]★[HD][字]
ケイティ・キーン #4
『ヒア・カムズ・ザ・サン』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#9
『罪を逃れて』

24:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
ケイティ・キーン #2
『プロポーズの行方』

00[二]★[HD]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #5
『エピソード5』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][終][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #13
『救済＋唯一＋ダム＋世界』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#8
『マングースの騎士団』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #8
『起源』

00[5.1][HD][字][新]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #1
『ホームズ＆ワトソン in ロンドン』

00[5.1][終][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#13
『決死の覚悟』

23:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
ケイティ・キーン #1
『夢の街ニューヨーク』

00[5.1][終][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#13
『決死の覚悟』

25:00

25:30 25:30 25:30

25:00

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！ 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） #8
『起源』

00[二]★[終][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#13
『決死の覚悟』

00[二]★[HD][新]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #1
『ホームズ＆ワトソン in ロンドン』

00[二]★[HD]
ケイティ・キーン #4
『ヒア・カムズ・ザ・サン』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#9
『罪を逃れて』

22:00 00[二][終][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#13
『決死の覚悟』

00[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #8
『起源』

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 #14
『ヒーロー崇拝』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #15
『過去からの叫び声』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #16
『ロックダウン』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #17
『禁断のプレイ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #18
『議員夫人の誘拐』

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- #10
『制裁計画』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#9
『罪を逃れて』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #2
『赤い血糊』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #4
『レッド・カーペット・トリートメント』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #6
『ピンク・シャネル・スーツ』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #8
『火の玉』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #10
『赤いサンタクロース』

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- #9
『パートナーの壁』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #4
『ヒア・カムズ・ザ・サン』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #23
『猛毒の恐怖』

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 #19
『自信喪失と瞑想の法則』

18:30 18:30

19:00 00★[HD][字][新]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #1
『夕焼けの空』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #3
『血まみれの手』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #5
『レッド・ポニー』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #7
『レッド・ホット』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #9
『赤い月』

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #23
『猛毒の恐怖』

00[二][終][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#13
『決死の覚悟』

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 #24
『レスキュー・スカウト』

19:30

18:00 00[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』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #3
『悲しみのバレンタイン』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#8
『マングースの騎士団』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #8
『起源』

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 #18
『受賞者集合の法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #4
『ヒア・カムズ・ザ・サン』

00[二][HD][新]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #1
『ホームズ＆ワトソン in ロンドン』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #24
『傷だらけのヒーロー』

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]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#7
『換価』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#9
『占拠』

30[吹][映]
ウルトラマンG（グレート） 怪獣撃滅作
戦（ビデオ完全版）

30[二]★[HD][新]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#1
『途絶』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#3
『拡散』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #17
『偽りの遺伝子』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #23
『本当の嘘』

16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#8
『明暗』

30[二]★[終][HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#10
『再編』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#2
『試作』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#4
『喪失』

16:30 16:30

17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #18
『せめて、探偵らしく』

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]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #16
『容疑者ベルの献身』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #22
『復讐するは我にあり』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#12
『コールサイン』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #14
『ヒーロー崇拝』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #15
『過去からの叫び声』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #16
『ロックダウン』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #17
『禁断のプレイ』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #15
『過去の亡霊』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #21
『殺しのライセンス』

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3 #2
『赤い血糊』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #4
『レッド・カーペット・トリートメント』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #6
『ピンク・シャネル・スーツ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #8
『火の玉』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #10
『赤いサンタクロース』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #14
『殺人鬼のプロファイル』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #20
『ブラックメール』

11:30

12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #1
『夕焼けの空』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #3
『血まみれの手』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #5
『レッド・ポニー』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #7
『レッド・ホット』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #9
『赤い月』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #13
『戦争ゲーム』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン1 #19
『嵐の夜に』

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

30[二][HD][新]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #1
『ホームズ＆ワトソン in ロンドン』

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 #17
『赤ちゃんと楽しむ科学実験の法則』

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- #10
『制裁計画』

30[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #8
『起源』

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #23
『猛毒の恐怖』

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 #18
『受賞者集合の法則』

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
#12
『コールサイン』

30[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #3
『悲しみのバレンタイン』

30[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#8
『マングースの騎士団』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #8
『起源』

30[二][終][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#13
『決死の覚悟』

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- #9
『パートナーの壁』

30[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#9
『罪を逃れて』

09:30

10:00 10:00 10:00

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #11
『忘却の呪い』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #12
『レザボア・ハンターズ』

08:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #23
『猛毒の恐怖』

00[二]★[終][CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版 #26
『永遠への旅～パート2～』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #24
『レスキュー・スカウト』

08:30

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #6
『ＬＫＡ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #7
『黄金の夢を見る者たち』

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 #9
『悪魔島から来た男』

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 #25
『永遠への旅～パート1～』

07:00

07:30 07:30 07:30

00★[HD][字][新][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #1
『そこには誰もいなかった』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #3
『運という名の男』

06:00 00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #5
『過去を求めて』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #7
『星に流された男』

06:00

06:30 30[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #2
『死神につかれた男』

30[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #4
『スクリーンの中に消えた女』

06:30 30[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #6
『良心を売った男』

30[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #8
『廃墟』

06:30

06:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ(帯)】
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]
【キャッチアップ(帯)】
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]★[終][HD]
【キャッチアップ(帯)】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #13
『救済＋唯一＋ダム＋世界』

07:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #4
『忘れたはずの過去』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #5
『10年間』

00[吹][映]
ウルトラマンG（グレート） ゴーデスの
逆襲（ビデオ完全版）

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #9
『脱獄の代償』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #10
『古き日の遺恨』

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 #22
『トレジャー・ハンター』

30[5.1][終][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #13
『救済＋唯一＋ダム＋世界』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #8
『起源』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年1月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.01.18-2021.01.24
2021.01.18 2021.01.19 2021.01.20 2021.01.21 2021.01.22 2021.01.23 2021.01.24

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。

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12 #13
『さまよえる息子たち』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #14
『バンパイアの反撃』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #15
『天使と悪魔の計画』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #16
『奇跡の少女』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #17
『ミックのトラウマ』

29:00 00[二][HD]
ケイティ・キーン #5
『大寒波の夜』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[5.1][HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #8
『長い明日』

00[5.1][HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #9
『希望への入り口』

00[5.1][HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #10
『アンドロクレスの選択』

00[5.1][終][HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #11
『名前』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#1
『絶滅の危機』

28:00 00[二][HD]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #5
『エピソード5』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#6
『責務』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#8
『悪評』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#10
『正義』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#2
『凍結』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#4
『軽視』

27:00 00[5.1][HD][字]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #5
『エピソード5』

00[吹][映]
ウルトラマンG（グレート） 怪獣撃滅作
戦（ビデオ完全版）

25:00

25:30 25:30 25:30

55[5.1]★[HD][字]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #6
『エピソード6』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#5
『焦燥』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#7
『反撃』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#9
『決断』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#1
『再構築』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#3
『接触』

26:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
トワイライト・ゾーン（2019） #9
『ブルー・スコーピオン』

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 #19
『国外捜査』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #20
『惨劇の食卓』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #21
『かぎ爪の怪物』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #22
『正義の人』

00★[終][HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #23
『人身売買』

25:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
トワイライト・ゾーン（2019） #8
『起源』

00[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

23:00

23:30 23:30 23:30

55[二]★[HD]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #6
『エピソード6』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #9
『ブルー・スコーピオン』

00[5.1][HD][字][新]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #1
『ホームズ＆ワトソン in ロンドン』

00[5.1]★[HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

00[5.1]★[HD][字]
ケイティ・キーン #5
『大寒波の夜』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#10
『報復』

24:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
トワイライト・ゾーン（2019） #7
『男の中には…』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD][新]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #1
『ホームズ＆ワトソン in ロンドン』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#9
『罪を逃れて』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #9
『ブルー・スコーピオン』

00[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

00[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #5
『大寒波の夜』

23:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
トワイライト・ゾーン（2019） #6
『火星への旅』

00[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #5
『大寒波の夜』

22:00

22:30 22:30 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 #20
『多重反射的決断の法則』

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） #9
『ブルー・スコーピオン』

00[二][HD][新]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #1
『ホームズ＆ワトソン in ロンドン』

00[二]★[HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

00[二]★[HD]
ケイティ・キーン #5
『大寒波の夜』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#10
『報復』

22:00 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 #19
『自信喪失と瞑想の法則』

00[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #9
『ブルー・スコーピオン』

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 #19
『国外捜査』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #20
『惨劇の食卓』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #21
『かぎ爪の怪物』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #22
『正義の人』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #23
『人身売買』

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- #12
『リアルの極限』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#10
『報復』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #12
『ブラッドハウンド』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #14
『血には血を』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #16
『赤の女王』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #18
『レッド・マイル』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #20
『ジェーンに赤信号』

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- #11
『夢の代償』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #5
『大寒波の夜』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #24
『レスキュー・スカウト』

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 #20
『多重反射的決断の法則』

18:30 18:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #11
『血まみれのファイト』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #13
『レッドアラート』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #15
『血の金脈』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #17
『血流』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #19
『綺麗なバラにはトゲがある』

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #24
『レスキュー・スカウト』

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 #19
『自信喪失と瞑想の法則』

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 #25
『はるかなる宇宙（前編）』

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 #20
『多重反射的決断の法則』

19:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #23
『猛毒の恐怖』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #4
『ヒア・カムズ・ザ・サン』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#9
『罪を逃れて』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #9
『ブルー・スコーピオン』

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 #19
『自信喪失と瞑想の法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #5
『大寒波の夜』

00[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #18
『議員夫人の誘拐』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #19
『国外捜査』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #20
『惨劇の食卓』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #21
『かぎ爪の怪物』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #22
『正義の人』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #3
『誰がために』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #5
『ダブルフェイス』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #11
『殺しの匂い』

16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#6
『責務』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#8
『悪評』

30[二]★[終][HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#10
『正義』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#2
『凍結』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#4
『軽視』

16:30 16:30

17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #6
『真の標的』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #12
『マレフィセント』

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 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]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #4
『罪と罰』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #10
『女王陛下の暗殺者』

15:00

15:30 30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#5
『焦燥』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#7
『反撃』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#9
『決断』

30[二]★[HD][新]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#1
『再構築』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#3
『接触』

15:30 15:30

16:00 16:00

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #9
『境界線』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #12
『ブラッドハウンド』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #14
『血には血を』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #16
『赤の女王』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #18
『レッド・マイル』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #20
『ジェーンに赤信号』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #2
『博士の愛した数式』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #8
『血は水よりも濃く』

13:00

13:30 13:30 13:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #11
『血まみれのファイト』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #13
『レッドアラート』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #15
『血の金脈』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #17
『血流』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #19
『綺麗なバラにはトゲがある』

12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #1
『ロンドン・コーリング』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #7
『華麗なる依頼人』

14:00

14:30 14:30 14:30

14:00

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #24
『レスキュー・スカウト』

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 #19
『自信喪失と瞑想の法則』

11:00 11:00

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

11:30

10:30 30[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #23
『猛毒の恐怖』

30[5.1][HD][字][新]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #1
『ホームズ＆ワトソン in ロンドン』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #9
『ブルー・スコーピオン』

30[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

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 #18
『受賞者集合の法則』

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- #12
『リアルの極限』

30[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #9
『ブルー・スコーピオン』

09:00

09:30 30[5.1][終][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
#13
『決死の覚悟』

30[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #4
『ヒア・カムズ・ザ・サン』

30[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#9
『罪を逃れて』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #9
『ブルー・スコーピオン』

30[二][HD]
ケイティ・キーン #5
『大寒波の夜』

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- #11
『夢の代償』

30[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#10
『報復』

09:30

10:00 10:00 10:00

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

07:00

07:30 07:30 07:30

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #13
『さまよえる息子たち』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #14
『バンパイアの反撃』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #15
『天使と悪魔の計画』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #16
『奇跡の少女』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #17
『ミックのトラウマ』

08:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #24
『レスキュー・スカウト』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #25
『はるかなる宇宙（前編）』

08:30

07:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #8
『長い明日』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #9
『希望への入り口』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #10
『アンドロクレスの選択』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
THE CROSSING／未来からの漂流
者 #11
『名前』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#1
『絶滅の危機』

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 #10
『謎の球体』

00[吹][映]
ウルトラマンG（グレート） ゴーデスの
逆襲（ビデオ完全版）

06:00

06:30 30[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #10
『審判の夜』

30[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #12
『彼に必要なもの』

30[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #14
『地球への脱出』

30[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #16
『ヒッチハイカー』

30[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #18
『白い雲の果て』

06:30 30[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #20
『平和の園』

30[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #22
『疑惑』

06:30

06:00 00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #9
『悪夢』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #11
『誰かが何処かで間違えた』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #13
『顔を盗む男』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #15
『放たれた矢』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #17
『熱病』

06:00 00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #19
『死相』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #21
『めぐりあい』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年1月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.01.25-2021.01.31
2021.01.25 2021.01.26 2021.01.27 2021.01.28 2021.01.29 2021.01.30 2021.01.31

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。

28:30 28:30 28:30

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #18
『それぞれの遺産』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #19
『ケリーの選択』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #20
『人形の館』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #21
『メアリーの暴走』

25:00 00★[HD][字][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #1
『白い仮面』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #2
『目撃者』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #3
『死がふたりを分かつまで』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #4
『無法者の町』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #5
『暗闇のアーティスト』

25:00 00[HD]
インフォメーション

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #22
『ハンターたちの逆襲』

29:00 00[HD]
インフォメーション

29:00
05[二][HD]
ケイティ・キーン #6
『ママの言葉』29:30 29:30 29:30

27:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #1
『ＳＯＳ原子旅客機』

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#2
『旧友の裏切り』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#3
『母と子の絆』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#4
『不本意な三角関係』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#5
『夢のハイテクライフ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#6
『幽霊船を止めろ』

28:00 00[二][HD]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #6
『エピソード6』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #2
『ジェット”モグラ号”の活躍』

28:00

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#5
『派生』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#7
『介入』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#9
『犠牲』

00[HD][字][新]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #1
『ある男の死』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #3
『父親』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #7
『エピソード7』

26:00

26:30 26:30 26:30

55[5.1][HD][字]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #6
『エピソード6』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#6
『認証』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#8
『不信』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#10
『対処』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #2
『手がかり』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #4
『炎の宴』

00[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #3
『倉庫に眠る秘密』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[終][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #10
『影男』

00[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

00[5.1]★[HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #3
『倉庫に眠る秘密』

00[5.1]★[HD][字]
ケイティ・キーン #6
『ママの言葉』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#11
『潜入捜査』

24:00 00[二]★[HD]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #7
『エピソード7』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#10
『報復』

00[二][終][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #10
『影男』

00[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #3
『倉庫に眠る秘密』

00[5.1][HD][字][新]
スーパーナチュラル シーズン14 #1
『ミカエルの計画』

23:00 00[吹][映]
ウルトラマンG（グレート） 怪獣撃滅作
戦（ビデオ完全版）

00[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #6
『ママの言葉』

25:00

25:30 25:30 30★[HD]
スーパー！ドラマ オーセンティック海
外ドラマ研究室「マイク・トリム
inteview アンダーソン作品の時代」

25:30

26:00

00[5.1][終][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #10
『影男』

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！

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #1
『白い仮面』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #2
『目撃者』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #3
『死がふたりを分かつまで』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #4
『無法者の町』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #5
『暗闇のアーティスト』

21:00 00[吹][映]
ウルトラマンG（グレート） ゴーデスの
逆襲（ビデオ完全版）

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#11
『潜入捜査』

21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 00[二]★[終][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #10
『影男』

00[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

00[二]★[HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #3
『倉庫に眠る秘密』

00[二]★[HD]
ケイティ・キーン #6
『ママの言葉』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#11
『潜入捜査』

22:00

20:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #22
『ラプソディー・イン・レッド』

00★[終][HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #24
『ストロベリークリーム　パート２』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #2
『赤い手帳』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #4
『赤いバラの庭で』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #6
『カーマインの行方』

20:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査- #13
『同族の結束』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #6
『ママの言葉』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #25
『はるかなる宇宙（前編）』

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 #21
『道徳的決断の法則』

18:30 18:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #21
『赤毛の継子のように』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #23
『ストロベリークリーム　パート１』

00★[HD][字][新]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #1
『緋色のリボン』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #3
『赤いバルーン』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #5
『血と砂』

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #25
『はるかなる宇宙（前編）』

00[二][HD][新]
スーパーナチュラル シーズン14 #1
『ミカエルの計画』

19:00

19:30 19:30 30[5.1]★[終][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #26
『はるかなる宇宙（後編）』

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]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #16
『昨日の友は今日の敵』

19:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #24
『レスキュー・スカウト』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #5
『大寒波の夜』

00[二]★[HD][新]
スーパーナチュラル シーズン14 #1
『ミカエルの計画』

00[二][終][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #10
『影男』

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 #20
『多重反射的決断の法則』

18:00 00[5.1][HD][字][新]
スーパーナチュラル シーズン14 #1
『ミカエルの計画』

00[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #3
『倉庫に眠る秘密』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #18
『ドクター・グレンジャーの犬』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #24
『逃亡者』

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

30★[HD][字][新]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #1
『ある男の死』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #3
『父親』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #17
『よみがえり』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #23
『仮面』

16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#6
『認証』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#8
『不信』

30[二]★[終][HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#10
『対処』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #2
『手がかり』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #4
『炎の宴』

16:30 16:30

17:00 17:00

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #22
『48時間』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][終][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #23
『人身売買』

00[二][CC][HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #1
『白い仮面』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #2
『目撃者』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #3
『死がふたりを分かつまで』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #4
『無法者の町』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #15
『バレエ・カンパニーの怪人』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #21
『唇のねじれた男』

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3 #22
『ラプソディー・イン・レッド』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #24
『ストロベリークリーム　パート２』

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

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #4
『赤いバラの庭で』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #6
『カーマインの行方』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #14
『眠れる化石』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #20
『アウトブレイク』

15:00

15:30 30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#5
『派生』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#7
『介入』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#9
『犠牲』

11:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #21
『赤毛の継子のように』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #23
『ストロベリークリーム　パート１』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #1
『緋色のリボン』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #3
『赤いバルーン』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #5
『血と砂』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #13
『ギャング・オブ・ニューヨーク』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #19
『歯には歯を』

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

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 #19
『自信喪失と瞑想の法則』

10:30 30[二][HD][新]
スーパーナチュラル シーズン14 #1
『ミカエルの計画』

30[二][終][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #10
『影男』

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #25
『はるかなる宇宙（前編）』

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 #20
『多重反射的決断の法則』

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[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 #19
『自信喪失と瞑想の法則』

30[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #5
『大寒波の夜』

30[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#10
『報復』

30[5.1][終][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #10
『影男』

30[二][HD][新]
スーパーナチュラル シーズン14 #1
『ミカエルの計画』

09:30 30[二]★[終][HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査- #13
『同族の結束』

30[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#11
『潜入捜査』

09:30

10:00 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 #20
『多重反射的決断の法則』

10:00 10:00

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

10:30

00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#6
『幽霊船を止めろ』

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 #11
『タロス星の幻怪人（前編）』

00[二]★[CC][HD][新]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #1
『ＳＯＳ原子旅客機』

07:00

07:30 07:30 07:30

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #18
『それぞれの遺産』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #19
『ケリーの選択』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #20
『人形の館』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #21
『メアリーの暴走』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #22
『ハンターたちの逆襲』

08:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #25
『はるかなる宇宙（前編）』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #2
『ジェット”モグラ号”の活躍』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[終][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #26
『はるかなる宇宙（後編）』

08:30

00★[HD][字][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #31
『媚薬』

06:00 00★[HD][字][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #33
『ミスター・ビーバス』

00★[HD][字][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #35
『鉄腕ケーシー』

06:00

06:30 30[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #24
『ウォルター・ジェームソン氏の生涯』

30[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #26
『ある死刑囚』

30★[HD][字][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #28
『地獄にきた男』

30★[HD][字][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #30
『敗北者』

30[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #32
『トランペットに憑かれた男』

06:30 30[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #34
『マネキン』

30★[終][HD][字][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #36
『すべては彼の意のままに』

06:30

06:00 00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #23
『夢の中に消えた男』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #25
『人間という名の動物』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #27
『奇蹟』

00★[HD][字][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #29
『灰色の影』

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#2
『旧友の裏切り』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#3
『母と子の絆』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#4
『不本意な三角関係』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#5
『夢のハイテクライフ』

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

30[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #24
『レスキュー・スカウト』

30[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

30[5.1]★[HD][字][新]
スーパーナチュラル シーズン14 #1
『ミカエルの計画』

30[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #3
『倉庫に眠る秘密』


