
スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年4月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.04.01-2021.04.04
2021.03.29 2021.03.30 2021.03.31 2021.04.01 2021.04.02 2021.04.03 2021.04.04

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。

29:30 30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #38
『カウボーイ大会の巻』

30[HD]
インフォメーション

29:30 29:30

28:00

28:30 28:30 28:30

29:00 00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #37
『早撃ち名人の秘密の巻』

00★[終][字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #39
『魔法の町よ、さようならの巻』

29:00 00[二][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #9
『切れない絆』

00[HD]
インフォメーション

27:00 00★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 悲しみの四十語
#5
『キース』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #19
『オーシャンパイオニア号の危機』

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 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』

28:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 悲しみの四十語
#6
『キャサリン』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #20
『オートレーサー・アランの危機』

29:00

25:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #1
『窮地』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #2
『除隊』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 悲しみの四十語
#3
『イーディとエリック』

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 #12
『ホームズ最後の事件』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #13
『カメレオン』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 悲しみの四十語
#4
『ウディ』

00[5.1][終][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 #13
『別れの挨拶』

26:00

26:30 26:30 26:30

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #2
『秘めた思いのプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字][新]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #1
『世紀の爆弾魔』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 悲しみの四十語
#2
『デローム』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィ
ジー編 #6
『ニューフェイスが選んだのは…』

23:00 00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #10
『ディーンの奪還』

00[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #9
『切れない絆』

23:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 悲しみの四十語
#1
『カーディナル』

00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #2
『秘めた思いのプレイリスト』

24:00

24:30 24:30 24:30

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！

21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 00[二]★[CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #2
『秘めた思いのプレイリスト』

00[二]★[HD][新]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #1
『世紀の爆弾魔』

22:00 00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #2
『秘めた思いのプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #7
『希望に呪いの天然痘』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #1
『窮地』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #2
『除隊』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン3 #8
『転倒』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #2
『秘めた思いのプレイリスト』

20:00 00[5.1][終][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 #13
『別れの挨拶』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#6
『恋に落ちて』

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン3 #7
『やり繰り』

00[二][HD][新]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #1
『世紀の爆弾魔』

22:00

17:00 17:00 00[二]★[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6 #6
『この指とまれ』

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 #12
『ホームズ最後の事件』

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

17:30 17:30

18:00 00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #7
『希望に呪いの天然痘』

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 #5『プラネタリウムが衝突を生む法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #10
『ディーンの奪還』

00[二][終][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 #13
『別れの挨拶』

00[二][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #9
『切れない絆』

19:00

19:30 19:30 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 #6『仲間の仮装における摂動の法則』

19:30

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 #6『仲間の仮装における摂動の法則』

18:30 18:30

19:00 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 #12
『ホームズ最後の事件』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#5
『自由を求めて』

19:00 00★[字][新]
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #1『姿なき復讐 ―昆虫の叫び―』

14:00 00[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #10
『ディーンの奪還』

00[二][HD][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #1
『窮地』

14:00 00[二]★[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6 #3
『世にも奇妙な戦死』

00[二]★[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6 #9
『命の期限』

14:00

14:30 14:30 14:30

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[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6 #4
『血まみれの診療所』

00[二]★[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6 #10
『知りすぎていた女』

15:00

15:30 30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #13
『カメレオン』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[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6 #5
『頭だけの死体』

00[二]★[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6 #11
『煙の彼方』

16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
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』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』

16:30 16:30

12:00 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 #12
『ホームズ最後の事件』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#5
『自由を求めて』

12:00 00[二]★[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6 #1
『過ぎ去った退屈』

00[二]★[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6 #7
『殺しのオーナメント』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[二][終][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 #13
『別れの挨拶』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#6
『恋に落ちて』

13:00 00[二]★[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6 #2
『ミッドタウンの稲妻』

00[二]★[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6 #8
『砂の女』

13:00

13:30 13:30 13:30

10:30 30★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン1 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 #4『タムと宿敵リストの法則』

10:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン3 #8
『転倒』

30[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #7
『希望に呪いの天然痘』

10:30

45★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン2

11:00 00★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン3 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 #5『プラネタリウムが衝突を生む法則』

11:00 11:00

15★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4

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 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]★[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』

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 #20
『宇宙軍法会議』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #19
『オーシャンパイオニア号の危機』

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #7
『希望に呪いの天然痘』

30[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #10
『ディーンの奪還』

09:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン3 #7
『やり繰り』

30[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #2
『秘めた思いのプレイリスト』

09:30

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

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

10:00

06:00

06:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #16
『百万ドルの変身』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #18
『黒い訪問者』

06:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #20
『女性にご用心』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #22
『エジプトの女王』

06:30

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #15
『帰ってきた宇宙船』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #17
『ある改造』

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #19
『真夜中に呼ぶ声』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #21
『甦った過去』

08:00

08:30 30[二]★[CC][HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン10 #14『感情読み取りマシンの法則』

30[二]★[CC][HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン10 #16『援助打ち切りの法則』

08:30 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 #6『仲間の仮装における摂動の法則』

08:30

07:00

07:30 07:30 07:30

08:00 00[二]★[CC][HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン10 #13『夫婦の危機を乗り越える法則』

00[二]★[CC][HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン10 #15『機関士シェルドンの法則』

08:00 00[二]★[CC][新]
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #1『姿なき復讐 ―昆虫の叫び―』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #20
『オートレーサー・アランの危機』

07:00



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年4月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.04.05-2021.04.11
2021.04.05 2021.04.06 2021.04.07 2021.04.08 2021.04.09 2021.04.10 2021.04.11

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 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #24
『生きている仮面』

30★[HD][字][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #26
『音と静けさ』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #28
『処刑のベルが鳴るとき』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #30
『死者を呼ぶ男』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #32
『死ぬほど愛して』

06:30 30[二]★[終][HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #34
『水に消えた影』

06:30

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #23
『狂った映像』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #25
『暗黒の死刑台』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #27
『人形はささやく』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #29
『連れて来たのはだれ？』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #31
『最後の支配者』

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #33
『闇に光る指紋』

00[二]★[HD][新]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） #1
『コメディアン』

07:00

07:30 07:30 07:30

08:00 00[二]★[CC][HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン10 #17『コミコンに関するから騒ぎの法則』

00[二]★[CC][HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン10 #19『共同作業の基本ルールの法則』

00[二]★[CC][HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン10 #21『彼女をつなぎ止める法則』

00[二]★[CC][HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン10 #23『プロジェクト第二段階の法則』

00[二]★[HD][新]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #1『プロポーズは突然にの法則』

08:00 00[二]★[CC]
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #2『バイオス計画 ―植物都市―』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #22
『恐怖のモノレール』

08:00

08:30 30[二]★[CC][HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン10 #18『カップルと同居人の法則』

30[二]★[CC][HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン10 #20『記憶ぶっ飛びの法則』

30[二]★[CC][HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン10 #22『年齢に打ち勝つ法則』

30[二]★[終][CC][HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン10 #24『訪れた不協和音の法則』

30[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #2『発言撤回の法則』

08:30 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 #7『最適な補助金交付を導く法則』

08:30

07:00 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』

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』

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 #21
『ベータ・スリーの独裁者』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #21
『公爵夫人の危機』

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #9
『切れない絆』

30[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #2
『秘めた思いのプレイリスト』

30[二][HD][新]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #1
『世紀の爆弾魔』

30[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #8
『別荘でミートボールを』

30[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #11
『壊れた器』

09:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン3 #9
『転落』

30[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #3
『上司のやるせないプレイリスト』

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

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 #6『仲間の仮装における摂動の法則』

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 #6『仲間の仮装における摂動の法則』

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][新]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #1
『世紀の爆弾魔』

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 #5『プラネタリウムが衝突を生む法則』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #11
『壊れた器』

30[HD][字][新]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #1
『さらわれた少年の謎』

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 #5『プラネタリウムが衝突を生む法則』

10:30 30[二]★[終][HD]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン3 #10
『灯り』

30[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #8
『別荘でミートボールを』

00[二]★[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6 #19
『解けない数式』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#8
『英雄の帰還（前編）』

00[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』

00[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』

00[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』

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

13:00 00[二]★[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6 #13
『優しい殺し屋』

00[二]★[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6 #18
『ホロウィッツの大予言』

13:00

13:30 13:30 13:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#7
『魔の三角関係』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#9
『英雄の帰還（後編）』

00[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』

00[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』

00[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』

12:00 00[二]★[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6 #12
『女王様と奴隷たち』

00[二]★[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6 #17
『食物連鎖の理』

14:00

14:30 14:30 14:30

14:00

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】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #15
『お粗末な儀式』

00[二]★[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6 #20
『死が二人を分かつまで』

15:00

15:30 30[二]★[終][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』

30[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』

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

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

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

15:30 15:30

16:00 16:00

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #2
『除隊』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #3
『秀才』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #4
『公約』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #5
『伝言』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #6
『伴侶』

14:00 00[二]★[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6 #14
『閉ざされた11分署』

00[二]★[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6 #16
『不気味の谷の目撃者』

00[二]★[終][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6 #21
『最愛の相棒へ』

16:00

16:30 30[5.1][HD][字][新]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #1
『世紀の爆弾魔』

30[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』

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

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

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

16:30 16:30

17:00 17:00 00★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン5 00[HD][字][新]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #1
『さらわれた少年の謎』

17:00

15★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン6

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 30★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン7 17:30

45[HD]インフォメーション

18:00 00[二][HD][新]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #1
『世紀の爆弾魔』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #2
『秘めた思いのプレイリスト』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #11
『壊れた器』

00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #8
『別荘でミートボールを』

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 #6『仲間の仮装における摂動の法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #11
『壊れた器』

00[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #2
『真偽』

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 #7『最適な補助金交付を導く法則』

18:30 18:30

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #3
『上司のやるせないプレイリスト』

19:00

19:30 19:30 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 #7『最適な補助金交付を導く法則』

19:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#8
『英雄の帰還（前編）』

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』

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン3 #9
『転落』

00[HD][字][新]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #1
『さらわれた少年の謎』

20:00

20:30 20:30 20:30

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#7
『魔の三角関係』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#9
『英雄の帰還（後編）』

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』

19:00 00★[字]
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #2『バイオス計画 ―植物都市―』

00[二][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #10
『裏切り者の影』

21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 00[二]★[CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #8
『別荘でミートボールを』

00[二]★[HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #10
『裏切り者の影』

00★[HD][字][新]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #1
『さらわれた少年の謎』

00[二]★[CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #3
『上司のやるせないプレイリスト』

00[二]★[HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #2
『真偽』

22:00 00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #3
『上司のやるせないプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #8
『別荘でミートボールを』

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！

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #3
『秀才』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #4
『公約』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #5
『伝言』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #6
『伴侶』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #7
『埋込』

21:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン3 #10
『灯り』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #8
『別荘でミートボールを』

00[5.1]★[HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #10
『裏切り者の影』

00[HD][字][新]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #1
『さらわれた少年の謎』

00[5.1]★[HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #3
『上司のやるせないプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #2
『真偽』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 記憶に巣喰う虫
#2
『ケヴィン』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィ
ジー編 #7
『女の子２人のハイダウェイ』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #2
『秘めた思いのプレイリスト』

00[5.1][HD][字][新]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #1
『世紀の爆弾魔』

00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #8
『別荘でミートボールを』

00[HD][字][新]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #1
『さらわれた少年の謎』

00[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #10
『裏切り者の影』

23:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 記憶に巣喰う虫
#1
『レッド』

00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #3
『上司のやるせないプレイリスト』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[終][HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』

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』

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

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 記憶に巣喰う虫
#4
『トゥーフ』

00[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #10
『裏切り者の影』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #3
『秀才』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #4
『公約』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #5
『伝言』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #6
『伴侶』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #7
『埋込』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 記憶に巣喰う虫
#3
『テリー』

00[5.1][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #2
『真偽』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アクエリアス 刑事サム・ホディアック
シーズン2 #5
『エヴリボディーズ・ゴット・サムシン
グ・トゥ・ハイド・エクセプト・ミー・アン

29:00 00[二][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #10
『裏切り者の影』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 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』

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』

28:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 記憶に巣喰う虫
#6
『エルブルホ』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #22
『恐怖のモノレール』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #2
『秘めた思いのプレイリスト』

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』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #8
『赤信号』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 記憶に巣喰う虫
#5
『ノースウィンド』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #21
『公爵夫人の危機』

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
アクエリアス 刑事サム・ホディアック
シーズン2 #1
『ヘルター・スケルター』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アクエリアス 刑事サム・ホディアック
シーズン2 #2
『ハピネス・イズ・ア・ウォーム・ガン』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アクエリアス 刑事サム・ホディアック
シーズン2 #3
『ホワイ・ドント・ウィ・ドゥ・イット・イン・
ザ・ロード』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アクエリアス 刑事サム・ホディアック
シーズン2 #4
『レボリューション 1』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年4月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.04.12-2021.04.18
2021.04.12 2021.04.13 2021.04.14 2021.04.15 2021.04.16 2021.04.17 2021.04.18

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。

07:30 07:30 07:30

06:00 00[二]★[HD]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） #2
『三万フィートの戦慄』

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

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

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

08:00 00[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #3『ゆるーいシェルドンの法則』

00[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #5『残業はもうやめての法則』

00[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #7『地質学者とコラボしちゃう法則』

00[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #9『ビットコイン捜索の法則』

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]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #2
『真偽』

30[HD][字][新]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #1
『さらわれた少年の謎』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #12
『預言者の復活』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #2
『孤独な病人の謎』

00[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #11『特別な誕生日パーティーの法則』

08:00 00[二]★[CC]
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #3『異星人狂奏曲(エイリアンラプソディ)』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #24
『火星人の来襲』

08:00

08:30 30[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #4『ロケット打ち上げの法則』

30[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #6『プロトン教授になりたい！の法則』

30[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #8『テスラvsエジソンの法則』

30[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #10『自信喪失の法則』

30[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #12『介添人選定の法則』

08:30 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 #8『初めての交わりで脱線する法則』

08:30

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

06:00 00[二]★[HD]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） #7
『男の中には…』

00[二]★[HD]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） #8
『起源』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 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』

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 #22
『宇宙の帝王』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #23
『大ワニの襲撃』

07:00

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 #6『仲間の仮装における摂動の法則』

10:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ブラックリスト リデンプション #2
『ケヴィン・ジェンセン』

30[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #9
『愛は痛い』

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 #7『最適な補助金交付を導く法則』

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]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #10
『裏切り者の影』

30[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #3
『上司のやるせないプレイリスト』

30[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #2
『真偽』

30[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #9
『愛は痛い』

30[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #12
『預言者の復活』

09:30 30[二]★[CC][HD][新]
【2話連続放送】
ブラックリスト リデンプション #1
『リーランド・ブレイ』

30[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #4
『汝の隣人のプレイリスト』

09:30

10:00 10:00 10:00

13:00 00[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』

00[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』

00[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』

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

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

13:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
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]
【全話一挙放送】
トワイライト・ゾーン（2019） #7
『男の中には…』

11:30

12:00 00[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』

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

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

00[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』

00[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』

12:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
トワイライト・ゾーン（2019） #1
『コメディアン』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
トワイライト・ゾーン（2019） #6
『火星への旅』

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]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #16
『血眼』

30[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』

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[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
トワイライト・ゾーン（2019） #4
『旅行者』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
トワイライト・ゾーン（2019） #9
『ブルー・スコーピオン』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #7
『埋込』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #8
『上司』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #9
『金塊』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #10
『空母』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #11
『盗難』

14:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
トワイライト・ゾーン（2019） #3
『巻き戻し』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
トワイライト・ゾーン（2019） #8
『起源』

14:00

14:30 14:30 14:30

00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン1 00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #2
『孤独な病人の謎』

17:00

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン2

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 30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン3 17:30

45[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #9
『真っ赤な炎』

30[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』

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

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

30[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』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
トワイライト・ゾーン（2019） #5
『神童』

00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
トワイライト・ゾーン（2019） #10
『影男』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #10
『赤レンガの虚栄』

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

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

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 #8『初めての交わりで脱線する法則』

18:30 18:30

19:00 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』

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』

19:00 00★[字]
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #3『異星人狂奏曲(エイリアンラプソディ)』

00[二][終][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #11
『頭の切れる殺人』

19:00

19:30 19:30 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 #8『初めての交わりで脱線する法則』

19:30

18:00 00[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #2
『真偽』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #3
『上司のやるせないプレイリスト』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #12
『預言者の復活』

00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #9
『愛は痛い』

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 #7『最適な補助金交付を導く法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #12
『預言者の復活』

00[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #3
『毒樹の果実』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #8
『上司』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #9
『金塊』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #10
『空母』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #11
『盗難』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #12
『疑念』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
ブラックリスト リデンプション #2
『ケヴィン・ジェンセン』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #4
『汝の隣人のプレイリスト』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 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』

20:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【2話連続放送】
ブラックリスト リデンプション #1
『リーランド・ブレイ』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #2
『孤独な病人の謎』

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！

22:00 00[二]★[CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #9
『愛は痛い』

00[二]★[終][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #11
『頭の切れる殺人』

00★[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #2
『孤独な病人の謎』

00[二]★[CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #4
『汝の隣人のプレイリスト』

00[二]★[HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #3
『毒樹の果実』

22:00 00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #4
『汝の隣人のプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #9
『愛は痛い』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #9
『愛は痛い』

00[5.1]★[終][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #11
『頭の切れる殺人』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #2
『孤独な病人の謎』

00[5.1]★[HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #4
『汝の隣人のプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #3
『毒樹の果実』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 過去からの報せ
#2
『ローマンとイリーナ』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィ
ジー編 #8
『セクシー・ダンス・パーティー』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #3
『上司のやるせないプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #2
『真偽』

00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #9
『愛は痛い』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #2
『孤独な病人の謎』

00[5.1][終][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #11
『頭の切れる殺人』

23:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 過去からの報せ
#1
『サム』

00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #4
『汝の隣人のプレイリスト』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 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』

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』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 過去からの報せ
#4
『リマー』

00[5.1][終][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #11
『頭の切れる殺人』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #8
『上司』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #9
『金塊』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #10
『空母』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #11
『盗難』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #12
『疑念』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 過去からの報せ
#3
『ジャック』

00[5.1][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #3
『毒樹の果実』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アクエリアス 刑事サム・ホディアック
シーズン2 #10
『ブラックバード』

29:00 00[二][終][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #11
『頭の切れる殺人』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 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』

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』

28:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 過去からの報せ
#6
『ヘレン』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #24
『火星人の来襲』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 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』

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』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 過去からの報せ
#5
『ママ』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #23
『大ワニの襲撃』

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
アクエリアス 刑事サム・ホディアック
シーズン2 #6
『レボリューション 9』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アクエリアス 刑事サム・ホディアック
シーズン2 #7
『ピッギーズ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アクエリアス 刑事サム・ホディアック
シーズン2 #8
『ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・
ウィープス』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アクエリアス 刑事サム・ホディアック
シーズン2 #9
『セクシー・セディ』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年4月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.04.19-2021.04.25
2021.04.19 2021.04.20 2021.04.21 2021.04.22 2021.04.23 2021.04.24 2021.04.25

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。

07:30 07:30 07:30

06:00 00[二]★[HD]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） #9
『ブルー・スコーピオン』

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

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #1
『ボーグ変質の謎～パート2～』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #2
『イヤール星の使者』

08:00 00[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #13『ソロ活動へ揺れ動く法則』

00[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #15『現実と小説の相関関係の法則』

00[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #17『会場予約の法則』

00[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #19『管理組合の理事長になる法則』

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]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #3
『毒樹の果実』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #2
『孤独な病人の謎』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #13
『レバノン』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #3
『若き大富豪の謎』

00[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #21『命名における分極挙動の法則』

08:00 00[二]★[CC]
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #4『第47格納庫』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #26
『秘密作戦命令』

08:00

08:30 30[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #14『恋の三角形分割の法則』

30[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #16『新生児命名の法則』

30[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #18『ゲイツによる励起挙動の法則』

30[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #20『心置きなく独身にサヨナラする法則』

30[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #22『金銭欠乏の法則』

08:30 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 #9『参考文献を確認する時の法則』

08:30

00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #3
『インターフェイス救出作戦』

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #4
『謎のエイリアン部隊～パート1～』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #5
『謎のエイリアン部隊～パート2～』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 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[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』

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 #23
『コンピューター戦争』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #25
『魅惑のメロディー』

07:00

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 #7『最適な補助金交付を導く法則』

10:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ブラックリスト リデンプション #4
『ダヴェンポート作戦』

30[二][終][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #10
『ビーバーの鼻』

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 #8『初めての交わりで脱線する法則』

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][終][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #11
『頭の切れる殺人』

30[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #4
『汝の隣人のプレイリスト』

30[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #3
『毒樹の果実』

30[5.1][終][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #10
『ビーバーの鼻』

30[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #13
『レバノン』

09:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ブラックリスト リデンプション #3
『アメリカ合衆国インディペンデンス』

30[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #5
『失敗だらけのプレイリスト』

09:30

10:00 10:00 10:00

13:00 00[二]★[CC][HD]
【まだ間に合う！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #2
『秘めた思いのプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #2
『人間の本質』

11:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #3
『不死鳥』

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

00[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）』

00[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』

00[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』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【まだ間に合う！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #1
『ミュージック・イン・ミー』

00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #1
『貝殻』

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

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]
【まだ間に合う！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #4
『汝の隣人のプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #4
『信頼』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #12
『疑念』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #13
『聖戦』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #14
『特訓』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #15
『歴史』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #16
『恩人』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【まだ間に合う！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #3
『上司のやるせないプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #3
『血を分けた者』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[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』

00[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）』

00[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』

00[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』

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

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #19
『１２本の赤いバラ』

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

30[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』

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

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

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【まだ間に合う！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #5
『失敗だらけのプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #5
『ルーシー』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン1 #20
『レッド・ソース』

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

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

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

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

16:30 16:30

17:00 17:00

18:00 00[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #3
『毒樹の果実』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #4
『汝の隣人のプレイリスト』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #13
『レバノン』

00[二][終][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #10
『ビーバーの鼻』

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 #8『初めての交わりで脱線する法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #13
『レバノン』

00[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #4
『掲載か爆破か』

00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン5 00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #6
『浜辺』

17:00

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン6

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 30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン7 17:30

45[HD]インフォメーション

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 #9『参考文献を確認する時の法則』

18:30 18:30

19:00 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』

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』

19:00 00★[字]
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #4『第47格納庫』

00[二][HD][新]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #15
『ゴードン・ケンプ』

19:00

19:30 19:30 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 #9『参考文献を確認する時の法則』

19:30

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #13
『聖戦』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #14
『特訓』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #15
『歴史』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #16
『恩人』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #17
『布石』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
ブラックリスト リデンプション #4
『ダヴェンポート作戦』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #5
『失敗だらけのプレイリスト』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 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』

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

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
ブラックリスト リデンプション #3
『アメリカ合衆国インディペンデンス』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #3
『若き大富豪の謎』

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]★[終][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #10
『ビーバーの鼻』

00[二]★[HD][新]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #15
『ゴードン・ケンプ』

00★[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #3
『若き大富豪の謎』

00[二]★[CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #5
『失敗だらけのプレイリスト』

00[二]★[HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #4
『掲載か爆破か』

22:00 00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #5
『失敗だらけのプレイリスト』

00[5.1][終][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #10
『ビーバーの鼻』

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[終][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #10
『ビーバーの鼻』

00[5.1]★[HD][字][新]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #15
『ゴードン・ケンプ』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #3
『若き大富豪の謎』

00[5.1]★[HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #5
『失敗だらけのプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #4
『掲載か爆破か』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #2
『秘めた思いのプレイリスト』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィ
ジー編 #9
『相性の悪いカップルは…』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #4
『汝の隣人のプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #3
『毒樹の果実』

00[二][終][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #10
『ビーバーの鼻』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #3
『若き大富豪の謎』

00[5.1][HD][字][新]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #15
『ゴードン・ケンプ』

23:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #1
『ミュージック・イン・ミー』

00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #5
『失敗だらけのプレイリスト』

29:30 29:30 29:30

29:00

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 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』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #4
『赤い脅迫』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #4
『汝の隣人のプレイリスト』

00[5.1][HD][字][新]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #15
『ゴードン・ケンプ』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #13
『聖戦』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #14
『特訓』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #15
『歴史』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #16
『恩人』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #17
『布石』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #3
『上司のやるせないプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #4
『掲載か爆破か』

27:30 27:30 27:30

28:00 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』

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』

28:00 00[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #13
『レバノン』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #26
『秘密作戦命令』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 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』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #5
『赤い恐怖』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #5
『失敗だらけのプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #25
『魅惑のメロディー』

00[HD]
インフォメーション

27:00

29:00

23:00

22:00

20:00

18:00

15:00

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アクエリアス 刑事サム・ホディアック
シーズン2 #11
『キャン・ユー・テイク・ミー・バック？』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アクエリアス 刑事サム・ホディアック
シーズン2 #12
『マザー・ネイチャーズ・サン』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
アクエリアス 刑事サム・ホディアック
シーズン2 #13
『アイ・ウィル』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #1
『家族の絆』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #2
『虚構の愛』

29:00 00[二][HD][新]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #15
『ゴードン・ケンプ』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年4月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.04.26-2021.05.02
2021.04.26 2021.04.27 2021.04.28 2021.04.29 2021.04.30 2021.05.01 2021.05.02

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。

08:00 00[二]★[HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #23『兄弟の契りの法則』

00[二]★[HD][新]【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 #1『新婚旅行におけるスケジュール設定
の法則』

00[二]★[HD]【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 #3『最適な家族計画の法則』

00[二]★[HD]【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 #5『プラネタリウムが衝突を生む法則』

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]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #4
『掲載か爆破か』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #3
『若き大富豪の謎』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #14
『ゴルゴンの蛇』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #4
『元警部の暗号の謎』

00[二]★[HD]【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』

08:00 08:00

08:30 30[二]★[終][HD]【帯】
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #24『2人の愛と非対称の法則』

30[二]★[HD]【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 #2『結婚プレゼント解明の法則』

30[二]★[HD]【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 #4『タムと宿敵リストの法則』

30[二]★[HD]【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 #6『仲間の仮装における摂動の法則』

30[二]★[HD]【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』

08:30 08:30

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 #8『初めての交わりで脱線する法則』

10:30 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 #9『参考文献を確認する時の法則』

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

00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #10
『アンドロイドの母親』

06:00 06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 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』

07:00 07:00

07:30 07:30 07:30

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #6
『戦慄のドリームプログラム』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #7
『心のダーク・サイド』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #8
『混迷の惑星ケスプリット』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #9
『危険なワープ・エネルギー』

11:30

00[HD]
インフォメーション

09:00 09:00

09:30 30[5.1][HD][字][新]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #15
『ゴードン・ケンプ』

30[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #5
『失敗だらけのプレイリスト』

30[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #4
『掲載か爆破か』

30[5.1][HD][字][新]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #1
『迫りくる魔の手』

30[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #14
『ゴルゴンの蛇』

09:30 09:30

10:00 10:00 10:00

13:00 00[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』

00[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』

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

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #2
『ひげの自由』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #7
『希望に呪いの天然痘』

13:00 13:00

13:30 13:30 13:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #13
『幸せの種』

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

00[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』

00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #1
『ザ・グレイト』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #6
『落下傘』

12:00 12:00

12:30 12:30 12:30

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #7
『熱血』

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

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

16:30

14:00 00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #17
『布石』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #18
『赤隊』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #19
『赤隊2』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #3
『そして陛下、あなたはピョートル大帝
ではありません』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #8
『別荘でミートボールを』

14:00 14:00

14:30 14:30 14:30

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 #8『初めての交わりで脱線する法則』

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 #9『参考文献を確認する時の法則』

17:00 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[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #4
『モスクワのラバ(モスコー・ミュール)』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #9
『愛は痛い』

15:00 15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #6
『ラメと赤い血』

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

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

15:30 15:30

16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #5
『戦争と嘔吐』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #10
『ビーバーの鼻』

16:00

19:00 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]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #4
『掲載か爆破か』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #16
『ナイル・ハッチャー』

19:00 19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #4
『掲載か爆破か』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #5
『失敗だらけのプレイリスト』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #14
『ゴルゴンの蛇』

00[二][HD][新]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #1
『迫りくる魔の手』

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 #9『参考文献を確認する時の法則』

18:00 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 #10『ビデオと手品とひらめきの法則』

18:30 18:30

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #18
『赤隊』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #19
『赤隊2』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #16
『ナイル・ハッチャー』

00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン5 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #20
『浄化』

21:00 21:00

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン6

21:30 30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン7 21:30 21:30

45[HD]インフォメーション

20:00 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[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン1 00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #14
『ゴルゴンの蛇』

20:00 20:00

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン2

20:30 30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン3 20:30 20:30

45[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4

23:00 00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #5
『失敗だらけのプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #4
『掲載か爆破か』

00[二][HD][新]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #1
『迫りくる魔の手』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #4
『元警部の暗号の謎』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #16
『ナイル・ハッチャー』

23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

22:00 00[二]★[HD][新]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #1
『迫りくる魔の手』

00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #16
『ナイル・ハッチャー』

00★[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #4
『元警部の暗号の謎』

00[二]★[CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #6
『婚約パーティのプレイリスト』

00[二]★[HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #5
『告発』

22:00 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！

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #18
『赤隊』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #19
『赤隊2』

00[5.1][HD][字][新]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #1
『迫りくる魔の手』

00[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #4
『掲載か爆破か』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #20
『浄化』

25:00 25:00

25:30 25:30 25:30

24:00 00[5.1]★[HD][字][新]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #1
『迫りくる魔の手』

00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #16
『ナイル・ハッチャー』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #4
『元警部の暗号の謎』

00[5.1]★[HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #6
『婚約パーティのプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #5
『告発』

24:00 24:00

24:30 24:30 24:30

27:00 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[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #2
『ひげの自由』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #4
『モスクワのラバ(モスコー・ミュール)』

27:00 27:00

27:30 27:30 27:30

26:00 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[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #1
『ザ・グレイト』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #3
『そして陛下、あなたはピョートル大帝
ではありません』

26:00 26:00

26:30 26:30 26:30

29:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #3
『抜け出せない迷宮』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #4
『失われた痛み』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #5
『母と子』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #6
『よみがえり』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #7
『ストームチェイサー』

29:00 29:00

29:30 29:30 29:30

28:00 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』

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』

28:00 28:00

28:30 28:30 28:30


