
スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.08.01
2021.07.26 2021.07.27 2021.07.28 2021.07.29 2021.07.30 2021.07.31 2021.08.01

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。

27:00 27:00 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-
シーズン2 #6
『殺人は芸術？』

27:00

27:30 27:30 27:30

26:00 26:00 00[5.1][HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #9
『おさらば』

26:00

26:30 26:30 26:30

29:00 29:00 00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

28:00 28:00 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-
シーズン2 #7
『危険な遊戯』

28:00

28:30 28:30 28:30

23:00 23:00 00[二][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #9
『おさらば』

23:00

23:30 23:30 23:30

22:00 22:00 00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #14
『勝負の分かれ目』

22:00

22:30 22:30 22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

25:00 25:00 00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #10
『ドクター・レイケン・ペリロス』

25:00

25:30 25:30 25:30

24:00 24:00 00[5.1][HD][字][新]
インベスティゲーション #1
『第一報』

24:00

24:30 24:30 24:30

19:00 19:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #10
『ドクター・レイケン・ペリロス』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 18:00 00[5.1][終][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #10
『オープンシーズン』

18:00

18:30 18:30 18:30

21:00 21:00 00[5.1][終][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #10
『オープンシーズン』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 20:00 00[5.1][HD][字][新]
インベスティゲーション #1
『第一報』

20:00

20:30 20:30 20:30

15:00 15:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #4
『免責』

15:00

15:30 15:30 15:30

14:00 14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #3
『偽札』

14:00

14:30 14:30 14:30

17:00 17:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #6
『フリーダム』

17:00

17:30 17:30 17:30

16:00 16:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #5
『ロングビーチ』

16:00

16:30 16:30 16:30

12:30

13:00 13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #2
『妄信』

13:00

13:30 13:30 13:30

11:30 11:30 30[HD]
インフォメーション

11:30

12:00 12:00 00[二]★[HD][新]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #1
『空からの脅威』

12:00

12:30 12:30

10:00

10:30 10:30 30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #14
『勝負の分かれ目』

10:30

11:00 11:00 11:00

09:00 09:00 00[HD]
インフォメーション

09:00

09:30 09:30 30[5.1][HD][字][新]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #1
『ロバート』

09:30

10:00 10:00

06:00 06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #8
『次元移動惑星Ｍ』

06:00

06:30 06:30 06:30

08:00 08:00 00[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #7
『危険な遊戯』

08:00

08:30 08:30 08:30

07:00 07:00 00[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #6
『殺人は芸術？』

07:00

07:30 07:30 07:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.08.02-2021.08.08
2021.08.02 2021.08.03 2021.08.04 2021.08.05 2021.08.06 2021.08.07 2021.08.08

月 火 水 木 金 土 日

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

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #18
『汚名』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #19
『風紀課』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #20
『賞金稼ぎ』

00[二]★[終][HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #21
『ディアブロ』

00[二]★[HD][新]
【帯】
ケイティ・キーン #1
『夢の街ニューヨーク』

07:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #17
『宇宙犯罪シンジケート』

00[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #8
『凍りつく真相』

07:00

07:30 07:30 07:30

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #9
『奪われたディファイアント』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #10
『恋の感謝祭』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #11
『２０２４年暴動の夜・前篇』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #12
『２０２４年暴動の夜・後篇』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #13
『バライルの死』

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #14
『可変種の定め』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #15
『三匹の毒蛇』

08:00

08:30 08:30 08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

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]★[HD]
【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]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #8
『父＋息子＋父＋女リーダー』

00[二]★[HD]
【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]
【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』

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

08:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #18
『単細胞物体との激突』

00[二]★[HD]
【2話連続放送】
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』

09:30

10:00 10:00 10:00

10:30 30[5.1][終][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #10
『オープンシーズン』

30[5.1][HD][字][新]
インベスティゲーション #1
『第一報』

30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #6
『雷鳴』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』

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 #22『母性か研究かの法則』

10:30 30[二]★[終][CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #24
『仮面強盗 －後編－』

30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #15
『偽りの防弾』

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 #23『変化の不可避性の法則』

11:00 11:00

09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #10
『ドクター・レイケン・ペリロス』

30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #6
『雷鳴』

30[5.1][終][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #10
『オープンシーズン』

30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #15
『偽りの防弾』

30[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #2
『潜水艇事件』

09:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #23
『仮面強盗 －前編－』

30[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #2
『アデル』

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

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #8
『灰人』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #10
『規律』

13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #8
『身代わり』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #13
『液体らしく』

11:30

12:00 00[二]★[HD][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #1
『潜水』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #3
『監査』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #5
『越境』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #7
『飛行』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #9
『毒草』

12:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #7
『サーキット』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #12
『グッド・コップ』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

16:30

17:00 17:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #10
『モンスター』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #15
『ノックアウト』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #7
『千の切り傷』

00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #8
『ネオンと銃弾』

00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #9
『ロズウェルでの対話』

00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #10
『水没』

00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #11
『ある町の秘密』

14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #9
『人身売買』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #14
『憎悪』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #2
『聴聞』

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

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』

00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』

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】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #11
『バッド・コップ』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #16
『父と息子』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

16:30

18:00

18:30 30[二]★[終][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 #24『ストックホルム症候群の法則』

18:30 18:30

19:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #1
『潜水』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #3
『監査』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #5
『越境』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #7
『飛行』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #9
『毒草』

19:00 00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『サラ・ジェシカ・パーカー』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #6
『雷鳴』

00[5.1][HD][字][新]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #1
『ロバート』

00[5.1][終][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #10
『オープンシーズン』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』

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 #23『変化の不可避性の法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』

00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『エミット・スミス』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #15
『偽りの防弾』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #8
『ネオンと銃弾』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #9
『ロズウェルでの対話』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #10
『水没』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #11
『ある町の秘密』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #12
『セントラルパークの狼男』

21:00 00★[終][HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #24
『仮面強盗 －後編－』

00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #2
『聴聞』

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

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #8
『灰人』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #10
『規律』

20:00 00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #23
『仮面強盗 －前編－』

00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #2
『潜水艇事件』

22:00

22:30 22:30 22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[二]★[終][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #10
『勝者』

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[二][終][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #10
『勝者』

23:00 00[5.1][終][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #10
『オープンシーズン』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #15
『偽りの防弾』

00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #2
『アデル』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』

23:00 00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #2
『アデル』

23:00

23:30 23:30 23:30

55[5.1]★[終][HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #10
『勝者』

24:00

22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #15
『偽りの防弾』

00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』

00[5.1]★[HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #2
『アデル』

00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』

00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #2
『潜水艇事件』

22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #15
『偽りの防弾』

00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』

00[5.1]★[HD][字]
インベスティゲーション #2
『潜水艇事件』

00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』

24:00 00[5.1]★[HD][字][新]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #1
『灰は灰に』

00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #2
『潜水艇事件』

24:00

24:30 24:30 30[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #2
『死後にバーバンクですること』

24:30

25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #8
『ネオンと銃弾』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #9
『ロズウェルでの対話』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #10
『水没』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #11
『ある町の秘密』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #12
『セントラルパークの狼男』

25:00 00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』

25:00
05[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #3
『テーブル』

25:30 25:30

00★[HD][字]
【帯】
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』

00★[HD][字]
【帯】
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』

00★[HD][字]
【帯】
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』

00★[HD][字]
【帯】
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』

26:00 26:00
10[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #5
『私を見て』

26:30 26:30 26:30

45[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #6
『トラブルシューティング』27:00 00★[HD][字]

【帯】
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★[HD][字]
【帯】
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』

00★[HD][字]
【帯】
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』

00★[HD][字]
【帯】
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』

00★[HD][字]
【帯】
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』

27:00 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-
シーズン2 #8
『凍りつく真相』

27:00

15[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #7
『ネズミの王様』27:30 27:30 27:30

45[HD]インフォメーション

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #18
『汚名』

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

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

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

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

28:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』

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-
シーズン2 #9
『切れない絆』

28:00

28:30 28:30 28:30

55[二][終][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #10
『勝者』

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【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[5.1]★[HD][字]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #8
『父＋息子＋父＋女リーダー』

00[5.1]★[HD][字]
【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』

25:30
35[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #4
『芽』

55[5.1][終][HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #10
『勝者』

26:00 00★[HD][字]
【帯】
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[5.1]★[HD][字]
【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』

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

29:00 00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.08.09-2021.08.15
2021.08.09 2021.08.10 2021.08.11 2021.08.12 2021.08.13 2021.08.14 2021.08.15

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。

12:30

13:00

13:30

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #16
『新・金儲けの秘訣』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #17
『ＤＳ９破壊工作』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #18
『老化促進テレパシー』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #19
『鏡の裏のシスコ』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #20
『姿なき連合艦隊　前篇』

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #21
『姿なき連合艦隊　後篇』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #22
『夢の古代船』

06:00

06:30 06:30

06:00

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

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

00[二]★[HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #1
『出発』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #2
『黄色いスーツケース』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #3
『ブルー・エンジェル』

08:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #20
『地底160キロのエネルギー』

00[二]★[終][HD]
【2話連続放送】
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』

08:00

08:30 08:30

00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #2
『プロポーズの行方』

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

00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #4
『ヒア・カムズ・ザ・サン』

00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #5
『大寒波の夜』

00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #6
『ママの言葉』

07:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #19
『カヌーソ、ノナの魔力』

00[二]★[HD]
【2話連続放送】
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』

07:00

07:30 07:30

30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #11
『キッド船長』

30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』

30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #16
『将校に化けた男』

30[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #3
『捜索』

09:30 30★[HD][字][新]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #1
『狙われた実業家の謎』

30[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』

09:30

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

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

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

30★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『リサ・クドロー』

30[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #2
『潜水艇事件』

30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』

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 #23『変化の不可避性の法則』

10:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #2
『死を招くデートの謎』

30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #16
『将校に化けた男』

10:30

00[二][終][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 #24『ストックホルム症候群の法則』

11:00 11:00

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #9
『ルビーより高し』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #12
『立篭』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #14
『炭疽』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #16
『戦士』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #18
『教戒』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #20
『出所』

13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #18
『汚名』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #8
『彼の赤い右腕』

13:00

13:30 13:30

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #11
『素性』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #13
『大使』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #15
『逃走』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #17
『訓練』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #19
『軌道』

12:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #17
『ホテルLA』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #7
『熱血』

12:00

12:30 12:30

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

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】
S.W.A.T. シーズン3 #20
『賞金稼ぎ』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #10
『炎の剛速球』

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

15:30 15:30

16:00 16:00

14:00 00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #12
『セントラルパークの狼男』

00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #13
『杖とヘビ』

00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #14
『瘴気』

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

00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #16
『最後の抵抗』

14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #19
『風紀課』

00[二]★[終][HD]
【全話一挙放送】
S.W.A.T. シーズン3 #21
『ディアブロ』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #11
『バラ色のメガネ』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[終][CC][HD]
【帯】
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』

16:30 16:30

17:00 17:00 00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #12
『血を流すハート』

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

18:00

18:30 30[HD]
インフォメーション

18:30 18:30

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #11
『素性』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #13
『大使』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #15
『逃走』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #17
『訓練』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #19
『軌道』

19:00 00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #16
『将校に化けた男』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』

00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #2
『アデル』

00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』

00[二][終][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 #24『ストックホルム症候群の法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』

00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #13
『杖とヘビ』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #14
『瘴気』

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

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

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #17
『殺人ピエロ』

21:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #2
『死を招くデートの謎』

00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #12
『立篭』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #14
『炭疽』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #16
『戦士』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #18
『教戒』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #20
『出所』

20:00 00[HD][字][新]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #1
『狙われた実業家の謎』

00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #3
『捜索』

23:00 00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #16
『将校に化けた男』

00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』

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！

22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #16
『将校に化けた男』

00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』

00[5.1]★[HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』

00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』

00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』

22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #16
『将校に化けた男』

00★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
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』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #16
『将校に化けた男』

00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』

00[5.1]★[HD][字]
インベスティゲーション #3
『捜索』

00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』

00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #3
『捜索』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #8
『ヴィーナス』

00[二]★[HD][新]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #1
『ラスベガスでラブアイランド!?』

24:00

24:30 24:30 24:30
35[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #9
『フレズノ』

25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #13
『杖とヘビ』

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

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #15
『シェアハウスの殺人』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #16
『最後の抵抗』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #17
『殺人ピエロ』

23:00 00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #2
『アデル』

00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #16
『将校に化けた男』

00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』

00★[HD][字]
【帯】
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』

00★[HD][字]
【帯】
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』

00★[終][HD][字]
【帯】
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』

27:00 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-
シーズン2 #10
『裏切り者の影』

27:00

25[HD]
インフォメーション

27:30 27:30 27:30

25:00 25:00
10[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #10
『ケークウォーク』

25:30 25:30 25:30

45[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #11
『特価』26:00 00★[HD][字]

【帯】
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★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
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』

00★[HD][字]
【帯】
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』

00★[HD][字]
【帯】
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』

26:00 00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #3
『捜索』

26:00

20[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #12
『99』26:30 26:30 26:30

55[5.1]★[終][HD][字]
カジュアル シーズン3[R15＋相当] #13
『隠者と月』

27:00

28:00

28:30 28:30 28:30

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【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[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
4 #13
『救済＋唯一＋ダム＋世界』

00★[HD][字][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #1
『出発』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #2
『黄色いスーツケース』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #3
『ブルー・エンジェル』

29:00 00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #2
『プロポーズの行方』

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

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #5
『大寒波の夜』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #6
『ママの言葉』

28:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』

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-
シーズン2 #11
『頭の切れる殺人』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.08.16-2021.08.22
2021.08.16 2021.08.17 2021.08.18 2021.08.19 2021.08.20 2021.08.21 2021.08.22

月 火 水 木 金 土 日

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

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #7
『蜘蛛女のキス』

00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #8
『選んだ家族』

00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #9
『願いが叶う時』

00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #10
『グロリア』

00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #11
『ありのままの姿』

07:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #21
『エコス・ナチスの恐怖』

00[二]★[HD][新]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #1『インターナショナ
ル・レスキュー出動！(前編)』

07:00

07:30 07:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #2『インターナショナ
ル・レスキュー出動！(後編)』

07:30

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #23
『クワークの母』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #24
『シャカールの乱』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #25
『クルゾンの秘密』

00[二]★[終][CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #26
『忍び寄る可変種の脅威』

00[二]★[CC][新]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン4 #1
『クリンゴンの暴挙　前篇』

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン4 #2
『クリンゴンの暴挙　後篇』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン4 #3
『父と子』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #4『危険な鉱山を閉
鎖せよ』

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]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #4
『キラー・アプリ』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #5
『ラッキー・ストライク』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #6
『シェルター』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #7
『千の切り傷』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #8
『ネオンと銃弾』

08:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #22
『宇宙300年の旅』

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #3『スペース・レー
ス』

09:30

10:00 10:00 10:00

10:30 30[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』

30[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #3
『捜索』

30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』

30[二][終][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 #24『ストックホルム症候群の法則』

10:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #4
『不倫スキャンダルの謎』

30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #17
『男の覚悟』

10:30

11:00 00[HD]
インフォメーション

11:00 11:00

09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #12
『ラキーティン』

30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』

30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #17
『男の覚悟』

30[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #4
『潮流』

09:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #3
『思い出のバーの謎』

30[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #4
『ニール』

00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #2
『「正常」は退屈』

00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #4
『過去に囚われて』

00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #6
『究極の効率化』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #14
『ギャングの血』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #20
『赤い血だまり』

11:30

12:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #21
『友人』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #23
『石油』

00[二]★[HD][新]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #1
『ようこそ 異常行動の世界へ』

00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #3
『秘密とウソ』

00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #5
『心臓のない死体』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #13
『レッドライン』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #19
『ブラッド・マネー』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

16:30

17:00 17:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #16
『コード・レッド』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #22
『赤いメール』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #17
『殺人ピエロ』

00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #18
『愛のダンス』

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

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

00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #21
『消えない音』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
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]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #21
『赤い鼻の恐怖』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #22
『射界』

00[二]★[終][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #24
『露西亜』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #18
『赤い水』

00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』

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][新]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #17
『赤い箱』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン2 #23
『夜明けの赤い空』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

16:30

18:00

18:30 18:30 18:30

45[HD]インフォメーション

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #21
『友人』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #23
『石油』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #1
『ようこそ 異常行動の世界へ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #3
『秘密とウソ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #5
『心臓のない死体』

19:00 00[5.1][HD][字][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』

00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』

00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』

00[5.1]★[HD][字][新]
LOVE LIFE #1
『オーギー・ジョン』

18:00 00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』

00[二][HD][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #18
『愛のダンス』

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

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

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

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

21:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #4
『不倫スキャンダルの謎』

00[5.1][HD][字][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #22
『射界』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #24
『露西亜』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #2
『「正常」は退屈』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #4
『過去に囚われて』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #6
『究極の効率化』

20:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #3
『思い出のバーの謎』

00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #4
『潮流』

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！

22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #17
『男の覚悟』

00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』

00[5.1]★[HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #4
『ニール』

00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』

00[二]★[HD][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』

22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #17
『男の覚悟』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #17
『男の覚悟』

00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』

00[5.1]★[HD][字]
インベスティゲーション #4
『潮流』

00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』

00[5.1]★[HD][字][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』

24:00 00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #2
『ニューフェイスで大騒ぎ』

24:00
05[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #2
『ニュー・エデン』

24:30 24:30 24:30

23:00 00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』

00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #17
『男の覚悟』

00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #4
『ニール』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』

23:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #1
『義弟』

00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[HD][字][新]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
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』

00★[HD][字]
【帯】
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』

26:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #4
『生と死と』

00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #4
『潮流』

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13 #18
『愛のダンス』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #19
『オフィス籠城』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #20
『死のバイキング』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #21
『消えない音』

00★[終][HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #22
『信じる者たち』

25:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #3
『闇の中の光』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #2『インターナショナ
ル・レスキュー出動！(後編)』

27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #7
『蜘蛛女のキス』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #8
『選んだ家族』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #9
『願いが叶う時』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #10
『グロリア』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #11
『ありのままの姿』

28:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #3『スペース・レー
ス』

28:00

28:30 28:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #4『危険な鉱山を閉
鎖せよ』

28:30

27:00 00★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
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』

00★[HD][字]
【帯】
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』

27:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #5
『薄れゆく境界』

00[5.1]★[HD][字][新]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #1『インターナショナ
ル・レスキュー出動！(前編)』

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #4
『キラー・アプリ』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #5
『ラッキー・ストライク』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #6
『シェルター』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #7
『千の切り傷』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #8
『ネオンと銃弾』

29:00 00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #4
『ニール』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.08.23-2021.08.29
2021.08.23 2021.08.24 2021.08.25 2021.08.26 2021.08.27 2021.08.28 2021.08.29

月 火 水 木 金 土 日

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

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン4 #4
『苦悩するジェム・ハダー』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン4 #5
『デュカットの娘』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン4 #6
『禁じられた愛の絆』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン4 #7
『フェレンギ人囚わる』

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #9
『ロズウェルでの対話』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #10
『水没』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #11
『ある町の秘密』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #12
『セントラルパークの狼男』

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][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』

30[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #4
『潮流』

30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #13
『杖とヘビ』

08:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #24
『恐怖のコンピューターM・5』

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #7『高速トレイン大
暴走』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #8『人工知能の反
乱』

08:30

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン4 #8
『ディファイアントの危機』

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン4 #9
『カーレスの剣』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン4 #10
『ドクター・ノア』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #12
『チェイン・オブ・フールズ』

00[二]★[終][HD]
【帯】
ケイティ・キーン #13
『誰かのために』

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』

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』

07:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #23
『細菌戦争の果て』

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #5『消えたファイアー
フラッシュ』

07:00

07:30 07:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #6『ロンドン大停電』

07:30

30[5.1][HD][字][新]
LOVE LIFE #1
『オーギー・ジョン』

10:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #6
『血に染まるランウェイの謎』

30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #18
『ニューオーリンズ支局 (前編)』

10:30

11:00 11:00 11:00

15[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]
ブラックリスト シーズン8 #13
『アン』

30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』

30[二][HD][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』

30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #18
『ニューオーリンズ支局 (前編)』

30[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #5
『動機』

09:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #5
『スペースシェアリングの謎』

30[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #5
『スコット』

09:30

10:00 10:00 10:00

00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #12
『リアルの極限』

00[二]★[HD][新]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #1
『眠り姫事件』

00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #3
『消えた少年』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #2
『赤い血糊』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #8
『火の玉』

11:30

12:00 00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #7
『久々の交流』

00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #9
『パートナーの壁』

00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #11
『夢の代償』

00[二]★[終][HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #13
『同族の結束』

00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #2
『孤独な音楽家』

12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #1
『夕焼けの空』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #7
『レッド・ホット』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

16:30

17:00 17:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
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]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #10
『赤いサンタクロース』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][終][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #22
『信じる者たち』

00[二][HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』

00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』

00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』

00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #4
『無垢なるもの』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #3
『血まみれの手』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #9
『赤い月』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #8
『憎悪の根源』

00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #10
『制裁計画』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
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]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #12
『ブラッドハウンド』

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】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #5
『レッド・ポニー』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #11
『血まみれのファイト』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

16:30

18:00

18:30 18:30 18:30

45[HD]インフォメーション

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #7
『久々の交流』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #9
『パートナーの壁』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #11
『夢の代償』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #13
『同族の結束』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #2
『孤独な音楽家』

19:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』

00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #4
『ニール』

00[5.1][HD][字][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』

00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #2
『ブラッドリー・フィールド』

18:00 00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #10
『赤い天使』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』

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

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #4
『無垢なるもの』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』

21:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #6
『血に染まるランウェイの謎』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #8
『憎悪の根源』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #10
『制裁計画』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #12
『リアルの極限』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #1
『眠り姫事件』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #3
『消えた少年』

20:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #5
『スペースシェアリングの謎』

00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #5
『動機』

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]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #18
『ニューオーリンズ支局 (前編)』

00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』

00[5.1]★[HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #5
『スコット』

00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #10
『赤い天使』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』

22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #18
『ニューオーリンズ支局 (前編)』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #18
『ニューオーリンズ支局 (前編)』

00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』

00[5.1]★[HD][字]
インベスティゲーション #5
『動機』

00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #10
『赤い天使』

00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』

24:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #7
『光と影』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #3
『トレの迷い』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD][新]
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』

00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #18
『ニューオーリンズ支局 (前編)』

00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #5
『スコット』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』

23:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #6
『雷鳴』

00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #10
『赤い天使』

00★[HD][字]
【帯】
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』

00★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
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』

27:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #10
『赤い天使』

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #5『消えたファイアー
フラッシュ』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[HD][字]
【帯】
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』

00★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
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』

26:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #9
『ダイダロス計画』

00[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #5
『動機』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00★[HD][字][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #4
『無垢なるもの』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』

25:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #8
『記憶の痛み』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』

29:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #9
『ロズウェルでの対話』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #10
『水没』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #11
『ある町の秘密』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #12
『セントラルパークの狼男』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #13
『杖とヘビ』

29:00 00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #5
『スコット』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #6『ロンドン大停電』

27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #12
『チェイン・オブ・フールズ』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
ケイティ・キーン #13
『誰かのために』

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

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

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

28:00 00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『マシュー・ブロデリック』

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #7『高速トレイン大
暴走』

28:00

28:30 28:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #8『人工知能の反
乱』

28:30

27:00 00★[HD][字]
【帯】
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』

00★[HD][字]
【帯】
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』

29:00

29:30 29:30 29:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.08.30-2021.08.31
2021.08.30 2021.08.31 2021.09.01 2021.09.02 2021.09.03 2021.09.04 2021.09.05

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 08:00

08:30 08:30 08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 09:00

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン4 #11
『地球戒厳令　前篇』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン4 #12
『地球戒厳令　後篇』

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』

07:00 07:00

07:30 07:30 07:30

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #14
『瘴気』

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

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 11:30

12:00 00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #4
『おとぎ話の結末』

00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #6
『殺人は芸術？』

12:00 12:00

12:30 12:30 12:30

09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #14
『不運』

30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #10
『赤い天使』

09:30 09:30

10:00 10:00 10:00

10:30 30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』

30[5.1][HD][字]
インベスティゲーション #5
『動機』

10:30 10:30

11:00 11:00 11:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

15:30 15:30

16:00 16:00 16:00

13:00 00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #5
『拷問は蜜の味』

00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #7
『危険な遊戯』

13:00 13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』

00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』

14:00 14:00

14:30 14:30 14:30

18:00 00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #10
『赤い天使』

00[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #5
『スコット』

18:00 18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #4
『おとぎ話の結末』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #6
『殺人は芸術？』

19:00 19:00

19:30 19:30 19:30

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

30[二]★[終][CC][HD]
【帯】
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』

16:30 16:30

17:00 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

17:30 17:30

22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #19
『ニューオーリンズ支局 (後編)』

00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #15
『ロシアン・ノット』

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！

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #5
『拷問は蜜の味』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #7
『危険な遊戯』

20:00 20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』

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

21:00 21:00

21:30 21:30 21:30

25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』

25:00 25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[HD][字]
【帯】
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』

00★[HD][字]
【帯】
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』

26:00 26:00

26:30 26:30 26:30

23:00 00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』

00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #10
『赤い天使』

23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #19
『ニューオーリンズ支局 (後編)』

00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #15
『ロシアン・ノット』

24:00 24:00

24:30 24:30 24:30

29:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #14
『瘴気』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #15
『シェアハウスの殺人』

29:00 29:00

29:30 29:30 29:30

27:00 00★[HD][字]
【帯】
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』

00★[終][HD][字]
【帯】
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』

27:00 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7 #4
『失われた痛み』

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

28:00 28:00

28:30 28:30 28:30


