
スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年12月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.12.01-2021.12.05
2021.11.29 2021.11.30 2021.12.01 2021.12.02 2021.12.03 2021.12.04 2021.12.05

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。

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#8
『マングースの騎士団』

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

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

29:00 00[二][終][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #10
『#良心の呵責(かしゃく)』

27:00

26:00 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 #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』

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]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #11
『岩窟クエスト』

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3 #12
『ＳＯＳ（前編）』

28:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #21
『メアリーの暴走』

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

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #23
『捧げられた命』

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]
【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][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#1
『尾翼』

25:00

25:30 25:30 25:30

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #17
『不穏な空気』

24:00

24:30 24:30 24:30

25:00 00[5.1][HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #19
『消えない傷』

00[5.1][HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #20
『差し伸べる手』

00[5.1][終][HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #21
『初のリモート裁判』

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
#5
『キース』

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #9
『炎と戦う伝説の男』

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3 #10
『人工珊瑚礁』

27:30

00[二][HD]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #8
『ファミリー・ツリー』

26:00

26:30 26:30 26:30

27:00 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 #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』

23:00 00[5.1][HD][字][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#1
『尾翼』

00[二][HD]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #8
『ファミリー・ツリー』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #2
『泥棒＋絵画＋競売＋V486＋正義』

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]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #2
『泥棒＋絵画＋競売＋V486＋正義』

00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #2
『泥棒＋絵画＋競売＋V486＋正義』

00[5.1][終][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #10
『#良心の呵責(かしゃく)』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #2
『泥棒＋絵画＋競売＋V486＋正義』

00[5.1]★[終][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #10
『#良心の呵責(かしゃく)』

00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #16
『立てこもり』

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』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #19
『消えない傷』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #20
『差し伸べる手』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #21
『初のリモート裁判』

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2 #10
『不運な男の謎』

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！

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #16
『立てこもり』

21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 00[二]★[HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #2
『泥棒＋絵画＋競売＋V486＋正義』

00[二]★[終][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #10
『#良心の呵責(かしゃく)』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン4 #16
『立てこもり』

22:00

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

19:00 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 #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』

19:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #16
『立てこもり』

00[二][HD][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#1
『尾翼』

19:00

19:30 19:30 19:30

20:00 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 #14
『眠れる化石』

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』

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2 #9
『３人婚の謎』

00[HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #8
『ファミリー・ツリー』

20:00

20:30 20:30 20:30

30[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』

30[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』

16:30 16:30

17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン6 #12
『金のハンマー』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #2
『泥棒＋絵画＋競売＋V486＋正義』

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

17:30 17:30

18:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #15
『正義の味方』

00[二][HD][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#1
『尾翼』

00[5.1]★[HD][字]
刑事カーディナル 悲しみの四十語
#5
『キース』

18:00 00[5.1][終][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #10
『#良心の呵責(かしゃく)』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #16
『立てこもり』

18:00

18:30 18:30 18:30

14:00 00[5.1][HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #18
『3人の法の道』

00[5.1][HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #19
『消えない傷』

00[5.1][HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #20
『差し伸べる手』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン6 #9
『青い楽園』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン6 #15
『白い吹きだまり』

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

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン6 #10
『緑の屋上庭園』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン6 #16
『すみれの花束』

15:00

15:30 30[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』

30[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』

30[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』

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6 #11
『白線』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン6 #17
『銀の翼が時を越え』

16:00

16:30 30[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』

12:00 00[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』

00[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』

00[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』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン6 #7
『偉大なるレッド・ドラゴン』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン6 #13
『黒いヘリコプター』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[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』

00[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』

00[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』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン6 #8
『レッド・ジョン』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン6 #14
『灰色の水』

13:00

13:30 13:30 13:30

10:30 30[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #9
『#優柔不断』

30[5.1][HD][字][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#1
『尾翼』

30[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 悲しみの四十語
#4
『ウディ』

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2 #10
『不運な男の謎』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #2
『泥棒＋絵画＋競売＋V486＋正義』

10:30

11:00 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

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]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #11
『岩窟クエスト』

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3 #12
『ＳＯＳ（前編）』

08:30

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#8
『マングースの騎士団』

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

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

08:00 00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #2
『真偽』

00[HD]
インフォメーション

09:00

09:30 30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #15
『正義の味方』

30[HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #8
『ファミリー・ツリー』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #2
『泥棒＋絵画＋競売＋V486＋正義』

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2 #9
『３人婚の謎』

30[二][終][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #10
『#良心の呵責(かしゃく)』

09:30

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

09:00 00[HD]
インフォメーション

10:00 10:00 10:00

00[二]★[CC][HD][新]
【2話連続放送】
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]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #9
『炎と戦う伝説の男』

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3 #10
『人工珊瑚礁』

07:30

00[二]★[HD]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#3
『巻き戻し』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #21
『メアリーの暴走』

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

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #23
『捧げられた命』

07:00

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7 #25
『終わりなきはじまり　パート1』

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7 #26
『終わりなきはじまり　パート2』

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

06:00 00[二]★[HD]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#2
『三万フィートの戦慄』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年12月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.12.06-2021.12.12
2021.12.06 2021.12.07 2021.12.08 2021.12.09 2021.12.10 2021.12.11 2021.12.12

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][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #1
『魔王の息子』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #2
『地獄の扉』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #3
『ミズーリの遺言』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #4
『虚無の果て』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #5
『死を司る者』

07:00 00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
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]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #13
『ＳＯＳ（後編）』

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3 #14
『シグナル（前編）』

07:30

06:00 00[二]★[HD]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#4
『旅行者』

00[二]★[HD]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#5
『神童』

00[二]★[HD]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#6
『火星への旅』

00[二]★[HD]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#7
『男の中には…』

00[二]★[HD]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#8
『起源』

06:00 00[二]★[HD]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#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） シーズン1
#10
『影男』

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3 #16
『シャクルトン・ビースト』

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】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#11
『潜入捜査』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#12
『謎の殺し屋』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#13
『諸悪の根源』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#14
『赤いスーツの男』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#15
『標的にされた少女』

08:00 00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
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]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #15
『シグナル（後編）』

09:30

10:00 10:00 10:00

10:30 30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #16
『立てこもり』

30[HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #9
『悪魔の血』

30[二][終][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #10
『#良心の呵責(かしゃく)』

30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#2
『デッドヘッド』

30[5.1][HD][字]
刑事カーディナル 悲しみの四十語
#5
『キース』

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2 #12
『ランナーの死の謎』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #3
『日食＋USMC1856707＋接触電位＋
鎖＋マー将軍』

10:30

11:00 11:00 11:00

09:30 30[5.1][HD][字][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#1
『尾翼』

30[5.1][終][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #10
『#良心の呵責(かしゃく)』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #16
『立てこもり』

30[HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #9
『悪魔の血』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #3
『日食＋USMC1856707＋接触電位＋
鎖＋マー将軍』

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2 #11
『招かれざる客の謎』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #17
『それぞれの選択』

00[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』

00[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』

00[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3 #2
『オレンジの種五つ』

00[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3 #4
『世界でひとつの彼女』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン6 #19
『茶色い目の少女たち』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト ファイナル・シーズン #2
『灰色の鉄格子のホテル』

11:30

12:00 00[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』

00[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』

00[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』

00[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3 #1
『ヤマアラシのジレンマ』

00[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3 #3
『イミテーション・ゲーム』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン6 #18
『緑の森』

00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
メンタリスト ファイナル・シーズン #1
『どこまでも続く青い空』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

16:30 16:30

17:00 17:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン6 #21
『黒い取引』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト ファイナル・シーズン #4
『ブラック・マーケット』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[5.1][終][HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #21
『初のリモート裁判』

00[二][HD][新]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #1
『ルイス・Ｔ・スタインヒル(前編)』

00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #2
『ルイス・Ｔ・スタインヒル(後編)』

00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #3
『悪の華』

00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #4
『クウェート』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン6 #20
『白いテーブル』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト ファイナル・シーズン #3
『オレンジブロッサム・アイス』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[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』

00[HD]
インフォメーション

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト ファイナル・シーズン #6
『グリーンライト』

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

17:30

15:00

15:30 30[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』

30[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？』

30[二]★[HD]
【帯】
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』

30[二]★[HD]
【帯】
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][新]
【帯】
インベスティゲーション #1
『第一報』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン6 #22
『青い鳥』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト ファイナル・シーズン #5
『シルバーのブリーフケース』

16:00

16:30 30[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』

30[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』

30[二]★[HD]
【帯】
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[二]★[終][HD]
【帯】
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]
【帯】
インベスティゲーション #2
『潜水艇事件』

18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 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 #19
『歯には歯を』

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』

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3 #1
『ヤマアラシのジレンマ』

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3 #3
『イミテーション・ゲーム』

19:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #17
『それぞれの選択』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#2
『デッドヘッド』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][終][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #10
『#良心の呵責(かしゃく)』

00[二][HD]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #9
『悪魔の血』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #16
『立てこもり』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#2
『デッドヘッド』

00[5.1]★[終][HD][字]
刑事カーディナル 悲しみの四十語
#6
『キャサリン』

18:00 00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #3
『日食＋USMC1856707＋接触電位＋
鎖＋マー将軍』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト ファイナル・シーズン #7
『小さな黄色い家』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD][新]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #1
『ルイス・Ｔ・スタインヒル(前編)』

00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #2
『ルイス・Ｔ・スタインヒル(後編)』

00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #3
『悪の華』

00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #4
『クウェート』

00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #5
『ノーマン・ディヴェイン』

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2 #12
『ランナーの死の謎』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #17
『それぞれの選択』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 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 #20
『アウトブレイク』

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 #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』

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3 #2
『オレンジの種五つ』

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3 #4
『世界でひとつの彼女』

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2 #11
『招かれざる客の謎』

00[HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #9
『悪魔の血』

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]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #9
『悪魔の血』

00[二]★[HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#2
『デッドヘッド』

00[二]★[HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #3
『日食＋USMC1856707＋接触電位＋
鎖＋マー将軍』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #16
『立てこもり』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン4 #17
『それぞれの選択』

22:00 00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #3
『日食＋USMC1856707＋接触電位＋
鎖＋マー将軍』

00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『スパイク・リー』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00★[HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #9
『悪魔の血』

00[5.1]★[HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#2
『デッドヘッド』

00[5.1]★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #3
『日食＋USMC1856707＋接触電位＋
鎖＋マー将軍』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #16
『立てこもり』

00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #17
『それぞれの選択』

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　水着で恋するラ
スベガス編 #18
『悲劇のヒロイン・マッケンジー』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #16
『立てこもり』

00[5.1][終][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #10
『#良心の呵責(かしゃく)』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#2
『デッドヘッド』

00[二][HD]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #9
『悪魔の血』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #3
『日食＋USMC1856707＋接触電位＋
鎖＋マー将軍』

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]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #3
『日食＋USMC1856707＋接触電位＋
鎖＋マー将軍』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 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？』

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 #8
『凍りつく真相』

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 #10
『裏切り者の影』

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

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[二][HD]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #9
『悪魔の血』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #1
『ルイス・Ｔ・スタインヒル(前編)』

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

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

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

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

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]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#2
『デッドヘッド』

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3 #14
『シグナル（前編）』

27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #1
『魔王の息子』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #2
『地獄の扉』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #3
『ミズーリの遺言』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #4
『虚無の果て』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #5
『死を司る者』

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]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #15
『シグナル（後編）』

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3 #16
『シャクルトン・ビースト』

28:30

27:00 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』

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 #9
『切れない絆』

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2 #11
『頭の切れる殺人』

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

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]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #13
『ＳＯＳ（後編）』

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#11
『潜入捜査』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#12
『謎の殺し屋』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#13
『諸悪の根源』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#14
『赤いスーツの男』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#15
『標的にされた少女』

29:00 00[二][HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #17
『不穏な空気』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年12月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.12.13-2021.12.19
2021.12.13 2021.12.14 2021.12.15 2021.12.16 2021.12.17 2021.12.18 2021.12.19

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#2
『三万フィートの戦慄』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#3
『巻き戻し』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#4
『旅行者』

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#16
『プライドと偏見』

00[HD]
インフォメーション

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#17
『偏見の狭間で』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#18
『生まれ変わった女』

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]
S.W.A.T. シーズン4 #17
『それぞれの選択』

30[終][HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #10
『そして最後に･･･』

30★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『エミット・スミス』

30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#3
『編隊僚機』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#19
『スパイの裏切り』

08:00 00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #6
『テッドという人間』

00[二][終][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #18
『真実は勝つ』

08:00

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 セレクション ファイナル・シーズン #17『赤ちゃん
と楽しむ科学実験の法則』

08:30 08:30

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#5
『神童』

06:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#6
『火星への旅』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#7
『男の中には…』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #6
『カスティエルの復活』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #17
『それぞれの選択』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #7
『復活した者たち』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #8
『サソリとカエル』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #9
『ドリームウォーカー』

07:00 00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #5
『告発』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #4
『肉まん＋固形燃料＋ドリル＋携帯
＋メイソン』

07:00

07:30 07:30 07:30

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#2
『デッドヘッド』

30[二]★[HD]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション ファイナル・シーズン #18『受賞者集
合の法則』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #17
『それぞれの選択』

30[終][HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #10
『そして最後に･･･』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #4
『肉まん＋固形燃料＋ドリル＋携帯
＋メイソン』

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2 #13
『バレンタイン殺人の謎』

30[二][HD][新]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#1
『超能力』

09:30

10:00 00[HD]
インフォメーション

10:00 10:00

30[5.1][終][HD][字]
刑事カーディナル 悲しみの四十語
#6
『キャサリン』

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2 #14
『要人警護の謎』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #4
『肉まん＋固形燃料＋ドリル＋携帯
＋メイソン』

10:30

11:00 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

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #3
『法廷で鳥が鳴く時』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[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3 #6
『欲望という名の地図』

00[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3 #8
『エンド・オブ・ウォッチ』

00[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3 #10
『世界に一つだけの花』

00[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3 #12
『決着の日』

00[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3 #14
『女たちの戦い』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト ファイナル・シーズン #9
『鉛色の弾丸』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #2
『独創的な判事』

13:00

13:30 13:30 13:30

12:00 00[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3 #5
『ブラッド・ダイヤモンド』

00[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3 #7
『ゴーン・ガール』

00[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3 #9
『時の支配者』

00[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3 #11
『高名な依頼人』

00[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3 #13
『ペイバック』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト ファイナル・シーズン #8
『白煙の向こう』

00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #1
『ローラ判事誕生』

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]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト ファイナル・シーズン #11
『赤土の秘密』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #4
『陪審員の現場検証』

15:00

15:30 30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インベスティゲーション #3
『捜索』

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

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インベスティゲーション #5
『動機』

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

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

15:30 15:30

16:00 16:00

14:00 00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #5
『ノーマン・ディヴェイン』

00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #6
『ルイス・パウエル博士』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#3
『編隊僚機』

00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #7
『ハンナ・ヘイズ』

00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #8
『ハワラダー』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト ファイナル・シーズン #10
『黄金のままではいられない』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト ファイナル・シーズン #12
『茶色いカーペット』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #5
『結婚の日』

16:00

16:30 30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インベスティゲーション #4
『潮流』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #3
『日食＋USMC1856707＋接触電位＋
鎖＋マー将軍』

30[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
インベスティゲーション #6
『執念』

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

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

16:30 16:30

17:00 17:00 00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト ファイナル・シーズン #13
『白い蘭』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #6
『スター裁判』

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 18:30 18:30

19:00 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3 #5
『ブラッド・ダイヤモンド』

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3 #7
『ゴーン・ガール』

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3 #9
『時の支配者』

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3 #11
『高名な依頼人』

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3 #13
『ペイバック』

19:00 00[5.1][終][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #18
『真実は勝つ』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#3
『編隊僚機』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#2
『デッドヘッド』

00[二][終][HD]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #10
『そして最後に･･･』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #17
『それぞれの選択』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#3
『編隊僚機』

00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『リサ・クドロー』

18:00 00[二][HD][新]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#1
『超能力』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #7
『母と娘の正義』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #6
『ルイス・パウエル博士』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #17
『それぞれの選択』

00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #7
『ハンナ・ヘイズ』

00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #8
『ハワラダー』

00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #9
『オライオン・リロケーション・サービ
ス』

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2 #14
『要人警護の謎』

00[5.1][終][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #18
『真実は勝つ』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 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3 #6
『欲望という名の地図』

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3 #8
『エンド・オブ・ウォッチ』

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3 #10
『世界に一つだけの花』

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3 #12
『決着の日』

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3 #14
『女たちの戦い』

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2 #13
『バレンタイン殺人の謎』

00[終][HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #10
『そして最後に･･･』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #3
『日食＋USMC1856707＋接触電位＋
鎖＋マー将軍』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#3
『編隊僚機』

00[二][終][HD]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #10
『そして最後に･･･』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #4
『肉まん＋固形燃料＋ドリル＋携帯
＋メイソン』

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]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#3
『編隊僚機』

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]★[終][HD]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #10
『そして最後に･･･』

00[二]★[HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#3
『編隊僚機』

00[二]★[HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #4
『肉まん＋固形燃料＋ドリル＋携帯
＋メイソン』

00[二]★[HD][新]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#1
『超能力』

00[二]★[終][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #18
『真実は勝つ』

22:00 00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #4
『肉まん＋固形燃料＋ドリル＋携帯
＋メイソン』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #4
『肉まん＋固形燃料＋ドリル＋携帯
＋メイソン』

00[5.1][HD][字]
【帯】
インベスティゲーション #4
『潮流』

00[5.1][終][HD][字]
【帯】
インベスティゲーション #6
『執念』

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』

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』

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#16
『プライドと偏見』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#17
『偏見の狭間で』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#18
『生まれ変わった女』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#19
『スパイの裏切り』

29:00 00[二][HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #18
『悲劇のヒロイン・マッケンジー』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00★[終][HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #10
『そして最後に･･･』

00[5.1]★[HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#3
『編隊僚機』

00[5.1]★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #4
『肉まん＋固形燃料＋ドリル＋携帯
＋メイソン』

00[5.1]★[HD][字][新]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#1
『超能力』

00[5.1]★[終][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #18
『真実は勝つ』

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][終][HD]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #10
『そして最後に･･･』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #17
『それぞれの選択』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #9
『ドリームウォーカー』

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』

28:00

28:30 28:30 28:30

25:00

25:30 25:30 25:30

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

00[5.1][HD][字]
【帯】
インベスティゲーション #5
『動機』

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』

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』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #6
『ルイス・パウエル博士』

00
メンテナンスのため休止

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

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

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

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
メンテナンスのため休止

27:00

29:00

29:30 29:30 29:30

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #6
『カスティエルの復活』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #7
『復活した者たち』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #8
『サソリとカエル』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年12月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.12.20-2021.12.26
2021.12.20 2021.12.21 2021.12.22 2021.12.23 2021.12.24 2021.12.25 2021.12.26

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[5.1]★[HD][字]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#8
『起源』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#9
『ブルー・スコーピオン』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン1
#10
『影男』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
レッドライン ～悲しみの向こうに #1
『それぞれの大切な人』

08:00 00[二]★[終][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#20
『プレデター』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
ミセス・ウィルソン #1
『夫の死』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ミセス・ウィルソン #2
『夫の秘密』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
ミセス・ウィルソン #3
『夫の真実』

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][終][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #18
『真実は勝つ』

30[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#3
『編隊僚機』

30[5.1][HD][字][新]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜
#1
『シリアルキラーの息子』

30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#4
『きりもみ降下』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #15
『最も聖なる人』

08:00 00[二]★[終][CC][HD]
【2話連続放送】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #8
『判決』

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #19
『大型タンカー転覆！』

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3 #20
『ザ・ワールド・エアー・ショー』

08:30

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
レッドライン ～悲しみの向こうに #2
『寄り添う心』

06:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
レッドライン ～悲しみの向こうに #3
『つながり始めた糸』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
レッドライン ～悲しみの向こうに #4
『つかの間の英雄』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #10
『ウェイワード・シスターズ』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #11
『ブレーキ・ダウン』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #12
『魔導書を狙う者たち』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #13
『癒しの天使』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #14
『最終戦争の扉』

07:00 00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #7
『令状』

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #17
『乗っ取られたＦＡＢ‐１』

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3 #18
『雪崩』

07:30

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#3
『編隊僚機』

30[5.1][HD][字][新]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#1
『超能力』

30[二][終][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #18
『真実は勝つ』

30[5.1][HD][字][新]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜
#1
『シリアルキラーの息子』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #5
『ジャック＋運動学＋金庫破り＋
MgKNO3＋GTO』

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2 #15
『不穏な留守電の謎』

30[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#2
『本性』

09:30

10:00 10:00 10:00

30★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『ブルック・シールズ』

10:30 30★[終][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2 #16
『別れの無線コールの謎』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #5
『ジャック＋運動学＋金庫破り＋
MgKNO3＋GTO』

10:30

11:00 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

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #17
『過ちの償い方』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[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3 #16
『見えない手錠』

00[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3 #18
『オリュンポスの監視者たち』

00[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3 #20
『ホーンテッドマンション』

00[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3 #22
『プリズンブレイク』

00[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3 #24
『仕組まれた罠』

13:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #9
『過去との対決』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #16
『封鎖された裁判所』

13:00

13:30 13:30 13:30

12:00 00[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3 #15
『命の値段』

00[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3 #17
『冷凍庫のミイラ』

00[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3 #19
『“みんな”の仁義なき戦い』

00[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3 #21
『アンダー・マイ・スキン』

00[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3 #23
『１億匹事件』

12:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #8
『親子の絆』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #15
『疑惑の集団訴訟』

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[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #11
『裁かれるローラ』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #18
『3人の法の道』

15:00

15:30 30[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #5
『越境』

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

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

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

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

15:30 15:30

16:00 16:00

14:00 00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #9
『オライオン・リロケーション・サービ
ス』

00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #10
『カタリーナ・ロストヴァ』

00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #11
『ヴィクトリア・フェンバーグ』

00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #12
『コーネリアス・ラック』

00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #13
『ニュートン・パーセル』

14:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #10
『情けと正義』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #12
『法と倫理の狭間』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #19
『消えない傷』

16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #6
『逮捕』

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

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

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

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

16:30 16:30

17:00 17:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #13
『ローラのジレンマ』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #20
『差し伸べる手』

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 18:30 18:30

19:00 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3 #15
『命の値段』

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3 #17
『冷凍庫のミイラ』

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3 #19
『“みんな”の仁義なき戦い』

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3 #21
『アンダー・マイ・スキン』

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3 #23
『１億匹事件』

19:00 00[5.1][HD][字][新]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
シーズン #1
『果てしない闘い 前編』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#4
『きりもみ降下』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][HD][新]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#1
『超能力』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#3
『編隊僚機』

00[5.1][終][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #18
『真実は勝つ』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#4
『きりもみ降下』

00[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『ブルック・シールズ』

18:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #14
『痛みの解放』

00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #21
『初のリモート裁判』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #10
『カタリーナ・ロストヴァ』

00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #11
『ヴィクトリア・フェンバーグ』

00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #12
『コーネリアス・ラック』

00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #13
『ニュートン・パーセル』

00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #14
『トワミー・ウルラク』

21:00 00[終][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2 #16
『別れの無線コールの謎』

00[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#2
『本性』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 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3 #16
『見えない手錠』

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3 #18
『オリュンポスの監視者たち』

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3 #20
『ホーンテッドマンション』

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3 #22
『プリズンブレイク』

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3 #24
『仕組まれた罠』

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2 #15
『不穏な留守電の謎』

00[5.1][HD][字][新]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
シーズン #1
『果てしない闘い 前編』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#4
『きりもみ降下』

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]★[CC][HD][新]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜
#1
『シリアルキラーの息子』

00[二]★[HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#4
『きりもみ降下』

00[二]★[HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #5
『ジャック＋運動学＋金庫破り＋
MgKNO3＋GTO』

00[二]★[HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#2
『本性』

00[二]★[HD][新]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
シーズン #1
『果てしない闘い 前編』

22:00 00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #5
『ジャック＋運動学＋金庫破り＋
MgKNO3＋GTO』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #5
『ジャック＋運動学＋金庫破り＋
MgKNO3＋GTO』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字][新]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜
#1
『シリアルキラーの息子』

00[5.1]★[HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#4
『きりもみ降下』

00[5.1]★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #5
『ジャック＋運動学＋金庫破り＋
MgKNO3＋GTO』

00[5.1]★[HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#2
『本性』

00[5.1]★[HD][字][新]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
シーズン #1
『果てしない闘い 前編』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 凍てつく夜に #2
『アデル』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #19
『追放は誰だ？』

24:00

24:30 24:30 24:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #10
『カタリーナ・ロストヴァ』

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

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

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

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

25:00

23:00 00[二][終][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #18
『真実は勝つ』

00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『マシュー・ブロデリック』

00[二][CC][HD][新]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜
#1
『シリアルキラーの息子』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#4
『きりもみ降下』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #5
『ジャック＋運動学＋金庫破り＋
MgKNO3＋GTO』

23:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 凍てつく夜に #1
『ロバート』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 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』

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』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 凍てつく夜に #4
『ニール』

00[二][HD][新]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
シーズン #1
『果てしない闘い 前編』

26:00

26:30 26:30 26:30

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3 #18
『雪崩』

27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #10
『ウェイワード・シスターズ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #11
『ブレーキ・ダウン』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #12
『魔導書を狙う者たち』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #13
『癒しの天使』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #14
『最終戦争の扉』

28:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 凍てつく夜に #6
『ジョンとリズ』

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #19
『大型タンカー転覆！』

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3 #20
『ザ・ワールド・エアー・ショー』

28:30

27:00 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』

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』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
刑事カーディナル 凍てつく夜に #5
『スコット』

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #17
『乗っ取られたＦＡＢ‐１』

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#20
『プレデター』

00[5.1][HD][字][新]
【帯】
ミセス・ウィルソン #1
『夫の死』

00[5.1][HD][字]
【帯】
ミセス・ウィルソン #2
『夫の秘密』

00[5.1][終][HD][字]
【帯】
ミセス・ウィルソン #3
『夫の真実』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #15
『最も聖なる人』

29:00 00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #5
『ジャック＋運動学＋金庫破り＋
MgKNO3＋GTO』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年12月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.12.27-2022.01.02
2021.12.27 2021.12.28 2021.12.29 2021.12.30 2021.12.31 2022.01.01 2022.01.02

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。

06:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
レッドライン ～悲しみの向こうに #5
『揺れる心』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
レッドライン ～悲しみの向こうに #6
『ウォークアウト』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
レッドライン ～悲しみの向こうに #7
『大陪審』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
レッドライン ～悲しみの向こうに #8
『新たな一歩』

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #17
『ソロモンの封印』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #19
『バタフライ・エフェクト』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #21
『７度目の死』

00[二]★[終][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #23
『究極の選択』

30[HD]
インフォメーション

13:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
マンハント：デッドリーゲーム #2
『ユナバーバ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
マンハント：デッドリーゲーム #4
『走れルドルフ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
マンハント：デッドリーゲーム #6
『神の軍』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
マンハント：デッドリーゲーム #8
『協力か死か』

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

06:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #3
『日食＋USMC1856707＋接触電位＋
鎖＋マー将軍』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #21
『英雄の秘密』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #16
『スクービーナチュラル』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #18
『予期せぬ再会』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #20
『ガブリエルの覚悟』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #22
『異次元からの脱出』

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

07:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #4
『肉まん＋固形燃料＋ドリル＋携帯
＋メイソン』

00★[終][HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #22
『マルコとポーロの再会』

07:00

07:30 07:30 07:30

11:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #2
『自爆テロリストの真実』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #4
『殺人ゲーム』

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

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

08:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #5
『ジャック＋運動学＋金庫破り＋
MgKNO3＋GTO』

00★[HD][字][新]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #1
『遺された思い出』

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[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #6
『ステイホーム＋マスク＋固定電話＋
望遠鏡＋社会的距離』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #2
『断ち切られた絆』

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#4
『きりもみ降下』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#2
『本性』

30[5.1][HD][字][新]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
シーズン #1
『果てしない闘い 前編』

30[5.1][HD][字]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜
#2
『家族殺し』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #6
『ステイホーム＋マスク＋固定電話＋
望遠鏡＋社会的距離』

30[HD]
インフォメーション

11:30 11:30

12:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
マンハント：デッドリーゲーム #1
『セント爆弾』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
マンハント：デッドリーゲーム #3
『ボンビンガム』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
マンハント：デッドリーゲーム #5
『真昼の太陽の地』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
マンハント：デッドリーゲーム #7
『エリック』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
マンハント：デッドリーゲーム #9
『踏みにじらないで』

12:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #3
『木につるされた少年』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #5
『嘘に溶けた真実』

12:00

12:30 12:30 12:30

09:30 09:30

10:00 10:00 00★[HD][字][新]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #1
『墓地の眠れぬ魂』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #3
『ジュリエットの悲劇』

10:00

10:30 30[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#2
『本性』

30[二][HD][新]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
シーズン #1
『果てしない闘い 前編』

30★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『スーザン・サランドン』

30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#5
『水上着陸』

30[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『スパイク・リー』

10:30 10:30

11:00

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #7
『32時間の命』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #9
『届かぬ地中の叫び』

16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #16
『戦士』

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

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

30[二]★[HD]
【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】
マンハント：デッドリーゲーム #10
『オープンシーズン』

13:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #4
『クマの中に残された証拠』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #6
『スイートルームの女』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #14
『トワミー・ウルラク』

00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #15
『ゴードン・ケンプ』

00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #16
『ナイル・ハッチャー』

00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #17
『兄弟』

00[二][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #18
『ロイ・ケイン』

14:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #5
『小さな死体』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #7
『幼きクイーンの悲劇』

14:00

14:30 14:30 14:30

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

16:30 16:30

17:00 17:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #8
『冷蔵庫に捨てられた少女』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #10
『眠れぬ森の魔女』

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

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★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #6
『壁の中の逃走』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #8
『砂漠に捨てられた女』

15:00

15:30 30[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #15
『逃走』

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

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

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

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

15:30 15:30

16:00 16:00

18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 00★[HD][字][新]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #1
『誕生日の夜に』

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

00★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #5
『金の流れを追え』

00★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #7
『取引』

00★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #9
『不死鳥』

19:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #10
『自分を消し去った女』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #12
『最後の勝者』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#2
『本性』

00[二][HD][新]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
シーズン #1
『果てしない闘い 前編』

00[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜
#2
『家族殺し』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#5
『水上着陸』

00[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『スパイク・リー』

18:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #9
『過去からのプレゼント』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #11
『過去からの告発』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #15
『ゴードン・ケンプ』

00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #16
『ナイル・ハッチャー』

00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #17
『兄弟』

00[二]★[HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #18
『ロイ・ケイン』

00[二]★[終][HD]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #19
『カザンジャン兄弟』

21:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #12
『ヒーローの死』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #14
『友情とルールのジレンマ』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #2
『誤解』

00★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #4
『迫られた決断』

00★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #6
『死のギャンブル』

00★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #8
『ゆがんだ愛情』

00★[終][HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #10
『大切な娘』

20:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #11
『守りたいもの』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #13
『沼に沈んだ青春』

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]★[CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜
#2
『家族殺し』

00[二]★[HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#5
『水上着陸』

00[二]★[HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #6
『ステイホーム＋マスク＋固定電話＋
望遠鏡＋社会的距離』

00[二]★[HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#3
『人間の顔』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
シーズン #2
『果てしない闘い 後編』

22:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #13
『家族の庭』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #15
『赤いテープ』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #18
『君を諦めない』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜
#2
『家族殺し』

00[5.1]★[HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#5
『水上着陸』

00[5.1]★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #6
『ステイホーム＋マスク＋固定電話＋
望遠鏡＋社会的距離』

00[5.1]★[HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#3
『人間の顔』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
シーズン #2
『果てしない闘い 後編』

24:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #15
『パートナーの危機』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #17
『神の庭の犯罪者』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#2
『本性』

00[二][HD][新]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
シーズン #1
『果てしない闘い 前編』

00[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜
#2
『家族殺し』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#5
『水上着陸』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #6
『ステイホーム＋マスク＋固定電話＋
望遠鏡＋社会的距離』

23:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #14
『7人目の死体』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #16
『骨のない死体』

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』

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』

27:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #18
『黒ひげの呪い』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #20
『光る骨』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 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』

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』

26:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #17
『砂漠の恋人』

00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #19
『切り裂かれた栄光』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
ブラックリスト シーズン7 #15
『ゴードン・ケンプ』

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

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

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

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

25:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #16
『地下の住民たち』

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #17
『ソロモンの封印』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #19
『バタフライ・エフェクト』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #21
『７度目の死』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #23
『究極の選択』

00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #2
『泥棒＋絵画＋競売＋V486＋正義』

29:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #20
『移植された悲劇』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #16
『スクービーナチュラル』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #18
『予期せぬ再会』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #20
『ガブリエルの覚悟』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #22
『異次元からの脱出』

00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MACGYVER／マクガイバー ファイナ
ル・シーズン #1
『リゾート＋デジィ＋ライリー＋窓ガラ
ス用洗剤＋目撃者』

28:00 00★[HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #19
『消えた記憶』

00★[終][HD][字]
ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン2 #21
『愛ゆえの選択』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #16
『戦士』


