スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2022年1月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.12.31-2022.01.02

2021.12.27
月

2021.12.28
火

2021.12.29
水

2021.12.30
木

2021.12.31
金

06:00

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

2022.01.01
土

2022.01.02
日

06:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
06:30 シーズン #3
『日食＋USMC1856707＋接触電位＋鎖＋
マー将軍』

00★[HD][字]
06:00
ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ
ン1 #21
『英雄の秘密』
06:30

07:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
07:30 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]
07:00
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』
07:30

08:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
08:30 シーズン #5
『ジャック＋運動学＋金庫破り＋MgKNO3
＋GTO』

00★[HD][字][新]
08:00
ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ
ン2 #1
『遺された思い出』
08:30

09:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
09:30 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]
09:00
ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ
ン2 #2
『断ち切られた絆』
09:30

10:00 00★[HD][字][新]
00★[HD][字]
10:00
ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ
ン1 #1
ン2 #3
『ジュリエットの悲劇』
10:30 『墓地の眠れぬ魂』
10:30

10:30

11:00

11:00 00★[HD][字]
00★[HD][字]
11:00
ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ
ン1 #2
ン2 #4
『殺人ゲーム』
11:30 『自爆テロリストの真実』
11:30

11:30

12:00

12:00 00★[HD][字]
00★[HD][字]
12:00
ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ
ン1 #3
ン2 #5
『嘘に溶けた真実』
12:30 『木につるされた少年』
12:30

12:30

13:00

13:00 00★[HD][字]
00★[HD][字]
13:00
ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ
ン1 #4
ン2 #6
『スイートルームの女』
13:30 『クマの中に残された証拠』
13:30

13:30

14:00

14:00 00★[HD][字]
00★[HD][字]
14:00
ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ
ン1 #5
ン2 #7
『幼きクイーンの悲劇』
14:30 『小さな死体』
14:30

14:30

15:00

15:00 00★[HD][字]
00★[HD][字]
15:00
ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ
ン1 #6
ン2 #8
『砂漠に捨てられた女』
15:30 『壁の中の逃走』
15:30

15:30

16:00

16:00 00★[HD][字]
00★[HD][字]
16:00
ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ
ン1 #7
ン2 #9
『届かぬ地中の叫び』
16:30 『32時間の命』
16:30

16:30

17:00

17:00 00★[HD][字]
00★[HD][字]
17:00
ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ
ン1 #8
ン2 #10
『眠れぬ森の魔女』
17:30 『冷蔵庫に捨てられた少女』
17:30

17:30

18:00

18:00 00★[HD][字]
00★[HD][字]
18:00
ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ
ン1 #9
ン2 #11
『過去からの告発』
18:30 『過去からのプレゼント』
18:30

18:30

19:00

19:00 00★[HD][字]
00★[HD][字]
19:00
ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ
ン1 #10
ン2 #12
『最後の勝者』
19:30 『自分を消し去った女』
19:30

19:30

20:00

20:00 00★[HD][字]
00★[HD][字]
20:00
ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ
ン1 #11
ン2 #13
『沼に沈んだ青春』
20:30 『守りたいもの』
20:30

20:30

21:00

21:00 00★[HD][字]
00★[HD][字]
21:00
ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ
ン1 #12
ン2 #14
『友情とルールのジレンマ』
21:30 『ヒーローの死』
21:30

21:30

22:00

22:00 00★[HD][字]
00★[HD][字]
22:00
ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ ぶっとおし！BONES ―骨は語る― シーズ
ン1 #13
ン2 #15
『赤いテープ』
22:30 『家族の庭』
22:30

22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！
23:00

23:00 00★[HD][字]

23:30

ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #14
23:30 『7人目の死体』

24:00

24:00 00★[HD][字]

24:30

ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #15
24:30 『パートナーの危機』

25:00

25:00 00★[HD][字]

25:30

ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #16
25:30 『地下の住民たち』

26:00

26:00 00★[HD][字]

26:30

ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #17
26:30 『砂漠の恋人』

27:00

27:00 00★[HD][字]

27:30

ぶっとおし！BONES ―骨は語る―
シーズン1 #18
27:30 『黒ひげの呪い』

28:00

28:30

29:00

29:30

[二]:二カ国語
[多]:音声多重
[吹]:吹き替え
[新]:新番組
[終]:終了番組

★:初回放送枠
[字]:オープンキャプション
[HD]:ハイビジョン
[解]:解説放送
[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。

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

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』

23:00

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

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』

25:00

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

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

27:00

23:30

24:30

25:30

26:30

27:30

00[二]★[HD]
28:00
【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＋ 28:30
目撃者』

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

00[二]★[HD]
29:00
【まだ間に合う！】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#2
29:30
『泥棒＋絵画＋競売＋V486＋正義』

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

29:00

[B&W]:モノクロ
[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
[CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

28:30

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2022年1月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.01.03-2022.01.09

2022.01.03
月

2022.01.04
火

2022.01.05
水

2022.01.06
木

2022.01.07
金

2022.01.08
土

2022.01.09
日

06:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
ミセス・ウィルソン #1
06:30 『夫の死』

00[二]★[HD][新][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #1
『そこには誰もいなかった』

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

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

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

06:00

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

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

06:00

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

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

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

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

06:30

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

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

06:30

07:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ミセス・ウィルソン #2
07:30 『夫の秘密』

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

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

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

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

07:00 00[HD]
インフォメーション

00[二]★[HD]【6話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #21
『宇宙刑務所 ヘックス』

07:00

07:30 30[二/一部字]★[新]

30[二]★[HD]【6話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #22
『トレジャー・ハンター』

07:30

00[二]★[HD]【6話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #23
『猛毒の恐怖』

08:00

Ｖ（'83） #1
『ビジター 宇宙からの訪問者』

08:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
ミセス・ウィルソン #3
08:30 『夫の真実』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #2
『妄信』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #4
『免責』

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #8
『身代わり』

08:00

08:30

30[二]★[HD]【6話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #24
『レスキュー・スカウト』

08:30

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]【6話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #25
『はるかなる宇宙（前編）』

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
シーズン #6
10:00 『ステイホーム＋マスク＋固定電話＋望遠
鏡＋社会的距離』

30[5.1][HD][字]
30[5.1][HD][字]
30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・ プロディガル・サン 殺人鬼の系譜
#3
シーズン #2
#3
『人間の顔』
『果てしない闘い 後編』
『恐怖の研究』

30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#6
『デス・スパイラル』

09:30 30[HD]
インフォメーション

30[二]★[終][HD]【6話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #26
『はるかなる宇宙（後編）』

09:30

10:30 30★[HD][字][新]

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

00[二]★[HD][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #1
『独走』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #2
『勧誘』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #3
『虐殺』

00[二]★[HD][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(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]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字][新]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
[CC][HD][新]
BONES ―骨は語る― シーズン1 #1 #1
『女たちの制裁』
10:30 『墓地の眠れぬ魂』

10:00

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #4
『指令』

11:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1 #2 #2
『美人ライターの秘密』
11:30 『自爆テロリストの真実』

11:00

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』

12:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1 #3 #3
『美しさの基準』
12:30 『木につるされた少年』

12:00

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(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]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #8
『理想の家族』

13:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1 #4 #4
『売春婦連続殺人』
13:30 『クマの中に残された証拠』

13:00

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』

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

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #2
『ゴッド・アンド・モンスター』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #3
『憑依の傷跡』

14:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1 #5 #5
『旅への憧れ』
14:30 『小さな死体』

14:00

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

15:00

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4 #1
『過去との遭遇』

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4 #3
『ドッペルゲンガー殺人事件』

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4 #5
『ビデオゲームの墓場』

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4 #7
『ライアーゲーム』

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1 #6 #6
『女子大生の悲劇』
15:30 『壁の中の逃走』
16:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

16:00

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4 #2
『洗脳プログラムの秘密』

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4 #4
『血と骨』

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4 #6
『摩天楼のスナイパー』

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4 #8
『罪人の子』

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1 #7 #7
『性犯罪者と市民権』
16:30 『32時間の命』
17:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

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

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1 #8 #8
『狙われたベンソン』
17:30 『冷蔵庫に捨てられた少女』

18:00 00[HD]
インフォメーション

00[二][HD]
00[二][CC][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #3
ン #2
『恐怖の研究』
『果てしない闘い 後編』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #6
『デス・スパイラル』

00[二][HD]
18:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★
00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
[CC][HD]
シーズン #7
BONES ―骨は語る― シーズン1 #9 #9
『ゴールデン・ランスヘッド＋毒＋棒高跳び 18:30
『勝ち組たちの快楽』
『過去からのプレゼント』
＋血＋荷物』

18:00

00[二]★[HD][新]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #1
『空からの脅威』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #3
『偽札』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #5
『ロングビーチ』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #7
『サーキット』

19:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#10
『悪夢に終止符を』

19:00

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #2
『妄信』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #4
『免責』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #6
『フリーダム』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #8
『身代わり』

20:00 00【スパドラ！イッキ見】★

00[5.1][HD][字]
[HD][字][新]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
BONES ―骨は語る― シーズン1 #1 シーズン #3
20:30 『墓地の眠れぬ魂』
『告発 前編』

20:00

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #2
『勧誘』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #3
『虐殺』

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

21:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

21:30

00[二][HD][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #1
『独走』

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #3
22:30 『恐怖の研究』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #6
『デス・スパイラル』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#7
『ゴールデン・ランスヘッド＋毒＋棒高跳び＋血
＋荷物』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #4
『休止時間』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズン #3
『告発 前編』

22:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

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！

【全話一挙放送】
将軍／SHOGUN HD版 #1
11:00 『第1話』
11:30

12:00

15★[HD][字]
12:30 【全話一挙放送】
将軍／SHOGUN HD版 #2
『第2話』
13:00

13:30

14:00 00[HD]
インフォメーション
14:30 30★[HD][字]

【全話一挙放送】
将軍／SHOGUN HD版 #3
15:00 『第3話』
15:30

16:00

15★[HD][字]
16:30 【全話一挙放送】
将軍／SHOGUN HD版 #4
『第4話』
17:00

18:30 30★[HD][字]

【全話一挙放送】
将軍／SHOGUN HD版 #5
19:00 『第5話』
19:30

20:00

15★[終][HD][字]
20:30 【全話一挙放送】
将軍／SHOGUN HD版 #6
『第6話』
21:00

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

10:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1
19:30 #10
『自分を消し去った女』

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[5.1][HD][字]
23:00
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#7
『ゴールデン・ランスヘッド＋毒＋棒高跳び＋血
23:30
＋荷物』

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字] 00[5.1][HD][字]
BONES ―骨は語る― シーズン1 #4 MANIFEST／マニフェスト シーズン3
『クマの中に残された証拠』
#6
『デス・スパイラル』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #6
『デス・スパイラル』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#7
『ゴールデン・ランスヘッド＋毒＋棒高跳び＋血
＋荷物』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #4
『休止時間』

00[5.1]★[HD][字]
24:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #5
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
『小さな死体』
ン #3
24:30
『告発 前編』

25:00 00[二][HD]

00★[HD][字][新]

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』

25:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA 水着で恋するラ
スベガス編 #20
『隠されていた真実』

00[5.1][HD][字]
BONES ―骨は語る― シーズン1 #6 プロディガル・サン 殺人鬼の系譜
『壁の中の逃走』
#3
25:30
『恐怖の研究』

26:00 00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #3
『人間の顔』
26:30

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(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]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #8
『理想の家族』

26:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

27:00 00[二]★[CC]【2時間スペシャル】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイン
シーズン1 #1
27:30 『聖なる神殿の謎～パート 1～』

00[二]★[HD][新]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン5
#1
『アビー』

00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン5
#2
『ラスベガス』

00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン5
#3
『逃避』

00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン5
#4
『売却』

27:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

28:00 00[二]★[CC]【2時間スペシャル】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイン
シーズン1 #2
28:30 『聖なる神殿の謎～パート 2～』

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4 #1
『過去との遭遇』

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4 #3
『ドッペルゲンガー殺人事件』

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4 #5
『ビデオゲームの墓場』

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4 #7
『ライアーゲーム』

28:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

29:00 00[HD]
インフォメーション

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4 #2
『洗脳プログラムの秘密』

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4 #4
『血と骨』

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4 #6
『摩天楼のスナイパー』

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4 #8
『罪人の子』

29:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

★:初回放送枠
[字]:オープンキャプション
[HD]:ハイビジョン
[解]:解説放送
[映]:映画

[B&W]:モノクロ
[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
[CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

※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。

14:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

22:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #3
24:30 『恐怖の研究』

[二]:二カ国語
[多]:音声多重
[吹]:吹き替え
[新]:新番組
[終]:終了番組

13:30

BONES ―骨は語る― シーズン1 #3
『木につるされた少年』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #6
『デス・スパイラル』

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 #19『自信喪失
と瞑想の法則』

12:30

00[5.1][HD][字]
22:00
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#7
『ゴールデン・ランスヘッド＋毒＋棒高跳び＋血
22:30
＋荷物』

00[二][HD]
00[二][CC][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #3
ン #2
『恐怖の研究』
『果てしない闘い 後編』

29:30

11:30

21:00
00[5.1][HD][字]
BONES ―骨は語る― シーズン1 #2 トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
『自爆テロリストの真実』
#4
21:30
21:30
『休止時間』

23:00 00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #3
『人間の顔』
23:30

MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン 【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
#6
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『ステイホーム＋マスク＋固定電話＋望遠鏡＋
『奪われた舌骨』
25:30 社会的距離』

10:30

26:30

27:30

28:30

BONES ―骨は語る― シーズン1 #7
『32時間の命』

BONES ―骨は語る― シーズン1 #8
『冷蔵庫に捨てられた少女』

BONES ―骨は語る― シーズン1 #9
『過去からのプレゼント』

BONES ―骨は語る― シーズン1
#10
29:30 『自分を消し去った女』

23:00

23:30

24:00

24:30

25:00

25:30

00[5.1]★[HD][字]【6話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #21
『宇宙刑務所 ヘックス』

26:00

30[5.1]★[HD][字]【6話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #22
『トレジャー・ハンター』

26:30

00[5.1]★[HD][字]【6話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #23
『猛毒の恐怖』

27:00

30[5.1]★[HD][字]【6話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #24
『レスキュー・スカウト』

27:30

00[5.1]★[HD][字]【6話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #25
『はるかなる宇宙（前編）』

28:00

30[5.1]★[終][HD][字]【6話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #26
『はるかなる宇宙（後編）』

28:30

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2022年1月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.01.10-2022.01.16

2022.01.10
月

2022.01.11
火

2022.01.12
水

2022.01.13
木

2022.01.14
金

2022.01.15
土

2022.01.16
日

06:00

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

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

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

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

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

06:00

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

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

06:00

06:30

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

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

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

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

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

06:30

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

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

06:30

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #9
『人身売買』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #11
『バッド・コップ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #13
『液体らしく』

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

07:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

07:00

07:30 30[二]★

07:30

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #12
『グッド・コップ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #14
『憎悪』

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

08:00

30[二]★[CC]【2時間スペシャル】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #1
『ドミニオンの野望 前編』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #10
『モンスター』

08:30

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

30[二]★[CC]【2時間スペシャル】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン3 #2
『ドミニオンの野望 後編』

00[HD]
インフォメーション

30[5.1][HD][字]
30[5.1][HD][字]
30[5.1][HD][字]
【まだ間に合う！】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・ プロディガル・サン 殺人鬼の系譜
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #4
シーズン #3
#4
10:00 #1
『休止時間』
『告発 前編』
『赤いドレスの記憶』
『尾翼』

30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#7
『貴重貨物』

09:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

09:30

10:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

10:30 30[二]★[HD]

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字] 10:00
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン1 #11
10:30
『汚れた血』

07:00 00[HD]
インフォメーション
07:30

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 #20『多重反射
的決断の法則』

08:00

00[二]★[HD]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション ファイナル・シーズン #21『道徳的決
断の法則』

08:30

30[二]★[HD]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション ファイナル・シーズン #22『母性か研
究かの法則』

09:00 00[HD]
インフォメーション
09:30 30[二]★[HD]

30[HD]
インフォメーション

Ｖ（'83） #2
『レジスタンス 壮絶なる抵抗』

08:30

[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1
10:30 #11
『守りたいもの』

08:00

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

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
7 #6
『私情』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
7 #7
『洗脳』

11:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★
00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
[CC][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
BONES ―骨は語る― シーズン1
11:30
7 #8
#12
『移送』
『ヒーローの死』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #13
『カメレオン』

00[二]★[終][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』

12:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』

00[二]★[HD][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #1
『皮を剥ぐ男』

13:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #5
『悪夢を操る者』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #6
『ホラーな初恋』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #7
『半分天使の命』

14:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

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【スパドラ！イッキ見】[二]★

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4 #11
『行先は死体安置所』

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4 #13
『死の幻覚キノコ』

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4 #15
『大いなる遺産』

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4 #12
『悪魔の要塞』

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4 #14
『チャイナタウンの戦場』

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4 #16
『キラー・ドッグ』

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[二][HD]
00[二][CC][HD]
【まだ間に合う！】
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・ プロディガル・サン 殺人鬼の系譜
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 シーズン #3
#4
18:30 #3
『告発 前編』
『赤いドレスの記憶』
『編隊僚機』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#7
『貴重貨物』

00[二][HD]
18:00
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#8
『SOS＋危険物＋超音波＋周波数＋旅行者』

00【スパドラ！イッキ見】[二]★
[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1
18:30 #19
『消えた記憶』

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字] 18:00
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン1 #19
18:30
『地下鉄の悪魔』

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #4
19:30 『きりもみ降下』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #9
『人身売買』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #11
『バッド・コップ』

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

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

19:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字] 19:00
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン1 #20
19:30
『告白の代償』

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #5
20:30 『水上着陸』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #10
『モンスター』

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

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #14
『憎悪』

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

20:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #6
21:30 『デス・スパイラル』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #5
『替玉』

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

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

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #8
『移送』

21:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #4
22:30 『赤いドレスの記憶』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #7
『貴重貨物』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#8
『SOS＋危険物＋超音波＋周波数＋旅行者』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #5
『8』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズン #4
『告発 後編』

22:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

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[二][HD]
00[二][CC][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・ プロディガル・サン 殺人鬼の系譜
#4
シーズン #3
#4
23:30 『休止時間』
『告発 前編』
『赤いドレスの記憶』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#7
『貴重貨物』

00[5.1][HD][字]
23:00
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#8
『SOS＋危険物＋超音波＋周波数＋旅行者』

24:00 00[5.1]★[HD][字]

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#8
『SOS＋危険物＋超音波＋周波数＋旅行者』

00★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナ 【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
ル・シーズン #7
クリミナル・マインド シーズン14 #9
25:30 『ゴールデン・ランスヘッド＋毒＋棒 『折れた翼』
高跳び＋血＋荷物』
26:00 00[二][HD]

【まだ間に合う！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
11:00 #2
00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
『デッドヘッド』
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
11:30 30[二]★[HD]
7 #5
【まだ間に合う！】
『替玉』
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
12:00 #3
00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
『編隊僚機』
クリミナル・マインド シーズン14 #9
12:30 30[二]★[HD]
『折れた翼』
【まだ間に合う！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
13:00 #4
00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
『きりもみ降下』
クリミナル・マインド シーズン14 #10
13:30 30[二]★[HD]
『肉と血』
【まだ間に合う！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
14:00 #5
00[二]★[HD]
【帯】
『水上着陸』
スーパーナチュラル シーズン14 #4
14:30 30[二]★[HD]
『ハロウィンの復讐』
【まだ間に合う！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
15:00 #6
00[HD]
インフォメーション
『デス・スパイラル』
15:30 30[HD]
インフォメーション
16:00 00[5.1]★[HD][字]

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4 #9
『操られた暴走車』

【まだ間に合う！】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
16:30 #1
30[二]★[CC][HD]
【帯】
『尾翼』
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
17:00 00[5.1]★[HD][字]
NY シーズン4 #10
【まだ間に合う！】
『学資ローンの罠』
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
17:30 #2
30[HD]
インフォメーション
『デッドヘッド』
18:00 00[5.1]★[HD][字]

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！
23:00 00[二][HD]

[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1
12:30 #13
『家族の庭』
[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1
13:30 #14
『7人目の死体』
[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1
14:30 #15
『パートナーの危機』
[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1
15:30 #16
『地下の住民たち』
16:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1
16:30 #17
『砂漠の恋人』
17:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1
17:30 #18
『黒ひげの呪い』

[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1
19:30 #20
『移植された悲劇』
BONES ―骨は語る― シーズン1
#11
20:30 『守りたいもの』

BONES ―骨は語る― シーズン1
#12
21:30 『ヒーローの死』

BONES ―骨は語る― シーズン1
#13
22:30 『家族の庭』
55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字] 11:00
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン1 #12
11:30
『ロシアの愛の詩』
00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字] 12:00
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン1 #13
12:30
『ふたつの顔』
00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字] 13:00
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン1 #14
13:30
『それぞれの時効』
00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字] 14:00
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン1 #15
14:30
『疑惑の財閥令嬢』
00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字] 15:00
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン1 #16
15:30
『第３の男』
00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字] 16:00
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン1 #17
16:30
『悪しき道しるべ』
00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字] 17:00
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン1 #18
17:30
『魅惑のチャット・ルーム』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
シーズン #4
『告発 後編』

20:00

20:30

21:00
00[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#5
21:30
『8』
00[5.1][HD][字]
22:00
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#8
『SOS＋危険物＋超音波＋周波数＋旅行者』

22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
BONES ―骨は語る― シーズン1
#14
23:30 『7人目の死体』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#7
『貴重貨物』

23:00

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
【スパドラ！字幕２４】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
#5
シーズン #4
『8』
『告発 後編』

24:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA 水着で恋するラ
スベガス編 #21
『亀裂の行方』

24:00

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #13
『カメレオン』

00★[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』

25:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

00[5.1][HD][字]
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜
#4
『赤いドレスの記憶』

25:00

00★[HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
#4
クリミナル・マインド シーズン14 #10
26:30 『休止時間』
『肉と血』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』

00★[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #1
『皮を剥ぐ男』

26:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
シーズン #4
『告発 後編』

26:00

27:00 00[二]★[CC]【2時間スペシャル】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイン
シーズン2 #20
27:30 『戦争回避 前編』

00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン5
#5
『交渉』

00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン5
#6
『罪悪感』

00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン5
#7
『告白』

27:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
00[二]★[HD]
【帯】
BONES ―骨は語る― シーズン1
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
#18
27:30 『黒ひげの呪い』
ン5 #8
『終止符』

00[二]★[CC]【2時間スペシャル】
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』

27:00

28:00 00[二]★[CC]【2時間スペシャル】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイン
シーズン2 #21
28:30 『戦争回避 後編』

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4 #9
『操られた暴走車』

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4 #11
『行先は死体安置所』

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4 #13
『死の幻覚キノコ』

28:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

00[二]★[CC]【2時間スペシャル】
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』

28:00

00★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン 【帯】
#7
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
『ゴールデン・ランスヘッド＋毒＋棒高跳び＋血
シーズン4 #10
29:30 ＋荷物』
『学資ローンの罠』

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4 #12
『悪魔の要塞』

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4 #14
『チャイナタウンの戦場』

00[HD]
インフォメーション

29:00

【スパドラ！字幕２４】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜
24:30 #4
『赤いドレスの記憶』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#7
『貴重貨物』

25:00 00[二][HD]

29:00 00[二][HD]

[二]:二カ国語
[多]:音声多重
[吹]:吹き替え
[新]:新番組
[終]:終了番組

★:初回放送枠
[字]:オープンキャプション
[HD]:ハイビジョン
[解]:解説放送
[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。

05★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン4 #15
『大いなる遺産』
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4 #16
『キラー・ドッグ』

[B&W]:モノクロ
[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
[CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

BONES ―骨は語る― シーズン1
#15
24:30 『パートナーの危機』

BONES ―骨は語る― シーズン1
#16
25:30 『地下の住民たち』

BONES ―骨は語る― シーズン1
#17
26:30 『砂漠の恋人』

BONES ―骨は語る― シーズン1
#19
28:30 『消えた記憶』
29:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

BONES ―骨は語る― シーズン1
#20
29:30 『移植された悲劇』

23:30

24:30

25:30

26:30

27:30

28:30

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2022年1月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.01.17-2022.01.23

2022.01.17
月

2022.01.18
火

2022.01.19
水

2022.01.20
木

2022.01.21
金

06:00

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

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #29
『灰色の影』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #31
『媚薬』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #33
『ミスター・ビーバス』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #35
『鉄腕ケーシー』

06:00

00[二]★[HD][新][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #1
『キング・ナイン号帰還せず』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #3
『鏡の中の男』

06:00

06:30

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #28
『地獄にきた男』

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

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

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

30[二]★[終][HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン1 HD版 #36
『すべては彼の意のままに』

06:30

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #2
『家宝の瓶』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #4
『機械嫌い』

06:30

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

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]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』

07:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

07:00

07:30 30[二/一部字]★

07:30

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』

08:00

【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #18
08:30 『汚名』

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

30[二]★[CC]【2時間スペシャル】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン5 #14
『敗れざる者 前編』

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

30[二]★[CC]【2時間スペシャル】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン5 #15
『敗れざる者 後編』

09:30 30[5.1][HD][字]

30[5.1][HD][字]
30[5.1][HD][字]
30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・ プロディガル・サン 殺人鬼の系譜
#5
シーズン #4
#5
『8』
『告発 後編』
『トリップ』

30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#8
『行き先不明』

09:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

09:30

10:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

10:30 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【スパドラ！イッキ見】★[HD][字] 10:00
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン1 #21
10:30
『終わらないピアノの調べ』

11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #9
11:30 『志願』

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
11:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
[終][CC][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #10 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #11 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #12 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #13
BONES ―骨は語る― シーズン1
『古傷』
『贈物』
『被曝』
『開発』
11:30 #22

07:00 00[5.1]★[HD][字]

【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #17
07:30 『ホテルLA』
08:00 00[5.1]★[HD][字]

10:00

MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#8
『SOS＋危険物＋超音波＋周波数＋旅行者』

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

2022.01.22
土

Ｖ（'83） #3
『スニーク・イン 決死の潜入』

08:30

[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン1
10:30 #21
『英雄の秘密』

『マルコとポーロの再会』
12:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
12:30 #2
『目覚め』
13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#4
『忙しい土曜日』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#6
『デートの夜に』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
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[二]★[終][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
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･･･』

12:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

2022.01.23
日

08:00

09:00

11:00
00【スパドラ！イッキ見】★
[終][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
11:30
ズン1 #22
『調教』
00[HD]
インフォメーション

[CC][HD][新]
BONES ―骨は語る― シーズン2 #1
12:30 『遺された思い出』
30【スパドラ！イッキ見】★
[HD][字][新]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[HD]
13:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★
ズン2 #1
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
インフォメーション
[CC][HD]
『抹殺された過去』
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
BONES ―骨は語る― シーズン2 #2
#3
#5
#7
#9
30[二]★[HD]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋 13:30
30【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
『断ち切られた絆』
愛法則 セレクション ファイナル・シーズン #23『変化の不
『復讐のアルバム』
『狙われた兄弟』
『シュレーディンガーの猫』
『悪魔の血』
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
可避性の法則』
ズン2 #2
14:00
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00【スパドラ！イッキ見】[二]★
『ねじれた栄誉』
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
[CC][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #8 スーパーナチュラル シーズン14 #9 スーパーナチュラル シーズン14 #10 スーパーナチュラル シーズン14 #11 スーパーナチュラル シーズン14 #12
BONES ―骨は語る― シーズン2 #3
14:30 『ジュリエットの悲劇』
30【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
『ジャックの魂』
『ミカエルの弱点』
『ディーンの奪還』
『壊れた器』
『預言者の復活』
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン2 #3
00[HD]
00[HD]
00[HD]
00[HD]
00[HD]
15:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★
『悪夢に終止符を ２』
インフォメーション
インフォメーション
インフォメーション
インフォメーション
インフォメーション
[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン2 #4
15:30 『殺人ゲーム』
30[二]★[CC][HD]
30[二]★[CC][HD]
30[二]★[CC][HD]
30[二]★[CC][HD]
30[二]★[CC][HD][新]
30【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in エレメンタリー ホームズ&ワトソン in エレメンタリー ホームズ&ワトソン in エレメンタリー ホームズ&ワトソン in エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
ズン2 #4
16:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★
NY シーズン4 #17
NY シーズン4 #19
NY シーズン4 #21
NY シーズン4 #23
NY シーズン5 #1
『渇望の連鎖』
[CC][HD]
『ＮＹのヒーロー』
『標的のポーカー』
『裏切りは誰の手に』
『見えざる手』
『過去の漂白』
BONES ―骨は語る― シーズン2 #5
16:30
30[二]★[CC][HD]
30[二]★[CC][HD]
30[二]★[CC][HD]
30[二]★[終][CC][HD]
30[二]★[CC][HD]
30【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
『嘘に溶けた真実』
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in エレメンタリー ホームズ&ワトソン in エレメンタリー ホームズ&ワトソン in エレメンタリー ホームズ&ワトソン in エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
ズン2 #5
17:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★
NY シーズン4 #18
NY シーズン4 #20
NY シーズン4 #22
NY シーズン4 #24
NY シーズン5 #2
『小さな殺人犯』
[CC][HD]
『備えあれば患いあり』
『ＤＮＡの迷宮』
『逆転の推理』
『最後の死闘』
『連城の璧（れんじょうのたま）』
BONES ―骨は語る― シーズン2 #6
30[HD]
30[HD]
30[HD]
30[HD]
30[HD]
17:30 『スイートルームの女』
30【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
インフォメーション
インフォメーション
インフォメーション
インフォメーション
インフォメーション
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン2 #6
00[二][HD]
18:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★
00[二][HD]
00[二][HD]
00[二][CC][HD]
00[二][HD]
『幻想との狭間』
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・ プロディガル・サン 殺人鬼の系譜
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #9
[CC][HD]
#5
シーズン #4
#5
#8
BONES ―骨は語る― シーズン2 #7
『線路＋ハーケン＋滑車＋送水管＋塩』
18:30 『幼きクイーンの悲劇』
30【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
『8』
『告発 後編』
『トリップ』
『行き先不明』
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン2 #7
19:00
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[終][HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00【スパドラ！イッキ見】[二]★
『夫からのレイプ』
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
[CC][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #17
S.W.A.T. シーズン3 #19
S.W.A.T. シーズン3 #21
S.W.A.T. シーズン4 #2
S.W.A.T. シーズン4 #4
BONES ―骨は語る― シーズン2 #8
19:30 『砂漠に捨てられた女』
30[HD]
『ホテルLA』
『風紀課』
『ディアブロ』
『監視』
『逆恨み』

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

インフォメーション

20:00 00[二]★[HD]

【帯】
S.W.A.T. シーズン3 #18
20:30 『汚名』

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

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

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』

20:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

BONES ―骨は語る― シーズン1
#21
20:30 『英雄の秘密』

21:00 00[二][HD]

21:00 00【スパドラ！イッキ見】★
00[二][HD]
00[二][HD]
00[二][HD]
00[二][HD]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
[終][HD][字]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
BONES ―骨は語る― シーズン1
21:30 7 #9
21:30
7 #10
7 #11
7 #12
7 #13
#22
『志願』
『古傷』
『贈物』
『被曝』
『開発』
『マルコとポーロの再会』
22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #5
22:30 『トリップ』
55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #8
『行き先不明』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#9
『線路＋ハーケン＋滑車＋送水管＋塩』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #6
『声』

00[二]★[HD]
22:00 00【スパドラ！イッキ見】★
【スパドラ！２２】
[HD][字][新]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
BONES ―骨は語る― シーズン2 #1
ン #5
22:30 『遺された思い出』
『水面下の作戦 前編』

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]
23:00
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#9
『線路＋ハーケン＋滑車＋送水管＋塩』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
シーズン #5
『水面下の作戦 前編』

20:00

00[5.1]★[HD][字][映]
ブラック・ホール

21:00

20:30

21:30

22:00

22:30
55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #5
『8』
23:30

00[二][HD]
00[二][CC][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #5
ン #4
『トリップ』
『告発 後編』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #8
『行き先不明』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #5
24:30 『トリップ』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #8
『＃8』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#9
『線路＋ハーケン＋滑車＋送水管＋塩』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #6
『声』

00[5.1]★[HD][字]
24:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #3
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
『ジュリエットの悲劇』
ン #5
24:30
『水面下の作戦 前編』

25:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
25:30 #2
『目覚め』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#4
『忙しい土曜日』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#6
『デートの夜に』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
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★[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
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･･･』

25:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

00[5.1][HD][字]
BONES ―骨は語る― シーズン2 #4 プロディガル・サン 殺人鬼の系譜
『殺人ゲーム』
#5
25:30
『トリップ』

25:00

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
26:30 #3
『復讐のアルバム』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#5
『狙われた兄弟』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#7
『シュレーディンガーの猫』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
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 #8
『行き先不明』

26:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

26:00

27:00 00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン5
27:30 #9
『ミスター・ラッキー』

00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン5
#10
『兄弟の絆』

00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン5
#11
『マイケル』

00[二]★[終][HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン5
#12
『父と子』

00[二]★[HD][新]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン6
#1
『スタテン島 前編』

27:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

28:00 00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
28:30 シーズン4 #17
『ＮＹのヒーロー』

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4 #19
『標的のポーカー』

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4 #21
『裏切りは誰の手に』

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4 #23
『見えざる手』

00[5.1]★[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5 #1
『過去の漂白』

28:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

29:00 00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
29:30 シーズン4 #18
『備えあれば患いあり』

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4 #20
『ＤＮＡの迷宮』

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4 #22
『逆転の推理』

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4 #24
『最後の死闘』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #2
『連城の璧（れんじょうのたま）』

29:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

29:00

29:30

29:30

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字] 00[5.1][HD][字]
BONES ―骨は語る― シーズン2 #2 MANIFEST／マニフェスト シーズン3
『断ち切られた絆』
#8
23:30
『行き先不明』

※1/18（火）27:55～28:00はスカパー! のみメンテナンス休止
[二]:二カ国語
[多]:音声多重
[吹]:吹き替え
[新]:新番組
[終]:終了番組

★:初回放送枠
[字]:オープンキャプション
[HD]:ハイビジョン
[解]:解説放送
[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。

[B&W]:モノクロ
[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
[CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA 水着で恋するラ
スベガス編 #22
『踊れ！ポールダンス』

00[二][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン2 #5 NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
『嘘に溶けた真実』
シーズン #5
26:30
『水面下の作戦 前編』

23:00

23:30

24:00

24:30

25:30

26:30

00[二]★[CC]【2時間スペシャル】
27:00
BONES ―骨は語る― シーズン2 #6 スタートレック／ディープ・スペース・ナイン
シーズン6 #5
『スイートルームの女』
『ディープ・スペース・ナイン奪還作戦パート 27:30
27:30
I』
00[二]★[CC]【2時間スペシャル】
28:00
BONES ―骨は語る― シーズン2 #7 スタートレック／ディープ・スペース・ナイン
シーズン6 #6
『幼きクイーンの悲劇』
『ディープ・スペース・ナイン奪還作戦パート 28:30
28:30
II』

00[HD]
BONES ―骨は語る― シーズン2 #8 インフォメーション
『砂漠に捨てられた女』

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2022年1月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.01.24-2022.01.30

2022.01.24
月

2022.01.25
火

2022.01.26
水

2022.01.27
木

2022.01.28
金

2022.01.29
土

2022.01.30
日

06:00

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #5
『嵐の夜』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #7
『素晴らしき未来』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #9
『二つの夜』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #11
『弱き者の聖夜』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #13
『過ぎし日』

06:00

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #15
『遠来の客』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #17
『No.22の暗示』

06:00

06:30

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #6
『みにくい顔』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #8
『合成人間の家』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #10
『奇妙なカメラ』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #12
『縄』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #14
『因縁も売り物です』

06:30

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #16
『8時間の奇蹟』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #18
『33号機の漂流』

06:30

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #8
『聖戦』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #10
『執着』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #12
『家族の闇』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #14
『報い』

07:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

07:00

07:30 30[二/一部字]★

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #11
『ポジティブ・シンキング』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #13
『罪深き父親たち』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #15
『正義の味方』

08:00

【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #7
08:30 『復讐の炎』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #9
『残された者たち』

07:30
30★[字][新]
【スパドラ！お宝海外ドラマ】
四次元への招待 パイロット版
『復讐の絵画/アイズ/絵になった男』 08:00

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

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]

30[5.1][HD][字]
30[5.1]★[HD][字][新]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 スーパーナチュラル ファイナル・シー
#6
ズン #1
『声』
『再び、悪夢のはじまり』

30[5.1][HD][字]
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜
#6
『サディストを追え』

30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#9
『所属不明機』

09:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

09:30

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#8
『地獄のホテル』

10:00

30[HD]
インフォメーション

10:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン2 #9
『届かぬ地中の叫び』
10:30

11:00 00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
11:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #10
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #14 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #15 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #16 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #17 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #18
『眠れぬ森の魔女』
『拉致1』
『拉致2』
『報復』
『送還』
11:30 『護衛』
11:30

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#9
『哀しい妖精たち』

11:00

12:00 00[二]★[CC][HD][新]

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#10
『落とし穴』

12:00

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#11
『見えない傷』

13:00

14:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
[CC][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #13 スーパーナチュラル シーズン14 #14 スーパーナチュラル シーズン14 #15 スーパーナチュラル シーズン14 #16 スーパーナチュラル シーズン14 #17
BONES ―骨は語る― シーズン2
14:30 『レバノン』
14:30 #13
『ゴルゴンの蛇』
『安住の地』
『恐怖の口笛』
『ゲームナイト』
『沼に沈んだ青春』

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#12
『模範的教師の秘密』

14:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
16:00 シーズン5 #3
『結婚のシナリオ』

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5 #5
『天使を追いかけて』

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5 #7
『二度殺された男』

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5 #9
『縄張りのならわし』

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5 #11
『かごの鳥』

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字] 15:00
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン2 #13
15:30
『哀しい復讐』

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
17:00 シーズン5 #4
『空を盗んだ男』

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5 #6
『嫌な知らせ』

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5 #8
『ソーセージができるまで』

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5 #10
『死の処方箋』

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5 #12
『ピエロが眠る森』

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

07:00 00[5.1]★[HD][字]

【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #6
07:30 『偽りの神の声』
08:00 00[5.1]★[HD][字]

10:00

MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#9
『線路＋ハーケン＋滑車＋送水管＋塩』

10:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

Ｖ（'83） #4
『エスケープ 恐怖からの脱出』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #1 BONES ―骨は語る― シーズン1 #3
12:30 『墓地の眠れぬ魂』
『木につるされた少年』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #5
『小さな死体』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #7
『32時間の命』

12:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン2 #11
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
『過去からの告発』
BONES ―骨は語る― シーズン1 #9
12:30
『過去からのプレゼント』

13:00 00[二]★[CC][HD]

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #6
『壁の中の逃走』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #8
『冷蔵庫に捨てられた少女』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1
#10
『自分を消し去った女』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #2 BONES ―骨は語る― シーズン1 #4
13:30 『自爆テロリストの真実』
『クマの中に残された証拠』

13:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン2
13:30 #12
『最後の勝者』

14:00 00[二]★[HD]

15:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★

[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン2
15:30 #14
『友情とルールのジレンマ』

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

16:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン2 #15
『赤いテープ』
16:30

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#14
『女性警察官レイプ事件』

16:00

30[HD]
インフォメーション

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#15
『３日目の恐怖』

17:00

30[HD]
インフォメーション

17:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン2 #16
『骨のない死体』
17:30

00[二][HD]
00[二]★[HD][新]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・ スーパーナチュラル ファイナル・シー
#6
シーズン #5
ズン #1
18:30 『声』
『水面下の作戦 前編』
『再び、悪夢のはじまり』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#9
『所属不明機』

00[二][HD]
18:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★[CC][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
BONES ―骨は語る― シーズン2 #17
#10
『神の庭の犯罪者』
『ダイヤ＋地震＋炭素＋通信＋塔』

18:00

18:30

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#16
『居場所を失った子供たち』

19:00 00[二]★[HD]

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#17
『愚かな妄想』

19:00

00[5.1][HD][字]
BONES ―骨は語る― シーズン2 #9 NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
『届かぬ地中の叫び』
シーズン #6
20:30
『水面下の作戦 後編』

20:00

18:00 00[二][HD]

【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #6
19:30 『偽りの神の声』
20:00 00[二]★[HD]

【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #7
20:30 『復讐の炎』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #8
『聖戦』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #10
『執着』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #12
『家族の闇』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #14
『報い』

19:00 00【スパドラ！イッキ見】[二]★[CC][HD]
BONES ―骨は語る― シーズン2 #18
『君を諦めない』
19:30

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #9
『残された者たち』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #11
『ポジティブ・シンキング』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #13
『罪深き父親たち』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #15
『正義の味方』

20:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

21:00 00[二][HD]

21:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
00[二][HD]
00[二][HD]
00[二][HD]
00[二][HD]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
BONES ―骨は語る― シーズン2
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
#10
21:30 7 #14
21:30
7 #15
7 #16
7 #17
7 #18
『眠れぬ森の魔女』
『護衛』
『拉致1』
『拉致2』
『報復』
『送還』
22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #6
22:30 『サディストを追え』
55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[S]★[HD][字][映]
トワイライトゾーン/超次元の体験

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

21:00

21:30

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #9
『所属不明機』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#10
『ダイヤ＋地震＋炭素＋通信＋塔』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #7
『トライ』

00[二]★[HD]
22:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
【スパドラ！２２】
BONES ―骨は語る― シーズン2
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
#11
ン #6
22:30 『過去からの告発』
『水面下の作戦 後編』

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]
23:00
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#10
『ダイヤ＋地震＋炭素＋通信＋塔』

00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
BONES ―骨は語る― シーズン2
#12
23:30 『最後の勝者』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#9
『所属不明機』

23:00

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

22:00

22:30
55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #6
『声』
23:30

00[二][HD]
00[二][CC][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #6
ン #5
『サディストを追え』
『水面下の作戦 前編』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #9
『所属不明機』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #6
24:30 『サディストを追え』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #9
『所属不明機』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
シーズン #10
『ダイヤ＋地震＋炭素＋通信＋塔』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #7
『トライ』

00[5.1]★[HD][字]
24:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
BONES ―骨は語る― シーズン2
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
#13
ン #6
24:30 『沼に沈んだ青春』
『水面下の作戦 後編』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA 水着で恋するラ
スベガス編 #23
『デートボーイキャリントン 』

24:00

25:00 00★[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #1
25:30 『墓地の眠れぬ魂』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #3
『木につるされた少年』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #5
『小さな死体』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #7
『32時間の命』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #9
『過去からのプレゼント』

25:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

00[5.1][HD][字]
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜
#6
『サディストを追え』

25:00

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #2
26:30 『自爆テロリストの真実』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
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]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #6
『壁の中の逃走』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
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]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #10
『自分を消し去った女』

26:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・
シーズン #6
『水面下の作戦 後編』

26:00

27:00 00[二]★[HD]

BONES ―骨は語る― シーズン2
#14
25:30 『友情とルールのジレンマ』

BONES ―骨は語る― シーズン2
#15
26:30 『赤いテープ』

23:30

24:30

25:30

26:30

00[二]★[HD]
00[二][CC][HD]
【帯】
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ #6
27:30 ン6 #2
ン6 #3
『サディストを追え』
『スタテン島 後編』
『再生』

27:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
【帯】
【帯】
BONES ―骨は語る― シーズン2
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
#16
27:30 『骨のない死体』
ン6 #4
ン6 #5
『人質』
『エリス島』

00[二]★[CC]【2時間スペシャル】
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』

27:00

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
28:30 シーズン5 #3
『結婚のシナリオ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #5
『天使を追いかけて』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #7
『二度殺された男』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #9
『縄張りのならわし』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #11
『かごの鳥』

28:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

00[二]★[CC]【2時間スペシャル】
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』

28:00

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
29:30 シーズン5 #4
『空を盗んだ男』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #6
『嫌な知らせ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #8
『ソーセージができるまで』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #10
『死の処方箋』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #12
『ピエロが眠る森』

29:00 00【スパドラ！イッキ見】★[HD][字]

00[HD]
インフォメーション

29:00

※1/26（水）27:55～28:00はスカパー! のみメンテナンス休止
[二]:二カ国語
[多]:音声多重
[吹]:吹き替え
[新]:新番組
[終]:終了番組

★:初回放送枠
[字]:オープンキャプション
[HD]:ハイビジョン
[解]:解説放送
[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。

[B&W]:モノクロ
[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
[CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

BONES ―骨は語る― シーズン2
#17
28:30 『神の庭の犯罪者』

BONES ―骨は語る― シーズン2
#18
29:30 『君を諦めない』

27:30

28:30

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2022年1月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.01.31

2022.01.31
月

2022.02.01
火

2022.02.02
水

2022.02.03
木

2022.02.04
金

2022.02.05
土

2022.02.06
日

06:00

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #19
『強いぞディングル君』

06:00

06:00

06:30

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #20
『ノイズに憑かれた男』

06:30

06:30

07:00 00[5.1]★[HD][字]

07:00

07:00

【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #16
07:30 『立てこもり』

07:30

07:30

08:00 00[5.1]★[HD][字]

08:00

08:00

【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #17
08:30 『それぞれの選択』

08:30

08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

09:00

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]

09:30

09:30

10:00

10:00

10:30 30[HD]
インフォメーション

10:30

10:30

11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #19
11:30 『双子』

11:00

11:00

11:30

11:30

12:00 00[二]★[CC][HD]

12:00

12:00

【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1
12:30 #11
『守りたいもの』

12:30

12:30

13:00 00[二]★[CC][HD]

13:00

13:00

【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1
13:30 #12
『ヒーローの死』

13:30

13:30

14:00 00[二]★[HD]

14:00

14:00

【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #18
14:30 『消えた魂』

14:30

14:30

15:00 00[HD]
インフォメーション

15:00

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]

15:30

15:30

【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
16:00 NY シーズン5 #13
『秒読みの銃弾』

16:00

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]

16:30

16:30

【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
17:00 NY シーズン5 #14
『ゲームオーバー』

17:00

17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

17:30

17:30

18:00 00[二][HD]

18:00

18:00

トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#7
18:30 『トライ』

18:30

18:30

19:00 00[二]★[HD]

19:00

19:00

【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #16
19:30 『立てこもり』

19:30

19:30

20:00 00[二]★[HD]

20:00

20:00

【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #17
20:30 『それぞれの選択』

20:30

20:30

21:00 00[二][HD]

21:00

21:00

【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
21:30 7 #19
『双子』

21:30

21:30

22:00 00[二]★[CC][HD]

22:00

22:00

【スパドラ！２２】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜
22:30 #7
『危険なインタビュー』

22:30

22:30

23:00 00[二][HD]

23:00

23:00

トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#7
23:30 『トライ』

23:30

23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]

24:00

24:00

【スパドラ！字幕２４】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜
24:30 #7
『危険なインタビュー』

24:30

24:30

25:00 00★[HD][字]

25:00

25:00

【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1
25:30 #11
『守りたいもの』

25:30

25:30

26:00 00★[HD][字]

26:00

26:00

【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1
26:30 #12
『ヒーローの死』

26:30

26:30

27:00 00[二]★[HD]

27:00

27:00

【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
27:30 ン6 #6
『マリア』

27:30

27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
28:30 シーズン5 #13
『秒読みの銃弾』

28:00

28:00

28:30

28:30

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
29:30 シーズン5 #14
『ゲームオーバー』

29:00

29:00

29:30

29:30

10:00

MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#10
『ダイヤ＋地震＋炭素＋通信＋塔』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

[二]:二カ国語
[多]:音声多重
[吹]:吹き替え
[新]:新番組
[終]:終了番組

★:初回放送枠
[字]:オープンキャプション
[HD]:ハイビジョン
[解]:解説放送
[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。

[B&W]:モノクロ
[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
[CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

