スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2022年6月
スーパー！ドラマＴＶ 2022.06.01-2022.06.05

2022.05.30
月

2022.05.31
火

2022.06.01
水
00[二]★[HD][新]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #1
『新たなる敵 ザ・メカニック』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #2
『ゴースト・シップ』

06:00

06:30

07:00

2022.06.02
木
00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #3
『氷の星 エウロパ』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #4
『潜水艇で家族旅行』

2022.06.03
金
00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #5
『火星移住計画』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #6
『パパのTV-21(前編)』

2022.06.04
土
06:00

06:30

00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #7
『パパのTV-21(後編)』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #8
『失われた王国』

2022.06.05
日
00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

06:00

06:30

00[二]★[HD]
00[二]★[終][HD]
00[二]★[HD]
07:00 00[HD]
00[HD]
【帯】
【帯】
【帯】
インフォメーション
インフォメーション
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
1 #11
1 #13
2 #2
30[二/一部字]★[CC][HD]
07:30 30[多]★[CC][HD][解]
キャプテンスカーレット HD完全版 #8
『夢の代償』
『同族の結束』
『孤独な音楽家』
【2話連続放送】
『タイムを追え！』
宇宙大作戦／スタートレック シーズン1 HD
00[二]★[HD]
00[二]★[HD][新]
00[二]★[HD]
08:00 版 #9
『悪魔島から来た男』
【帯】
【帯】
【帯】
15[HD]インフォメーション
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
1 #12
2 #1
2 #3
08:30 30[多]★[CC][HD][解]
30[5.1][HD][字]
『リアルの極限』
『眠り姫事件』
『消えた少年』
【2話連続放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
宇宙大作戦／スタートレック シーズン1 HD の物語～ シーズン2 #4
『悪魔の昼食』
00[HD]
00[HD]
00[HD]
09:00 版 #10
『謎の球体』
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

07:00

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#18
『消える仲間』

30[二][CC][HD]
30[二][HD][新]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実 ブラックリスト シーズン9 #1
の物語～ シーズン2 #4
『スキナー（前編）』
『悪魔の昼食』

10:30

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:00

00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
11:00
【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)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #17 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #20 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #23
『バラの切り裂き魔』
『亡霊を追って』
『監視者』
11:30

00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
00[二]★[終][CC][HD]
12:00
【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)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #18 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #21 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #24
『前進』
『モサドの騒乱』
『ギブスの選択』
12:30

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

07:30

08:00

08:30

09:00

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[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
10:30 #1
『ローラ判事誕生』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #10
『完璧な未来』

10:00

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
#2
『独創的な判事』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #11
『エントロピー』

11:00

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #12
『あいのり』

12:00

00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
00[二]★[HD][新]
【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)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #19 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #22 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #1
『嵐の海』
『敵討ち』
『迫りくる魔の手』

13:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
13:30 #4
『陪審員の現場検証』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #13
『歪んだ絆』

13:00

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #3
『恐怖の研究』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #4
『赤いドレスの記憶』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #5
『トリップ』

14:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
14:30 #5
『結婚の日』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #14
『地下室の少女たち』

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

30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
1 #20
『宙を舞ったクラブ男の謎』

30★[終][HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
1 #22
『商店発砲事件の謎』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #15
『バッジと拳銃』

15:00

15:30

15:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
15:30 #6
『スター裁判』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #16
『デレク』

16:00

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #17
『砂時計』

17:00

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #18
『美しき惨事』

18:00

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[終][HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【スパドラ！イッキ見】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
1 #11
1 #13
2 #2
19:30 #10
『夢の代償』
『同族の結束』
『孤独な音楽家』
『情けと正義』

00[5.1][HD][字][新]
ブラックリスト シーズン9 #1
『スキナー（前編）』

19:00

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字][新]
00[5.1]★[HD][字]
20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【スパドラ！イッキ見】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
1 #12
2 #1
2 #3
20:30 #11
『リアルの極限』
『眠り姫事件』
『消えた少年』
『裁かれるローラ』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #10
『完璧な未来』

20:00

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #3
『恐怖の研究』

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

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
21:30 #12
『法と倫理の狭間』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #11
『エントロピー』

21:00

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #5
『アビーの格闘』

00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #7
#15
『親子の距離』
『デートのあと』

22:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
22:30 #13
『ローラのジレンマ』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #12
『あいのり』

22:00

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！

23:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
23:30 #14
『痛みの解放』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #13
『歪んだ絆』

23:00

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
24:30 #15
『疑惑の集団訴訟』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #14
『地下室の少女たち』

24:00

10:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

30[HD]
インフォメーション

30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #2
16:00 00[5.1]★[HD][字]
『孤独な病人の謎』
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
30★[HD][字]
30★[HD][字][新]
30★[HD][字]
16:30 #7
『母と娘の正義』
【帯】
【帯】
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
1 #21
2 #1
2 #3
17:00 00[5.1]★[HD][字]
『プロム殺人の謎』
『さらわれた少年の謎』
『若き大富豪の謎』
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
30[HD]
30[HD]
30[HD]
17:30 #8
『親子の絆』
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

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#18
『消える仲間』

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

00[5.1][HD][字][新]
ブラックリスト シーズン9 #1
『スキナー（前編）』

00[二][CC][HD]
00[二][HD][新]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実 ブラックリスト シーズン9 #1
の物語～ シーズン2 #4
『スキナー（前編）』
『悪魔の昼食』

23:30

24:00

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #5
『アビーの格闘』

24:30

25:00

25:30

26:00

26:30

27:00

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #5
『アビーの格闘』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #5
『トリップ』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！
00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #5
『アビーの格闘』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #7
#15
『親子の距離』
『デートのあと』

28:00

[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。

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

21:30

22:30

23:30

24:30

25:00

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[終][HD][字]
26:00
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #18 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #21 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #24
『前進』
『モサドの騒乱』
『ギブスの選択』
26:30

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
#17
『過ちの償い方』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #16
『デレク』

26:00

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
27:30 #18
『3人の法の道』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #17
『砂時計』

27:00

00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#18
『消える仲間』

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
28:30 #19
『消えない傷』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #18
『美しき惨事』

28:00

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #4 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #5
『巧妙な罠』
『アビーの格闘』

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
29:30 #20
『差し伸べる手』

00[HD]
インフォメーション

29:00

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #3
『仮面夫婦』

29:30

13:30

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #15
『バッジと拳銃』

00★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン1
15★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン2
30★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン3
45★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4

29:00

12:30

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
バティスト～ブダペストに消えた影～ #6
『真の英雄』

28:30

11:30

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
25:00
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #17 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #20 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #23
『バラの切り裂き魔』
『亡霊を追って』
『監視者』
25:30

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #19 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #22 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #1
『嵐の海』
『敵討ち』
『迫りくる魔の手』

27:30

18:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル
18:30 #9
『過去との対決』

10:30

[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、オプテージ、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

25:30

26:30

27:30

28:30

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2022年6月
スーパー！ドラマＴＶ 2022.06.06-2022.06.12

2022.06.06
月
06:00

06:30

00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #9
『彗星 直撃の危機！』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #10
『R.A.D.』

2022.06.07
火
00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #11
『嵐を呼ぶドローン』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #12
『クレーンの反乱』

2022.06.08
水
00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #13
『巨大アリジゴク』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #14
『大噴火！』

2022.06.09
木
00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #15
『狙われた水力発電ダム』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #16
『制御不能！プラズマボルト』

2022.06.10
金
00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #17
『大トカゲの襲撃』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #18
『おばあちゃんの大冒険』

07:00 00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD][新]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #1
2 #6
2 #8
2 #10
『就任1周年』
07:30 2 #4
『おとぎ話の結末』
『殺人は芸術？』
『凍りつく真相』
『裏切り者の影』
08:00 00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[終][HD]
00[二]★[HD]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #2
2 #7
2 #9
2 #11
『最後の一刺し』
08:30 2 #5
『拷問は蜜の味』
『危険な遊戯』
『切れない絆』
『頭の切れる殺人』
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

09:30 30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #5
『アビーの格闘』
10:00

30[5.1][HD][字]
30[5.1]★[HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#15
#19
『デートのあと』
『世界のゆくえ』

30[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

30[二][CC][HD]
30[二][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実 ブラックリスト シーズン9 #2
の物語～ シーズン2 #5
『スキナー（後編）』
『野生の本能』

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

2022.06.11
土

00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #21
『ママの牧場』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #22
『クリスタル・インフェルノ』

06:00

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[多]★[CC][HD][解]

30[二/一部字]★[CC][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #9
『ミステロン探知機を出せ！』

07:30

06:00

06:30

00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #19
『規則破りのレスキュー』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #20
『謎のヒーロー TB5』

2022.06.12
日

【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズン1 HD版
#11
08:00 『タロス星の幻怪人(まぼろし)（前編）』

06:30

08:00
15[HD]インフォメーション

08:30 30[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズン1 HD版
#12
09:00 『タロス星の幻怪人(まぼろし)（後編）』

30[5.1][HD][字]
08:30
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #5
『野生の本能』
09:00

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[二]★[CC][HD]

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #19
『模倣犯』

10:00

【スパドラ！イッキ見】【クロスオーバースペシャ
ル】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン22 #9
10:30 『再会』

10:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #2
11:30 『過去 現在 未来』

00[二]★[HD]
00[二]★[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)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #5 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #8
『苦い記憶』
『アリバイを崩せ』

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
11:00
【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)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #11 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #14
『クリスマスの訪問者』
『勝負の分かれ目』
11:30

00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #1
『プーリアでの一件』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #20
『内なる輝き』

11:00

12:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #3
12:30 『パイロット志願兵』

00[二]★[HD]
00[二]★[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)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #6 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #9
『ボーリンの信念』
『分析官ビショップ』

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
12:00
【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)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #12 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #15
『殺しの連鎖』
『偽りの防弾』
12:30

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #2
『父の跡目』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #21
『悪魔の背骨』

12:00

13:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #4
13:30 『古き友の遺志』

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
13:00
【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)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #7 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #10 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #13 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #16
『固い友情』
『魔の三重奏』
『報復の犠牲』
『将校に化けた男』
13:30

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #3
『世界はあなたのもの』

00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #22
『嵐』

13:00

14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #6
14:30 『サディストを追え』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #7
『危険なインタビュー』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #8
『過去を知る男』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #9
『いびつな欲望』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #10
『聖夜の殺人』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #4
14:30 『夢の材料』

00[HD]
インフォメーション

14:00

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]

30[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！イッキ見】
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』

15:30 30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
16:00 2 #4
『元警部の暗号の謎』

30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #6
『サウナ殺人の謎』

30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #8
『正体不明の黒幕の謎』

30★[HD][字]
【帯】
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]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

15:30

30[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

16:30

30[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

17:30

30★[HD][字]
ブラックリストの舞台裏 シーズン9

18:30

19:00

【スパドラ！イッキ見】【クロスオーバースペシャ
ル】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン22 #13
15:30 『モーテル連続怪死事件』

30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #12
16:00 00[二]★[CC][HD]
『ランナーの死の謎』
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #5
16:30 30★[HD][字]
30★[HD][字]
30★[HD][字]
30★[HD][字]
30★[HD][字]
16:30 『模造品』
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
2 #7
2 #9
2 #11
2 #13
17:00 2 #5
17:00 00[二]★[CC][HD]
『水中の墓標の謎』
『外国から来た妊婦の謎』
『３人婚の謎』
『招かれざる客の謎』
『バレンタイン殺人の謎』
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #6
17:30 30[HD]
30[HD]
30[HD]
30[HD]
30[HD]
17:30 『暴かれた正体』
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
18:00 00[二][CC][HD]
00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #7
#15
『親子の距離』
18:30 『デートのあと』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#19
『世界のゆくえ』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #2
『スキナー（後編）』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #6
『盗撮の代償』

18:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #7
18:30 『対決』

10:30

11:30

12:30

13:30

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #1
2 #6
2 #8
2 #10
『就任1周年』
19:30 2 #4
『おとぎ話の結末』
『殺人は芸術？』
『凍りつく真相』
『裏切り者の影』

19:00 00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #8
19:30 『正義とは』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #2
『スキナー（後編）』

20:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[終][HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン インスティンクト -異常犯罪捜査- シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #2
2 #7
2 #9
2 #11
『最後の一刺し』
20:30 2 #5
『拷問は蜜の味』
『危険な遊戯』
『切れない絆』
『頭の切れる殺人』

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】【クロスオーバースペ
シャル】
20:30 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン22
#9
『再会』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #19
『模倣犯』

20:00

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #6
21:30 『サディストを追え』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #7
『危険なインタビュー』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #8
『過去を知る男』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #9
『いびつな欲望』

21:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #1
21:30 『プーリアでの一件』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #20
『内なる輝き』

21:00

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
22:30 の物語～ シーズン2 #5
『野生の本能』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #2
『スキナー（後編）』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #6
『盗撮の代償』

00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #8
#16
『誕生と再生』
『家族のもとに』

22:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #2
22:30 『父の跡目』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #21
『悪魔の背骨』

22:00

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]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #10
『聖夜の殺人』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 00[二][CC][HD]
00[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #7
#15
『親子の距離』
23:30 『デートのあと』

00[二][CC][HD]
00[二][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実 ブラックリスト シーズン9 #2
の物語～ シーズン2 #5
『スキナー（後編）』
『野生の本能』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
24:30 の物語～ シーズン2 #5
『野生の本能』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
ブラックリスト シーズン9 #2
『スキナー（後編）』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #6
『盗撮の代償』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #2
25:30 『過去 現在 未来』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #5 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #8
『苦い記憶』
『アリバイを崩せ』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
25:00
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #11 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #14
『クリスマスの訪問者』
『勝負の分かれ目』
25:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #3
26:30 『パイロット志願兵』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #6 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #9
『ボーリンの信念』
『分析官ビショップ』

20:30

21:30

22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #3
23:30 『世界はあなたのもの』

00★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド シーズン11 #22
『嵐』

23:00

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #4
24:30 『夢の材料』

00★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
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』

24:00

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】【クロスオーバースペ
シャル】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン22
#13
『モーテル連続怪死事件』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

25:00

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
26:00
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #12 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #15
『殺しの連鎖』
『偽りの防弾』
26:30

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #5
『模造品』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

26:00

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #4
27:30 『古き友の遺志』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
27:00
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #7 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #10 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #13 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #16
『固い友情』
『魔の三重奏』
『報復の犠牲』
『将校に化けた男』
27:30

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #6
『暴かれた正体』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

27:00

28:00 00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #1
28:30 『プレイヤーズ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #3
『衝撃スキャンダル』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #5
『リアリティ・バイツ・バック』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #7
『サンダンスの招かれざる客』

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

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #7
28:30 『対決』

00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#19
『世界のゆくえ』

28:00

29:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #2
29:30 『ラ・ラ・ロックト』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #4
『キッズ・アーント・オールライト』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #6
『グッバイボーイ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #8
『ベイビー・ストーク』

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

29:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #8
29:30 『正義とは』

00[HD]
インフォメーション

29:00

★: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、オプテージ、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

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

※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[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #6
『盗撮の代償』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

19:30

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #8
#16
『誕生と再生』
『家族のもとに』

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6月
スーパー！ドラマＴＶ 2022.06.13-2022.06.19

2022.06.13
月

2022.06.15
水

2022.06.16
木

00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #25
『ハイパースピード』
30[二]★[終][HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #26
『始動！プロジェクト・センチネル』

00[二]★[HD][新]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #1
『混乱の襲来（前編）』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #2
『混乱の襲来（後編）』

00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #3
『トレーラー危機一髪』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #4
『水星の夜明け』

07:00 00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #3
07:30 『感染症の勃発』

00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #5
『寄生虫』

00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #7
『家族の絆』

00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #9
『3通の手紙』

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #4
08:30 『均衡の崩れ』

00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #6
『2隻の船』

00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #8
『帰る場所』

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

09:30 30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #6
『盗撮の代償』
10:00

10:30 30[HD]
インフォメーション

06:00

06:30

00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #23
『サンダーバード2号 宇宙へ』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #24
『海上ステーションからの脱出』

2022.06.14
火

2022.06.17
金
00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #5
『世界種子貯蔵庫』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #6
『火星からのＳＯＳ』

2022.06.18
土
06:00

06:30

00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #7
『ＦＡＢ-１ レース参戦』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #8
『宇宙船衝突』

2022.06.19
日
00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #9
『炎と戦う伝説の男』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #10
『人工珊瑚礁』

06:00

06:30

00[二]★[HD]
07:00 00[HD]
00[HD]
【帯】
インフォメーション
インフォメーション
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #11
『深い悲しみ』
07:30 30[多]★[CC][HD][解]
30[二/一部字]★[CC][HD]
【2話連続放送】
キャプテンスカーレット HD完全版 #10
宇宙大作戦／スタートレック シーズン1 HD 『アメリカ大陸を救え！』
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
08:00 版 #13
『殺人鬼コドス』
【帯】
【帯】
15[HD]インフォメーション
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #10 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #12
『集中砲火』
『最後のフロンティア』
08:30 30[多]★[CC][HD][解]
30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
宇宙大作戦／スタートレック シーズン1 HD の物語～ シーズン2 #6
『ほんのイタズラ』
00[HD]
00[HD]
09:00 版 #14
『宇宙基地SOS』
インフォメーション
インフォメーション

07:00

30[5.1][HD][字]
30[5.1]★[終][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#16
#20
『家族のもとに』
『キャリー・オン 前へ進め』

30[二][CC][HD]
30[二][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実 ブラックリスト シーズン9 #3
の物語～ シーズン2 #6
『SPK』
『ほんのイタズラ』

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

07:30

08:00

08:30

09:00

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[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #1
10:30 『シリアルキラーの息子』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

10:00

11:00 00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[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)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #17 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #20 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #23 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #2 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #5
『ネットの闇世界』
『海軍大将の娘』
『途絶えた伝言』
『乗っ取られた貨物船』
11:30 『男の覚悟』

11:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #2
11:30 『家族殺し』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

11:00

12:00 00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[終][HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[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)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #18 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #21 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #24 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #3 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #6
『正義の行方』
『父への思い』
『ダッキーの帰郷』
『隠れた悪意』
12:30 『ニューオーリンズ支局 (前編)』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #3
12:30 『恐怖の研究』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

12:00

13:00 00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD][新]
【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)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #19 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #22 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #1
『戦場カメラマン』
『深い森』
13:30 『ニューオーリンズ支局 (後編)』

00[二]★[HD]
00[二]★[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)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #4 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #7
『追われる科学者』
『帰還兵の悲願』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #4
13:30 『赤いドレスの記憶』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

13:00

14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #11
14:30 『始まりの場所』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #12
『ディプログラマー』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #13
『モンテ・クリスト伯の正体』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #14
『針の穴』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #15
『死の扉』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #5
14:30 『トリップ』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

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

30★[終][HD][字]
【帯】
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]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #2
『マンマ・ミーヤ』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #4
『呪われた家族』

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

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

15:00

15:30 30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
16:00 2 #14
『要人警護の謎』

15:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #6
15:30 『サディストを追え』

30[二]★[CC][HD][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #1
『母の復活』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #3
『憑依の代償』

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

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

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

16:00

16:30 30★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド シーズン
17:00 2 #15
『不穏な留守電の謎』

16:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #7
16:30 『危険なインタビュー』

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]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

17:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #8
17:30 『過去を知る男』

18:00 00[二][CC][HD]
00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #8
#16
『誕生と再生』
18:30 『家族のもとに』

00[二]★[終][HD]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#20
『キャリー・オン 前へ進め』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #3
『SPK』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #7
『シャーロックたちの推理』

18:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #9
18:30 『いびつな欲望』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

18:00

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #3
19:30 『感染症の勃発』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #5
『寄生虫』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #7
『家族の絆』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #9
『3通の手紙』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #10
『聖夜の殺人』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #3
『SPK』

19:00

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #4
20:30 『均衡の崩れ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #6
『2隻の船』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #8
『帰る場所』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
20:00
【帯】
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #10 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #12
『集中砲火』
『最後のフロンティア』
20:30

00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
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★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

20:00

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #11
21:30 『始まりの場所』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #12
『ディプログラマー』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #13
『モンテ・クリスト伯の正体』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #14
『針の穴』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #2
21:30 『家族殺し』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

21:00

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
22:30 の物語～ シーズン2 #6
『ほんのイタズラ』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #3
『SPK』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #7
『シャーロックたちの推理』

00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #9
#17
『ひずみ』
『真実の追求』

22:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #3
22:30 『恐怖の研究』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

22:00

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！

30[HD]
インフォメーション

23:00 00[二][CC][HD]
00[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #8
#16
『誕生と再生』
23:30 『家族のもとに』

00[二][CC][HD]
00[二][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実 ブラックリスト シーズン9 #3
の物語～ シーズン2 #6
『SPK』
『ほんのイタズラ』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
24:30 の物語～ シーズン2 #6
『ほんのイタズラ』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #7
『シャーロックたちの推理』

30[HD]
インフォメーション

00[5.1]★[HD][字]
19:00
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #11
『深い悲しみ』
19:30

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #15
『死の扉』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

21:30

22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #4
23:30 『赤いドレスの記憶』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

23:00

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

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

24:00

25:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #17 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #20 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #23 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #2 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #5
『ネットの闇世界』
『海軍大将の娘』
『途絶えた伝言』
『乗っ取られた貨物船』
25:30 『男の覚悟』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #6
25:30 『サディストを追え』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

25:00

26:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[終][HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #18 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #21 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #24 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #3 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #6
『正義の行方』
『父への思い』
『ダッキーの帰郷』
『隠れた悪意』
26:30 『ニューオーリンズ支局 (前編)』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #7
26:30 『危険なインタビュー』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

26:00

27:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #19 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #22 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #1
『戦場カメラマン』
『深い森』
27:30 『ニューオーリンズ支局 (後編)』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #4 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #7
『追われる科学者』
『帰還兵の悲願』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #8
27:30 『過去を知る男』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

27:00

28:00 00[二]★[HD][新]
【帯】
ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー
28:30 編 #1
『運命の出会いへの第一歩』

00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー
編 #2
『「超過手荷物」大作戦』

00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー
編 #3
『イケメン参入で大波乱』

00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー
編 #4
『ガールパワー全開』

00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー
編 #5
『「ボートを浮かべて」大作戦』

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #9
28:30 『いびつな欲望』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

28:00

29:00

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #7
『親子の距離』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #8
『誕生と再生』

00★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン5

00[5.1][終][HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#20
『キャリー・オン 前へ進め』

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #10
29:30 『聖夜の殺人』

00[HD]
インフォメーション

29:00

05[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #6
29:30 『トリガー警告』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
ブラックリスト シーズン9 #3
『SPK』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #7
『シャーロックたちの推理』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

10:30

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #9
#17
『ひずみ』
『真実の追求』

15★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン6
30★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン7
45★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン8

[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、オプテージ、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

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6月
スーパー！ドラマＴＶ 2022.06.20-2022.06.26

2022.06.20
月
06:00

06:30

00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #11
『岩窟クエスト』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #12
『ＳＯＳ（前編）』

2022.06.21
火
00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #13
『ＳＯＳ（後編）』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #14
『シグナル（前編）』

2022.06.22
水
00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #15
『シグナル（後編）』
30[二]★[HD]
【帯】
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』

2022.06.23
木
00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #17
『乗っ取られたＦＡＢ‐１』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #18
『雪崩』

2022.06.24
金
00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #19
『大型タンカー転覆！』
30[二]★[HD]
【帯】
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』

2022.06.25
土
06:00

06:30

00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #21
『宇宙刑務所 ヘックス』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #22
『トレジャー・ハンター』

07:00 00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
07:00 00[HD]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
インフォメーション
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #13 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #15 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #17 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #19 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #21
『首脳会談』
『過剰報復』
『職務遂行能力』
『標的』
07:30 『過去の過ち』
07:30 30[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズン1 HD版
#15
08:00 『おかしなおかしな遊園惑星』

08:00 00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[終][HD]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #14 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #16 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #18 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #20 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #22
『核の脅威』
『闘士カークマン』
『宴の悲劇』
『挑戦状』
08:30 『暗闇の中で』
08:30 30[多]★[CC][HD][解]

00[HD]
インフォメーション

07:00

30[二/一部字]★[CC][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #11
『にせミステロンあらわる！』

07:30

06:30

08:00
15[HD]インフォメーション
30[二][HD][新]
WALKER／ウォーカー #1
『再出発』

08:30

09:30 30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #7
『シャーロックたちの推理』
10:00

30[5.1][HD][字]
30[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #9
#17
『ひずみ』
『真実の追求』

30[二][CC][HD]
30[二][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実 ブラックリスト シーズン9 #4
の物語～ シーズン2 #7
『復讐の天使』
『ここはロシア』

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

11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #8
11:30 『法の落とし穴』

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[5.1][HD][字][新]
【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)】
ブラックリスト シーズン9 #1
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #11 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #14 『スキナー（前編）』
『繰り返された悲劇』
『規範と校訓』

00[二]★[HD]
11:00
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #17
『華麗なるペテン師』
11:30

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #12
『ディプログラマー』

00[二]★[CC][HD]
11:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #15
11:30
『命の値段』

12:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #9
12:30 『吹雪の感謝祭』

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[5.1][HD][字]
【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)】
ブラックリスト シーズン9 #2
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #12 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #15 『スキナー（後編）』
『自国民テロリスト』
『敵討ち』

00[二]★[HD]
12:00
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #18
『狙われた留守宅』
12:30

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #13
『モンテ・クリスト伯の正体』

00[二]★[CC][HD]
12:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #16
12:30
『見えない手錠』

13:00 00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[5.1][HD][字]
【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)】
ブラックリスト シーズン9 #3
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #10 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #13 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #16 『SPK』
『名誉勲章の行方』
『偽名の足跡』
13:30 『父への手紙』

00[二]★[HD]
13:00
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #19
『積年の思い』
13:30

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #14
『針の穴』

00[二]★[CC][HD]
13:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #17
13:30
『冷凍庫のミイラ』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #16
14:30 『不確かな信用』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #17
『女の秘密』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #18
『シェヘラザード』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #19
『怪物と怪物』

00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #20
『父のように…』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #15
14:30 『死の扉』

00[二]★[CC][HD]
14:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #18
14:30
『オリュンポスの監視者たち』

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】
スーパーナチュラル シーズン12 #8
16:00 『大統領ルシファー』

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

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

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

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

15:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #16
15:30 『不確かな信用』

00[二]★[CC][HD]
15:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #19
15:30
『“みんな”の仁義なき戦い』

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #9
17:00 『脱獄の代償』

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

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

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

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

16:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #17
16:30 『女の秘密』

00[二]★[CC][HD]
16:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #20
16:30
『ホーンテッドマンション』

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

17:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #18
17:30 『シェヘラザード』

00[二]★[CC][HD]
17:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #21
17:30
『アンダー・マイ・スキン』

18:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #19
18:30 『怪物と怪物』

00[二]★[CC][HD]
18:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #22
18:30
『プリズンブレイク』

00[5.1][HD][字]
00[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実 ブラックリスト シーズン9 #4
の物語～ シーズン2 #7
『復讐の天使』
『ここはロシア』

00[HD]
インフォメーション

06:00

00[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #23
『猛毒の恐怖』
30[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #24
『レスキュー・スカウト』

09:00 00[HD]
インフォメーション

18:00 00[二][CC][HD]
00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #9
#17
『ひずみ』
18:30 『真実の追求』

00[HD]
インフォメーション

【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズン1 HD版
#16
09:00 『ゴリラの惑星』

2022.06.26
日

30[HD]
インフォメーション

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #8
『想い出の人』

09:00

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[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #11
10:30 『始まりの場所』

00[二]★[CC][HD]
10:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #14
10:30
『女たちの戦い』

19:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
19:00
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #13 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #15 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #17 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #19 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #21
『首脳会談』
『過剰報復』
『職務遂行能力』
『標的』
19:30 『過去の過ち』
19:30

00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #20
『父のように…』

00[5.1]★[HD][字][新]
WALKER／ウォーカー #1
『再出発』

20:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[終][HD][字]
20:00
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #14 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #16 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #18 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #20 サバイバー: 宿命の大統領 シーズン2 #22
『核の脅威』
『闘士カークマン』
『宴の悲劇』
『挑戦状』
20:30 『暗闇の中で』
20:30

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #11
『始まりの場所』

00★[HD][字]
20:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #14
20:30
『女たちの戦い』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #12
21:30 『ディプログラマー』

00★[HD][字]
21:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #15
21:30
『命の値段』

22:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #13
『モンテ・クリスト伯の正体』

00★[HD][字]
22:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #16
22:30
『見えない手錠』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

19:30

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #16
21:30 『不確かな信用』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #17
『女の秘密』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #18
『シェヘラザード』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #19
『怪物と怪物』

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
22:30 の物語～ シーズン2 #7
『ここはロシア』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #4
『復讐の天使』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #8
『想い出の人』

00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #10
#18
『ビル爆発』
『試される愛』

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！

23:00 00[二][CC][HD]
00[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #9
#17
『ひずみ』
23:30 『真実の追求』

00[二]★[HD][新]
WALKER／ウォーカー #1
『再出発』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #4
『復讐の天使』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #8
『想い出の人』

23:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #14
23:30 『針の穴』

00★[HD][字]
23:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #17
23:30
『冷凍庫のミイラ』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
24:30 の物語～ シーズン2 #7
『ここはロシア』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
ブラックリスト シーズン9 #4
『復讐の天使』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #8
『想い出の人』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #10
#18
『ビル爆発』
『試される愛』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #15
24:30 『死の扉』

00★[HD][字]
24:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #18
24:30
『オリュンポスの監視者たち』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #8
25:30 『法の落とし穴』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
発見！ファミリー・ルーツ
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #11 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #14 『スパイク・リー』
『繰り返された悲劇』
『規範と校訓』

00[5.1]★[HD][字]
25:00
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #17
『華麗なるペテン師』
25:30

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #16
『不確かな信用』

00★[HD][字]
25:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #19
25:30
『“みんな”の仁義なき戦い』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #9
26:30 『吹雪の感謝祭』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
メンテナンスのため休止
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #12 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #15
『自国民テロリスト』
『敵討ち』

00[5.1]★[HD][字]
26:00
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #18
『狙われた留守宅』
26:30

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #17
『女の秘密』

00★[HD][字]
26:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #20
26:30
『ホーンテッドマンション』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #10 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #13 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #16
『名誉勲章の行方』
『偽名の足跡』
27:30 『父への手紙』

00[5.1]★[HD][字]
27:00
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #19
『積年の思い』
27:30

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #18
『シェヘラザード』

00★[HD][字]
27:00
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン
3 #21
27:30
『アンダー・マイ・スキン』

28:00 00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー
28:30 編 #6
『ニューフェイスが選んだのは…』

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

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

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

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #19
28:30 『怪物と怪物』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

28:00

29:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
ブラックリスト シーズン9 #1
29:30 『スキナー（前編）』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
ブラックリスト シーズン9 #2
『スキナー（後編）』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
ブラックリスト シーズン9 #3
『SPK』

00[HD][字]
ブラックリストの舞台裏 シーズン9

29:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #20
29:30 『父のように…』

00[HD]
インフォメーション

29:00

★: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、オプテージ、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

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

※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[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
ブラックリスト シーズン9 #4
『復讐の天使』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
プロディガル・サン 殺人鬼の系譜 #20
『父のように…』

19:00

30[HD]
インフォメーション

22:30

28:30

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2022年6月
スーパー！ドラマＴＶ 2022.06.27-2022.06.30

2022.06.27
月
06:00

00[二]★[HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #25
『はるかなる宇宙（前編）』
30[二]★[終][HD]
【帯】
サンダーバード ARE GO シーズン3 #26
『はるかなる宇宙（後編）』

2022.06.28
火

2022.06.29
水

2022.06.30
木

2022.07.01
金

2022.07.02
土

2022.07.03
日

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
刑事カーディナル 過去からの報せ #1
『サム』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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[5.1]★[HD][字]
【帯】
刑事カーディナル 過去からの報せ #3
『ジャック』

06:00

06:00

06:30

06:30

07:00 00[二]★[HD][新]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #1
07:30 『#制度破綻』

00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #3
『#プライバシーはどこへ』

00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #5
『#公私の境』

00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #7
『#アイデンティティ/危機』

07:00

07:00

07:30

07:30

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #2
08:30 『#予測不能な事態』

00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #4
『#歴史的偉業』

00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #6
『#医療と移民』

00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #8
『#耐え難い恐怖』

08:00

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

09:00

09:00

09:30 30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #8
『想い出の人』
10:00

30[5.1][HD][字]
30[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #10
#18
『ビル爆発』
『試される愛』

30[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
の物語～ シーズン2 #8
『7日間』

09:30

09:30

10:00

10:00

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

10:30

10:30

11:00 00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[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)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #20 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #23 クリミナル・マインド シーズン14 #2
『迷える若者』
『ミイラ屋敷』
11:30 『行方不明の拳銃』

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』

11:00

11:00

11:30

11:30

12:00 00[二]★[HD]
00[二]★[終][HD]
00[二]★[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)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #21 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #24 クリミナル・マインド シーズン14 #3
『幼き使者たち』
『死体配達人』
12:30 『戦場の通訳者』

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』

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00 00[二]★[HD]
00[二]★[HD][新]
【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)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #22 クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』
13:30 『疑惑のチャットルーム』

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 #7
『27分』

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00 00[二]★[CC][HD]

00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #1
『プーリアでの一件』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #2
『父の跡目』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #3
『世界はあなたのもの』

14:00

14:00

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

15:00

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #18
16:00 『それぞれの遺産』

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

30[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』

30[二][HD]
WALKER／ウォーカー #2
『復帰への道のり』

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #19
17:00 『ケリーの選択』

30[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』

30[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』

30[HD]
インフォメーション

16:30

16:30

00[HD][字]
ブラックリストの舞台裏 シーズン9

17:00

17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

17:30

17:30

18:00

18:00

18:30

18:30

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #7
『#アイデンティティ/危機』

19:00

19:00

19:30

19:30

06:30

【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】【クロスオー
バースペシャル】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン22 #9
14:30 『再会』

30[HD]
インフォメーション

18:00 00[二][CC][HD]
00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #10
#18
『ビル爆発』
18:30 『試される愛』

00[5.1][HD][字]
00[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実 ブラックリスト シーズン9 #5
の物語～ シーズン2 #8
『ベンジャミン・T・オカーラ』
『7日間』

19:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #1
19:30 『#制度破綻』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #3
『#プライバシーはどこへ』

05[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #5
『#公私の境』

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #2
20:30 『#予測不能な事態』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #4
『#歴史的偉業』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #6
『#医療と移民』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #8
『#耐え難い恐怖』

20:00

20:00

20:30

20:30

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】【クロスオーバースペシャル】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン22
21:30 #9
『再会』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #1
『プーリアでの一件』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #2
『父の跡目』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #3
『世界はあなたのもの』

21:00

21:00

21:30

21:30

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
22:30 の物語～ シーズン2 #8
『7日間』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #5
『ベンジャミン・T・オカーラ』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #9
『着せられた汚名』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13
#19
『ソーホーのヒーロー』

22:00

22:00

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！

00[二][CC][HD]
05[二][CC][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 #10
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13
『ビル爆発』
#18
23:30 『試される愛』

00[二]★[HD]
WALKER／ウォーカー #2
『復帰への道のり』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #5
『ベンジャミン・T・オカーラ』

23:00

23:00

23:30

23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
【スパドラ！字幕２４】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実の物語 ブラックリスト シーズン9 #5
～ シーズン2 #8
『ベンジャミン・T・オカーラ』
24:30 『7日間』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #9
『着せられた汚名』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 #19
『ソーホーのヒーロー』

24:00

24:00

24:30

24:30

25:00

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #23
『迷える若者』

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 #5
『背の高い男』

25:00

25:00

25:30

25:30

00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #24
『幼き使者たち』

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 #6
『ルーク』

26:00

26:00

26:30

26:30

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 シーズン14 #1
『奪われた舌骨』

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 #7
『27分』

27:00

27:00

27:30

27:30

28:00 00[二]★[HD]

28:00

28:00

28:30

28:30

28:30

29:00

29:00

29:30

29:30

23:00

05[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #20
25:30 『行方不明の拳銃』

26:00 00[5.1]★[HD][字]

26:30

【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #21
『戦場の通訳者』

27:00 00[5.1]★[HD][字]

27:30

【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #22
『疑惑のチャットルーム』

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー編 #10 ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー編 #11 ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー編 #12 ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー編 #13
『ラブアイランドは定員オーバー』
『「真実か挑戦か」で急接近』
『念願の初デート』
『ソーシャルビンゴで仲間割れ？』

29:00 00[二]★[CC][HD]

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実の物語 THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実の物語
～ シーズン2 #4
～ シーズン2 #5
29:30 『悪魔の昼食』
『野生の本能』

[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。

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実の物語
～ シーズン2 #6
『ほんのイタズラ』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実の物語
～ シーズン2 #7
『ここはロシア』

[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、オプテージ、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

