
曜日

時間　　

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
4·11·18·25 5·12·19·26 6·13·20·27 7·14·21·28 1·8·15·22·29 2·9·16·23·30 3·10·17·24

6:00
1日 スペース1999 シーズン１ HD完全版（帯） #24

2～27日 スペース1999 シーズン２ HD完全版（帯） #1～24（19,21日は ）　※14,20日メンテナンスのため休止
28日～ 新スタートレック１ HD版（帯） #1～3

7:00 1～18日 LAW & ORDER: 犯罪心理捜査班４（帯） #1&2～21&22（2本立て）,23
◇18日8：00 セレブリティ･ファイル 早世の天才たち／カート･コバーン

19日～ LAW & ORDER: 犯罪心理捜査班５（帯） #1&2～17&18（2本立て）

～9日  サンダーバード HD完全版
#29&30,31&32（2本立て）

16日 バトルスター･ギャラクティカ 
BLOOD & CHROME

23日 【クロスオーバーSP】
HAWAII FIVE-O2 #21,
NCIS: LA 極秘潜入捜査班３ #21

30日 グリム５ #20◇8:00 ビッグ
バン★セオリー９ #1&2（2本立て）

 スペース1999 
シーズン２
HD完全版
#17&18～23&24
（2本立て）
（3日は ）8:00

9:00 インフォメーション

30  スコーピオン３
#6,7,8,9

 マクガイバー
#12,13,14,15

～20日 クリミナル・
マインド９ #22,23,24

　27日 ザ・プレイヤー 
究極のゲーム #1

 フォーリング スカイズ４
#3,4,5,6

 マクガイバー
#12,13,14,15,16

～23日 ヒーローズ･
リボーン #10,11,12,13

　30日 ザ･プレイヤー 
究極のゲーム #1

 エレメンタリー３
#14,15,16,17

10:00
30  グリム５

#16,17,18,19

～19日 ヒーローズ･
リボーン #11,12,13

　26日 ザ･プレイヤー 
究極のゲーム #1

 フォーリング スカイズ４
#3,4,5,6

 スコーピオン３
#7,8,9,10

～22日  エレメンタリー3
#14,15,16,17

　29日 インフォメーション◇11：00
ビッグバン★セオリー９ #1

 フォーリング スカイズ４
#2,3,4,5,6

 グリム５
#16,17,18,19

11:00
30 インフォメーション

12:00 ～12日 クリミナル・マインド２（帯） #9&10～21&22（2本立て）,23◇12日13：00 フォーリング スカイズ４ #3
13～26日 クリミナル･マインド３（帯） #1&2～19&20（2本立て）
27日～ クリミナル･マインド４（帯） #1&2～5&6（2本立て）

 メンタリスト 
ファイナル・シーズン
#1&2～9&10
（2本立て）

 クリミナル・マインド９
#21,22,23,24

13:00  マクガイバー
#12,13,14,15

14:00
～6日 NCIS: LA 極秘潜入捜査班３（帯） #17～20

7,8日 【HAWAII FIVE-O × NCIS: LAクロスオーバーSP】HAWAII FIVE-O2（帯） #21,NCIS: LA 極秘潜入捜査班３（帯） #21
11～13日 NCIS: LA 極秘潜入捜査班３（帯） #22～24　14～26日 ザ･レジェンド･オブ･パイレーツ（帯）#1～9

27～28日 ケース･センシティブ 静かなる殺人：歪んだ愛（帯） 前後編　29日 ケース･センシティブ 静かなる殺人：不協和音（帯） 前編

2,9日 
まだ間に合う！
マクガイバー 
#1～7,8～13
◇9日20：00 グリム５ 
#17

16日 グリム５
キャッチアップ 
#12～18

23日 クリミナル･マインド９ 
キャッチアップ
#21～24
◇18：00 グリム５ #19
◇19：00 【HAWAII 
FIVE-O × NCIS: LAクロ
スオーバーSP】HAWAII 
FIVE-O2 #21,NCIS: LA 
極秘潜入捜査班３ #21

30日 まだ間に合う！
スコーピオン３
#1～6
◇20：00 グリム５ #20

 スコーピオン３
#6,7,8,9

15:00 インフォメーション
 クリミナル・マインド８
#13&14～19&20
（2本立て）

30
～29日 刑事コロンボ セレクション（帯） #5～9,11,12,14～18,21～23,30,31,33,35,38,39

16:00

17:00 インフォメーション
 NCIS 
ネイビー犯罪捜査班６
#11&12～17&18
（2本立て）

30 インフォメーション

18:00  グリム５
#16,17,18,19

～19日   ヒーローズ･
リボーン #11,12,13

　26日  フォーリング 
スカイズ４ #5

 フォーリング スカイズ４
#3,4,5,6

 マクガイバー
#13,14,15,16

～ 15日 セレブリティ･ファイル
　 22日 ビッグバン★セオリー８ #24
◇18：30 ビッグバン★セオリー9 #1
　29日  ビッグバン★セオリー9 

#1&2（2本立て）

19:00 ～12日 クリミナル・マインド２（帯） #9&10～21&22（2本立て）,23◇12日20：00 NCIS: LA 極秘潜入捜査班３ #23
13～26日 クリミナル･マインド３（帯） #1&2～19&20（2本立て）
27日～ クリミナル･マインド４（帯） #1&2～5&6（2本立て）

※21～28日は20：55まで

 マクガイバー
#12,13,14,15

20:00  クリミナル・マインド８
#13&14～19&20
（2本立て）21:00

～5日 NCIS: LA 極秘潜入捜査班３（帯） #18～20　6,7日 【HAWAII FIVE-O × NCIS: LAクロスオーバーSP】HAWAII FIVE-O2（帯） #21,NCIS: LA 極秘潜入捜査班３（帯） #21
8～12日 NCIS: LA 極秘潜入捜査班３（帯） #22～24　13～15日 刑事トム･ソーン 声なき目撃者（帯） #1～3

18～20日 刑事トム･ソーン 臆病な殺人者（帯） #1～3　21～28日 THE FALL３（帯） #1～6（20：55～）　29日 エレメンタリー３ #18
 メンタリスト 
ファイナル・シーズン
#1&2～9&10
（2本立て）22:00

～18日 クリミナル・
マインド９ #22,23,24

　25日 ザ・プレイヤー 
究極のゲーム #1

 スコーピオン３
#7,8,9,10

 マクガイバー
#13,14,15,16

 エレメンタリー３
#15,16,17,18

 グリム５
#16,17,18,19,20

 クリミナル・マインド９
#21,22,23,24

23:00  スコーピオン３
#6,7,8,9

 マクガイバー
#12,13,14,15

～20日 クリミナル・
マインド９ #22,23,24

　27日 ザ・プレイヤー 
究極のゲーム #1

 スコーピオン３
#7,8,9,10
※7日は23：55まで

～22日 クリミナル･
マインド９ #21,22,23,24

　29日 マクガイバー #16

～16日 LAW & ORDER: 
犯罪心理捜査班９
#11&12～15&16（2本立て）
※9日は24：55まで

23日～ LAW & ORDER: 
犯罪心理捜査班10
#1&2,3&4（2本立て）

 エレメンタリー３
#14,15,16,17

24:00
～18日 クリミナル・

マインド９ #22,23,24
　25日 ザ・プレイヤー 

究極のゲーム #1

 スコーピオン３
#7,8,9,10

 マクガイバー
#13,14,15,16

 アフェア 
情事の行方［R15＋相当］
#1,2,3,4 ※7日は23：55～

 グリム５
#16,17,18,19,20

 スコーピオン３
#6,7,8,9

25:00
～5日 NCIS: LA 極秘潜入捜査班３（帯） #18～20

6,7日 【HAWAII FIVE-O × NCIS: LAクロスオーバーSP】HAWAII FIVE-O2（帯） #21,NCIS: LA 極秘潜入捜査班３（帯） #21
8～12日 NCIS: LA 極秘潜入捜査班３（帯） #22～24　14日～ アクエリアス2（帯）#1～11　※13,19日メンテナンスのため休止

2日 アクエリアス２ #13
9日～  アフェア 情事の行方

［R15＋相当］ #1,2,3,4
※9日は24：55～

 グリム５
#16,17,18,19
※10日は25：55まで

26:00
刑事コロンボ セレクション（帯） #19,20,24～29,32,34,36,37,43,45,52,62,63,67,69

※13,19日メンテナンスのため休止

 ヒーローズ・リボーン
#9,10,11,12,13

3日 アクエリアス２ #13
10日～  アフェア 情事の行方

［R15＋相当］ #1,2,3
※10日は25：55～

27:00
～23日 ヒーローズ･

リボーン #10,11,12,13
　30日 ザ･プレイヤー 

究極のゲーム #1

 スペース1999 
シーズン２ 
HD完全版
#17&18～23&24
（2本立て）
（3日は ）28:00 LAW & ORDER: 犯罪心理捜査班５（帯） #6～19

※13,19日メンテナンスのため休止

～ 15日 セレブリティ･ファイル
　 22日 ビッグバン★セオリー８ #24
◇28：30 ビッグバン★セオリー9 #1
　29日  ビッグバン★セオリー９ 

#1&2（2本立て）

 フォーリング スカイズ４
#2,3,4,5,6

29:00
～9日 ビッグバン★セオリー５（帯） #7&8～23&24（2本立て）

10～23日 ビッグバン★セオリー６（帯） #1&2～23&24（2本立て）　※13,19日メンテナンスのため休止
24日～ ビッグバン★セオリー７（帯） #1&2～13&14（2本立て）

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。 スーパー！ドラマＴＶナビ！（5分枠）毎日22：55

2017年9月番組表


