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(ET) 水曜日 2020/07/01 木曜日 2020/07/02 金曜日 2020/07/03 土曜日 2020/07/04 日曜日 2020/07/05 (ET)

★：初回放送枠　二：二カ国語　解：解説放送　字：字幕　吹：日本語吹替え　一部字：二カ国語・一部字幕 　B&W：モノクロ

CC：スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

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

06:00 ★[二][CC]スタートレック／
ディープ・スペース・ナイン シーズン4
（帯）#7「フェレンギ人囚わる」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#13「重力の井戸」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#14「狙われたスペースホテル」

08:00 ★[二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）
#8「ルネサンスの危機」

28:00

28:30

29:00

29:30

27:00

27:30

24:00

24:30

19:00

スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年7月

25:00

25:30

26:00

26:30

22:00

22:30

23:00

23:30

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

04:00 [字/5.1]THE CROSSING／
未来からの漂流者 （2話連続放送）
#10「アンドロクレスの選択」

05:00 インフォメーション

6:00

6:30

7:00

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

23:00 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7  #10 「カタリーナ・ロスト
ヴァ」

00:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #15 「魅惑的なシッ
ターの謎」

01:00 [字/5.1]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン6
#18「ホロウィッツの大予言」

02:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #16「新生児命名の法
則」

02:30 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #17「会場予約の法
則」

03:00 [字/5.1]THE CROSSING
／未来からの漂流者 （2話連続
放送）#9「希望への入り口」

18:30 インフォメーション

19:00 [二]ブラックリスト シーズン
7  #10「カタリーナ・ロストヴァ」

20:00 [二]エレメンタリー ホームズ
&ワトソン in NY シーズン6#18「ホ
ロウィッツの大予言」

21:00 [字/5.1]S.W.A.T. シーズン
3  #2　「妄信」

22:00 [字/5.1]サバイバー: 宿命
の大統領 シーズン2 #8「帰る場
所」

22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！

13:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン7  全話一
挙放送 #20「消された証拠」

14:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン7  全話一
挙放送 #21「謎の急死」

15:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン7  全話一
挙放送 #22 「ボーダーライン」

16:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン7  全話一
挙放送 #23「復讐の始まり」

17:00 ★[終][二][CC]NCIS ネイ
ビー犯罪捜査班 シーズン7  全
話一挙放送 #24「ルール51」

18:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
3  第1話先行プレミア放送 #1「混乱の襲来
（前編）」

05:00 [二/一部字]キャプテンスカーレット HD完
全版  #15「エンゼル機対ミステロン」

05:30 [二]ジョー90 HD完全版  #15「ビッグラッ
トの秘密を盗め」

06:00 ★[二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シー
ズン4 （帯）#9「カーレスの剣」

07:00 ★[字/5.1]THE CROSSING
／未来からの漂流者 （2話連続放
送）#9「希望への入り口」

08:00 ★[字/5.1]THE CROSSING
／未来からの漂流者 （2話連続放
送）#10「アンドロクレスの選択」

09:00 インフォメーション

09:30 [二]S.W.A.T. シーズン3
#2　「妄信」

10:30 [二]サバイバー: 宿命の大
統領 シーズン2  #8「帰る場所」

11:30 インフォメーション

12:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン7  全話一
挙放送 #19 「愛を売る女」

00:00 ★[二]ブラックリスト シーズ
ン7  キャッチアップ #8 「ハワラ
ダー」

01:00 ★[二]ブラックリスト シーズ
ン7  キャッチアップ #9「オライオン・
リロケーション・サービス」

02:00 ★[二]ブラックリスト シーズ
ン7  キャッチアップ #10「カタリー
ナ・ロストヴァ」

03:00 [吹・解][CC]MACGYVER
／マクガイバー シーズン2 #5「頭
蓋骨＋電磁石」

04:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #16「新生児命名の法
則」

04:30 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #17「会場予約の法
則」

19:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド  #15「魅惑的なシッ
ターの謎」

20:00 ★[字/5.1]NCIS: ニュー
オーリンズ シーズン5 （2話連続
放送）#7「時限爆弾」

21:00 ★[字/5.1]NCIS: ニュー
オーリンズ シーズン5 （2話連続
放送）#8「異国での決意」

22:00 [二]エレメンタリー ホームズ
&ワトソン in NY シーズン6
#18「ホロウィッツの大予言」

22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 ★[二]ブラックリスト シーズ
ン7  キャッチアップ #7 「ハンナ・ヘ
イズ」

13:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン7  全話一
挙放送 #14「見えざる脅威」

14:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン7  全話一
挙放送 #15「危険な賭け」

15:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン7  全話一
挙放送 #16 「秘めた決意」

16:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン7  全話一
挙放送 #17 「２つの顔」

17:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン7  全話一
挙放送 #18「海賊船の財宝」

18:00 [吹・解][CC]MACGYVER
／マクガイバー シーズン2 #5「頭
蓋骨＋電磁石」

05:00 ★[字/5.1]SCORPION／
スコーピオン シーズン4 （帯）
#8「ルネサンスの危機」

06:00 ★[二][CC]スタートレック／
ディープ・スペース・ナイン シーズン4
（帯）#8「ディファイアントの危機」

07:00 ★[二/一部字]キャプテンスカーレット HD
完全版  #15「エンゼル機対ミステロン」

07:30 ★[二]ジョー90 HD完全版  #15「ビッグ
ラットの秘密を盗め」

08:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #15「魅惑的なシッター
の謎」

09:00 インフォメーション

09:30 ★[二]NCIS: ニューオーリ
ンズ シーズン5 （2話連続放送）
#7「時限爆弾」

10:30 ★[二]NCIS: ニューオーリ
ンズ シーズン5 （2話連続放送）
#8「異国での決意」

11:30 インフォメーション

12:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン7  全話一
挙放送 #13「上空の攻防」

00:00 ★[字/5.1]S.W.A.T. シー
ズン3 #2 「妄信」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
3 （帯）#22「ラプソディー・イン・
レッド」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#4「面影」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#5「人質」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#13「重力の井戸」

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#14「狙われたスペースホテル」

19:00 ★[字]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#12「セントラル
パークの狼男」

20:00 ★[字]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#13「杖とヘビ」

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン3 （帯）#22「ラプソディー・
イン・レッド」

22:00 ★[二]S.W.A.T. シーズン3
#2「妄信」

22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7  #10 「カタリーナ・ロスト
ヴァ」

15:00 インフォメーション

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）#4
「面影」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）
#5
「人質」

17:30 インフォメーション

18:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #16「新生児命名の法
則」

18:30 ★[二]ビッグバン★セオリー ギークなボク
らの恋愛法則 シーズン11  #17「会場予約の
法則」

10:30 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #15「現実と小説の相
関関係の法則」

11:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #16「新生児命名の法
則」

11:30 インフォメーション

12:00 ★[二]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#12　「セントラ
ルパークの狼男」

13:00 ★[二]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#13「杖とヘビ」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン3 （帯）#21「赤毛の継子のよ
うに」

09:00 インフォメーション

09:30 [二]ブラックリスト シーズン
7 #10　「カタリーナ・ロストヴァ」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
3 （帯）#21「赤毛の継子のよう
に」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#2「決着」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#3「暴走」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#11「最後の切り札」

15:00 インフォメーション

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）#2
「決着」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）
#3
「暴走」

17:30 インフォメーション

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#12「深海からの脱出」

05:00 ★[字/5.1]SCORPION／
スコーピオン シーズン4 （帯）
#7「水と共に去りぬ」

20:00 ★[字]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#11「ある町の秘
密」

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン3 （帯）#21「赤毛の継子
のように」

22:00 ★[二]サバイバー: 宿命の
大統領 シーズン2 #8「帰る場
所」

22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 ★[字]ママさん刑事ロー
ラ・ダイヤモンド  #15「魅惑的な
シッターの謎」

00:00 ★[字/5.1]サバイバー: 宿
命の大統領 シーズン2 #8 「帰る
場所」

18:00 [二]エレメンタリー ホームズ
&ワトソン in NY シーズン6
#18「ホロウィッツの大予言」

19:00 ★[字]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#10「水没」

09:30 ★[吹・解][CC]MACGYVER
／マクガイバー シーズン2 #5「頭蓋
骨＋電磁石」

10:30 [字/5.1]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン
6#18「ホロウィッツの大予言」

11:30 インフォメーション

12:00 ★[二]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#10　「水没」

13:00 ★[二]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#11「ある町の秘
密」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン3 （帯）#20「ジェーンに赤信
号」

02:00 ★[終][字/5.1]NCIS: LA
極秘潜入捜査班 シーズン4
（帯）#24「復讐」

03:00 ★[新][字/5.1]NCIS: LA
極秘潜入捜査班 シーズン5
（帯）#1「不屈」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#9「小惑星からのSOS」

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#10「ピラミッドの呪い」

05:00 ★[字/5.1]SCORPION／
スコーピオン シーズン4 （帯）
#6「幽霊船を止めろ」

06:00 ★[二][CC]スタートレック／
ディープ・スペース・ナイン シーズン4
（帯）#6「禁じられた愛の絆」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#11「最後の切り札」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#12「深海からの脱出」

08:00 ★[二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）
#7「水と共に去りぬ」

09:00 インフォメーション

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン3 （帯）#20「ジェーンに赤
信号」

22:00 ★[二]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン6
#18「ホロウィッツの大予言」

22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 [字/5.1]サバイバー: 宿命
の大統領 シーズン2 #7「家族の
絆」

00:00 ★[字/5.1]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
6 #18「ホロウィッツの大予言」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
3 （帯）#20「ジェーンに赤信号」

15:30 ★[終][二]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン4 （帯）
#24「復讐」

16:30 ★[新][二]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#1
「不屈」

17:30 インフォメーション

18:00 [二][CC]クリミナル・マイン
ド キャストが監督！エピソード
シーズン10 #16 「ロックダウン」

19:00 ★[字]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#8「ネオンと銃
弾」

20:00 ★[字]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#9「ロズウェルで
の対話」

10:30 [字]クリミナル・マインド キャ
ストが監督！エピソード シーズン
10  #16「ロックダウン」

11:30 インフォメーション

12:00 ★[二]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#8　「ネオンと銃
弾」

13:00 ★[二]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#9「ロズウェルで
の対話」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン3 （帯）#19「綺麗なバラには
トゲがある」

15:00 インフォメーション

06:00 ★[二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シー
ズン4 （帯）#5「デュカットの娘」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#9「小惑星からのSOS」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#10「ピラミッドの呪い」

08:00 ★[二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）
#6「幽霊船を止めろ」

09:00 インフォメーション

09:30 [二]サバイバー: 宿命の大
統領 シーズン2  #7「家族の絆」

27:00

27:30

28:00

28:30

29:00

29:30

24:00

24:30

25:00

25:30

26:00

26:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

6:00

6:30

7:00

7:30

8:00

8:30

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。
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(ET) 月曜日 2020/07/06 火曜日 2020/07/07 水曜日 2020/07/08 木曜日 2020/07/09 金曜日 2020/07/10 土曜日 2020/07/11 日曜日 2020/07/12 (ET)

★：初回放送枠　二：二カ国語　解：解説放送　字：字幕　吹：日本語吹替え　一部字：二カ国語・一部字幕 　B&W：モノクロ

CC：スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

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

スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年7月

6:00 06:00 ★[二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シー
ズン4 （帯）#10「ドクター・ノア」

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

06:00 ★[二][CC]スタートレック／
ディープ・スペース・ナイン シーズン4
（帯）#12「地球戒厳令　後篇」

06:00 ★[二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シー
ズン4 （帯）#13「ジェラシー」

06:00 ★[二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シー
ズン4 （帯）#14「新たなる戦線」

06:00 ★[二][CC]スタートレック／
ディープ・スペース・ナイン シーズン4
（帯）#15「モーグの息子たち」

06:00 ★[二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シー
ズン4 （帯）#16「ロムの反乱」

6:00

6:30 6:30

7:00 07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#15「月面基地アルフィー」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#17「海底急行の危機」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#19「小さな科学者」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#21「ハレー彗星での冒険」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#23「インターナショナル・レスキュー出動
禁止！」

07:00 ★[二/一部字]キャプテンスカーレット HD
完全版  #16「消えたロケット」

07:00 ★[終][字/5.1]THE
CROSSING／未来からの漂流
者 （2話連続放送）#11「名前」

7:00

7:30 07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#16「バースデー・プレゼント」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#18「マックス 北極圏へ出動！」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#20「伝説の金庫破り」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#22「シルビア大おば様とティーを」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#24「サンダーバードS 発進！」

07:30 ★[二]ジョー90 HD完全版  #16「大手
術作戦」

7:30

8:00 08:00 ★[二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）
#9「海月に誘われて」

08:00 ★[二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）
#10「ファミリービジネス」

08:00 ★[二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）
#11「運命の日」

08:00 ★[二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）
#12「ひとりぼっちのクリスマス」

08:00 ★[二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）
#13「生存者たち」

08:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #16「失血死した元妻
の謎」

08:00 [吹・解][CC]MACGYVER／
マクガイバー シーズン2 #6「ジェットエ
ンジン＋トラック」

8:00

8:30 8:30

9:00 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 9:00

9:30 09:30 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7 #10「カタリーナ・ロストヴァ」

09:30 [字/5.1]S.W.A.T. シーズン
3 #2 「妄信」

09:30 [二]サバイバー: 宿命の大
統領 シーズン2 #8「帰る場所」

09:30 ★[吹・解][CC]MACGYVER
／マクガイバー シーズン2 #6 「ジェッ
トエンジン＋トラック」

09:30 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7  #11
「ヴィクトリア･フェンバーグ」

09:30 ★[二]NCIS: ニューオーリ
ンズ シーズン5 （2話連続放送）
#9「二重生活」

09:30 [二]S.W.A.T. シーズン3
#3「偽札」

9:30

10:00 10:00

10:30 10:30 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #15「魅惑的なシッター
の謎」

10:30 [二]エレメンタリー ホームズ
&ワトソン in NY シーズン6
#18「ホロウィッツの大予言」

10:30 [字]クリミナル・マインド キャ
ストが監督！エピソード シーズン
10 #21「かぎ爪の怪物」

10:30 [字/5.1]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン6
#19「解けない数式」

10:30 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #16「新生児命名の法
則」

10:30 ★[二]NCIS: ニューオーリ
ンズ シーズン5 （2話連続放送）
#10「時間切れ」

10:30 [二]サバイバー: 宿命の大
統領 シーズン2 #9「3通の手紙」

10:30

11:00 11:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #17「会場予約の法
則」

11:00

11:30 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30

12:00 12:00 ★[二]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#14「瘴気」

12:00 ★[二]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#16「最後の抵
抗」

12:00 ★[二]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#18「愛のダン
ス」

12:00 ★[二]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#20「死のバイキ
ング」

12:00 ★[終][二]クリミナル・マイ
ンド シーズン13 （帯）#22「信じる
者たち」

12:00 ★[新][二][CC]NCIS ネイ
ビー犯罪捜査班 シーズン8  全
話一挙放送 #1「復讐の結末」

12:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #7「意外な来訪者」

12:00

12:30 12:30

13:00 13:00 ★[二]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#15「シェアハウ
スの殺人」

13:00 ★[二]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#17「殺人ピエ
ロ」

13:00 ★[二]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#19「オフィス籠
城」

13:00 ★[二]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#21「消えない
音」

13:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #16「失血死した元妻
の謎」

13:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #2「悪夢」

13:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #8「暗殺計画」

13:00

13:30 13:30

14:00 14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン3 （帯）#22「ラプソディー・イ
ン・レッド」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン3 （帯）#23 「ストロベリーク
リーム　パート１」

14:00 [終][二][CC]メンタリスト
シーズン3 （帯）#24「ストロベリー
クリーム　パート２」

14:00 [新][二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#1 「緋色のリボ
ン」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン4 （帯） #2 「赤い手帳」

14:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #3「怒りの導火線」

14:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #9「真の標的」

14:00

14:30 14:30

15:00 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #4「海上の国境」

15:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #10「狙われた証人」

15:00

15:30 15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）#6
「漏洩」

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）
#8 「冷戦」

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）
#10「凍湖」

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）
#12「聖夜」

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）
#14「疑惑」

15:30

16:00 16:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #5「歪んだ愛国心」

16:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー犯
罪捜査班 シーズン8  全話一挙放
送 #11「ポトマック川殺人事件」

16:00

16:30 16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）#7
「特急」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）#9
「更生」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）#11
「潜伏」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）#13
「送金」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）#15
「首狩」

16:30

17:00 17:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #6「取りつかれた女」

17:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #12「入隊志願者」

17:00

17:30 17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 17:30

18:00 18:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #15「魅惑的なシッター
の謎」

18:00 [二]サバイバー: 宿命の大
統領 シーズン2 #8「帰る場所」

18:00 [二][CC]クリミナル・マイン
ド キャストが監督！エピソード
シーズン10 #21「かぎ爪の怪物」

18:00 [二]エレメンタリー ホームズ
&ワトソン in NY シーズン6
#19「解けない数式」

18:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #17「会場予約の法
則」

18:00 [吹・解][CC]MACGYVER
／マクガイバー シーズン2#6
「ジェットエンジン＋トラック」

18:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #16「失血死した元妻
の謎」

18:00

18:30 18:30 ★[二]ビッグバン★セオリー ギークなボク
らの恋愛法則 シーズン11  #18「ゲイツによる励
起挙動の法則」

18:30

19:00 19:00 ★[字]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#14「瘴気」

19:00 ★[字]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#16「最後の抵
抗」

19:00 ★[字]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#18「愛のダン
ス」

19:00 ★[字]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#20「死のバイキ
ング」

19:00 ★[終][字]クリミナル・マイ
ンド シーズン13 （帯）#22「信じる
者たち」

19:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #16「失血死した元妻
の謎」

19:00 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7  #11
「ヴィクトリア･フェンバーグ」

19:00

19:30 19:30

20:00 20:00 ★[字]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#15「シェアハウ
スの殺人」

20:00 ★[字]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#17「殺人ピエ
ロ」

20:00 ★[字]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#19「オフィス籠
城」

20:00 ★[字]クリミナル・マインド
シーズン13 （帯）#21「消えない
音」

20:00 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7  #11
「ヴィクトリア･フェンバーグ」

20:00 ★[字/5.1]NCIS: ニュー
オーリンズ シーズン5 （2話連続
放送）#9「二重生活」

20:00 [二]エレメンタリー ホームズ
&ワトソン in NY シーズン6
#19「解けない数式」

20:00

20:30 20:30

21:00 21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン3 （帯）#23「ストロベリー
クリーム　パート１」

21:00 ★[終][二][CC]メンタリス
ト シーズン3 （帯）#24「ストロベ
リークリーム　パート２」

21:00 ★[新][二][CC]メンタリス
ト シーズン4 （帯）#1「緋色のリボ
ン」

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#2「赤い手帳」

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#3「赤いバルー
ン」

21:00 ★[字/5.1]NCIS: ニュー
オーリンズ シーズン5 （2話連続
放送）#10「時間切れ」

21:00 [字/5.1]S.W.A.T. シーズン
3 #3「偽札」

21:00

21:30 21:30

22:00 22:00 ★[二][CC]クリミナル・マイ
ンド キャストが監督！エピソード
シーズン10 #21「かぎ爪の怪物」

22:00 ★[字/5.1]ブラックリスト
シーズン7  #11
「ヴィクトリア･フェンバーグ」

22:00 ★[二]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン6
#19「解けない数式」

22:00 ★[二]サバイバー: 宿命の
大統領 シーズン2 #9「3通の手
紙」

22:00 ★[二]S.W.A.T. シーズン3
#3「偽札」

22:00 [二]エレメンタリー ホームズ
&ワトソン in NY シーズン6
#19「解けない数式」

22:00 [字/5.1]サバイバー: 宿命
の大統領 シーズン2 #9「3通の
手紙」

22:00

22:30 22:30

22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 23:00 [字/5.1]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン6
#18「ホロウィッツの大予言」

23:00 [二]S.W.A.T. シーズン3
#2「妄信」

23:00 [字/5.1]サバイバー: 宿命
の大統領 シーズン2  #8「帰る場
所」

23:00 ★[字]ママさん刑事ロー
ラ・ダイヤモンド  #16「失血死した
元妻の謎」

23:00 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7  #11「ヴィクトリア･フェンバー
グ」

23:00 ★[二]まだ間に合う！ サ
バイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #1「就任1周年」

23:00 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7  #11「ヴィクトリア･フェンバー
グ」

23:00

23:30 23:30

24:00 00:00 ★[字]クリミナル・マインド
キャストが監督！エピソード シー
ズン10 #21「かぎ爪の怪物」

00:00 ★[字/5.1]ブラックリスト
シーズン7 #11「ヴィクトリア･フェン
バーグ」

00:00 ★[字/5.1]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
6 #19「解けない数式」

00:00 ★[字/5.1]サバイバー: 宿
命の大統領 シーズン2 #9「3通
の手紙」

00:00 ★[字/5.1]S.W.A.T. シー
ズン3 #3「偽札」

00:00 ★[二]まだ間に合う！ サ
バイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #2 「最後の一刺し」

00:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #16 「失血死した元妻
の謎」

24:00

24:30 24:30

25:00 01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
3 （帯）#23 「ストロベリークリーム
パート１」

01:00 ★[終][字]メンタリスト
シーズン3 （帯）#24「ストロベリー
クリーム　パート２」

01:00 ★[新][字]メンタリスト
シーズン4 （帯）#1 「緋色のリボ
ン」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯）#2「赤い手帳」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯）#3「赤いバルーン」

01:00 ★[二]まだ間に合う！ サ
バイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #3「感染症の勃発」

01:00 [字/5.1]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン6
#19「解けない数式」

25:00

25:30 25:30

26:00 02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#6「漏洩」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#8「冷戦」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#10「凍湖」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#12「聖夜」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#14「疑惑」

02:00 ★[二]まだ間に合う！ サ
バイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #4「均衡の崩れ」

02:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #17「会場予約の法
則」

26:00

26:30 02:30 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #18「ゲイツによる励起
挙動の法則」

26:30

27:00 03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#7「特急」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#9「更生」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#11「潜伏」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#13「送金」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#15「首狩」

03:00 ★[二]まだ間に合う！ サ
バイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #5 「寄生虫」

03:00 [終][字/5.1]THE
CROSSING／未来からの漂流
者 （2話連続放送）#11「名前」

27:00

27:30 27:30

28:00 04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#15「月面基地アルフィー」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#17「海底急行の危機」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#19「小さな科学者」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#21「ハレー彗星での冒険」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#23「インターナショナル・レスキュー出
動禁止！」

04:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #17「会場予約の法
則」

04:00 [二]S.W.A.T. シーズン3
#3 「偽札」

28:00

28:30 04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#16「バースデー・プレゼント」

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#18「マックス 北極圏へ出動！」

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#20「伝説の金庫破り」

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#22「シルビア大おば様とティーを」

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#24「サンダーバードS 発進！」

04:30 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #18「ゲイツによる励起
挙動の法則」

28:30

29:00 05:00 ★[字/5.1]SCORPION／
スコーピオン シーズン4 （帯）
#9 「海月に誘われて」

05:00 ★[字/5.1]SCORPION／
スコーピオン シーズン4 （帯）
#10 「ファミリービジネス」

05:00 ★[字/5.1]SCORPION／
スコーピオン シーズン4 （帯）
#11 「運命の日」

05:00 ★[字/5.1]SCORPION／
スコーピオン シーズン4 （帯）
#12 「ひとりぼっちのクリスマス」

05:00 ★[字/5.1]SCORPION／
スコーピオン シーズン4 （帯）
#13 「生存者たち」

05:00 [二/一部字]キャプテンスカーレット HD完
全版  #16「消えたロケット」

05:00 インフォメーション 29:00

29:30 05:30 [二]ジョー90 HD完全版  #16「大手術
作戦」

29:30

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。
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★：初回放送枠　二：二カ国語　解：解説放送　字：字幕　吹：日本語吹替え　一部字：二カ国語・一部字幕 　B&W：モノクロ

CC：スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

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

スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年7月

6:00 06:00 ★[二][CC]スタートレック／
ディープ・スペース・ナイン シーズン4
（帯）#17「選ばれし者の困惑」

06:00 ★[二][CC]スタートレック／
ディープ・スペース・ナイン シーズン4
（帯）#18「裁かれるウォーフ」

06:00 ★[二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シー
ズン4 （帯）#19「つくられた記憶」

06:00 ★[二][CC]スタートレック／
ディープ・スペース・ナイン シーズン4
（帯）#20「鏡あわせのジェニファー」

06:00 ★[二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シー
ズン4 （帯）#21「二人の女神」

06:00 ★[二][CC]スタートレック／
ディープ・スペース・ナイン シーズン4
（帯）#22「裏切り者は誰だ」

06:00 ★[二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シー
ズン4 （帯）#23「戦士の宿命」

6:00

6:30 6:30

7:00 07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
1 （帯）#25「さらわれたエージェント」

07:00 ★[新][二]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#1「新たなる敵　ザ・メカニック」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#3「氷の星　エウロパ」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#5「火星移住計画」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#7「パパのTV-21(後編)」

07:00 ★[二/一部字]キャプテンスカーレット HD
完全版  #17「ミステロン基地を爆破せよ！」

07:00 ★[新][二][CC]新スタートレッ
ク シーズン6 HD版 （2話連続放送）
#1「タイム・スリップ・エイリアン～パー
ト2～」

7:00

7:30 07:30 ★[終][二]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#26「トレーシー・アイランドの危機」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#2「ゴースト・シップ」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#4「潜水艇で家族旅行」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#6「パパのTV-21(前編)」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#8「失われた王国」

07:30 ★[二]ジョー90 HD完全版  #17「身がわ
り王子」

7:30

8:00 08:00 ★[二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）
#14「灯台よ 闇を照らせ」

08:00 ★[二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）
#15「波にのまれて」

08:00 ★[二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）
#16「バレンタインの風」

08:00 ★[二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）
#17「凡人になった天才たち」

08:00 ★[二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）
#18「まだ見ぬ命のために」

08:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #17「毒殺されたイン
ターンの謎」

08:00 ★[二][CC]新スタートレッ
ク シーズン6 HD版 （2話連続放
送）#2「プラズマ放電の謎」

8:00

8:30 8:30

9:00 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 9:00

9:30 09:30 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7 #11「ヴィクトリア･フェンバー
グ」

09:30 [字/5.1]S.W.A.T. シーズン
3 #3 「偽札」

09:30 [二]サバイバー: 宿命の大
統領 シーズン2 #9 「3通の手紙」

09:30 ★[吹・解][CC]MACGYVER
／マクガイバー シーズン2 #7「粘着
テープ＋ジャック」

09:30 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7  #12
「コーネリアス･ラック」

09:30 ★[二]NCIS: ニューオーリ
ンズ シーズン5 （2話連続放送）
#11「影の支配者」

09:30 [二]S.W.A.T. シーズン3
#4 「免責」

9:30

10:00 10:00

10:30 10:30 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #16 「失血死した元妻
の謎」

10:30 [二]エレメンタリー ホームズ
&ワトソン in NY シーズン6
#19 「解けない数式」

10:30 [字]クリミナル・マインド キャス
トが監督！エピソード シーズン11 #3
「死がふたりを分かつまで」

10:30 [字/5.1]エレメンタリー ホーム
ズ&ワトソン in NY シーズン6 #20
「死が二人を分かつまで」

10:30 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #17「会場予約の法
則」

10:30 ★[二]NCIS: ニューオーリンズ
シーズン5 （2話連続放送）
#12「デスパレートな海軍の妻たち」

10:30 [二]サバイバー: 宿命の大
統領 シーズン2 #10「集中砲火」

10:30

11:00 11:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #18「ゲイツによる励起
挙動の法則」

11:00

11:30 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30

12:00 12:00 ★[新][二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#1「摩天楼の名探偵」

12:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#3「消えた誘拐犯」

12:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#5「死の天使」

12:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#7「忘れたい過去」

12:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#9「瞳の中の暗殺者」

12:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #13「仮面の裏側」

12:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送#19「呪いの本」

12:00

12:30 12:30

13:00 13:00 ★[二][CC]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1 （帯）
#2「あなたが寝てる間に…」

13:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#4「失踪」

13:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#6「危険なフライト」

13:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#8「長すぎた導火線」

13:00 ★[二][CC]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1 （帯）
#10「ダイヤモンドは永遠に」

13:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #14「区切り」

13:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #20「ポートキラー」

13:00

13:30 13:30

14:00 14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン4 （帯）#3「赤いバルーン」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン4 （帯）#4「赤いバラの庭で」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン4 （帯）#5「血と砂」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン4 （帯）#6「カーマインの行
方」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン4 （帯） #7「点滅するレッドラ
ンプ」

14:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #15「反逆の矢」

14:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #21「鏡の中の真相」

14:00

14:30 14:30

15:00 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #16「キル･スクリーン」

15:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #22「悲しい再会」

15:00

15:30 15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）
#16「毒刺」

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）
#18「零日」

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）
#20「復帰」

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）
#22「誘拐」

15:30 ★ [終][二]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#24「出航」

15:30

16:00 16:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #17「最後の大強盗」

16:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #23「白鳥の歌」

16:00

16:30 16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）
#17「極道」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）
#19「捕虜」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）
#21「本心」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン5 （帯）
#23「爆発」

16:30 ★[新][二]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#1「潜水」

16:30

17:00 17:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン8  全話一
挙放送 #18「疑わしき者」

17:00 ★[終][二][CC]NCIS ネイ
ビー犯罪捜査班 シーズン8  全
話一挙放送 #24「過去の清算」

17:00

17:30 17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 17:30

18:00 18:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #16 「失血死した元妻
の謎」

18:00 [二]サバイバー: 宿命の大
統領 シーズン2 #9「3通の手紙」

18:00 [二][CC]クリミナル・マインド
キャストが監督！エピソード シーズン
11 #3「死がふたりを分かつまで」

18:00 [二]エレメンタリー ホームズ
&ワトソン in NY シーズン6
#20「死が二人を分かつまで」

18:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #18「ゲイツによる励起
挙動の法則」

18:00 [吹・解][CC]MACGYVER／
マクガイバー シーズン2 #7「粘着テー
プ＋ジャック」

18:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド#17「毒殺されたイン
ターンの謎」

18:00

18:30 18:30 ★[二]ビッグバン★セオリー ギークなボク
らの恋愛法則 シーズン11  #19「管理組合の
理事長になる法則」

18:30

19:00 19:00 ★[新][字]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#1「摩天楼の名探偵」

19:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#3「消えた誘拐犯」

19:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#5「死の天使」

19:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#7「忘れたい過去」

19:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#9「瞳の中の暗殺者」

19:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド#17「毒殺されたイン
ターンの謎」

19:00 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7  #12
「コーネリアス･ラック」

19:00

19:30 19:30

20:00 20:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#2「あなたが寝てる間に…」

20:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#4「失踪」

20:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#6「危険なフライト」

20:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#8「長すぎた導火線」

20:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#10「ダイヤモンドは永遠に」

20:00 ★[字/5.1]NCIS: ニュー
オーリンズ シーズン5 （2話連続
放送）#11「影の支配者」

20:00 [二]エレメンタリー ホームズ
&ワトソン in NY シーズン6
#20「死が二人を分かつまで」

20:00

20:30 20:30

21:00 21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#4「赤いバラの庭
で」

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#5「血と砂」

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#6「カーマインの
行方」

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#7「点滅するレッ
ドランプ」

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#8「雑なマニキュ
ア」

21:00 ★[字/5.1]NCIS: ニューオーリ
ンズ シーズン5 （2話連続放送）#12
「デスパレートな海軍の妻たち」

21:00 [字/5.1]S.W.A.T. シーズン
3 #4「免責」

21:00

21:30 21:30

22:00 22:00 ★[二][CC]クリミナル・マインド
キャストが監督！エピソード シーズン
11 #3「死がふたりを分かつまで」

22:00 ★[字/5.1]ブラックリスト
シーズン7  #12
「コーネリアス･ラック」

22:00 ★[二]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン6
#20「死が二人を分かつまで」

22:00 ★[二]サバイバー: 宿命の
大統領 シーズン2 #10「集中砲
火」

22:30 22:30

22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7 #12「コーネリアス･ラック」

23:00 ★[二]まだ間に合う！ サ
バイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #6「2隻の船」

22:00 ★[二]S.W.A.T. シーズン3
#4 「免責」

22:00 [二]エレメンタリー ホームズ
&ワトソン in NY シーズン6
#20「死が二人を分かつまで」

22:00 [字/5.1]サバイバー: 宿命
の大統領 シーズン2 #10 「集中
砲火」

22:00

00:00 ★[字/5.1]サバイバー: 宿
命の大統領 シーズン2#10「集中
砲火」

00:00 ★[字/5.1]S.W.A.T. シー
ズン3 #4「免責」

22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 23:00 [字/5.1]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン6
#19「解けない数式」

23:00 [二]S.W.A.T. シーズン3
#3「偽札」

23:00 [字/5.1]サバイバー: 宿命
の大統領 シーズン2 #9「3通の
手紙」

23:00 ★[字]ママさん刑事ロー
ラ・ダイヤモンド #17「毒殺された
インターンの謎」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯）#6「カーマインの行方」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯）#7「点滅するレッドランプ」

23:00 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7 #12「コーネリアス･ラック」

23:00

23:30 23:30

24:00 00:00 ★[字]クリミナル・マインド キャ
ストが監督！エピソード シーズン11
#3「死がふたりを分かつまで」

00:00 ★[字/5.1]ブラックリスト
シーズン7#12「コーネリアス･ラッ
ク」

00:00 ★[字/5.1]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン6 #20
「死が二人を分かつまで」

25:30 25:30

00:00 ★[二]まだ間に合う！ サ
バイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #7「家族の絆」

00:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド#17「毒殺されたイン
ターンの謎」

24:00

24:30 24:30

25:00 01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯）#4「赤いバラの庭で」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯）#5「血と砂」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯）#8「雑なマニキュア」

01:00 ★[二]まだ間に合う！ サ
バイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #8「帰る場所」

01:00 [字/5.1]エレメンタリー ホーム
ズ&ワトソン in NY シーズン6  #20
「死が二人を分かつまで」

25:00

02:00 ★[二]まだ間に合う！ サ
バイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #9「3通の手紙」

02:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #18「ゲイツによる励起
挙動の法則」

26:00

26:30 02:30 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #19「管理組合の理事
長になる法則」

26:30

26:00 02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#16「毒刺」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#18「零日」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#20「復帰」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#22「誘拐」

02:00 ★ [終][字/5.1]NCIS: LA
極秘潜入捜査班 シーズン5
（帯）#24「出航」

27:00 03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#17「極道」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#19「捕虜」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#21「本心」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン5 （帯）
#23「爆発」

03:00 ★[新][字/5.1]NCIS: LA
極秘潜入捜査班 シーズン6
（帯）#1「潜水」

03:00 ★[二]まだ間に合う！ サ
バイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #10「集中砲火」

03:00 ★[新][字/5.1]新スタート
レック シーズン6 HD版 （2話連続
放送）#1「タイム・スリップ・エイリア
ン～パート2～」

27:00

27:30 27:30

28:00 04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン1 （帯）#25「さらわれたエージェント」

04:00 ★[新][字/5.1]サンダーバード ARE GO
シーズン2 （帯）#1「新たなる敵　ザ・メカニック」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#3「氷の星　エウロパ」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#5「火星移住計画」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#7「パパのTV-21(後編)」

04:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #18「ゲイツによる励起
挙動の法則」

04:00 ★[字/5.1]新スタートレック
シーズン6 HD版 （2話連続放
送）#2「プラズマ放電の謎」

28:00

28:30 04:30 ★[終][字/5.1]サンダーバード ARE GO
シーズン1 （帯）#26「トレーシー・アイランドの危
機」

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#2「ゴースト・シップ」

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#4「潜水艇で家族旅行」

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#6「パパのTV-21(前編)」

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#8「失われた王国」

04:30 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #19「管理組合の理事
長になる法則」

28:30

29:00 05:00 ★[字/5.1]SCORPION／
スコーピオン シーズン4 （帯）#14
「灯台よ 闇を照らせ」

05:00 ★[字/5.1]SCORPION／
スコーピオン シーズン4 （帯）#15
「波にのまれて」

05:00 ★[字/5.1]SCORPION／
スコーピオン シーズン4 （帯）#16
「バレンタインの風」

05:00 ★[字/5.1]SCORPION／
スコーピオン シーズン4 （帯）#17
「凡人になった天才たち」

05:00 ★[字/5.1]SCORPION／
スコーピオン シーズン4 （帯）#18
「まだ見ぬ命のために」

05:00 [二/一部字]キャプテンスカーレット HD完
全版  #17「ミステロン基地を爆破せよ！」

05:00 インフォメーション 29:00

29:30 05:30 [二]ジョー90 HD完全版  #17「身がわり
王子」

29:30

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。
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※7/20（月）24:00-30:00はSPODメンテナンスのため休止

★：初回放送枠　二：二カ国語　解：解説放送　字：字幕　吹：日本語吹替え　一部字：二カ国語・一部字幕 　B&W：モノクロ

CC：スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

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

08:00 ★[新][吹]ウルトラマンG（グレート） リマ
スター版  #1「銀色の巨人」

08:30 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #20「心置きなく独身に
サヨナラする法則」

スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年7月

6:00 06:00 ★[二][CC]スタートレック／
ディープ・スペース・ナイン シーズン4
（帯）#24「星に死の満つる時」

06:00 ★[二][CC]スタートレック／
ディープ・スペース・ナイン シーズン4
（帯）#25「クワーク、絶体絶命」

06:00 ★[終][二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シーズン
4 （帯）#26「可変種の脅威　第二
幕（前編）」

06:00 ★[新][二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シーズン
5 （帯）#1「可変種の脅威　第二幕
（後編）」

06:00 ★[二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シー
ズン5 （帯）#2「神の船」

06:00 ★[二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シー
ズン5 （帯）#3「クワークの再婚」

06:00 ★[二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シー
ズン5 （帯）#4「戦う勇気」

6:00

6:30 6:30

7:00 07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#9「彗星　直撃の危機！」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#11「嵐を呼ぶドローン」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#13「巨大アリジゴク」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#15「狙われた水力発電ダム」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#17「大トカゲの襲撃」

07:00 ★[二/一部字]キャプテンスカーレット HD
完全版  #18「ミニ衛星をとばせ！」

07:00 ★[二][CC]新スタートレッ
ク シーズン6 HD版 （2話連続放
送）#3「生命リンクテレパシー」

7:00

7:30 07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#10「R.A.D.」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#12「クレーンの反乱」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#14「大噴火！」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#16「制御不能！プラズマボルト」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#18「おばあちゃんの大冒険」

07:30 ★[二]ジョー90 HD完全版  #18「死のテ
ストパイロット」

7:30

8:00 08:00 ★[二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）
#19「沼地のワニを追え」

08:00 ★[二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）
#20「天才よ、ヒットを飛ばせ」

08:00 ★[二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）
#21「リスキー・フライト」

08:00 ★[終][二][CC]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）#22
「最後の裏切り」

08:00 ★[新][二/一部字]海底大戦争 スティ
ングレイ 完全版 （帯）#1「海底王タイタン」

08:00 ★[二][CC]新スタートレッ
ク シーズン6 HD版 （2話連続放
送）#4「エンタープライズの面影」

8:00

8:30 08:30 ★[二/一部字]海底大戦争 スティングレ
イ 完全版 （帯）#2「毒ガスの花」

8:30

9:00 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 9:00

9:30 09:30 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7 #12「コーネリアス･ラック」

09:30 [字/5.1]S.W.A.T. シーズン
3 #4「免責」

09:30 [二]サバイバー: 宿命の大
統領 シーズン2 #10「集中砲火」

09:30 ★[吹・
解][CC]MACGYVER／マクガイ
バー シーズン2 #8「緩衝材＋
火」

09:30 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7  #13
「ニュートン･パーセル」

09:30 ★[二]NCIS: ニューオーリ
ンズ シーズン5 （2話連続放送）
#13「ウイルスＸ」

09:30 [二]S.W.A.T. シーズン3
#5「ロングビーチ」

9:30

10:00 10:00

10:30 10:30 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #17「毒殺されたイン
ターンの謎」

10:30 [二]エレメンタリー ホームズ
&ワトソン in NY シーズン6
#20「死が二人を分かつまで」

10:30 [字]クリミナル・マインド キャ
ストが監督！エピソード シーズン
11 #5「暗闇のアーティスト」

10:30 [終][字/5.1]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
6 #21「最愛の相棒へ」

10:30 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #18「ゲイツによる励起
挙動の法則」

10:30 ★[二]NCIS: ニューオーリ
ンズ シーズン5 （2話連続放送）
#14「ゆがんだ正義」

10:30 [二]サバイバー: 宿命の大
統領 シーズン2 #11「深い悲し
み」

10:30

11:00 11:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #19「管理組合の理事
長になる法則」

11:00

11:30 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30

12:00 12:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#11「命の洗濯」

12:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#13「戦争ゲーム」

12:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#15「過去の亡霊」

12:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#17「偽りの遺伝子」

12:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#19「嵐の夜に」

12:00 ★[新][二][CC]NCIS ネイ
ビー犯罪捜査班 シーズン9  全
話一挙放送#1「刺客の宿命」

12:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン9  全話一
挙放送 #7「魔の三角関係」

12:00

12:30 12:30

13:00 13:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#12「Ｍの悲劇」

13:00 ★[二][CC]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1 （帯）
#14「殺人鬼のプロファイル」

13:00 ★[二][CC]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1 （帯）
#16「容疑者ベルの献身」

13:00 ★[二][CC]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1 （帯）
#18「せめて、探偵らしく」

13:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#20「ブラックメール」

13:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン9  全話一
挙放送 #2「記憶のいたずら」

13:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー犯
罪捜査班 シーズン9  全話一挙放
送#8「英雄の帰還（前編）」

13:00

13:30 13:30

14:00 14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン4 （帯）#8「雑なマニキュア」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン4 （帯）#9「赤いスウェット」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン4 （帯）#10「赤のフーガ」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン4 （帯）#11「いつも赤に賭け
ろ」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン4 （帯） #12「血に染まった
パーティー」

14:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン9  全話一
挙放送 #3「ペネロピ文書」

14:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン9  全話一
挙放送 #9「英雄の帰還（後
編）」

14:00

14:30 14:30

15:00 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン9  全話一
挙放送 #4「殺害依頼」

15:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン9  全話一
挙放送 #10「ディノッゾの受難」

15:00

15:30 15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#2「聴聞」

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#4「再燃」

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#6「逮捕」

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#8「灰人」

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#10「規律」

15:30

16:00 16:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン9  全話一
挙放送 #5「自由を求めて」

16:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン9  全話一
挙放送 #11「雪夜の奇跡」

16:00

16:30 16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#3「監査」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#5「越境」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#7「飛行」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#9「毒草」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#11「素性」

16:30

17:00 17:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン9  全話一
挙放送 #6「恋に落ちて」

17:00 ★[二][CC]NCIS ネイビー
犯罪捜査班 シーズン9  全話一
挙放送#12「ファントムの再来」

17:00

17:30 17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 17:30

18:00 18:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #17 「毒殺されたイン
ターンの謎」

18:00 [二]サバイバー: 宿命の大
統領 シーズン2  #10「集中砲
火」

18:00 [二][CC]クリミナル・マインド
キャストが監督！エピソード シーズン
11 #5「暗闇のアーティスト」

18:00 [終][二]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン6
#21「最愛の相棒へ」

18:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #19「管理組合の理事
長になる法則」

18:00 [吹・解][CC]MACGYVER／
マクガイバー シーズン2 #8「緩衝材
＋火」

18:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #18 「沈んだ水兵の
謎」

18:00

18:30 18:30 ★[二]ビッグバン★セオリー ギークなボク
らの恋愛法則 シーズン11  #20「心置きなく独
身にサヨナラする法則」

18:30

19:00 19:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#11 「命の洗濯」

19:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#13 「戦争ゲーム」

19:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#15 「過去の亡霊」

19:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#17 「偽りの遺伝子」

19:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#19 「嵐の夜に」

19:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #18 「沈んだ水兵の
謎」

19:00 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7  #13
「ニュートン･パーセル」

19:00

19:30 19:30

20:00 20:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#12 「Ｍの悲劇」

20:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#14「殺人鬼のプロファイル」

20:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#16「容疑者ベルの献身」

20:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#18「せめて、探偵らしく」

20:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#20「ブラックメール」

20:00 ★[字/5.1]NCIS: ニュー
オーリンズ シーズン5 （2話連続
放送）#13「ウイルスＸ」

20:00 [終][二]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン6
#21「最愛の相棒へ」

20:00

20:30 20:30

21:00 21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#9「赤いスウェッ
ト」

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#10「赤のフーガ」

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#11「いつも赤に
賭けろ」

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#12「血に染まっ
たパーティー」

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#13「赤は新たな
スタンダード」

21:00 ★[字/5.1]NCIS: ニュー
オーリンズ シーズン5 （2話連続
放送）#14「ゆがんだ正義」

21:00 [字/5.1]S.W.A.T. シーズン
3 #5 「ロングビーチ」

21:00

21:30 21:30

22:00 22:00 ★[二][CC]クリミナル・マインド
キャストが監督！エピソード シーズン
11#5「暗闇のアーティスト」

22:00 ★[字/5.1]ブラックリスト
シーズン7  #13
「ニュートン･パーセル」

22:00 ★[終][二]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
6 #21「最愛の相棒へ」

22:00 ★[二]サバイバー: 宿命の
大統領 シーズン2 #11「深い悲し
み」

22:30 22:30

22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7 #13 「ニュートン･パーセル」

23:00 ★[字]ママさん刑事ロー
ラ・ダイヤモンド  キャッチアップ
#13 「若き売人の謎」

23:00 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7 #13 「ニュートン･パーセル」

22:00 [終][二]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン6
#21「最愛の相棒へ」

22:00 [字/5.1]サバイバー: 宿命
の大統領 シーズン2 #11「深い
悲しみ」

22:0022:00 ★[二]S.W.A.T. シーズン3
#5「ロングビーチ」

00:00 ★[字/5.1]サバイバー: 宿
命の大統領 シーズン2 #11
「深い悲しみ」

00:00 ★[字/5.1]S.W.A.T. シー
ズン3 #5 「ロングビーチ」

00:00 ★[字]ママさん刑事ロー
ラ・ダイヤモンド  キャッチアップ
#14 「倒れたボクサーの謎」

22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 23:00 [字/5.1]エレメンタリー ホーム
ズ&ワトソン in NY シーズン6 #20
「死が二人を分かつまで」

23:00 [二]S.W.A.T. シーズン3
#4 「免責」

23:00 [字/5.1]サバイバー: 宿命
の大統領 シーズン2 #10 「集中
砲火」

23:00 ★[字]ママさん刑事ロー
ラ・ダイヤモンド #18 「沈んだ水兵
の謎」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯）#11「いつも赤に賭けろ」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯）#12 「血に染まったパー
ティー」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯）#13「赤は新たなスタン
ダード」

23:00

23:30 23:30

24:00 00:00 ★[字]クリミナル・マインド
キャストが監督！エピソード シー
ズン11 #5「暗闇のアーティスト」

00:00 ★[字/5.1]ブラックリスト
シーズン7 #13 「ニュートン･パーセ
ル」

00:00 ★[終][字/5.1]エレメンタ
リー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン6 #21「最愛の相棒へ」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#4「再燃」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#6「逮捕」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#8「灰人」

00:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #18 「沈んだ水兵の
謎」

24:00

24:30 24:30

25:00 01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯）#9 「赤いスウェット」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯）#10 「赤のフーガ」

26:30 02:30 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #20「心置きなく独身に
サヨナラする法則」

26:30

01:00 ★[字]ママさん刑事ロー
ラ・ダイヤモンド  キャッチアップ
#15「魅惑的なシッターの謎」

01:00 [終][字/5.1]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
6 #21「最愛の相棒へ」

25:00

25:30 25:30

26:00 02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#2「聴聞」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#10「規律」

02:00 ★[字]ママさん刑事ロー
ラ・ダイヤモンド  キャッチアップ
#16「失血死した元妻の謎」

02:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #19「管理組合の理事
長になる法則」

26:00

03:00 ★[字]ママさん刑事ロー
ラ・ダイヤモンド  キャッチアップ
#17 「毒殺されたインターンの謎」

03:00 ★[字/5.1]新スタートレック
シーズン6 HD版 （2話連続放
送）#3 「生命リンクテレパシー」

27:00

27:30 27:30

03:55 メンテナンスのため休止

27:00 03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#3 「監査」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#5 「越境」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#7 「飛行」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#9 「毒草」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#11 「素性」

28:00 04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#9「彗星　直撃の危機！」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#11「嵐を呼ぶドローン」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#13「巨大アリジゴク」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#15「狙われた水力発電ダム」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#17「大トカゲの襲撃」

28:30 04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#10「R.A.D.」

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#12「クレーンの反乱」

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#14「大噴火！」

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#16「制御不能！プラズマボルト」

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#18「おばあちゃんの大冒険」

04:00 ★[字]ママさん刑事ロー
ラ・ダイヤモンド  キャッチアップ
#18「沈んだ水兵の謎」

04:00 ★[字/5.1]新スタートレック
シーズン6 HD版 （2話連続放
送）#4「エンタープライズの面影」

28:00

28:30

05:00 [二/一部字]キャプテンスカーレット HD完
全版  #18「ミニ衛星をとばせ！」

05:00 インフォメーション 29:00

29:30 05:30 ★[字][B&W]ウエスタン・マリオネット 魔
法のけん銃 （帯）#2「ハガティ先生の誘拐の巻」

05:30 [二]ジョー90 HD完全版  #18「死のテス
トパイロット」

29:30

29:00 05:00 ★[字/5.1]SCORPION／
スコーピオン シーズン4 （帯）
#19「沼地のワニを追え」

05:00 ★[字/5.1]SCORPION／
スコーピオン シーズン4 （帯）
#20「天才よ、ヒットを飛ばせ」

05:00 ★[字/5.1]SCORPION／
スコーピオン シーズン4 （帯）
#21「リスキー・フライト」

05:00 ★[終][字/5.1]SCORPION
／スコーピオン シーズン4 （帯）#22
「最後の裏切り」

05:00 ★[新][字][B&W]ウエスタン・マリオネット
魔法のけん銃 （帯）#1「テックス登場の巻」

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。
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(ET) 月曜日 2020/07/27 火曜日 2020/07/28 水曜日 2020/07/29 木曜日 2020/07/30 金曜日 2020/07/31 (ET)

★：初回放送枠　二：二カ国語　解：解説放送　字：字幕　吹：日本語吹替え　一部字：二カ国語・一部字幕 　B&W：モノクロ

CC：スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

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

スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年7月

6:00 06:00 ★[二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シー
ズン5 （帯）#5「ケイコのために」

06:00 ★[二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シー
ズン5 （帯）#6「伝説の時空へ」

06:00 ★[二][CC]スタートレック／
ディープ・スペース・ナイン シーズン5
（帯）#7「享楽の星・ライサ」

06:00 ★[二][CC]スタートレック
／ディープ・スペース・ナイン シー
ズン5 （帯）#8「秘められた過去」

06:00 ★[二][CC]スタートレック／
ディープ・スペース・ナイン シーズン5
（帯）#9「あの頂を目指せ」

6:00

6:30 6:30

7:00 07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#19「規則破りのレスキュー」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#21「ママの牧場」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#23「サンダーバード2号 宇宙へ」

07:00 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#25「ハイパースピード」

07:00 ★[新][二/一部字][CC]
サンダーバード HD完全版 （帯）
#1「ＳＯＳ原子旅客機」

7:00

7:30 07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#20「謎のヒーロー TB5」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#22「クリスタル・インフェルノ」

07:30 ★[二]サンダーバード ARE GO シーズン
2 （帯）#24「海上ステーションからの脱出」

07:30 ★[終][二]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#26「始動！プロジェクト・センチネ
ル」

7:30

8:00 08:00 ★[二/一部字]海底大戦争 スティングレ
イ 完全版 （帯）#3「出た！海底人」

08:00 ★[二/一部字]海底大戦争 スティングレ
イ 完全版 （帯）#5「海底の宝物」

08:00 ★[二/一部字]海底大戦争 スティングレ
イ 完全版 （帯）#7「頭突きのカジキ」

08:00 ★[二/一部字]海底大戦争 スティングレ
イ 完全版 （帯）#9「あっ！ 時限爆弾」

08:00 ★[二/一部字]海底大戦争 スティングレ
イ 完全版 （帯）#11「危うし！マリンビル基地」

8:00

8:30 08:30 ★[二/一部字]海底大戦争 スティングレ
イ 完全版 （帯）#4「深海の人質」

08:30 ★[二/一部字]海底大戦争 スティングレ
イ 完全版 （帯）#6「海底戦車現わる」

08:30 ★[二/一部字]海底大戦争 スティングレ
イ 完全版 （帯）#8「ゆうれい船」

08:30 ★[二/一部字]海底大戦争 スティングレ
イ 完全版 （帯）#10「不思議な海底人」

08:30 ★[二/一部字]海底大戦争 スティングレ
イ 完全版 （帯）#12「海底の砂漠」

8:30

9:00 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 09:00 インフォメーション 9:00

9:30 09:30 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7 #13「ニュートン･パーセル」

09:30 [字/5.1]S.W.A.T. シーズン
3 #5 「ロングビーチ」

09:30 [二]サバイバー: 宿命の大
統領 シーズン2 #11 「深い悲し
み」

09:30 ★[吹・解][CC]MACGYVER
／マクガイバー シーズン2 #9 「CD-
ROM＋サンドを包んだホイル」

09:30 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7  #14
「トワミー・ウルラク」

9:30

10:00 10:00

10:30 10:30 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #18 「沈んだ水兵の
謎」

10:30 [終][二]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン6
#21「最愛の相棒へ」

10:30 [字]クリミナル・マインド キャ
ストが監督！エピソード シーズン
11 #16 「デレク」

10:30 [字/5.1]サバイバー: 宿命
の大統領 シーズン2 #11 「深い
悲しみ」

10:30 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #19「管理組合の理事
長になる法則」

10:30

11:00 11:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #20「心置きなく独身に
サヨナラする法則」

11:00

11:30 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30

12:00 12:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#21「殺しのライセンス」

12:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
1 （帯）#23「本当の嘘」

12:00 ★[新][二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン2
（帯）#1「ロンドン・コーリング」

12:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
2 （帯）#3「誰がために」

12:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
2 （帯）#5「ダブルフェイス」

12:00

12:30 12:30

13:00 13:00 ★[二][CC]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1 （帯）
#22「復讐するは我にあり」

13:00 ★[終][二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#24「傷だらけのヒーロー」

13:00 ★[二][CC]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン2 （帯）
#2「博士の愛した数式」

13:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
2 （帯）#4 「罪と罰」

13:00 ★[二][CC]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
2 （帯）#6「真の標的」

13:00

13:30 13:30

14:00 14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン4 （帯） #13 「赤は新たなスタ
ンダード」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン4 （帯）#14 「赤いワインの香
り」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン4 （帯）#15「バラ戦争」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン4 （帯）#16 「彼の赤い企み」

14:00 [二][CC]メンタリスト シー
ズン4 （帯） #17 「ワインレッドの
殺人」

14:00

14:30 14:30

15:00 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00 インフォメーション 15:00

16:30

15:30 15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#12「立篭」

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#14「炭疽」

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#16「戦士」

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#18「教戒」

15:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#20「出所」

17:30

15:30

16:00 16:00

16:30 16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#13「大使」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#15「逃走」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#17「訓練」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#19「軌道」

16:30 ★[二]NCIS: LA 極秘潜
入捜査班 シーズン6 （帯）
#21「友人」

18:00 [吹・解][CC]MACGYVER／
マクガイバー シーズン2 #9 「CD-
ROM＋サンドを包んだホイル」

18:00 [二]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 シーズン11  #20「心置きなく独身に
サヨナラする法則」

17:00 17:00

17:30 17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション 17:30 インフォメーション

18:00

18:30 18:30 ★[二]ビッグバン★セオリー ギークなボク
らの恋愛法則 シーズン11  #21「命名における
分極挙動の法則」

18:30

18:00 18:00 [字]ママさん刑事ローラ・ダ
イヤモンド #18 「沈んだ水兵の
謎」

18:00 [二]サバイバー: 宿命の大
統領 シーズン2 #11 「深い悲し
み」

18:00 [二][CC]クリミナル・マイン
ド キャストが監督！エピソード
シーズン11 #16 「デレク」

19:00 19:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#21「殺しのライセンス」

19:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#23「本当の嘘」

19:00 ★[新][字]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
2 （帯）#1「ロンドン・コーリング」

19:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン2
（帯）#3「誰がために」

19:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン2
（帯）#5「ダブルフェイス」

19:00

19:30 19:30

20:00 20:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1
（帯）#22「復讐するは我にあり」

20:00 ★[終][字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン1 （帯）
#24「傷だらけのヒーロー」

20:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン2
（帯）#2「博士の愛した数式」

20:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン2
（帯）#4「罪と罰」

20:00 ★[字]エレメンタリー ホー
ムズ&ワトソン in NY シーズン2
（帯）#6「真の標的」

20:00

20:30 20:30

21:00 21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#14「赤いワインの
香り」

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#15「バラ戦争」

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#16「彼の赤い企
み」

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#17「ワインレッド
の殺人」

21:00 ★[二][CC]メンタリスト
シーズン4 （帯）#18「赤いお茶」

21:00

21:30 21:30

22:00 22:00 ★[二][CC]クリミナル・マイ
ンド キャストが監督！エピソード
シーズン11 #16「デレク」

22:00 ★[字/5.1]ブラックリスト
シーズン7  #14
「トワミー・ウルラク」

22:00 ★[新][二]エレメンタリー ホームズ&
ワトソン in NY シーズン6  ベスト・エピソー
ド #1「過ぎ去った退屈」

22:00 ★[二]サバイバー: 宿命の
大統領 シーズン2 #12
「最後のフロンティア」

22:00 ★[二]S.W.A.T. シーズン3
#6 「フリーダム」

22:00

22:30 22:30

22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！ 22:55 スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 23:00 [終][字/5.1]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン
6 #21「最愛の相棒へ」

23:00 [二]S.W.A.T. シーズン3
#5 「ロングビーチ」

23:00 [字/5.1]サバイバー: 宿命
の大統領 シーズン2 #11
「深い悲しみ」

23:00 ★[字]ママさん刑事ロー
ラ・ダイヤモンド #19
「危険なトーナメントの謎」

23:00 [字/5.1]ブラックリスト シー
ズン7 #14「トワミー・ウルラク」

23:00

23:30 23:30

24:00 00:00 ★[字]クリミナル・マインド
キャストが監督！エピソード シー
ズン11 #16「デレク」

00:00 ★[字/5.1]ブラックリスト
シーズン7 #14「トワミー・ウルラク」

00:00 ★[新][字/5.1]エレメンタリー
ホームズ&ワトソン in NY シーズン6
ベスト・エピソード #1「過ぎ去った退
屈」

00:00 ★[字/5.1]サバイバー: 宿
命の大統領 シーズン2 #12 「最
後のフロンティア」

00:00 ★[字/5.1]S.W.A.T. シー
ズン3 #6 「フリーダム」

24:00

24:30 24:30

25:00 01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯）#14 「赤いワインの香り」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯） #15「バラ戦争」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯）#16「彼の赤い企み」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯）#17「ワインレッドの殺人」

01:00 ★[字]メンタリスト シーズン
4 （帯）#18「赤いお茶」

25:00

25:30 25:30

26:00 02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#12「立篭」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#14「炭疽」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#16「戦士」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#18「教戒」

02:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#20「出所」

26:00

26:30 26:30

27:00 03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#13「大使」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#15「逃走」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#17「訓練」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#19「軌道」

03:00 ★[字/5.1]NCIS: LA 極
秘潜入捜査班 シーズン6 （帯）
#21「友人」

27:00

27:30 27:30

03:55 メンテナンスのため休止

28:00 04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#19「規則破りのレスキュー」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#21「ママの牧場」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#23「サンダーバード2号 宇宙へ」

04:00 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#25「ハイパースピード」

04:00 ★[新][字/5.1]サンダー
バード HD完全版 （帯）
#1「ＳＯＳ原子旅客機」

28:00

28:30 04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#20「謎のヒーロー TB5」

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#22「クリスタル・インフェルノ」

04:30 ★[字/5.1]サンダーバード ARE GO シー
ズン2 （帯）#24「海上ステーションからの脱出」

04:30 ★[終][字/5.1]サンダーバード ARE GO
シーズン2 （帯）#26「始動！プロジェクト・センチ
ネル」

28:30

29:00 05:00 ★[字][B&W]ウエスタン・マリオネット 魔
法のけん銃 （帯）#3「ペドロの悪だくみの巻」

05:00 ★[字][B&W]ウエスタン・マリオネット 魔
法のけん銃 （帯）#5「一日だけの保安官の巻」

05:00 ★[字][B&W]ウエスタン・マリオネット 魔
法のけん銃 （帯）#7「おしおきされたペドロの巻」

05:00 ★[字][B&W]ウエスタン・マリオネット 魔
法のけん銃 （帯）#9「鉄砲の密輸の巻」

05:00 ★[字][B&W]ウエスタン・マリオネット 魔
法のけん銃 （帯）#11「砂漠の馬泥棒の巻」

29:30

29:00

29:30 05:30 ★[字][B&W]ウエスタン・マリオネット 魔
法のけん銃 （帯）#4「ペドロの改心の巻」

05:30 ★[字][B&W]ウエスタン・マリオネット 魔
法のけん銃 （帯）#6「先住民の襲撃の巻」

05:30 ★[字][B&W]ウエスタン・マリオネット 魔
法のけん銃 （帯）#8「ダスティ副保安官の巻」

05:30 ★[字][B&W]ウエスタン・マリオネット 魔
法のけん銃 （帯）#10「ペドロの有料道路の巻」

05:30 ★[字][B&W]ウエスタン・マリオネット 魔
法のけん銃 （帯）#12「そこ掘れワンワンの巻」

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。


