
スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.08.01-2020.08.02
2020.08.01 2020.08.02

土 日

[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

06:00 06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン5 #10
『預言者シスコ』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン5 #11
『一人、また一人、そして……』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 07:00 00[二/一部字]★[HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #19
『スペクトラム基地あやうし！』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #5
『謎の第３次亜空間』

07:00

07:30 07:30 30[二]★[HD]
ジョー90 HD完全版 #19
『早射ち保安官』

07:30

08:00 08:00 00[吹]★
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #2
『凍てついた龍』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #6
『ＴＲＵＥ Ｑ』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD][新]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #1
『混乱の襲来（前編）』

08:30

09:00 09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

09:30 09:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#15
『経済の刺客』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #6
『フリーダム』

09:30

10:00 10:00 10:00

10:30 10:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#16
『生存者』

30[二][HD]
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』

10:30

11:00 11:00

12:00 12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#13
『愛と裏切り』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#19
『巣立ち』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:00

11:30 11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30

14:00 14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#15
『スーパーヒーロー』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#21
『再燃』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#14
『運命の分かれ道』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#20
『神聖な使命』

13:00

13:30 13:30 13:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#17
『交錯する思惑』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#23
『くすぶる炎』

16:00

16:30 16:30 16:30

15:00 15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#16
『心理作戦』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#22
『火中の真実』

15:00

15:30 15:30 15:30

18:00 18:00 00[多][CC][HD][解]
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』

00[HD][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』

18:00

18:30 18:30 18:30

17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#18
『見透かされる心』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#24
『誓い』

17:00

17:30 17:30 17:30

19:00 19:00 00[HD]
インフォメーション

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

19:00

19:30 19:30 30[5.1]★[HD][字][新]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #1
『混乱の襲来（前編）』

19:30

21:00 21:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#16
『生存者』

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

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 20:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#15
『経済の刺客』

00[二][HD][新]
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』

20:00

20:30 20:30 20:30

23:00 23:00 00[5.1]★[HD][字]
【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン7 #11
『ヴィクトリア・フェンバーグ』

00[5.1][HD][字]
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 23:30

22:00 22:00 00[HD][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』

00[5.1][HD][字]
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

22:30 22:30 22:30

27:30 27:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

25:00 25:00 00[5.1]★[HD][字]
【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン7 #13
『ニュートン・パーセル』

00[5.1][HD][字][新]
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』

25:00

25:30 25:30 25:30

24:00 24:00 00[5.1]★[HD][字]
【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン7 #12
『コーネリアス・ラック』

00[HD][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』

24:00

24:30 24:30 24:30

29:00 29:00 00[二/一部字][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版
#19

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 30[二][HD]
ジョー90 HD完全版 #19
『早射ち保安官』

29:30

26:00 26:00 00[5.1]★[HD][字]
【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン7 #14
『トワミー・ウルラク』

00[二][HD]
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』

26:00

26:30 26:30 30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #21 『命名における分極挙動の法則』

26:30

28:00 28:00 00[HD][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』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版
#6
『ＴＲＵＥ Ｑ』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 27:00 00[多][CC][HD][解]
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』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版
#5
『謎の第３次亜空間』

27:00

27:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.08.03-2020.08.09
2020.08.03 2020.08.04 2020.08.05 2020.08.06 2020.08.07 2020.08.08 2020.08.09

月 火 水 木 金 土 日

[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

29:00

29:30 30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #14
『マクーヤの魔法の巻』

30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #16
『副保安官護衛の巻』

30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #18
『お化け退治の巻』

30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #20
『正義の保安官テックスの巻』

30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #22
『鬼の居ぬ間の巻』

29:30 30[二][HD]
ジョー90 HD完全版 #20
『戦慄の脱獄囚』

29:30

29:00 00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #13
『金の争奪戦の巻』

00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #15
『骨折り損のくたびれもうけの巻』

00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #17
『トゥインク爺さん大活躍の巻』

00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #19
『1対3の決闘の巻』

00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #21
『懸賞金は誰にの巻』

29:00 00[二/一部字][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #20
『大爆発！』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #2
『ジェット“モグラ号”の活躍』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #3
『ペネロープの危機』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #4
『ニューヨークの恐怖』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #5
『超音ジェット機レッドアロー』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #6
『火星ロケットの危機』

28:00 00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#20
『宙を舞ったクラブ男の謎』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #8
『ホロデッキ・イン・ザ・ウエスト』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #23
『石油』

00[HD][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』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#2
『エルヴィスという男』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#4
『大脱走』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#6
『シールズを目指して』

27:00 00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #10
『指令室＋船』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #7
『少年指揮官ジャン・リュック・ピカー
ド』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #22
『射界』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #24
『露西亜』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#1
『思わぬ余波』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#3
『俺たちのやり方』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#5
『墜落の真相』

26:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン3 #4
『免責』

00[二][HD]
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』

26:00

26:30 26:30 30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #22 『金銭欠乏の法則』

26:30

25:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #19
『冷やしたピンク・シャンパン』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #20
『レッドマンド高校で何かが腐ってい
る』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #21
『ルビー色の魔法の靴』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #22
『さようなら、今まで赤魚をありがとう』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #23
『赤いかくれんぼ』

25:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン3 #3
『偽札』

00[5.1][HD][字]
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 #20
『死が二人を分かつまで』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00★[終][HD][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 #17
『砂時計』

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

00[5.1]★[HD][字]
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 #20
『死が二人を分かつまで』

00[5.1]★[HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #13
『過去の過ち』

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

24:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン3 #2
『妄信』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#20
『宙を舞ったクラブ男の謎』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[HD][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』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #6
『フリーダム』

00[5.1][HD][字]
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★[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#20
『宙を舞ったクラブ男の謎』

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

23:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン3 #1
『空からの脅威』

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

22:00

22:30 22:30 22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

22:00 00[二]★[CC][終][HD]
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 #17
『砂時計』

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

00[二]★[HD]
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 #20
『死が二人を分かつまで』

00[二]★[HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #13
『過去の過ち』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン3 #7
『サーキット』

22:00 00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#20
『宙を舞ったクラブ男の謎』

00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #13
『過去の過ち』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #19
『冷やしたピンク・シャンパン』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #20
『レッドマンド高校で何かが腐ってい
る』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #21
『ルビー色の魔法の靴』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #22
『さようなら、今まで赤魚をありがとう』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #23
『赤いかくれんぼ』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#18
『見えないスパイ』

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

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #8
『血は水よりも濃く』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #10
『女王陛下の暗殺者』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #12
『マレフィセント』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #14
『眠れる化石』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #16
『昨日の友は今日の敵』

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#17
『ある町の秘密』

00[二][HD]
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 #20
『死が二人を分かつまで』

18:00

18:30 30[二][HD][新]
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]
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 #22 『金銭欠乏の法則』

18:30 18:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #7
『華麗なる依頼人』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #9
『境界線』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #11
『殺しの匂い』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #13
『ギャング・オブ・ニューヨーク』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #15
『バレエ・カンパニーの怪人』

19:00 00[5.1][HD][字][新]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #1
『混乱の襲来（前編）』

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

19:00

19:30 19:30 30[5.1]★[HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #2
『混乱の襲来（後編）』

19:30

18:00 00[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・プール

00[二][HD]
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[二][CC][終][HD]
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 #17
『砂時計』

00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #10
『指令室＋船』

00[二][HD]
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』

18:00 00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #10
『指令室＋船』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#20
『宙を舞ったクラブ男の謎』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #18
『赤いお茶』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #19
『冷やしたピンク・シャンパン』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #20
『レッドマンド高校で何かが腐ってい
る』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #21
『ルビー色の魔法の靴』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #22
『さようなら、今まで赤魚をありがとう』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #3
『不死鳥』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #5
『和解の時』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #11
『償いの第一歩』

16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #23
『石油』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #6
『フリーダム』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#2
『エルヴィスという男』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#4
『大脱走』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#6
『シールズを目指して』

16:30 16:30

17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #6
『フラッシュバック（前編）』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #12
『喪失』

17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

17:30 17:30

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #4
『消えた海軍ヘリ』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #10
『新100ドル札』

15:00

15:30 30[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #22
『射界』

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

30[二]★[CC][HD][新]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#1
『思わぬ余波』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#3
『俺たちのやり方』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#5
『墜落の真相』

15:30 15:30

16:00 16:00

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #9
『魔の三つ巴』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #8
『血は水よりも濃く』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #10
『女王陛下の暗殺者』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #12
『マレフィセント』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #14
『眠れる化石』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #16
『昨日の友は今日の敵』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #2
『深い爪痕』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #8
『さらわれた少女』

13:00

13:30 13:30 13:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #7
『華麗なる依頼人』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #9
『境界線』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #11
『殺しの匂い』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #13
『ギャング・オブ・ニューヨーク』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #15
『バレエ・カンパニーの怪人』

12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #1
『決死の反撃』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #7
『フラッシュバック（後編）』

14:00

14:30 14:30 14:30

14:00

10:30

11:00 00[5.1][HD][字][新]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #1
『混乱の襲来（前編）』

00[二][HD]
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』

11:00 11:00

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30

10:30 30★[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・プール

30[HD][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』

30[終][HD][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 #17
『砂時計』

30[5.1][HD][字]
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』

30[二][HD]
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』

10:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#18
『見えないスパイ』

30[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #13
『過去の過ち』

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #14
『トワミー・ウルラク』

30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #6
『フリーダム』

30[二][HD]
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』

30[多]★[CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #10
『指令室＋船』

30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #15
『ゴードン･ケンプ』

09:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#17
『ある町の秘密』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #7
『サーキット』

09:30

10:00 10:00 10:00

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

08:00

08:30 30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #14
『さあこい　ドラゴン大王』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #16
『半魚人大襲撃』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #18
『沈没船の怪人』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #20
『基地にスパイが！』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #22
『射て！百万メガトン・ミサイル』

08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #2
『混乱の襲来（後編）』

08:30

08:00 00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #13
『ネス湖の怪獣』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #15
『お化け真珠貝』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #17
『X20の百面相作戦』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #19
『恐怖の魚雷』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #21
『巨人国からの脱出』

08:00 00[吹]★
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #3
『魅入られた少年』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #8
『ホロデッキ・イン・ザ・ウエスト』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #2
『ジェット“モグラ号”の活躍』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #3
『ペネロープの危機』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #4
『ニューヨークの恐怖』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #5
『超音ジェット機レッドアロー』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #6
『火星ロケットの危機』

07:00 00[二/一部字]★[HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #20
『大爆発！』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #7
『少年指揮官ジャン・リュック・ピカード』

07:00

07:30 07:30 30[二]★[HD]
ジョー90 HD完全版 #20
『戦慄の脱獄囚』

07:30

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン5 #12
『幼き命』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン5 #13
『エディングトンの逆襲』

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

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

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン5 #16
『ジュリアンの秘密』

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイン
シーズン5 #17
『オドーの恋』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイン
シーズン5 #18
『武器を売る者』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.08.10-2020.08.16
2020.08.10 2020.08.11 2020.08.12 2020.08.13 2020.08.14 2020.08.15 2020.08.16

月 火 水 木 金 土 日

[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

29:00

29:30 30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #24
『悪漢テックスの巻』

30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #26
『表通りの撃ち合いの巻』

30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #28
『インチキ商人の巻』

30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #30
『２人のフェルナンドの巻』

30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #32
『歯痛で大騒ぎの巻』

29:30 30[二][HD]
ジョー90 HD完全版 #21
『細菌爆弾X-41』

29:30

29:00 00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #23
『土地泥棒の巻』

00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #25
『選挙の日の巻』

00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #27
『悪行のツケの巻』

00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #29
『連れ去られたロッキーの巻』

00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #31
『魔法の薬の巻』

29:00 00[二/一部字][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #21
『地球の首都を救え！』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #7
『スパイにねらわれた原爆』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #8
『湖底の秘宝』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #9
『死の谷』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #10
『ピラミッドの怪』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #11
『ロケット“太陽号”の危機』

28:00 00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#21
『プロム殺人の謎』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #10
『戦闘種族カーデシア星人～パート1
～』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#8
『若きトランペッター』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#10
『汚れた金の行方』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#12
『絶海の孤島』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
14 #15
『仕組まれた計画 前編』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#15
『繰り返す悪夢』

27:00 00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #11
『銃弾＋ペン』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #9
『機械じかけの小さな生命』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#7
『アウトロー』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#9
『オーバードライブ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#11
『のるかそるか』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#13
『スキャンダル流出』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#14
『仕組まれた計画 後編』

26:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン3 #8
『身代わり』

00[二][HD]
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 #22 『金銭欠乏の法則』

26:00

26:30 26:30 30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ
ン11 #23 『兄弟の契りの法則』

26:30

25:00 00★[終][HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #24
『赤い制服のウェイトレス』

00★[HD][字][新]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #1
『赤いガラス玉』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #2
『血染めのダイヤ』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #3
『金庫の赤い血』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #4
『血の抗争』

25:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン3 #7
『サーキット』

00[5.1][終][HD][字]
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 #21
『最愛の相棒へ』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00★[HD][字][新]
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』

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

00[5.1]★[終][HD][字]
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 #21
『最愛の相棒へ』

00[5.1]★[HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #14
『暗闇の中で』

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

24:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン3 #6
『フリーダム』

00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #14
『暗闇の中で』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #13
『過去の過ち』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #7
『サーキット』

00[二][HD][新]
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』

00★[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#21
『プロム殺人の謎』

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

23:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン3 #5
『ロングビーチ』

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

22:00

22:30 22:30 22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

22:00 00[二]★[HD][新]
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』

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

00[二]★[終][HD]
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 #21
『最愛の相棒へ』

00[二]★[HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #14
『暗闇の中で』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン3 #8
『身代わり』

22:00 00[二][HD][新]
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』

00[HD][字][新]
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #24
『赤い制服のウェイトレス』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #1
『赤いガラス玉』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #2
『血染めのダイヤ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #3
『金庫の赤い血』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #4
『血の抗争』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#20
『高額当選の秘密』

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

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #18
『ドクター・グレンジャーの犬』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #20
『アウトブレイク』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #22
『48時間』

00★[終][HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #24
『逃亡者』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #2
『オレンジの種五つ』

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#19
『分裂一家』

00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #14
『暗闇の中で』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #2
『混乱の襲来（後編）』

30[二]★[HD]
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 #23 『兄弟の契りの法則』

18:30 18:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #17
『よみがえり』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #19
『歯には歯を』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #21
『唇のねじれた男』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #23
『仮面』

00★[HD][字][新]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #1
『ヤマアラシのジレンマ』

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #2
『混乱の襲来（後編）』

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

19:00

19:30 19:30 30[5.1]★[HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #3
『トレーラー危機一髪』

19:30

18:00 00[二][HD][新]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #1
『混乱の襲来（前編）』

00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #13
『過去の過ち』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #7
『サーキット』

00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #11
『銃弾＋ペン』

00[二][HD]
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 #22 『金銭欠乏の法則』

18:00 00[HD][字][新]
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#21
『プロム殺人の謎』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #23
『赤いかくれんぼ』

00[二][終][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #24
『赤い制服のウェイトレス』

00[二][CC][HD][新]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #1
『赤いガラス玉』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #2
『血染めのダイヤ』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #3
『金庫の赤い血』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #15
『生と死』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #17
『バラの切り裂き魔』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #23
『監視者』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#8
『若きトランペッター』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#10
『汚れた金の行方』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#12
『絶海の孤島』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
14 #15
『仕組まれた計画 前編』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#15
『繰り返す悪夢』

16:30 16:30

17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #18
『前進』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #24
『ギブスの選択』

17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

17:30 17:30

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #16
『検視官たちの闘い』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #22
『敵討ち』

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#7
『アウトロー』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#9
『オーバードライブ』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#11
『のるかそるか』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#13
『スキャンダル流出』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#14
『仕組まれた計画 後編』

15:30 15:30

16:00 16:00

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #21
『モサドの騒乱』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #18
『ドクター・グレンジャーの犬』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #20
『アウトブレイク』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #22
『48時間』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #24
『逃亡者』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #2
『オレンジの種五つ』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #14
『沈黙のハッカー』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #20
『亡霊を追って』

13:00

13:30 13:30 13:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #17
『よみがえり』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #19
『歯には歯を』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #21
『唇のねじれた男』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン2 #23
『仮面』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #1
『ヤマアラシのジレンマ』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #13
『幸せの種』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #19
『嵐の海』

14:00

14:30 14:30 14:30

14:00

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
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]
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 #22 『金銭欠乏の法則』

11:00 11:00

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30

10:30 30[5.1][HD][字][新]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #1
『混乱の襲来（前編）』

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

30[HD][字][新]
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』

30[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #13
『過去の過ち』

30[二][HD]
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』

10:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#20
『高額当選の秘密』

30[二][HD][新]
クリミナル・マインド シーズン14 #1
『奪われた舌骨』

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #15
『ゴードン･ケンプ』

30[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #13
『過去の過ち』

30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #7
『サーキット』

30[多]★[CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #11
『銃弾＋ペン』

30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #16
『ナイル･ハッチャー』

09:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#19
『分裂一家』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #8
『身代わり』

09:30

10:00 10:00 10:00

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

08:00

08:30 30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #24
『無敵戦艦ケチラス号』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #26
『地獄から来た男』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #28
『タジマノン神殿の謎』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #30
『大暴れ帆前船』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #32
『サイクロン・ジェット機出動』

08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #3
『トレーラー危機一髪』

08:30

08:00 00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #23
『スティングレイ対海底魔王』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #25
『謎の新兵器』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #27
『海底火山国大爆発』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #29
『タイタン、ロカビリーにイカれる！』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #31
『そこに爆薬が！』

08:00 00[吹]★
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #4
『デガンジャの風』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #10
『戦闘種族カーデシア星人～パート1
～』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #7
『スパイにねらわれた原爆』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #8
『湖底の秘宝』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #9
『死の谷』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #10
『ピラミッドの怪』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #11
『ロケット“太陽号”の危機』

07:00 00[二/一部字]★[HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #21
『地球の首都を救え！』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #9
『機械じかけの小さな生命』

07:00

07:30 07:30 30[二]★[HD]
ジョー90 HD完全版 #21
『細菌爆弾X-41』

07:30

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン5 #19
『父死す』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン5 #20
『愛の値段』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン5 #21
『我らクリンゴン』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン5 #22
『末裔の星』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン5 #23
『最後のテロリスト』

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイン
シーズン5 #24
『眠れるステーション　エムポック・ノール』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイン
シーズン5 #25
『プレゼント大作戦』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.08.17-2020.08.23
2020.08.17 2020.08.18 2020.08.19 2020.08.20 2020.08.21 2020.08.22 2020.08.23

月 火 水 木 金 土 日

[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

29:00

29:30 30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #34
『ロッキーお手柄の巻』

30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #36
『テックスの誕生日の巻』

30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #38
『カウボーイ大会の巻』

30[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・テイラー

30[二][終][HD]
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 #24 『2人の愛と非対称の法則』

29:30 30[二][HD]
ジョー90 HD完全版 #22
『海上大爆発』

29:30

29:00 00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #33
『鉄道開通の巻』

00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #35
『危険な金庫の巻』

00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #37
『早撃ち名人の秘密の巻』

00★[終][字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #39
『魔法の町よ、さようならの巻』

00[二]★[新][B&W]【帯】
スーパーカー シーズン1 デジタルリマス
ター版 #1『海のS.O.S.』

29:00 00[二/一部字][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #22
『アルプス上空の危機！』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #12
『原子力機ファイアーフラッシュ号の
危機』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #13
『死の大金庫』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #14
『原子炉の危機』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #15
『世界一のビルの大火災』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #16
『にせ者にご注意』

28:00 00[終][HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#22
『商店発砲事件の謎』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #12
『甦ったモリアーティ教授』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#17
『一匹狼』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#19
『絶体絶命』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#21
『盗聴』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#23
『暴動』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#1
『街を守れ』

27:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #15
『首脳会談』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #11
『戦闘種族カーデシア星人～パート2
～』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#16
『最後の砦』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#18
『昔の男』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#20
『NOLAコンフィデンシャル』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#22
『ノックアウト』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#24
『正義の鉄槌』

26:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #14
『暗闇の中で』

00[二][HD]
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 #23 『兄弟の契りの法則』

26:00

26:30 26:30 30[二][終][HD]
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 #24 『2人の愛と非対称の法則』

26:30

25:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #5
『赤い朝焼け』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #6
『赤ワインとピザ』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #7
『茜色の転落』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #8
『夕陽に包まれた船』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #9
『ブラック・チェリー』

25:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #13
『過去の過ち』

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

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00★[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #17
『兄弟』

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

00[5.1]★[HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #15
『首脳会談』

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

24:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
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[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #15
『首脳会談』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #14
『暗闇の中で』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #8
『身代わり』

00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』

00★[終][HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#22
『商店発砲事件の謎』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #17
『兄弟』

23:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #11
『深い悲しみ』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #17
『兄弟』

22:00

22:30 22:30 22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

22:00 00[二]★[HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』

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

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

00[二]★[HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #15
『首脳会談』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン3 #9
『人身売買』

22:00 00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』

00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #5
『赤い朝焼け』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #6
『赤ワインとピザ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #7
『茜色の転落』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #8
『夕陽に包まれた船』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #9
『ブラック・チェリー』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#22
『カオス理論』

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

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #4
『世界でひとつの彼女』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #6
『欲望という名の地図』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #8
『エンド・オブ・ウォッチ』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #10
『世界に一つだけの花』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #12
『決着の日』

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#21
『華麗なる詐欺師』

00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #15
『首脳会談』

18:00

18:30 30[二][HD]
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]★[終][HD]
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 #24 『2人の愛と非対称の法則』

18:30 18:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #3
『イミテーション・ゲーム』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #5
『ブラッド・ダイヤモンド』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #7
『ゴーン・ガール』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #9
『時の支配者』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #11
『高名な依頼人』

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #3
『トレーラー危機一髪』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #17
『兄弟』

19:00

19:30 19:30 30[5.1]★[HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #4
『水星の夜明け』

19:30

18:00 00[二][HD]
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]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #14
『暗闇の中で』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #8
『身代わり』

00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #12
『マック＋ジャック』

00[二][HD]
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 #23 『兄弟の契りの法則』

18:00 00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』

00[終][HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#22
『商店発砲事件の謎』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #4
『血の抗争』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #5
『赤い朝焼け』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #6
『赤ワインとピザ』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #7
『茜色の転落』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #8
『夕陽に包まれた船』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #3
『殺しの記憶』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #5
『安全地帯』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #11
『25年目の真実』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#17
『一匹狼』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#19
『絶体絶命』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#21
『盗聴』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#23
『暴動』

30[二]★[CC][HD][新]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#1
『街を守れ』

16:30 16:30

17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #6
『デビルズ・ナイト』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #12
『魂を呼ぶ者』

17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

17:30 17:30

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #4
『快楽の代償』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #10
『シリアルキラーの娘』

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#16
『最後の砦』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#18
『昔の男』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#20
『NOLAコンフィデンシャル』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#22
『ノックアウト』

30[二]★[終][CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン3
#24
『正義の鉄槌』

15:30 15:30

16:00 16:00

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #9
『帰れない森』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #4
『世界でひとつの彼女』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #6
『欲望という名の地図』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #8
『エンド・オブ・ウォッチ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #10
『世界に一つだけの花』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #12
『決着の日』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #2
『JJ』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #8
『銀幕の女王』

13:00

13:30 13:30 13:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #3
『イミテーション・ゲーム』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #5
『ブラッド・ダイヤモンド』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #7
『ゴーン・ガール』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #9
『時の支配者』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #11
『高名な依頼人』

12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #1
『明けない夜』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #7
『2番目の男』

14:00

14:30 14:30 14:30

14:00

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #3
『トレーラー危機一髪』

00[二][HD]
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 #23 『兄弟の契りの法則』

11:00 11:00

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30

10:30 30[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #2
『混乱の襲来（後編）』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#21
『プロム殺人の謎』

30[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』

30[5.1][HD][字][新]
レッドライン 〜悲しみの向こうに #1
『それぞれの大切な人』

30[二][HD]
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 #22 『金銭欠乏の法則』

10:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#22
『カオス理論』

30[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #2
『ミイラ屋敷』

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #16
『ナイル･ハッチャー』

30[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #14
『暗闇の中で』

30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #8
『身代わり』

30[多]★[CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #12
『マック＋ジャック』

30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #17
『兄弟』

09:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#21
『華麗なる詐欺師』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #9
『人身売買』

09:30

10:00 10:00 10:00

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

08:00

08:30 30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #34
『怪物潜水艦接近す』

30[二/一部字]★帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #36
『コロッコ共和国』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #38
『ウラナリ大王の挑戦』

30★[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・テイラー

08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #4
『水星の夜明け』

08:30

08:00 00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #33
『海底原始人』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #35
『海底の罠』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #37
『ソロン王国の陰謀』

00[二/一部字]★[終]【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #39
『最高殊勲者トロイ艦長』

00[二/一部字]★[HD][新]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #1
『宇宙人捕虜第1号』

08:00 00[吹]★
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #5
『悪夢からの使い』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #12
『甦ったモリアーティ教授』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #12
『原子力機ファイアーフラッシュ号の
危機』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #13
『死の大金庫』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #14
『原子炉の危機』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #15
『世界一のビルの大火災』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #16
『にせ者にご注意』

07:00 00[二/一部字]★[HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #22
『アルプス上空の危機！』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #11
『戦闘種族カーデシア星人～パート2～』

07:00

07:30 07:30 30[二]★[HD]
ジョー90 HD完全版 #22
『海上大爆発』

07:30

06:00 00[二]★[終][CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン5 #26
『ＤＳ９撤退の日』

00[二]★[CC][新]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン6 #1
『明日なき撤退』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン6 #2
『洞窟の密約』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン6 #3
『過去を越えた絆』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン6 #4
『レジスタンスの苦悩』

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイン
シーズン6 #5
『ディープ・スペース・ナイン奪還作戦パート
I』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイン
シーズン6 #6
『ディープ・スペース・ナイン奪還作戦パート
II』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.08.24-2020.08.30
2020.08.24 2020.08.25 2020.08.26 2020.08.27 2020.08.28 2020.08.29 2020.08.30

月 火 水 木 金 土 日

[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

29:00

29:30 30[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン1 デジタルリマス
ター版 #4 『サルゴンのお守り』

30[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン1 デジタルリマス
ター版 #6 『アマゾンの冒険』

30[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン1 デジタルリマス
ター版 #8 『ジャングルの追跡』

30[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン1 デジタルリマス
ター版 #10 『油絵の謎』

30[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン1 デジタルリマス
ター版 #12 『にせの警報』

29:30 30[二][HD]
ジョー90 HD完全版 #23
『タイガー作戦粉砕』

29:30

29:00 00[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン1 デジタルリマス
ター版 #3 『ペロータ島の革命』

00[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン1 デジタルリマス
ター版 #5 『海賊退治』

00[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン1 デジタルリマス
ター版 #7 『危険なカプセル』

00[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン1 デジタルリマス
ター版 #9 『盗まれた設計図』

00[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン1 デジタルリマス
ター版 #11 『氷の洞穴』

29:00 00[二/一部字][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #23
『天使を救え！』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #17
『情報員ＭＩ．５』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #18
『危険な遊び』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #19
『オーシャンパイオニア号の危機』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #20
『オートレーサー・アランの危機』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #21
『公爵夫人の危機』

28:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #6
『浜辺』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #14
『ロミュラン帝国亡命作戦』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#3
『危険な協力者』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#5
『消えた弾丸』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#7
『アクシデント』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#9
『ストリート・キッズ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#11
『モンスター』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #5
『ルーシー』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #13
『謎の蒸発事件』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#2
『熱烈なファン』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#4
『死者の声』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#6
『許容損害』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#8
『父の罪』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#10
『因縁』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #4
『信頼』

00[二][終][HD]
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 #24 『2人の愛と非対称の法則』

26:00

26:30 26:30 30[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・テイラー

26:30

25:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #10
『パナマ・レッド』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #11
『ルビーのネックレス』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #12
『小さな赤い車』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #13
『赤い納屋』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #14
『血の生き残りレース』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #3
『血を分けた者』

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

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00★[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』

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

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

00[5.1]★[HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #16
『核の脅威』

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

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #2
『人間の本質』

00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #16
『核の脅威』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #15
『首脳会談』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #9
『人身売買』

00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』

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

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

23:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #1
『貝殻』

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

22:00

22:30 22:30 22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

22:00 00[二]★[HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』

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

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

00[二]★[HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #16
『核の脅威』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン3 #10
『モンスター』

22:00 00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』

00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #10
『パナマ・レッド』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #11
『ルビーのネックレス』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #12
『小さな赤い車』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #13
『赤い納屋』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #14
『血の生き残りレース』

21:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#24
『国境を越えて(後編)』

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

21:00

21:30 21:30 21:30

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

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #16
『見えない手錠』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #18
『オリュンポスの監視者たち』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #20
『ホーンテッドマンション』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #22
『プリズンブレイク』

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#23
『国境を越えて(前編)』

00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #16
『核の脅威』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #4
『水星の夜明け』

30[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・プール

18:30 18:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #13
『ペイバック』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #15
『命の値段』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #17
『冷凍庫のミイラ』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #19
『“みんな”の仁義なき戦い』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #21
『アンダー・マイ・スキン』

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #4
『水星の夜明け』

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

19:00

19:30 19:30 30[5.1]★[HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #5
『世界種子貯蔵庫』

19:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #3
『トレーラー危機一髪』

00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #15
『首脳会談』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #9
『人身売買』

00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #13
『二酸化炭素センサー＋木の枝』

00[二][終][HD]
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 #24 『2人の愛と非対称の法則』

18:00 00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』

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

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #18
『もう一人のプレンティス』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #24
『終わりなき闘い』

17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

17:30 17:30

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#2
『熱烈なファン』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#4
『死者の声』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#6
『許容損害』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#8
『父の罪』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#10
『因縁』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #17
『過去からの暗殺者』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #23
『海の牢獄』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#3
『危険な協力者』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#5
『消えた弾丸』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#7
『アクシデント』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#9
『ストリート・キッズ』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#11
『モンスター』

16:30 16:30

17:00 17:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #16
『哀しきメロディー』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #22
『光閉ざされて』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #9
『ブラック・チェリー』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #10
『パナマ・レッド』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #11
『ルビーのネックレス』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #12
『小さな赤い車』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #13
『赤い納屋』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #15
『善意の罠』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #21
『歪んだ愛』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #14
『女たちの戦い』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #16
『見えない手錠』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #18
『オリュンポスの監視者たち』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #20
『ホーンテッドマンション』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #22
『プリズンブレイク』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #14
『タクシードライバー』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #20
『傷を負った女』

11:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #13
『ペイバック』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #15
『命の値段』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #17
『冷凍庫のミイラ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #19
『“みんな”の仁義なき戦い』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #21
『アンダー・マイ・スキン』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #13
『殺人カップル』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン6 #19
『共犯者』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

09:30

10:00 10:00 10:00

10:30 30[5.1][HD][字]
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[終][HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#22
『商店発砲事件の謎』

30[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』

30[5.1][HD][字]
レッドライン 〜悲しみの向こうに #2
『寄り添う心』

30[二][HD]
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 #23 『兄弟の契りの法則』

10:30 30[二]★[終][HD]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#24
『国境を越えて(後編)』

30[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #3
『死体配達人』

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #4
『水星の夜明け』

00[二][終][HD]
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 #24 『2人の愛と非対称の法則』

11:00 11:00

09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #17
『兄弟』

30[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #15
『首脳会談』

30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #9
『人身売買』

30[多]★[CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #13
『二酸化炭素センサー＋木の枝』

30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #18
『ロイ･ケイン』

09:30 30[二]★[HD]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#23
『国境を越えて(前編)』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #10
『モンスター』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #5
『世界種子貯蔵庫』

08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

08:00 00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #2
『シャドー秘密指令』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #3
『猫の目は宇宙人』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #4
『円盤基地爆破作戦』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #5
『宇宙人・地球逃亡！』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #6
『超能力ＵＦＯ探知人間』

08:00 00[吹]★
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #6
『悪夢との決着』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #14
『ロミュラン帝国亡命作戦』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #17
『情報員ＭＩ．５』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #18
『危険な遊び』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #19
『オーシャンパイオニア号の危機』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #20
『オートレーサー・アランの危機』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #21
『公爵夫人の危機』

07:00 00[二/一部字]★[HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #23
『天使を救え！』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版 #13
『謎の蒸発事件』

07:00

07:30 07:30 30[二]★[HD]
ジョー90 HD完全版 #23
『タイガー作戦粉砕』

07:30

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン6 #7
『花嫁の試練』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン6 #8
『聖者の復活』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン6 #9
『封じられた最終戦略』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン6 #10
『闘う交渉人フェレンギ』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン6 #11
『不滅の悪意』

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイン
シーズン6 #12
『モーンの遺産』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイン
シーズン6 #13
『夢、遥かなる地にて』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.08.31
2020.08.31

月

[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

29:30 30[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン1 デジタルリマスター版
#14 『スーパーカー浮上せず』

29:30 29:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #22
『恐怖のモノレール』

28:00 28:00

28:30 28:30 28:30

29:00 00[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン1 デジタルリマスター版
#13 『スコットランドの幽霊退治』

29:00 29:00

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#12
『オタクの逆襲』

26:00 26:00

26:30 26:30 26:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#13
『固い絆』

27:00 27:00

27:30 27:30 27:30

24:00 00★[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #4
『無垢なるもの』

24:00 24:00

24:30 24:30 24:30

25:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #15
『豪邸に燃える炎』

25:00 25:00

25:30 25:30 25:30

22:00 00[二]★[HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #4
『無垢なるもの』

22:00 22:00

22:30 22:30 22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！
23:00 00[5.1][HD][字]

サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #16
『核の脅威』

23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

20:00 00★[終][HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #24
『仕組まれた罠』

20:00 20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #15
『豪邸に燃える炎』

21:00 21:00

21:30 21:30 21:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #4
『水星の夜明け』

18:00 18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #5
『世界種子貯蔵庫』

18:30 18:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #23
『１億匹事件』

19:00 19:00

19:30 19:30 19:30

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#13
『固い絆』

16:30 16:30

17:00 17:00 17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

17:30 17:30

15:00 00[HD]
インフォメーション

15:00 15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#12
『オタクの逆襲』

15:30 15:30

16:00 16:00 16:00

13:00 00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #24
『仕組まれた罠』

13:00 13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #14
『血の生き残りレース』

14:00 14:00

14:30 14:30 14:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #5
『世界種子貯蔵庫』

11:00 11:00

11:30 30[HD]
インフォメーション

11:30 11:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #23
『１億匹事件』

12:00 12:00

12:30 12:30 12:30

09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #18
『ロイ･ケイン』

09:30 09:30

10:00 10:00 10:00

10:30 30[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #4
『水星の夜明け』

10:30 10:30

08:00 00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #7
『ストレイカー暗殺指令』

08:00 08:00

08:30 08:30 08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

09:00 09:00

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン6 #14
『ルビコンの奇跡』

06:00 06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #22
『恐怖のモノレール』

07:00 07:00

07:30 07:30 07:30


