
スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年9月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.09.01-2020.09.06
2020.08.31 2020.09.01 2020.09.02 2020.09.03 2020.09.04 2020.09.05 2020.09.06

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。

29:30

00[二/一部字][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #24
『北極の死斗！』

00[HD]
インフォメーション

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 #16『お姫
さま救出』

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 #18『不時
着』

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 #20『砂漠
の待伏せ』

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 #22『魔法
の絨毯』

29:30 30[二][HD]
ジョー90 HD完全版 #24
『恐怖の爆薬トラック』

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 #15『海底
の神殿』

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 #17『深海
潜水艇の遭難』

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 #19『人
質』

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 #21『ホー
メンの宝物』

29:00

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

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 #16
『バースライト～パート1～』

28:00

28:30 28:30 28:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #23
『大ワニの襲撃』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #24
『火星人の来襲』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #25
『魅惑のメロディー』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #26
『秘密作戦命令』

28:00

00[二]★[HD]
【まだまだ間に合う！！】
ブラックリスト シーズン7 #5
『ノーマン・ディヴェイン』

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 #15
『運命の分かれ道』

27:00

27:30 27:30 27:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#15
『最後の戦い』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#17
『宝探し』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#19
『華麗なる賭け』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#21
『マインドゲーム』

27:00

00[二]★[HD]
【まだまだ間に合う！！】
ブラックリスト シーズン7 #4
『クウェート』

00[HD]
インフォメーション

26:00

26:30 26:30 30[二][HD][新]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則  ファイ
ナル・シーズン #1
『新婚旅行におけるスケジュール設定の法則』

26:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#14
『新たな夜明け』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#16
『寄り添う心』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#18
『ジャングルへようこそ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#20
『一触即発』

26:00

00[二]★[HD]
【まだまだ間に合う！！】
ブラックリスト シーズン7 #3
『悪の華』

00[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #3
『つながり始めた糸』

25:00

25:30 25:30 25:30

25:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #16
『そこにはやはり血が』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #17
『赤と白と青』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #18
『赤いカーテンの裏側』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #19
『朱に染まる町』

25:00

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1][終][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #19
『カザンジャン兄弟』

00[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #3
『つながり始めた糸』

00[5.1]★[HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #17
『過剰報復』

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

24:00

23:00 00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #10
『モンスター』

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

00[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #3
『つながり始めた糸』

00[5.1][終][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #19
『カザンジャン兄弟』

23:00 00[二]★[HD]
【まだまだ間に合う！！】
ブラックリスト シーズン7 #1
『ルイス・Ｔ・スタインヒル(前編)』

00[5.1][終][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #19
『カザンジャン兄弟』

00[二]★[HD]
【まだまだ間に合う！！】
ブラックリスト シーズン7 #2
『ルイス・Ｔ・スタインヒル(後編)』

00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #17
『過剰報復』

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

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

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！

22:00 00[5.1]★[終][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #19
『カザンジャン兄弟』

00[5.1]★[HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #3
『つながり始めた糸』

00[二]★[HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #17
『過剰報復』

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

22:00

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

00[HD][字]
【2話連続放送】
ハッピー・バレー 復讐の町 シーズン
1 #2
『エピソード2』

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

21:00

21:30 21:30 21:30

21:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #16
『そこにはやはり血が』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #17
『赤と白と青』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #18
『赤いカーテンの裏側』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #19
『朱に染まる町』

21:00

00[HD][字][新]
【2話連続放送】
ハッピー・バレー 復讐の町 シーズン
1 #1
『エピソード1』

00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #17
『過剰報復』

20:00

20:30 20:30 20:30

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4 #2
『洗脳プログラムの秘密』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #4
『血と骨』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #6
『摩天楼のスナイパー』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #8
『罪人の子』

20:00

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』

00[5.1][終][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #19
『カザンジャン兄弟』

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 #6
『火星からのＳＯＳ』

19:30

19:00 00★[HD][字][新]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #1
『過去との遭遇』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #3
『ドッペルゲンガー殺人事件』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #5
『ビデオゲームの墓場』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #7
『ライアーゲーム』

19:00

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

00[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #3
『つながり始めた糸』

18:00

18:30 30[二]★[HD][新]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #1 『新婚旅行におけるスケジュール設定
の法則』

18:30 18:30

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

17:30 17:30

18:00 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』

00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #14
『マルディグラ＋椅子』

00[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・プール

18:00

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#19
『華麗なる賭け』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#21
『マインドゲーム』

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7 #6
『よみがえり』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #12
『ピアノマン』

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

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #4
『失われた痛み』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #10
『血に染まった拳』

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#14
『新たな夜明け』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#16
『寄り添う心』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#18
『ジャングルへようこそ』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#20
『一触即発』

15:30 15:30

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00

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7 #5
『母と子』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #11
『天才vs.天才』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#15
『最後の戦い』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#17
『宝探し』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #3
『抜け出せない迷宮』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #9
『死の行軍』

14:00

14:30 14:30 14:30

14:00 00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #15
『豪邸に燃える炎』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #16
『そこにはやはり血が』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #17
『赤と白と青』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #18
『赤いカーテンの裏側』

14:00

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7 #2
『虚構の愛』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #8
『ホープ』

13:00

13:30 13:30 13:30

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #7
『ストームチェイサー』

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4 #2
『洗脳プログラムの秘密』

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4 #4
『血と骨』

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4 #6
『摩天楼のスナイパー』

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4 #8
『罪人の子』

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30

12:00 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4 #1
『過去との遭遇』

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4 #3
『ドッペルゲンガー殺人事件』

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4 #5
『ビデオゲームの墓場』

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4 #7
『ライアーゲーム』

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7 #1
『家族の絆』

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

11:30

10:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ハッピー・バレー 復讐の町 シーズン
1 #2
『エピソード2』

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

10:30

11:00 00★[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・プール

11:00 11:00

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #11
『バッド・コップ』

09:30

10:00 10:00 10:00

10:30 30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #10
『モンスター』

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

30[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #3
『つながり始めた糸』

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』

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

30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #10
『モンスター』

30[多]★[CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #14
『マルディグラ＋椅子』

30[5.1][終][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #19
『カザンジャン兄弟』

09:30 30★[HD][字][新]
【2話連続放送】
ハッピー・バレー 復讐の町 シーズン
1 #1
『エピソード1』

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

00[吹]★[終]
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #7『森の守護神』

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 #16
『バースライト～パート1～』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #6
『火星からのＳＯＳ』

08:30

08:00 00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #8
『スカイダイバー危機一髪』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #9
『地球最後の時』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #10
『ＵＦＯ攻撃中止命令』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #11
『惑星Ｘクローズアップ作戦』

08:00

00[二/一部字]★[HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #24
『北極の死斗！』

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 #15
『運命の分かれ道』

07:00

07:30 07:30 30[二]★[HD]
ジョー90 HD完全版 #24
『恐怖の爆薬トラック』

07:30

07:00 00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #23
『大ワニの襲撃』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #24
『火星人の来襲』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #25
『魅惑のメロディー』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #26
『秘密作戦命令』

07:00

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 #19
『消された偽造作戦』

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 #20
『心をつなぐホログラム』

06:00

06:30 06:30 06:30

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 #15
『非情の捜査線』

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 #16
『至高の絆』

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 #17
『憎悪を越えて』

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 #18
『記憶なきスパイ』

06:00



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年9月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.09.07-2020.09.13
2020.09.07 2020.09.08 2020.09.09 2020.09.10 2020.09.11 2020.09.12 2020.09.13

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 #24『魔の
センターライン』

30[二]★[B&W][終]【帯】
スーパーカー シーズン1 デジタルリマスター版 #26『マス
タースパイを追え』

30[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン2 デジタルリマスター版 #2『幸福
を運ぶブドウ酒』

30★[字][B&W]【帯】
スーパーカー シーズン2 デジタルリマスター版 #4『ハイ
ジャック』

30[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン2 デジタルリマスター版 #6『ミッチ
宇宙を行く』

29:30 30[二][HD]
ジョー90 HD完全版 #25
『裏切りのテスト飛行』

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 #23『おど
るマスタースパイ』

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 #25『映画
騒動』

00[二]★[B&W][新]【帯】
スーパーカー シーズン2 デジタルリマスター版 #1『危うし
原子力機関車』

00[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン2 デジタルリマスター版 #3『とん
だ風船旅行』

00[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン2 デジタルリマスター版 #5『あや
しい科学者』

29:00 00[二/一部字][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #25
『原子炉爆発寸前！』

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 #27
『海上ステーションの危機』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #28
『クラッブロガーの暴走』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #29
『恐怖の空中ファッションショー』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #30
『太陽反射鏡の恐怖』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #31
『宇宙放送局の危機』

28:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #12
『グッド・コップ』

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 #18
『謎の潜入者』

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
#23
『チェックメイト(前編)』

00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #14
『マルディグラ＋椅子』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
ン4 #2
『引き戻されて』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
ン4 #4
『やぶれかぶれ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
ン4 #6
『切れた糸』

27:00 00[二]★[HD]
【まだまだ間に合う！！】
ブラックリスト シーズン7 #10
『カタリーナ・ロストヴァ』

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 #17
『バースライト～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4
#22
『プライド抹殺』

00[5.1][終]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#24
『チェックメイト(後編)』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
ン4 #1
『ギターの少女』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
ン4 #3
『報復』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
ン4 #5
『闇にさす光』

26:00 00[二]★[HD]
【まだまだ間に合う！！】
ブラックリスト シーズン7 #9
『オライオン・リロケーション・サービ
ス』

00[二][HD][新]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #1 『新婚旅行におけるスケジュール設定
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 ファイ
ナル・シーズン #2 『結婚プレゼント解明の法則』

26:30

25:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #20
『レッドベルベットケーキ』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #21
『赤く腫れた手首』

00[終]★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #22
『レッド・ジョンのルール』

00★[HD][字][新]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #1
『砂漠のバラ』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #2
『黒い翼の赤い鳥』

25:00 00[二]★[HD]
【まだまだ間に合う！！】
ブラックリスト シーズン7 #8
『ハワラダー』

00[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #4
『つかの間の英雄』

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 #5
『背の高い男』

00★[HD][字][新]
ボディガード－守るべきもの－ #1
『第1話』

00[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #4
『つかの間の英雄』

00[5.1]★[HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #18
『闘士カークマン』

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

24:00 00[二]★[HD]
【まだまだ間に合う！！】
ブラックリスト シーズン7 #7
『ハンナ・ヘイズ』

00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #18
『闘士カークマン』

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 #17
『過剰報復』

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

00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』

00[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #4
『つかの間の英雄』

00[二][HD][新]
ボディガード－守るべきもの－ #1
『第1話』

23:00 00[二]★[HD]
【まだまだ間に合う！！】
ブラックリスト シーズン7 #6
『ルイス・パウエル博士』

00[HD][字][新]
ボディガード－守るべきもの－ #1
『第1話』

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！

22:00 00[二]★[HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』

00[二]★[HD][新]
ボディガード－守るべきもの－ #1
『第1話』

00[5.1]★[HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #4
『つかの間の英雄』

00[二]★[HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #18
『闘士カークマン』

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

22:00 00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』

00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』

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 #20
『レッドベルベットケーキ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #21
『赤く腫れた手首』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #22
『レッド・ジョンのルール』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #1
『砂漠のバラ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #2
『黒い翼の赤い鳥』

21:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ハッピー・バレー 復讐の町 シーズン
1 #4
『エピソード4』

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

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4 #10
『学資ローンの罠』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #12
『悪魔の要塞』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #14
『チャイナタウンの戦場』

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

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

20:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ハッピー・バレー 復讐の町 シーズン
1 #3
『エピソード3』

00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #18
『闘士カークマン』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #6
『火星からのＳＯＳ』

30[二]★[HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #2
『結婚プレゼント解明の法則』

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4 #9
『操られた暴走車』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #11
『行先は死体安置所』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #13
『死の幻覚キノコ』

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

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

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #6
『火星からのＳＯＳ』

00[二][HD][新]
ボディガード－守るべきもの－ #1
『第1話』

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 #7
『ＦＡＢ-１ レース参戦』

19:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #5
『世界種子貯蔵庫』

00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #17
『過剰報復』

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

00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #15
『マードック＋手錠』

00[二][HD][新]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #1
『新婚旅行におけるスケジュール設定の法則』

18:00 00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』

00[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #4
『つかの間の英雄』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #18
『翼』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #24
『仮面強盗 －後編－』

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
#22
『プライド抹殺』

30[二]★[終][CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#24
『チェックメイト(後編)』

30[二]★[HD][新]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#1
『始動』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#3
『具現』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#5
『攻撃』

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7 #17
『禁断の果実』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #23
『仮面強盗 －前編－』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#23
『チェックメイト(前編)』

30[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #14
『マルディグラ＋椅子』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#2
『先手』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#4
『獲得』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#6
『実行』

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7 #16
『つぐない』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #22
『プロファイラー入門』

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 #19
『朱に染まる町』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #20
『レッドベルベットケーキ』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #21
『赤く腫れた手首』

00[二][終][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #22
『レッド・ジョンのルール』

00[二][CC][HD][新]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #1
『砂漠のバラ』

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7 #15
『殺人キャンペーン』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #21
『金髪コレクター』

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4 #10
『学資ローンの罠』

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4 #12
『悪魔の要塞』

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4 #14
『チャイナタウンの戦場』

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4 #16
『キラー・ドッグ』

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4 #18
『備えあれば患いあり』

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7 #14
『罪と罰』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #20
『奴隷契約』

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4 #9
『操られた暴走車』

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4 #11
『行先は死体安置所』

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4 #13
『死の幻覚キノコ』

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4 #15
『大いなる遺産』

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4 #17
『ＮＹのヒーロー』

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7 #13
『愛しきナンバー８』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #19
『悪魔の花嫁』

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 #5
『世界種子貯蔵庫』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #11
『バッド・コップ』

30[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』

30[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #4
『つかの間の英雄』

30★[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・テイラー

10:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ハッピー・バレー 復讐の町 シーズン
1 #4
『エピソード4』

30[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #5
『背の高い男』

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #6
『火星からのＳＯＳ』

00[二][HD][新]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #1 『新婚旅行におけるスケジュール設定
の法則』

11:00 11:00

09:30 30[5.1][終][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 #19
『カザンジャン兄弟』

30[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #17
『過剰報復』

30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #11
『バッド・コップ』

30[多]★[CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #15
『マードック＋手錠』

30[HD][字][新]
ボディガード－守るべきもの－ #1
『第1話』

09:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ハッピー・バレー 復讐の町 シーズン
1 #3
『エピソード3』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #12
『グッド・コップ』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #7
『ＦＡＢ-１ レース参戦』

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 #12
『人間爆弾』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #13
『わが友、宇宙人』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #14
『謎の発狂石』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #15
『ＵＦＯ月面爆破作戦』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #16
『人間ロボット殺人計画』

08:00 00[吹]★[新]
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #1『姿なき復讐 ―昆虫の叫び―』

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 #18
『謎の潜入者』

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 #27
『海上ステーションの危機』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #28
『クラッブロガーの暴走』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #29
『恐怖の空中ファッションショー』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #30
『太陽反射鏡の恐怖』

00[二/一部字]★[CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #31
『宇宙放送局の危機』

07:00 00[二/一部字]★[HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #25
『原子炉爆発寸前！』

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 #17
『バースライト～パート2～』

07:00

07:30 07:30 30[二]★[HD]
ジョー90 HD完全版 #25
『裏切りのテスト飛行』

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 #21
『善と悪の叫び』

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 #22
『過信』

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 #23
『グランド・ネーガスは永遠に』

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 #24
『時の迷い子』

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 #25
『待っている女』

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6 #26
『決意の代償』

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7 #1
『砂漠からの呼び声』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年9月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.09.14-2020.09.20
2020.09.14 2020.09.15 2020.09.16 2020.09.17 2020.09.18 2020.09.19 2020.09.20

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2 デジタルリマスター版 #8『北極
へ進路をとれ』

30[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン2 デジタルリマスター版 #10『脱獄
囚』

30[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン2 デジタルリマスター版 #12『海底
のスパイ基地』

30[HD]
インフォメーション

30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #2
『呪われた惑星』

29:30 30[二][HD]
ジョー90 HD完全版 #26
『危険な女スパイ』

29:30

29:00 00[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン2 デジタルリマスター版 #7『消え
たスーパーカー』

00[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン2 デジタルリマスター版 #9『謎の
原爆』

00[二]★[B&W]【帯】
スーパーカー シーズン2 デジタルリマスター版 #11『誕生
日の夢』

00[二]★[B&W][終]【帯】
スーパーカー シーズン2 デジタルリマスター版 #13『ドラ
ム合戦』

00★[字][新][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #1
『危うし！ヴィーナス』

29:00 00[二/一部字][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #26
『大統領を守れ！』

00[HD]
インフォメーション

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #3
『血塗られた結婚式』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #4
『レッド・ジョン・リスト』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #5
『赤いタトゥー』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #6
『地獄の炎』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #7
『偉大なるレッド・ドラゴン』

25:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン3 #11
『バッド・コップ』

27:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン3 #13
『液体らしく』

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 #19
『ギャラクシー・ロマンス』

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[5.1][終]★[HD][字]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #32
『すばらしいクリスマスプレゼント』

00[二][CC][HD]【帯】
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8 #1
『旅の終わりの法則』

00[二][CC][HD]【帯】
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8 #3
『カップルの相性の法則』

00[二][CC][HD]【帯】
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8 #5
『集中力向上の法則』

00[二][CC][HD]【帯】
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8 #7
『行き違いの法則』

28:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #13
『液体らしく』

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 #20
『命のメッセージ』

28:00

28:30 30[二][CC][HD]【帯】
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8 #2
『シェルドンの講義の法則』

30[二][CC][HD]【帯】
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8 #4
『コミックストア出資の法則』

30[二][CC][HD]【帯】
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8 #6
『苦手克服の法則』

30[二][CC][HD]【帯】
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8 #8
『大人のプロムの法則』

28:30 28:30

26:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
ン4 #7
『取引』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
ン4 #9
『失われた愛』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
ン4 #11
『大博打』

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

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

26:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン3 #12
『グッド・コップ』

00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #2 『結婚プレゼント解明の法則』

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 ファイ
ナル・シーズン #3 『最適な家族計画の法則』

26:30

55[二]★[終][CC][HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
ン4 #12
『運命のラウンド』

27:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
ン4 #8
『奪回』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
ン4 #10
『深み』

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

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

00[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #5
『揺れる心』

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 #6
『ルーク』

00★[HD][字]
ボディガード－守るべきもの－ #2
『第2話』

00[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #5
『揺れる心』

00[5.1]★[HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #19
『職務遂行能力』

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

24:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン3 #10
『モンスター』

00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #19
『職務遂行能力』

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 #18
『闘士カークマン』

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

00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』

00[二]★[HD]
【二カ国語版放送再開！】
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[二][HD]
ボディガード－守るべきもの－ #2
『第2話』

23:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン3 #9
『人身売買』

00[HD][字]
ボディガード－守るべきもの－ #2
『第2話』

25:00

25:30 25:30 25:30

25:00

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！

22:00 00[二]★[HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』

00[二]★[HD]
ボディガード－守るべきもの－ #2
『第2話』

00[5.1]★[HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #5
『揺れる心』

00[二]★[HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #19
『職務遂行能力』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン3 #13
『液体らしく』

22:00 00[二][HD]
【二カ国語版放送再開！】
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[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』

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6 #3
『血塗られた結婚式』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #4
『レッド・ジョン・リスト』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #5
『赤いタトゥー』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #6
『地獄の炎』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #7
『偉大なるレッド・ドラゴン』

21:00 00[終][HD][字]
【2話連続放送】
ハッピー・バレー 復讐の町 シーズン
1 #6
『エピソード6』

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

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4 #20
『ＤＮＡの迷宮』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #22
『逆転の推理』

00★[終][HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #24
『最後の死闘』

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

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

20:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ハッピー・バレー 復讐の町 シーズン
1 #5
『エピソード5』

00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #19
『職務遂行能力』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #7
『ＦＡＢ-１ レース参戦』

30[二]★[HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #3 『最適な家族計画の法則』

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4 #19
『標的のポーカー』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #21
『裏切りは誰の手に』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #23
『見えざる手』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #1
『過去の漂白』

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

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #7
『ＦＡＢ-１ レース参戦』

00[二][HD]
ボディガード－守るべきもの－ #2
『第2話』

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 #8
『宇宙船衝突』

19:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #6
『火星からのＳＯＳ』

00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #18
『闘士カークマン』

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

00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #16
『ハンモック＋バルコニー』

00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #2 『結婚プレゼント解明の法則』

18:00 00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』

00[二][HD]
【二カ国語版放送再開！】
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[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン8 #6
『殺しの教室』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン8 #12
『ツークツワンク』

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]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#7
『換価』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#9
『占拠』

30[二]★[HD][新]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#1
『途絶』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#3
『拡散』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#5
『焦燥』

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8 #5
『鮮血の大地』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン8 #11
『転生』

16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#8
『明暗』

30[二]★[終][HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン1
#10
『再編』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#2
『試作』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#4
『喪失』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#6
『責務』

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8 #4
『神コンプレックス』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン8 #10
『人形遣い』

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6 #2
『黒い翼の赤い鳥』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #3
『血塗られた結婚式』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #4
『レッド・ジョン・リスト』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #5
『赤いタトゥー』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #6
『地獄の炎』

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8 #3
『家族ゲーム』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン8 #9
『悪を聞き、悪を見る』

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4 #20
『ＤＮＡの迷宮』

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4 #22
『逆転の推理』

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4 #24
『最後の死闘』

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5 #2
『連城の璧（れんじょうのたま）』

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5 #4
『空を盗んだ男』

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8 #2
『処刑同盟』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン8 #8
『スクールバス・ジャック』

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4 #19
『標的のポーカー』

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4 #21
『裏切りは誰の手に』

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4 #23
『見えざる手』

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5 #1
『過去の漂白』

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5 #3
『結婚のシナリオ』

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8 #1
『沈黙の逃亡者』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン8 #7
『英雄との再会』

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 #6
『火星からのＳＯＳ』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #12
『グッド・コップ』

30[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』

30[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #5
『揺れる心』

30[二][HD][新]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #1 『新婚旅行におけるスケジュール設定
の法則』

10:30 30★[終][HD][字]
【2話連続放送】
ハッピー・バレー 復讐の町 シーズン
1 #6
『エピソード6』

30[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #7
『ＦＡＢ-１ レース参戦』

00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #2 『結婚プレゼント解明の法則』

11:00 11:00

09:30 30[HD][字][新]
ボディガード－守るべきもの－ #1
『第1話』

30[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #18
『闘士カークマン』

30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #12
『グッド・コップ』

30[多]★[CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #16
『ハンモック＋バルコニー』

30[二][HD]
【二カ国語版放送再開！】
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 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ハッピー・バレー 復讐の町 シーズン
1 #5
『エピソード5』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #13
『液体らしく』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #8
『宇宙船衝突』

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 #17
『ムーンベース応答なし！』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #18
『ＵＦＯ時間凍結作戦』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #19
『宇宙人 フォスター大佐』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #20
『フォスター大佐死刑』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #21
『宇宙人捕虜第2号』

08:00 00[吹]★
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #2『バイオス計画 ―植物都市―』

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 #20
『命のメッセージ』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二/一部字]★[終][CC][HD]
【帯】
サンダーバード HD完全版 #32
『すばらしいクリスマスプレゼント』

00[二]★[CC][HD][新]【帯】
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8 #1
『旅の終わりの法則』

00[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #3
『カップルの相性の法則』

00[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #5
『集中力向上の法則』

00[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #7
『行き違いの法則』

07:00 00[二/一部字]★[HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #26
『大統領を守れ！』

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 #19
『ギャラクシー・ロマンス』

07:00

07:30 30[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #2
『シェルドンの講義の法則』

30[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #4
『コミックストア出資の法則』

30[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #6
『苦手克服の法則』

30[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #8
『大人のプロムの法則』

07:30 30[二]★[HD]
ジョー90 HD完全版 #26
『危険な女スパイ』

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7 #2
『預言者の呪縛』

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7 #3
『再生する魂』

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7 #4
『がんばれ、ナイナーズ！』

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7 #5
『愛に目覚める者』

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7 #6
『予期せぬ亡命者』

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7 #7
『今一度あの勇姿を』

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7 #8
『戦争の影－AR558攻防戦－』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年9月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.09.21-2020.09.27
2020.09.21 2020.09.22 2020.09.23 2020.09.24 2020.09.25 2020.09.26 2020.09.27

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】
宇宙船XL-5 #4
『恐怖の蔦』

30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #6
『ミラスの神殿』

30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #8
『宇宙海賊』

30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #10
『宇宙ギャング団』

30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #12
『クーダスの復讐』

29:30 30[二][HD]
ジョー90 HD完全版 #27
『愉快なまぼろし作戦』

29:30

29:00 00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #3
『ミニ星人の星』

00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #5
『第12号ステーション異常あり』

00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #7
『謎の怪獣』

00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #9
『宇宙大サーカス』

00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #11
『怪獣現わる』

29:00 00[二/一部字][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #27
『ヨーロッパ作戦』

00[HD]
インフォメーション

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #8
『レッド・ジョン』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #9
『青い楽園』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #10
『緑の屋上庭園』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #11
『白線』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #12
『金のハンマー』

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 #18
『闘士カークマン』

27:30 27:30

28:00 00[二][CC][HD]【帯】
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8 #9
『内緒の手術の法則』

00[二][CC][HD]【帯】
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8 #11 『クリスマスの奇跡の法則』

00[二][CC][HD]【帯】
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8 #13 『最適なストレスレベルの法則』

00[二][CC][HD]【帯】
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8 #15 『コミックストア再オープンの法則』

00[二][CC][HD]【帯】
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8 #17 『火星移住の法則』

28:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #14
『憎悪』

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 #22
『新亜空テクノロジー超フェイズシー
ルド』

28:00

28:30 30[二][CC][HD]【帯】
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8 #10 『“旗で遊ぼう”最終回の法則』

30[二][CC][HD]【帯】
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8 #12 『宇宙探査機の消息の法則』

30[二][CC][HD]【帯】
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8 #14 『ネット荒らしの法則』

30[二][CC][HD]【帯】
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8 #16 『恋に落ちる心理学の法則』

30[二][CC][HD]【帯】
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8 #18 『残り物の晩餐の法則』

28:30 28:30

26:00 00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
ン5 #5
『交渉』

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

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

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

00★[HD][字][新]
【帯】
イン・ザ・ダーク #1
『帰郷』

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 #19
『職務遂行能力』

00[5.1]★[HD][字][新]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
ン6 #1
『スタテン島　前編』

26:00

26:30 26:30 26:30

55[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
ン5 #8
『終止符』

27:00 00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズ
ン5 #6
『罪悪感』

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

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

00★[HD][字]
【帯】
イン・ザ・ダーク #2
『心に巣食う闇』

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 #20
『宴の悲劇』

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 #21
『呪われた妄想』

27:00

27:30

00[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #6
『ウォークアウト』

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 #7
『27分』

00★[HD][字]
ボディガード－守るべきもの－ #3
『第3話』

00[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #6
『ウォークアウト』

00[5.1]★[HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #20
『宴の悲劇』

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

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 #17
『過剰報復』

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

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 #19
『職務遂行能力』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #13
『液体らしく』

00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』

00[二]★[HD]
【二カ国語版放送再開！】
ブラックリスト シーズン7 #12
『コーネリアス・ラック』

00[二][HD]
ボディガード－守るべきもの－ #3
『第3話』

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 #16
『核の脅威』

00[HD][字]
ボディガード－守るべきもの－ #3
『第3話』

25:00

25:30 25:30 25:30

25:00

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！

22:00 00[二]★[HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』

00[二]★[HD]
ボディガード－守るべきもの－ #3
『第3話』

00[5.1]★[HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #6
『ウォークアウト』

00[二]★[HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #20
『宴の悲劇』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン3 #14
『憎悪』

22:00 00[二][HD]
【二カ国語版放送再開！】
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]
クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』

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6 #8
『レッド・ジョン』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #9
『青い楽園』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #10
『緑の屋上庭園』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #11
『白線』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #12
『金のハンマー』

21:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ハッピー・バレー 復讐の町 シーズン
2 #2
『エピソード2』

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

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #6
『嫌な知らせ』

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

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

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

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

20:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ハッピー・バレー 復讐の町 シーズン2 #1
『エピソード1』

00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #20
『宴の悲劇』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #8
『宇宙船衝突』

30[二]★[HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #4 『タムと宿敵リストの法則』

18:30 18:30

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #5
『天使を追いかけて』

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

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

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

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

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #8
『宇宙船衝突』

00[二][HD]
ボディガード－守るべきもの－ #3
『第3話』

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 #9
『炎と戦う伝説の男』

19:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #7
『ＦＡＢ-１ レース参戦』

00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #19
『職務遂行能力』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #13
『液体らしく』

00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #17
『クマのワナ＋マフィアのボス』

00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #3 『最適な家族計画の法則』

18:00 00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』

00[二][HD]
【二カ国語版放送再開！】
ブラックリスト シーズン7 #12
『コーネリアス・ラック』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン8 #18
『光と影』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン8 #24
『レプリケーターの正体』

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]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#7
『反撃』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#9
『決断』

30[二]★[HD][新]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#1
『再構築』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#3
『接触』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#5
『派生』

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8 #17
『死小説』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン8 #23
『ホッチナー兄弟』

16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#8
『悪評』

30[二]★[終][HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン2
#10
『正義』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#2
『凍結』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#4
『軽視』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#6
『認証』

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8 #16
『レプリケーター』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン8 #22
『夫婦の誓い』

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6 #7
『偉大なるレッド・ドラゴン』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #8
『レッド・ジョン』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #9
『青い楽園』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #10
『緑の屋上庭園』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #11
『白線』

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8 #15
『622』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン8 #21
『子守キラー』

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5 #6
『嫌な知らせ』

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5 #8
『ソーセージができるまで』

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5 #10
『死の処方箋』

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5 #12
『ピエロが眠る森』

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5 #14
『ゲームオーバー』

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8 #14
『姉妹』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン8 #20
『錬金術』

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5 #5
『天使を追いかけて』

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5 #7
『二度殺された男』

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5 #9
『縄張りのならわし』

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5 #11
『かごの鳥』

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5 #13
『秒読みの銃弾』

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8 #13
『血の肖像』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン8 #19
『タイムカプセル』

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 #7
『ＦＡＢ-１ レース参戦』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #13
『液体らしく』

30[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』

30[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #6
『ウォークアウト』

30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #2 『結婚プレゼント解明の法則』

10:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ハッピー・バレー 復讐の町 シーズン
2 #2
『エピソード2』

30[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #8
『宇宙船衝突』

00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #3 『最適な家族計画の法則』

11:00 11:00

09:30 30[HD][字]
ボディガード－守るべきもの－ #2
『第2話』

30[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #19
『職務遂行能力』

30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #13
『液体らしく』

30[多]★[CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #17
『クマのワナ＋マフィアのボス』

30[二][HD]
【二カ国語版放送再開！】
ブラックリスト シーズン7 #12
『コーネリアス・ラック』

09:30 30★[HD][字][新]
【2話連続放送】
ハッピー・バレー 復讐の町 シーズン
2 #1
『エピソード1』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #14
『憎悪』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #9
『炎と戦う伝説の男』

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 #22
『シャドーはこうして生まれた！』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #23
『湖底にひそむＵＦＯ』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #24
『ＵＦＯ大編隊接近中』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #25
『ムーンベース衝突コース』

00[二/一部字]★[終][HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #26
『眠れる美女の怪奇』

08:00 00[吹]★
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #3『異星人狂奏曲(エイリアンラプソディ)』

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 #22
『新亜空テクノロジー超フェイズシー
ルド』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #9
『内緒の手術の法則』

00[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #11 『クリスマスの奇跡の法則』

00[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #13 『最適なストレスレベルの法則』

00[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #15 『コミックストア再オープンの法則』

00[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #17 『火星移住の法則』

07:00 00[二/一部字]★[HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #27
『ヨーロッパ作戦』

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 #21
『呪われた妄想』

07:00

07:30 30[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #10 『“旗で遊ぼう”最終回の法則』

30[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #12 『宇宙探査機の消息の法則』

30[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #14 『ネット荒らしの法則』

30[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #16 『恋に落ちる心理学の法則』

30[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #18 『残り物の晩餐の法則』

07:30 30[二]★[HD]
ジョー90 HD完全版 #27
『愉快なまぼろし作戦』

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7 #9 『裏切られた誓
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7 #10 『ペーパームー
ンに抱れて－戦争の影パートⅡ－』

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7 #11 『崩れゆく家族
の肖像』

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7 #12 『平行世界に
消えたゼク』

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7 #13 『眠らぬ殺意』

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7 #14
『仮面の下の孤独』

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7 #15
『アドリブ作戦で行こう！』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年9月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.09.28-2020.10.04
2020.09.28 2020.09.29 2020.09.30 2020.10.01 2020.10.02 2020.10.03 2020.10.04

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 00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #13
『暗殺計画を阻止せよ』

00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #15
『翼ある殺し屋』

29:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[HD][字]
【帯】
イン・ザ・ダーク #3
『疑惑』

00★[HD][字][新]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン6
#1 『チームの絆』

26:00 26:00

26:30 26:30 26:30

27:00 00★[終][HD][字]
【帯】
イン・ザ・ダーク #4
『代償』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン6
#2 『船上の捜査官』

27:00 27:00

27:30 27:30

29:00

29:30 30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #14
『巨人遊星』

30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #16
『危うし教授！』

24:00 00★[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #8
『理想の家族』

00★[HD][字]
ボディガード－守るべきもの－ #4
『第4話』

00[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #7
『大陪審』

24:00 24:00

24:30 24:30 24:30

29:30 29:30

27:30

28:00 00[二][CC][HD]【帯】
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8 #19 『スカイウォーカー侵略の法則』

00[二][CC][HD]【帯】
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8 #21 『エイリアンへのメッセージの法則』

28:00 28:00

28:30 30[二][CC][HD]【帯】
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8 #20 『要塞建築の法則』

30[二][CC][HD]【帯】
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8 #22 『卒業式のスピーチの法則』

28:30 28:30

25:00 00
メンテナンスのため休止

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #13
『黒いヘリコプター』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #14
『灰色の水』

25:00 25:00

23:00 00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #20
『宴の悲劇』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #14
『憎悪』

00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #8
『理想の家族』

23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

22:00 00[二]★[HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #8
『理想の家族』

00[二]★[HD]
ボディガード－守るべきもの－ #4
『第4話』

00[5.1]★[HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #7
『大陪審』

22:00 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！

21:00 00[二][HD]
ボディガード－守るべきもの－ #3
『第3話』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #13
『黒いヘリコプター』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #14
『灰色の水』

21:00 21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #16
『献身的な殺人』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #18
『パイレーツ・オブ・ニューヨーク』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #20
『種のないトリック』

20:00 20:00

20:30 20:30 20:30

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #15
『狙われた名探偵』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #17
『レディ・フランシスの叫び』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #19
『２人の灰』

19:00 19:00

19:30 19:30 19:30

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

17:30 17:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #8
『宇宙船衝突』

00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #20
『宴の悲劇』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #14
『憎悪』

18:00 18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #9
『炎と戦う伝説の男』

18:30 18:30

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#8
『不信』

30[二]★[終][HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#10
『対処』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン6
#2
『船上の捜査官』

16:30 16:30

17:00 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

15:00 15:00

15:30 30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#7
『介入』

30[二]★[HD]
【帯】
STARTUP スタートアップ シーズン3
#9
『犠牲』

30[二]★[CC][HD][新]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン6
#1
『チームの絆』

15:30 15:30

16:00 16:00 16:00

14:00 00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #12
『金のハンマー』

00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #17
『クマのワナ＋マフィアのボス』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #13
『黒いヘリコプター』

14:00 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5 #16
『献身的な殺人』

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5 #18
『パイレーツ・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5 #20
『種のないトリック』

13:00 13:00

13:30 13:30 13:30

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

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5 #15
『狙われた名探偵』

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5 #17
『レディ・フランシスの叫び』

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5 #19
『２人の灰』

12:00 12:00

12:30 12:30 12:30

10:30 30[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #8
『宇宙船衝突』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #14
『憎悪』

30[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #8
『理想の家族』

10:30 10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #9
『炎と戦う伝説の男』

11:00 11:00

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

09:00 09:00

09:30 30[HD][字]
ボディガード－守るべきもの－ #3
『第3話』

30[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #20
『宴の悲劇』

30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #14
『憎悪』

09:30 09:30

10:00 10:00 10:00

08:00 00[二/一部字]★[新]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #1
『コンピューター・スパイ』

00[二/一部字]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #3
『スパイ脱獄』

00[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #5
『特急列車強盗』

08:00 08:00

08:30 30[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #2
『潜水艦スパイ』

30[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #4
『航空写真スパイ』

30[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #6
『人工衛星スパイ』

08:30 08:30

07:00 00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
2 #20
『宴の悲劇』

00[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #19 『スカイウォーカー侵略の法則』

00[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #21 『エイリアンへのメッセージの法則』

07:00 07:00

07:30 30[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #20 『要塞建築の法則』

30[二]★[CC][HD]【帯】
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8 #22 『卒業式のスピーチの法則』

07:30 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7 #16
『闇からの指令』

00
メンテナンスのため休止

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7 #17
『彷徨う心』

06:00 06:00

06:30 06:30 06:30


