
スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年10月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.10.01-2020.10.04
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

29:30 30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #18
『頑張れ中尉！！』

30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #20
『禁断の惑星』

29:30 30[二][HD]
ジョー90 HD完全版 #28
『魔神ビラギラーの呪い』

29:30

29:00 00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #17
『残酷バカンス』

00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #19
『アマゾンの女王』

29:00 00[二/一部字][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #28
『地獄の猛火！』

00[HD]
インフォメーション

27:00 00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #4
『帰郷』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #6
『殺人ゲーム』

27:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #5
『つながるフライト』

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
#23
『クリンゴン神カーレスの復活』

28:00

28:30 30[二][終][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 #24『一大決心の法則』

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9 #2『揺れ動く距離の法則』

28:30 28:30

27:00

27:30 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 #23『子育て対決の法則』

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9 #1『勢いで結婚の法則』

28:00 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』

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
#24
『もう一人のウィリアム・ライカー』

25:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #15
『白い吹きだまり』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #16
『すみれの花束』

25:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #3
『乱気流』

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

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #3
『秘密の恋人』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #5
『重要証人』

26:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #4
『密航者』

00[5.1]★[HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #2
『スタテン島　後編』

26:00

26:30 26:30 26:30

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #21
『標的』

00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #15
『ノックアウト』

24:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #2
『再進入』

00[二]★[HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #2
『スタテン島　後編』

23:00 00[二]★[HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #13
『ニュートン・パーセル』

00[二][HD]
ボディガード－守るべきもの－ #4
『第4話』

23:00 00[二]★[HD][新]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #1
『828便』

00[HD][字]
ボディガード－守るべきもの－ #4
『第4話』

24:00

24:30 24:30 24:30

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！

21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 00[二]★[HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #21
『標的』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン3 #15
『ノックアウト』

22:00 00[二][HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #13
『ニュートン・パーセル』

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

00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #18
『ライリー＋飛行機』

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 #4『タムと宿敵リストの法則』

18:00 00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #8
『理想の家族』

00[二][HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #13
『ニュートン・パーセル』

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 #15
『白い吹きだまり』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #16
『すみれの花束』

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 #4
『エピソード4』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #15
『ノックアウト』

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 #22
『もっとも危険なゲーム』

00[5.1]★[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5 #24
『戦いの果て』

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 #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 #21
『標的』

17:30 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

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #4
『帰郷』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #6
『殺人ゲーム』

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9 #6
『魔女裁判』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン9 #12
『ブラック・クイーン』

00[二][HD]
ボディガード－守るべきもの－ #4
『第4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 #10
『人工珊瑚礁』

19:30

18:00

18:30 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 #5『プラネタリウムが衝突を生む法
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 #21
『浮遊する怒り』

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 #23
『宣戦布告』

19:00 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』

18:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

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9 #4
『声なき目撃者』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン9 #10
『いたずら電話』

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #3
『秘密の恋人』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #5
『重要証人』

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9 #5
『66号線』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン9 #11
『怒りの鉄拳』

17:00

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6 #14
『灰色の水』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #15
『白い吹きだまり』

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9 #3
『最後の銃声』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン9 #9
『奇妙な果実』

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 #22
『もっとも危険なゲーム』

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5 #24
『戦いの果て』

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9 #2
『インスピレーション-後編-』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン9 #8
『少年兵士』

12:00

12:30 12:30 12:30

10:30 30[5.1][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #7
『大陪審』

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』

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 #4
『エピソード4』

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

10:30

11:00 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 #4『タムと宿敵リストの法則』

11:00 11:00

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 #21
『浮遊する怒り』

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5 #23
『宣戦布告』

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9 #1
『インスピレーション-前編-』

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

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 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

09:30 30[多]★[CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #18
『ライリー＋飛行機』

30[二][HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #13
『ニュートン・パーセル』

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2 #3
『エピソード3』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #15
『ノックアウト』

09:30

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

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

10:00

11:30

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 #20
『変節の時』

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 #21
『嵐の予兆』

08:00

08:30 30[二/一部字]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #8
『空飛ぶクラシック・カー』

30[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #10
『ねらわれたサーキット』

08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #10
『人工珊瑚礁』

08:30

08:00 00[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #7
『新兵器アクアタンク』

00[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #9
『超音波ライフル銃』

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 #4『第47格納庫』

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
#24
『もう一人のウィリアム・ライカー』

09:00

07:00

07:30 30[二]★[終][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 #24『一大決心の法則』

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9 #2『揺れ動く距離の法則』

07:30 30[二]★[HD]
ジョー90 HD完全版 #28
『魔神ビラギラーの呪い』

07:30

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 #23『子育て対決の法則』

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9 #1『勢いで結婚の法則』

07:00 00[二/一部字]★[HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #28
『地獄の猛火！』

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
#23
『クリンゴン神カーレスの復活』

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 #18
『偽りの契り』

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 #19
『決別の行方』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年10月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.10.05-2020.10.11
2020.10.05 2020.10.06 2020.10.07 2020.10.08 2020.10.09 2020.10.10 2020.10.11

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。

07:30 30[二]★[HD]
ジョー90 HD完全版 #29
『世界一のボディガード』

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 #22
『嵐に立つ者たち』

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 #23
『心の決死圏』

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 #24
『自由への叫び』

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7 #25
『終わりなきはじまり　パート1』

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7 #26
『終わりなきはじまり　パート2』

06:00 00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン1
#1
『駆け出し』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン1
#2
『トゥコ』

00[二]★[終]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #13
『4人のにせ札団』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
BELOW THE SURFACE 深層の8日
間 #1
『1日目：事件発生』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
BELOW THE SURFACE 深層の8日
間 #2
『2日目：インタビュー』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
BELOW THE SURFACE 深層の8日
間 #3
『3日目：突入のチャンス』

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 #5『その名は“滅亡”(ほろび) ―伝説2大怪獣
登場―』

00[二]★[終][CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版
#26
『ボーグ変質の謎～パート1～』

09:30

10:00 10:00 10:00

09:30

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9 #3『独身さよならパーティーの悲劇の法則』

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9 #5『エクササイズ導入の法則』

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9 #7『スポックの影響の法則』

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9 #9『プラトニックな恋愛の法則』

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9 #11『公開初日のジレンマの法則』

07:00 00[二/一部字]★[HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #29
『裏切者は誰だ！』

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
#25
『時空歪曲地帯』

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9 #4『2003年をインストールの法則』

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9 #6『ヘリウムを手に入れろ！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9 #8『デート観察の法則』

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9 #10『頭から離れないあの歌の正体の法則』

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9 #12『恋しさと懐かしさと自分らしさの法則』

30[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #9
『折れた翼』

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #10
『人工珊瑚礁』

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 #5『プラネタリウムが衝突を生む法
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[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #16
『父と息子』

08:00

08:30 30[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #12
『国王暗殺計画』

30★[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・プール

08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #11
『岩窟クエスト』

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]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #11
『にせ神父スパイ』

30[HD][字]
ボディガード－守るべきもの－ #4
『第4話』

30[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #21
『標的』

30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #15
『ノックアウト』

30[多]★[CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #19
『紙幣＋カバン』

30[二][HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #14
『トワミー・ウルラク』

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2 #5
『エピソード5』

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

11:30

12:00 00[二]★[HD][新]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #1
『過ぎ去った退屈』

00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #3
『世にも奇妙な戦死』

00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #5
『頭だけの死体』

00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #7
『殺しのオーナメント』

00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #9
『命の期限』

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9 #13
『帰郷』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン9 #19
『記憶の稜線』

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 #9
『炎と戦う伝説の男』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #15
『ノックアウト』

30[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #9
『折れた翼』

30[5.1][終][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #8
『新たな一歩』

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』

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2 #6
『エピソード6』

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 #16
『すみれの花束』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #17
『銀の翼が時を越え』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #18
『緑の森』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #19
『茶色い目の少女たち』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #20
『白いテーブル』

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9 #15
『アンダーソン夫婦の悩み』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン9 #21
『獣たちの祝宴』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #2
『ミッドタウンの稲妻』

00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #4
『血まみれの診療所』

00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #6
『この指とまれ』

00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #8
『砂の女』

00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #10
『知りすぎていた女』

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9 #14
『200』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン9 #20
『報復』

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9 #17
『トンネルの魔術師』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン9 #23
『天使と悪魔-前編-』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #8
『裏切り者』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #10
『命懸けのファイト』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #12
『女たちの抵抗』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #14
『大佐の腹のうち』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #16
『償い』

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9 #22
『テセウスの迷宮』

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #7
『銀行強盗の真相』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #9
『リーの正義』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #11
『クリスマスの贈り物』

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9 #16
『天使の失踪』

19:30

18:00 00[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』

00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #21
『標的』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #15
『ノックアウト』

00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #19
『紙幣＋カバン』

00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファ
イナル・シーズン #5『プラネタリウムが衝突を生む法
則』

18:00 00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #9
『折れた翼』

00[二][HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #14
『トワミー・ウルラク』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン9 #18
『渇いた牙』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン9 #24
『天使と悪魔-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

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #13
『癒えない傷』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #15
『セカンド・チャンス』

15:30

00[5.1]★[終][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #8
『新たな一歩』

00[二]★[終][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #22
『挑戦状』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン3 #16
『父と息子』

22:00

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6 #2
『ミッドタウンの稲妻』

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6 #4
『血まみれの診療所』

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6 #6
『この指とまれ』

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6 #8
『砂の女』

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6 #10
『知りすぎていた女』

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 #5
『エピソード5』

00[二][終][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #22
『挑戦状』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #10
『人工珊瑚礁』

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 #6『仲間の仮装における摂動の法
則』

18:30 18:30

19:00 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6 #1
『過ぎ去った退屈』

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6 #3
『世にも奇妙な戦死』

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6 #5
『頭だけの死体』

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6 #7
『殺しのオーナメント』

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6 #9
『命の期限』

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #10
『人工珊瑚礁』

00[二][HD]
ボディガード－守るべきもの－ #5
『第5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 #11
『岩窟クエスト』

00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #9
『折れた翼』

22:00
05[二][HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #14
『トワミー・ウルラク』

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！

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 #17
『銀の翼が時を越え』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #18
『緑の森』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #19
『茶色い目の少女たち』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #20
『白いテーブル』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #21
『黒い取引』

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2 #6
『エピソード6』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #16
『父と息子』

21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 00[二]★[HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #9
『折れた翼』

00[二]★[HD]
ボディガード－守るべきもの－ #5
『第5話』

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 #9
『折れた翼』

00★[HD][字]
ボディガード－守るべきもの－ #5
『第5話』

00[5.1][終][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #8
『新たな一歩』

00[5.1]★[終][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #22
『挑戦状』

00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #16
『父と息子』

24:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #7
『鼓動』

00[二]★[HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #3
『再生』

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 #21
『標的』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #15
『ノックアウト』

00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #9
『折れた翼』

00[二]★[HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #14
『トワミー・ウルラク』

00[二][HD]
ボディガード－守るべきもの－ #5
『第5話』

23:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #6
『探知不能』

00[HD][字]
ボディガード－守るべきもの－ #5
『第5話』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #7
『銀行強盗の真相』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #9
『リーの正義』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #11
『クリスマスの贈り物』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #13
『癒えない傷』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #15
『セカンド・チャンス』

26:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #9
『救出作戦』

00[5.1]★[HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #3
『再生』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #17
『銀の翼が時を越え』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #18
『緑の森』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #19
『茶色い目の少女たち』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #20
『白いテーブル』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #21
『黒い取引』

25:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #8
『引き返せない事態』

00[5.1][終][HD][字]
レッドライン ～悲しみの向こうに #8
『新たな一歩』

27:00

27:30 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9 #3『独身さよならパーティーの悲劇の法則』

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9 #5『エクササイズ導入の法則』

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9 #7『スポックの影響の法則』

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9 #9『プラトニックな恋愛の法則』

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9 #11『公開初日のジレンマの法則』

28:00 00[二][HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #2
『スタテン島　後編』

00[5.1]★[終][HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン6 HD版
#26
『ボーグ変質の謎～パート1～』

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9 #4『2003年をインストールの法則』

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9 #6『ヘリウムを手に入れろ！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9 #8『デート観察の法則』

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9 #10『頭から離れないあの歌の正体の法則』

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9 #12『恋しさと懐かしさと自分らしさの法則』

28:30 28:30

27:00 00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #8
『裏切り者』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #10
『命懸けのファイト』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #12
『女たちの抵抗』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #14
『大佐の腹のうち』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #16
『償い』

27:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #10
『横風』

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
#25
『時空歪曲地帯』

29:30 30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #22
『無人ロケットの怪』

30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #24
『フル・スピード！！』

30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #26
『ロボット戦車隊』

30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #28
『恐怖の笛』

30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #30
『中尉、閣下となる』

29:30 30[二][HD]
ジョー90 HD完全版 #29
『世界一のボディガード』

29:30

29:00 00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #21
『ロボットの活躍』

00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #23
『謎の宇宙船』

00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #25
『タイムマシン1875年』

00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #27
『爆発一秒前』

00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #29
『ロボット裁判』

29:00 00[二/一部字][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #29
『裏切者は誰だ！』

00[HD]
インフォメーション

※10/6（火）27:55～28:00はスカパープレミアムのみメンテナンス休止

29:00



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年10月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.10.12-2020.10.18
2020.10.12 2020.10.13 2020.10.14 2020.10.15 2020.10.16 2020.10.17 2020.10.18

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。

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9 #14『ばあば、来(きた)るの法則』

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9 #16『うれしさと不安の法則』

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9 #18『特許申請の法則』

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9 #20『山小屋で過ごす週末の法則』

07:30 30[二]★[終][HD]
ジョー90 HD完全版 #30
『すばらしい誕生日』

07:30

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン1
#3
『ナチョ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン1
#4
『ヒーロー』

00
メンテナンスのため休止

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン1
#5
『羊飼いの少年』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン1
#6
『警官』

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン1
#7
『ビンゴ』

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
BELOW THE SURFACE 深層の8日
間 #4
『4日目：戦場のトラウマ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
BELOW THE SURFACE 深層の8日
間 #5
『5日目：脱出計画』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
BELOW THE SURFACE 深層の8日
間 #6
『6日目：アルファの正体』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
BELOW THE SURFACE 深層の8日
間 #7
『7日目：嘘と真実』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
BELOW THE SURFACE 深層の8日
間 #8
『8日目：偽りの英雄』

08:00 00[吹]★[終]
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 #6『永遠(とわ)なる勇者 ―伝説2大怪獣登場
―』

09:30 30[HD][字]
ボディガード－守るべきもの－ #5
『第5話』

30[二][終][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #22
『挑戦状』

30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #16
『父と息子』

30[多]★[CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #20
『超高層ビル－電力』

30[二][HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #15
『ゴードン･ケンプ』

09:30

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#2
『イヤール星の使者』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #12
『ＳＯＳ（前編）』

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

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン1
#8
『RICO法』

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9 #13『最適な思いやりの法則』

00[HD][字]
ボディガード－守るべきもの－ #5
『第5話』

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9 #15『バレンタインの若気の至りの法則』

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9 #17『シェルドンを祝う方法の法則』

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9 #19『買い出しと言い訳の法則』

07:00 00[二/一部字]★[HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #30
『海底基地を爆撃せよ！』

00[二]★[CC][HD][新]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#1
『ボーグ変質の謎～パート2～』

07:00

07:30

30★[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・テイラー

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #17
『ホテルLA』

09:30

10:00 10:00 00[二][終][HD]
ボディガード－守るべきもの－ #6
『第6話』

10:00

10:30 30[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #10
『人工珊瑚礁』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #16
『父と息子』

30[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #10
『肉と血』

30[二][HD][新]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #1
『爆発＋灰＋遺産＝フェニックス』

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 #5『プラネタリウムが衝突を生む法
則』

10:30 30[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #10
『肉と血』

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #11
『岩窟クエスト』

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 #6『仲間の仮装における摂動の法
則』

11:00 11:00

00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #18
『ホロウィッツの大予言』

00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #20
『死が二人を分かつまで』

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10 #2
『地獄めぐり』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン10 #8
『サドワース・プレイスの少年たち』

11:30

12:00 00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #11
『煙の彼方』

00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #13
『優しい殺し屋』

00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #15
『お粗末な儀式』

00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #17
『食物連鎖の理』

00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #19
『解けない数式』

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10 #1
『容疑者X』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン10 #7
『ハッシュタグ』

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

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #24
『不協和音』

16:30 16:30

17:00

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6 #21
『黒い取引』

00[二][終][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #22
『青い鳥』

00[二][終][HD]
ボディガード－守るべきもの－ #6
『第6話』

00[二][CC][HD][新]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #1
『どこまでも続く青い空』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #2
『灰色の鉄格子のホテル』

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10 #3
『千の太陽』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン10 #9
『宿命のナイフ』

14:00

14:30 14:30 14:30

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン10 #4
『不平のかゆみ』

13:00 00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #12
『女王様と奴隷たち』

00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #14
『閉ざされた11分署』

00[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #16
『不気味の谷の目撃者』

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10 #6
『ガラスの靴』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン10 #12
『英雄の死』

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

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン10 #10
『アメリア・ポーター』

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #17
『アリゾナからの便り』

30[5.1][終][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #22
『挑戦状』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #19
『少年と銃』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #21
『救世主アビー』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #23
『ロサンゼルス潜入捜査班（後編）』

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10 #5
『箱の中のハロウィーン』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン10 #11
『永遠の人々』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #18
『伝説のボクサー』

30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #16
『父と息子』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #20
『大捕り物』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #22
『ロサンゼルス潜入捜査班（前編）』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #11
『岩窟クエスト』

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 #7『最適な補助金交付を導く法則』

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6 #11
『煙の彼方』

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6 #13
『優しい殺し屋』

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6 #15
『お粗末な儀式』

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6 #17
『食物連鎖の理』

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6 #19
『解けない数式』

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #11
『岩窟クエスト』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #17
『ホテルLA』

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 #12
『ＳＯＳ（前編）』

19:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #10
『人工珊瑚礁』

00[二][終][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #22
『挑戦状』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #16
『父と息子』

00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #20
『超高層ビル－電力』

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 #6『仲間の仮装における摂動の法
則』

18:00 00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #10
『肉と血』

00[二][HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #15
『ゴードン･ケンプ』

20:00

20:30 20:30 30[終][HD][字]
ボディガード－守るべきもの－ #6
『第6話』

20:30

45[HD]インフォメーション

21:00 00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #22
『青い鳥』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #16
『父と息子』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #1
『どこまでも続く青い空』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #2
『灰色の鉄格子のホテル』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #3
『オレンジブロッサム・アイス』

21:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #17
『ホテルLA』

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6 #12
『女王様と奴隷たち』

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6 #14
『閉ざされた11分署』

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6 #16
『不気味の谷の目撃者』

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6 #18
『ホロウィッツの大予言』

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6 #20
『死が二人を分かつまで』

20:00 00[HD]
インフォメーション

00[5.1][HD][字][新]
LOVE LIFE #1
『オーギー・ジョン』

25:30 25:30

26:00 00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #17
『アリゾナからの便り』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #19
『少年と銃』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #21
『救世主アビー』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #23
『ロサンゼルス潜入捜査班（後編）』

22:00

22:30 22:30 22:30

45[HD]インフォメーション

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 #10
『肉と血』

00[二]★[終][HD]
ボディガード－守るべきもの－ #6
『第6話』

00[二]★[HD][新]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #1
『爆発＋灰＋遺産＝フェニックス』

00[5.1]★[HD][字][新]
LOVE LIFE #1
『オーギー・ジョン』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン3 #17
『ホテルLA』

22:00 00[二][HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #15
『ゴードン･ケンプ』

00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #10
『肉と血』

23:00 00[5.1][終][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズ
ン2 #22
『挑戦状』

00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #10
『肉と血』

00[二]★[HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
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][新]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #1
『爆発＋灰＋遺産＝フェニックス』

23:00

23:30 30★[終][HD][字]
ボディガード－守るべきもの－ #6
『第6話』

23:30 23:30

24:00 00★[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #10
『肉と血』

00[5.1]★[HD][字][新]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #1
『爆発＋灰＋遺産＝フェニックス』

00[5.1][HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #3
『再生』

00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #17
『ホテルLA』

24:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #12
『消失点』

00[二]★[HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #4
『人質』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #11
『飛行機雲』

00[二][HD][新]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #1
『爆発＋灰＋遺産＝フェニックス』

26:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #14
『アップグレード』

00[5.1]★[HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #4
『人質』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00★[終][HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #22
『青い鳥』

00
メンテナンスのため休止

00★[HD][字][新]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #1
『どこまでも続く青い空』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #2
『灰色の鉄格子のホテル』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #3
『オレンジブロッサム・アイス』

25:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #13
『進入許可』

00[5.1][HD][字][新]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #1
『爆発＋灰＋遺産＝フェニックス』

27:00 00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #18
『伝説のボクサー』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #20
『大捕り物』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #22
『ロサンゼルス潜入捜査班（前編）』

00★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #24
『不協和音』

27:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #15
『ハードランディング』

00[5.1]★[HD][字][新]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#1
『ボーグ変質の謎～パート2～』

29:00 00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #31
『地球侵略軍』

00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #33
『冷凍遊星』

00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #35
『宇宙最優秀パイロット』

00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #37
『催眠惑星』

29:00 00[二/一部字][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #30
『海底基地を爆撃せよ！』

25:30

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #32
『光速突破！！』

30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #34
『火の球攻撃』

30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #36
『お化け屋敷』

30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #38
『ガンマー光線』

29:30 30[二][終][HD]
ジョー90 HD完全版 #30
『すばらしい誕生日』

29:30

27:00

27:30 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9 #13『最適な思いやりの法則』

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9 #15『バレンタインの若気の至りの法則』

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9 #17『シェルドンを祝う方法の法則』

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9 #19『買い出しと言い訳の法則』

28:00 00[二]★[終][HD]
【全話一挙放送】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #16
『出発予定時刻』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#2
『イヤール星の使者』

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9 #14『ばあば、来(きた)るの法則』

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9 #16『うれしさと不安の法則』

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9 #18『特許申請の法則』

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9 #20『山小屋で過ごす週末の法則』

28:30 28:30

25:00



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年10月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.10.19-2020.10.25
2020.10.19 2020.10.20 2020.10.21 2020.10.22 2020.10.23 2020.10.24 2020.10.25

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。

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン2
#5
『レベッカ』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#4
『謎のエイリアン部隊～パート1～』

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9 #21『アツいパーティーの法則』

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9 #23『割り込みの法則』

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10 #1『２度目の結婚式の法則』

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10 #3『カフェイン依存症の法則』

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10 #5『汚染された風呂の法則』

07:00 00[二/一部字]★[HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #31
『ミステロン宇宙船あらわる！』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#3
『インターフェイス救出作戦』

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9 #22『アルコールありなしの法則』

30[二]★[終][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9 #24『冷ややかな再会の法則』

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10 #2『政府の極秘プロジェクトの法則』

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10 #4『同棲実験の法則』

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10 #6『赤ちゃんキックの余波の法則』

07:30 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 #8『初めての交わりで脱線する法則』

07:30

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン1
#9
『ピメント』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン1
#10
『マルコ』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン2
#1
『スイッチ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン2
#2
『クリームパイ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン2
#3
『テキサス』

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン2
#4
『丸腰』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #13
『ＳＯＳ（後編）』

08:30

45[HD]インフォメーション

09:00 00[終][HD][字]
ボディガード－守るべきもの－ #6
『第6話』

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

09:30 30[5.1][HD][字][新]
LOVE LIFE #1
『オーギー・ジョン』

30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #17
『ホテルLA』

30[多]★[CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #21
『風＋水』

30[二][HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #16
『ナイル･ハッチャー』

09:30 30[5.1]★[HD][字][新]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #1
『コンビ誕生』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #18
『汚名』

08:00 00[5.1][HD][字][新]
LOVE LIFE #1
『オーギー・ジョン』

00★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン10 カ
ミングスーン特番

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #1
『黒い眼』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #2
『ディーンを追う影』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #3
『浄化と恩寵』

08:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #12
『ＳＯＳ（前編）』

09:30

10:00 10:00 10:00

15[HD]インフォメーション

10:30 30[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #11
『岩窟クエスト』

30[5.1][HD][字][新]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #1
『爆発＋灰＋遺産＝フェニックス』

30[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #2
『レッドセル＋量子＋低温＋忠誠
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 ファ
イナル・シーズン #6『仲間の仮装における摂動の法
則』

10:30 30[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #2
『本物の愛』

30[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #12
『ＳＯＳ（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 ファ
イナル・シーズン #7『最適な補助金交付を導く法則』

11:00 11:00

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#4
『遺産』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#6
『臓器の行方』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#8
『異国での決意』

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10 #14
『ヒーロー崇拝』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン10 #20
『惨劇の食卓』

11:30

12:00 00[二]★[終][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #21
『最愛の相棒へ』

00[二]★[HD][新]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#1
『天使のささやき』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#3
『スパイの誘惑』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#5
『弟ができた日』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#7
『時限爆弾』

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10 #13
『ギデオンの遺言』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン10 #19
『国外捜査』

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

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10 #16
『ロックダウン』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン10 #22
『正義の人』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #3
『オレンジブロッサム・アイス』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #4
『ブラック・マーケット』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #5
『シルバーのブリーフケース』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #6
『グリーンライト』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #7
『小さな黄色い家』

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10 #15
『過去からの叫び声』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン10 #21
『かぎ爪の怪物』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二][HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #15
『ゴードン･ケンプ』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#2
『新たなボス』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン10 #18
『議員夫人の誘拐』

00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #2
『レッドセル＋量子＋低温＋忠誠
心』

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]★[終][CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #25
『忠誠心』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #2
『過去との決別』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #4
『海に消えた真実』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #6
『アウトロー』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #8
『アナログ捜査』

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10 #17
『禁断のプレイ』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン10 #23
『人身売買』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD][新]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #1
『ワイルドカード』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #3
『疑惑の目』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #5
『イタズラ王の死』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #7
『因縁の対決』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #9
『隠されたSOS』

16:30

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #12
『ＳＯＳ（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 ファ
イナル・シーズン #8
『初めての交わりで脱線する法則』

18:30 18:30

45[HD]インフォメーション

19:00 00[5.1]★[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6 #21
『最愛の相棒へ』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#1
『天使のささやき』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#3
『スパイの誘惑』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#5
『弟ができた日』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#7
『時限爆弾』

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #12
『ＳＯＳ（前編）』

00[二][HD][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #1
『再出発』

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 #13
『ＳＯＳ（後編）』

19:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #11
『岩窟クエスト』

00[5.1][HD][字][新]
LOVE LIFE #1
『オーギー・ジョン』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #17
『ホテルLA』

00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #21
『風＋水』

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 #7
『最適な補助金交付を導く法則』

18:00 00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』

00[二][HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #16
『ナイル･ハッチャー』

20:00

20:30 20:30 20:30

45[HD]インフォメーション 45[HD]インフォメーション

21:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #4
『ブラック・マーケット』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #5
『シルバーのブリーフケース』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #6
『グリーンライト』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #7
『小さな黄色い家』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #8
『白煙の向こう』

21:00 00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #2
『本物の愛』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #18
『汚名』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1][HD][字][新]
LOVE LIFE #1
『オーギー・ジェング』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#2
『新たなボス』

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#6
『臓器の行方』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#8
『異国での決意』

20:00 00[5.1][HD][字][新]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #1
『コンビ誕生』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #2
『ブラッドリー・フィールド』

22:00

22:30 22:30 22:30

45[HD]インフォメーション

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 #11
『闇に潜むハンター』

00[二]★[HD][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #1
『再出発』

00[二]★[HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #2
『レッドセル＋量子＋低温＋忠誠
心』

00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #2
『ブラッドリー・フィールド』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン3 #18
『汚名』

22:00 00[二][HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #16
『ナイル･ハッチャー』

00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』

00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン3 #16
『父と息子』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #2
『レッドセル＋量子＋低温＋忠誠
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 #11
『闇に潜むハンター』

00[5.1]★[HD][字][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #1
『再出発』

00[5.1]★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #2
『レッドセル＋量子＋低温＋忠誠
心』

00[5.1][HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #4
『人質』

00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #18
『汚名』

24:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン3 #15
『ノックアウト』

00[二]★[HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #5
『エリス島』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD][新]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #1
『爆発＋灰＋遺産＝フェニックス』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #17
『ホテルLA』

00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』

00[二]★[HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #16
『ナイル･ハッチャー』

00[5.1][HD][字][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #1
『再出発』

23:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン3 #14
『憎悪』

00[5.1][HD][字][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #1
『再出発』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #1
『ワイルドカード』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #3
『疑惑の目』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #5
『イタズラ王の死』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #7
『因縁の対決』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #9
『隠されたSOS』

27:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン3 #18
『汚名』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#3
『インターフェイス救出作戦』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[終][HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン6 #25
『忠誠心』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #2
『過去との決別』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #4
『海に消えた真実』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #6
『アウトロー』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #8
『アナログ捜査』

26:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン3 #17
『ホテルLA』

00[5.1]★[HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #5
『エリス島』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #4
『ブラック・マーケット』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #5
『シルバーのブリーフケース』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #6
『グリーンライト』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #7
『小さな黄色い家』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #8
『白煙の向こう』

25:00

29:00 00★[終][字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #39
『透明生物』

00[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン10 カ
ミングスーン特番

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #1
『黒い眼』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #2
『ディーンを追う影』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #3
『浄化と恩寵』

29:00 00[二/一部字][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #31
『ミステロン宇宙船あらわる！』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 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9 #21『アツいパーティーの法則』

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9 #23『割り込みの法則』

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10 #1『２度目の結婚式の法則』

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10 #3『カフェイン依存症の法則』

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10 #5『汚染された風呂の法則』

28:00 00[二][HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #4
『人質』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#4
『謎のエイリアン部隊～パート1～』

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9 #22『アルコールありなしの法則』

30[二][終][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9 #24『冷ややかな再会の法則』

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10 #2『政府の極秘プロジェクトの法則』

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10 #4『同棲実験の法則』

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10 #6『赤ちゃんキックの余波の法則』

28:30 28:30

27:00

29:00

29:30 30[HD]
インフォメーション

29:30 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 #8『初めての交わりで脱線する法則』

29:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年10月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.10.26-2020.10.31
2020.10.26 2020.10.27 2020.10.28 2020.10.29 2020.10.30 2020.10.31 2020.11.01

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。

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン2
#8
『フィフィ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン2
#9
『大成功』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン2
#10
『引き金』

06:00 00[二]★[HD][新]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン3
#1
『メイベル』

06:00

06:30 06:30 06:30

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン2
#6
『バリ・ハイ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン2
#7
『風船人形』

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10 #7『ビュリダンのロバの法則』

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10 #9『地質学者と張り合う法則』

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #4
『まやかしの月』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #5
『女子高生の課外活動』

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

10:30 30[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #12
『ＳＯＳ（前編）』

30[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #2
『レッドセル＋量子＋低温＋忠誠
心』

11:30 30[HD]
インフォメーション

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #6
『執事は知っている』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #7
『魔女ロウィーナ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #8
『ドナの怪物退治』

08:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #13
『ＳＯＳ（後編）』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #14
『シグナル（前編）』

08:30

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10 #11『彗星のごとき登場の法則』

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10 #13『夫婦の危機を乗り越える法則』

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10 #15『機関士シェルドンの法則』

07:00 00[二/一部字]★[終][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #32
『スペクトラムの暗号をねらえ！』

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10 #8『星空の下のディナーの法則』

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10 #10『所持品を分け合う法則』

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10 #12『新年の報告会の法則』

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10 #14『感情読み取りマシンの法則』

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10 #16『援助打ち切りの法則』

07:30 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 #9『参考文献を確認する時の法則』

07:30

30[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #3
『子供＋飛行機＋ケーブル＋トラッ
ク』

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 #7
『最適な補助金交付を導く法則』

10:30 30[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #4
『過去と現在の狭間で』

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #13
『ＳＯＳ（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 ファ
イナル・シーズン #8
『初めての交わりで脱線する法則』

11:00 11:00

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 00[HD]
インフォメーション

09:00

09:30 30[5.1][HD][字][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #1
『再出発』

30[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #2
『ブラッドリー・フィールド』

30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #18
『汚名』

30[多]★[CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #22
『UFO＋エリア51』

30[二][HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #17
『兄弟』

09:30 30[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #3
『隠し事』

09:30

10:00 10:00 10:00

15[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

11:30

12:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#9
『二重生活』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#11
『影の支配者』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#13
『ウイルスＸ』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#15
『経済の刺客』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#17
『ある町の秘密』

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11 #1
『白い仮面』

12:00

12:30 12:30 12:30

30[HD]
インフォメーション

14:00 00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #8
『白煙の向こう』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #9
『鉛色の弾丸』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#10
『黄金のままではいられない』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#11
『赤土の秘密』

00[二][CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#12
『茶色いカーペット』

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11 #3
『死がふたりを分かつまで』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#10
『時間切れ』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#12
『デスパレートな海軍の妻たち』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#14
『ゆがんだ正義』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#16
『生存者』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#18
『見えないスパイ』

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11 #2
『目撃者』

13:00

13:30 13:30 13:30

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11 #4
『無法者の町』

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #10
『それぞれの祈り』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #12
『親子の絆』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #14
『見えざる脅威』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #16
『秘めた決意』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #18
『海賊船の財宝』

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11 #5
『暗闇のアーティスト』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #11
『空駆ける夢』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #13
『上空の攻防』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #15
『危険な賭け』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #17
『２つの顔』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #19
『愛を売る女』

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11 #6
『牧師の過ち』

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

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#9
『二重生活』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#11
『影の支配者』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#13
『ウイルスＸ』

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

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

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #13
『ＳＯＳ（後編）』

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 #14
『シグナル（前編）』

19:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #12
『ＳＯＳ（前編）』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #2
『ブラッドリー・フィールド』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #18
『汚名』

00[多][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #22
『UFO＋エリア51』

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 #8
『初めての交わりで脱線する法則』

18:00 00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #13
『ＳＯＳ（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 ファ
イナル・シーズン #9
『参考文献を確認する時の法則』

18:30 18:30

45[HD]インフォメーション

21:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #9
『鉛色の弾丸』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#10
『黄金のままではいられない』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#11
『赤土の秘密』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#12
『茶色いカーペット』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#13
『白い蘭』

21:00 00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #4
『過去と現在の狭間で』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#10
『時間切れ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#12
『デスパレートな海軍の妻たち』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#14
『ゆがんだ正義』

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

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

20:00 00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #3
『隠し事』

20:00

20:30 20:30 20:30

23:00 00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #2
『レッドセル＋量子＋低温＋忠誠
心』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #18
『汚名』

00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』

00[二]★[HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #17
『兄弟』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #2
『行き場のない者たち』

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 #21
『標的』

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 #12
『ハーメルンの笛吹き男』

00[二]★[HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #2
『行き場のない者たち』

00[二]★[HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #3
『子供＋飛行機＋ケーブル＋トラッ
ク』

00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #3
『携帯ダニー』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン3 #19
『風紀課』

22:00 00[二][HD]
【二カ国語版追っかけ放送中！】
ブラックリスト シーズン7 #17
『兄弟』

22:00

22:30 22:30 22:30

45[HD]インフォメーション

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！

25:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #9
『鉛色の弾丸』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#10
『黄金のままではいられない』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#11
『赤土の秘密』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#12
『茶色いカーペット』

00★[終][HD][字]
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン
#13
『白い蘭』

25:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
ミセス・ウィルソン #1
『夫の死』

25:00

25:30 25:30 25:30

24:00 00★[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』

00[5.1]★[HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #2
『行き場のない者たち』

00[5.1]★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #3
『子供＋飛行機＋ケーブル＋トラッ
ク』

00[5.1][HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #5
『エリス島』

00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #19
『風紀課』

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 #22
『挑戦状』

24:00

24:30 24:30 24:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #11
『空駆ける夢』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #13
『上空の攻防』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #15
『危険な賭け』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #17
『２つの顔』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #19
『愛を売る女』

27:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
ミセス・ウィルソン #3
『夫の真実』

27:00

27:30 27:30 27:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #10
『それぞれの祈り』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #12
『親子の絆』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #14
『見えざる脅威』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #16
『秘めた決意』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #18
『海賊船の財宝』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
ミセス・ウィルソン #2
『夫の秘密』

26:00

26:30 26:30 26:30

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #4
『まやかしの月』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #5
『女子高生の課外活動』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #6
『執事は知っている』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #7
『魔女ロウィーナ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #8
『ドナの怪物退治』

29:00 00[二/一部字][終][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #32
『スペクトラムの暗号をねらえ！』

29:00

29:30 29:30 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 #9『参考文献を確認する時の法則』

29:30

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10 #7『ビュリダンのロバの法則』

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10 #9『地質学者と張り合う法則』

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10 #11『彗星のごとき登場の法則』

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10 #13『夫婦の危機を乗り越える法則』

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10 #15『機関士シェルドンの法則』

28:00 00[二][HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #5
『エリス島』

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10 #8『星空の下のディナーの法則』

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10 #10『所持品を分け合う法則』

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10 #12『新年の報告会の法則』

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10 #14『感情読み取りマシンの法則』

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10 #16『援助打ち切りの法則』
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